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　総合診療医学分野は家庭医療専門医の資格と総合診療能力の修得を
めざす医師を募集しています。現在12名の医師が当分野の「ジェネラリスト
養成プログラム」で研修を行っています。その中の8名は当分野がプログラ
ム責任者を務める家庭医療専門医研修プログラムに登録し、家庭医療専
門医の資格取得を目指しています。研修の主体は県内の医療機関ですが、
千葉県の亀田ファミリークリニック館山や青森県の八戸市立市民病院で県
外研修を行い将来は徳島の医療への貢献を予定している若い医師もいま
す。総合診療・地域医療に高い関心や情熱を持つ医学生は学生スタッフと
して当分野とつながりを持ち、週一回の医局会や様 な々全国的な研修会・
地域医療実習に参加することができます。詳細は教室HPの教室員募集を
ご覧ください。 →  http://www.tiiki.umin.jp/

AWAジェネラリスト養成プログラム 
医学生から初期・後期研修医の皆さんへ

臨床実習クリニカル・クラークシップ 
地域医療実習報告 自治医科大学が毎年主催する「地

域医療フォーラム2015」が開催さ
れ、谷教授が出席しました。今回
のテーマは地域医療構想であり、
厚労省、大学関係者、地域の医
療機関の代表者からの報告がなさ
れた後、「これからの地域医療提供
体制に向けて」と題した分科会が開
かれました。谷教授は「大学の立
場から～これからの地域医療提供体制づくりに資する大学・医育機関の役割～」につい
ての議論と意見交換に参加しました。

9月20日
地域医療フォーラム2015

［編集・発行］

医学生 初期研修医 後期研修医（専攻医）

学生スタッフ
サークル
（地域医療研究会）
講義・実習
（総合診療・地域医療）

徳島大学病院
プライマリ・
ケアコース等

●病院総合医コース
●家庭医コース
① 南阿波総合医・
    家庭医養成PG
②徳島大学AWA広域総合
    診療医養成PG

ご 挨 拶

質の高い
総合診療医の
育成に向けて
総合診療医学分野 

特任教授　谷 憲治
　
　徳島大学大学院総合診療医学分野の谷です。2007年10月1日に徳島県
の受託講座（地域医療学分野）としてスタートした当教室は、2010年4月1

日に徳島県の寄附講座（総合診療医学分野）として生まれ変わり、総活動
期間として本年4月1日で8年半が経過しました。
　さて、2017年度に導入される新専門医制度では、基本領域専門医の19

番目として新たに総合診療専門医が加えられることになっています。日本専
門医機構は、総合診療専門医を「主に地域を支える診療所や病院におい
て、他の領域別専門医、一般の医師、歯科医師、医療や健康に関わるその
他の職種などと連携し、地域の医療、介護、保健など様々な分野でリー
ダーシップを発揮しつつ、多様な医療サービスを包括的かつ柔軟に提供す
る医師」と定義しています。しかし、このような能力は総合診療専門医を目
指す医師のみに必要なものでしょうか？
　患者の病気を単に医学的な「疾患」としてのみでなく「病い」として捉え、
それに影響を及ぼす家族や生活環境の問題、これまでの本人の人生や健
康・病気に対する考え方にまで踏み込み、個人個人に応じた適切な対応を
探っていくこと。このような能力や姿勢は、すべての臨床医が備えておくべ
きであるといえます。私は、医学生あるいは研修医などの若い医師に対し
て、彼らがどのような臓器別専門医を目指していようと総合診療の考え方を
同時に備えておいてほしいと教育してきました。今回の新専門医制度におい
て、19番目の専門医として内科や外科との線引きが行われ、総合診療専門
医が一人前の専門医資格として認められたことは素晴らしいことではありま
すが、これから取り組むべき課題は山積していると言えます。
　新専門医制度は今年の4月に研修2年目を迎える医師から該当します。そ

