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大会長

挨拶

日本プライマリ・ケア連合学会理事長
第 3 回日本プライマリ・ケア連合学学術大会会長
丸山
泉
本日は，約 2000 名の参加者を迎え，各セッションは
満員のところがかなり出て，セッションが長引き，こ
の会場に来られない方々もおられるようです．今日は
英国家庭医学会（RCGP）元会長の Roger Neighbour
先生，日本医師会会長
政局長

横倉義武先生，厚生労働省医

大谷泰夫先生，福岡県医師会長

松田峻一良

先生にご臨席をいただいておりますが，本当にありが
たいことです．感謝申し上げます．
さて大会長挨拶として，私の考えのエッセンスを述
べたいと思います．その前に，私は本年 6 月に日本プ

丸山

ライマリ・ケア連合学会の理事長に就任しましたが，

泉先生

その 1 年半前にこの学術大会長に選ばれておりまし
た．今回の大会の準備に際しては，麻生飯塚病院の井
村洋先生にほとんどお願いしてしまいましたが，本当
にありがとうございました．もうひとつ報告がありま
す．今朝の本学会社員総会で，前沢政次前理事長は名
誉理事長に就任していただくことが決まりました．先

けていかなければなりません．これは私たちが社会に

生には今後ともお導きをお願いいたします．

目を向けるということとともに，そのことを学術団体
として，学会として何らかのエビデンスを，研究発表
によって裏付けて，私たちが行っていること，私たち

未来性と共感性

の思いこそが日本社会の将来にとってかならずよい結

私の本学会に対する思いを 2 つのキーワードで言う

果を産むのだということを示していくことです．日本

ならば，一つは「未来性」です．日本の多くの学会，

社会のためというのは，日本に住んでいる外国人の方

団体がはたしてどの程度，日本社会の未来について真

もふくめてすべての方々のためだと思っています．

剣に考えてきたか，私は多少疑問に思っています．少

もう一つのキーワードは，
「共感性」です．私たちが

なくとも私ども日本プライマリ・ケア連合学会は，そ

未来を見つめているときに忘れてならないことは，多

の前身母体である，日本プライマリ・ケア学会，日本

くの仲間の医師が，しかしながら，声の小さな医師が

家庭医療学会，日本総合診療医学会の 3 学会は，各々

地域で真摯に仕事を続けているということです．私た

その設立のときからずっと考えてきました．日本の将

ちの活動，私たちの考え方，私たちの学会が，独善性

来，日本の医療のありかた，国民の皆様のため，本当

に陥ってはなりません．日本全国で，日々，患者さん

にわれわれがやれることは何だろうか，今の医療に問

のために頑張っている，まじめで，しかしながら声の

題はないだろうか，それを問い続けて今に至っていま

小さな医師，医療職の方々から私たちが共感を得るこ

す．それが 3 学会の合併した日本プライマリ・ケア連

とが最も大事だと思っています．その活動を今後やり

合学会です．この未来を志向する力は今後も着実に続

続けることが肝要です．
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この二つを行ってこそ，私たちの日本プライマリ・

いのか，どのような指針を出していけばよいのかを考

ケア連合学会はしっかりとした基盤ができます．そし

えていくべきだと思います．後程，日本医師会の横倉

て私たちが未来を見つめているのは，10 年先，20 年先

義武先生，厚生労働省の大谷泰夫先生からお話があり

なのです．いろいろな議論をすると，すぐ今の議論に

ますが，今から日本医師会，各学会，厚生労働省とと

なります．少し誤解を恐れずに言いますと，臓器別の

もに，スクラムを組んで取り組まないと間に合いませ

医学会は，今のことを大事にしなければなりません．

ん．一緒に私たちの学会を盛り立てて行っていただけ

今患者さんをどうするか．私たちももちろんそうです

ると幸いです．

が，私たちは今を見つめながら，より未来の日本社会，

至らない私ですが，どうぞ皆様，この理事長につい

未来の医療のありかたを考え，医師としてどのような

てきていただきたいということを申し述べて私の挨拶

医師であるべきか，どのようなことを学んでいけばい

といたします．

― 312 ―

日本プライマリ・ケア連合学会誌

日本プライマリ・ケア連合学会

2012, vol. 35, no. 4, p. 313-316.

第 3 回学術大会記録

特別座談会
総合医（仮称）の未来のために―私たちがやるべきこと
ご出席：丸山
泉（日本プライマリ・ケア連合学会理事長)
林
純（日本病院総合診療医学会理事長)
前野 哲博（日本プライマリ・ケア連合学会副理事長)
田妻
進（日本病院総合診療医学会理事，日本プライマリ・ケア連合学会理事)
草場 鉄周（日本プライマリ・ケア連合学会副理事長)
大橋博樹（進行)：2 年前に 3 学会が合併し，現在総合

された先生方から，われわれは九州大学のようにはで

医に対して強い役割が求められています．そうした

きないが，と断られながら演題発表されていました．

中，総合診療，プライマリ・ケアに関する主な学会は

私としてはまずかったかなと思いながら聞きました．

現在 2 つあります．一つはわれわれの日本プライマ

私は開業医の息子で，研修医時代から父と議論しまし

リ・ケア連合学会であり，もう一つは日本病院総合診

た．検査を出しすぎだと言われました．開業医の先生

療医学会です．総合医が必要であるという点ではかな

方が中心になると保険診療をやられて，そのうえで工

りの部分が共通し，共感し，一緒に行動できる方々だ

夫をされながら診療され，それを発表される．しかし

と思います．今回は日本総合診療医学会から理事長の

大学では先端を行こうということで，保険には通らな

林先生にもご出席いただき，これからの未来について

いことを研究費を使ったりして，紹介された症例を診

丸山理事長の司会でお話合いをお願いします．

断して若い医師を教育しています．そのような背景が

丸山（司会)：私たちと現実社会，私たちと夢を一致さ

あってホームページに上記の文章を書いたという経緯

せていく作業というのは，結構大変だと思います．私

があります．

は，若い，志のある先生方のために，どういう仕組み

丸山：ありがとうございます．私は，実は先生の意見

作れるかをいつも考えています．まず，林先生に対し

に共感しています．私の基盤は旧日本プライマリ・ケ

てお伺いします．先生の学会の「日本病院総合診療医

ア学会です．当時の演題発表を，先生たちが，そのよ

学会」のホームページに，
「さらに現在あるいは将来に

うな意味で忸怩たる思いで聞いていたのだなと申し訳

ホスピタリストを目指す若い医師にとりまして重要な

なく思います．ただ現状はかなり変わってきたのでは

のは，臨床に強くなること，そして研究志向をもち，

ないかなと感じています．草場先生，その辺いかがで

将来の医学の発展に寄与することだと思われます．あ

しょうか？

る意味で完成された医師の学術集会である他の二つの

草場：実際今われわれの学会では，昨年札幌で第 2 回

学会ではこれらのニーズを満たすことは困難と思われ

学術大会をやらせていただきましたが，研究の質を高

ます．
」と書いてあります．先生からすこしご説明を

めたい，そのためにどういうことをしたらいいのか考

お願いします．

えました．そこでたとえば査読制度を初めて採り入れ

林：そこに書いたことは，非常に挑戦的であったなと

ました．これは画期的な試みで，今回の第 3 回学術大

今は思います．私は，旧日本プライマリ・ケア学会で

会にも引き継がれています．また抄録登録に際して，

2 回演題を発表したことがあります．そのうち 1 回の

それをブラッシュアップするために京都大学の福原俊

発表は，C 型肝炎が発見されたころで，C 型肝炎のセッ

一先生のお力を借りて Abstract Brush Up Support（A

シ ョ ン で 演 題 を 発 表 し ま し た．福 岡 県 の 一 地 域 で

bus）というサポートを採用しています．大学を中心

HCV-RNA が存在し，肝機能検査で陽性の人は肝臓が

としたアカデミックな研究は少ないですが，地域で働

んになりやすいという内容でした．そのあとから発表

いている会員が入っていけるような地域基盤型の臨床
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純先生

大橋博樹先生

丸山

泉先生

田妻

進先生

研究に関するニーズはかなり高まってきていると思い

して違う方向を向いているのではないと確信をしてい

ます．視点を広く持つことで，リサーチという面でも

る一日でした．

われわれも一皮むけて，同じ土俵に立てるのではない

丸山：日本病院総合診療医学会のホームページは残し

かというのが，ここ 1，2 年私が感じていることです．

ておいて，ときどき読み返すということで，自分たち

林：われわれも，難しい研究ではなくて，臨床に即し

を反省する材料にもなるし，林先生が驚くような研究

た研究ですので，今後は一緒にできればいいのかと思

のレベルに近い将来達するのではないかと思いますの

います．

で，よろしくお願いします．

前野：われわれの学会には研究に興味があり，フィー

この研究のレベルのギャップがあるとして，この課

ルドをもって頑張っている先生もたくさんいらっしゃ

題は，この二つの学会で乗り越えられないのでしょう

います．ただノウハウを持っていない，教えてくれる

か？

人もいない．そこは大学の役割ではないかと思いま

前野：乗り越えられないほどの大きな壁ではないので

す．フィールドとモチベーションをもっている人たち

はないでしょうか．なぜ一緒にできないのかをよく話

が評価されるという点では大学にご協力をお願いする

し合ってほしいと思います．先ほどからお話がありま

場面も出てくるのではないかと思います．

すように，国全体が専門医制度を認めていこうという

田妻：私は大学におりますし，教室員の構成員の関係

流れの中で，一つの学会にまとまっていくという必要

で本学会にも，病院総合診療医学会にも籍を置いてい

性は非常に高まっていると思います．

ます．こと研究については，本学会のレベルとコンテ

林：臨床研究は，症例数がたくさんあったほうが詳細

ンツについては詳しくは存じ上げませんでした．本日

に行えます．New England Journal of Medicine を見

の午前中を見ていますと，高いレベルの発表を拝聴さ

ますと，いわゆる General Medicine に見合った，皆で

せていただきました．査読制に基づいて行われた発表

討論した症例の研究発表があって，われわれも日本で

についてはすべてお聞きしました．素晴らしいものが

あのようなものができればいいなといつも思います．

多かったと思います．私たちが目指しているのは社会

われわれも一緒にできればいいと思います．

貢献であり，そのモダリティは臨床研究ですので，決

丸山：われわれも臨床に特化した研究もそうですが，
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コストも避けて通れません．総合医が確立されること

育てるのも大学の責務です．大学にいる医師が自分の

が，正当なドクターフィーや医療職への評価となり，

コピーを作ることに専念すると，地域で働く医師がア

かつ，日本の医療のコスト面に切り込んでいけるので

ウトロー的な存在になってしまい，目標を失ってしま

はないかと私は考えています．自分が長いこと高齢者

います．これからは大学が将来地域で働く医師を，意

医療を行っていますから特に感じるわけです．そのよ

図をもって育てなければなりません．ではどこがコン

うな臨床研究は，私たちしかやれない．その辺は一緒

トロールタワーになるかというと，総合診療部だと思

にできるのではないかと思います．

います．今大学で総合診療部は縮小傾向にあります．

田妻：一例として消化器病領域が 5 つ以上の学会が合

ある大学に入った学生は総合医になって地域で働くカ

同で，最初は部分参加，途中から完全参加という形で

リキュラムで学習ができるけれども，別の大学ではそ

「消化器病週間」を行っている例もありますので，最初

のようなチャンスが与えられない．そういうムラが

のとっかかりとしては部分参加というかたちがいいの

あっていいのか．医学生を育てる一番の基本である学

かなと思います．

部教育，あるいは卒後教育にかなりかかわれる大学に

草場：本学会は会員数が増えているという状況の中

拠点をもつという意味で，総合医を育てるところで活

で，会員が積極的にコホート研究とか簡単にはできな

動していきたいと思っています．

い研究に参加することを学会主導で取り組んでいく．

田妻：広島大学は総合診療科として組織の運営にかな

大きな学会だからできるリサーチができれば非常に面

り汗を流してきました．この 10 年間で私は大きく育

白いと思います．

ててきたつもりです．その最大の目的は，学部生が総

丸山：では，壁は乗り越えられるということでまとめ

合診療という部門があるという認識をごく普通の認識

たいと思います．そのためには具体的になにか仕掛け

としてもってほしいということでした．全国的な趨勢

はでませんか？

からいうと，接触するチャンスがあるものもいれば，

二つの学会で一緒にやれることはあ

りませんか？

なかなかないものもいることが起き始めています．横

林：わかりました．（会場より拍手)

