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はじめに
1. 熊本県地域医療⽀援機構 理事⻑あいさつ

皆様⽅には、熊本県地域医療⽀援機構ならびに地域医療・総合診療実践学寄附講座の取り組み
に対して、平素より多⼤なご⽀援とご協⼒をいただき、深く感謝申し上げます。この度、平成28
年度の活動について報告書を作成いたしましたので、ご⼀読いただければ幸いに存じます。

昨年4⽉14⽇に始まった⼀連の平成28年熊本地震は、短期間に2度にわたり震度7を記録すると
いう未曾有の⼤災害となりました。この地震でお亡くなりになられた⽅々のご冥福をお祈りする
とともに、被害を受けられた皆様に⼼よりお⾒舞いを申し上げます。多くの医療機関も被災され、
従来からの診療の継続が現在もなお困難な施設もございますが、1⽇も早い復旧をお祈り申し上げ
ます。

幸い本院では甚⼤な被害はなく、発災直後から救急搬送患者の対応や他医療機関で⼊院が困難
となった重症患者の受け⼊れなどにあたるとともに、医療者の派遣や様々なプロジェクトの⽴ち
上げにより被災地医療の⽀援と地域医療の安定に向けて取り組んでまいりました。その⼀環とし
て、地域医療・総合診療実践学寄附講座においても、熊本県知事の要請に基づき、被害が⼤きか
った益城地区への災害医療コーディネーターの派遣を続けてまいりました。このため、本来5⽉に
予定していた熊本県地域医療⽀援機構講演会はやむなく中⽌せざるを得なくなりました。⼀⽅で、
夏季学⽣地域医療特別実習では、将来、地域医療に携わる地域枠等の医学⽣（熊本県医師修学資
⾦被貸与者）が益城町や南阿蘇村の被災地の住⺠の⽅々と接し、地域の被害の状況を⾝をもって
体験してもらいました。

このような中ではございましたが、地域医療⽀援機構の本来の業務として、知事指定病院等の
協⼒をいただき、平成28年度も継続して地域医療の現況アンケート調査を⾏いました。また、キ
ャリア⽀援のための登録制度の推進やキャリア⽀援調整会議による卒後3年⽬の医師への⽀援など
を実施してまいりました。さらに、熊本県から新たに委託を受けて、「もう⼀度臨床へ⽀援事業
（⼥性医師の復職⽀援事業）」をスタートいたしました。⼀⽅、⼀昨年4⽉に設置された公⽴⽟名
中央病院教育拠点では、医学部学⽣に対する地域医療の教育と卒後の総合診療医の養成に向けて
活発な活動を⾏っています。

ご承知のように、少⼦超⾼齢社会に対応可能な医療･介護サービス提供体制をめざして地域医療
構想が策定され、平成29年度は第7次保健医療計画の策定が予定されています。また、平成30年
度からは新専⾨医制度も施⾏予定となっており、これらの状況を⾒守りつつ、望ましい熊本の地
域医療の構築を図ることが必要です。本院では、今後も引き続き、熊本県、市町村、医師会、連
携病院など関係機関との連携を強化しながら、熊本の医療体制のさらなる充実をめざして努⼒を
してまいりますので、皆様⽅のなお⼀層のご⽀援とご協⼒をよろしくお願い致します。

熊本県地域医療推進機構 理事⻑
熊本⼤学医学部附属病院 病院⻑

⽔ ⽥ 博 志
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熊本⼤学医学部附属病院 地域医療・総合診療実践学寄附講座 特任教授
熊本⼤学医学部附属病院 地域医療⽀援センター センター⻑

松 井 邦 彦

2. 地域医療･総合診療実践学寄附講座 特任教授あいさつ

皆様に、私たち熊本県地域医療⽀援機構/熊本⼤学医学部附属病院 地域医療センター、および
熊本⼤学医学部附属病院 地域医療・総合診療実践学寄附講座の、平成28年度の報告書をお届け
いたします。本年度は熊本の私たちにとって、4⽉に起こった熊本地震に始まった、あっという間
の⼀年でした。

さかのぼること平成27年4⽉に公⽴⽟名病院のご協⼒を得て、⼤学病院外の教育拠点を同院内に
設置することができました。この教育拠点の設置は、熊本県における新たな医師育成のシステム
の設⽴と導⼊であり、これによって地域医療システム学寄附講座は、平成21年の設置以来の⽬的
を達成したものとして、平成28年4⽉に地域医療・総合診療実践学寄附講座と名前を変え、新しい
仲間を迎え、再スタートを切ったところでした。

しかしながら地震の発⽣によって、私たちの活動は⼤きく変わりました。幸いに関係する全教
職員はそれぞれの家族ともに無事でしたが、余震が続く中、避難所等での不⾃由な⽣活を送るこ
とになりました。県内多数の地域が⼤きな被害を受けた中、⼿探り状態で地域医療⽀援センター
としての、⾮常時の⽀援活動を⾏うことになりました。残念ながら私たちが実際に活動を⾏うこ
とが出来たのは、限られた地域の限られた内容のみであり、地震後の復興に⼤きく貢献すること
はできませんでした。しかし、地震後の医療⽀援に、⽇本全国から様々な団体の⽅々がいらっし
ゃって活動を⾏って下さったことは、被災地の県⺠として感謝に堪えず、また⼀緒に活動を⾏う
ことが出来たのは、私たちにとって貴重な経験でした。

そのような状況の中でも、機構、センター、および講座として、様々な取り組みや活動を⾏い
ました。本年度の報告書を作成する過程は、私たちにとって、この⼀年を振り返る、貴重な振り
返りの機会となり、これからの活動に役⽴たせることが出来るものと思います。

新たな専⾨医制度は、⼀年先送りとなり、平成30年度から開始される予定のようです。熊本県
における地域の医師不⾜や、医師の地域偏在の問題は依然続いており、私たちの活動への期待の
⼤きさを、ひしひしと感じています。平成29年度は、熊本県医師修学資⾦貸与制度の⼀期⽣三名
が、⼆年の臨床研修を終え、卒後三年⽬となって各々の専⾨分野での研修を開始します。将来県
内各地で活躍する医師を育成するために、卒前から卒後の教育、そしてキャリア⽀援は、私たち
の最重要課題であることに、変わりはありません。

県⺠の皆様の期待に応えるため、来年度は私たちにとって更に忙しく、充実した⼀年となるで
しょう。皆様には、私共に今後とも変わらぬご⽀援とご指導を賜りますよう、お願い申し上げます。
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3 .ス タ ッ フ ⼀ 覧
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坂⽥ 正充
地域医療⽀援コーディネーター

 熊本県地域医療⽀援機構（熊本⼤学医学部附属病院 地域医療⽀援センター）

 熊本⼤学医学部附属病院 地域医療・総合診療実践学寄附講座

 ⽟名教育拠点

横⼿ 友紀⼦ 事務補佐員

宮前 志穂 事務補佐員

柚原 敬三
地域医療⽀援コーディネーター

⾼塚 貴⼦
⼥性医師復職⽀援コーディネーター

中川 実咲 事務補佐員

久保 清美 事務補佐員

⼭並 美緒 事務補佐員

松井 邦彦 特任教授（センター⻑）
総合診療科

⾕⼝ 純⼀ 特任准教授（副センター⻑）
総合診療科

古賀 義規 客員研究員
（御所浦診療所所⻑）

後藤 理英⼦ 特任助教
糖尿病・代謝内分泌内科

⾹⽥ 将英
医員（⼤学院⽣）

⽥宮 貞宏 特任准教授
総合診療科

前⽥ 幸佑 特任助教
総合診療科

⼩⼭ 耕太 特任助教
総合診療科

楯 直晃 後期研修医2年⽬
総合診療科

中村 孝典 後期研修医1年⽬
総合診療科

⽥中 顕道 後期研修医1年⽬
総合診療科

髙栁 宏史 特任助教
総合診療科

松井 邦彦 特任教授
総合診療科



216年4⽉14⽇、震度7の直下型⼤地震が熊本
県を襲った。余震に怯えつつも、ようやく眠り
についた16⽇の深夜、前代未聞の「本震」が発
⽣した。さらに震度６、震度5強の揺れが連続し
て起きた。

デマ情報による混乱、避難所では物資の分配
の滞り、建物の倒壊を恐れて⾞内で過ごす「⾞
中泊」によるエコノミークラス症候群、終わる
気配のない余震。様々な問題が起きながらも、
全国からの多くの⽀援、被災現場で活動する
⼈々によって少しずつ元の⽣活に戻り始めた。

しかし、復興の道筋が⾒え始めた頃、再び熊
本に暗雲が訪れた。

2016年6⽉19⽇から同⽉25⽇にかけて、九州
全体に記録的な⼤⾬が襲い掛かった。

1時間に80ミリの⾬量が降ると、⾬による⼤規
模な災害の発⽣するおそれが強く、厳重な警戒

が必要だとされている。6⽉19⽇、天草地⽅の⽜
深（うしぶか）市で85ミリ、翌20⽇、宇⼟（う
と）市では120ミリ以上、熊本市でも95ミリを
観測、さらに21⽇には上益城（かみましき）郡
の甲佐（こうさ）町で150ミリを観測した。

連⽇の⼤⾬により、床上・床下浸⽔被害だけ
でなく、⼟砂災害が発⽣して死者も出てしまっ
た。この死者のうち5⼈は、熊本地震による被害
がなければ亡くなることはなかったと考えられ、
熊本地震関連死とされている。

もうすぐ1年が経とうとしている。窓の外、町
中を⾒れば少しだけの違和感を残し、元通りの
ようにも⾒える。しかし、阿蘇⼭脈の⼟砂崩れ
の傷跡が、熊本城の痛々しさが、まだ復興への
道のりを歩み始めたばかりであることを物語っ
ている。

1 . 概 要

熊本地震について

本震が発⽣した4⽉16⽇午後からは、熊⼤病院救急外来での診療活動に⾕⼝が参加し、救急患者への対応
を⾏いました。同⽇、当センター教員内のメーリングリストで安否確認を⾏った後、翌17⽇⽇曜の午後に可
能な教員は⼤学病院に集まり、部署内での今後の対応や活動⽅針についての確認を⾏いました。幸い教員と
事務職員、およびその家族全員の無事が確認できましたが、⾃宅が被害を受けたために避難所へ家族ともに
避難している⼈もいました。またその避難所内で、⾃主的に⽀援活動を開始した教員もいました。当⾯は毎
朝8時半に、各⾃の状況確認や、情報の共有のためのミーティングを⾏うこととしました。

また地域医療・総合診療実践学寄附講座での特別臨床実習（クリクラ）で、県内各地域の施設において実
習を⾏っていた医学科6年⽣8名に対し安否確認を⾏い、17⽇⼣⽅までには対象学⽣全員の安全を、直接確認
することが出来ました。余震が続く熊本市内の状況からは、実習先での学⽣の安全を保証することは困難と
考え、⼤学の教務係との連絡や指⽰を受ける前でしたが、この時点で実習の中⽌を学⽣に伝えました。また
⾕⼝は、医学部全学⽣の安否確認を、医学部教務係、学⽣委員会、および学⽣会等と連携して⾏い、⽀援が
必要な学⽣の調査も⾏いました。

2 . 活 動 報 告
 院内活動
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1. 益城町医療救護調整本部での活動
時間の経過とともに、甚⼤な被害を受けた地域の状況が明らかとなっていきました。熊本県地域医療⽀援

機構は地域医療の⽀援を⽬的に熊本県により設置され、その業務を⾏う部署の名称が地域医療⽀援センター
ということから 、被害の⼤きかった地域での診療⽀援活動等を⾏うべきではないかと内部で議論を⾏って
いたところ、4⽉30⽇に⽔⽥博志熊⼤病院⻑より、益城町医療救護調整本部での活動を命じられました。こ
れは熊本県医師会⻑の福⽥稠先⽣よりの依頼によるものでした。益城町はもっとも被害の⼤きかった地域で
あり、多数の町⺠が避難所での⽣活を強いられている状況でした。この地域の医療機関全てが診療を中⽌し
ており、替わって⽇本医師会のJAMTチームをはじめ、⽇本全国の様々な団体から派遣された診療⽀援チー
ムが多数の医療救護班を作り、診療活動を⾏っていました。益城町では、町の健康福祉センター（はぴね
す）に医療救護調整本部が設置され、町内の各避難所での医療ニーズの現状に応じて、各医療救護班へ⽇々
の活動を依頼し、情報収集を⾏っていました。この本部⻑として中⼼になって活動されていたのが、地元で
⼤きな被害を受けた東熊本病院⻑で上益城郡医師会⻑でもあった永⽥壮⼀先⽣です。永⽥先⽣が⾏っていら
っしゃった調整本部の業務を⽀援するために、松井が益城へ通うことになりました。

週末を含めた連⽇の調整本部での活動は、診療チームの差配やマネージメントに加え、避難所の衛⽣管理
など多岐にわたり、県庁に設置された熊本県医療救護調整本部と密に情報交換、連携をとりながら⾏ってい
ました。普段より県医療政策課の⽅々と連携した活動を⾏っていたことが、⼤いに役⽴ちました。また途中
からは、⾕⼝、⾼栁、および前⽥も参加し、私たちの部署の教員で分担して調整本部での活動を⾏いました。

医療救護班による診療⽀援活動は、地元の先⽣⽅による通常の診療機能が回復すると収束することになり
ます。上⽔道を含めたライフラインの回復とともに、益城町の地元医師会の先⽣⽅も診療再開のめどがたち、
先⽣⽅の顔写真を⼊れたポスターやチラシを我々の地域医療⽀援センターで作成し、避難所などの⼈が集ま
る所に配布、掲⽰しました。地元医療機関の再開の情報を避難所の⽅々に伝えることで、救護所の受診者も
次第に減少していき、5⽉29⽇には益城町内の全ての医療救護活動を終了し、益城町医療救護調整本部の閉
所式を迎えることが出来ました。

2. 益城町職員を対象としたストレスチェック調査、⾯談
その後、7⽉には松井が益城町より災害時メンタルヘルス委員の委嘱を受け、教員（松井、⾼栁、前⽥、

および⾹⽥）と、引き続き益城町役場で⽀援活動を続けられていた国⽴病院機構災害医療センターの先⽣⽅
等と共に、益城町全職員を対象としたストレスチェック調査、および⾯談を⾏いました。その中で必要と考
えられれば、精査や医療機関の受診等を勧めることを⾏いました。益城町職員の⽅々の多くは⾃⾝が被災者
であるにも関わらず、発災直後より不眠不休で働き詰めであり、強いストレスにさらされ疲労の蓄積が著し
い状況であることがうかがわれました。益城町職員の⽅々の状況から、休息を促すポスターを作成し益城町
役場の職員の⽬につくところに掲⽰をいたしました。

3. 夏季学⽣地域医療特別実習での活動
例年夏休み期間中には、熊本県医師修学資⾦貸与学⽣の熊⼤⽣と熊本県出⾝の⾃治医⼤⽣を対象とした夏

季学⽣地域医療特別実習を、当地域医療・総合診療実践学寄附講座の主催で⾏っています。本年度は8⽉17
⽇から19⽇にかけて、益城町テクノ団地応急仮設住宅で⼊居者への聞き取り調査（熊本⼤学政策創造研究
教育センター、円⼭琢也先⽣へのご協⼒）や、被害の⼤きかった南阿蘇村の南阿蘇中学校において教職員と
の意⾒交換、中学⽣への学習⽀援と交流等の活動を、学⽣と共に⾏いました。

 院外活動
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益城町の診療可能な病院情報ポスター ︓益城町の各避難所に掲⽰
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益城町職員の休息を促すポスター ︓益城町役場内に掲⽰

7

新聞記事

平成28年12⽉28⽇
熊本⽇⽇新聞より

平成28年7⽉17⽇
⽇本経済新聞より



1 . 活 動 概 要 2 . 年 間 活 動 実 績

熊本県地域医療⽀援機構では、熊本県と、熊本県
から機構業務の⼀部を委託された熊本⼤学医学部附
属病院が協⼒して機構の運営を⾏っています。当機
構では県内における医師不⾜の状況等を把握・分析
し、医師のキャリア形成⽀援と⼀体的に医師不⾜医
療機関の医師確保の⽀援等を⾏っています。

年度が始って早々の4⽉14⽇、16⽇に震度7を記
録する熊本地震により、未曽有の⼤災害が発⽣しま
した。このような状況のため、本来の業務として
5⽉に予定していた熊本県地域医療⽀援機構講演会
も、やむなく中⽌せざるを得なくなりましたし、
様々な⾯で業務への影響が⽣じました。

しかしながら、被災した病院等もある中で、知事
指定病院等の協⼒を得て、熊本県医師修学資⾦貸与
医師の勤務が予定される36病院等の実情調査を⾏い、
報告書をまとめました。また、キャリア⽀援のため
の制度への登録の推進やキャリア⽀援調整会議によ
る卒後3年⽬の医師への⽀援等も実施してきました。
更には、「もう⼀度臨床へ⽀援事業（⼥性医師の復
職⽀援事業）」も熊本県から新たに委託を受けて復
職⽀援コーディネーターを配置するなど、震災にも
関わらず本来業務に積極的に取り組みました。