れ以降の医師は、2年間の初期研修を修了した卒後3年目からこの新専門
医制度における専門医研修に入ることになります。したがって、総合診療専
門医研修を選択する医師に対しては、そのための優れたプログラムを構築し
ておく必要があります。すなわち、各医療機関の研修内容の充実、医療機
関間の連携強化、そして指導医の能力向上を図ることが重要であるといえ
ます。しかし、さらに重要と言えることは3年間の研修で総合診療専門医の
資格を取得した後のキャリアデザインをどのように組み立てていくかというこ
とです。

　総合診療専門医の資格を取得した後の道、すなわちサブスペシャルティ
領域の内容は全く決まっておりません。内科、救急などの他の18領域への
移行やダブルボード（2つの専門医資格を取得して維持すること）に関して
もこれから議論されていく課題となっています。先に述べたように、すべての
臨床医に総合診療専門研修から学ぶ知識や技能を修得してほしいと願っ
ており、そのためには、総合診療専門医以外の18領域の研修にもそういっ
た要素を組み入れてもらいたいと希望します。また、総合診療専門医には他
のすべての領域とのダブルボードを認めるべきです。今回の新制度による
専門医研修は、資格を取得することが目的ではなく、臨床医として、そして
人としての礎を築く期間であり、その後の長い医師人生のスタートに立つた
めに必要な期間であると言えます。今後、研修が実際に動き出し、サブスペ
シャルティ期間も含めて優れた臨床医としてのキャリアパスを考えなければ
ならないようになった時に、おのずと正しい方向性は見えてくるのではない
でしょうか。個々の診療科や学会の利益ばかりを追求せず、地域医療を支
え、さらに進んでいくわが国の超高齢社会に求められる医師像とは何かとい
うことを皆で考えておく必要があります。
　当教室の中西嘉憲医師が、当教室が構築した家庭医療専門医研修であ
る徳島大学AWA広域総合診療医養成プログラムのローテーションの中で
この4月から県立海部病院での研修を開始しました。来春の新県立海部病
院の高台への移転開院に向けて医学生や若手医師教育の場である同院の
地域医療研究センターはさらに充実したハード面を備えることになります。
今春からの地域医療実習も9年目を迎えます。若い医師に対する良医育成
を目指した教育体制をしっかりと整えていくつもりで教室員一同が取り組ん
でまいりますので、関係者の皆様方には引き続きご協力ご指導よろしくお
願いいたします。

総合診療能力への関心・情熱
総合
診療医

毎年恒例となっている飯泉徳島県
知事と徳島大学医学部「地域枠」1
年生とのキックオフミーティングが
徳島大学大塚講堂で開催されまし
た。今年の地域枠入学17名から
の自己紹介とこれからの抱負ととも
に知事への質問がなされ、それぞ
れの質問内容に知事からの回答がありました。谷教授は総合診療医学分野教授、そして
徳島県地域医療支援センター副センター長として出席し、徳島大学の地域医療教育の
紹介と質疑応答の司会進行を務めました。

10月22日
知事と地域枠生のキックオフミーティング

高橋 未奈
　今回の実習を通して、地域医療に従事することは決してマイナスでないと
実感できるようになった。日々患者を流れ作業のように診療し、その人がど
んな人だったかも思い出せずに治療を行うのと、患者の背景を理解し、個
人にとってどのような診療が一番最適かを一緒に模索しながら行うのはど
ちらが医師人生として幸せかを考えることができるようになったのもこの実
習での大きな収穫と考える。また、医師としての様 な々能力が試されるのも
地域医療ならではだと感じた。ただ多くの知識を知っており、適切な検査
や治療方針が立てられるのが素晴らしい医師ではなく、患者への伝え方、
患者を理解しよう、患者の立場を尊重しようとする態度を示す能力がより
求められるのが地域医療である。そういった人間味のある診療が行えるの
が地域医療の魅力であり、よりこの素晴らしさに共感する医師が求められ
ると感じた。

溝渕 海
　4泊5日という実習だったが楽しく充実していたので本当にあっという間
に終わってしまった。地域の方々がとても優しく温かかったので楽しく過ご
しやすい実習だった。今回初めて地域医療に触れたのだが、大学病院とは
違った、人に寄り添う医療もあるということが分かった。自分も将来患者さ
んから信頼や尊敬をされる医師になりたいと思った。