の連携を強化して，大学間を総合診療をキーワードと

丸山：私たちは学会のために仕事をしているのではあ

して連携を図ることが大切です．これは外来診療だけ

りません．学会はツールで，その先に見えるものの阻

でなく，入院診療もそうだと思います．それを踏まえ

害要因になるものがあれば取り除くべきだと思いま

てメッセージとして，若く，熱いときに触れ，卒後も

す．

学会を通じて総合診療のマインドを伝えていく．質を
担保するための最大の原点は，場所を担保することだ

総合医（仮称）の意義と課題

と思います．本学会も共通の理念で頑張っていただき

丸山：次に「総合医」というテーマで話し合いましょ

たいと思います．

う．学会にプライマリ・ケアという名前を冠している

丸山：私の突飛な意見です．もし，総合医が 19 番目

以上，われわれには「総合」ということばに関して責

の専門医に入ったら，日本の医療のエポックだと思い

任があります．このことばについてご意見をお願いし

ます．文部科学省の大学医学部設置基準に明るくはな

ます．

いので，実に個人的な希望ですが，内科がない医学部

林：昔は一般内科でなんでも診ていたが，今は専門分

設置基準というのは認められるのでしょうか．言い換

化しました．医学の発展によってやむを得ないと思い

えると，総合診療科がないと大学医学部は認められな

ます．私たちは一般内科的なことをまず行って，どん

いということになってくれれば，それはまた違う展開

な患者，どんな疾患にも対応する．さらに診断だけで

になってくるという夢を持っています．

なく治療もある程度専門性をもって行う．ある時点で

草場：私はこの総合医ということばの一番のポイント

専門医に送るということは当然です．近い将来，生活

は，皆さんが健全なアイデンティティを持てるという

習慣病患者が増加したときにすべてが専門医にかかる

ことに尽きると思います．それは結果的に医療を全国

ことはできません．かかりつけ医機能をもつのが総合

で提供するというのは当然ですが，提供する方が自分

医だと思います．

の職務が公的にも社会的にも立ち位置がある，しっか

前野：医学生は全員大学に在籍しています．研修医も

りとした足場がある中で日々プラクティスを提供し，

半数弱は大学にいます．大学が大学で働く医師を育て

教育も行い，なおかつそういう分野があるからこそ，

ることはもちろん大事ですが，将来地域で働く医師を

研究をしながらさらに新知見を持ち込んでいくことが
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可能だと思います．すべてプラクティスからリサーチ

大事な視点だと思います．本日は皆様参加していただ

へつながっていくと思いますが，日本の医療界はもっ

き感謝しています．

と大きな世界の中で，ジェネラリストの自覚や目標を

林：丸山先生に言われて，さっそく入会しました（会

もった方はまだ多くはないと思います．そのような貴

場より拍手）
．丸山先生と同じで，今われわれがすべ

重な人たちが，二つの学会に分かれていることはない

きことは，もちろん国民の健康をまもること，そして

でしょうし，本来的には同じものを目指しているのは

若い医師，学生で総合診療を目指す人たちをどのよう

まちがいありません．こういった分野を目指そうとい

に育てるかということだと思います．大学だけでこれ

う若い人たちに，きちんと伝わっていくようなメッ

ができるのではなく，地域医療と協同しなくてはでき

セージをわれわれが出していくことが一番求められて

ないこともわかっています．文部科学省もたぶん総合

いると思います．

診療の重要性について考えていると思います．

丸山：医療者サイドでなく国民サイドでしょうね．言

丸山：皆でサポートしていきましょう．本日は皆様，

うは易し，ですが，行うのはなかなか難しいですね．

本当にありがとうございました．
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ワークショップ 14 病院総合医の集い
―小病院の病院総合医の役割を考える
報告
企画責任者
共同企画者
発表者

山城
小泉
大滝
佐藤
木村
本田
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ワークショップ報告の学会誌掲載に当って

Á省察的実践家Åが，現場のニーズに応じたエクスパ
ティーズを身に付け，地域医療再生のリーダーとなっ

昨年来，急速に活発になった「総合医」に関する議

て生き生きと仕事をしている姿が参加者の大きな共感

論は，いわゆる厚生労働省「検討会」の中間答申が公

を呼んだ．

にされ，日本専門医制評価・認定機構で「総合医」な

また，ワークショップを通じて，大病院では，多職

いしは「総合診療医」が 19 番目の基本診療科とされる

種・多部門からなる組織内のコーディネーターや研修

など，その具体的な形が見え始め，たんなる制度論を

医教育責任者としての役割が重視されるのに対して，

超えてわが国における地域医療（プライマリ・ケア）

家庭医や小病院の総合医は，地域（コミュニティー）

の質（quality）を全体として底上げする契機となるで

のコーディネーターでもあり，且つ，この役割は，医

あろうとの予感を抱かせる．

療職として情熱を打ち込むに値するエキサイティング

この時期を捉え，地域（コミュニティー）を基盤と

なÁ役割Åでもあることを改めて確認できた．

して医療の再生を目指す「総合医」のあり方の一つと

本報告を通じて，ぜひ，多くの若い読者に地域総合

しての「小病院総合医」に焦点を当てたワークショッ

医（community generalist）の醍醐味を味わっていた

プが富山大学総合診療部山城清二教授のリーダーシッ

だきたいと思う．

プの下で企画されたが，多くの参加者があっただけで
なく，是非，多くの学会員に共有していただきたい斬

2012 年 10 月 28 日

小泉

新な取り組みがいくつか紹介され，活発な討論が展開
された．とくに，
「家庭医」
，
「病院総合医」を問わず，

俊三

（ワークショップ共同企画者／日本プライマリ・ケア連
合学会顧問)

総合医（generalist）としてのコアバリューを共有する
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はじめに
小泉

俊三

＊

日本プライマリ・ケア連合学会が発足して約 2 年半

断）部門としての院内管理・調整機能が求められ

が経ちました．私たちは，旧 3 学会以来の議論を通じ

る．これを認定試行事業で定義しているように後

て，総合的な医療を担う医師像として「家庭医」と「病

期研修修了後の研修と位置付けると機構でいうと

院総合医」を軸に，求められるコンピテンシーを明確

ころのサブスペシャルティー（2 階部分）に該当

にする努力を重ねてきました．その結果，
「家庭医」に

することになる．

ついては学会として「家庭医療」専門医制度を運用す

（2) 小病院の病院総合医には，診療業務の他に，
（特に

るに至り，
「病院総合医」についても「病院総合医」養

高齢者医療での）地域連携（保健・医療・介護・

成プログラム認定試行事業が動き出しました．

福祉）における役割があり，診療所ベースの「家

また，今年 1 月に開催された「病院総合医セミナー

庭医」と重なるところも多い．これを後期研修レ

京都 2012」では，米国ホスピタリストや中規模以上の

ベルの研修と位置付けると機構の定義する基本診

病院で活躍する「病院総合医」からの熱いメッセージ

療科としての「総合医」に該当することになる．

が共有されましたが，そのなかで明確になった論点の

の 2 点があると思われます．

一つが，本日の WS のテーマ，小病院の「病院総合

本日の WS では，小病院の「病院総合医」に求めら

医」の役割です．

れるコンピテンシーとともに，
「制度」上の議論にも踏

一方，
「総合医」については，制度化を前提とした急

み込んで活発な討論をしていただければ幸いです．理

ピッチの議論が日本専門医制評価・認定機構（機構）

念を語ることと比べて，
「制度」の話には多かれ少なか

や厚生労働省の検討会で進みつつあります．

れ「性悪説」が付きまといます．しかし，
「制度」の話

この議論との関連で「病院総合医」に関する論点を

をしないと質の高い「総合医」が正当に評価されない

整理すると；

という現実もあり，
「制度」の話題は避けて通れないと

（1) 大病院（中規模病院を含む？）の病院総合医には，

感じています．

診療業務以外に，卒後研修等の教育機能，中央（横

＊日本プライマリ・ケア連合学会 顧問，医療法人東光会 七条診療所〔〒 600-8845 京都府京都市下京区朱雀北ノ口町 29〕
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内容と課題
山城

清二

はじめに

＊

制，外来から入院，在宅，施設，そして看取りまでや

近年，地域の第一線での医療崩壊が全国的に問題と

ると．その後 19 年間，岩手県の医療過疎と戦った．

なっている．そして，そのような地域で活躍する総合

佐藤は医師としてのみならず，病院経営者として，住

医をどのように育成し支援していくかは喫緊の課題で

民との対話者として，学生や研修医の教育者として卓

ある．本学会の病院総合医部会では，中規模以上の病

越した能力を発揮した．そこから得られたものは，
ìや

院での総合医育成システムについてこれまで議論して

りがいíとì地域医療の楽しさíであった．そして，

きたが，小病院についてはほとんどそれがなされてい

ついに平成 23 年に「新しい医療のかたち賞」を受賞し

なかった．そこで，今回の WS では，地域密着型の小

た．

規模病院での総合医の役割とその育成について提起

②北海道松前郡松前町，町立松前病院（100 床）
：木村

し，論じた．

眞司氏
人口約 9 千人のこの地域で，入院出来る施設は 100

WS の内容

床の松前病院だけである．院長である木村は考えた．

まずは，小病院モデルとして注目されている 4 施設

我々の役割はì全科診療医íだと．家庭医の育成は将

の紹介から始め，その後全体討論に移った．4 名の先

来働きそうな環境と似た場所で育成するのが大切では

生方の発表からは，それぞれの先生の思いや覚悟が強

ないか．木村はそれを強がりとは思わなかった．そし

く伝わってきた．そこで，臨場感を出すために，プロ

てインターネットを利用した生涯教育プログラムを開

ジェクト X 的な（⁉）ナレーションでまとめてみた．

始した．なかなか人は集まらないが，
木村は覚悟した．

さらに，参加者の意見や感想の代表的なものを抜粋し

地方で，少人数でも根気よく育成し続けること．その

た．

学生や研修医が将来の総合医のロールモデルになるこ

①岩手県一関市，国保藤沢病院（54 床）
：佐藤元美氏

とを夢見て，木村は今日も働き続けている．
③福岡県飯塚市，医療法人博愛会 頴田病院（90 床）
：

全国の地域医療に携わる医師から注目されている佐
藤元美は，いつものように写真撮影から始めた．そし

本田宜久氏

て，佐藤はいきなり結論を述べた．

病床数 96 床ケアミックスの病院長，本田は決めた．

・医療過疎地では総合医中心の病院運営は適している

経営戦略を意識した経営，すなわち，顧客の定義，

・住民と交流しながら，地域に必要な医療を教育して

マーケティングとイノベーション戦略，ブランディン
グ構築．まずは，
顧客は家庭医を目指す若い医師とし，

いく

家庭医療研修に絡めた病院運営を始めた．そして，近

・高齢化社会では，外来-病棟-施設-在宅に途切れな

隣の大病院がやることはやらないと．それは，救急告

く対応する必要がある

示病院の取り下げ，高度専門医療の体系的廃棄であっ

・研修医を住民とともに育てることで，自分達の地域

＊

に必要な医師を育てたい

た．その代わりに，家庭医による病棟診療体制，家庭

佐藤は赴任時に覚悟した．24 時間 365 日の救急体

医が喜ぶ病院体制，家庭医による予防-外来-入院-リ

富山大学附属病院総合診療部〔〒 930-0194

富山市杉谷 2630 番地〕
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ハビリ-在宅のワンストップモデル作り．さらに，病
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は地域の病院のマンパワーを考え，学会が支援され

院の外来のハード面を米国式に変えた．そして医師に

て行くのも良いのではないかと思う．

しかできない仕事に時間を割くにはどうしたらよいか

（研修方法について)
・是非診療所／100 床規模病院との Mix-up program

を考え，看護師の出番と役割を増やした．すると，外

をすすめたい．

来看護師の仕事のイノベーションが起こった．最終的

・小病院で「研修システム」を整備することは難しい

に病院再生に成功したのだ．

ため，大〜中規模病院の研修システムの 1 つとして

④佐賀県唐津市，唐津市民病院きたはた（医療療養型

考え方が現実的と思う．

56 床）
：大野毎子氏

・いろいろな規模の病院がグループとなって総合医を

対象人口が約 4500 人の病床数 56 床の病院では，現

養成するのがいいと思います．

在スタッフ 5 名のうち 4 名が家庭医だ．過去に大学の
医局から派遣されていた医師が一人減り二人減りで最

・基幹病院と小病院が，地域が異なっていても（県を

終的に大野ら家庭医 3 人が残された．残された 3 人の

またいでも）連携をとって基幹病院の（後期）研修

家庭医は考えた．この病院の役割は何か．そして，病

医が数か月〜1 年程度研修できると，小病院の診療

院を地域密着のìミニハブ病院íにしようと決めた．

を担い得る医師の育成になるのではないかと思いま

自分達を「隙間に生えた雑草医」と呼んだ．さらに，

した．

自分達の魅力は何か考えた．極小病院の魅力とは何

・後期研修プログラム同士をつなげたり後期研修の中

か．いわゆる老人病院と言われるところに，家庭医グ

で小病院をバックアップするシステムを作ったりす

ループが入ると何が変わるのか．小病院の地域医療で

るのは学会でできないかなと思いつきました

は，家庭医はやりがいを感じるようになり，精神的に

・指導医の育成も気になりました．

も充実してきた．そうだ大病院でもなく診療所でもな

（その他)

