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リサーチマインドを持った総合診療医の養成

第２回 合同公開フォーラム

リサーチマインドを持った 
総合診療医の養成のために

平成27年1月30日

ゆきぐに大和病院　新木一弘

人材養成の新たな方針

なんといっても重要なのは学生時代からの心構え

医学教育ﾓﾃﾞﾙｺｱｶﾘｷｭﾗﾑ（平成23年3月改訂版） 

医師として求められる基本的な資質 

（医学研究への志向） 

医学・医療の進歩と改善に資するために研究を遂

行する意欲と基礎的素養を有する．
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医学教育ﾓﾃﾞﾙｺｱｶﾘｷｭﾗﾑ 
医師として求められる基本的な資質8項目

①医師としての職責：豊かな人間性と生命の尊厳についての深い認識を有し，人の命と

健康を守る医師としての職責を自覚する．

②患者中心の視点：患者およびその家族の秘密を守り，医師の義務や医療倫理を遵守

するとともに，患者の安全を最優先し，常に患者中心の立場に立つ．

③コミュニケーション能力：医療内容を分かりやすく説明する等，患者やその家族との対

話を通じて，良好な人間関係を築くためのコミュニケーション能力を有する．

④チーム医療：医療チームの構成員として，相互の尊重のもとに適切な行動をとるととも

に，後輩等に対する指導を行う．

⑤総合的診療能力：統合された知識，技能，態度に基づき，全身を総合的に診療するた

めの実践的能力を有する．

⑥地域医療：医療を巡る社会経済的動向を把握し，地域医療の向上に貢献するとともに，

地域の保健・医療・福祉・介護および行政等と連携協力する．

⑦医学研究への志向：医学・医療の進歩と改善に資するために研究を遂行する意欲と

基礎的素養を有する．

⑧自己研鑽：男女を問わずキャリアを継続させて，生涯にわたり自己研鑽を続ける意欲

と態度を有する．

新たな取り組み

○MD-PHDプログラム 

○学生時代から基礎研究室へ配属 

等様々な取り組み

研究志向の医師はなかなか増えない

臨床研修必修化、若者の志向の変化、社会経済 

様々な要因が指摘されるが・・

リサーチマインドの育成

○一度自由になった研修医を縛ることは困難 

○変化した個人や社会は元に戻せない

研究の環境を見直すことが必要

最初にまとめから

1　途中下車型人材養成から途中乗車型

人材養成へ追加・転換 

2　大学外の人材・環境の活用 

3　研究の楽しさと喜びを感じてもらう
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シンポジスト 新木 一弘	 南魚沼市ゆきぐに大和病院

リサーチマインドを持った総合診療医の養成ために
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リサーチマインドを育むために

1　途中下車型人材養成から途中乗車型人材養成へ① 

【背景①】 

○従来は途中下車型人材用 

○大学に残るのは研究エリート、大学人の道をあきら

めた人が辞めて市中病院、開業へ

リサーチマインドを育むために

1　途中下車型人材養成から途中乗車型人材養成へ② 

【背景②】 

○初期臨床研修必修制度化による研修の自由化 

○従来大学は人物・能力の保証機能を担う 

　　　⇒自由化による能力の格差拡大 

○一部の人材は再度の教育研修を希望

リサーチマインドを育むために

1　途中下車型人材養成から途中乗車型人材養成へ③ 

【提言内容】 

①市中病院での研修修了者に対して再教育を実施 

　○一度大学を離れた若い医師のうち、再教育を希望
するものを再度教育 

　○専門医を総合医に再教育 

　○総合医をさらにレベルアップ

人材養成の新たな方針

1　途中下車型人材養成から途中乗車型人材養成へ④ 

【提言内容】 

②市中病院にはない教育プログラムとツールの開発 

　　○大学の強みを活かす 

　　　　「じっくり考え、深める」、「集学的・学際的」 

　　○インターネット活用（例：癌プロ）

リサーチマインドを育むために

1　途中下車型人材養成から途中乗車型人材養成へ⑤ 

【提言内容】 

③研修環境の整備 

　　○学部・病院を挙げての取り組み 

　　○効率的なプログラムの用意

リサーチマインドを育むために

1　途中下車型人材養成から途中乗車型人材養成へ⑥ 

【提言内容】 

④多職種教育 

　　○医師・歯科医師以外は附属病院を持たない 

　　○附属病院を他の職種の研修の場としても活用 

　　○できるのは総合医しかいない？
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リサーチマインドを育むために

2　大学外の人材・環境の活用①

【背景】 

①若手の流出 

　　○大学での研究者養成が基本 

　　○大学での養成だけでは不足 

②市中病院は研究は苦手

リサーチマインドを育むために

2　大学外の人材・環境の活用②

【提言内容】 

①途中乗車型で市中病院の医師も研究者に養成 

②市中病院も研究の場として位置づける 

　　○総合診療は市中病院を場とする研究も可能 

③大学を挙げて他診療科と合同で利用できる環境へ 

　　○電子カルテ・医療マイナンバー等電子化が進む

リサーチマインドを育むために

3　研究の楽しさと喜びを感じてもらう①

【内容】 

　　①研究の楽しさと意義を学生のうちから

リサーチマインドを育むために

3　研究の楽しさと喜びを感じてもらう②

【内容】 

　②明るく楽しい研究室 

　　まずはトップ：教授から楽しそうに　　 

　・・・みなさん明るく、言うまでもありませんが・・・
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シンポジスト 新木 一弘	 南魚沼市ゆきぐに大和病院
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大阪大学リサ－チマインドを持った総合診療医の養成