原田 容子
　実習前は、地域医療というと、とにかく医師が足りないから来てくれ、と
か、ずっといてくれ、と言われるのではないかという印象でした。医師自分一
人で何もかも任されてしまうのではないかという恐れもありました。しかし、
地域の方々、先生方が、若手をフォローし育てるために、いろいろと指導・
工夫してくださっているプログラムがあること、それに若手の意見も反映さ
れるよう配慮していただいていることを、先生方とのお話で知りました。ま
た、地域を守る会の石本さんが、「私たちは、先生方を取り込んで縛り付
けたりする気持ちはありません。この実習で何か感じて、海部を気に入って
くれて、ほんの3年でも働きに来てもらえたらありがたいです。」という風に
話してくださったので、自分のタイミングで興味があれば気軽に来れる、と
いうイメージに変わりました。

宮崎 純志
　患者さんへの採血など、普段はできないことを実習できてとても良い経

験となりました。大学病院での実習では回診やカンファレンスなどで医学
的知識などが重要視されますが、この1週間だけはそのような環境から距
離を置いて地域医療に触れることができました。医師側から見た問題と患
者さんから見た問題は少し違う部分もありますが、様 な々地域医療の現実
を見てこれから医師になる前に必要な患者さんとの関係の大切さに改めて
気付かされました。

安楽 光咲
　今回の地域実習では今までの実習とは違い疾患ではなく医師と患者さ
んの繋がり、接し方、コミュニケーションなどを学ぶことができました。本当
に先生方、地域の方々皆さんが優しく、色 と々お話させていただくことがで
きて人の優しさに触れた一週間だったなというのが一番の感想です。地域
に根ざした病院がどういったもので、どのような診療をしていて、どんな役
割を果たしたいるかということが今までよりも感じることができ、理解を深
めることができたような気がします。

手島 陵太
　同級生たちと一緒に泊まりがけで実習を行うというのは地域医療実習な
らではのことだったので、このような経験ができたことが非常に良かったと
思う。また、宿舎は設備や備品が整っており、非常に過ごしやすかった。採
血実習は大学ではなかなか行えないということで、学生同士ではなく、実際
の患者さんを相手に採血を行うという経験ができたことは、今回の地域医
療実習に参加した上で最も大きな意義があったと感じる。

橋本 采佳
　想像していたよりも病院や診療所に医療機器がそろっていました。また
規模が小さいため患者さんとの距離が近いだけでなく、スタッフ間の距離
も近く連携がよくとれていて、チーム医療という点では大きな病院よりもむ
しろ優れているのではないだろうかと感じました。実習前は、地域の病院
は症例数が多くなく専門性も薄いため、医師としてのスキルアップをするに
は適していないのではないかというイメージがあり、研修期間に数ヶ月勤務
するのはいいが専門医になってから長期間勤務するのはどうなのだろうか
と考えていました。しかし実際の医療現場をみて、医師の人数が少なく一人
一人の責任・負担が重い分、そのような環境におかれることで、知識や手
技の習得ひとつひとつに相当な覚悟を持って臨むことができるのではない
かと感じました。
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谷教授、山口助教、田畑助教の3

名で、青森県の八戸市民病院を視
察訪問してきました。当教室とつな
がりを持って八戸市民病院で研修
中の梅谷一公医師の勤務状況を見
学させてもらうとともに、救命救急
センター所長の今明秀先生に直接
病院内を案内していただきながら、
救急医療体制の立ち上げと「劇的
救命」をかかげるまでの発展に至ったお話を伺うことができました。

10月30日・31日
八戸市民病院視察

徳島県地域医療支援センター主催
の第10回徳島GMラウンドが開催
され、谷先生が副センター長として
田畑助教、湯浅医師とともに参加
しました。今回の講師は谷先生が
お呼びして神戸中央市民病院総合
診療科副医長の金森真紀先生にお
願いしました。医学生、研修医、
指導医など53名の参加者の中、「しっかり聞いて、すっきりまとめる～問診とプレゼンの
力をつけよう～」のタイトルで講演と症例検討を行っていただきました。