いì第 3 の楽園íになる施設が小病院だ．魅力は楽園

・楽しい人生の楽園の話はよかった．

だ．だから，苦しくても苦しいとは言わない．すると，

・小病院こそ楽園とアピールすべし．

徐々に楽園に近づいていく．

・苦しいと言わない！

WS 参加者からの意見や感想（抜粋)

・もっと小病院で研修することの魅力を家庭医にア

非常に参考になりました．あ

りがとうございました．
（小病院の現状について)

ピールするべきではないかと思います．

・小病院，中病院が生き残れなくなると日本の地域医

・小病院を家庭医の働き場所としてアピールするヒン

療は崩壊してしまいます．

トが得られました．

このようなところで医療を維持できるシステムを学

・小病院同士の交流が増えればよいと思う．他病院も

会は考えてほしいです．

見学してみたい．

・今回の「小病院の病院総合医」にすら入れない，多

・教育の充実と楽しそうに働くこと，そのアピールを

くの病院に，小病院の総合医がいることを学会とし

中心に人集め，人を育てることを推し進めていこう

て認識する必要があると思います．

としております．ロールモデルがあればうれしいで

（小病院の取り組みについて)

す．

・病院総合医を増やすためには，プランが確立され，

小病院の総合医の課題

そこで学べるポイントが明確であること．コスト

4 名の先生方の発表と参加者の意見を簡約にまとめ

や，キャリア面の不安が解消されること等が必要不

る．

可欠だと思う．

．地域医療では地域社会との関わりが無論重要であ

・地域の病院の再生のためにも，是非大学の場で経営

る．

戦略の立て方，プランニング，マーケティングの方

．地域医療を支えるために，小病院の総合医の役割

法を学び，社会的視点を身につけられる機会が欲し

は大きく，その役割を明確にすることが肝要であ

いと思いました．

る．できることとできないことを明確にするこ

・100 床前後の病院が地域で働く医師を育てる魅力的

と．

な場所になることは地域医療の再生には欠かせない

．小病院での総合医の育成は始まっているが，まだ

と思う．病院群での連携プログラムを作ることなど
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発展途上の段階である．
．総合医の育成ができない小病院も多く存在し，連
携する仕組み作りが必要である．
今回の WS でわかったことは，小病院には魅力的な
役割があることである．そして地域との関わりとその
病院の役割を明確にすることは，すぐにでも取り組む
ことができる．しかし，人材育成には時間と工夫が必
要である．特に，総合医の育成ができない小病院との
連携する仕組み作りは今後の重要な課題である．
WS の参加者（佐藤元美氏撮影)

おわりに
世の中は地域包括ケアシステムに向かっている．そ
して，それを推し進めるのはやはりプライマリ・ケア

築し実践的なものにしていくにはどうしたらよいの

領域で働く我々である．今後ますます高齢化社会へ向

か．それには，日本プライマリ・ケア連合学会が学術

かっていく現状を見据えて，その対応を積極的に進め

的な学会として進取的および革新的に取り組んでいく

るには，一個人や一施設の働きではなく，大きなシス

こと．そのあたりにもどうやら鍵がありそうだ．

テムが必要になってくる．果たしてそのシステムを構
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ワークショップ 14 病院総合医の集い
―小病院の病院総合医の役割を考える
小病院の病院総合医の役割
佐藤

元美

はじめに

＊

藤沢病院と関連施設
▶ 病院 一般病床 54 床
▶ 老人保健施設 老健ふじさわ 60 床
▶ 特別養護老人ホーム 光栄荘 87＋15
▶ デイサービスセンター
▶ グループホームやまばと
▶ 訪問看護ステーション
▶ 指定居宅介護支援事業所

医療過疎の厳しいへき地で医療を創り，継続するた
めには総合医が中心となる小病院が唯一の解決法であ
る．一関市藤沢病院の例でそれを示したい．一方，必
要性は明らかでありながら，小病院をになう総合医の
育成は困難な課題であり続けている．

藤沢病院の歴史と現状
岩手県は県全体が医師不足である．郡部では 50 年
以上医療過疎が続いている．藤沢町に 1968（昭和 43）

現在の常勤医師は内科が 4 名，放射線科 1 名，外科

年まで県立病院があったが，医師確保困難，経営難を

1 名，整形外科 1 名の 7 名体制である．内科は開設以

理由に廃止された．それから藤沢町は 25 年間病院の

来総合内科方式をとっており，一人一人が分野を限定

ない町として苦労をした．看取りの場所がほとんど町

しないで幅広く診療を行っている．それぞれの強みを

外であり，
町民死亡の 7 割に達した時期もあるという．

生かし，弱みを補い合う体制である．外来は緩やかな

高齢者の増加する地域で，最期の時間を住み慣れた町

主治医制で，病棟は担当医制になっている．訪問診療

で過ごせるようにという願いで病院を創る運動が始

も緩やかな主治医制となっている．

まった．新たにつくる病院のコンセプトは明確で，住

藤沢病院では住民との交流，意見交換を病院の大き

民の暮らしを支える医療，出前の医療，福祉との連携

な特徴としている．ナイトスクール，意見交換会，地

であった．

域医療セミナーが主なものである．ナイトスクール

1993（平成 5）年に病院は 54 床の一般病床をもって

は，病院スタッフが地域で住民とともに医療や介護の

診療を開始した．診療科は内科，外科，小児科とした

在り方を語り合う試みである．医療保険制度や介護保

が，小児科専門医が勤務したことはない．内科は私と

険制度は住民には理解が難しいことが良くわかった．

自治医大の後輩に加えて自治医科大学地域医療学教室

また，医師不足の現状や病院の状況なども説明しなけ

シニアレジデントが担った．外科は自治医大大宮医療

れば住民には当然伝わらない．当初は無診察投薬を求

センターから 1 か月交替での派遣で開始した．以前か

める患者の声が大きく，できない理由を説明すること

らあった特別養護老人ホームに加えて，
老人保健施設，

が主な目的で始められてナイトスクールであるが，住

訪問看護ステーション，認知症のためのグループホー

民の理解は速やかであり，さらに驚かされたことに住

ムなどを併設し，現在に至っている．訪問診療も 100

民からの病院への寄付が増加した．

世帯を超えている．町民死亡の 8 割ほどを担当するよ

これに気を良くして，研修医の外来研修が円滑に進

うになっている．経営状態も良好で病院単体でも病院

むことを目的に，研修医の報告会を住民に公開し，住

事業全体でも黒字決算を続けている．

民から研修医にフィードバックしていただくことにし

＊

一関市国民健康保険藤沢病院〔〒 029-3405

岩手県一関市藤沢町藤沢字町裏 52 番地 2〕
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ナイトスクール
▶ 町内 10 カ所の地区健康センターを舞台に
▶ 福祉医療センターの各職種
が出向き
▶ 住民と直接対話を行う
▶ 患者と住民は同じではない
▶ 生活習慣を地域で変えよう

藤沢地域医療セミナー
▶ 住民と交流しながら「藤沢野焼祭り」に参加し，
藤沢病院の医療の魅力を伝える

た．意見交換会という名称で行っている．これまで

受けて交流している．

36 回開催している．研修医の外来研修が円滑に進む

おわりに

だけでなく，自分たちの地域に必要な医師の育成に自

このように必要とされ，有用であり，やりがいもあ

分たちも協力しようという気運が高まった．
住民とともに作り上げる医療の楽しさ，やりがいを

る小病院の総合医であるが，それを担う人材の育成は

伝えることを目的に，夏に藤沢を代表する祭りである

いまだ未解決の問題である．藤沢病院では来年度から

藤沢縄文野焼祭りに合わせて地域医療セミナーを開催

プライマリ・ケア連合学会後期研修プログラムを開始

している．住民の案内で在宅療養中の方の家庭訪問を

する．そこで担い手を育成できる将来のリーダーを育

行い，祭りの会場では住民が設営したテントで接待を

てていきたい．
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ワークショップ 14 病院総合医の集い
―小病院の病院総合医の役割を考える
小病院の病院総合医の役割
木村

眞司

＊

松前町立松前病院は津軽半島の向かい，北海道最南
端に位置する一般病床 100 床の病院である．人口は約
8800 人．隣町の福島町（人口 5 千）もカバーする．町
民は海岸沿いの 35 キロにわたり散らばって住む．週
2 回出張診療するへき地診療所も運営している．町内
と隣町には 4 診療所が開業している．後方病院のある
函館市からは 95 キロ離れている．
図 1 インターネット上での学習会
『プライマリ・ケアレクチャーシリーズ』
を司会する様子

松前病院は「全科診療医」が中心の病院
医師は現在 10 人．うち，9 人が「全科診療医」
（＝家
庭医，総合医）で，1 人が小児科医である．全科診療医
は，分担して内科外来，外科外来，へき地診療所外来，
病棟，当直，血液透析，救急対応，内視鏡検査，訪問
診療，老人ホーム嘱託医，グループホームへの訪問診
療などをこなす．9 人のうち，自前の家庭医療後期研
修プログラムの研修医が 2 人を占める．全科診療医の
体制を敷いて 4 年半経ち，幅広く診るのが「当たり前」
になっている．

図2

松前病院は人を育てる病院

当院での参加の様子

松前病院には数多くの医学生，初期研修医が実習や
研修に訪れる．1 年次から 6 年次までの医学生が年間
約 30 名，地域保健地域医療ローテーションを行う初
期研修医が年間約 10 名．これらの若き医療人たちの
教育にも医師全員が分担してあたる．地方でジェネラ
リストに接することが，彼らの将来の少しでもインパ
クトを残すことを願っている．

松前病院は学び，発信する病院―インターネット
上の学習会―(図 1，2)

図 3 『プ ラ イ マ リ・ケ ア レ ク
チャーシリーズ』の画面

松前病院は，
札幌医大地域医療総合医学講座と共に，
＊

松前町立松前病院〔〒 049-1503

北海道松前郡松前町大磯 174-1〕E-mail：shkimura@sapmed.ac.jp
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インターネット上の学習会
『プライマリ・ケアカンファ

加待ちの施設が十数箇所ある．今後もこのネットワー

レンス』
『プライマリ・ケアレクチャーシリーズ』を開

クを広げていきたい．目標は全国 3 千施設とは行かぬ

催している（図 3）
．それぞれ毎週水曜日と木曜日の朝

までも数百施設が参加するようになることである．

7 時半から，北は礼文島，南は宮古島まで，全国 60 施
設（水曜），80 施設（木曜）が参加して行なっている．

松前病院の将来

1 人診療所から，市中病院，大学病院までが参加して

我々は診療し，育てる．医療を現代の医療水準に

いる．発表は交代で行なっており，水曜日は症例を共

則って行なっていくことはいわずもがな．現行の学生

有し合い，木曜日は講義を行う．チャットにより双方

教育，研修医教育以外にも，将来は 3ヶ月ぐらいの長

向性を確保しているのがミソである．参加は無料（講

期滞在型の学生実習を受け入れていくことが今後の医

師も謝礼なし）．インターネットがつながっているパ

療にとって大切と考えている．また，インターネット

ソコンがあれば，あとはスピーカーを 1000 円で購入

上の学習会や人事交流を通じて各地の医療機関と励ま

すれば参加できる．来るものは拒まず，の精神でオー

し合い，刺激し合い，お互いを高め合っていきたいと

プンな運営を心がけているが，現在回線が満杯で，参

考えている．
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ワークショップ 14 病院総合医の集い
―小病院の病院総合医の役割を考える
小病院の病院総合医の役割
本田

宜久

＊

4 億円以上の赤字を累積し経営困難となった病床 96

ステークホルダーに有益となるよう顧客との関係性を

床，築 40 年超の老朽化した飯塚市立頴田病院が民営

マネジメントする組織の機能および一連のプロセスで

化されたのは 2008 年 4 月である．市立病院時代の大

ある という．

2)

