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家庭医療センターの設立	 Establish	  2	  Family	  Medicine	  Centers	  

菊川市家庭医療センター	  	  	 Kikugawa	  Family	  Medicine	  Center	  
１年間の来院数：18,083 人	  	 18,083	  patient	  visits	  in	  past	  12	  months	  

森町家庭医療クリニック	 Morimachi	  Family	  Medicine	  Center	  
１年間の来院数：10,230 人	  	 10,230	  patient	  visits	  in	  past	  12	  months	  

	  
参加状況（Ｈ22 年４月～Ｈ26 年１月）Participants	  (April	  2010-‐2014)	  
	 研修医	 15名	  	 15	  Residents	  
	 フェロー	 ３名	  	 3	  Fellows	  
	 指導医	  	 ６名	 6	  Attendings	  
	 浜松医科大学寄附講座	 二講座設立	 2	  Contract	  Departments	  Established	  at	  Hamamatsu	  	 	  
	 Medical	  School	  

	 産婦人科家庭医療学講座	 Ob/Gyn	  Family	  Medicine	  Department	  

	 地域家庭医療学講座	 Community	  and	  Family	  Medicine	  Department	  
	  
教育 	  Education	  &	  Training	  
	 レジデント 14 名が２週間のミシガン大学留学	  	 Residents:	  14	  Residents	  at	  U-‐M	  for	  2	  weeks	  each	  

	 フェロー２名が２週間のミシガン大学留学	 １	  Fellow:	  1	  Fellow	  at	  U-‐M	  for	  2	  weeks	  

	 完成したオリジナル研究プロジェクト：４プロジェクト	  	 4	  Original	  Research	  Projects	  Completed	  

	 進行中のオリジナル研究プロジェクト：６プロジェクト	 ６Projects	  in	  progress	  

	 レジデント６名が計４回、国際学会で発表	 6	  residents	  did	  4	  Academic	  Meeting	  Presentations	  abroad	  

	 レジデント１名のオリジナル研究を基にした学術論文が学会雑誌（査読あり）に採用	  
1	  resident	  original	  research	  publication	  in	  a	  peer	  reviewed	  journal	  

	 	  フェロー１名のオリジナル研究を基にした学術論文が学会雑誌（査読あり）に採用	  
1	  fellow	  original	  research	  project	  publication	  in	  peer	  reviewed	  journal	  	  

	 レジデント 13 名が女性模擬患者指導によるセンシティブ（乳房・性器）診察を経験	 	 

	 レジデント 13 名が男性模擬患者指導によるセンシティブ（泌尿器・性器）診察を経験	  
13	  residents:	  Female	  Standardized	  Patient	  instruction	  experience	  for	  breast,	  pelvic	  exam	  
13	  residents:	  Male	  Standardized	  Patient	  Instructor	  Sensitive	  examination	  experience	  

	 視察団が二回にわたってミシガン大学を見学	  
	 視察団メンバー	 2010 年 10 名、2011 年 14 名	 	 
	 2	  Family	  medicine	  delegations	  to	  U-‐M	  
	 In	  2010:	  10	  members,	  In	  2011:	  14	  members	  
	  

	 ミシガン大学・他大学ファカルティーの来日回数：合計 14 名が 33 回	 	  
14	  U-‐M	  and	  other	  faculty	  visited	  33	  times	  

	 日本における指導日数：延べおよそ 300 日	 
About	  300	  days	  of	  teaching	  by	  US	  faculty	  in	  Japan	  

	  
	  

	  