① 地域における医師不⾜の状況の把握と分析
② 医師修学資⾦貸与医師、地域医療に従事する

医師のキャリア形成⽀援
③ 地域と都市部の医療機関を循環して勤務でき

るシステムづくり
④ 医師に関する求⼈、求職等の情報の発信や医

師、医学⽣等からの相談対応
⑤ 県内医療関係機関等との協⼒関係の構築

【主な取り組み】

月 日 行事

4 13 地域医療支援機構担当者連絡会

5 6 地域医療支援機構講演会
—地震により中止

6

5
卒後臨床研修プログラム説明会

基幹型新専門研修プログラム説明会

8 地域医療支援機構担当者連絡会

11-12 日本プライマリ・ケア学会ブース出展

15 学生面談（6年）

7

9-10 第1回総合診療専門研修特任指導医講
習会

13 地域医療支援機構担当者連絡会

23 PFA講習会

8

3 地域医療支援機構担当者連絡会

17-19 夏季地域医療特別実習

31
地域医療支援機構担当者連絡会

修学資金貸与医師面談

9
14 地域医療支援機構担当者連絡会

30 医師修学資金貸与医師面談

10

6-12 男女共同参画コーディネーターの会

13 地域医療支援機構担当者連絡会

26 地域医療支援機構担当者連絡会

31 育児・介護支援情報会

11
14 地域医療支援機構担当者連絡会

30 地域医療支援機構担当者連絡会

12
7 クローバーセミナー

27 地域医療支援機構担当者連絡会

1 18 医学生・研修医をサポートする会

2 23 第1回地域医療研修連絡調整部会

3

4 地域医療支援機構講演会

21

キャリア支援調整会議

地域医療支援機構理事会

地域医療支援機構評議委員会議

8

熊本県地域医療⽀援機構
（熊本⼤学医学部附属病院 地域医療⽀援センター）



3 . 活 動 報 告
調査と分析

熊本県医師修学資⾦貸与医師は、知事が指定する
病院及び診療所（指定病院等）に、⼀定期間勤務す
ることになっています。その際、貸与医師は定めら
れた指定病院等に、ローテーションに基づき勤務す
ることになります。

本⼈の希望を踏まえ、キャリア形成を⽀援すると
ともに勤務先を協議し、⼤学病院各診療科や関係医
療機関と調整を⾏うことになっています。

そのため、勤務先となる指定病院等がどのような
状況か、機構としても承知しておく必要があります。
また、本⼈が勤務を希望する医療機関の選択に資す
るためにも、情報を把握しておく必要がるため、知
事指定病院等の現状調査を⾏いました。

＜調査内容＞
• 病院の医師不⾜状況
• 待遇
• 労働管理・福利厚⽣環境
• 教育指導体制 等
＜調査期間＞
平成28年10⽉中旬〜11⽉上旬
＜調査対象＞
知事指定病院 （32病院） ――――31病院回答
知事指定診療所（4診療所）――― 4診療所回答

県内各地の病院等に対して個別に調査を⾏いました。また、荒尾市、⽟名市、⼭⿅市、天草市で独⾃に設
けられている医師修学資⾦貸与制度について訪問調査しました。

 知事指定病院等の状況調査

 県内各地の医療機関の医師不⾜状況および県内⾃治体における医師修学資⾦貸与制度導⼊調査
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知事指定病院等の深刻な医師不⾜の状況を再確認することとなりました。また、これから⼥性医師が増加
すると予想される中で（医師修学資⾦貸与学⽣の約25パーセントは⼥性）、医師にとって働きやすい環境づ
くりの必要性といった課題も⾒えてきました。



キャリア形成⽀援

1. 熊本県医師修学資⾦貸与医師のキャリア形成⽀
援制度の実施

「知事が指定する病院等の具体的な指定先」、
「指定病院等の区分」、「具体的な配置ローテー
ションルール」等に関する規程について、地域医
療ゼミや⾯談時に医師修学資⾦貸与学⽣・医師に
説明し、「地域医療を志す医学⽣及び地域医療に
従事する医師を⽀援する制度」の対象者全員（60
名）が登録済みとなりました。

また、⾃治医科⼤学⽣やその卒業⽣で義務年限
内の医師に対しても説明し、⽀援制度への登録を
推進しました。

2. キャリア⽀援調整会議の開催
平成29年3⽉21⽇にキャリア⽀援調整会議を開

催し、卒後3年⽬となる医師修学資⾦貸与医師3名
について、所属のプログラムや勤務先病院等につ
いて協議されました。

3. 熊本県医師修学資⾦貸与学⽣の⾯接
平成28年6⽉〜平成28年8⽉の間で、1年⽣から

6年⽣50名を⾯接し、平成28年9、10⽉には、卒
後1、2年次医師8名を⾯接しました。

4. 卒業⽣の熊本県副知事との⾯談
平成29年3⽉29⽇、8名の卒業⽣が熊本県副知事

と⾯談しました。

 熊本県医師修学資⾦貸与学⽣及び医師のキャリア形成⽀援について
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昨年度検討した熊本県医師修学資⾦貸与医師キャリア⽀援調整会議や登録制度等について、対象者に対し
規則などを整備し、実施しました。



1. 平成27年4⽉にスタートし、28年4⽉から地域医療・総合診療の実践教育拠点として機能強化された⽟名
教育拠点に研修医を派遣し、循環システムの検証を⾏うとともに機構の教員が随時指導にあたったり、テレ
ビ会議システム等を活⽤したりするなどして、地域医療・総合診療の実践的な教育を⽀援しました。

 熊本市内と地域の医療機関が連携して、医師が都市部と地域を循環して勤務出来るシステムの
構築に向けた取組状況

システム構築

2. 地域医療研修システムについて
「地域医療研修連絡調整部会」を開催し、専⾨医制度が始まる中で、「地域医療の研修システム」の今後

のあり⽅について検討しました。

＜開催⽇時＞
平成29年2⽉23⽇19︓00〜20︓00
＜開催場所＞
熊本県庁新館８階 ８０３会議室
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＜内容＞
27年度第2回地域医療研修連絡調整部会の概要と、「地域

医療連絡調整部会としての意⾒（案）」について事務局から
説明をしました。

また、今後の地域医療研修システムのあり⽅については、
近々新しい専⾨医制度が決まるので、総合診療専⾨医プログ
ラム責任者を集めて意⾒を聞いてから再度検討することとな
りました。

平成28年度第1回地域医療研修連絡調整部会



これまで熊本市医師会に委託されていた⼥性医師キャリア⽀援のための情報発信や相談対応、病児・病後
児保育や介護に関する情報提供の業務を引き継ぎました。そのため、ホームページの管理を熊本県地域医療
⽀援機構で⾏うことになり、積極的なPR活動を展開した他、以下の事業に取り組みました。

• クローバーセミナー（テーマ「働き続けるモチベーション」）の開催（12⽉7⽇）
• 各種学会・セミナーで講演、発表、全国の男⼥共同参画に携わる医師との情報交換。
• 医療機関の調査、冊⼦クローバー（勤務環境関係及び復職⽀援関係の2種類）の発⾏。
• 学⽣への啓発活動として、「医学⽣・研修医等をサポートするための会」開催や、1学年・4学年

への講義。
• 男⼥共同参画活動が活発な岡⼭⼤学MUSCAT事業を視察。

⼥性医師キャリア⽀援
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① 医師短時間勤務制度
「もう⼀度臨床へ⽀援事業」では、短時間勤を希望される先⽣⽅のお⼿伝いをしています。短

時間勤務を応援してくださる病院・臨床科の情報を提供したり、各病院の⼈事担当の⽅への連絡
などを⾏います。

② お留守番医師制度
かかりつけ医が訪問診療に⾏かれる間の外来業務（お留守番医師）を担っていただく制度です。

週1回から勤務でき、復職の第⼀歩として活⽤でき、各病院への連絡・調整などを⾏います。
③ メンター制度の準備

「メンター制度」は直属の上司以外の先輩医師にキャリアについて、ライフイベントについて相
談できる制度です。今年度はメンターの募集など開始準備を⾏いました。平成29年4⽉から制度の
開始を予定しています。

④ 復職相談業務
⼥性医師のキャリア⽀援について、平成29年3⽉までですでに27件のご相談を受けました。

平成28年11⽉22⽇より、男⼥共同参画活動として、「もう⼀度臨床へ⽀援事業」を県から受託し、復職⽀
援コーディネーターを配置して事業を開始しました。
取り組んだ事業内容は以下の通りです。

 もう⼀度臨床へ⽀援事業

 メンター制度
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【クローバーの活動報告】
国⽴病院機構熊本医療センター院⻑（熊本県医師会男⼥共同参画担当

理事）河野 ⽂夫 先⽣（代理︓後藤 理英⼦ 先⽣）

【素敵な先輩（メンター）になってチーム医療を活性化する】
⻑崎⼤学病院医療教育開発センター 医師育成キャリア⽀援室

副室⻑・助教 松島 加代⼦ 先⽣

【⼥性医師および全医療⼈のキャリア教育の⽅向性】
光⾵園病院副理事⻑ ⽇本医学教育学会⼥性医師キャリア教育委員⻑

⽊下 牧⼦ 先⽣

【働き続けるモチベーション】
▶事例1．熊本⼤学医学部附属病院 消化器内科 泉 和寛 先⽣
▶事例2．熊本⼤学医学部附属病院 産科婦⼈科 伊藤 史⼦ 先⽣

 平成28年度熊本県医療⼈キャリアサポートクローバーセミナー『働き続けるモチベーション』



【⼦どもたちの地域での⽣活を⽀える】
熊本再春荘病院⼩児科医 認定NPO法⼈NEXTEP 理事⻑ 島津 智之 先⽣

【専⾨とライフを活かす働き⽅】
熊本市東区役所 保健⼦ども課健康増進班 渕上 史 先⽣

【開業は医師の墓場か︖】
たまな在宅ネットワーク 代表 安成医院 院⻑ 安成 英⽂ 先⽣

【地域志向性ケアとプライマリケア－私たちのワークスタイル－】
川崎市⽴多摩病院 家庭医を対象とした⼩児フェロー 町野 亜古 先⽣

 平成28年度医学⽣・研修医などをサポートするための会『地域貢献とワークライフバランス』
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全国会議等で、熊本県⽀援機構のチラシを配布す
るなど、熊本県の状況を説明し、求⼈活動を⾏いま
した。 特に、6⽉11⽇（⼟）、12⽇（⽇）に開催
された第7回⽇本プライマリ・ケア連合学会学術⼤
会（東京都台東区）においては、県内の総合診療プ
ログラムの紹介と併せＰＲ活動や求⼈活動を実施し
ました。

 全国会議等での情報発信

ホームページに相談コーナーを設け窓⼝を設置しています。またイベントの告知やその報告なども⾏って
います。

全国会議等で熊本県出⾝医師等からの相談を受けるとともに、地域医療ゼミ等の機会に医学⽣等からの相
談に対応しました。また、県内の医療機関や⾃治体などに対しても相談対応をしました。

 熊本県地域医療⽀援機構のホームページによる情報発信・相談対応

 熊本県地域医療⽀援機構の専任医師等による相談対応

情報発信と相談対応



以下の3つのことを⽬的とし、メールマガジンの発⾏をしました。
① 熊本県内の医療関係者に対し、機構の取り組みを広く周知することで理解と協⼒を求める
② 県外在住の医療関係者に対し、熊本県内における地域医療の実情を知ってもらうことで、県内の地域

医療への参加を促す
③ 熊本県内で地域医療に携わる医師及び医療関係者に対し、取り組みの状況と今後の⽅向性を⽰すこと

で、孤⽴感の緩和とモチベーションの向上を図る

＜対象＞
• 熊本県と縁がある県外在住の医師及び医療関係者、県内の病院・医師
• 県内⾃治体（市町村）の医療担当部署、熊本県及び郡市医師会
• 熊本県医師修学資⾦貸与学⽣及び医師
• 熊本出⾝⾃治医科⼤⽣及び熊本在住の⾃治医科⼤卒医師等

 メールマガジンによる情報発信
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1 2016/3/18 医師の男女共同参画に関するアンケート結果

2 2016/4/4 新寄附講座及び熊本県医師修学資金希望者募集について

3 2016/4/16 熊本県地域医療支援機構講演会のお知らせ

4 2016/4/20 熊本市医師会保育所「メディッコクラブ」無料開放のご案内

5 2016/4/21 熊本県地域医療支援機構講演会の中止のお知らせ

6 2016/4/22 熊本市医師会保育所「メディッコクラブ」無料開放のご案内

7 2016/4/28 熊本市医師会保育所「メディッコクラブ」無料開放のご案内

8 2016/6/9 第1回在宅医療実現のための互助システム構築説明会のご案内

9 2016/6/15 地域医療の現況アンケート調査結果報告書がまとまりました。

10 2016/6/27 第7回地域医療・総合診療グランドラウンド開催のご案内

11 2016/6/29 総合診療に関する研修プログラム説明会のご案内

12 2016/9/2 平成28年度夏季学生地域医療特別実習を開催しました

13 2016/10/5 総合診療後期研修プログラム専攻医募集のお知らせ

14 2016/10/6 熊本大学総合診療指導医養成プログラムの研修希望者募集のお知らせ

15 2016/10/18 熊本県医師修学資金貸与希望者（熊大一般枠･県外枠）追加募集開始のお知らせ

16 2016/11/11 クローバーセミナー（医療人キャリアサポートセミナー）のお知らせ

17 2016/12/27 「もう一度臨床へ支援事業」開始のお知らせ

18 2017/1/30 第9回地域医療・総合診療グランドラウンド開催のお知らせ

19 2017/2/1 平成28年度熊本県地域医療支援機構講演会開催のお知らせ

平成28年3⽉から、
約500名の登録者に
対して、19回、熊本
県地域医療⽀援機構
の取り組みなどを発
信しました。▶▶

協⼒関係の構築

1. 評議委員会議の開催
地域の医療関係者の合意のもと熊本県地域医療

⽀援機構の業務を進めていくために、地域の医療
機関の代表者などで構成される評議員会議を開催
しました。

平成29年3⽉21⽇に理事会と評議委員会議
を開催しました。

① 平成28年度事業実績について
② 平成29年度事業計画について
③ メンター制度の運営について
④ 熊本県地域臨床実習⽀援制度について



4. 地域医療に従事する医師の研修受⼊について
天草市と熊本⼤学医学部附属病院との間で、天草市に所属する医師が地域医療⽀援機構業務に関わるた

めの研修制度について覚書を取り交わしました。この覚書に基づき、御所浦診療所古賀義規所⻑を熊本⼤
学客員研究員として受け⼊れました。
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3. 熊本県地域医療⽀援機構リーフレット
熊本県地域医療⽀援機構の取り組みなどについて、最新の情報を挿⼊したリーフレットを関係機関に配

布し、周知を図るとともに理解を深めました。

週1回⼤学の地域医療⽀援センターに⾜を運び、情報交換をすることで、県内の地域医療の現状や問題
点を俯瞰的にとらえ、地域に還元するよう意識してきました。

まず、家庭医マインドを伝えるべく、御所浦診療所において可能な限り医学⽣実習を受け⼊れました。

⼤学病院においては、「総合診療科」の外来診療を⽉曜⽇から⾦曜⽇まで実施し、専⾨診療科以外の受診
を⽬的とした初診患者を中⼼に診療を⾏いました。また、⼤学病院の救急外来診療、等も⼀部担当しました。
その他の学外においては、各教員が、複数の地域の医療施設にて、⾮常勤での診療⽀援活動を⾏いました。

⼤学病院 総合診療外来

学外診療⽀援

谷口 H28.4〜H29.3国保水俣市立総合医療センター（週1回）

月 火 水 木 金 救急外来

谷口 （松井） 谷口 （松井） 谷口（月3〜4回）
日勤及び夜勤

診療・診療⽀援

2. 地域医療⽀援機構担当者連絡会
熊本県医療政策課の担当者と地域医療⽀援機構の職員との連絡会を⽉1回開催し、事業の進め⽅や政策推

進について協議しました。

 客員研究員活動報告

次に、県内のいくつかの公的へき地診療所を視察しました。
上天草市湯島診療所、産⼭村診療所、⼋代市椎原診療所、五
⽊村診療所などの診療所と、⼩国公⽴病院、公⽴多良⽊病院
にも訪問させて頂きました。県内の公的診療所とそこに勤務
する医師の現状を知ることが⽬的でしたが、同時に家庭医マ
インドを持った医師による緩やかなグループ診療の可能性を
探る意味もありました。

また、県と⼤学が主導するテレビ会議システムを御所浦診
療所にも平成29年3⽉末に導⼊予定です。
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【熊本県地域医療⽀援機構3年間の活動報告】
熊本⼤学医学部附属病院地域医療⽀援センターセンター⻑ 松井邦彦先⽣
【熊本県におけるプライマリ・ケアの展開】
⽇本プライマリ・ケア連合学会熊本県⽀部⽀部⻑ 緒⽅俊⼀郎先⽣
【福島県における家庭医・総合診療専⾨医の育成】
福島県⽴医科⼤学医学部地域・家庭医療学講座主任教授 葛⻄⿓樹先⽣
【プライマリ・ケアの必要性︓患者の視点から】
⼀橋⼤学国際・公共政策⼤学院教授 井伊雅⼦先⽣