学医局医師派遣は停止，雨漏りのひどい病院に医師は

そこで，まずは価値の創造をする必要に迫られた．

いない．どのように医師を確保し医業を継続していく

周囲の医療者が時々口に出す頴田病院への評価には，

かに悩み，
「小病院の病院総合医の役割」を考えた時，

「急性期病院からの後方病院」という表現が多かった

「病院にとって，医師は最も大切なお客様」と定義する

が，直接的に「あそこは老人の墓場だ」という辛辣な

意外の選択肢は思いつかなかった．そこで，小病院の

言葉もしばしば聞かれた．しかし見方を変えればそれ

病院総合医の役割と育成を考える本稿にて，経営手法

は，急性期病院では実践困難な「包括的ケアの宝庫」

を参考にした当院のこれまでの取り組みをご紹介した

であり，diagnostic specialist たるよりもむしろ，全人

い．

的医療の実践者を望む「家庭医および総合医」が活躍
できる医療環境として最適であるとパラダイムシフト

顧客の定義

を行った．また，小児科診療等の要望が地元にあり，

ドラッカーによれば，企業の目的は一つで，顧客の

高齢者だけではない小児医療にも携われる医療環境

1)

創造であるという ．民営化された頴田病院が創造す

は，いわゆるロングテールマーケットとしての魅力あ

べき顧客は誰であるかと考え，
「家庭医および総合医」

る地域であると，価値を創造することができた．

と定義した．

さらに，指導医として米国家庭医を招聘し，ローカ

幸いにも研修医教育では一定の評価を得ている飯塚

ルな医療にグローバルな視点を加えた指導体制を整え

病院を傘下に持つ麻生グループが，医療法人博愛会と

ることで，付加価値を大きくすることができたと言え

して頴田病院の経営委譲を受けたことで，短期間の同

る．

情的援助としての医師の派遣は期待できた．そのハネ

イノベーション

ムーンピリオドの期間の中で，顧客として医師が来て
くれる魅力ある職場づくりが急務であった．即ち，
「お

企業の活動としての顧客の創造には，マーケティン

客さまである医師達が成長したい方向と，病院の使命

グの他にイノベーションが必要であると言われる ．

をリンクさせる」必要があった．

イノベーションには体系的廃棄を伴う．当院は病床数

1)

900 超の飯塚病院から車でわずか 15 分の距離にある．

マーケティング

飯塚病院では得られない経験を当院で提供することに

コトラーによればマーケティングとは，「人間や社

集中するために，
「飯塚病院が提供していることを当

2)

会のニーズを見極めてそれに応えること」であり ，

院では提供しない」という方針が必要であると判断し

米国マーケティング協会によれば，
「顧客に向けて価

た．すなわち，専門医診療をやらないという意思決定

値を創造，伝達，提供し，組織および組織をとりまく

が最も重要であった．具体的には，
「救急告示病院の

＊

頴田病院〔〒 820-1114

福岡県飯塚市口原 1061〕
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頴田病院全景

取り下げ」と「専門医雇用努力の中止」であった．最
低限必要な非常勤医による専門外来をのぞいて，ほと
んどを総合医・家庭医が取り組む診療体制とした．

家庭医療センタースタッフステーション

イノベーションのもう一つの側面として異質結合が
あげられる．従来，家庭医の診療は外来ベースで語ら
れることが多かったが，当院では外来のみならず病棟

ション，ブランディングの手法で経営を行ってきたこ

診療もケアの継続性に直結した魅力ある家庭医の職場

とを述べた．結果，病院職員は 70 名弱から 160 名超

であることをアピールし，家庭医と病棟の異質結合に

まで増員でき，黒字化に成功，2012 年 5 月には新病院

よる価値の創造に成功したと言える．

の竣工に至り，職員の平均年齢は 50 代から 30 代まで
低下．活気ある病院と生まれ変わることができた．

ブランディング

不慣れな経営ではあるが，イノベーションの必須条

このような当院の取り組みを，地域講演や国際学会
3)

件である「経済や社会の変革」に貢献できる小病院の

4)

発表 ，新聞投稿 などを通して地域や日本全体に伝達

希望となるよう，これからも精進する．

する努力を行うことは，マーケティングの一環である
と同時に，当院のブランディング戦術であると理解し
ている．地域講演により住民の理解を得，病院に好感

参考文献

を持ってもらうことは地域ブランディングとして，国

1) P. F. ドラッカー．チェンジリーダの条件，ダイヤモ
ンド社，2000
2) コトラー＆ケラーのマーケティングマネージメント第
12 版，ピアソン・エデュケーション社，2008
3) K. KINJO ら. Wonca Jeju 2012 Home Visiting（Zaitaku）Care in a Japanese Family Medicine Residency
Program.
4) 週刊医学界新聞 家庭医療による病院再建と米国式外
来への変革 http:／／www.igaku-shoin.co.jp／paper

際学会や医療関連の新聞に発表することで家庭医／総
合医を志す全国の医師に魅力ある職場とアピールする
ことは広域ブランディングとして重要であると位置づ
けている．

まとめ
以上，
「小病院の病院総合医の役割を考え」
，大切な

Detail.do?id=PA02990_03

お客様としての役割からマーケティング，イノベー
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ワークショップ 14 病院総合医の集い
―小病院の病院総合医の役割を考える
地域密着型の小規模病院での総合医の役割とその育成
大野

毎子

＊

当院および周辺の紹介
当院は佐賀県北部に位置しており周辺人口約 4500
人，高齢化率 26％である（図 1）
．元炭鉱町で現在の主
な産業は農業である．半径 2 km 内の医療機関は当院
のみだが半径 10 km 内には中核病院を含め複数の急
性期病院がある．
診療科目は内科・外科・小児科・整形外科・耳鼻咽
喉科・リハビリテーション科であり，
病床数は 56 床（全
床医療型療養病床）で常勤医師は家庭医 4 名，内科医
1 名，整形外科医（外来非常勤）
，耳鼻咽喉科医（外来
非常勤）である．同じ建物内に保健センター，在宅介
護支援センター，訪問介護ステーションを持つ，医療・
福祉・介護を一体化した地域包括ケアの理念の下に建
てられている．救急指定病院であり，設備は CT，大

50Km

腸・胃内視鏡，超音波があり比較的軽装備で，有床診
療所がすこし大きくなったイメージの病院である（図

図1

2）
．
当院の機能は，医療型療養病床をもち，総合外来中

保健センター

心であるため，一言で表現するならば「地域密着型ハ

在宅介護支援
センター

ブ病院」とでも言うような役割を担う（図 3）
．例えば

訪問介護
ステーション

患者さんは当院の総合外来を経て，他の急性期病院に
紹介され，また当院の療養病床に戻ってき，さらに自
宅や施設に帰っていかれる．医療と介護，福祉を本人
にもっとも適した形でスムーズにつなぐことができる
という機能である．

当院の医師は家庭医

図2

当院全景

現在の常勤医師 5 人のうち 4 人が家庭医であり，こ
の点が当院の最大の特徴である．歴史的には当院の医

までの常勤医の退職が続き一時は家庭医 3 人で体制を

師体制は各大学からの医局派遣で維持されていた．し

維持した時期もある．幸い現在は 5 名体制に復帰し日

かし，大学からの定期的な派遣がなくなり，またそれ

本プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療後期研修プ

＊

唐津市民病院きたはた〔〒 847-1201

佐賀県唐津市北波多徳須恵 1424-1〕
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各医師のキャリア

急性期
A病院

自宅

A 医師

研修病院→診療所→診療所（○○家庭医
療学センター)→当院
B 医師 研修病院（△△家庭医療学センター)→
当院
C 医師 研修病院（△△家庭医療学センター)→
診療所→当院
D 医師 研修病院→診療所→当院

療養病床
急性期
B病院

総合外来
施設

通院
訪問診療

急性期
C病院

施設
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図4

紹介
逆紹介
図3

医が配置できるとよい．地方の小病院は総合医が標準
装備になるくらいに考えてもよいかもしれない．とく

ログラムの認定もうけている．当院の医師のキャリア

に複数名で存在すると病院の運営にとっても一定水準

を簡単に紹介すると，いずれも研修病院，診療所の経

の医療の維持ができ，医師本人にとっても働きやすい

験がある（図 4）
．

win，win の関係となるだろう．
総合医の育成については，大病院だけでなく，小病

総合医からみた極小病院の魅力

院を総合医研修のプログラムに組み込むとよい研修が

彼らに当院の魅力について自由に意見をだしても

できると考える．なぜなら，日常診療が医療や介護分

らったところ以下のような発言があった．

野の連携ぬきでは完結できず，生物医学的内容にとど

無床診療所よりも入院があるので，継続性が保て

まらないチームリーダーとしてのマネージメント能力
やネットワーク構築力が強化されるフィールドであ

る．

り，これらの能力は総合医に不可欠であるからである．

総合医としての最高フィールドである．自宅，施
設，当院，他病院といろんなところに乗り込んで

メッセージ

いったり，連携をとったりする醍醐味がある．

今回，ワークショップで発表させていただく機会を

医師としての病院での経験と診療所での経験の両

得，発表内容を院内で検討している間に，図らずも当

方を思う存分発揮できる．

（特に当院の魅力は）
複数いるので診療所のグルー

院で働く総合医である家庭医たちの思いを聞くことが

プ診療に似た安心感がある．皆が診療所で働いた

できた．その中で感じたのは以下のようなことであ

経験があり，総合医チームとして総合外来や在宅

る．
小病院の総合医はこれまで議論されてきた病院総

医療がやれる．

合医や診療所家庭医とは違うモデルである．在宅

小病院での総合医の役割と育成についての私見

医療などを展開し，病棟もある小病院は総合医の

当院においては，総合医は地域密着型ハブ病院の機

活躍する 3 つめの中心となりうる．

能を理解し，実践できるありがたい存在であり，その

いわゆる老人病院といわれそうなところも，総合

役割は大きい．地方においては医師不足は慢性的な課

医にとっては「第 3 の楽園」であり，総合医がグ

題であるため有限の医療資源をとくに有効活用した

ループで入ることで，医師個人もやりがいがあり，

い．具体的には専門医はなるべく専門に徹してもらい

社会的にも地域医療の充実に寄与できる可能性が

当院のような小病院の病棟は主に総合医が担当し，外

ある．

来は 8 割総合外来，2 割が専門外来となるように総合
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ワークショップ 14 病院総合医の集い
―小病院の病院総合医の役割を考える
ワークショップ運営後記
大滝

純司

参加者としての感想

＊

病院総合医養成プログラム認定試行事業

これまでとは視点を変えて，中小規模の病院での病

今回のワークショップの最後に，病院総合医養成プ

院総合医をテーマに企画した今回のワークショップの

ログラム認定試行事業について大滝が紹介した．その

会場は，全国各地から集まった参加者で埋まった．部

概要は以下のとおりである．

屋の後方には定員をオーバーして
「オブザーバー参加」
として加わった立ち見の方もおられた．

病院総合医に関しては，旧総合診療医学会で「病院
総合医後期研修プログラム（案）」が作られ，三学会合

講演の内容や議論の総括は他項に譲るが，感想とし

同会議の認定制度検討委員会に引き継がれて細則案が

ては，病院総合医に関する今までの検討では明らかに

作成された．その細則案は，家庭医療専門医を取得後

なっていなかった側面に光を当てた，貴重で重要な機

のフェローシップを前提としていた．これは，新学会

会であった．

の専門医制度を一本化するという三学会合同会議での

プライマリ・ケア連合学会が発足する前の三学会の

合意に基づいたものであった．

ころから，
そして連合学会が発足してからも，
「家庭医」

三学会の合同後，この細則案をたたき台として，病

と「病院総合医」は対立する，あるいは二者択一を迫

院総合医 WG，病院総合医部会，理事会などで検討を

られる概念であるかのように語られることが少なくな

重ねた結果，関連学会と協力して学会とは異なる機関

かった．その対立軸の上では，
家庭医は診療所や在宅，

により認定することを目指し，まず日本内科学会との

病院総合医は大病院や大学病院が活動の場であると区

協議を試みた．しかし，趣旨には賛同が得られたもの

分けされた．そして中小病院はどちらに属するのか，

の，正式な話し合いを開始するまでに時間をかけたい

と い っ た 問 い か け が な さ れ て い た．今 回 の ワ ー ク

という回答であった．

ショップでは，この区分にこだわることの意味を基本

これらの経緯や状況を踏まえ，プログラム認定を試

から問いかけるような，中小病院のもつ機能の広さが

行事業として実施することが理事会で承認された．そ

明示された．家庭医機能と中小病院の親和性の高さ，

の後，病院総合医部会と病院総合医 WG の委員全員が

家庭医と病院総合医の機能や役割の連続性，そして中

参加する「認定作業担当班」が担当して「病院総合医

小病院が家庭医や病院総合医のやりがいのある活動の

認定制度細則案」が作られた．

場，つまりフロンティアであることが，具体的に実感

当試行事業の目的は，病院において総合的な医療を

できた．

提供する医師に求められる基本的な能力を修得した医
師を病院総合医とし，病院医療の改善と発展を推進す
ると共に，その領域を志す医師のキャリア・パスを明
示することにある．病院総合医を養成するための研修
プログラムの認定を試験的に行うことにより，研修プ
ログラムの具体例や課題に関する情報を共有し，病院