10月24日
第10回徳島GMラウンド

今年も谷先生が徳島文理高校に招
かれ、キャリア教育推進事業で医
学部を目指す文理高校1年生29

名に対して講義を行いました。研究
室配属で文理高校出身の医学科3

年生2名も同行し、講義の後の高
校生からの質問に答えたりアドバイ
スを行うなど、有意義な時間となり
ました。皆さんの徳島大学医学部
医学科への入学をお待ちしています。

11月16日
徳島文理高校生に出張講義

谷教授が蔵本祭の高校生企画の模
擬授業を担当するのも今年で４年
目となりました。今年は「あなたや
家族は、かかる病院をどのようにし
て決めますか？」と題した新しいシナ
リオを準備し、高校生でも参加で
きる題材を用いて「病院や診療所、
そして総合医の役割」についての議
論を行いました。担当の医学科3年生との寸劇を用いて、病院や診療所のあるべき姿に
ついて一緒に議論する楽しい会となりました。

11月1日
蔵本祭高校生企画

今年も実習などでお世話になった
県内地域医療機関の先生方をお招
きして、総合診療医学分野・地域
医療研究会合同の忘年会が開催さ
れました。今年も昨年までに続いて
鳴門市のCalifornia Tableで開催
され、総合診療医学分野のスタッ
フ、サークル医学生、地域医療機
関の先生方が集まって賑やかに行われました。今年、入籍したスタッフの中西先生の奥
様も参加し、関係者への挨拶もありました。皆さん、1年間お疲れさまでした。

11月28日
教室・サークル合同忘年会

今年は香川で開催されました。総
合診療医学分野からは谷教授、山
口助教、清水助教、田畑助教、
湯浅医師が参加し、田畑助教は後
期研修医ポートフォリオ発表会で
ポートフォリオの紹介を行いまし
た。医学科3年生の研究室配属生
3名はその研究成果をスライドで発
表しました。スタッフも医学生も積極的に質問に立ち、教室の存在をアピールしてきまし
た。初日の夜はスタッフと学生達で高松市内のおいしい料理を楽しみました。

11月21日・22日
日本PC連合学会四国支部学術集会

第11次へき地保健医療計画の検
証並びに次期策定支援に関する厚
労省の研究班（班長：梶井英治自
治医科大学教授）の班員である谷
教授が、今年は広島県、愛媛県、
香川県、そして徳島県の各県庁を
訪問し、各県が取り組むへき地医
療対策に関するアドバイスを行いま
した。写真は同行の山口県立総合
医療センターの原田先生と広島県地域医療支援センターの古川先生です。

11月30日
厚労省研究班 香川・愛媛・広島・徳島県庁訪問

谷教授が毎年参加している地域医
療振興協会徳島県支部会議に今
年は山口助教と参加しました。今
回のテーマは新専門医制度の総合
診療専門医であり、徳島のへき地
医療に貢献する自治医科大学卒業
生の皆さんがその専門医資格を取
得できるかどうかについての議論が
なされました。親睦会にも参加し、
自治医科大学出身の多数の先生方や県の皆さんとの親交を深めることができました。

1月30日
地域医療振興協会徳島県人会

毎年恒例の徳島県国保診療施設
地域医療学会が徳島市川内町で開
催されました。今回は「地域医療構
想と地域包括ケアの新たな展開に
向けて」をテーマに発表と議論が交
わされ、同学会の運営協議会の顧
問を務める谷教授が助言者として
参加しました。特別講演には岐阜
県県北西部地域医療センター長の
後藤忠雄先生を招き、「地域医療を支える仕組み作り」のタイトルの講演がありました。

11月29日
第39回 徳島県国保診療施設地域医療学会

谷教授が班員を務める厚労省研究
班の主催による第７回全国へき地
医療支援機構等連絡会議と班会議
が開催されました。厚労省の担当
者および全国の都道府県のへき地
医療対策の担当者が厚労省に集ま
り、各地区ごとに分かれてグループ
ワークが行われました。谷教授は
班員の瀬川先生とともに第2班の
ファシリテーターを務め、新専門医制度についての議論を行いました。