 平成28年度熊本県地域医療⽀援機構講演会『熊本県のこれからの地域医療の⽅向性を⾒据える』

松井邦彦先⽣からは、熊本県地域医療⽀援機構の発⾜から3年を経過するに当た
り、これまでの活動を振り返り、今後の取組みの⽅向性を⽰していただきました。

⽇本プライマリ・ケア連合学会熊本県⽀部⽀部⻑ 緒⽅俊⼀郎先⽣から、熊本に
おけるプライマリ・ケア研究会の歴史を振り返り、今後も熊本でのプライマリ・
ケアの推進に向けて、⼒強いメッセージをいただきました。

⼀橋⼤学国際・公共政策⼤学院教授 井伊雅⼦先⽣からは、医療経済学者の⽴場
から、医療費や⾃⾝のレセプト研究で得た知⾒や医療者ではないといった視点を
もとにプライマリ・ケアの必要性についてお話をいただき、医療分野からだけで
なく、社会全体から質の⾼いプライマリ・ケアが求められていることが理解でき
ました。

福島県⽴医科⼤学医学部地域・家庭医療学講座主任教授 葛⻄⿓樹先⽣から、
⻑年の海外における活動や交流や福島県での取り組みなど実例を交えながら、こ
れからの社会で必要とされている家庭医療・総合診療専⾨医の育成の重要性につ
いてお話をいただき、熊本での取り組みに⼤いに参考となりました。

最後に機構理事の⼩野先⽣から、今後も⼤学、⾏政、医療機関など関係者が連
携して地域医療の推進に取り組むことが⼤事であるとの閉会挨拶があり、盛況の
うちに終了しました。

熊本地震により医療提供体制に
おいて⼤きな課題がある中で、平
成29年3⽉4⽇に熊本⼤学臨床医
学教育研究センター奥窪記念ホー
ルにおいて、『熊本県のこれから
の地域医療の⽅向性を⾒据える』
をテーマに熊本県地域医療⽀援機
構講演会を開催しました。

講演会

平成29年3⽉10⽇
熊本⽇⽇新聞より



1 . 活 動 概 要 2 . 年 間 活 動 実 績

「地域医療・総合診療実践学寄附講座」は、前年
度末に活動を終了した「地域医療システム学寄附講
座」の後継として平成28年4⽉1⽇に設置されました。
当講座は、これまでの医師循環システムに関する調
査研究や地域医療実習教育に関する調査研究等の成
果を踏まえ、「医学⽣や若⼿医師への卒前からの⼀
貫した地域医療教育」「総合診療医の育成」「地域
医療実践教育拠点の運営」など、地域医療を志す医
師の養成を⽬指して、より実践的な取り組みを進め
ることを⽬的としています。

なお、熊本地震の影響で、⼤学病院の施設もダメ
ージを負い、学⽣の⼀部には、⾃宅が損壊した者も
いたため、授業が１週間中断されました。また、甚
⼤な被害を被った益城町及び熊本県医師会からの要
請に基づき、5⽉から7⽉に掛けて、当講座の教員全
員で、益城町の医療⽀援を⾏いました。

① 調査・研究
② 教育活動

• 卒前教育（カリキュラム外教育）
• 卒前教育（カリキュラム内教育）
• 卒後教育

③ 地域医療⽀援（診療⽀援）
④ 講演会

月 日 行事

5
26 地域医療ゼミ

27 第４タームクリクラ振り返り会

6
5

卒後臨床研修プログラム説明会

基幹型新専門研修プログラム説明会

17 第５タームクリクラ振り返り会

7

5 第7回地域医療・総合診療グランドラウ
ンド

6 研修医セミナー

8
第６タームクリクラ振り返り会

第1回総合診療専門研修特任指導医講習
会

9-10 プログラム説明会

22
第３タームクリクラ振り返り会

第8回地域医療・総合診療グランドラウ
ンド（地域医療ゼミ）

8
8 夏季地域医療特別実習挨拶巡り

17-19 夏季地域医療特別実習

9
16 第７タームクリクラ振り返り会

29 地域医療ゼミ

10 27 地域医療ゼミ

11
16 早期臨床体験実習Ⅲ受け入れ施設説明会

24 地域医療ゼミ

12
2 クリクラ説明会（１・２ターム）

8 地域医療ゼミ

1 18 医学生・研修医をサポートする会（地域
医療ゼミ）

2 17 第9回地域医療・総合診療グランドラウ
ンド

3

3 クリクラ説明会（３〜７ターム）

4 熊本県地域医療支援機構講演会

23 地域医療ゼミ

【主な内容】

18

地域医療・総合診療実践学寄附講座



3 . 活 動 報 告
調査研究

今年度から新カリキュラムとして、熊本⼤学医学部医学科3学年に対する地域医療実習（早期臨床体験実習
Ⅲ）を12⽉5⽇〜9⽇に実施しました。それに先⽴ち、11⽉16⽇・22⽇に受⼊れ施設に対する指導医説明会
を実施しました。また、平成30年度に必修化（現在は選択制）される5・6年次学⽣に対する地域医療実習
（特別臨床実習）の実施に向けて、受⼊れ施設を13施設に増⼤させるとともに、実習内容の質の向上を図る
ため、1⽉14⽇に各施設の指導医を集めて、ワークショップを開催しました。

新専⾨医制度が平成30年度実施に延期されたため、県内医療施設との連携を進めるとともに、⽇本プライ
マリケア連合学会や⽀部会、或は他⼤学等のシンポジウム等において「熊本⼤学総合診療専⾨医プログラ
ム」の周知・広報を⾏いました。また、地域医療･総合診療実践学寄附講座のHPをリニューアルして、広く
情報発信に努めました。

なお、これまでの⽇本プライマリケア連合学会認定の後期研修プログラム（ver2）についても、⾒直しを
進めました。

熊本県地域医療⽀援機構の活動報告内
P.9をご参照ください。

⽟名教育拠点においては、拠点設置後、教育・診療の活動実績が着実に伸びているだけでなく、⽟名地域
の医療の活性化に⼤きく貢献していることが確認されました。このことから、他の2次医療圏における第2の
教育拠点造りを⽬指して、同様の成果が期待される地域・施設について、次年度以降検討を進めることとし
ています。

 地域医療実習教育に関する調査研究

 総合診療専⾨医普及に関する調査研究

 医療機関の勤務環境に関する調査研究

 教育拠点に関する調査研究

教育活動

地域医療システム学寄附講座を設置以来、これまでも医学科カリキュラムの実施に協⼒してきましたが、
今年度から、地域医療･総合診療実践学寄附講座として、医学科⻑からの正式な依頼に基づき、以下の実習お
よび講義を⾏いました。なお、熊本県地域医療⽀援センターへの依頼があった講義も⼀緒に記載しています。

１年⽣
• 早期臨床体験実習Ⅰ
• 医学概論

２年⽣
• 早期臨床体験実習Ⅱ
• 医学英語

３年⽣
• 早期臨床体験実習Ⅲ
• 公衆衛⽣学

４年⽣
• 医療と社会Ⅰ
• 総合診療学
• 臨床実習⼊⾨
• チュートリアル

５年⽣
• 特別臨床実習

６年⽣
• 特別臨床実習 19



日時 12月5日（月） 12月6日（火） 12月7日（水） 12月8日（木） 12月9日（金）

午前 導入・
オリエンテーション 実習 実習 実習 実習・挨拶

（移動）

午後 （移動）
挨拶・実習 実習 実習 実習 振り返り・グループ

発表

 早期臨床体験実習Ⅲ 担当教員︓松井

早期臨床体験実習Ⅲは、３学年を対象とし、新カリキュラムにおける３年間にわたる早期臨床体験実習の
総仕上げに当たるものであり、また、上位学年で実施される臨床実習への基礎⼊⾨編に位置付けられています。

実習初年度の今年度は、12⽉5⽇〜9⽇の5⽇間に渡り、県内の80医療機関の協⼒を得て、3年⽣108⼈が
実習を⾏いました。初⽇の午前に導⼊とオリエンテーションを、また最終⽇の午後から振り返りとグループ
発表を⼤学内において実施しました。

実習受⼊に当たっては、11⽉16⽇及び22⽇の両⽇に分けて、実習受⼊施設の指導医及び担当事務64名を
集め、指導医講習会を開催して実習の指導徹底を図りました。

 早期臨床体験実習Ⅰ 担当教員︓松井

早期臨床体験実習は医学科学⽣を早期から実習に触れさせることを⽬的として、２年前に改正された新カ
リキュラムに基づき、必修科⽬としてⅠ〜Ⅲで構成されています。

早期臨床体験実習Ⅰは1学年を対象とし、従来から実施していた「早期社会体験実習」の名称を変え、3回
⽬の実施となった今年度は9⽉12⽇〜16⽇の5⽇間に渡り実施しました。初⽇の午前に⼤学において導⼊・オ
リエンテ―ションを実施し、その後県内の19施設（⼼⾝障害児（者）施設、慢性疾患療養施設、⽼⼈保健施
設、特別養護⽼⼈ホーム等）で1年⽣106⼈が実習を⾏いました。

また、振り返り発表会が9⽉27⽇と10⽉4⽇の両⽇に分けて⾏なわれ、当講座教員がオリエンテーション〜
実習〜振り返り発表会までのサポートを⾏いました。
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 早期臨床体験実習Ⅱ

早期臨床体験実習Ⅱは２学年を対象とし、今年度で２回⽬の実施となりました。実習先が熊本⼤学医学部
附属病院に限定されているため、企画には携わりましたが、医学教育センターが主体で⾏われました。

早期臨床体験実習Ⅰ 開講年次 1年生

授業の概要
準備学習を行い、心身障害児(者)施設、慢性疾患療養施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、療養型
病院、等の医療･介護･福祉の現場でグループに分かれて見学･体験実習を行う。実習先のスタッフの指導・
評価を受ける。実習後は、個人及びグループで振り返りを行い、口頭での発表と資料提出を行う。

1 2016/9/12 オリエンテーション オリエンテーションとスモールグループディスカッション

2-5 2016/9/13-
9/16 実習 実習初日から最終日まで、実習先にてあらかじめ設定されたス

ケジュールで実習を行う。

6-7 2016/9/27-
10/4 発表 実習の報告を口頭での発表と資料提出で行う。

早期臨床体験実習Ⅲ スケジュール



 特別臨床実習（クリニカルクラークシップ）

実習受入先

ターム

計2016
7/11-7/22

2016
5/9-5/27

2016
5/30-6/17

2016
6/20-7/8

2016
8/29-9/16

2017
1/23-2/20

2017
2/13-3/3

3 4 5 6 7 1 2

小国公立病院 1 1

阿蘇医療センター 1 1

そよう病院 1 1 1 3

荒尾市⺠病院 1 1

公立玉名中央病院 2 4 3 3 1 3 2 18

⼭⿅市⺠医療センター 0

菊池郡市医師会立病院 1 1

人吉医療センター 1 1 1 1 1 1 6

公立多良木病院 1 1 1 1 4

水俣市立総合医療センター 1 1 1 1 4

上天草総合病院 1 1 1 3

御所浦診療所 1 1 1 3

天草地域医療センター 1 1 1 1 4

合計 8 11 8 6 5 5 6 49

5学年末から6学年の秋までの全7ターム（1タームは3週間）で実施される特別臨床実習において、当講座
は、平成26年度から地域医療を提供しています。今年度は、県内の13医療機関の協⼒を得て、49⼈の学⽣に
対し、地域医療実習を提供しました。

なお、⼩国公⽴病院及び阿蘇医療センターについては、熊本地震の影響で、公共交通機関が確保できない
ため中⽌となりました。また、平成30年度から地域医療実習が必修化されることを⾒越し、5学年を対象と
する第1タームから、新たに荒尾市⺠病院、⼭⿅市⺠医療センター及び菊池郡市医師会⽴病院が実習受⼊先に
加わりました。
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特別臨床実習 開講年次 6年生

授業の概要
1ターム3週間、各診療科に配属され、診療参加型の臨床実習を行う。合計7ターム、21週間で、診療科
配属は学生の希望をもとに調整する。

特別臨床実習
（クリニカル・クラークシップ）

診療チームの一員として、病棟、外来、検査室、手術室等での患者診療に参
加する。実習内容は各実習先から提示される。

※第3タームは2016/4/11〜4/28の予定でしたが、地震により中⽌となり、改めて7/11〜7/22に⾏われました。



 その他講義における担当
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医学英語 開講年次 2年生

授業の概要
Moodleとインターネットを使って、様々なサイトから必要としている情報を集める術を学び、医学英語に親しみ、習
熟する術を学ぶ。

2016/12/14
19章：腫瘍医学
（小⼭）

指定教科書の該当部分及び関連した英語総説、症例記録などを提示、学生各自が読み
（あるいは輪読し）、日本語翻訳あるいは英語感想文を作成する。

2016/12/21
19章：腫瘍医学
（髙栁）

指定教科書の該当部分、英語の症例記録等を各自で読み、日本語翻訳を作成する。場合
によっては、医師役と患者役でシナリオを用意し、英語でロールプレイ。あるいは英語
での医療面接の視聴覚教材を視聴し、その症例についての病歴を日本語にて作成する。

医学概論 開講年次 1年生

授業の概要 担当教官は講義を行う。受講生は授業の最後にコメントシートを提出する。各自、復習や自己学習を積極的に行う。

2016/6/27
コミュニケーション
（谷口）

一般的な意義、理論、技法、等を概説。ロールプレイでコミュニケーションの体験。コ
ミュニケーションの持つ意味を議論し、コミュニケーション能力を向上させる方法を検
討し合う。

2016/7/4
プロフェッショナリズ
ム・医師道とは
（谷口）

医師にとってのプロフェッショナリズムとは何かを考察する。教員による概説の後、映
像を視聴し、その後のグループディスカッションなどで更に議論し深める。

2016/7/11
男女共同参画
（後藤）

医師という職業の中で男女共同の仕事としてどの様な問題が存在するか議論。一般的な
現状・問題、考え方、近年の動向、等を概説。これからどの様な活動や考えを深めてい
くか検討。

2016/7/25
喫煙と社会
（谷口）

喫煙に関して現時点でどの様に考えているかを述べ、それぞれが、他者とどの様に同じ
でどの様に異なるのか議論する。それぞれが概説を元に考察し、今後喫煙問題にどの様
に関わっていくべきかの考えを述べる。

医療と社会Ｉ 開講年次 4年生

授業の概要
社会医学の実践に携わっている専門家によるオムニバス形式の講義を行う。具体的には、農的暮らしと循環・共生社
会、水俣病の今、日本の医療政策等。

2016/7/5

地域保健活動（１）医師
における男女共同参画と
ワークライフバランス
（後藤）

全国および地域における医師の男女比の変遷や男女共同参画の流れ等について学び、社
会および医療従事者のワークライフバランスについて認識し考察を行う事を通して、社
会の多様性への理解を深め、将来の医師としてのプロフェッショナリズムを形成する一
助とする。
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臨床実習入門 開講年次 4年生

授業の概要

3週間の短期集中コースとして構成。 第１週は、全体での授業。共用試験実施機構が定めた、OSCEの学習・評価項目
に加え、クリニカルクラークシップに必要な、熊本大学で独自に加えた項目について学習。 第２〜３週は、共用試験
OSCEの学習・評価項目に沿って、特に実技を主とした学習と、第１週に引き続き、熊本大学でのクリニカルクラーク
シップに必要な項目についても学習する。第４週は、２日間にわたる病棟での看護実習が実施される。 このコースの
学習内容は、診療参加型臨床実習に必要な基本的事項に絞ってある。授業の内容は、単に座学だけではなくさまざまな
方法で実施される。さらに、学生同士でのロールプレイや、ボランティアの模擬患者さんによる実習も計画されている。

2016/11/28〜
12/13

臨床実習入門
（谷口、髙栁、前田）

第１週は、全体での授業。共用試験実施機構が定めた、OSCEの学習・評価項目に加え、
クリニカルクラークシップに必要な、熊本大学で独自に加えた項目についても学習する。

第２〜３週は、共用試験OSCEの学習・評価項目に沿って、特に実技を主とした学習と、
第１週に引き続き、熊本大学でのクリニカルクラークシップに必要な項目についても学
習する。

また、第４週は、２日間にわたり病棟での看護実習を実施する。

総合診療学 4年生 授業回数

授業の目的
総合診療学の「臨床入門」の授業の一般学習目標GIO(General Instruction Objective);診療参加型臨床実習を円滑で、
実践的に行えるために、臨床での、基本的な態度・習慣、学習方法や知識、技能（基本的臨床能力）を体験し、臨床で
の学習の動機付けとする。