共同企画者
北海道大学大学院医学研究科医学教育推進センター〔〒 060-8638

＊
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総合医の養成に関する関心を高め，その拡充に寄与す

己評価した結果を添えて認定を申請，（4）申請内容を

ることを目指す．

審査し理事会の承認を経て認定し学会ホームページで

事業は，
（1）細則案をもとに研修プログラムの要件

公開，（5）寄せられた意見等を整理し学会ホームペー

を整理，
（2）その要件を公開し研修病院等に参加と意

ジで公開，といった過程で進行している．

見などを募集，
（3）応募する病院等は要件について自
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ワークショップ 17：よい研究論文の書き方
司会：山本 和利（札幌医科大学地域医療総合医学講座)
コーディネーター・講師：
森本
剛（近畿大学医学部救急総合診療センター)
チューター：徳田 安春（筑波大学附属地域医療教育センター，水戸協同病院総合診療科)
佐藤 寿一（名古屋大学総合診療科)
牛久保美津子（群馬大学大学院保健学研究科)
松島 雅人（東京慈恵会医科大学臨床疫学)
■研究の構造

山本：皆様今日は．私は本学会の編集出版委員会の委

さて，研究プロトコール：study protocol としては

員長の山本です．本日は数ある WS の中からこの WS

下記のものがあります．

を選んでいただきありがとうございます．今回は第 2

以下の点について，本日はこれから森本先生に平易

回目です．3 学会が連合して以来，皆様によい論文を
たくさん投稿していただきたいという趣旨で開催して

に解説していただきます．

います．まず本学会誌の趨勢をご覧ください．現在日

・研究テーマ

本語誌が年 4 回，英文誌が年 2 回刊行されています．

・研究意義：なぜ重要か？

2011 年度と 2012 年度の採否状況を表 a，b に示しま

・研究デザイン

す．日本語誌，英文誌とも採用率は 80％となっていま

研究期間

す．皆様の関心も高まり，学会誌も次第に充実してき

研究のタイプ
・対象者

ています．丸山理事長も学会誌の充実を期待していま
す．日本語誌と英文誌の両方が独立行政法人科学技術

選択基準

振興機構（JST）の電子ジャーナル共同利用システム

サンプリング方法
・観察因子（変数)

（J-STAGE）に搭載され，インターネットでアクセス
可能となりました．ぜひ本学会誌への投稿をお勧めし

予測因子

ます．

交絡因子
アウトカム
・統計学的事項
仮説
サンプルサイズ：統計的パワー
解析方法

山本和利先生
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投稿論文の採否状況

2011 年度

学会誌名

年度

投稿論文数

採用

審査中

投稿取り下げ

不採用

採用率

受付〜掲載まで
の平均期間

日本語誌

2011 年度
（2010 年 1 月〜12 月)

36

19

13

0

4

83％

6.4ヶ月

2011 年度
（2011 年 1 月〜8 月)

23

5

15

0

3

80％

9.6ヶ月

2010 年度
（2010 年 3 月〜12 月)

7

5

2

0

0

71％

10.2ヶ月

2011 年度
（2011 年〜5 月)

13

13

0

0

英文誌

・投稿者はほとんどが医師であるが，看護師，薬剤師も寄稿している．
・英文誌の寄稿が増加中である．

表b

投稿論文の採否状況

2012 年

学会誌名

年度

投稿論文数

採用

審査中

投稿取り下げ

不採用

採用率

受付〜掲載まで
の平均期間

日本語誌

2011 年度
（2011 年 1 月〜12 月)

36

19

13

0

4

83％

6.4ヶ月

2012 年度
（2012 年 1 月〜8 月)

23

5

15

0

3

62％

5ヶ月

2011 年度
（2011 年 1 月〜12 月)

23

12

8

0

3

80％

9.6ヶ月

2012 年度
（2012 年 1 月〜8 月)

26

7

17

0

2

77％

5.7ヶ月

英文誌

・今年になっても英文誌の寄稿が増加中である．

■テーマに応じた最適な研究デザイン
京都大学の福原俊一先生がおっしゃっていますが，
プライマリ・ケア領域の研究のしかたがあります．下
記のようにテーマに応じて最適な研究方法がありま
す．
・診断：横断研究
・予後：コホート研究
・治療・予防：RCT または次善の臨床研究
・害：症例対照研究（RCT は倫理的にムリ)
・副作用：あらゆる種類のデザインで研究可能
ここで本日のコーディネーターとチューターの先生
をご紹介します．
（各先生を紹介)
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よい研究論文の書き方
学会誌編集委員会

森本

図1

剛先生

本日は，discussion を中心に進めますので，私のお

森本

剛

論文の構造

あっても台無しにしてしまう．原稿の準備は，プロ

話は要点のみに抑えたいと思います．

ジェクトの計画のときから始まると言っています．今

昨年からこの WS を行っていますが，その理由は，

日は書き方の話をしますが，書き方は実はデザインの

学会発表も大事ですが，なかなかきちんとした記録と

ところからスタートします．彼はもう一つ言っていま

して残りません．論文を書くことによって，他人がそ

す．逆にダメな研究は，あとからどんなに上手に発表

れを参考にして使うことができますし，結果に不十分

しても救えないと．図 1 に論文の構造を示しますが，

な点があれば，それをもとに新しい研究ができます．

論文は，引用文献，方法と結果，解釈，この 3 つしか

論文にして残すことが学術活動の基本だと思います．

ありません．引用文献は，誰かがやった・言ったこと，

わが国では，学術論文の書き方をきちんと教わった経

方法と結果は，実際に自分たちがやったこと，そして

験がなく，多くの場合は上級医の先生が書いた論文を

その両方をもとに，解釈ではこう考える，と書きます．

借りるとか，いろいろな論文を参考にして書いていま

よく目にする論文は，方法と結果は部分的にしか表さ

す．最近は論文がオンライン化されているので，人の

れていなくて，
結果があまりつながっていなかったり，

論文のいいところだけ取ってきてモザイク論文を作る

増幅されていたりする．また，引用文献と解釈だけで

こともできます．そこで，本日は短時間ですがよい論

論文の大半ができてしまっている．引用文献と結果が

文の書き方についてエッセンスを話したいと思いま

どこに繋がっていない．こういる論文は妄想です．論

す．

文の構造は基本的には，結果か引用か妄想しかありま
せん．できるだけ妄想は少なくしたいものです．

■このセミナーの目的
■執筆の大前提

a poor presentation can sink a good study, I do not

おいしい料理には何が大事でしょうか．畑や漁場，

think an excellent presentation can rescue one that is

そこから出てくる食材，そして調理，さらには味付け，

fatally flawed.

盛り付けがあります．基本的によい畑からよい食材が

the preparation of the manuscript begins with the

得られ，よい調理があり，よい味付け，盛り付けをす

planning of the project.
DeMaria AN（Editor-in-Chief）JACC 2007

るという作業が大事です．いくら味付け，盛り付けが

これはアメリカの心臓病学会の雑誌の編集長のこと

よくても腐りかけた魚ではおいしい料理ができるわけ

ばです．貧弱なプレゼンテーションでは，よい研究で

がありません．一見よさそうな魚でも漁場が汚染され
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表のポイント

図3

図5
図4

表の中央値

図

表の変数

表は検証可能な記述が望まれる

―8

謝辞，研究資金，利益相反……
ていたら結果的によい料理にはなりません．研究も同

という形で構成されます．上から順番に書いていく

じで，実は writing は最後のプロセスで，料理でいう

という方はいますか？ 下から書いていくという方

と盛り付けです．よいデザイン（畑，漁場）があって，

は？ 書く順番は，人によっていろいろなパターンが

そこからよいデータ（食材）が出てくる，それを処理

ありますが，一つのやり方として，次のように書くこ

（調理）する．統計解析は味付けであり，執筆は盛り付

とをお勧めします．

けです．執筆がいくら上手でも，デザインや処理が悪

①表，図

ければよい論文はできません．これが大前提です．よ

②方法と結果

いデザイン，処理をしたにもかかわらず，書き方が悪

③抄録（緒言とディスカッションを少し含める)

いためによい論文が書けない，ということをなくすと

④緒言と考察

いうのが本日の WS の目的です．

これは緒言と考察が食い違わないようにするためで
す．同様に，図表と方法，結果を同じ時期に書かない

■論文の構成

と，結果にあることが方法にないというずれが起きる

皆さんは，普段から論文を読んだり，書いたりされ

からです．

ていると思います．

■表の書き方

論文は，
表題

―1

どんなデータを使って論文を書いたかを示すのが表

抄録

―2

です（図 2）．表 1 のポイントは，どういう集団を研究

緒言

―3

したかが一目瞭然であること．査読者が，どういう病

方法

―4

院でどういう患者を対象に研究がなされたのか，当然

結果

―5

査読者と筆者の診療環境が違いますから，一目でわか

考察

―6

るような表を作ってください．この表があいまいだと

表

―7

査読者は不安になります．
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図6

図はどういう集団を解析したのかを示す

図8

表と図の使い分け-2

2012, vol. 35, no. 4

図7

表と図の使い分け-1

図9

表と図の使い分け-3

図 10

表と図の使い分け-4

表の変数ですが，二元変数は一方で十分です（図 3）．
臨床研究の論文では SE でなく SD を使って，平均値
でなく対象集団の分布を見てください．多くの場合，
小数点以下の％は不要です．また中央値（四分値）を
考慮すべき場合もあります（図 4）
．そして常に母集団
を書いてください．何人の平均値なのかが非常に大事
です．ていねいに書いてある論文だと安心して読めま
す．
多くの場合，p 値は一桁で十分です．
表は常に丁寧に作成してください（図 5）
．検証可能
な元データから統計指標が出てくるのが望まれます．
突然多変量解析がこうで，オッズ比がこう，というよ

なっていて，サンプル数が変わったプロセスが全く分

うな調理が済んだ結果が出てきても，それが正しいか

からないという論文があります．どうして 520 人に

否か査読者には区別がつきません．不明瞭なプロセス

なったのかがわかる図表を書いてください．よくわか

が間に入ってくると論旨に疑問が生じます．

らない集団にしないでください．

■図の書き方

■表と図の使い分け

Study flowchart では，表と同じく，どういう集団を

図 7 は左の表のままで出すよりも右のような図にし

解析したのかを示してください（図 6）
．そうすること

たほうが観察値と期待値が合致しているとアピールで

で編集者や査読者は安心して読めるのです．患者が

きます．図 8 のように，両群の発生率が同様であると

12000 人いたにも関わらず，解析したのが 520 人と

いうことを示したい場合，図の方が効果的です．図 9
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方法の書き方

図 13

統計指標

図 12

結果の書き方

図 14

抄録の書き方

は，図と表の両方のメッセージを伝えたい場合です．

い．結果に引用はありません．基本的なエンドポイン

煩雑にならずバランスがとれる範囲だったら図表の両

トをまず最初に出してください．シンプルなデータを

方を載せてもよいでしょう．図表の使い分けを図 10

出してほしいのです．

に示します．一般的に表のほうが正確です．それらを

■統計指標

比較して見せたいときに図にすべきです．それを組み
合わせることで論文の見方が変わってきます．図表と

統計指標を図 13 に示します．NS ではなく，
「0.6」

同じ情報は本文テキストには不要です．図表を上手に

「0.99」と書いてください．サブグループや多変量で

使えば，結果の本文はかなりシンプルにできます．

なく基本的なエンドポイントの量を記載しましょう．

■方法

■抄録

次に方法の書き方を図 11 に示します．対象患者の

次に抄録を書きましょう（図 14）．査読者は最初に

選択，データの集め方，エンドポイントの定義，解析

抄録でスクリーニングをしていますので抄録は大事で

方法，スポンサー情報と役割を記載します．測定方法

す．どういう研究をしたのかキーワードを書きましょ

で使用した測定ツールが自分たちで開発した質問紙な

う．結果に数字を記載してください．分量的には，結

どの場合は，末尾に添付しなければなりません．科学

論より方法を多くしてください．

論文ですので，再現性が大事で，それを担保するには

■緒言と考察

方法を丁寧に書くことが求められます．またなぜこの

図 15，16 に緒言と考察の書き方を示します．両者

研究方法を採用したかの理由づけが必要です．

を整合させてください．考察には研究の限界を含めて

■結果

ください．そしてあまり長くしないでください．

図 12 に結果の書き方を示します．結果の書き方は

■査読者が困る論文

方法とパラレルです．そうでないと査読者は混乱しま

以下のような論文は，査読者を困惑させます．

す．方法で書いた通りの順番で結果で書いてくださ
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緒言の書き方
図 16