第２回合同公開フォーラム第２回合同公開フォ ラム

シンポジウム「今後の日本に求められる総合医、及び

本事業の継続性」

高齢 総

千里ライフサイエンスセンター 2015.1.30

超高齢社会に求められる総合医療

とその担い手の養成とその担い手の養成

日本老年医学会理事長

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院国家公務員共済組合連合会 虎の門病院

大内尉義

日本の超高齢化ー後期高齢者が倍増（平成24年中位推計）

5万人 30万人 65万人

高齢者

が増え

高齢者

30%を

越える

が増え

続ける構

造

（出所） 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成２４年１月推計）

総合医に対するニーズは高齢者ほど総合医に対するニ ズは高齢者ほど

大きい

◉ 「総合医」が提供する医療サービスの受け手は、

現在 将来とも高齢者 特に後期高齢者が大多数現在・将来とも高齢者、特に後期高齢者が大多数

をしめる

◉高度に専門科した臓器別診療のニーズももちろん

あるが、多くの高齢者はたくさんのcommonあるが、多くの高齢者はたくさんのcommon 
diseasesを抱え、それを臓器別ではなく、総合的

に管理してくれることを望んでいる

◉したがって、総合医は高齢者診療の特殊性を熟知

し 全人的に幅広く診療する能力を持つ必要があし、全人的に幅広く診療する能力を持つ必要があ

る

高齢者の医学的問題は臓器別の高齢者の医学的問題は臓器別の

医療だけでは絶対に解決できず、包括的な医療

が必要が必要

• 特に後期高齢者

• 患者の状態（疾病 身体機能 精神機能患者の状態（疾病、身体機能、精神機能、

社会環境など）を包括的に判断し、その患

者に必要な医療 介護 福祉の流れを計画者に必要な医療、介護、福祉の流れを計画

する医療

超高齢社会における総合医の役割＝超高齢社会における総合医の役割

高齢者の疾患・病態の特徴高齢者の疾患・病態の特徴

複数の疾患を有する：疾病の一元的管理体制が必要

症状が非定型的である

薬物に対する反応性が異なる薬物に対する反応性が異なる

老年症候群が増加する：臓器別疾患概念では対処で

きない

認知機能 運動機能など生活機能が低下しやすい：認知機能、運動機能など生活機能が低下しやすい：

全人的医療が必要

大学病院老年科外来患者の保有疾患数

（東京大学、杏林大学、名古屋大学、京都大学、金沢医科大学での合同調査）

2003年 597名（男性38% 女性62%）2003年 597名（男性38%, 女性62%）

平均3.5種類の病気がある（入院患者では4.5種類）平均3.5種類の病気がある（入院患者では4.5種類）

5
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シンポジスト 大内 尉義	 社団法人日本老年医学会 理事長・虎の門病院 院長

超高齢社会に求められる総合医療とその担い手の養成
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老年症候群 geriatric syndrome