2016/4/8
医療のプロセスと医療面
接総論（谷口）

医療のプロセスと医療面接の総論について講義、教材視聴、ロールプレイ等を行う。

2016/4/20
医療面接各論１（谷口）

模擬患者（SP）さんと医療面接の実技を一部の学生が行い、全員で振り返りを行う。
医療面接各論２（谷口）

2016/5/13 身体診察概論（松井） 身体診察の概略と手技に関して。

2016/5/20 臨床推論概論（松井） 臨床推論の考え方の概説を行う。

2016/5/27 臨床推論演習１（髙栁）

模擬の臨床ケーススタディをグループ単位で行う。
2016/6/3 臨床推論演習２（小⼭）

2016/6/10 臨床推論演習３（前田）

2016/6/17 臨床推論演習４（田宮）

2016/6/24 総合診療概論（松井） 総合診療が求められるものとは？

チュートリアル実習 開講年次 4年生

授業の概要

配布されたシナリオから、キーとなる事柄を列挙し、それらから考えられる様々な問題点をグループでのディスカッ
ションにより抽出し、問題点の背景や成因について仮説を立て、その仮説を検証するためには何が必要かなどを話し
合い、 それに沿って、各自が参考書、文献、インターネット等を駆使して自己学習を行う。さらに、課題に関連した
講義や実習を受ける。
次のグループ学習の時間に、各自が学習してきた事柄をグループのメンバーに発表・説明し、他のメンバーの内容と
付き合わせてディスカッションする。課題のまとめとして、反省・評価を行い、自己や他のメンバーならびにチュー
ターの活動状況・貢献度などに対して、自己および相互に反省・評価を行う。 最後は、全体発表を行う。発表内容は、
取り組む課題（目標）、取り組みの過程と結果をプロダクトとして発表する。

2017/1/23〜
1/27

第一週チュートリアル
（前田）

課題（シナリオ）に沿って問題抽出、自己学習、グループ発表、全体発表を行う。また
課題に関連した講義・実習を受講する。



診療

⼤学病院においては、「総合診療科」の外来診療を⽉曜⽇から⾦曜⽇まで実施し、専⾨診療科以外の受診
を⽬的とした初診患者を中⼼に診療を⾏いました。また、⼤学病院の救急外来診療等も担当しました。
⽟名教育拠点にては、「総合診療科」の外来および病棟診療を⾏いました。また同院の救急診療にも携わり
ました。（詳細はP.16をご参照ください。）

その他の熊本県内の医師が不⾜している病院に対し、県からの要請に基づき、診療⽀援活動を⾏いました。

月 火 水 木 金
（谷口） 松井 前田 前田 松井

髙栁 小⼭ （谷口） 髙栁

松井 公立小国病院（2016年4月）、益城町での支援（地震発生後）

髙栁 そよう病院、公立玉名中央病院

前田 上天草総合病院、水俣市立総合医療センター

講演会

平成28年7⽉5⽇第7回地域医療・総合診療グランドラウンド『夢を実現しよう︕セルフコーチングのすす
め』を開催しました。

講師︓秋⽥⼤学 総合地域医療推進学講座寄附講座 准教授 蓮沼 直⼦先⽣

 第7回地域医療・総合診療グランドラウンド『夢を実現しよう︕セルフコーチングのすすめ』

⼤学病院 総合診療外来

学外診療⽀援
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平成29年2⽉17⽇第9回地域医療・総合診療グランドラウンド『熊本県のへき地医療を考える』を開催いた
しました。

講演①【熊本のDr.コトー診療所
ー離島の現実とそこから考える地域医療ー】
上天草市⽴湯島へき地診療所所⻑ 國友耕太郎先⽣

平成28年7⽉22⽇第8回地域医療・総合診療
グランドラウンド『災害で、知っておくべき
⼼理的応急処置（PFA）』を開催しました。

講師︓
東北⼤学地域ケアシステム看護学講座 講師
原⽥ 奈穂⼦先⽣

 第8回地域医療・総合診療グランドラウンド『災害で知っておくべき⼼理的応急処置（PFA)』

 第9回地域医療・総合診療グランドラウンド『熊本県のへき地医療を考える』

講演②【卒後5年⽬のへき地医療】
⼭都町包括医療センターそよう病院 総合内科
下村 茉希先⽣

③ワールドカフェ
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翌23⽇に熊本⼤学臨床医学教育研究セン
ターで、Psychological First Aid (PFA)の1⽇
研修会を開催しました。参加者は研修会を
通して、WHOの定めた全ての⽀援者が⾝に
つけておくべき⼼理社会的⽀援の⼼構えと
対応⽅法について正しい知識を得ることが
できました 。

PFA講習会



4. 後期研修プログラム

当プログラムは、2015年4⽉から、⼤学病院として⽇本プライ
マリ・ケア連合学会認定の家庭医療専⾨医後期研修プログラム
（Ver.2）として開始し、今後導⼊予定とされる「総合診療専⾨
医制度」に対応することを⽬指しています。当プログラムは、熊
本⼤学が提供するプログラムですが、熊本県内の多数の公的医療
機関が参加協⼒した“オールくまもと”の研修体制が特徴です。

中でも、地域の中核病院である公⽴⽟名中央病院には、当講座
の教員を常駐させた教育拠点を2015年に設置しました。教育拠
点においては、卒前から卒後にいたるまで⼀貫した教育の指導体
制の確⽴へ向け、充実を図ってきました。専攻医は、臨床や研究
の指導を受ける傍ら、実習や研修を受けるためにやって来る医学
⽣や臨床研修医等の後輩を指導することで⾃⾝の学びを深めるこ
とができる屋根⽡式の教育を実践しています。

 家庭医・総合診療医とは

多くの⼈が健康上の不安や課題、特性
をいくつも抱えながら⽣きるこの時代、
患者を３６０度診られる、幅広い知識
と視野が必要です。ひとつの臓器にと
どまらず、それぞれが影響する関係や
原因を推論できる⾼い診断⼒と、他の
診療科との連携を⾒極める⼒が求めら
れます。

病い（やまい）には、背景があります。
家族の関係性や職場の環境など、病い
の根っこにアプローチする医療が求め
られています。患者個⼈の治療はもち
ろん、その⽣活を⽀える家族もまるご
とケア。良き伴⾛者として、医療・福
祉専⾨職だけでなく、学校・職場とも
連携し、患者の暮らし⽅に合わせコー
ディネートします。

慢性疾患を抱えながら⼀⽣を終える⼈
が6割とも⾔われる今、病いや障がい
とともに⽣き抜く時代がきています。
医療の守備範囲は、保健や福祉、介護
にとどまらず、住宅環境や働き⽅、町
全体の⾏政計画にまで広がっています。
そこで求められるのが、住⺠の医療ニ
ーズを把握し、それを地域に反映する
⼒。町全体を俯瞰する視点をもって、
病気の予防に働きかけたり、社会や⼈
との関わりを紡ぐ医師に期待が⾼まっ
ています。

 将来、診療所〜中規模病院での開業を含めたキャリアを考え
ていて、軽症から重症まで様々な問題を抱えた患者の診療を
⾏う臨床能⼒を⾝につけたい。

 中〜⼤規模病院の病院総合医として、併存疾患の多い患者の
主治医機能を担い、頻度の⾼い⼀般的なベッドサイドの⼿技
を実施でき、診断困難事例への対応ができるようになりたい。

 グループホーム、⽼健施設、特別養護⽼⼈ホームなどの施設
⼊居者の⽇常的な健康管理ができ、施設⼊居者の急性期の対
応と⼊院適応の判断を、⼊院施設と連携して⾏うことができ
るようになりたい。

 地域連携を活かした退院⽀援や、緩和ケア（在宅を含む）、
リハビリ、在宅診療などに興味がある。

 現在、すでに医師として⼗分経験があるが、開業前にトレー
ニングを⾏いたい／現在、休職中であるが、復職の場として
この領域に興味がある。

 診療の場で⽣じた疑問について、EBM⼿法を利⽤して解決で
き、次の学びや実践の課題を設定し、学び続けることができ
る医師になりたい。

 アカデミックな⾯も経験を積みながら、将来、⼤学院や海外
留学などに進んでみたい。

 プログラムの対象者

「⽇本プライマリ・ケア連合学会 総合
診療医紹介ビデオ」より
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熊 本 ⼤ 学 地 域 医 療 ⽀ 援 ・ 総 合 診 療 後 期 研 修 プ ロ グ ラ ム
（Residency program for Community, Family and General Medicine of the Kumamoto University Hospital）



 研修施設⼀覧（平成28年度時点）

1 くまもと森都総合病院 15 天草市⽴河浦病院

2 熊本⾚⼗字病院 16 天草市⽴御所浦診療所

3 熊本⼤学医学部附属病院 17 天草市⽴栖本病院

4 国⽴病院機構熊本医療センター 18 天草地域医療センター

5 沢⽥内科医院 19 天草中央総合病院

6 慈恵病院 20 上天草市⽴上天草総合病院

7 熊本総合病院 21 上天草市⽴湯島へき地診療所

8 ⼋代市⽴病院 22 国⺠健康保険天草市⽴新和病院

9 ⼋代市⽴椎原診療所 23 ⼭⿅市⺠医療センター

10 ⼈吉医療センター 24 阿蘇医療センター

11 球磨郡公⽴多良⽊病院 25 産⼭村診療所

12 公⽴⽟名中央病院 26 ⼩国公⽴病院

13 安成医院 27 ⼭都町包括医療センターそよう病院

14 国保⽔俣市⽴総合医療センター

27



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1
年
目

熊本大学医学部
附属病院

総合診療科

公立玉名中央病院

総合診療科

2
年
目

公立玉名中央病院

糖尿病内分泌科

公立
玉名
中央
病院

麻酔科

公立玉名中央病院

循環器内科

慈恵病院

小児科

3
年
目

安成医院 沢田内科医院

公立
玉名
中央
病院

皮膚科

公立玉名
中央病院

整形外科

国立病院機構
熊本医療センター

救急科

総合診療研修・必修領域研修機関⼀覧

総合診療Ⅰ
小国公立病院 ⼭都町包括医療センターそよう病院 産⼭村診療所
澤田内科医院 安成医院 御所浦診療所

総合診療Ⅱ
熊本大学医学部附属病院 熊本赤十字病院 人吉医療センター
公立玉名中央病院 上天草市立総合病院

内科
人吉医療センター くまもと森都総合病院 熊本市⺠病院
熊本総合病院 熊本大学医学部附属病院（神経内科） 熊本大学医学部附属病院（循環器）
公立玉名中央病院 天草郡市医師会立天草地域医療センター

小児科 人吉医療センター 公立玉名中央病院 慈恵病院

救急科
熊本大学医学部附属病院 人吉総合病院 熊本市⺠病院
公立玉名中央病院 国立病院機構 熊本医療センター

総合診療研修
総合診療Ⅰ（診療所・中小病院） 6ヶ月以上 合計

18ヶ月
以上同号診療Ⅱ（病院総合診療部門） 6ヶ月以上

領域別研修
（必修）

内科 6ヶ月以上

小児科 3ヶ月以上

救急科 3ヶ月以上

選択科研修 総合診療、皮膚科、整形外科、精神科、etc… 6ヶ月

プログラム期間は原則として3年間で、総合診療専⾨研修、必修の領域別研修、その他の領域別研修で構成
されます。その他の領域別研修は⾃分のキャリアに合わせて⾃由に調整可能です。

うち１ヶ月は選択科研修期間

 研修プログラム
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2016年4⽉から熊本⼤学医学部附属病院の地域医療・総合診療実践学寄附講座の後期研修プログラムに
参加しています。2016年5⽉からは、総合診療IIに相当する期間として、⽟名市にある公⽴⽟名中央病院
で研修を⾏いました。総合診療科に所属し、⼀般外来、救急外来、⼊院病棟を担当させていただきました。
様々な症例に関して、初療から退院までをマネージメントするトレーニングを積むことが出来ました。ま
た、週1回は⽟名郡⽟東町にある、安成医院で訪問診療や往診を担当させていただきました。継続的に患
者さんと関わり、問題が起きた場合には⽟名中央病院での⼊院に繋げ、退院後には再び訪問診療を⾏った
症例もありました。その中で御家族やケアマネージャーさん、訪問看護師さん等とのカンファレンスを開
き、患者さん本⼈も含めて、症例に関わる全ての⼈々とコミュニケーションをとることの重要性や難しさ
を実感しました。このように、⼊院前から退院後まで、患者さんの全てのフェーズに関わり、⼊院中だけ
ではなく、患者さんの普段の⽣活背景にも⽬を向けた医療を経験することが出来ました。総合診療医を志
す私にとっては、⼤変貴重な機会であったと感じています。（専攻医1年⽬ ⽥中 顕道）

平成28年度は家庭医療専⾨医後期研修の⼀環で、公⽴⽟名中央病院総合診療科で⼀般外来、病棟業務、
救急外来での業務に従事しました。その中で初期研修時代の2年間との⼀番⼤きな違いは、主治医として
業務を⾏ったということです。主治医として業務を⾏うということは、初診から終診まで診療に携わると
いうことであり、病状、治療、退院後の⽅針まで⾃分で決定し説明を⾏わなければならなりません。もし
患者側の期待に応えられない場合は緊迫した場⾯になり、相⼿を失望させてしまうこともありますが、患
者側から⼼からの感謝の気持ちをいただく場合もあります。⽇常業務は多忙であり疲弊していることもあ
りましたが、治療に成功した時や、患者や家族からの感謝の気持ちを受け取った時の感動を味わえること
で、モチベーションを⾼く保ち続けることができました。これは主治医になったからこそできた経験であ
り、初期研修を終えたばかりの状態でそんな責任ある⽴場を務めることは上司のバックアップなしでは考
えられません。今後プライマリケア医を志す⾃分にとって、この1年間の経験は今後の医師⼈⽣の中で⼤
きな意味を占めることになるはずであり、このような経験をさせていただいた上司には⼼から感謝してい
ます。そして、後輩たちが同じような感動を経験できるよう今後は⾃分がバックアップしていきたいです。
（専攻医1年⽬ 中村 孝典）

熊本県公⽴⽟名中央病院にて後期研修をさせていただいております専攻医2年⽬の楯と申します。本年
度は内科選択科⽬として糖尿病内分泌科、循環器内科、選択科として初期研修でローテートできなかった
⿇酔科、また必修科として⼩児科を同院にて研修しました。糖尿病内分泌科では、⽣活習慣病を中⼼とし
た慢性疾患の外来管理の他に、糖尿病精査及び教育⽬的を中⼼とした⼊院を受け持ち、循環器内科では、
⼼不全、不整脈、虚⾎性⼼疾患の急性期対応と⼊院管理が主体でした。いずれの科でも将来医療資源の限
られた診療所で必要とされる超⾳波⼿技も検査技師の指導のもと習得できました。⿇酔科では鎮静鎮痛薬
の使い⽅や気道確保⼿技の習得をし、⼩児科では、頻度の⾼い疾患の救急対応から慢性期の外来管理まで
数多くの症例を経験させていただきました。このように、本年度の研修内容は、将来⼀般内科開業医を⽬
指す私としては、⾮常に効率のよい研修であったと感じています。（専攻医2年⽬ 楯 直晃）
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1. 指導医養成基盤研修（3年ほど）
• 総合診療研修施設（病院総合医・家庭医）で

の指導医研修
• 1年程度の⼤学教員（医員待遇）研修

2. ⾃由選択制研修（2年ほど）
• 個別のニーズに合わせて選択式の研修
• Special Interest研修

例）各種専⾨研修、開業・開業準備、留学等
各専⾨研修には、例えば、救急や緩和医療、
在宅医療、などを準備しています。

臨床能力

• 理論の実践と深化
• 包括的診療能力の向上
• ニーズに応じた経験

教育能力

• 教育理論の実践
• カリキュラムの作成

管理・運営

• 診療科の管理・運営
• 専攻医研修プログラ

ムの管理・運営

研究

• 研究プロトコルの立案
• 研究論文執筆

5. 指導医養成プログラム

このプログラムは、熊本⼤学が提供する独⾃の指導医養成プログラムになります。⼤学という教育・研究
機関が提供するプログラムである特⾊を活かして、個別のニーズに合わせて総合診療・家庭医療の臨床経験
だけでなくアカデミックなキャリアも積むことができることが特徴です。内容は専⾨医を取得してから最初
の専⾨医更新までの5年間の教育に特化しており、主に卒後5年⽬から卒後12年⽬の若⼿医師を対象にしたプ
ログラムです。更には、医学⽣から専攻医までの様々な世代への教育の経験ができ、連携機関も県内多数に
存在するため、多彩な診療能⼒をニーズに応じて学ぶことができます。
また、指導医の資格を取得後の様々なキャリアに即し、特にSpecial Interestを深められるように⾃由選択性
の研修を2年ほど取り⼊れています。Special Interestの領域については、各⼈の興味のある分野をさらに伸
ばせるよう熊本県内の医療機関で研修が開始できるように熊本⼤学が全⾯的にバックアップしていきます。