ઃ．読みにくい

考察の書き方

司会，記録（ホワイトボード），発表者を決めてから，

．投稿規定に則っていない

ホワイトボードに論文の問題点と改善点を記してくだ

અ．言葉遣いが不統一

さい．発表は 5 分です．

આ．研究方法が分からない

第 1 グループ

論文 1／背景・方法

ઇ．長い

第 2 グループ

論文 1／結果・考察

ઈ．結論が実際に行った研究から離れている

第 3 グループ

論文 2／背景・方法

第 4 グループ

論文 2／結果・考察

最後に総合討論をして，ラップアップします．

Good writing is rewriting と 米 国 の 作 家 Truman
Capote は言っています．

発表結果

論文の書き方のコツをまとめました．
ઃ．自分で何度も

森本：ある病院の地域医療研修の有用性について，新

．共著者に見て貰う：投稿直前のドラフトではなく，

医師臨床研修制度導入後どういう影響があったかとい
う論文ですが，討論結果を発表してください．

最初の段階から！著者の資格としても重要
અ．扱うテーマの専門家（臨床医）

■第 1 グループ

આ．たくさん書いている人・臨床疫学・統計に慣れた

論文 1／背景・方法

●背景

人は強力な共著者：
「同じ部門にいる人」ではない

・ボリューム：よい

■これからの作業

・病院の理念：長い

これから配布論文について，査読者になったつもり

・病院理念と研究目的がリンクしていない．

で検討して下さい．グループワークは，最初にグルー

・タイトルと目的がリンクしていない．

プ内で自己紹介をしてから役割分担を決めてくださ

●方法

い．

・研究デザインは？（横断研究と補記すべき）

WS の風景・1

WS の風景・2
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■第 3 グループ

・質問紙の導入理由は？ その妥当性は？（この質

論文 2／背景・方法

森本：急性薬物中毒患者を集めて早期退院困難例を検

問紙は有効なのか？）

討した論文です．

・必要性の評価（どういうところが必要であるかと

●はじめに

いう Why がない）

・初めの 2 文は必要ない？（客観的な事実というこ

・評価方法は visual analog scale がよい．5 段階評

とより個人的なことなので，対象，方法に移す？）

価でよいのか？

・direct hemoperfusion（DHP）の治療は別の論文

・outcome がわかりづらい．

でよいのでは？ 言いたいことがはっきりしな

・comparison がわかりづらい．

い．

・何を研究したのかが理解しにくい．

・研究する意義はあるか？（先行研究はあるか，引

・統計で Fisher のことが方法に書いていない．
・表 2 は必要か？（内容が表 2 そのもの）

用が少ない，何のために，患者さんにどうよいの

＊質問紙は，この結果をもとに他施設で行う時に有

か，重要な outcome は何か，早期退院でよいのか）

効であるか，
だれかに検証してもらう必要がある．

・早期退院の定義：なぜ 7 日になったのか，根拠は
何か．

■第 2 グループ

論文 1／結果・考察

●対象，方法

●結果

・入院患者を対象にしているので，急性薬物中毒患
者の全体の人数はいるのか？

・表 1：男性のみでよい，導入前のみでもよい，項目

・入院基準が再現性が低いのでは？ 病院のバック

ごと n が違う

グランドもかかわるか．

・表 2：図を利用するとよい．棒グラフ（比較しや

・比較検討した項目はすべて記述する．
「など」は

すさ）
，項目の順番（見やすさ）
，半数以上の項目

不適切．先行研究を参考にしてほしい．

が漏れている？（72 人→合計 36 人以上）
，n を記

・DHP について：DHP はサブグループだというこ

載，p 値 1 桁

とをわかりやすく書く．DHP 導入基準がはっき

・表 3：比較しにくい，性別，年齢を要因としてよい

りしないため再現性がない．

か

・症例選択フローチャートがあるとわかりやすい．

・表 4：±SD→中央値のほうがよいか（max を超え

・倫理的配慮に対するコメントがほしい．

ている）
・オッズ比はどこから？

■第 4 グループ

・p 値がたくさん出てくる（表を見ればわかるとい

論文 2／結果・考察

●目的

いが，対応する表が理解しにくい）

・2 つある．入院期間を 7 日で区切る理由が明確で

●目的

ない．

・有用性と必要性が合致していない．研究の目的に

●方法

合った結果と考察になっているか，読んでいて混

・DHP が有効であると言いたいなら，RCT がよい

乱する．

のでは？

●考察

・DHP の適応がはっきりしない．

・分量が多い（結果に書かれていない内容，引用も

●考察

ない；妄想？）
・限界については書かれている．

・長すぎる

・結語がない（抄録にはある）
．

・高齢者は 40 歳で分けてよいのか？ 急性薬物中
毒にとって high risk?

●方法

●結果

・質問の内容

・表 1 の母集団の結果をあらわすべき．どういう年

・分析の方法が妥当か

齢層か不明．

・言葉の定義（地域医療，プライマリ・ケア，ジェ

・男女比の表し方はどちらかの％でいいのでは．

ネラル，総合診療）

・平均在院日数も中央値でよいのでは．

＊改善法；大勢の目で読み直すと読みにくさは改善

・腎機能，肝機能を挙げるべき

される．
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・表が多くなっている
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います．論文を書くときは皆の目でチェックするとい

・表 6 の DHP の導入で早期退院はできるのか

いものになるのです．ここで最終掲載論文を配布しま

・結果と考察で突然出てくる項目が多い．

す．皆さんも奮って投稿をお願いします．
山本：本日は長時間にわたり熱心に参加いただきあり
がとうございました．みなさんの鋭い意見をお聞きし

森本：限られた時間で，論文の詳細までは検討できま
せんでしたが，論文を見るときのチェックポイントが

ていて，査読者自身がこういう WS を受講しないとい

お分かりになったでしょうか？

つまり，結果にある

けないのかなと思いました．査読者のための指針を出

ことは方法にもあるという consistency（一貫性）が大

している学会もあるということですので，編集委員会

事です．もう一度大勢の目で見ることで，改善点が浮

も自分たちのレベルアップを図りたいと思った次第で

き彫りにできます．読みにくい論文，不備の多い論文

す．本学会誌に投稿をお願いし本日の WS を閉じた

は，著者は大勢いてもおそらく一人で書いたのだと思

いと思います．
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田坂賞受賞についての思い
―医師としての 25 年の振り返り
徳田
要

安春

旨
田坂賞受賞についての思いと題して，医師としての 25 年の振り返りを活動報告として書きました．

これまで自分の医療・教育・研究活動ができたのは，これまで多くの人々に助けられたおかげであり感
謝します．今後は医学教育の対象範囲を広げて教育活動をしていく所存です．
Abstract
For a response to receiving the Dr Tasaka Award, my personal reflection on 25-year
clinical practice is provided here as activity report in this journal. I thank all the people for
supporting my activity in practice, education and research. My hope is to develop the
activity for education beyond the medical community.

研修医時代

沖縄県立八重山病院で離島医療を実践しました．そこ

琉球大学医学部医学科を 1998 年に卒業後，沖縄県

では，内科一般，救急，在宅医療，予防医療を担当し

立中部病院で 4 年間のローテーション研修（内科，外

ました．当直・日直では，内科のみならず小児科患者

科，小児科，産婦人科，麻酔科，救急科）を修了しま

も診療していました．この離島医療の経験から，家庭

した．沖縄県立中部病院では，病歴と身体診察による

医療・プライマリケア・総合診療の普及・質向上の重

診断の鑑別が当たり前でした．最終学年の 4 年目には

要性を痛感するようになりました．

チーフレジデントとして，研修プログラムや教育環境

外国人総合内科医との出会い

の改善に努めました．
チーフレジデントになったときの最初の頃には，腎

当時（1991 年頃），日本の病院には総合内科がほと

臓内科の専門医になろうと思っていました．透析従事

んどありませんでした．Sapira 先生に出会って，アメ

者研修を受け，腎臓病学会，透析学会にも入って，自

リカに GIM というのがあるというのを知り，一度ア

分は腎臓の専門をやろうと，半分それを決めていまし

メリカで GIM を見てきたいと思い米国留学を決めま

た．ところが，中部病院ではアメリカの指導医が年間

した．アメリカに行って最初はレジデントの動きをみ

10 人ぐらい定期的に交代で来て，1 週間から 2 週間く

ていましたが，ほとんど沖縄で自分たちがやっていた

らい滞在します．そのときに，Sapira 先生（Dr. Jo-

ことと同じレベルということがわかりました．ただ，

seph Sapira）という身体所見の有名な先生が来られた

もっと突っ込んで身体診察法を勉強したいと思い，実

のです．内科の幅広い分野で，病歴と身体所見で診断

際 Sapira 先生のご自宅に 2 週間泊まり，朝から晩ま

する，
というものすごいスキルがあることを目で見て，

でずっと一緒に行動していろいろ質問もして勉強をし

これはすごいと思いました．腎臓病への特化はやめて

ました．
また，Sapira 先生だけではなく，身体診察でいろい

総合的な診療をやりたいと思いました．

ろな有名な先生のところへ弟子入りしました．心臓病

離島医療時代

の診察で有名な Constant 先生（Dr. Jules Constant）

沖縄県立中部病院での研修修了後は，石垣島にある

が住んでいるバッファローまで行って，1 カ月間，家
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看護師向けフィジカルアセスメント教育セミナー
での風景（ライフプランニングセンターにて)

に泊まって朝から晩までずっとくっついていました．

困難の患者さんが救急室に登場したときに，自信を

Constant 先生の家に泊まっていたときは，Bedside

持って診察できるようになると考えました．臨床研究

Cardiology という本をずっと持ち歩いて 1 カ月の間

で呼吸困難の患者 500 例のカルテを全部調べて，呼吸

に読みながら，少しでもはっきりしないことがあった

困難の鑑別診断が頭のなかに入っていると，実践的に

ら全部質問するという形で行っていました．

も強いと思います．自分は 2 回目の留学で，Harvard
School of Public Health で臨床疫学を勉強してきまし

中部病院初の総合内科グループの立ち上げ

た．このコースでは，臨床研究の方法論や倫理，社会，

帰国したあと，沖縄県立中部病院へ復帰し，総合内

環境疫学など幅広く学ぶことができました．総合診療

科グループ（General Internal Medicine：GIM）を初め

医を目指す若い人にお勧めのコースです．

て立ち上げ，沖縄県内離島診療所所長養成コース（プ

アカデミック研修病院の立ち上げ

ライマリケアコース）を指揮し，責任指導を担当しま
した．浜診療所長も兼任し，1 週間に 1 回は，診療所

2 回目の留学から帰国後，聖路加国際病一般内科に

勤務プラス在宅訪問診療も行っていました．沖縄県立

所属しながら，聖ルカ・ライフサイエンス研究所（理

中部病院では，海外から毎年いろいろな先生方に沖縄

事長日野原重明先生）の臨床疫学センターで臨床研究

に来て直接に指導してもらいました．そのネットワー

に 3 年間従事しました．その後，国立大学で初めての

クがあって，いまでもたくさんのアメリカ人指導医と

民間病院とのコラボレーションによる地域医療教育の

交流をもつことができています．このように沖縄県立

拠点が設置された，筑波大学水戸地域医療教育セン

中部病院にいることができたことにたいへん感謝して

ター・水戸協同病院に，2009 年より着任し総合診療科

います．

チーフ（筑波大学大学院

医学医療系教授も兼任）と

して診療・教育・研究に従事しています．研修管理委

臨床研究の実践

員長も兼務し初期研修医を当初 0 人から定員 8 名まで

当初は，論文を読む側で，論文を書く側になるとは

増やすことができました．後期研修医も全国から受け

思ってもみませんでした．臨床研究をやるというのは

入れています．また，医学生教育では，本格的な診療

重要と思うようになったのは，それぞれの疾患でさま

参加型実習（闘魂外来など）や遠隔教育（Webinar

ざまな病歴のパターン，身体所見のパターンがあるこ

World Tokuda；WWT）を実施し，勉強熱心な全国の

とや，感度・特異度の解釈方法も理解できるようになっ

医学生から注目を集めています．

たからです．疾患という切り口以外にも症候学的な切

田坂賞受賞についての思い

り口があります．例えば，
「呼吸困難」で研究するとし
たら，肺の病気かもしれませんし，心臓の病気かもし

私も田坂先生が立ち上げられた TFC のメーリング

れませんし，あるいは，パニック症候群みたいな，精

リスト（ML）では多くのことを勉強させていただき

神科的な疾患かもしれませんし，いろいろな病気があ

ました．
ML での投稿メールの全てに対して，田坂先生が優

ります．臨床研究を行ってそれを全部調べると，呼吸
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しい励ましのメッセージをつけてくださったことで，
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相手に教育活動を行っていきたいと思います．

