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synopsis

l 紹介 総合診療科を選んだ理由
l 総合診療医の役割
l 総合診療研修
l 総合診療医・専門医・コメディカルの連携体制
l オーストラリアの医療制度の違い

Ø 日本での総合診療
Ø まとめ

Work Smart, NOT HARD.



メルボルン



RACGP 

RACGP-Our story

http://www.youtube.com/watch%3Fv=PPS18DbOsGk


総合診療医になった理由
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総合診療研修

総合診療専門医研修過程
−医学部卒業後、２−３年の研修（必修専
門分野：救急外来、内科、外科、小児科、
精神科、産婦人科）
−総合診療研修機関受験：書類選考、面接
試験
−総合病院・民間総合診療クリニックでの
研修（市街、地方、僻地）２−３年間
−豪州総合診療学会：実技・臨床試験、筆
記試験、面接試験



総合診療あるある診察内容
patient complaints
• 風邪、疲労、脱力感
• 痛み（急性・慢性：頭痛、胸痛、腰痛、腹痛）
• 麻薬・脱法ハーブ・アルコールの問題
• 鬱、不安症などの精神疾患
• 緩和ケア
• 皮膚ガンチェック、皮膚炎
• 退院後のフォローアップ（バイパス、骨折等）
• 眼科、耳鼻科系の健康維持
• 性病・避妊、不妊症、婦人科系、ED
• 新生児検診、がん検診、
• 紹介状
• 筋骨系疾患
• 慢性疾患管理（喘息、高血圧、高脂血症、関節炎、線維筋痛症、
糖尿病など）

https://www.youtube.com/watch%3Fv=W4bcxq984yY


総合診療医の仕事（例 糖尿病）
１。確認
患者の病状に対する理解度とセルフケアの確認

２。ライフスタイル
食事内容確認、体重、BMIチェック
運動量確認 仕事内容
喫煙：？投薬の必要性、カウセリング
飲酒：休肝日、スタンダードドリンクの確認

３。循環器疾患リスクの確認：
コレステロール、血圧、HbA1c、BSL

４。処方箋・サプリメント、市販薬の利用
薬の副作用の確認、コンプライアンス
予防接種の確認：インフルエンザ、肺炎球菌、三種混合など

５。合併症の確認：眼科、皮膚、腎機能（ACR)、性生活への支障
６。メンタル・ソーシャルサポート
運転・仕事への規制



Diabetes Team Care Arrangement



オーストラリア医療システム

lオーストラリア

国民皆保険医療制度 (Medicare)
l混合診療

l保険制度が医療費全額負担・一部負担
l公立病院での医療費 無料



患者

Bulk Bill GP Private GP

専門医

GENERAL Practitioner

公立病院外来 私立病院外来

公立救急外来 私立救急外来

Private Office
無料

救急外来



Bulk Bill
クリニック→メディケアに直接医療請求

(患者からのクリニックへの支払いなし）

Private Billing （医療費設定は自由*）

患者→クリニック
メディケア→患者に医療費返金（一部）

Bulk Bill GP Private GP

GENERAL Practitioner



専門医
公立病院外来 私立病院外来

Private Office

公⽴病院外来
専⾨医診察費⽤＝患者さんへの負担⼀切かからない

私⽴病院、オフィス
専⾨医診察費⽤＝私⽴GP診察料の３倍
（メディケアから三分の⼀ぐらいの還付あり）



患者

Bulk Bill GP Private GP

専門医

GENERAL Practitioner

公立病院外来 私立病院外来

公立救急外来 私立救急外来

Private Office
無料

救急外来





オーストラリア 総合診療諸問題

医療費メディケア負担金が上がらない
→バルクビルの崩壊？

そのための取り組み



rebate freeze

https://www.youtube.com/watch%3Fv=SwtUpgTtleE


オーストラリア医療制度まとめ
l混合診療を前提とした医療保険制度

l国民皆保険が税金のみを財源として確立
l病院は急性期、亜急性期のみの患者を受
け入れる

l退院後、在宅医療・介護施設へ移行する
機能分化

l総合診療医制度の確立※
l柔軟性



日本は？
l国民皆保険の現状

l TPPの医療への影響

l総合診療制度導入
l医療報酬点数制の見直し必要？



Current Therapy 2015 Vol.33,
No.7

l 今求められている総合診療医は特定の疾病や傷
害に関心があって、専門性を指向するような既
存の専門医とは違って、あくまでも患者、家族、
地域に関心を持ち患者、家族地域に寄り添う医
師である、彼らは一人の患者に焦点を当て、個
人に起こるほとんどの健康問題に直接関わるこ
とでケアの質を高めようとする。

l 総合診療医とは医療提供そのものが目的という
よりは、医療提供によって、人や家族、地域社
会に貢献することが目的であるような医師。



マイナンバー？



エキストラ
l 日本は総合診療の導入

l オーストラリアは総合診療医のなかでサブスペ
シャリティをもつことがトレンド

l 医師免許の国際認証
各国の医師会・厚生労働省の判断による。

通常はその国の医学スタンダードに適しているの
か確認のための試験がある。

そのためには、日本の医学部教育の良い点・悪い
点を常に見直し、時代にあうべくフレキシブルに
対応する必要がある。



まとめ：総合診療
総合病院体制 と 地域（民間）医療連携

l 民間レベルでのコメディカルとメディカル（総合診療開業
医・開業内科医）間のコミュニケーションの取り具合ミー
ティング、ディブリーフィング ー誰がイニシアティブを
とるか

l 提携体制 Give and Take
自分の得意分野、不得意分野を把握し、不得意な部分について
は、それを補うだけの補足方法を考える Resource

ハード vs スマート レイジー vs イージー Smart & Easy 

l 医療制度の影響



Covered topics

l 総合診療になるまで
l 総合診療医の立場、役割、
l 総合診療専門医養成
l 総合診療仕事内容
l 総合診療医・専門医・コメディカルの連携体制
l オーストラリアの医療制度の違い

Ø 日本は何も総合診療に求めているのか。
Ø 今の日本の医療制度でできるのか。
Ø まとめ

Work Smart, NOT HARD.



E-health
l My Health Record

http://myhealthrecord.gov.au/internet/mhr/publishing.nsf/content/home