●高齢者に多く認められ、QOLに大きな影響を与える臨

床徴候床徴候

◆誤嚥→嚥下性肺炎

◆認知機能障害： ①血管性 ②アルツハイマー病 ③その他の疾患

◆転倒：頭部外傷、骨折など

◆排尿障害

◆褥創

◆寝たきり：高齢者 316,000人（1998-1999）

（脳血管障害 37.9%、高齢による衰弱 15.2%、骨折・転倒12.4%、痴呆 10.1%）

＜高齢者で軽視されがちなもの＞

◆感覚器障害 白内障 老人性難聴 味覚障害◆感覚器障害－白内障、老人性難聴、味覚障害

◆咀嚼障害

老年症候群老年症候群

• 高齢者において要介護の状態を作りやすい高齢者において要介護の状態を作りやすい

• 一人の高齢者が複数の老年症候群をもち、

包括的な治療やケアが必要となる

３つの老年症候群

めまい、息切れ、腹部腫瘤、胸腹水、頭痛

意識障害、不眠 黄疸，腹痛
加齢変化なし

12
Number of Geriatric 
Syndrome

リンパ節腫脹、下痢、低体温、肥満

睡眠時呼吸障害、喀血、吐下血

障害 節

後期高齢者から増加

前期高齢者から増加10

発熱、関節痛、腰痛、喀痰・咳嗽、喘鳴

認知障害、脱水、麻痺、骨関節変形、視力低下

食欲不振、浮腫、やせ、しびれ、言語障害6

8

食欲 振、浮 、 、 、言語

悪心嘔吐、便秘、呼吸困難、体重減少

4

6

ADL低下、骨粗鬆症、椎体骨折、嚥下困難

尿失禁、頻尿、譫妄、うつ、褥瘡、
2

難聴，貧血、低栄養、出血傾向、胸痛、不整脈

-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
0

Age
（大内，鳥羽：日老医誌 37:469-471,2000）

超高齢社会の総合医に求められる技術超高齢社会の総合医 求められる技術

１）主要な疾患について、診療の必要性と優先順位が判断でき、病診連携、診診連、 順 、 携、

携を通じて臓器別専門医に適切な紹介ができ、しかも全体の診療の流れを一段高

い立場からコントロールする司令塔的な役割が果たせる。

２）種々の老年症候群に包括的に対処できる。

３）多くの疾患を有する高齢者について総合的機能評価ができ それに基づく医療３）多くの疾患を有する高齢者について総合的機能評価ができ、それに基づく医療

計画を立てることができる。

４）要介護高齢者について、他の医療機関、介護サービスとともに地域医療連携を

構築してチームのリーダーとなることができる。

５）患者の生活史、家庭環境などを配慮して個別のQOLを尊重した医療ができる。

６）終末期にあたり適切な医学的判断ができ 適切な終末期医療を実践することが６）終末期にあたり適切な医学的判断ができ、適切な終末期医療を実践することが

できる。

従来あったいくつかの総合医の従来あったいくつかの総合医の

イメージ

• どんな病気でもまず最初にかかる医師（プライマリー

ケア医、振り分け医）、振

• すべての診療が行え、どの領域においても優れた技量

を有する医師（殆ど不可能）を有する医師（殆ど不可能）

• 内科、小児科、産科、眼科、皮膚科、小外科など、す内科、小児科、産科、眼科、皮膚科、小外科など、す

べての基本的なことがこなせる医師（離島・僻地に要

求される医師）

• 内科をベースに、患者の全身状態を総合的に判断し、

治療の流れを設計することが決定できるとともに、専

門医と 連携が的確に行え 終末期にも対応 きる医門医との連携が的確に行え、終末期にも対応できる医

師（老年病専門医）

総合医と臓器別専門医の関係総合医と臓器別専門医の関係

患者さんの全体像を把握し どのような医• 患者さんの全体像を把握し、どのような医

療がどのような順番で必要かを判断できる

総合医がいてはじめて、臓器別専門医が安

心して臓器だけの診療に専念できる。臓器 診療 専 。

7
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総合診療医学と老年医学

• 『primary careとは、患者の抱える問題の大部分に対処でき、かつ継続的な

パートナーシップを築き、家族及び地域という枠組みの中で責任を持って診

療する臨床医によ 提供される 総合性と受診 しやすさを特徴とする療する臨床医によって提供される、総合性と受診のしやすさを特徴とするヘ

ルスケアサービスである』(1996, US National Academy of Sciences)

• 合併の目的は、国民や医療界に「総合医・家庭医の役割」の重要性を認識

してもらうことである。国民にはかかりつけとして家庭医を持ち病院依存体質

を是正するように啓発し、医療界ではプライマリ・ケア部分も医学研究の重

要な対象であり、医学教育においてはその中心であることを強調していきた

い。 (プライマリー・ケア連合学会HPより）

• 一般的に「総合診療医(Generalist)」を説明する場合、全人的医療を行うこと

が出来、初診外来で的確に患者を専門診療科に紹介出来る医師と定義づ

けられます。この考えがアメリカから輸入され、わが国では家庭医(Family ( y
Medicine)の考えに近い日本プライマリ・ケア学会、日本家庭医療学会、さら

に1998年に日本総合診療医学会が設立されました。一方、全国に総合診療

科(部)が次々と創設され、各科専門医のいる総合病院の中で、プライマリ・

ケアに加えて医療機器を使って診断を行う｢病院総合診療医(Hospitalist)｣の
必要性が注目されるようになりました。（病院総合診療学会HPより）

ま と めま と め

• 総合医を必要とするのは殆どが高齢者である

プ• 総合医は内科をベースに、単なるプライマリーケアだけで

なく、患者の状態（疾病、身体機能、精神機能、社会環境

など）を総合的に判断し 臓器別専門医よりも一段高い立など）を総合的に判断し、臓器別専門医よりも 段高い立

場にたって、その患者に必要な医療、介護、福祉の流れを

計画できる、コンダクターとしての役割を担える医師（＝

老年病専門医）老年病専門医）

• 総合医は地域の診療所～中規模病院を活動拠点とする• 総合医は地域の診療所～中規模病院を活動拠点とする

• 老年病専門医が活動の中核となるべき役割を担う• 老年病専門医が活動の中核となるべき役割を担う

ジェロントロジストによる介入効果

高 患 象 後 較

80 28,000
(USドル)(%, 日)

−高齢入院患者123名を対象にした1年後の比較−

60

70
ジェロントロジーを学んでいない医療スタッフによるサービス

ジェロントロジーを学んだ医療スタッフによるサービス

22 000

24,000

26,000

40

50
20,000

22,000

20

30

0

10

0

1984年 UCLA 病院

老年医学教育の重要性

高齢者診療における必須の考え方・手法

をいかに次世代に教えていくか

大学医学部の役割

●高齢者に多い疾患を個別に学ぶことと、高齢者を総合

的に診療することとは違う

●認知症や骨粗鬆症の専門家だからといって、多病の高

齢者に正しく対処できるとは限らない齢者に正しく対処できるとは限らない

老年病学系統講義前後での老年医学・高齢者医療

のイメージの変化

東大老年病科では、医学部M2（4年生）向け系統講義の試験において、

老年病科の系統講義を受けた後 老年医学あるいは老人医療に対し

以下のような問いを毎年出題している。

老年病科の系統講義を受けた後、老年医学あるいは老人医療に対し

て、今まで自分が持っていた考えやイメージが変わったかどうか、いず

れか該当する方に○をつけ 「変わった」と答えた者は講義前後でどのれか該当する方に○をつけ、「変わった」と答えた者は講義前後でどの

ように変わったかを述べ、「変わらなかった」と答えた者は、自分の持っ

ている考え方あるいはイメージがどのようであるかについて述べよ。る考 方ある イ ジ う ある 述 。

（ ） 変わった

（ ） 変わらなかった

学生の回答（2006‐2012）
2006年 2007年 2008年 2009年

変わらなかった 5人

(4.9%)

変わらなかった 8人

(7.9%)

変わらなかった 9人

(9.4%)

2006年 2007年 2008年

変わらなかった 4人

(3.9%)

2009年

無回答 1人

(1%)

変わった 97人

(95.1%)

変わった 93人

(92.1%)

変わった 86人

(89.6%)

変わった 98人

(96.1%)

変わらなか た 4人

2010年

変わらなかった 7人

2011年

変わらなかった 7人

2012年

変わらなかった 4人

(4.0%)

変わらなかった 7人

(7.9%)

変わらなかった 7人

(6.5%)

変わった 98人

(96 0%)

変わった 82人

(92 1%)

変わった 82人

(92 1%)

変わった 100人

(93 5%)(96.0%) (92.1%) (92.1%)(93.5%)
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シンポジスト 大内 尉義	 社団法人日本老年医学会 理事長・虎の門病院 院長