私も ML のメンバーの 1 人としてとても勇気づけら

さらには一般市民対象の健康教育活動にも積極的に

れました．私が今回の田坂賞をいただけたのも，これ

関与していきたいと思います．2012 年 10 月現在，聖

まで自分がお世話になった人々のおかげです．とく

マリアンナ医大客員教授，東邦大学医学部客員教授，

に，沖縄県立中部病院，聖路加国際病院，筑波大学総

獨協医大特任教授，東京ベイ市川浦安医療センター研

合診療グループ，水戸協同病院，カイ書林のみなさん

修委員会内科アドバイザー，RFO 準備室顧問なども

にはとても感謝します．

兼任しています．故田坂先生に見習って，医学教育全
国展開していくことができれば幸いです．

今後の抱負
家庭医療・プライマリケア・総合診療の発展のため
には，すぐれた教育拠点を立ち上げて，優秀な家庭医・
プライマリケア医・総合診療医を養成していくことが

参考文献
1) 徳田安春．総合内科はこんなにおもしろい，安次嶺馨
編集「太平洋を渡った医師たち〜13 人の北米留学記」
，
医学書院，2003
2) 日野原重明先生バイタルサインを語る（聞き書き），徳
田安春
「バイタルサインでここまでわかる」，
カイ書林，
2010

重要と思いますのでそのための活動を行いたいと思い
ます．また，多職種間教育としての，医学生教育，研
修医教育，看護師教育，薬剤師教育，コメディカル教
育も重要であると考えています．これはとくに，自分
自身の好きな分野であります，バイタルサインやフィ
ジカルアセスメント教育などについて，幅広く医療職
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総合医をめぐる最新の動向
小泉俊三先生（日本プライマリ・ケア連合学会顧問，財団法人東光会七条診
療所 所長）に聞く
インタビュア：箕輪良行先生（聖マリアンナ医科大学 救急医学教授)

■総合医をめぐる最新の動き
箕輪：厚生労働省の
「専門医の在り方に関する検討会」
での議論の延長上に，2012 年 8 月，厚労省から「専門
医の在り方に関する中間報告」が出て，10 月末には最
終答申がでるという展開です．日本専門医制評価・認
定機構では総合医に関するワーキンググループ（部会
小泉俊三先生

長：金沢一郎氏）ができ，活動しています．
小泉：機構側では，
「総合診療科（仮称）
」を 19 番目の
基本診療科に入れるということはほぼ決まっているよ

付与することになり，医師なら誰もが「かかりつけ医」

うです．日本医師会がどのような判断をするにせよ，

になりうるとする日本医師会の考え方と齟齬を来すこ

機構が認定する専門医を是とする人たちとそれに反対

とになります．
「総合診療医」のほうが日本医師会に

する人たちの間で意見が平行線をたどることはあると

とってハードルが低い，というのは分かる気がします．

思いますが，総合診療領域の新しい専門医は制度が確

箕輪：｢総合医」の名称のルーツは自治医大です．命

立すれば確実に増えていくと思います．

名は中尾喜久先生で，細田瑳一先生が推進したのです

箕輪：そこで「総合医」と「総合診療医」の名称問題

が，私たちには非常に意義深い名称です．このような

があります．日本医師会の「かかりつけ医」と「総合

現状ではおそらく「総合診療医」という名称が一番お

医」
の名称が積み残されてしまうことも予想されます．

さまりがよいのではないでしょうか．

日本プライマリ・ケア連合学会の理事会では総合診療

福井次矢先生が日本医師会生涯教育推進委員会委員

医でもよいのではないかという意見でした．

長としてまとめられた「日本医師会生涯教育カリキュ

小泉：日本医師会の理解は，「総合医｣＝｢かかりつけ

ラム 2009」（http:／／www.med.or.jp／cme／syogai／syo

医」ですから，
「総合医」というと「かかりつけ医」の

gai_single.pdf）は，総合医を想定して作成されたので

名称を言い換えたにすぎないことになります．一部の

すが，現在の認定機構の作業部会の委員会の中で，総

医師に「かかりつけ医」機能についての専門医資格を

合医のカバーすべき内容として議論されています．

小泉俊三先生のご略歴

1994 年，佐賀医科大学（現・佐賀大学医学部）附属病院総
合診療部教授に就任し，2008 年から 2 年間は病院長特別補

1971 年，京都大学医学部を卒業し，1975 年に渡米．Ohio

佐および学長補佐を兼任．平成 23 年 4 月から現職．米国

州 Youngstown 病院で外科系 1 年目研修，1976〜80 年

外 科 専 門 医，米 国 総 合 内 科 学 会（SGIM）会 員（前 J. of

Connecticut 州 Bridgeport 市 St. Vincentʼs Medical Center

General Internal Medicine 国際編集委員）
，日本プライマ

（Yale 大学関連教育病院）で General Surgery のレジデン

リ・ケア連合学会顧問，日本医学教育学会名誉会員，医療

ト及びチーフ・レジデントを修了．帰国後，天理よろづ相

の質・安全学会理事（
「医療の質・安全学会誌」編集委員長）．

談所病院腹部一般外科に勤務，研修医教育にも携わった．
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小泉：あのプログラムでは，福井次矢先生が力を入れ

医師は基本的に別の領域の臨床医になっていくのだと

られたからだと思いますが，症状については，かなり

いうことが若い人たちのキャリアパス選択に当って，

詳細に記載されています．一方，予防医学，健康増進，

よく見えるようになれば，制度設計としてはそれでい

緩和医療，在宅医療，地域医療連携などの領域では，

いのではないでしょうか．

概ね，項目の列挙だけでした．症状の項に倣って，項

箕輪：どんどん入ってくるでしょうか？

目毎に，
もう少し具体的に何々ができるようになる
，

小泉：一番問題なのは内科との異同です．内科学会会

などの行動目標として書き下して解説してほしいです

員は 10 万人ですが，その約 9 割は内科の subspecial-

ね．日本医師会と 3 学会の合同作業では，コンテンツ

ty に軸足のある会員で，総合内科専門医部会に軸足の

を作る作業よりも，理念や総論の議論で終始してしま

ある会員は約 1 割です．この人たちは，かなりの部分，

い，各論にまでいかなかったのが残念です．

私たちと共通の領域で仕事をしています．彼らと話し

箕輪：それを作業部会で進展しています．

合って内科の後期研修を，約 3 年間履修して内科学会

小泉：今，私は無床診療所でささやかな診療をしてい

の認定する専門医になり，その後に総合内科（または

ますが，92 歳女性が肺炎を起こしています．でも最後

総合診療）専門医（またはフェローシップ）を取れる

まで在宅で看取りたいと家族はいう．処方をはじめと

ようにしてもらったら，両方のトラクトから総合内科

して，どういう対処法が最善か，迷います．看取りの

（または総合診療）専門医（またはフェローシップ）の

医療をきちんとやるということは，カリキュラムの項

資格を取れることになり，病院総合医の問題は解決し

目としては掲げてあると思いますが，具体的な対応に

ます．ですから，後期研修の 3 年間，どういう研修を

ついて，患者さんのニーズに合わせてケースバイケー

すべきか，というところで，日本プライマリ・ケア連

スだと言ってしまうのではなく，核心的な部分は文章

合学会のほうから積極的に，
地域医療研修のこととか，

化できるでしょうから，これから研修を始める人達の

内科学を超えた幅広いタイプの研修を盛り込むなどの

ために，その内容をもう少し細かく示す必要があると

アイディアを出せばいいと思います．内科学会の方で

感じています．

も，幅広い研修を行うということがある程度保証され

箕輪：上述の生涯教育プログラムのほか，最近は「新・

るのなら，内科出身で総合内科（または総合診療）専

総合診療医学」
（カイ書林，2012）や「日本プライマリ・

門医（またはフェローシップ）の資格をとる人と，プ

ケア連合学会基本研修ハンドブック」
（南山堂，2012）

ライマリ・ケア連合学会が推奨する研修を経て総合診

のような出版物がでています．

療専門医（またはフェローシップ）の資格をとる人と

小泉：それは心強いですね．専門医制機構の 19 番目

2 種類あってもいいと思います．

の専門医の名称としては「総合診療科」を登録して，

次の問題は，内科で従来の内科後期研修を 3 年だけ

その仕事をしているのが総合医であるという言い方が

して次の臓器別専門医に行かない人，あるいはいった

できるかもしれません，
今，
家庭医療専門医資格をもっ

ん臓器別専門医に行ったがやめた人が地域でプライマ

た医師を家庭医と呼んでいるように．

リ・ケアをやりたいと言いだした時にどうなるのか，

箕輪：同じことが救急医にもあります．正式名称は救

です．総合医の資格を持っていないと地域医療はでき

急科専門医ですが，実際は救急医と呼んでいます．あ

ない，となると，内科医は地域医療に参入できないと

まり名称にこだわるべきではないと思います．

いうことになりますが，これでは現実とかけ離れてし
まいます．当面は，地域医療（プライマリ・ケア）は
総合医もできるし，内科後期研修 3 年修了者もできる

■総合医は今後どのように発展すべきか

ということになるのだろうと思います．内科系と総合
診療系の人の割合が，例えば，7：3 とか，ということ

箕輪：さて，難産の末に生まれたとして，これからど

がしばらくは続くかもしれませんが，内科に入る人の

のように発展していくのが望ましいのか，小泉先生は

9 割がたは次の subspecialty を目指していて，総合内

どうお考えですか？

科にとどまる人はせいぜい 1 割ですから，プライマ

小泉：一番いいのは，これから卒業する人，医師の資

リ・ケア連合学会の推奨するプログラムで研修してい

格を取った人が，初期研修修了後は，この新しい総合

く人と，人数的にも拮抗していくと思います．また，

医育成の制度に乗って着実に研修し，総合医の資格を

最初から地域を目指す人はプライマリ・ケア連合学会

取っていくことだと思います．この仕組みに乗らない

の流れに入ると思います．内科に入ってから地域に出
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Generalist 領域の専門医制度（想定)
家庭医療教育専門医（Fellowship?)

（病院）総合診療専門医（Fellowship?)

総合医（家庭医・病院総合医）の後期研修

内科認定医

→

→(総合）内科専門医?

