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「ドクターＧ」とは？

ドクターGeneralist（総合医）の略で、医師として患者に寄り添い、患者の訴えを聴き、

患者の気持ちになって的確な医療をしようという医師のことを言います。最近医療の

進歩は目覚ましく、専門医とか、神の手とか言われる医師が報道されることが多くなっ

ています。しかしながら、医療の本質は困っている患者さんの気持ちになって病気に

対抗することです。患者、家族、医師、看護師他メディカルスタッフはみんな仲間、敵

は病気。みんなで一丸となり協力し合って病気に立ち向かう姿勢が理想的な医療とい
えます。医療側と患者、家族が協調していくことが病気の治療にぜひとも必要です。

現在、NHK総合テレビの木曜日22：00から「総合診療医ドクターG」という番組が放映

されています。指導医「ドクターG」と研修医3人のやり取りで番組が進められていきま

す。テレビに出演する「ドクターG」は、みな医学の知識が豊富であるとともに指導方法

を十分熟知し手腕を発揮されています。当院では今年「ドクターＧ」を招聘し闘魂外来
＆闘魂祭りを開催致します。

「闘魂外来」とは?

「ドクターＧ」による実際の医療現場における医学生教育です。

医学部在籍５年生・６年生を対象とし、ＮＰＯ法人「医桜」が全国の病院と共催しながら
行われています。

平成２８年７月１６日（土曜日）午前中に十全総合病院外来で開催予定にしています。

当日医学生が診察致しますが、医学に優れた「ドクターＧ」が責任を持って診断治療

にあたりますので、患者さんにも大いにメリットがあると考えています。もちろん実習と

して学生が診療する旨、了承及びご協力いただける方を対象と致します。

お招きする「ドクターＧ」としては、今年１月７日ＮＨＫで放映された際の「総合診療
医」徳田 安春先生を筆頭に他３人、合計４人の布陣で「闘魂外来」を行います。

７月１６日午後には「闘魂祭り（＝症例検討会）」を行います。「闘魂」というと、レスリン

グを思い浮かべると思いますが、当院にプロレスのリングにみたてたカンファレンス会
場を設置し医学的な討論を戦わせ、真剣に勝敗を決する内容にしたいと考えています。

医師を志す若者に、楽しく高いレベルの医療を学ぶ機会を作ることで、地域に若い医
師が注目し、集まって来るようなイベントになればと期待しています。

愛媛初開催の「闘魂外来＆闘魂祭り」in新居浜が、成功することを心から願ってやみ

ません。

医学生諸君 是非ご参加ください！

「ドクターＧ」による闘魂外来＆闘魂祭り開催について！

十全総合病院 院長 古林 太加志



※地域の皆さま ・患者さまへ

上記指導の日は、医学生が診察致しますが、医学に優れた総合診療医が責任を

持って診断治療にあたりますので、患者さまにも大いにメリットがあると考えています。

実習として学生が診療する旨、ご了承及びご協力の程お願い致します。

院長 古林 太加志

講師

徳田 安春（地域医療機能推進機構本部顧問）

松本 謙太郎（国立病院機構 大阪医療センター 総合診療科）

平島 修（医療法人徳洲会奄美ブロック総合診療研修センター長）

北 和也（やわらぎクリニック副院長/西和医療センター感染制御内科）

宮里 悠佑（大阪府立急性期総合医療センター 総合内科）

日時

平成28年7月16日（土）

闘魂外来 9：00～12：30 但し（（（（集合集合集合集合8888：：：：00000000））））

闘魂祭り 14：00～16：30 懇親会17：30～

場所 十全総合病院 愛媛県新居浜市北新町1-5

定員
闘魂外来 9 名

闘魂祭り 闘魂外来参加者+見学者見学者見学者見学者（（（（できるできるできるできる限限限限りごりごりごりご希望希望希望希望にににに添添添添いますいますいますいます））））