26



シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

リサーチマインドを持った総合診療医の養成

第２回 合同公開フォーラム

「変わった」と答えた学生の主な理由

● 機能の衰えという ti なイメ ジから f l i という● 機能の衰えというnegativeなイメージから、successful agingという

positiveなイメージに変わった。

● 身近に高齢者がいないため、遠い話だと講義前までは感じていたが、

高齢者の特徴を踏まえた上で専門医療を提供する確固とした分野であるこ

とに気づいた。

● 高齢者の病態や薬物作用の特殊性が良く分かった● 高齢者の病態や薬物作用の特殊性が良く分かった。

● そもそも老年病科という科があるのを初めて知ったが，専門の科とし

て独立すべきということがよく理解できた。

● 老年医学とは終末医療とほぼ同じものだと思っていたが、そうではな

いことがわかった。

● 高齢者を扱う診療科という漠然としたイメージから、個人差や検査結

果の解釈、病態、薬剤反応性、治療目標が若年者と異なること、高齢者が

多くの疾患を有することを学び、老年病学を学ぶ意義を理解できた。

● 臓器別という医療側のくくりではなく、「老年病」という患者に合わ

せた方式の講義であった。

● 多臓器 わたる疾患を診る必要がある老年医学は シ ム 複雑系● 多臓器にわたる疾患を診る必要がある老年医学は、システムの複雑系

を相手にしなくてはならない高度な医学であることがわかった。

リサーチマインドをもった総合医

肺炎 抗生物質か？肺炎→抗生物質か？

口腔ケアによる肺炎予防効果及び

医療費への影響

○研究内容

・ １１の老健施設の入所者470人を対象として、毎食後に口腔ケアを行っ

たグループと行わなかったグループ別に、その後２年間における発熱、

肺炎の発症、死亡を前向きに調査肺炎の発症、死亡を前向きに調査

・ 論文掲載紙JAGSのコメンテーターにより、アメリカにおいて口腔ケアを

行った場合の医療費節減効果に関する試算あり

口腔ケアあり

（％）

29
30

口腔ケアなし

29

20

15

19

16

20

**

11

7

10
*
*

*

7

0
発熱 肺炎 死亡発熱 肺炎 死亡

(注) 口腔ケアあり：184人(男性36人・女性148人)、年齢82.0(±7.8)歳、ADL16.3(±6.5)、MMSE13.6(±6.9)

口腔ケアなし：182人(男性37人・女性145人)、年齢82.1(±7.5)歳、ADL16.2(±6.7)、MMSE13.9(±6.9)

* P < 0.05,  **P < 0.01   vs. 口腔ケアなし

口腔ケアによる医療費節減の可能性

（論文コメンテ タ による試算）

＜アメリカのナーシングホームと医療費を例として考えた場合の試算＞

（論文コメンテーターによる試算）

＜ア リ ナ シングホ 医療費を例 考 場合 試算＞

●口腔ケアの費用

・口腔ケアを行う看護師を１人雇った場合の人件費 ＝約25,000ドル／人・年

米国のナ シ グホ ム施設数 約 施設・米国のナーシングホーム施設数 ＝約19,000施設

→米国の全ナーシングホームで口腔ケアを行う場合のコスト総額 500万ドル未満（①）

●肺炎患者の減少による医療費節減額

・肺炎患者が10%減少した場合の米国の医療費の節減額 800万ドル以上（②）

●口腔ケアによる医療費の節減額

・口腔ケアによる純ベネフィットは300万ドル以上（②－①）

・米山ほかの研究結果を踏まえ、口腔ケアによる肺炎患者の減少数を見込んだ

場合、純ベネフィットは、さらに３倍以上の額と見込まれる。

大学（医学部、全学）の役割と今後の方向性

• 老年疾患の診断と治療の開発（先端医療）

健康寿命をのばすための学際的研究の展開• 健康寿命をのばすための学際的研究の展開

←Gerontology（老年学）

高齢者 療 専門 教育 養成• 高齢者医療の専門医の教育・養成（「老年病専門医」は

厚労省、専門医認定制機構から既に認定されている 新しい専門医制度の

中でどのように位置づけていくか）

• 高齢者のための包括的医療の実践と体制作り

• 高齢者の医療制度 在宅医療 終末期医療など• 高齢者の医療制度、在宅医療、終末期医療など、

国の政策決定への提言（エビデンス作り）

●老年医学は複雑系を扱う科学

●高齢者医療は医療側のニーズでは●高齢者医療は医療側の ズでは

なく、患者のニーズに合わせた医療体系
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人生を支える在宅医療人 を支える在宅医療

