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■オンライン・マガジンは読みやすいですか？（ひとつを選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オンライン・マガジンは読みやすいですか？（前の設問で選択）の理由は？（自由記載）＊抜粋 

 

とても読みやすい 

メールで最新号の案内が来るので、他のメールを読んだり返信をしたりするついで
に記事を読んでいる。紙で買っている雑誌より、よく読んでいるように感じる。 

文字のサイズがちょうどよい。レイアウトがよい。文章量が適度 

持ち歩きやすい 

レイアウトが良い 

PC でみることができるので 

本のようにめくりながら読めるため 

好きなペースで読める、ゴミが出ない 

忙しい時にざっと見ることができる 

レイアウトが良いからだと思います。 

色彩、字画のバランスが優しく自然に読める構成だと思います。 

アクセスが容易な為 

一つのコンテンツの長さ、デザインが適度でした。 

PC でもページめくりがスムーズ 

拡大が容易、慣れたマウス操作でページめくりが可能、ページジャンプが容易 

仕事帰りの電車で勉強させていただいております。西口先生＠大阪市はじめ、心に
響く、大変クオリティ高い情報でいつも大変有難く感じております。深く感謝して
おります、真に有難う御座います。 

読みやすいが印刷すると左右のページの順序が逆になったりするように思う 

字体がきれい 

頁をめくる際の音響効果、音声収録データへのアクセスの簡便さなど 

見開き２ページ見えるという読書型いいです 

レイアウトやフォントなど 

適度なフォントで読みやすいです 

ページをめくる感覚で閲覧できるからです。 

レイアウト、文字の大きさなど適切です 

実際の雑誌を読んでいるような感覚で、読んだり戻ったりしやすい 

冊子を探す手間が省ける 

やや読みやすい 

オンラインで読むことに慣れているから 

時に意味がわからないことがある 

写真等があり、興味をひきやすい内容になっているから 

内容が充実している 

拡大縮小が容易 

PC での閲覧の際の、拡大率の自由度が少ないと思います。 

専門外の記事も理解できる 
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まとめて印刷ができない 

やはり、紙媒体が懐かしいですが、その雰囲気をなんとか保っています。 

特別読みづらいとは思わない 

特に読みやすさにおいて問題は感じない 

特に困らないからです。 

フォントのサイズなど、許容範囲。 

興味のある内容が多いので、次々に読みたくなります。 

やや読みにくい 

そもそもウェブで閲覧することになれていないため 

今ひとつです 

パソコンだと読みにくいため、ダウンロードコンテンツ（PDF 等）にしていただけ
ると手軽に読むことができると思います。 

画面が小さく拡大しなければならない 

普段 Adobe acrobat を使っているので、primaria のインターフェースは慣れてお
らず使いにくい感覚をおぼえます。特に拡大縮小が使いにくいように感じます。
Adobe acrobat の形式のインターフェースが良いと思いますがいかがでしょうか。 

 

 

■各記事の量は適切ですか？（ひとつを選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■音で聴く記事は聞きやすいですか？（ひとつを選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お好きな連載はどれですか？（ひとつを選択） 
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Visionary people

アカデミック ジェネラリスト

近未来の医療と介護

働きながら「研究」を学ぶ

京都大学ジャーナルクラブ

臨床研究の道標
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■2022 年 12 月号で最も良かったと思う記事は？（ひとつを選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2022 年 12 月号で最も良かったと思う記事（前の設問で選択）の理由は？（自由記載）＊抜粋 

 

Visionary people
（後藤励先生） 

活躍されている方の話を聞くと励みになり、自分も頑張ろうという気持ちになるか
ら 

第一人者の先生の軌跡を知ることができる 

「医者がお金の計算をするなんて」という時代から、「医者こそ経済に明るくなけ
ればならない」時代に変わっている。その変遷が自分と同期しており興味深かっ
た。 
医療とお金の関係性が強く報じられて、誤解を招くような報道もあり無念を感じて
おりました。医療事務という立場で約３２年間仕事をさせていただき、経営に携わ
る立場でありますが、医療 社会貢献 お金というスタンスで仕事しており、お金
は後からついてくるという甘い考え方でありました。今回は、医療 経済学 お金
という区分で考えられる機会をいただき、経済学という学問で、医療とお金を考
え、経営に生かすよう取り組んでみたいと思います。 

興味深い 

日常臨床でクタクタになった帰りの移動中、心に響く内容で、『小生も微力ながら
また明日も踏ん張ろう！』という、力を注入いただけたからです。 

人物像に興味があるから 

お世話になっている後藤励先生のバックグラウンドを知ることができたため。 

なかなか触れる機会のないテーマについて知る機会になった 

他の医療系の雑誌やホームページ等ではなかなか取り上げられることのない話を読
めるため 
MD の世界にも、医療経済学に関心を持つ先生がおられることを知る機会となっ
た。 

アカデミック ジ
ェネラリスト（福
島県立医科大学 
臨床研究イノベー
ションセンター 
フェロー／中川紘
明先生） 

積極的に活動をしている先生の活動内容が垣間見えたため 

勉強になった 

ジェネラリストを目指しているので 

地元、福島で活躍中の先生のお話だったから 

ジェネラリストの視点 

キャリアの疑似体験として。 

近未来の医療と介
護（かかりつけ医
機能の制度整備） 

今後の流れを知りたい 

お作法通りの解釈に加えて、臨床的な判断や研究上注意点などの記載があるから 

身近で興味深い内容であった。 

今後の医療の方向性が知れた 

働きながら「研
究」を学ぶ
（MAP／臨床研
究デザイン塾の物
語［その 2］） 

勉強になりました 

参考になるから 

自分自身と重なるからです。 

みんなの参考になるから 

内容的に興味ある 

面白い 

勉強になる 

自分の仕事に直接役立つ 

いつも楽しみにしている記事で、今回も興味が湧く内容でした！ 

京都大学ジャーナ
ルクラブ（Risk 
of covid-19 
related deaths 
for SARS-CoV-2 
omicron 

ジャーナルクラブのコーナーはわかっていること、わかっていないこと、この RQ
は疑問に答えるのか、など研究を組み立てる上での思考を段階ごとに書いてあるの
で、毎回よく読んでいます。 