熊 本 ⼤ 学 総 合 診 療 指 導 医 養 成 プ ロ グ ラ ム
（Kumamoto University Faculty Development Program for Community, Family and General Medicine: KFD-CFG）

 ⼀般⽬標

1. 専⾨医機構における総合診療研修の指導医条件に該当する、または平成30年度から該当となる予定の⽅
2. 卒後5年⽬〜卒後12年⽬の⽅

※参考︓平成29年度時点における専⾨医機構における総合診療指導医要件は以下の通りです
１．⽇本プライマリ･ケア連合学会認定のプライマリ・ケア認定医、及び家庭医療専⾨医
２．全⾃病協･国診協認定の地域包括医療･ケア認定医
３．⽇本病院総合診療医学会認定医
４．⼤学病院または初期臨床研修病院にて総合診療部⾨に所属し総合診療を⾏う医師（卒後の臨床経験7年以上）
５．４．の病院に協⼒して地域において総合診療を実践している医師（卒後の臨床経験7年以上）
６．都道府県医師会ないし郡市区医師会から≪総合診療専⾨医専⾨研修カリキュラムに⽰される｢到達⽬標︓総合診療専

⾨医の6つのコアコンピテンシー｣について地域で実践してきた医師≫として推薦された医師（卒後臨床経験7年以上）

 プログラムの対象者

 研修期間（5年間）
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指導医養成プログラムでは、世界⽔準の質の⾼い指導医を１つのゴールとして、総合診療の指導医習得お
よび、家庭医・病院総合医としてのBrushUP，Special Interestの選択（専⾨医機構の今後の動向に合わせ検
討）など、有意義な経験を積んでいただければと思っています。もちろん、指導医になることがゴールでは
なく、指導医習得後も更なるキャリア形成の機会を提供したく思っています。具体的には、指導医として地
域医療従事、国内外の留学、⼤学院への進学、⼤学教員、開業（新規・継承）などがあると考えています。

また、このプログラムは、県の医師就学⾦貸与制度や⾃治医⼤の卒後研修など、9年間の義務年限がある
⽅々にとっても義務の研修を実施しながら、キャリア形成が可能で、義務終了後の次のキャリアにも結びつ
けることができる研修であるのも特徴です。

2年間 3年間 5年間 継続的

初期研修 専⾨研修 指導医研修 独⽴

総合診療
専⾨医

総合診療
指導医

義務年限（9年間）

（⾃治医科⼤学⽣/熊本県医師修学資⾦貸与⽣）

 開業
 病院スタッフ
 ⼤学教員
 他の研修
etc…

第１季 第２季 第3季 第4季

1年⽬
病院総合診療

病院総合診療 病院総合診療 病院総合診療
専⾨医試験受験

2年⽬ 病院総合診療 病院総合診療 病院総合診療 病院総合診療

3年⽬ Special Interest1 Special Interest1
Special Interest1

Special Interest1
臨床研修指導医講習会

4年⽬ 家庭医療 家庭医療 ⼤学
（研究、教育業務も）

⼤学
（研究、教育業務も）

5年⽬ Special Interest2 Special Interest2
Special Interest2

Special Interest2
総合診療指導医講習会

 研修後のキャリアについて
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2 . 年 間 活 動 実 績
月 日 行事

4 2 第6回 九州地域医療研究会

5

6

11-
12 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会

6/23
〜8/4

モーニングレクチャーシリーズ
｢感染症｣

16 玉名 クリクラ発表会

7
7

玉東町の子育て支援講座

玉名 クリクラ発表会

21 玉名 クリクラ発表会

8

6-7 PIPC熊本セミナー

13 玉名在宅ネットワーク共催
「バイタル教室」

27 第27回⻄部商店街「ザ・夜市」
公立玉名中央病院／健康チェックブース

9

6 玉名在宅ネットワーク共催
「バイタル教室」

20 専攻医主催 レクチャー
「心不全」

10

16 INARS玉名

22 公立玉名中央病院 第12回院内学会

29 第４回有明地区合同
研修医カンファレンス

11

18 玉名郡市薬剤師会勉強会

22 専攻医主催 レクチャー
「糖尿病」

12 28 専攻医主催 レクチャー
「頭痛」

1 27 専攻医主催 レクチャー
「小児プライマリ・ケア」

2

3

1 . 活 動 概 要

⽟名教育拠点は2015年４⽉、公⽴⽟名中央病院に
地域医療の⽀援及び地域医療の実践教育を⾏うべく
開設されました。２名の常駐寄附講座教員でのスタ
ートでしたが、現在、後期研修の専攻医３名が加わ
り、さらに地域医療・総合診療実践学寄附講座から
⼈的サポートも拡充されており、病院の診療⽀援お
よび実践的な教育の提供という⽬標達成のための体
制に徐々に整備されつつあります。

2016年は初期研修医プログラムの「総合診療」の
選択研修の受け⼊れも増え、特別臨場実習（クリニ
カル・クラークシップ）の地域医療実習も2015年に
引き続き受け⼊れています。地域医療・総合診療実
践学寄附講座スタッフは、医学⽣、初期研修医、専
攻医とともに総合診療科として救急外来、⼀般外来、
⼊院、在宅医療にとり組み、地域の医療を⽀援しつ
つ、実践的な教育を⾏なっています。

今後、地域医療に貢献するため、地域での総合診
療科の認知度、研修の場としての教育拠点の認知度
をさらに上げ、地域での卒前、卒後の医学教育を継
続し、充実させていかねばならないと考えています。
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熊本⼤学医学部では、5年⽣の1⽉から6年⽣の9⽉までに1ターム3週間の特別臨床実習（地域医療クリニカ
ル・クラークシップ）を合計7ターム実施しています。⽟名教育拠点では、1タームを3名の定員で地域医療
教育を実施しました。

今年、新しい取り組みとして、各学⽣に⼊院患者の担当を割り当て、それぞれが⽇常診療業務に医療スタ
ッフの⼀員として診療に参加し、診療の中から⾃らのクリニカルクエスチョンを⾒出し、これに基づいた論
⽂検索から担当患者への適応までを期間内で実践することとしました。

第3週に学習成果の発表を抄読会形式で実施し、評価の場としました。その結果、3週間を通して患者の診
療を経験すると同時に、論⽂検索を通して疾患についての学習を深めることができ、充実した実習であった
との学⽣からの評価を得ることができました。

課題としては、この学習⼿法を実⾏する為には、指導医、専攻医、研修医、医学⽣の｢屋根⽡式｣の指導・
教育体制が不可⽋であり、この体制無しでは実現可能性は低くなることです。

来る2017年度は、更に多くの医学⽣の参加が⾒込まれており、地域での医学教育の質の向上は喫緊の課題
と⾔えます。

教育活動

 特別臨床実習 地域医療・総合診療実践学寄附講座 P.21に関連ページあります。

⽟名教育拠点における週間スケジュール

週間スケジュール（第1週）
月 火 水 木 金

7:30
プライマリケア

レクチャー8:00 モーニング
レクチャー

8:30 医 局 ミ ー テ ィ ン グ / 総 合 診 療 科 入 院 患 者 棟 回 診

9:00 外来研修（小⼭）
外来研修（小⼭）

or
訪問看護

外来研修（田宮）
外来研修（髙栁）

or
訪問看護 訪問診療

（安成）
13:30 外来レビュー 外来レビュー・

総合診療科入院患者
カンファレンス

訪問診療（安成）
or

緩和ケア回診
（不定期）

or
病棟研修

外来レビュー
/各種講義

15:00 病棟研修
病棟研修 病棟研修

病棟回診（６F)16:30 新患カンファレンス

17:00 振り返り 週間振り返り

17:30 自己研修
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週間スケジュール（第3週）

月 火 水 木 金

7:30
プライマリケア

レクチャー8:00 モーニング
レクチャー

8:30 医 局 ミ ー テ ィ ン グ / 総 合 診 療 科 入 院 患 者 棟 回 診

9:00 外来研修（小⼭） 外来研修（田宮） 外来研修（髙栁） 実習総括

13:30 外来レビュー 外来レビュー・
総合診療科入院患者

カンファレンス

訪問診療（安成）
or

緩和ケア回診
（不定期）

or
病棟研修

外来レビュー
/各種講義

15:00 病棟研修
病棟研修

病棟回診（６F)16:30 新患カンファレンス

17:00 振り返り ジャーナルクラブ

17:30 自己研修

プライマリケアレクチャー 熊本県地域医療支援機構で受講可能なオンラインレクチャーである。
モーニングレクチャー 臨床のみならず、地域医療に関するレクチャーである。
各種講義 検査技師によるグラム染色・超音波検査の講義（実演を含む）、呼吸器内科医による胸部X線読影の講義。
ジャーナルクラブ 自身のクリニカルクエスチョンに基づいて選択した論文についてプレゼンする。また評価する場である。

週間スケジュール（第2週）
月 火 水 木 金

7:30
プライマリケア

レクチャー8:00 モーニング
レクチャー

8:30 医 局 ミ ー テ ィ ン グ / 総 合 診 療 科 入 院 患 者 棟 回 診

9:00 外来研修（小⼭） 外来研修（小⼭）
外来研修（田宮）

or
訪問看護

外来研修（髙栁）
訪問診療
（安成）

13:30 外来レビュー 外来レビュー・
総合診療科入院患者

カンファレンス

訪問診療（安成）
or

緩和ケア回診
（不定期）

or
病棟研修

外来レビュー
/各種講義

15:00 病棟研修
病棟研修 病棟研修

病棟回診（６F)16:30 新患カンファレンス

17:00 振り返り 週間振り返り

17:30 自己研修
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専攻医研修プログラムで、⽟名教育拠点は｢総合診療Ⅱ｣を実施しており、2016年度は2名の専攻医が研修
しました。彼らは総合診療科研修のみならず、救急研修も並⾏して⾏っており、週に1⽇は訪問診療も実践し
ました。この為、季節に応じて担当する患者数は10名を超えることが通常になり、⽇常業務の負担はかなり
のものとなりました。

この点を改善すべく、今年度は、これまでの完全主治医制から診療科主治医制に変更し、⼟⽇祝祭⽇のオ
ンコール体制をシステム化しました。これにより、専攻医からは平⽇の激務から解放されるメリハリができ
たとの評価を得ました。

更なる課題としては、現在のシステムであると、専攻医のマンパワーに依存的となり、専攻医の在籍数に
応じて、実現可能性が低くなってしまいます。従って、今後としては専攻医が何名になろうと、システムの
調整を必要としない、指導医層の充実化が喫緊の課題と⾔えます。

2015年4⽉時点で、公⽴⽟名中央病院は、基幹型研修プログラムに1名の研修医がマッチし、熊本⼤学医学
部附属病院のプログラムの協⼒医療施設として1名、計2名の初期臨床研修医(研修医)が着任しました。⽟名
教育拠点は、この中でも、総合診療科研修を担当し、指導を⾏いました。

まず総合診療科研修で研修医は、外来・⼊院・訪問診療を研修し、⾃らが診療の始めから終わりまでを⼀
貫して実践し、研修医中⼼の参加型研修を実践しました。研修医は患者を｢主治医｣として担当し、指導医と
の連携の中で中⼼的な役割を担います。この事で、研修医からは｢⾃分の患者｣という意識が芽⽣え、責任感
と医師になったことの実感が得られたとの評価を得ました。

課題としては、初期臨床研修医の期間は、⽉ごとの成⻑が著しく、研修時期に応じて研修医の臨床能⼒に
⼤きな差が⽣じ、担当患者数のみならず、患者の重症度や疾患の種類で、研修負担の調整が⾮常に難しく、
場合によって研修医の評価が低くなることがあるということです。この問題を基に、今後としては研修医側
のニーズや臨床能⼒の把握を指導医側として事前に把握する為の、⾯談を⾏うこととしました。

 総合診療専⾨医（専攻医）研修

 初期臨床研修（総合診療科研修）

⽟名教育拠点での活動の様⼦
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⽟名教育拠点開設当初に⽐べ、専攻医および地域
医療・総合診療実践学寄附講座からの⾮常勤のス
タッフ加わったことにより、⽟名中央病院での診療
において総合診療科の役割は⼤きくなっています。

医学⽣、初期研修医、専攻医および地域医療・総
合診療実践学寄附講座スタッフがチームを形成し、
総合診療科外来として外来診療および他診療科から
のコンサルト対応を⾏うとともに、2016年度から⽔
曜⽇を除き、連⽇、午前中の救急外来も担っていま
す。

右の図に⽰すごとく、総合診療科外来新患総数、
外来患者総数、救急外来担当患者数および⼊院担当
患者数はいずれも、28年度は12⽉時点で27年度の
総計を上まわっていました。

地域に総合診療科の存在の浸透が進みつつあり、
受診希望者や地域医療機関よる紹介患者数が増えた
こと、先に述べたように総合診療科が担当する救急
外来担当時間が増加したことによると思われます。

年間診療報告

診療

月 火 水 木 金

小⼭（指導医） 田宮（指導医） 田宮（指導医） 田宮（指導医） 小⼭（指導医）

田中（専攻医） 小⼭（指導医） 中村（専攻医） 田中（専攻医） 香田

田中（専攻医） 髙栁

＊指導医は週に1度、熊本⼤学医学部附属病院で診療や公⽴⽟名中央病院での症例についてのカンファレンスを
⾏っています。

220

909

254 304244

1288

348 319

平成27年度 平成28年度12⽉現在

総合診療科
外来新患総数

外来患者
総数

救急外来
担当患者数

⼊院担当
患者数

公⽴⽟名中央病院 総合診療科
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公⽴⽟名中央病院にて、総合診療科での外来および病棟診療を⾏いました。また、同院の他診療科からの
相談や救急診療にも携わりました。

総合診療科での診療に当たり、⽟名教育拠点に常駐する指導教員２名の他、研修医、地域医療・総合診療
実践学寄附講座の教員・医員も外来診療に携わりました。



1 . 地 域 医 療 ゼ ミ

0

2016年3⽉24⽇、前年度最後の地域医療ゼミが開催されました。
卒業を迎える前年度の6年⽣と、⼊学予定の1年⽣を迎え、講演やレクレーションを⾏い、楽しく地域医療ゼ
ミを終えました。

地域枠学⽣等（熊本県医師修学資⾦貸与学⽣）に対し、地域医療に関する
様々なテーマで毎⽉1回ゼミを開催しました。

熊本県知医師修学資⾦貸与学⽣は52⼈おり、各学年の⼈数は右の表のとおり
です。

概要

活動報告

1年生 8人
2年生 8人
3年生 7人
4年生 14人
5年生 7人
6年生 8人

熊本県医師修学資⾦貸与制度

平成28年4⽉15⽇ 熊本⽇⽇新聞より

【講師】
球磨郡公⽴多良⽊病院在宅医療センター
春⼝ 洋賜 先⽣
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4

2016年8⽉17⽇から8⽉19⽇までの3⽇間で、夏季学⽣地域医療特別実習を開催しました。
（実習についてはP.41をご参照ください。）

3

2016年7⽉22⽇、本年度3回⽬の地域医療ゼミ
は第8回地域医療・総合診療グランドラウンドへ
の参加として⾏われました。
（グランドラウンドについてはP.25をご参照く
ださい。）
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2

2016年6⽉23⽇、本年度2回⽬の地域医療ゼミが
開催されました。
5年⽣が中⼼となって、⼿動で計測する⾎圧計の扱
い⽅の講習を⾏いました。

1

2016年5⽉26⽇、本年度最初の地域医療ゼミが開
催されました。
4⽉に発⽣した熊本地震を受け、学⽣⾃ら被害の⼤
きかった地域で活動をしたいとのことで、8⽉に予
定していた夏季学⽣地域医療特別実習の内容を改め
て話し合いました。



5

2016年9⽉29⽇、本年度4回⽬の地域医療ゼミが
開催されました。
今回は「腹痛」をテーマに臨床推論を⾏いました。
各学年でグループを作り、患者の話からの推察、腹
部の診察からの推察、検査結果からの推察、と段階
を踏んでじっくり話し合いました。

2016年10⽉27⽇、本年度5回⽬の地域医療ゼミ
が開催されました。
今回は「神経診察」をテーマとして眼球の動きを⾒
る診察の動きを実践してみたり、実際の症状の写真
を⾒て、どの神経に異変があるのかを考えました。

6

7

2016年11⽉24⽇、本年度6回⽬の地域医療ゼミ
が開催されました。
今回のテーマは「BLS」です。模型を使って実際に
⼼肺蘇⽣法の処置を体験しました。
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9

10

11

2017年1⽉18⽇、本年度8回⽬の地域医療ゼミは
平成28年度医学⽣・研修医などをサポートするため
の会セミナーへの参加として⾏われました。（セミ
ナーについてはP.14をご参照ください。）

2017年2⽉17⽇、本年度9回⽬の地域医療ゼミは
第9回地域医療・総合診療グランドラウンドへの参
加として⾏われました。（グランドラウンドについ
てはP.25をご参照ください。）