～出前医者23年の実践から～

千里ライフサイエンスセンター

14:30~16:20

マグマジャイアンツ

医療法人 アスムス

太田秀樹
マグマジャイアンツ

太田秀樹

はじめに

医療は医学を社会に適応させたもの

はじめに

医療は医学を社会に適応させたもの

人口構造は変化し続けている人口構造は変化し続けている

超高齢社会は疾病構造も変化させる超高齢社会は疾病構造も変化させる

医療は変容せざるを得ない

病人がいるから医療がある

より良い医療のために医学があるより良い医療のために医学がある

第三の医療 在宅医療 訪問看護への期待第三の医療 在宅医療 訪問看護への期待

人口構造の変化

これから30年におよぶ最重要課題 2025年問題まであと10年

人口構造の変化

最 要課 問 あ

高齢化率 2030年 約32% 2060年には約40%？？？？

《後期高齢者数 （2030年）2245万人 2336万人（2060年）》《後期高齢者数 （2030年）2245万人 ⇒ 2336万人（2060年）》

高齢者数 ピーク 3878万人 （2042年）高齢者数 ピ ク 3878万人 （2042年）

2040年 100万人人口減／年間 （現在約20万人減／年間）

出生者 67万人 （103万人’13 ）

死亡者 169万人 （126万人’13 ）

合計特殊出生率 1 4前後合計特殊出生率 1,4前後

20歳～40歳代 男女6人から子供は4人

（参考：内閣府 将来推計人口でみる50年後の日本より）

生・老・病生・老・病⇒介護⇒介護⇒介護⇒死

メタボリック症候群メタボリック症候群

⇒⇒ ロコモティブ症候群ロコモティブ症候群

健康寿命と平均寿命の乖離

2013年

健康寿命と平均寿命の乖離

男性９年・女性１３年

（出典 厚労白書） 2013年

3200万人

■ 大部分の高齢者は虚弱な期間を経て死亡する部分 高齢者 弱 期間を経 す

■ 病院を中心としたヘルスケアシステムで対応困難

■ 地域包括ケアシステム構築は時代の必然域 括 構 代 然

■ 在宅医療・訪問看護への期待が一層高まる

超高齢社会・多死社会に求められる

医療のパラダイムシフト医療のパラダイムシフト

急性期医療

長寿（Anti-aging）

終末期医療

天寿（Ｗith-aging）長寿（Anti aging）

Cure

天寿（Ｗith aging）

Care

病院

専門医 (臓器)

地域

総合医 (人生)専門医 (臓器)

根治治療

総合医 (人生)

対症療法(緩和ケア)

Data Q.O.L.

病院中心のヘルスケアシステムの限界

21世紀 病院の世紀の終焉 猪飼周平氏

遺伝子の解明 人工臓器（再生医療）遺伝子の解明 人工臓器（再生医療）

（事例）

慢性腎疾患⇒尿毒症⇒死亡

病院の世紀の終焉！！

1970年代 血液透析

1980年代 腎移植

移植（transplantation)
⇒置換（replacement)へ⇒置換（replacement)へ

臓器治療の限界

移植腎⇒不全化⇒腹膜透析

iPS細胞で

脳（神経）再生は可能か？脳（神経）再生は可能か？

1

3

5

2

4

6

シンポジスト 太田 秀樹	 医療法人 アスムス 理事長

人生を支える在宅医療
〜出前医者23年の実践から〜
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在宅医療にまつわる偏見・誤解

在宅医療は

在宅医療にま わる偏見 誤解

■ 往診のこと → 訪問診療・訪問看護を機軸に

■ 財政論から推進 → 日本人の生き様を支える医療

■ 独居者には提供困難 地域ケア力があれば可能■ 独居者には提供困難 → 地域ケア力があれば可能

■ 自宅で提供する医療 → 居心地の良い生活の場で提供

■ 高齢者の医療 → 移動が困難な人への医療■ 高齢者の医療 → 移動が困難な人への医療

■ 病院医療より質が低い→同質、それ以上医療提供が可能

■ 在宅看取りが目的

→ 最期まで自分らしく、自己実現を支える医療

■ 急性期・外傷 対応困難 → 対応可能

■ 緩和ケアが不十分 確実に対応可能■ 緩和ケアが不十分 → 確実に対応可能

■ 休日・夜間の対応不安

→地域包括ケアシステムの構築（基礎自治体のミッション）→地域包括ケアシステムの構築（基礎自治体のミッション）

在宅医療とは

• 生活の場で、通院困難者に対して、医療者が訪問して場 訪

、患者・家族の希望を汲んで提供する全人的（年齢・性

別・疾病・障害にかかわらない）、包括的（予防・介護・

福祉・家族・地域を視野に）医療

• 望まれれば、住み慣れた、居心地のよい生活の場で

看取りまで支える医療看取りまで支える医療

主役 訪問看護師• 主役は訪問看護師

• 在宅医の役割は病態判断（診断）と包括的指示と責任

• 24時間×365日 多職種協働・地域連携

在宅医療 施設よりも重度・重症者を管理在宅医療 施設よりも重度 重症者を管理

一般病棟

（13:1）

一般病棟

（15:1）
医療療養

病棟

（20:1）

医療療養

病棟

（25:1）

介護療養

病棟

（30:1）

介護老人

保健施設

（療養型）

（30:1）

介護老人

保健施設

（従来型）

（50:1）

介護老人

福祉施設

（125:1）

在宅

（30:1） （50:1）

総数 3,999人 7,874人 14,472人 13,521人 16,603人 436人 24,013人 19,785人 3,741人

中心静脈栄養 8.1% 10.6% 8.8% 5.3% 0.9% 0.0% 0.0% 0.1% 0.9%

人工呼吸器 1.5% 1.6% 2.2% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%

気管切開気管切開・

気管内挿管

4.0% 4.8% 15.9% 7.2% 1.7% 3.5% 0.1% 0.1% 3.6%

酸素療法 13.1% 14.5% 19.7% 11.4% 2.9% 2.3% 0.5% 0.8% 7.1%

喀痰吸引 18.4% 21.7% 40.2% 25.6% 18.3% 14.9% 2.4% 4.4% 7.6%

経鼻経管・

胃ろう

13.9% 17.1% 35.7% 29.9% 36.8% 35.1% 7.3% 10.7% 12.4%

平成22年6月実施 厚生労働省「医療施設・介護施設の利用者に関する横断調査」速報値より

9

宅老所（居宅系高齢者施設）での在宅医療

医師や看護師が訪れたとき 医療の場

帰れば いつもの 生活の場

在宅医療のスキル

エコー検査

レントゲン撮影レントゲン撮影

胃ろう交換

aspiration pneumonitis

Portable X-ray

subcutaneous transfusion
“Care conference”

Cooperation of multi-occupation

7

9

11

8
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12
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多職種協働の実際