大変勉強になるからです。 

論文の「正しい」読み方を学ぶことができます 

22%

12%

10%
18%

10%

28%

Visionary people（後藤励先生）

アカデミック ジェネラリスト（福島県立医科大学 臨床研究イノベーションセン

ター フェロー／中川紘明先生）

近未来の医療と介護（かかりつけ医機能の制度整備）

働きながら「研究」を学ぶ（MAP／臨床研究デザイン塾の物語［その2］）

京都大学ジャーナルクラブ（Risk of covid-19 related deaths for SARS-

CoV-2 omicron (B.1.1.529) compared with delta (B.1.617.2): 

retrospective cohort study.）
臨床研究の道標（出口尚人先生／親のHelicobacter pylori 除菌不成功と子の除

菌不成功との関連）



(B.1.1.529) 
compared with 
delta 
(B.1.617.2): 
retrospective 
cohort study.） 

私の研究に通ずるヒントがたくさん盛り込まれて充実しているからです。 

結果に注目してしまう論文だが、まるで別角度から読むように面白かった 

臨床研究の道標
（出口尚人先生／
親の
Helicobacter 
pylori 除菌不成
功と子の除菌不成
功との関連） 

既存データベースを用いた研究の利点と限界について、具体例が示されていて、今
後の実施にあたりどのような工夫が必要なのかわかりました。 

関心事にフィットしていたから 

興味あるため 

たまたま社内で議論に挙がっていたトピックスだったので、研究の進め方等が非常
に参考になったため 

臨床研究の必要性を感じているから 

わかりやすくとても勉強になった 

自分の仕事の参考になった 

論文化までのプロセス、実体験に基づく苦労が伝わり、勉強になった 

いつもながら，リサーチマインドを刺激される 

査読者のコメントなど、参考になる点が多かったです。 

他の人の研究の過程はとても参考になり、また励みとなる 

臨床研究で躓いた点を率直に記載されていること、特にエンドポイントの設定に関
して。 

臨床研究をするに当たり苦労した点、どう乗り越えたかが参考になります。 

 

■今後、取り上げてほしいトピックス（自由記載）＊抜粋 

 

世の中で騒がれた医学的な話題を、医学的に検証したような内容 

医師以外の方で臨床研究を頑張っておられる方の紹介 

各研究デザインにおいて、もっとも代表的な論文を提示して、そのデザインを用いてわかることとその
限界を提示して欲しいです。 

国民皆保険、フリーアクセスによる我が国の過剰治療をどう是正していくのか？ 

電子カルテを使った研究 

白河厚生総合病院の在宅診療 

話題の臨床研究デザインを取り上げ、設定の工夫、解釈の注意点をご紹介 

①世界最先端を走る日本の高齢化社会における、医療から介護へのソフトランディングに関して。 
②Value based medicine に関して。 
③”DPC”と”患者＆ご家族の満足度”に関して。等々、、、。 

総合医と専門医の関係、かかりつけ医に関する、ある意味、pro & con を 

小児科や小児神経に関係する事も特集してくださると大変ありがたいです。 

日本のオルガノイド医療について 

産官学連携の事例紹介 

総合診療や臨床疫学分野で教授など指導的立場になられた方が、十分に思うような活動ができたかどう
か、何年かたってから取り上げて欲しいです 
福原先生の薫陶を受けた方、教授にとどまらず様々なシーンで活躍されていると思います。具体的には
思いつきませんが、多くのポジションの先生を、ロールモデルとして取り上げていただきたいです。 

国内 SPH の近況。 

学会や教科書などの紹介など 

 

■Primaria ONLINE へのご要望など何でもご意見をお寄せください（自由記載）＊抜粋 

 
福原先生の文章がとても読みやすく、ユーモアがあり、大好きです。もっと読む機会が増えると嬉しい
です。 

いつも楽しみにしています。是非継続、可能ならばやや改善、さらに向上して欲しいです。 

スマートな雑誌で、いつも楽しみにしております。 

末永く発信して頂くことを願います。 

ありがとうございます 

とても勉強させていただいており、深く感謝申し上げます。小生はもう若くありませんが、泥臭い日々
の臨床で CQ（になるかわかりませんが、ザックリと）20 程度ございます。福原先生へのお礼の気持ち
をはじめ、将来の日本のためにお役立ていただければと、密かな思いは御座います（端にも棒にもかか
らないかもしれませんので恐れ多く、気がひける気持ちも少なからずございますことを申し添えさせて
いただきます）。 
PDF として保存、あるいは、印刷の時に表紙から最後まで一括で保存したり、印刷したりする方法を教
えて欲しい。こういった事のリテラシーが低いのでよろしくお願いします 

日経サイエンスや実験医学と並ぶ名雑誌だと思っております。これからも連載よろしくお願いします。 

（総合診療や臨床疫学分野で教授など指導的）立場にはなったけど思うような活動はできなかった場合
の分析（きっとこの案は本人も話しにくいと思うので匿名でも） 
日常診療や子育てに追われておりますか、拝読や機会があればご紹介いただいた企画への参加等、今後
も楽しみにしております。 

福原先生の息遣いがネット越しにも伝わる、素晴らしい内容です 

非常に向学意欲を高めてくれる内容になっていると思います。 



 

https://bit.ly/3z6k22J