参加条件
闘魂外来 医学生 5年 6年

闘魂祭り 医学生（全学年OK）・医師

参加費 無料

持ち物 ユニホーム等すべて自身で準備をお願いしてます。

お申込み方法 申し込みフォームにて ご送信ください。

懇親会 「闘魂伝承」 講師陣と語らいの場をご用意いたします。

募集受付開始 平成28年4月1日（金） 0：00～スタート

お問い合わせ先
十全総合病院 闘魂外来実行委員会 担当：企画支援課 藤原 篤

☎ (0897)33-1818



開始 終了 場所

全員集合！ 8:00 ～ 8:15 研修室

オープニングセレモニー 8:15 ～ 8:30 研修室

各チームミーティング 8:30 ～ 9:00 研修室

トリアージ 開始 8:30 ～ 12:00
外来棟2階 特設

ブース

闘魂外来 9:00 ～ 12:30 各診察室

昼食＆作戦会議 12:30 ～ 14:00 大会議室

闘魂祭り 14:00 ～ 15:30 大会議室

フィジカルクラブＩｎ愛媛 祭り次第 ～ 16:30 大会議室

闘魂伝承（懇親会） 17:30 ～ 19:30 リーガロイヤﾙホテル

当日のタイムスケジュール



【スーパードクターＧ】こと徳田 安春医師
地域医療機能推進機構本部顧問

１９８８年琉球大学医学部卒業。沖縄県立中部病院、

聖路加国際病院、水戸協同病院などを経て、現在に至る。

この間にハーバード大学でも学ぶ。

総合診療医学教育研究所代表取締役。

ＮＨＫ「総合診療医ドクターＧ」に数多出演し、人気を博す。

日本プライマリ・日本プライマリ・ケア連合学会の理事としても、

予防的かつ総合的な医療の充実を目ざす。

【マツケン先生】こと松本 謙太郎医師
国立病院機構 大阪医療センター 総合診療科

2004年 大阪市立大学医学部卒業

エネルギッシュな語り口とスマイルで、

学生達を圧倒？ 「かかってこい 若者よ」

「安心してください、とにかく明るいマツケンです！」

【情熱部⻑】こと平島 修医師
熊本大学医学部卒業。福岡徳洲会病院で4年間の初期・後期プログラムのうち、

8ヶ月を奄美大島の瀬戸内病院で過ごす。

問診・身体診察に重きを置いた指導医が奄美大島に

いればと、大坂の市立堺病院（現堺市立総合医療セン ター）

で2009年より4年間学ぶ。2012年に「堺フィジカルクラブ」を

創設し、部長として全国各地で医師・医学生・研修医に

向けた身体診察のワークショップを行っている。

2013年4月より瀬戸内徳洲会病院加計呂麻診療所所長
その後現職に至り奄美大島の研修医を教育している。

ドクターＧ 参戦予定ラインアップ︕



【世界のキタカズ】こと北 和也医師
やわらぎクリニック副院長 /西和医療センター感染制御内科

H18年、大阪医科大学卒。初期研修を修了後、

府中病院急病救急部、市立奈良病院総合診療科を

経て、H23年度に指定管理者制度により大阪府初の

公設民営病院となった阪南市民病院にて

病院総合医として勤務。また、医師3年目より

地元奈良にある実家のクリニックにても非常勤

医師として勤務。

将来は生まれ育った地元奈良の地域医療に

貢献したいと願う。

「闘魂外来？・・・・普段といっしょ

そんなもん やっちゃうだけでしょ」

【Ｄｒ．Ｇ出演研修医】宮⾥ 悠佑医師
大阪府立急性期総合医療センター 総合内科

ＮＨＫ総合テレビ

「総合診療医ドクターＧ」

2013年6月7日(金)

22:00～22:50放送の

「足が痛い」に研修医として参加



【患者】
救急外来の患者（ウォークイン、救急⾞を問わず）を対象

上記患者以外に病棟患者の診察をする事もある

【トリアージと患者への説明】
基本的に徳⽥先⽣、古林院⻑が実施

【外来ブース】
3ブースを準備

【ブース内の体制】
指導医（講師）１名、研修医（上級医）１名、医学生３名、
看護師１名 クラーク1名

【診療内容】
問診、診断、検査、患者説明、カルテ記載まで実施
どこまでやるかは、その時の指導医の判断による
患者一人につき、平均６０〜８０分の診察時間。

学⽣⼀⼈につき、⼀症例を目標とする。

闘魂外来 基本説明



闘魂外来の風景

研修医、医学生で診察を実施してます

研修医にとっても、医学生に指導す

る機会があり、適度な緊張感を持っ

て診察をします。

チーム分けした直後は、元気です
診察前のミーティングの様子

(他施設で開催されたものです。イメージ）



闘魂祭 基本説明

【チームでのまとめ】
闘魂外来で診療をした患者に関する発表をするため、

チーム内でミーティング
【会場設置】
リングに模した場所で発表するケースが多い。

（必須ではないが、雰囲気も大事）
【闘魂カンファレンス】
各チームごとに発表と質問を実施。
基本的にAチームが発表した際に、Bチームが質問。
Bチームが発表の時は、Cチームが質問と基本的に参加を促さ
れる仕様。
もしくは全体ディスカッションなど、色々とやり方がある。
【ゲスト医師によるセッション】
グラム染色道場、talk to talk（臨床推論）、フィジカルクラ
ブ、バイタルサインレクチャ等参加されるゲスト医師によって、
内容は様々。
毎回、構成については事前に打ち合わせて実施をしている。
【懇親会】
全体での懇親会で終了。

次回参加を熱望する医学⽣、研修医多数。⾒込み



闘魂祭りの風景

リングを模した場所で症例発表

午前中の診察の感想も交えつつ

質疑応答はチーム全員がリング上へ

基本全員参加。

(他施設で開催されたものです。イメージ）

左）徳田安春先生 右）松本謙太郎先生



過去の開催病院一覧

【闘魂外来・闘魂祭の開催】
1北海道︓留萌市⽴病院
2茨城県︓⽔⼾協同病院（発祥の地）
3茨城県︓茨城⻄南医療センター病院
4栃木県︓とちぎメディカルセンター
5群馬県︓利根中央病院
6新潟県︓糸魚川総合病院
7新潟県︓上越総合病院
8⻑野県︓北信総合病院
9東京都︓東京城東病院
10大阪府︓阪南市⺠病院
11香川県︓三豊総合病院
12福岡県︓健和会大手町病院
※愛媛県 十全総合病院 2016初開催
【闘魂祭のみの開催】
熊本県︓熊本大学
沖縄県︓琉球⼤学
沖縄県︓県⽴中部病院

闘魂外来医⻑

徳田安春先生