2017年3⽉23⽇、本年度最後の地域医療ゼミを開催する予定です。

8

2016年12⽉8⽇、本年度7回⽬の地域医療ゼミが
開催されました。
今回はcinemeducationの企画を⾏いました。選択
した映画は「明⽇の記憶」という若年性アルツハイ
マー型認知症についての映画です。映画を⾒なが
ら、患者⾃⾝の⽣活、患者の家族の⽣活、そして医
師の⼼理や対応について考えました。



2 . 平 成 2 8 年 度 夏 季 学 ⽣ 地 域 医 療 特 別 実 習

夏季学⽣地域医療特別実習は、地域医療システム学寄附講座が設置された平成21年度から始まり、地域医
療・総合診療実践学寄附講座へと引き継がれ、本年度で７回⽬となる本講座最⼤の⾏事となっています。

その⽬的は、本講座の設置と同時にスタートした熊本県医師修学資⾦貸与制度の受給学⽣に対し、毎⽉実
施している地域医療ゼミの延⻑として、フィールドワークにおいて実体験することで、地域医療の抱える問
題を⾃ら学び深く理解してもらうことや地域医療の魅⼒を発⾒してもらうことであり、更には、将来地域医
療に従事する際に、仲間として密に接することになるであろう、熊本県出⾝の⾃治医科⼤⽣と友好を育む機
会を提供するという意味も持っています。

昨年度末の時点では、⽔俣市⽴総合医療センターを拠点に、芦北、⽔俣地域で実習を⾏うことを計画して
いました。しかし、4⽉14⽇及び16⽇に発⽣した⼤地震により、多くの住⺠が被災を被り、その状況から⽴
ち直っていない中で実習を⾏うことの是⾮を議論した結果、今回は、学⽣から、被災地に出掛け⾃分たちで
できることを通して、地域を知る機会としたいとの強い要望もあって、従来の地域医療実習とは違った内容
で実施しました。

宿泊施設
ホテルグリーンピア南阿蘇

益城テクノ仮設団地

熊本城

熊本県庁

概要

上村ぬくもり診療所
南阿蘇中学校

前震 2016/4/14
本震 2016/4/16

⽴野病院

阿蘇⼤橋熊本市⺠病院

宇⼟市役所

今回の実習の関連施設

震度7の震央

震度６の震央

震度5の震央

熊本地震時に倒壊・被害の⼤きな施設等

震央から半径5kmほどの範囲

41

※ 4⽉中に熊本で発⽣し
た、震度5弱から震度7
までの地震の震央で
す。

熊本⼤学
医学部附属病院



8/17 

開始 内容

集合

9:00 開催挨拶

9:05 オリエンテーション

9:15 熊本地震の状況①

10:00 熊本地震の状況②

10:45 熊本地震の状況③

11:30 昼食
(PFAについて学生からの説明）

12:15 バスで移動
熊大病院⇒テクノ団地

13:00 実習の注意点など

14:00 聞き取り調査①

15:00 休憩・途中説明

15:20 聞き取り調査②

16:30 聞き取り調査振り返り

17:30 バスで移動
テクノ団地⇒ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ南阿蘇

19:00 懇親会

宿泊

活動報告
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 熊本地震の状況①
『熊本県における平成28年熊本地震への対応について』

熊本県の地震による県内の避難者の推移とライフライ
ンの復旧状況、仮設住宅の着⼯状況や県庁の医療分野に
おける取組について以下のことをお話しいただきまし
た。

・DMATの派遣要請
・DMATから医療救護班への引継ぎ
・医療機関からの給⽔要請への対応
・しばらく避難（中⻑期避難の推進）

『熊本地震 発⽣からその後の対応〜災害医療の現場〜』
地震発⽣直後のご⾃⾝の被害や益城町の被害について、

多くの写真をもとに話していただきました。
災害医療の現場での活動内容や、上益城圏域災害医療

調整本部の⽴ち上がりから閉所までの流れ、今回の経験
からの問題点とその対応策について等をお話しいただき
ました。

 熊本地震の状況②

 熊本地震の状況③

『熊本地震における精神医療⽀援』
東⽇本⼤震災での精神科医療について、DPATとその

役割と熊本地震でのDPAT活動について、中⻑期におけ
る⼼のケアの重要性についてお話しいただきました。

熊本県健康福祉健康局
⽴川 優 局⻑

上益城郡市医師会
永⽥ 壮⼀ 会⻑

熊本県精神保健福祉センター
⽮⽥部 裕介 先⽣

開催挨拶

PFA説明

質疑応答



8/18

開始 内容

8:10 朝セッション（前日の振り返り）

9:00 熊本地震の状況④

9:50 熊本地震の状況⑤

10:45 午後に向けての準備

11:30 2つのグループに
別れて活動

17:00 移動
実習先⇒ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ南阿蘇

18:30 夕食

宿泊

【聞き取り調査の内容】
• ⼊居⽇
• 以前の家について
• 今後の住まいについて
• 家族構成など
• その他、意⾒や要望など

 聞き取り調査

益城町のテクノポリスセンターで、聞き取り調査の内
容や、聞き取り調査での注意事項などの説明をしていた
だき、テクノ仮設団地での聞き取り調査にも同⾏してい
ただきました。また、調査後の聞き取り調査の振り返り
でも、調査におけるまとめなどをお話しいただきました。

『阿蘇医療圏の現状と将来への展望』
『熊本地震 そのとき阿蘇は︕』

阿蘇地域での阿蘇医療センターの役割と、地震に耐え
た免震構造について、ADRO（阿蘇地区災害保健医療復
興連絡会議）が果たした役割などをお話しいただきまし
た。

 熊本地震の状況④

『熊本地震に対する保健医療活動報告』
阿蘇地域の地震の被害についてや、災害医療とは何

か、阿蘇管内の保険医活動についてお話しいただきまし
た。

 熊本地震の状況⑤

熊本⼤学
政策創造研究教育センター
円⼭ 琢也 准教授

朝セッション

阿蘇医療センター
甲斐 豊 病院⻑

阿蘇保健所
服部 希世⼦ 所⻑

43



8/18 ①中学校グループ

時間 内容

11:40 マイクロバスで移動
(南阿蘇中学校へ）

12:15 先生との交流(兼昼食）

13:30 生徒との交流(ゲーム)

14:00 夏休みの宿題チェック１

15:00 夏休みの宿題チェック2

16:10 教職員の先生と一緒に
午後の活動の振り返り

16:40 マイクロバスで移動
(ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ南阿蘇へ)

8/18 ②診療所グループ

時間 内容

12:30 マイクロバスで移動
(上村ぬくもり診療所へ)

13:00 オリエンテーション

13:30
レクチャー・見学

陽ノ丘荘/
GHひなたぼっこ/
ぬくもり診療所

15:00 診療所車で移動
（老人ホーム等へ）

15:20
訪問診療

はなみずき/はなしのぶ/
GH南阿蘇

16:45 診療所車で移動
（ぬくもり診療所へ）

17:10 マイクロバスで移動
(ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ南阿蘇へ)

44

 南阿蘇中学校での実習

 上村ぬくもり診療所での実習



8/19

開始 内容

8:30 発表会

10:30 講評

11:15 バスで移動
ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ南阿蘇⇒そば道場

11:30 昼食

12:30 バスで移動
そば道場⇒熊大病院

14:30 解散

発表①
益城町での聞き取り調査

仮設住宅後の住まいについて、⼩さな家でもいいので元の
場所に家を建てたい、住んでいた地域に帰りたい、だが、家
を建て直すお⾦も準備できないので仮設を出た後どうすれば
いいのか分からないという⽅が多かった。
⾏政の対応、収⼊⾯の安定、コミュニティの形成など、今後
の改善点が多い。

コミュニケーション能⼒の⼤切さ、患者さん（⽴場の弱い
⼈）との接し⽅、話の聞き⽅、１⼈１⼈のニーズに合わせた
対応、地域の特性を理解する必要性などを実感した。これを
今後に活かしたい。

発表②
益城町での聞き取り調査

発表③

益城町での聞き取り調査

 学⽣発表

発表④
南阿蘇中学校〜中学校教員との交流〜

全体を通して、がれきの撤去を早くしてほしい、ペット同
伴の家庭への対応、⾼齢者の憩いの場、⼦供の遊び場がほし
い、情報が少ない、という意⾒や不満を持つ⽅が多かった。
今後の⽣活の中で、筋⼒低下、熱中症、腰痛などの不調や、
⼦どもの発育の遅れ、ストレスによる⼼の病、栄養の偏り、
タバコの影響等の問題が考えられ、その問題に対し、運動で
きる場所を作る、相談室を作る、喫煙所を作るなどの対応策
を考えた。

多かった問題として、⽀援⾦が来ない、コミュニティを
作ってほしい、情報が⼊ってこない、⾝障者に対する配慮が
必要であるということが挙げられた。それぞれの対策を考え
る話し合いをしている中で、住⺠の⽅が問題点に関する解決
のアイデアを持っているということを知った。住⺠の⽅と話
をして、今後の不安を強く感じた。復興の道のりは⻑く、被
災された⽅のことをもっと知らなければならないと感じた。

地震後、⽣徒の安否確認や教員同⼠の情報共有にとても苦
労したということを知った。今年４⽉に３つの中学校が統合
されたばかりで、なおかつ始業式から５⽇という時期で安否
確認が⾮常に困難だったという。

また道路の⼨断によって、⽣徒の通学だけでなく教員の通
勤も困難になっているということや、⽣徒の進路についてな
ど、様々な問題が起きていることを知った。

医師とは違う視点から、震災について知ることができたの
は良い経験になった。 45



発表⑤
南阿蘇中学校での実習を通して

先⽣たちの通勤の負担や地震が及ぼした⽣徒への影響を
知った。
今後、同じような震災が起こったときに、⾏動を起こせる⼈
になってほしい、また、なりたいと思った。
⾃分たちが求められる医師像を考える機会を得た。

物事の答えを渡すだけでなく、その理由を伝える意義や、
初対⾯でも話しやすい雰囲気を作るために必要なことを考え
るきっかけとなった。

発表⑦

南阿蘇における被害と復興

場所や環境が変わっても、いつものかかりつけ医に診てもらえるということの患者さんに与える安⼼感の⼤きさを知った。
いざというときに⽀援を求めるネットワークを普段から構築していくことが、今回のような死者ゼロという結果につな

がるのだと感じ、常⽇頃から⼈と⼈との間柄（⼈間）を⼤切にしていこうと思った。
地域に対する責任感を持ち、利益を度外視してでも、患者さんのために奔⾛する姿に感銘を受けた。地震などの緊急事

態に関わらず、地域に対して責任を持って医療活動に従事するということは、将来⾃分たちが医師になったときの基盤に
なるのではないだろうか。
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発表⑧
⽴野病院の関連施設・訪問診療

施設の被害や、⼊居者・サービス利⽤者の動向などを上村先⽣に話していただいた。地震後は職員の通勤に配慮して朝
⾷を遅く、⼣⾷を早くするなどの⼯夫もしている。

施設の⾒学をしたのち、⽼⼈ホームでの訪問診療体験を⾏った。問診、⾝体診察、ポータブルエコーを⽤いた診療など
を⾏った。

⽣徒たちは思ったより元気だったが、交流時に地震のこと
については⼀切話すことはなかった。教師には1対1になると
話してくれるという。

⽣徒たちの精神⼒の強さを感じる⼀⽅で、後に張り詰めて
いた⽷の切れるのが⼼配である。

相⼿から本当の気持ちを引き出すためには⼯夫が必要だと
いうことを感じた。

教師たちの話から、他職種連携の⼤切さやコミュニティで
のつながり、協⼒が⼤事であることを学んだ。

発表⑥
南阿蘇中学校での実習を通して



聞き取り実習の様⼦が平成28年8⽉18⽇の
熊本⽇⽇新聞で取り上げられました。

今回の実習での聞き取り調査含めた
結果がまとめられて、平成28年10⽉
5⽇の熊本⽇⽇新聞に掲載されまし
た。
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1 . 地 域 医 療 ⽀ 援 機 構

• ⾕⼝純⼀，【益城町における医療班活動ならびにPCATとの連携と課題】，⽇本プライマリ・ケア連合学会，PCAT報告
会，2016/5/11-5/12，演題発表

• ⾕⼝純⼀，【継続性のある総合診療/地域医療に関する臨床研究の教育の構築（第１報）】，⽇本プライマリ・ケア連
合学会，2016/5/11-5/12，演題発表（共同演者）

• 後藤理英⼦， 近藤⿓也， 北野さやか， ⼩野薫， 河島淳司， 松村剛， 本島寛之， 下⽥誠也， 荒⽊ 栄⼀，【ミネラロ
コルチコイド受容体を介した膵α細胞における GLP1分泌調節機序の解明】，第59回⽇本糖尿病学会年次学術集会，
2016/5/19-2016/5/21， 京都， ポスター

• Goto R， Kondo T， Araki E: Appropriate treatments in primary aldosteronism improve glucose homeostasis
and protect islet function. The 9th International Aldosterone Forum in Japan， 2016/5/28， THE GRAND
HALL， Tokyo， Japan， Poster

• 後藤理英⼦， 池⽥学， 河野⽂夫， 中本弘作， ⼩⼭耕太， ⽥宮貞宏， 天野冨紀⼦， ⾕⼝純⼀， 松井邦彦，【熊本県
医療⼈キャリアサポート「クローバーの会」による医学⽣への教育活動】，第48回⽇本医学教育学会⼤会，
2016/7/29-30， ⼤阪， ⼝演

• ⾕⼝純⼀，【早期臨床体験実習および学外での地域医療実習に関しての実習環境整備の試⾏】，第48回⽇本医学教育
学会⼤会， 2016/7/29-30， ⼤阪， 演題発表

• Goto R， Kondo T， Kitano S， Ono K， Kawashima J， Matsumura T， Motoshima H， Araki E: Aldosterone
excess state causes a chronic inflammation in pancreatic islet and eplerenone protects islet via GLP-1
secretion. ISH 2016 satellite symposium， Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)， 2016/9/23-
2016/9/24， Congress Square Nihonbashi， Tokyo， Japan， Poster

• 後藤理英⼦， ⼩⼭耕太， ⽥宮貞宏， ⾕⼝純⼀， 松井邦彦，【熊本県における医師の地域偏在の解消・離職抑制・復
職⽀援として必要な⽀援の検討】，第7回⽇本プライマリ・ケア連合学会学術⼤会，2016/6/11-6/12，ポスター

• 後藤理英⼦， 近藤⿓也， 北野さやか， ⼩野薫， 河島淳司， 松村剛， 本島寛之， 荒⽊栄⼀，【原発性アルドステロ
ン症におけるグルカゴンおよび活性型GLP-1濃度の検討】，第54回⽇本糖尿病学会九州地⽅会， 2016/10/14-10/15，
⿅児島， ⼝演

• 後藤理英⼦，第7回 熊本眼科⼥性医師の会講演会，2016/8/27， 熊本市医師会館
• 後藤理英⼦，⽇本医師会⼥性医師⽀援センター事業九州ブロック別会議，2016/12/17，沖縄県医師会館
• 古賀義規，「在宅医療」御所浦地域住⺠向け講演会，2017/2/15
• 後藤理英⼦，【熊本地震による学びとこれから】，平成28年度⼭⼝県医師会男⼥共同参画部会総会，2017/3/4，⼭⼝

県医師会
• 後藤理英⼦，クローバーの会〜2020.30実現をめざす地区懇談会〜，2017/3/11， テルウェル熊本

⼭本達郎、⽥代雅⽂ 編︓慢性痛の⼼理療法ABC，⽂光堂，2016/3/18
⾕⼝純⼀，『総合診療科でみる慢性痛』，P.236-P.242

 学会発表

 論⽂、執筆

 講演会（講師）
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2 . 地 域 医 療 ・ 総 合 診 療 実 践 学 寄 附 講 座

• Sakamoto T, Ogawa H, Nakao K, Hokimoto S, Tsujita K, Koide S, Yamamoto N,Shimomura H, Matsumura T, 
Oshima S, Kikuta K, Oka H, Kimura K, Matsui K; 4C(Candesartan for Prevention of Cardiovascular Events 
after CYPHER or TAXUS Coronary Stenting) study investigators.. Impact of candesartan on cardiovascular 
events after drug-eluting stent implantation in patients with coronary artery disease: The 4C trial. J Cardiol. 
2016 Apr;67(4):371-7. 

• Ishii M, Kaikita K, Sato K, Yamanaga K, Miyazaki T, Akasaka T, Tabata N,Arima Y, Sueta D, Sakamoto K, 
Yamamoto E, Tsujita K, Yamamuro M, Kojima S,Soejima H, Hokimoto S, Matsui K, Ogawa H. Impact of 
Statin Therapy on Clinical Outcome in Patients With Coronary Spasm. J Am Heart Assoc. 2016 May 20;5(5). 
pii: e003426. 

• Ogawa H, Soejima H, Matsui K, Kim-Mitsuyama S, Yasuda O, Node K, Yamamuro M, Yamamoto E, Kataoka
K, Jinnouchi H, Sekigami T; ATTEMPT-CVD investigators.. A trial of telmisartan prevention of cardiovascular 
diseases (ATTEMPT-CVD): Biomarker study. Eur J Prev Cardiol. 2016 Jun;23(9):913-21. 

