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�筑波大学総合診療コースはこのような人におおすめです
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総合診療 総合診療

「どこででも使える（役立てる）医師になりたい」
「common diseaseをそつなくスマートに治療したい」
　それが私の目標

ここ筑波大総診グループには、診断学や身体所見のノウハウを学ぶ機会、
総合診療医にとって必要なコミュニケーション能力を高める場所、専門研
修を受け入れてもらえる環境があります。
現在は病院総合医を目指して筑波大学付属病院水戸地域医療教育セン
ター・水戸協同病院で研修しています。専門医と相談しながらあらゆる
Problemと向き合い、どうしたらスマートに管理できるかを考えながら
トータルコーディネートをする。そんな環境に魅力とやりがいを感じなが
ら、日々研修しています。
私自身は病院主体で研修していますが、診療は病院だけで完結するもので
はありません。地域医療を考え、クリニックや在宅へ上手く引き継ぎ、ま
た受け取る事が重要と日々感じています。引き継ぎ方を考える上で、筑波
には在宅のプロたちもいます。救急を含む病院総合医から在宅診療医、緩
和ケア医まで同じグループのなかでコミュニケーションが密にとれるのが
「強み」です。
一緒にオールラウンダー・Generalistを目指して頑張ってみませんか？

五十野 桃子、チーフレジデント2年

多くの仲間と共に

私は地方の医学部を卒業し、出身大学の関連病院で初期研修を行いました。
以前から総合診療医・家庭医に魅力を感じ、地域における必要性も感じてい
ましたが、県内合わせても総合診療医の数はごくわずかで、専門医重視の雰
囲気の中総合診療医志望というだけで肩身の狭い思いをしてきました。そん
な時、筑波大学総合診療グループに出会い、総合診療医としていきいきと働
く先生方の姿に感銘を受け、つくばに来ることを決めました。地方から一人
で関東に出て来て不安は多々ありましたが、とてもアットホームで一人一人
を大事にしてくれる雰囲気があり、すぐに溶け込ことができました。
つくばには長年総合診療医・家庭医として第一線で活躍されてきた多くの先
輩医師がおり、総合診療医としてロールモデルたる多くの先生に出会うこと
が出来るはずです。そして、それぞれ理想の総合診療医を目指して日々切磋
琢磨する、多くの同年代の仲間達がいます。やっぱり仲間って大事です。皆
さんも理想の医師像に向け、そして患者さんのため、つくばで一緒に働きま
せんか。

高橋 弘樹、シニアレジデント1年
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�筑波大学総合診療コースはこのような人におおすめです
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「どこででも使える（役立てる）医師になりたい」
「common diseaseをそつなくスマートに治療したい」
　それが私の目標

ここ筑波大総診グループには、診断学や身体所見のノウハウを学ぶ機会、
総合診療医にとって必要なコミュニケーション能力を高める場所、専門研
修を受け入れてもらえる環境があります。
現在は病院総合医を目指して筑波大学付属病院水戸地域医療教育セン
ター・水戸協同病院で研修しています。専門医と相談しながらあらゆる
Problemと向き合い、どうしたらスマートに管理できるかを考えながら
トータルコーディネートをする。そんな環境に魅力とやりがいを感じなが
ら、日々研修しています。
私自身は病院主体で研修していますが、診療は病院だけで完結するもので
はありません。地域医療を考え、クリニックや在宅へ上手く引き継ぎ、ま
た受け取る事が重要と日々感じています。引き継ぎ方を考える上で、筑波
には在宅のプロたちもいます。救急を含む病院総合医から在宅診療医、緩
和ケア医まで同じグループのなかでコミュニケーションが密にとれるのが
「強み」です。
一緒にオールラウンダー・Generalistを目指して頑張ってみませんか？

五十野 桃子、チーフレジデント2年

多くの仲間と共に

私は地方の医学部を卒業し、出身大学の関連病院で初期研修を行いました。
以前から総合診療医・家庭医に魅力を感じ、地域における必要性も感じてい
ましたが、県内合わせても総合診療医の数はごくわずかで、専門医重視の雰
囲気の中総合診療医志望というだけで肩身の狭い思いをしてきました。そん
な時、筑波大学総合診療グループに出会い、総合診療医としていきいきと働
く先生方の姿に感銘を受け、つくばに来ることを決めました。地方から一人
で関東に出て来て不安は多々ありましたが、とてもアットホームで一人一人
を大事にしてくれる雰囲気があり、すぐに溶け込ことができました。
つくばには長年総合診療医・家庭医として第一線で活躍されてきた多くの先
輩医師がおり、総合診療医としてロールモデルたる多くの先生に出会うこと
が出来るはずです。そして、それぞれ理想の総合診療医を目指して日々切磋
琢磨する、多くの同年代の仲間達がいます。やっぱり仲間って大事です。皆
さんも理想の医師像に向け、そして患者さんのため、つくばで一緒に働きま
せんか。

高橋 弘樹、シニアレジデント1年
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