関節拘縮予防

訪問看護

歩行訓練

訪問看護

訪問リハ

訪問歯科

訪問看護の実際 在宅医療の主役訪問看護 実際 在宅医療 役

訪問看護師からの画像報告（スマフォ）

←血栓性静脈炎

臀部 カンジダ臀部 カンジダ →

上腕のPort挿入部感染もしや？疥癬！

在宅看取り率のプロット(市区町村別)
2011年人口動態調査死亡票をもとに算出

(*) 不慮の死亡例を除き、「自宅・老人ホーム・老人保健

施設・その他」での死亡数を総死亡数で割ったもの

平均 18.12 %

独立行政法人科学技術振興機構(JST)
協力のもと、厚生労働省にデータ提供申請

標準偏差 8.03 %
レンジ 68.75 %

( ** )  6等分+ 上位5 %

訪問看護師への期待訪問看護師への期待

ケア チ ムの構成基本要素ケア・チームの構成基本要素

母性（ＸＸ）と父性（ＸＹ）＝医師と看護師

■医師の諜報部員役■医師の諜報部員役

■患者・家族の弁護士役

■ケアチームの調整役■ケアチ ムの調整役

（ケアマネジャー）

■医療・介護職のリエゾン■医療 介護職のリエゾン

■地域の文化を変える
ＸＸ

ＸＹ

母性

父性

看護師ならではの多機能性

3つの視点 キュア・ケア・ヒール

©2012 NCGG. All Rights Reserved.
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14

16

18

シンポジスト 太田 秀樹	 医療法人 アスムス 理事長
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リサーチマインドを持った総合診療医の養成

第２回 合同公開フォーラム

地域包括ケアモデル

施設 在宅

(病院)