• Komura N, Tsujita K, Yamanaga K, Sakamoto K, Kaikita K, Hokimoto S, Iwashita S, Miyazaki T, Akasaka T, 
Arima Y, Yamamoto E, Izumiya Y, Yamamuro M, Kojima S,Tayama S, Sugiyama S, Matsui K, Nakamura S, 
Hibi K, Kimura K, Umemura S, Ogawa H. Impaired Peripheral Endothelial Function Assessed by Digital 
Reactive Hyperemia Peripheral Arterial Tonometry and Risk of In-Stent Restenosis. J Am Heart Assoc. 2016 
Jun 17;5(6). pii: e003202. 

• Tsujita K, Yamanaga K, Komura N, Sakamoto K, Sugiyama S, Sumida H, Shimomura H, Yamashita T, Oka 
H, Nakao K, Nakamura S, Ishihara M, Matsui K, Sakaino N,Nakamura N, Yamamoto N, Koide S, Matsumura 
T, Fujimoto K, Tsunoda R, Morikami Y, Matsuyama K, Oshima S, Kaikita K, Hokimoto S, Ogawa H; PRECISE-
IVUS Investigators.. Lipid profile associated with coronary plaque regression in patients with acute coronary 
syndrome: Subanalysis of PRECISE-IVUS trial. Atherosclerosis. 2016 Aug;251:367-72. 

• Tsujita K, Yamanaga K, Komura N, Sakamoto K, Sugiyama S, Sumida H, Shimomura H, Yamashita T, Oka 
H, Nakao K, Nakamura S, Ishihara M, Matsui K, Sakaino N,Nakamura N, Yamamoto N, Koide S, Matsumura 
T, Fujimoto K, Tsunoda R, Morikami Y, Matsuyama K, Oshima S, Kaikita K, Hokimoto S, Ogawa H; PRECISE-
IVUS Investigators.. Synergistic effect of ezetimibe addition on coronary atheroma regression in patients 
with prior statin therapy: Subanalysis of PRECISE-IVUS trial. Eur J Prev Cardiol. 2016 Sep;23(14):1524-8. 

• Ishii M, Kaikita K, Sato K, Yamanaga K, Miyazaki T, Akasaka T, Tabata N, Arima Y, Sueta D, Sakamoto K, 
Yamamoto E, Tsujita K, Yamamuro M, Kojima S, Soejima H, Hokimoto S, Matsui K, Ogawa H. Impact of 
aspirin on the prognosis in patients with coronary spasm without significant atherosclerotic stenosis. Int J 
Cardiol. 2016 Oct 1;220:328-32. 

• Hokimoto S, Tabata N, Yamanaga K, Sueta D, Akasaka T, Tsujita K, Sakamoto K, Yamamoto E, Yamamuro
M, Izumiya Y, Kaikita K, Kojima S, Matsui K, Ogawa H.Prevalence of coronary macro- and micro-vascular 
dysfunctions after drug-eluting stent implantation without in-stent restenosis. Int J Cardiol. 2016 Nov 
1;222:185-94. 

• Akasaka T, Sueta D, Arima Y, Tabata N, Takashio S, Izumiya Y, Yamamoto E,Yamamuro M, Tsujita K, 
Kojima S, Kaikita K, Kajiwara A, Morita K, Oniki K, Saruwatari J,Nakagawa K, Ogata Y, Matsui K, Hokimoto
S. Association of CYP2C19 variants and epoxyeicosatrienoic acids on patients with microvascular angina. Am 
J Physiol Heart Circ Physiol. 016 Dec 1;311(6):H1409-H1415. 

 論⽂、執筆
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• Kojima S, Matsui K, Ogawa H, Jinnouchi H, Hiramitsu S, Hayashi T, Yokota N, Kawai N, Tokutake E, 
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Febuxostat for Cerebral and Cardiorenovascular Events Prevention Study (FREED) investigators.. Rationale, 
design, and baseline characteristics of a study to evaluate the effect of febuxostat in preventing cerebral, 
cardiovascular, and renal events in patients with hyperuricemia. J Cardiol. 2017 Jan;69(1):169-175. 

• Akasaka T, Hokimoto S, Sueta D, Tabata N, Oshima S, Nakao K, Fujimoto K,Miyao Y, Shimomura H, 
Tsunoda R, Hirose T, Kajiwara I, Matsumura T, Nakamura N,Yamamoto N, Koide S, Nakamura S, Morikami
Y, Sakaino N, Kaikita K, Nakamura S, Matsui K, Ogawa H; Kumamoto Intervention Conference Study 
(KICS) Investigators.. Clinical outcomes of percutaneous coronary intervention for acute coronary syndrome 
between hospitals with and without onsite cardiac surgery backup. J Cardiol. 2017 Jan;69(1):103-109. 

• Hasegawa Y, Nakagawa T, Matsui K, Kim-Mitsuyama S. Renal Denervation in the Acute Phase of Ischemic 
Stroke Provides Brain Protection in Hypertensive Rats.Stroke. 2017 Feb 28. pii: STROKEAHA.116.015782. 

• Nakagawa T, Hasegawa Y, Uekawa K, Senju S, Nakagata N, Matsui K, Kim-Mitsuyama S. Transient Mild 
Cerebral Ischemia Significantly Deteriorated Cognitive Impairment in a Mouse Model of Alzheimer's Disease 
via Angiotensin AT1 Receptor. Am J Hypertens. 2017 Feb;30(2):141-150. 

• Kawada-Watanabe E, Ogawa H, Koyanagi R, Arashi H, Yamaguchi J, Matsui K,Hagiwara N. Rationale, 
design features, and baseline characteristics: The Heart Institute of Japan-PRoper level of lipid lOwering
with Pitavastatin and Ezetimibe in acute coRonary syndrome (HIJ-PROPER). J Cardiol. 2017 Mar;69(3):536-
541. 

• Takenoshita S, Nomura K, Ohde S, Deshpande GA, Sakamoto H, Yoshida H, Urayama K, Bito S, Ishida Y, 
Shimbo T, Matsui K, Fukui T, Takahashi O. Having a Mentor ora Doctoral Degree Is Helpful for Mid-Career 
Physicians to Publish Papers in Peer-Reviewed Journals. Tohoku J Exp Med. 2016;239(4):325-31. 

• 若林秀隆編集， その患者さん，リハが必要ですよ︕︕〜病棟で，外来で，今すぐ役⽴つ︕評価・オーダー・運動療法，
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髙栁宏史，『ICFによる評価⽅法』， Page 80-85
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• ⾹⽥将英, 宮崎景. 予防医療のエビデンス2. 前⽴腺癌スクリーニング. ⼀般社団法⼈ ⽇本プライマリ・ケア連合学会
「プライマリ・ケア」. 2016; 1(2): 38-9.

• あなたの「声」届けませんか︖医療を創るみんなの気持ち. 宮崎⼤学第12回宮崎⼤学清花祭医学展気持ち企画. 2016.
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のある総合診療/地域医療に関する臨床研究の教育の構築（第１報）】，第7回⽇本プライマリ・ケア連合学会学術⼤
会，2016/6/11-6/12

• 楯直晃， ⼩⼭耕太， ⽥宮貞宏，【1ヶ⽉間持続する原因不明の発熱で発症し， 尿沈渣所⾒から診断し得た顕微鏡的多
発⾎管炎の⼀例】，第7回⽇本プライマリ・ケア連合学会学術⼤会， 2016/6/11-12， 東京， ポスター
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• 髙栁宏史，【⽇本版TransHisプロジェクト実施概要】，第7回⽇本プライマリ・ケア連合学会学術⼤会 シンポジウム
⽇本版TransHisプロジェクト 平成27年度結果報告会，2016/6/11-6/12

• 後藤理英⼦， ⼩⼭耕太， ⽥宮貞宏， ⾕⼝純⼀， 松井邦彦，【熊本県における医師の地域偏在の解消・離職抑制・復
職⽀援として必要な⽀援の検討】，第7回⽇本プライマリ・ケア連合学会学術⼤会，2016/6/11-6/12，ポスター
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• ⾹⽥将英，【なぜあなたは医学部にやってきたのか】，熊本⼤学医学部医学科 平成28年度新⼊⽣オリエンテーショ
ン合宿，2016/4/9

• 楯直晃，第6回九州地域医療研究会，2016/4/2，九州⼤学医学部
• 髙栁宏史，⾹⽥将英，⽥中顕道，【災害における総合診療の役割とは〜熊本地震の対応をもとに】，第三回九州⼭⼝家

庭医療・総合診療セミナー，2016/6/2
• 前⽥幸佑，【医療の原点は地域医療にあり 〜つながりを⼤切に〜】，熊本マリスト学園創⽴記念講演会，2016/6/6
• 宮崎景， ⾹⽥将英， 森英毅， 向原圭， 北村和也， 斎藤さやか， ⽇下伸明，【WS2. 根拠に基づく予防医療︓個々の

患者および地域に対するアプローチ】，第7回 ⽇本プライマリ・ケア連合学会学術⼤会，2016/6/11-6/12
• 髙栁宏史，⾹⽥将英，⽥中顕道，【災害における総合診療の役割とは 〜熊本地震の対応をもとに〜】，第3回九州⼭

⼝総合診療・家庭医療セミナー，2016/7/2
• 前⽥幸佑，【Do you know 地域︖︖】，第55回熊本⼤学医学部附属病院群⽣涯教育・研修医セミナー「地域医療と総

合診療」，2016/7/6
• ⾹⽥将英，【『地域と総合診療』〜症例を基に考える〜】，第55回熊本⼤学医学部附属病院群⽣涯教育・研修医セミ

ナー「地域医療と総合診療」，2016/7/6
• 髙栁宏史，【総合診療のいろは】，第55回熊本⼤学医学部附属病院群⽣涯教育・研修医セミナー「地域医療と総合診

療」2016/7/6
• ⽥中顕道，【今⽇から使えるこどもの救急ワンポイントレッスン】，⽟東町社会福祉協議会 ⼦育て⽀援講座，

2016/7/7
• 葛⻄⿓樹，Seo Eun Hwan，吉村学，吉⽥伸，髙栁宏史，増⼭由紀⼦，櫻井広⼦，森冬⼈，加藤⼤祐，【いっちゃえ︕

海外交流 〜勢いプラスアルファのコツ教えます】，第28回学⽣・研修医のための家庭医療学夏期セミナー，
2016/8/8

• 髙栁宏史，【災害における総合医の役割 〜2つの震災の経験をもとに〜】，第11回夏の合宿企画 Summer camp 
2016 in HIRADO，2016/8/26 

• ⾹⽥将英，【熊本地震から学ぶ，必要な時，必要な⾏動】，コーチレジ サマーキャンプ，2016/8/27
• 中村孝典，【バイタル教室】，⽟名在宅ネットワークセミナー，⽟東町役場，2016/9/6
• ⾹⽥将英，【熊本地震での活動】，プライマリケア⾏動医療学研究会（PCBM）サマーミーティング，2016/9/18
• 髙栁宏史，原⽥奈穂⼦，⼩⼭耕太，【そう，私達が診ている地域では⾃然災害が起こるのです。】，⽇本プライマリ・

ケア連合学会 第12回若⼿医師のための家庭医療学冬期セミナー，2017/2/12
• 髙栁宏史，前⽥幸佑，【『地域医療を志す医学⽣および地域医療に従事する医師を⽀援する制度』のご案内】，平成

28年度 地域医療振興協会熊本県⽀部会議/⾃治医科⼤学熊本県⼈会総会，2016/10/15
• 髙栁宏史，【学術ワールドカフェ〜研究仲間と気づきを得る⼀歩〜】，⽇本プライマリ・ケア連合学会 専⾨医部会フ

ォーラム2016，2016/10/23
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• ⾦⼦惇，髙栁宏史，吉江悟，⻑江弘⼦，酒井昌⼦，⽚⼭陽⼦，岩本⼤希，蒔⽥⿇友⼦，藤野泰平，【モーニングセミナ
－１“在宅医療・看護の「⾒える化」にむけて〜ICPCとOmaha Systemに学ぶ〜”】，第18回⽇本在宅医学会⼤会 第
21回⽇本在宅ケア学会学術集会，2016/7/17

• 前⽥幸佑，【特発性縦隔気腫の⼀再発例】，第316回内科学会九州地⽅会，2017/1/21
• 松井邦彦，【⼤規模災害発⽣時に危惧される感染症とその対策─熊本地震の経験より─】，第51回ペストコントロー

ルフォーラム，2017/2/10
• 松井邦彦，【WS1-5「熊本地震後の益城町職員に対する⼼のケアに関する活動」】，第22回⽇本集団災害医学会総

会，2017/2/13-2/15
• 原⽥奈穂⼦，⾹⽥将英，⼤橋博樹，【⽇本プライマリケア連合学会災害⽀援プロジェクトPCAT2016熊本の活動】，第

22回 ⽇本集団災害医学会総会・学術集会．要望演題15「熊本地震の亜急性期，復興期対応3」，2017/2/15



3 . ⽟ 名 教 育 拠 点

• ⼩⼭耕太，【総合診療科新設に伴う地域への影響】，公⽴⽟名中央病院 院内学会，2016/10/22
• ⽥宮貞宏，【総合診療科総合診療科とは】，第４回有明地区合同研修医カンファレンス，2016/10/29

• Miyamura N, Nishida S, Itasaka M, Matsuda H, Ohtou T，Yamaguchi Y, Inaba D, Tamiya S， Nakano T︓
A case of hepatitis C-associated osteosclerosis: accelerated bone turnover controlled by pulse steroid 
therapy.Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2016;2016. pii: 16-0097.PMID: 27933174

• ⼩⼭耕太，【熊本県の地域医療における問題点の解析】，プライマリ・ケア連合学会学術⼤会，2016/6/11-6/12
• 永⽥恵⾥⾹，神⽥尚代，細瀧喜代志，畑加奈⼦，⽥宮貞宏，在宅緩和療法を阻害する因⼦の同定〜退院⽀援の狙いどこ

ろ〜，第21回⽇本緩和医療学会学術⼤会，2016/６/176/18，京都
• 奥園翔太，細瀧喜代志，神⽥尚代，畑加奈⼦，永⽥恵⾥⾹，廣川玲奈，鶴崎久美，溝上美佐，⽥宮貞宏，当院における

がんリハビリテーション実施による変化，第21回⽇本緩和医療学会学術⼤会，2016/６/176/18，京都

• ⼤野毎⼦，⼭⽥隆司，髙栁宏史，藤⽥伸輔，⾦⼦惇，⼤倉佳宏，⼭岡雅顕，神廣憲記，【ICPC-2ワークショップ －
⼊⾨から研究まで－】，⽇本プライマリ・ケア連合学会 第13回秋季⽣涯教育セミナー2016/11/6

• 宮崎景， 向原圭， ⾹⽥将英， ⽇下伸明， 園⽥健⼈， 森英毅，【WS4. 根拠に基づく予防医療︓個々の患者に対する
アプローチ】，地域に対するアプローチ⽇本プライマリ・ケア連合学会 第13回秋季⽣涯教育セミナー2016/11/6

• ⽥中顕道，【訴えの中に潜むレッドフラッグサイン】，⽟名郡市薬剤師会学術講演会，2016/11/18
• 松井邦彦，【講演４「益城地区の災害医療現場と医療⽀援」】，第7回熊本県医療⼈育成総合会議熊本地震-⼤災害にお

ける医療と医育-，2016/12/10
• 髙栁宏史，【地域ヘルスプロモーション】，第2回 Generalist party for the young in 九州，2017/1/28
• ⾹⽥将英，【災害を経験したこどもとともに】，益城町要保護児童対策及びDV対策地域協議会実務者会議，

2017/2/23
• ⾹⽥将英，【熊本地震の過去，現在，未来】，⽇本国際保健医療学会第35回⻄⽇本地⽅会 ユースフォーラム，

2017/3/4
• 髙栁宏史，【家庭医・総合診療医における地域医療】，⽇本医療マネジメント学会 第19回熊本⽀部学術集会 シン

ポジウム，2017/3/18，パネリスト
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1 . ス タ ッ フ か ら ⼀ ⾔

 松井 邦彦 特任教授

本当にこの⼀年は、あっという間に過ぎ去ってしまいました。新年度を迎えてすぐの地震の後、季節を感
じることもなく、気づいたら夏が終わっていた、というような不思議な経験でした。出来上がった報告書を
⾒ると、この⼀年の様々な出来事が思い出されます。

最後に、いつも私たち教員を⽀えて下さっている機構、センター、および寄附講座スタッフの皆様に感謝
申し上げます。またご⽀援を頂いている、熊本県医療政策課医師確保班の皆様にも、感謝申し上げます。盛
りだくさんの活動を⾏うことが出来たのは、皆様のおかげです。皆様にとって来年度が、よい⼀年でありま
すように。

今年度は、個⼈的には、⼤学に設置された地域医療⽀援センターの教員として、同センター業務と、それ以
外の従来取り組んできた内外の業務とを、バランスを取りながら、整合性をつけつつ、業務遂⾏を⾏なった
つもりです。また、新しく増えたスタッフに、彼らにとっても有意義な経験や業務を体験してもらうことに
も務め、組織の⽅向性に関しても試⾏を進めたつもりでもあります。