家庭医療専門医・（病院）総合診療専門医

初期研修
（2012 年 10 月 4 日小泉作成)
※（総合的な）内科学の後期研修と病院総合医の後期研修は，かなり酷似した内容に
なる可能性がある．

たいという人は先細りになるでしょう．現在でも総合

■総合医は今後増えていくか？

内科専門医はあまり増えていません．
箕輪：今のお話は，内科学会認定医は，やめる．現在
の臓器別学会は，内科学会認定医を取得して，循環器，

小泉：現在，プライマリ・ケア連合学会が認定してい

呼吸器，消化器内科に進むので，認定医制度をやめる

る家庭医コースに加えて，後期研修レベルの病院総合

と基本領域で残るのは総合内科専門医になりますね．

医コースを確立し，広報活動をしっかりして，医学生・

日本外科学会は認定医制度をやめました．認定医制度

研修医のあいだに周知させ，総合医の後期研修の一類

を残しているのはいまのところ内科学会だけです．そ

型としてのスタンダードを設定することが大切です．

の理由は二階建て臓器別内科専門医を取得しやすくす

その上で 2 階建部分の病院総合医コース（フェロー

るために，内科学会では総合内科専門医を取らなくて

シップ）を，学会として促進していけば，かなりの人

も済むようにしているからです．ところが認定医はや

が参入すると思います．

めるとなると，では何を残すかといえば当然のことな

箕輪：そのほうが総合診療の基本領域に入ってくる人

がら内科学会総合内科専門医の 3 年を残すしかない．

たちにも入りやすい．

これを基本領域とすると言われています．

小泉：内科学会が病院総合医的なカリキュラムについ

小泉：私は，後期研修 3 年をやってそのあと総合内科

て検討するとしてもゼロからの出発です．プライマ

専門医かな，と思っていました．
（図参照)

リ・ケア連合学会では少なくとも 7，8 年くらいの議論

箕輪：3 年をもって二階建て部分になるということに

の蓄積があるし，後期研修としての病院総合医の内容

ついては抵抗が予想されます．

を膨らませ，いくつかの要素を付加すればいいのです．

小泉：内科の今の総合内科専門医が 1 階部分の研修内

それに，亀田総合病院，洛和会音羽病院，佐久総合病

容にいくとすれば，2 階部分に行くはずの病院総合医

院など，研修実績と力量のある研修病院からは，それ

は，内科に遠慮せずに連合学会の中で議論して制度設

ぞれの施設で家庭医プログラムと病院総合医プログラ

計すればいいと思います．現在，学会で推進している

ムを両方持ちたいと言ってきています．
箕輪：旧日本総合診療医学会で私たちが行ってきた仕

「病院総合医研修プログラム試行事業」がそれに当り

事が結実するということですね．

ます．
箕輪：内科医を標榜して地域に出て仕事をするとき

家庭医と病院総合医のプログラムが約 270 あります

に，足を引っ張るようなことはないと思います．1 階

が，実際動いているのは 130 です．その中で指導する

建ての総合内科専門医が，病院の中でホスピタリスト

人，魅力あるプログラムの充実が課題です．

して一生懸命やる内科医になったとしてもそれは魅力

小泉：それは，地域医療の現場に参画しようとする医

のある領域であって，逆にわれわれが病院総合医とい

師のためにどういう仕組みを作るかにかかっていま

うことばにこだわることもないと思います．そういう

す．窮屈に聞こえますが，その仕組みを通らないとプ

意味で，内科がどちらの方向に行くかは結構大きな問

ライマリ・ケアができない，という仕組みです．そん

題だと思います．

なところを無理して通らなくても別に広い道がある，
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ということになると，よく言われるように「若いうち

学会の中に，EBM，医療倫理，医療の社会的側面につ

に専門領域をやって，円熟したら地域医療に回帰すれ

いていろいろアドバイスできる人がたくさんいます．

ばいい」という道を選ぶ人が増えてしまう．そこが分

総合診療に関しては，学生時代の情熱だけでなく，実

岐点になります．医師免許さえあれば，いつでも開

際の診療を行うようになってからも，その理想を持続

業できるという，これまでの経緯もありますからね．

できるよう，若い人たちをサポートしなければなりま

プライマリ・ケア連合学会がリードしてきた家庭医

せん．

や病院総合医のプログラムで研修する，というメイン

そこで，総合診療の立場から日々の臨床現場を見て

のトラクトで経験を積んだほうが自分にとって良い医

いて気付くのは，過剰な医療的介入がますます顕著に

療も身に付くし，医療界でも一目置かれるということ

なってきていることです．大学病院や研修病院は勿論

が，徐々に医学生や若い医師の間に浸透すれば，その

ですが，地域の小病院や診療所・医院でも同様です．
「出来高払い」制の診療報酬，経営改善を迫られる病院

ようなコースを選ぶ人は増えてくると思います．
箕輪：アメリカの家庭医は，自由診療の中で，コスト

経営者，などが主な要因ですが，医療に過剰な期待を

の面で，支出を抑える面で寄与するために HMO（保

抱く患者さんの振る舞いも少なからず影響していると

健維持機構：Health Maintenance Organization）が受

思われます．
Preventing Overdiagnosisのサイトを

け入れたし，患者集団にも費用が少なくて済むのなら，

見ていただければ分かりますが，来年春，米国 Dart-

という理由で着目された．同時に家族全体が診れると

mouth 大学で，EBM のリーダー，消費者団体，英国家

いうイメージが幸いして広まった．総合医が爆発的に

庭の代表，BMJ，医療政策研究者などが一堂に会した

増加するには，そのような人の耳に優しいだけではな

国際シンポジウムの場でこの問題を徹底的に討論する

い，説得力のある材料がほしいですね．

ことになっています．
このほかにもう一つ，Choosing Wisely というプロ
ジェクトがあります．これは 2002 年に「医療のプロ

■総合医を世界のトレンドから考える

フェッショナリズム宣言」を出したアメリカ内科専門
医 認 証 機 構，正 式 に は American Board of Internal

箕輪：ここで Preventing Overdiagnosis（http:／／www.

Medicine の Foundation グループの人たちが，3 年前

preventingoverdiagnosis.net／）についてお伺いしま

から毎年開催しているフォーラムで，「医療のプロ

す．海外ではガイドラインも出ていて，このような患

フェッショナリズム宣言」を具体化する活動の一つと

者にはこういう検査をするが，検査前確率が低いし，

して，米国の主な専門学会に，
「貴学会での領域で行わ

あるいはオッズも高くないから行ってはいけない，薬

れていることで，最も無駄と思われることを 5 つ挙げ

物投与についても preventing overdiagnosis，あるい

てください」との要望を出したのです．その質問に対

は overtreatment についての提言も出ています．こ

する各学会からの回答が報告書にまとめられ，ホーム

の世界の新しい潮流について教えてください．

ページ上で閲覧可能です．
URL：http:／／www.abimfoundation.org／Initiatives／

小泉：やや唐突に響くかもしれませんが，総合診療や
EBM の理念を，今，具体的に生かす，ということを考

Choosing-Wisely.aspx

えると，どうしても過剰診療，その背景にある過剰診

箕輪：Choosing Wisely というのは，
「賢い選択をしま

断について，しっかり考え直す必要があると感じてい

しょう」ということですね．

ます．患者中心の医療についても，若い人たちの総論

小泉：そうです．今，紹介した報告書では，医療費の

的な熱気は尊重しなければいけないと思いますが，な

無駄遣いとなる，
やらなくてよい検査が各学会から

にか空回りする懸念がありました．学生の頃には，一

5 つずつ列挙されています．各学会が，なぜ，無駄か，

時期，地域医療の考え方にすごく熱中したけれど，ど

という理由とそのエビデンスとしての臨床研究の結果

こかでその情熱を失ってしまう人がいたことも事実で

を参考文献として挙げてあります．驚くのは，この要

す．地域医療や総合診療に対する情熱が，実際，医師

請に応えたのが，内科学会，放射線学会，消化器学会，

となった時の診療スタイルに生かされるように，医学

循環器学会など米国の主要学会で，それぞれの学会が

生や研修医に継続的にガイダンスを行い，キャリアパ

学会としての公式文書としてこのような回答を提出し

スの保証をしなければ，
総合医はなかなか育ちません．

ていることです．思い切った要請に各学会の良識派が

そういう意味では，3 学会が統合したことによって，

呼応してこのような文書がまとまったと思われます
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が，日本でもこのような取り組みが可能かどうか，考

コ ミ ュ ニ ケ ー ト で き て い ま せ ん．こ れ ら は，Non-

えさせられました．

technical skill とまとめることはできますが，基本的

2002 年にプロフェッショナリズム宣言が出たとき

にはプロフェッショナリズムにそのルーツがあるはず

には，抽象的な文章だけでしたが，具体的な活動が，

です．総合医のこの二面をトータルに理解できるよう

このような成果を生んでいることに感心させられまし

な見取り図を若い人たちに示す必要があります．

た．このグループは，その前には，医学教育について

箕輪：オスラー先生から始まり日野原先生から綿々と

も提言をしていますが，ここ 3 年くらいは Choosing

引き継いでいるこのアートの部分を魅力的に展開して

Wisely を集中的に取り上げています．

いかないとだめで，その部分を卒前にまで落とし込ん

箕輪：Preventing Overdiagnosis と Choosing Wisely

でいかないといけないですね．

は同じキャンペーンなんですか？
小泉：いえ違います．Choosing Wisely は内科専門医

■本学会誌に期待するもの

認証機構の「プロフェッショナリズム宣言」をまとめ
たグループの活動です．Preventing Overdiagnosis を
提唱しているのは Dartmouth 大学の医療政策研究所

箕輪：では最後に，小泉先生が編集委員長として創刊

で，EBM の立場からさまざまの診断基準を見直そう

した日本プライマリ・ケア連合学会誌に対する課題，

としています．来年の国際シンポジウムでは Con-

期待をお聞かせください．

sumer Report を出版している消費者団体も参画して，

小泉：サイエンスとしての医学については症例報告や

「過剰診断」の弊害についての啓発が展開されようと

原著論文などの論考があるべきですが，もう一つは広

しています．

い意味でのアートの面についてです．とくに，診療所

箕 輪 ： 日 本 の 医 学 の 中 で，テ ク ニ カ ル で な い 領 域

からの地域医療マネジメントや地域連携に関する論文

（nontechnical skill）がカリキュラムに入る余地は少な

や記事は積極的に掲載してほしいと思います．病院か

くて，significant event analysis や case report のなか

らであれば，院内の職種間の連携，啓発，教育を意識

の medical でない部分の考察や教育については非常に

した論文を投稿しやすいような働きかけを行い，チー

寥々としています．今ご紹介された海外の成熟した議

ム医療や医療連携にかかわる内容と，もう一つは，臨

論が，日本では医療提供側からなされていません．

床マネジメントに関する内容を学会誌の柱にしてはど

我々の学会が取り上げていくときに，どのようにカリ

うでしょうか．

キュラムの中に含めていって，実践していくか．卒前

箕輪：シリーズで生かすか，それともアクセプトした

の病棟レベルで，検査前確率をディスカッションして

論文についてエディトリアルでアートの切り口で言及

検査の選択について，オッズを意識させて，臨床研修

する．そしてそれについて Letter to Editor を募集す

教育を行っているのは極めて少数です．

る．専門医認定試験でポートフォリオを書かせていま

小泉：基本的なことは，文部科学省の「医学教育モデ

すがそのポートフォリオの軸は，マネジメントやプロ

ル・コア・カリキュラム−教育内容ガイドライン−」

フェッショナリズムについてディスカッションさせて

の「初期研修の理念と行動目標」に書き込まれていま

います．このような視点を学会誌に反映させたらおも

す．このようにカリキュラムの骨格はありますから，

しろいですね．

あとは実際に現場で指導する人がどれだけそれを活用

小泉：Annals of Internal Medicine では，査読者に，

し て 実 践す る か と い う レベル ま で は 来 て い ま す．

この論文には editorial で言及するに値するか否かを

EBM に代表される統計的な数字や population を扱う

聞いてきます．ある論文が受理されたら，その論文の

人と，医療倫理や医療コミュニケーションなど，医師-

テーマに詳しい先生に editorial を書いてもらうのが

患者関係の深いところまでこだわって医療を行おうと

通例になっているようです．Accompanied Editorial

いうアート志向をもった 2 種類の人たちは，本当は，

と言います．1 号に editorial が 2，3 本掲載されるこ

総合医としてつながっていると思うのです．ところ

ともあります．

が，日本では，なぜか，そこのところの議論がうまく

箕輪：本日は，日本プライマリ・ケア連合学会が作る

整理されていません．
EBM の人は数字にこだわる

総合診療医が，活躍を広げていくという示唆をいただ

人
，といまだに見做されていて，患者さんの気持ちを

きました．それに関する戦略的な配慮もうかがいまし

くみ取るにはどうしたらいいかに専心する人とうまく

た．二階建て部分の病院総合医のお話が大事な誘因と
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なって付加価値を与えていくだろうという見通しのお

す．あとは投稿勧奨にさらに積極的に取り組んでほし

話でした．

いと思います．

小泉：2 階部分についても，
「病院総合医」としてわれ

箕輪：本日は，内外の広範な話題にわたり貴重なアド

われの学会でモデルプログラム作りを行うのが現状で

バイスをいただきありがとうございました．

は正解のような気がします．主な研修病院では，もう
すでにどこでもプログラムが走り出していますので．

（このインタビューは，2012 年 10 月 4 日，京都市・
)
七条診療所で行われました．

学会誌については，Accompanied Editorial とか，依
頼論文としての Review 論文を掲載することを勧めま

箕輪良行先生と小泉俊三先生
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