病院
病院

地域の地域の ＩＣＵＩＣＵ

日帰り手術日帰り手術

在 宅 療 養（ケ ネジメ ト）

地域の地域の ＩＣＵＩＣＵ

（クリニカル・パス）（クリニカル・パス）

日帰り手術日帰り手術

MRIMRI・・CTCT検査検査

在 宅 療 養（ケア・マネジメント）

A i i lA i i l E d f lifE d f lif （終末期）（終末期）地域居住の継続

デイサービスデイサービス ショートステイショートステイ

Aging in placeAging in place End of life careEnd of life care（終末期）（終末期）地域居住の継続

デイサ ビスデイサ ビス ショ トステイショ トステイ

主観的

情緒的

客観的

科学的

参加 権力

情緒的 科学的

社会通念・

法律・制度

専門性専門性

論文

福祉社会(武川正吾著)より引用 児玉博昭講演資料を改編 図は在宅医療連携拠点事業報告書より

医療・介護総合確保推進法医療・介護総合確保推進法

地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法推進する 関係法律 整備等 関する法

律（平成26年法律第83号 ＊6月25日公布）

19本の個別法からなる一括法

在宅医療の普及 推進は法律に在宅医療の普及・推進は法律に

国家的最優先 最重要課題

２1世紀は地域包括ケアの時代

現代の在宅医療の質は病院医療に遜色がない

■ 医療機器 介護機器の発展■ 医療機器 介護機器の発展

■ 新薬の開発 創薬（投与経路変更）

■ 各種介護系サービス（介護保険制度）の充実■ 各種介護系サ ビス（介護保険制度）の充実

■ 地域ネットワークの整備：地域ケア力の向上

（緊急通報システム・認知症・虐待など）

■ 情報ネットワークの整備：クラウドコンピューティング

（電子カルテ スマートフォン テレ・メディスン）

上位概念としての生活（医療が支配した暮らしは不幸）

生活の場で看取りまでささえる生活の場で看取りまでささえる

市民が信頼して選択できるように、良質の在宅医療を提供

御静聴ありがとうございました御静聴ありがとう ざいました

最善の医療の結果として安らかな死が存在する

19

21

23

20

22

24
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リサーチマインドを持った総合診療医の養成

第２回 合同公開フォーラム

総合診療 地域 療総合診療医と地域医療

自治医科大学 地域医療学センター

梶井 英治梶井 英治

地域医療とは地域医療とは

住民の健康問題のみならず住民の健康問題のみならず、

生活の質にも注目しながら生活の質にも注目しながら、

住民一人ひとりに寄り添って住民一人ひとりに寄り添って

支援していく医療活動支援していく医療活動

求められる総合診療医像

患者及び地域社会のニーズに応じて自らを柔軟に変化させ、

それに応えることができる医師

１ 患者個人の医療ニーズ１ 患者個人の医療ニ ズ

１）幅広い症状に対して診療ができる （日常対応）

２）初期救急には必ず対応できる （緊急対応）２）初期救急には必ず対応できる （緊急対応）

２ 患者の人生・生活を意識したニーズ

１）患者のライ ステ ジに応じた医療を提供できる （時間的な広がり）１）患者のライフステージに応じた医療を提供できる （時間的な広がり）

２）家族背景を意識した医療を提供できる （関係性の広がり）

３ 地域社会のニーズ

１）地域の医療資源を考慮した医療を提供できる （医療資源）

２）保健・福祉を包括して医療を提供できる （医療以外の資源）

『日本プライマリ・ケア連合学会誌』原著論文より抽出されたキーワード

出現回数順に上位３４語

キーワード 数 キーワード 数

プライマリーヘルスケア 157 診断サービス 18プライマリーヘルスケア 157 診断サービス 18

地域医療 76 紹介と相談 17

アンケート 53 意識調査 16

保健医療サービス 51 家族 15保健医療サ ビス 51 家族 15

在宅介護 32 家庭診療 15

高齢者 30 救急医療サービス 15

病院 29 健康 15病院 29 健康 15

老人保健医療サービス 29 腫瘍 15

医師 28 生活の質 15

在宅介護支援サービス 28 地域保健医療サービス 15護 援

医学教育 27 漢方薬 14

地域看護 27 認知症 14

プライマリ・ケア医 24 外来患者 13

ターミナルケア 23 高血圧 13

在宅医療 21 介護者 12

医師-患者関係 20 患者 12

糖尿病 20 卒後研修 12

（参考文献：「地域医療白書第３号」より引用）

地域医療に関連した科学研究費補助金新規採択課題数

35

（件）

30

20

25

15

5

10

0

5

（年）

（参考文献：「地域医療白書第３号」より引用）

（年）

科学研究費補助金に採択された地域医療に関連する課題件数と分野

（1965年度から2010年度まで）

分野 件数 分野 件数

社会学(含社会福祉関係) 54 社会・刑事法学 8

医療社会学 53

情報システム学(含情報図書館学)、

知能情報学

7

知能情報学

公衆衛生学・健康科学 47 文化人類学・民俗学 6

地域・老年看護学 19 都市計画・建築計画 6

経済事情・政策学 16 地域研究 6

看護学 16 医学一般 6

小児・社会系歯学 15 農業経済・土木・計画学 5

経営学 13 生活科学一般 5

交通工学・国土・建築・都市計画 9 財政学・金融論 5

教育・社会系心理学、臨床心理学 9 衛生学 5

精神神経科学 8 社会システム工学、土木計画 5

（参考文献：「地域医療白書第３号」より引用）

1

3

5

2

4

6

シンポジスト 梶井 英治	 自治医科大学 地域医療学センター長

総合診療医と地域医療
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リサーチマインドを持った総合診療医の養成

第２回 合同公開フォーラム

地域医療学センターの研究テーマ

地域現場との連携地域現場との連携

地域の中から見出された課題をテーマ → 地域へのフィードバック

JMSコホート研究（9県12地区 12 000人）JMSコホート研究（9県12地区 12,000人）

大規模地域ゲノムバンク（全国92拠点 21,002人）

JMSⅡ（自治医科大学多地域研究ネットワーク）プロジェクト

” 大規模地域ゲノム／生活習慣介入研究：生活習慣介入への遺伝情報の” 大規模地域ゲノム／生活習慣介入研究：生活習慣介入への遺伝情報の

活用に関する検証

” JMSⅡコホート研究：循環器疾患に対するゲノムコホート研究ホ 研究 循環器疾患 対するゲ ホ 研究

” JＡMP研究：日本人における自由行動下血圧追跡研究 → 循環器内科

地域医療学センターの研究テーマ（続き）

地域医療デ タバンクの構築（受療動向 医療の地域医療データバンクの構築（受療動向、医療の

需給バランス等）

地域医療提供体制の構築（モデル地域）

医学教育 地域医療教育医学教育、地域医療教育

医療政策

地域医療白書

地域医療の課題と改善へ向けた提言地域医療の課題と改善へ向けた提言

日本の人口ピラミッドの変化

1990年（実績） 2025年 2060年
歳

2013年（実績）

75歳

総人口

1億2,361万人

総人口

1億2,066万人

総人口

8,674万人

75歳～

2 336(27%)
75歳75歳

総人口

1億2,730万人

団塊世代

75歳～

597( 5%)

65～74歳

892( 7%)

65～74歳

1,128(13%)

７５

６５

2,336(27%)
75歳～

2,179(18%)

65～74歳

1,479(12%)

65～74歳

1,630(13%)

75歳～

1,560(12%)

（1947～49年

生まれ）

20～64歳

4,105(47%)

20 64歳

20～64歳

( %)

20～64歳
20～64歳

7,590(61%)

２０

6,559(54%)

20～64歳

7,296(57%)

団塊ジュニア世代

（1971～74年 生まれ）

～19歳

1,104(13%)

～19歳

3,249(26%)

２０

～19歳

1,849(15%)

0 50 100 150 200 250

～19歳

2,244(18%)

0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250

（出所） 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）

0 50 100 150 200 250

万人

0 50 100 150 200 250

万人

0 50 100 150 200 250

万人

0 50 100 150 200 250

万人

（厚生労働省）

「肩車型」社会へ

＜2050年＞

「肩車型」

＜1965年＞

「胴上げ型」

＜2012年＞

「騎馬戦型」

＾＾ ＾＾ ＾＾ ＾＾ ＾＾

＾＾ ＾＾ ＾＾ ＾＾

‐ ‐ ; ‐ ‐ ; ‐ ‐ ; > <
＾＾ ＾＾ ＾＾ ＾＾

65歳以上1人に対して、

20～64歳は1.2人（推計）

65歳以上1人に対して、

20～64歳は2.4人

65歳以上1人に対して、

20～64歳は9 1人20 64歳は9.1人

（出所）総務省「国勢調査」、社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」 （出生中位・死亡中位）、厚生労働省「人口動態統計」