具体的には、⾃分の活動として、地域医療⽀援機構としては、特に、
１）県内各⾃治体独⾃の修学資⾦貸与制度の調査
２）県内臨床研修プログラムマッチ者調査の準備
３）県内地域医療機関関係者との⾯談と調査（特に天草）
４）修学資⾦貸与制度の制度運営の実施と整備
５）地域医療機関の診療⽀援
６）その他、機構関連諸業務（運営会議、連絡調整会議、理事会、等）

また、機構業務以外の従来業務の⽅は、
１）⼤学病院総合診療科外来診療
２）医学部医学科の卒前教育での複数の授業・実習
３）⼤学卒前医学教育の横断的な補佐業務
４）卒後初期研修・専⾨医研修（総合診療）の指導・プログラム管理
５）学外の様々な依頼業務（共⽤試験実施評価機構委員、臨床研修指導医養成ワークショップ等）
６）学会や⾏政の各種委員会等（特に、熊本総合診療研究会の⽴ち上げ）
に取り組んだつもりです。

しかしながら、今年度は震災もあり、新たに対応を迫られたり、考えさせられることも多々ありました。
震災に関しては、どこまでお役に⽴てたかは、⼼もとないし、内⼼忸怩たる思いもあります。

上記業務は、ある程度成果を上げたと思われるものもあれば、これから更に充実・整理させていく必要性
を感じる部分もあります。次年度に向け、⾃部署関連の協⼒・強化と、外部のご理解・ご⽀援を更に活かせ
る様に取り組んでいく所存です。
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 ⾕⼝ 純⼀ 特任准教授

おわりに



2015年4⽉に公⽴⽟名中央病院に新設された｢地域医療実践教育⽟名拠点｣に特任助教として着任し、2年が
経過する2016年度、総合診療科での診療を通して学⽣・研修医・総合診療専⾨医プログラム専攻医の教育に
従事し、2017年度を迎えるに際し、診療のみならず様々な業務に御協⼒・御指導頂いた全ての⽅々に深く御
礼申し上げます。

最初に｢診療｣と｢教育｣についてですが、この1年、年間1000⼈を超える新規受診患者の診療を通し、延べ
19名の熊本⼤学医学部学⽣（クリクラ）、7名の初期臨床研修医、3名の専攻医を指導致しました。結果、そ
れまで定員割れのマッチ率であった⽟名中央病院基幹型初期臨床研修プログラムの応募者数は、平成28年度
にフルマッチに⾄りました。⼀説には、先の熊本地震による影響との意⾒も聞かれますが、直接現場で教
育・診療に従事する私としては、全くそう感じていません。仮にそうだとすれば、応募者数が定員を上回る8
名であった事と、彼らのほとんどが当院でのクリクラ修了⽣であった(熊本県外の医学部⽣は⼀⼈もいない)
理由が説明できないからです。もちろん、この事象は2017年度が終了した時点で明らかになると考えてお
り、これからの研修医指導に対する研修医からのプログラム評価が鍵だと思います。

最後に「研究」についてですが、2016年4⽉(設置後1年)に地域における当科及び拠点を中⼼とした診療・
教育体制の有⽤性を検討する為、ICPCコーディングを⽤いて総合診療科受診患者を愁訴別に分類し、地域へ
の医療貢献について、荒尾市・⽟名郡市医師会に所属する医療機関93施設に対し郵送による半構造化アン
ケートを実施しました。結果、地域における特に診断困難症例の紹介について、総合診療科新設以前と⽐較
し、アクセシビリティーの改善に⼤きく貢献している事が⽰唆され、この事は2017年の⽇本プライマリ・ケ
ア連合学会総会で報告する予定です。

公⽴⽟名中央病院に教育拠点が設置され、早いもので２回⽬の年間報告になります。教育拠点としての実
践的な教育の場の提供、総合診療科としての診療⽀援は、決して順⾵満帆ではありませんでしたが、同僚の
尽⼒の甲斐あって、2年前には思いもよらなかった「贅沢な悩み」すら抱えるほどに進展していると思います。

教育拠点開設前から公⽴⽟名中央病院に勤務していた私には、教育拠点のみではなく、同病院の変化もし
っかりと感じられています。拠点設置以前は表に出得なかった当院の、特に⼈的なポテンシャルが⼒を発揮
し始めているのです。

研修医、専修医の熱意にあふれた真摯な振る舞いは病院に確実に活気を与え、彼らは他診療科のみでなく
事務職を含む多種職のスタッフの⼒を引き出し、もはや質の⾼い連携・協働の核になっています。この流れ
は指導医としてご協⼒していただいている開業医の先⽣を通して院外へも広がりを⾒せています。

地域が地域医療・総合診療の実践教育の場を提供し、地域が熱意あふれる「指導医」になる。⽟名には、
そんな地域になるポテンシャルがある。いや、⽟名だけではない、どの地域にもポテンシャルはあるはず。
そんな思いが強くなった２年間でした。

今後は先に述べた「贅沢な悩み」である、総合診療科への診療要請の増加、教育拠点での研修希望者の増
加に対する受け⼊れ側のマンパワー不⾜等に適切に対処し、今の流れを是が⾮でも継続、充実させること、
さらに地域をフィールドとした研究活動を充実させ、地域発の情報を発信し続けていくことが重要だと思わ
れます。

公⽴⽟名中央病院は新病院建設計画が進⾏中です。まずは数年後に県北に住⺠、地域医療・総合診療を志
す医学⽣や若⼿医師、近隣医療機関に信頼される病院が誕⽣することを夢⾒て活動していきたいと思います。
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 ⽥宮 貞宏 特任准教授

 ⼩⼭ 耕太 特任助教



2016年度は何といっても熊本地震の発⽣が⼤きな出来事でした。保育園から⼤学まですべての学校が休校
となる中、クローバーの会の先⽣⽅が熊本市医師会内保育所「メディッコクラブ」を年齢制限なく無料開放
する活動を始められました。私⾃⾝は昨年度に構築したメールマガジンや、LINEなどを利⽤して情報をつな
いだだけですが、保育⼠さんや⼤学⽣がボランティアで活動してくれて、12⽇間で延べ155⼈もの児童が利
⽤しました。

また、たくさんの⽅から温かい励ましのお⾔葉をいただき、さらに⽇本医師会の有志の会「さわぐるみの
会」の先⽣⽅から地震⽀援へのご寄付もいただきました。地震で⼀時約1000床の病床が機能停⽌に陥り、在
宅医療のニーズが急激に増加する中、ご寄付のおかげで「お留守番医師制度」を⽴ち上げることができました。

2016年度は、熊本県⼥性医師キャリア⽀援センターにとって、「もう⼀度臨床へ⽀援事業」が始まり、新
たな⼀歩を踏み出した年でもあります。11⽉22⽇から復職コーディネーターとして⾼塚貴⼦さんが就任し、
1⽉末までにすでに14件のご相談を受けています。

「もう⼀度臨床へ⽀援事業」では、短時間勤務制度の利⽤促進、週1回からの外来勤務紹介（お留守番医師
制度）、メンター制度、そのほか各種情報提供などの相談も承っております。熊本の医療⼈の男⼥共同参画
と医療全体がよりよい⽅向へ進んでいくことを願って、初⼼を忘れず活動したいと思います。

地震後学⽣さんの電話で安否確認をしていたら、「先⽣たちこそ⼤丈夫ですか、何かお⼿伝いできること
があったら、⾔ってください。」と⾔ってくれたり、ボランティア活動に率先して参加してくれたり、夏期
実習で仮設住宅の聞き取り調査や中学⽣の⽀援を⾏って成⻑した姿を⾒せてくれたりと、⼤変な⼀年ではあ
りましたが、⼈との繋がりや温かさ、喜びを感じることも多い⼀年でもありました。
貴重な体験をもとに今後も少しずつ成⻑していければと思います。皆様今後ともどうぞご指導、ご鞭撻のほ
どよろしくお願い申し上げます。

平成28年4⽉、まさに18年ぶりに故郷である熊本に戻ってきました。皆さんもご存じの平成28年4⽉の熊
本地震は、戻ってきてすぐの出来事でした。震源地を中⼼として、多くの熊本県⺠だけでなく、私⾃⾝や、
実家の家族なども被災しました。まだ私や私の家族も熊本での⽣活に慣れる前に発⽣した災害でしたので、
いま振り返っても本当に⼤変な新⽣活の始まりだったと思います。

熊本の医療のことについて、右も左もわからない中ではありましたが、前任地である福島で経験した東⽇
本⼤震災の経験を活かして発災当初より⾃分が避難していた避難所で医療班を⽴ち上げ、外部からの救援が
来るまでの間、被災された住⺠のケアに携わることができました。そのことは、私にとって⽣まれ故郷に恩
返しができたかのような体験で、今となっては掛け替えのない経験だと感じています。また熊本地震が発⽣
した時に両親の近くにいて、そして⽀えることができたのも不幸中の幸いだと思っています。

熊本地震の活動も⼤変でしたが、それ以上に熊本ならではの総合診療医のキャリアモデルを創出すると
いったプロジェクトもやりがいのある重要な活動の⼀つです。今年度は熊本⼤学医学部附属病院、公⽴⽟名
中央病院、⼭都町地域包括医療センターそよう病院で診療を⾏いましたが、その診療を通して熊本において
も総合診療が必要とされていることを感じることができました。また九州の医学⽣達の間に総合診療を志向
するものが少なからずいることを知ることができたのも、とても勇気づけられています。

まだまだ⼒不⾜を痛感していますが、少しずつ経験を積み重ねて熊本に貢献していきたいと思います。新
年度は、今まで以上に卒前・卒後の教育、研究、そして臨床を実践していきながら、熊本県だけでなく、九
州、⽇本、そして海外も視野に⼊れた活動が展開できるように、同じ志を持つ仲間と苦楽を共にしながら歩
んでいけたらなと思います。
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2016年4⽉に特任助教として当講座に着任し、早1年が過ぎ去ろうとしております。附属病院内での業務と
しては主に総合診療科の外来や学⽣の授業・実習等に携わり、また、地域医療⽀援としては、毎週⽕曜⽇に
上天草市⽴上天草総合病院、⾦曜⽇に⽔俣市⽴総合医療センターで外来勤務を⾏って参りました。

この1年間を振り返ってみますと、やはり熊本地震という未曽有の災害に遭ったことが真っ先に思い返され
ます。当講座に着任してすぐの震災でしたので、附属病院内のシステムに慣れないまま、益城町へ⽀援に⾏
ったりと⾮常に慌ただしく過ごしたことを思い出します。現在、ようやく平穏を取り戻しつつありますが、
今もなお懸命に復興への歩みを進めている最中でもあります。私たちも被害を受けた⽅々に対し、少しでも
お⼒になれますよう診療の⾯において引き続き⽇々活動して参りたいと思います。1⽇も早い復興を⼼より願
っております。

次に印象に残ったこととしては、8⽉に開催されました夏季地域医療特別実習に11年振りに参加させて頂
いたことです。地域のフィールド調査やワールドカフェ等を⾏い、以前にも増してより充実した実習になっ
ていたことには驚きました。しかも、今年度は熊本⼤学 政策創造研究教育センターの円⼭准教授が中⼼とな
って⾏っている、住まいに関する意識調査にテクノ仮設団地へ学⽣と同⾏させて頂いたことは私にとっても
⼀⽣忘れられない経験となりました。

最後に、当講座に着任し、これまで経験したことのなかったアカデミックな分野に触れ合えたことや学⽣
教育に携われたことは私の中で⼤きな財産となりました。来年度は全てのことに対しよりアクティブに、攻
めの姿勢でさらに取り組んでいきたいと思っております。また、来年度からは社会⼈⼤学院⽣として研究も
開始していく予定です。より実りの多い1年になりますよう精進して参りますので、今後とも引き続き宜しく
お願い申し上げます。

地域医療⽀援センターの客員研究員の古賀です。普段は天草市の御所浦診療所で勤務し、週1回⽉曜⽇に⼤
学にきております。私は平成7年に熊⼤卒業後、家庭医になるために⾃治医⼤の地域医療学講座に⼊局しまし
た。スーパーローテート研修後に岐⾩県⻄濃の公的診療所に家庭医として勤務を始めました。計11年勤務後、
⻑崎県で病院総合医として3年間勤務したのち、平成24年に熊本に戻ってきました。最初の2年間は地域医療
システム学寄附講座で⼩国と芦北の地域医療現場に曜⽇単位で関わらせて頂き、その後は上益城郡⼭都町そ
よう病院に内科医として1年間勤務しました。縁あって平成27年から現勤務地に異動しております。県内の
有⼈離島で常勤医がいる診療所があるのは御所浦と湯島のみです。私のライフワークはいわゆるへき地での
家庭医療です。家庭医は診療領域の広さと同時に時間軸を重視する専⾨医です。時間軸を重視する家庭医に
も家族の介護・教育問題は起こり、これが10年単位での⻑期継続が困難になる理由の1つです。また家庭医
の診療の現場では、家族や友⼈関係まで知り⻑く付き合うからこそ、診察室に⼊ってきた時の表情だけであ
る程度の診断がつくこともあります。時にはお看取りもあります。⼩さかった患児が⼗数年経ち、地元で結
婚して⼦供を連れてくるような嬉しい1コマもあるでしょう。そんな家庭医が1〜2年で変わるのは望ましく
ない⾯もあります。⼀⽅で⻑期にわたって勤務を続けるには⼯夫が必要です。客員研究員としての週1回の⼤
学勤務は、⾃分の置かれている状況や県内の医療状況を客観的に⾒るのに有⽤です。⻑期的視野で御所浦診
療所において何をすべきかを考えるのに役⽴っています。医学⽣実習や研修医の積極的受け⼊れと、家庭医
マインドを持った医師による緩やかなグループ診療が特に重要だと考えています。
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熊本地震から早⼀年が経過しようとしています。いろいろな⽀援を⾏っていく中で、平時の備えの⼤事さを感じ
ています。今回の地震では、医療・保健・福祉にとどまらず、⼤学他学部の組織や⾏政など、多機関・多職種との
連携が求められています。いま復興期においても、職種の垣根を越えた「多職種」連携が必要であり、今回の地震
で様々な「しがらみ」を改めて⾒直し、平時の関係を構築し、復興さらには次の災害への対応⼒向上となることを
願ってやみません。駆け出しの若輩者ではありますが、今後とも、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

 ⾹⽥ 将英 医員（⼤学院⽣）



2 . あ と が き

写真など

熊本県地域医療⽀援機構
〒860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1
Tel: 096-373-5627 Fax: 096-373-5796
E-mail: chiiki-iryo@kumamoto-u.ac.jp
HP: http://www.chiiki-iryo-kumamoto.org/

熊本⼤学医学部附属病院 地域医療・総合診療実践学寄附講座
〒860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1
Tel: 096-373-5794 Fax: 096-373-5796
E-mail: chiiki_soushin@kumamoto-u.ac.jp
HP: http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/chiikiiryo/index.html

2014年度に地域医療⽀援センターが設置され、我々が赴任して今年度で3年⽬となりました。
今年度は、思いもよらぬ震災があり、業務の遂⾏にも多⼤なる⽀障が出ましたが、新しい「地域
医療・総合診療実践学寄付講座」として関連部署の発展的改変、新しいスタッフの参加等で、少
しは充実した活動が可能な状況になってきたかと感じております。

公⽴⽟名中央病院の学外の教育拠点は、総合診療の専攻医も新たに参加し、臨床研修機関病院
としての研修医もフルマッチし、卒前教育、臨床研修と連動した教育体制が少しづつ出来上がり
つつあると思います。これも、同院の中野病院⻑を始め、関係者の多⼤なるご理解・ご協⼒があ
ってと感謝する次第です。総合診療専⾨医制度も1年後にはようやく開始となる⾒込みでそれに備
えて準備を進め、新しい専攻医も来る予定で、より⼀層体制を整えて⾏なっていく事を計画して
おります。

地域医療⽀援センターとしては、今年度は、地域の医療機関の関係者とより密に情報交換を⾏
なったつもりですが、次年度は、より実際的に地域医療の関係者と協議する場を作っていこうと
思っています。男⼥共同参画も後藤特任助教を中⼼に新しい事業が進んでおり、更に⽀援体制が
充実化していくと感じております。こちらもより⼀層のご理解を賜りたいと願っております。

最後に、⽔⽥病院⻑を始め、⼤学内の様々な先⽣⽅、事務⽅等には多々ご指導・ご⽀援頂きま
した。また、当地域医療⽀援センターの事務部⾨のスタッフの⽅々および、県庁の医療政策課の
⽅々にも、多⼤なるご助⼒を頂きました。本年度も地域医療の貢献の為にご理解頂いた全ての関
係者に、あらためて、⼀層の感謝を申し上げますとともに、次年度もどうか宜しくお願い申し上
げます。

地域医療⽀援センター ⾕⼝ 純⼀
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