1月29日
厚労省班会議

第252回徳島医学会学術集会が
蔵本キャンパスの長井記念ホール
で開催されました。研究室配属の
医学科3年生岩佐みゆきさんが一
般演題で「徳島大学在学の女子医
学生と卒後の女性医師のワークラ
イフバランスについて」のタイトルで
ポスター発表しました。指導医の湯浅先生が質問に対する応答を支援しました。田畑助
教は一般演題の座長と務めました。次回の7月は当分野の谷教授が当番世話人を務めま
すので、皆様、よろしくお願いします。

2月14日
徳島医学会

第10回徳島県立病院学会が徳島
県立中央病院で開催され、谷教
授、山口助教、田畑助教が参加し
ました。特別講演はスタッフの河南
真吾先生が研修中である千葉県の
亀田ファミリークリニック館山の岡
田先生と安房地域医療センターの
西野先生で、その後のミニシンポ
ジウムには田畑助教も参加しました。学会後の親睦会では亀田系列の研修システムの素
晴らしい仕組みを詳細に教えていただきました。

2月6日
徳島県立病院学会

恒例の徳島地域医療教育研究会
（第17回）を徳島駅前の阿波観光
ホテルで主催しました。今回は研
究室配属で医学科3年生の吉田規
朗君のザンビア留学報告と特別講
演として高知医療センターの澤田努
先生をお招きして徳島の地域医療
に取り組んでいく上での様々なヒン
トをいただきました。地域医療の現場と医学生教育に関わる先生方と地域医療に関心の
高い医学生との交流の場ともなりました。

2月20日
第17回 徳島地域医療教育研究会

平成27年度愛媛県東予地区病院
指導医講習会及び病院連携記念
講演会に谷先生が特別講演者とし
て招かれました。愛媛県地域医療
支援センター長の高田教授が座長
を務め、「地域を守る医師を地域で
育てる～大学・自治体・医療機関・
住民の連携～」のタイトルで講演を
行いました。徳島大学の地域医療教育や学生サークル活動、医師確保対策活動につい
て集まった愛媛県内の病院長や副病院長にとって参考になる内容の発表を行いました。

2月17日
愛媛県東予地区病院連携記念講演会

第6回中四国地域医療フォーラム
が鳥取県で開催されました。谷教
授、山口助教、地域枠生2名が徳
島大学から参加しました。中国四
国9県の大学関係者、県の担当
者、地域医療支援センターのスタッ
フなどが集まり、地域医療に関する
卒前教育や卒後の総合診療医の育
成などについての情報交換と議論がなされました。学生によるワークショップもありまし
た。来年は徳島での開催が決まりました。

2月26日・27日
第6回 中四国地域医療フォーラム

全国地域医療教育協議会の世話
人である谷教授は、文部科学省「大
学における医療人養成の在り方に
関する調査研究委託事業」の分担
研究者を務めております。今回は、
同じ世話人の高知大学の阿波谷教
授とともに広島大学をサイトビジッ
トとして訪問し、広島大学の地域医
療教育の内容、関連講座の現状、地
域枠制度などの調査を行いました。

2月22日
広島大学サイトビジット

県南・海部地区での地域医療実習は8年目を迎えました。
実習を終えた昨年度の医学科5年生からの実習感想の一部を紹介します。
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　私たちの総合診療医学分野とつながりをもって、救急の有名病院八戸
市民病院に研修にいっている梅ちゃん先生こと梅谷一公先生に会いに、
また研修医にも人気のある八戸市民病院を視察すべく八戸に行ってきまし
た。徳島ではまだいらないコートを持って行って正解でした。東北らしい
凜とした寒さを肌で感じました。八戸市民病院では研修医に大人気のスー
パースター今先生自ら案内してもらいました。八戸市民病院には「病院前
診療」「八戸ER」「救命救急センター」「救命病棟」と4つの機能があり、
その一つ一つを紹介してもらいました。病院前診療ではドクターカー年間
1100件、ドクターヘリが年間400件あり、その司令室から現場までの流
れを教えてもらいました。八戸ERは年間24000人と多いのですが、意外
にERは狭く、ところ狭しと若い先生、看護師がてきぱき動いている姿が
印象的でした。今先生いわく「狭い方が若い先生が何をしているのかわかっ
ていい」と笑っていました。指導体制をきっちりしている自信のある笑顔で
した。救急救命センター、救命病棟でのショック、重症熱傷、脳梗塞、
外傷、血液浄化、人工心肺も救急科がしているケースも多く、勉強する
にはとてもいい環境であると感じました。よく働き、よく勉強する仲間がたく
さんいる、劇的救命という文言どおり、アグレッシブに挑戦し、命を救って
いく先生方がたくさんいて、情熱のある研修医に人気があるのがわかりま
した。梅ちゃん先生も素晴らしい指導医と施設と仲間に恵まれて、すくすく