（厚生労働省）

地域医療の現状分析の必要性

人口の減少 → 医療資源の有効活用

医師不足 → 適性配置されていない

人口の減少 → 医療資源の有効活用

診療科の偏在 → 総合診療医の必要性

保健と医療 → 連携されていない

現状の分析がされていない！

改善のためには地域医療の分析が必要

地域情報の集積・分析・提供体制の構築

地域医療データバンク事業

自治医科大学地域医療情報学部門

患者需要

自治医科大学地域医療情報学部門

患者受療数

町丁字別、性・年齢階層別、疾病分類別

患者移動距離

地域医療の効率化

医療機関別、診療科別、疾病分類別

患者治療分析

現在の状況 将来推計

ＧＩＳ（地理情報システム）

を活用した地域医療資源

の有効活用分析

行政支援

地域の現状解析

公的病院の現状

情報集約

医療サービス供給

の有効活用分析

「医師数・病院数・病床数・生命寿命・

受療動向・患者受療率・患者移動距離・

医療機関機能分析等から」

公的病院の現状

解析（再生計画）

地域医療計画策

定のための現状

解析

等

情報提供

医師１人当たりの

医療サービス供給量

施設別、診療科別、市町村町丁字別

医療機関機能分析等から」

医師の適正配置分析の基礎資料

診療科の偏在分析の基礎資料

診療圏分析の基礎資料

等

情報集約

医療機関の経営状況

情報集約

医業収支、経常利益

繰入金・補助金

市町村の財政状況

7

9

11

8

10

12
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第２回 合同公開フォーラム

地域医療のデータ化及び地域医療のデ タ化及び

新しい地域医療体制の創出

地域医療デ タバンクの構築” 地域医療データバンクの構築

” データ分析に基づいた政策立案ができる” デ タ分析に基づいた政策立案ができる

人材の育成

” データに基づいた医療圏域・提供体制の

再構築（含 医師配置計画）再構築（含 医師配置計画）

医療介護総合確保推進法（平成26年6月）の概要

〈持続可能な社会保障制度の構築に向けて〉

新たな基金の創設と医療・介護の連携強化

地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の

１

地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の

確保

２

地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化

その他

３

４
その他

” 診療補助の特定行為の明確化と看護師研修制度の新設

” 医療事故に係る調査の仕組みの位置づけ

４

” 医療事故に係る調査の仕組みの位置づけ

他

新しい医療提供体制の創出に向けて

総合診療を中心 た 療提供体制総合診療を中心とした医療提供体制

新し 医療圏域 構築新しい医療圏域の構築

医療機関の役割分担 連携医療機関の役割分担・連携

地域包括ケアの推進地域包括ケアの推進

住民の参加する地域医療づくり住民の参加する地域医療づくり

安心して暮らせるための地域医療の構築

地域医療システムの構築 ～二次医療圏～

方法・手段：

発信 診療 研究 教育

・住民の目線～住民を巻き込む～

継続性 総合医モデルの構築

専 と 連携

発信

～住民とともに再生する地域医療～

診療

～診療支援～

研究

～調査・研究～

教育

地域研修医療機関

診断の質の改善

疫学調査：ICPC coding

診断サポートツール作成

TV会議
総合診療科

住民の目線～住民を巻き込む～

・行政の目線

・医療者の目線

専門医との連携

救急

病棟

Prediction rule作成

主訴ごとの問診票

TV会議

シンポジウム

ﾌｫｰﾗﾑ

総合診療科

の開設

患者意識、受療行動

変化を分析

他病院・医師会との連携

ヘルス プロモ シ ン

臨床研究システムの構築

臨床データの標準化・収集

臨床の疑問 研究 結果の還元現状把握

中規模病院の機能

ヘルス・プロモーション

臨床の疑問→研究→結果の還元現状把握：

健康プ ブ ムと受療行動の把握

地域医療に対する関心（行動変容）

外来・入院・救急・ドック・在宅

健康教室？

健康プロブレムと受療行動の把握

住民の求める医療

初診患者のICPC coding

17

急性プロブレムの頻度・各プロブレム

17

急性プロブレムの頻度 各プロブレム

（主訴の事前確率）

の診断サポ トツ ルの作成Common diseaseの診断サポートツールの作成

プレディクションルールプレディクションル ル

有用な問診票

タ ダ ドな診察法スタンダードな診察法

意識・受療行動に関する調査

18 ̈課 題 名：課 題 名

○○市民の受療行動および地域医療に関する意識についての

調査

目的̈目的：

・健康問題、受療行動、QOL、医療に対する意識の現状把握

・部門の活動によるそれらの変化・部門の活動によるそれらの変化

̈方法：前向きコホート研究

̈対象者：○○市民、16歳以上象者 市民、 歳

̈選定方針：住民基本台帳より層化無作為抽出にて約10000人

を選出。

調査方法 対象者に郵送に 自己記入式質問票(別紙 参照)̈調査方法：対象者に郵送にて自己記入式質問票(別紙1参照)

を配布し、 返信用封筒を同封し回収。初回回答者に対し、毎

年1回ずつ計4回の追跡調査年1回ずつ計4回の追跡調査。

13

15

17

14

16

18

シンポジスト 梶井 英治	 自治医科大学 地域医療学センター長
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臨床研究ネットワーク（概要）

医療政策 医療現場に役 地域医療 プライマリ・ケ医療政策、医療現場に役

立つエビデンスの発信とそ

の活用法の提言

地域医療、プライマリ ケ

ア診療関係者による臨床

研究NWの構築と発展

目的

具体的な研究プロジェクトを遂行

役割 構成要素 特性

・人材、運用資金の確保 ・人、時間、場所

役割 構成要素 特性

・発展型、参加型

・新しいデータベースの構築

・情報共有システムの構築

・各プロジェクトの統括・調整

・運営資金

・システム、データベース

・発信力、実行力、計画力

熱意 間力

・効率性

（迅速かつ正確）

・公平性、透明性

視・キャリアプラン支援

・他のネットワークとの連携

・熱意、人間力

・アイディア

・現場重視

・多職種の人材

CRST (Clinical Research Support Team in JMU) 

自治 大教員有志 組織 現在 名登録自治医大教員有志で組織：現在111名登録

卒業生や地域医療従事者の研究活動を支援卒業生や地域医療従事者の研究活動を支援

支援内容

デザ研究デザインのアドバイス

研究成績の英語論文化へのアドバイス

英語論文作成のアドバイスと援助

すでに作成した英語論文をアクセプトさせるための援助

総合診療医に求められる資質

全体観 未来観全体観 未来観

発想力柔軟性

想像

発想力

受容

柔軟性

総合診療医

想像力受容力

分析力 企画力 調整力 実行力

個人・集団・コミュニティ
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