と立派な救急医として成長している感じがして頼もしかったです。南海トラ
フ巨大地震では県民の早期避難率を高め、呼びかけ避難を行うことによ
り、全員が発災後すぐに避難を開始することができ、かつ、津波避難ビル
が効果的に活用された場合は、死者数を約9割減らすことができると言わ
れています。東日本大震災では、避難訓練を8年間重ねてきた岩手県釜
石市内の小中学校では、全児童・生徒計約3千人が即座に避難。生存
率99.8%という素晴らしい成果を挙げて「釜石の奇跡」と呼ばれました。
新しい海部病院は今までの病院の役割はそのままに「巨大地震を迎え撃つ
前線基地」「地域医療を担う総合診療医の育成道場」として発展していく
ため、まさに八戸市民病院の救急医として育った梅ちゃん先生が活躍でき
る場であると伝えてきました。将来一緒に働けるのを楽しみにしています。

　去る12月、海部病院の坂東院長、田畑医師、山口の3名で2日間訪
問させていただきました。
　KFCTで後期研修3年目 徳大総診メンバー河南先生の手配してくれた
ハードスケジュールにより、朝6時30分に木更津を出発して8時30分の
カンファレンスから出席しました。他大学の学生3名も見学に来ていまし
た。まずは施設案内。案内いただいたのはS先生という8年目の先生。気
さくで丁寧、柔和な先生です。病棟のないクリニックですが、スーパーマー
ケットを改築しているので、敷地はかなり大きく、卒後3年以上の常勤医
師が 16名というマンモスクリニックです。診療科は家庭医療科と歯科のみ
ですが、妊婦健診、乳児健診、血液透析も行っています。初診外来担
当2人、再診外来担当5人、プリセプティング（指導役）1人、予備1人、
ほかに訪問診療1人、透析担当1人と、充実の体制です。家庭医療研
修は4年制で、1年目は患者を診る、2年目は家族を診る、3年目は地域
を診る、4年目はリーダーシップ育成、とテーマがあります。
　外来風景をご紹介します。家庭医療研修2年目のT先生の外来中、前
立腺肥大症などで通院する患者様の夜間頻尿の増悪に対して、内服薬を
変更しようかという話。方針に迷ったためプリセプティングの先生にPHS

で連絡すると、すぐに来てくれました。T先生の疑問が知識レベルであるこ
とがわかると、必要な資料をすぐに取り出しました。時間のない外来では、
ゆっくり文献検索する余裕はないので必要な情報を素早く与えてくれること
が望まれます。必要な知識を与えた上で、この患者さんにとってベストの
解決策は何かを一緒に考えました。
　昼は、毎日持ち回りでランチョン勉強会が開かれています。2年間で一
通りの領域を網羅するようにスケジュールを組んでいるそうで、こうすること

で必要な知識が2年ごとにアップデートできます。
　2日目午前に訪ねた安房地域医療センターは146床で、総合診療科10

名と各専門科医師10数名で構成されます。朝8時の抄読会から参加さ
せていただき、続いて前日入院5名のカンファレンスが9時半までありまし
た。抄読会はDaily POEMs を題材に使っていました。たまたま足関節
骨折の文献だったので、整形外科医師2名にも同席してもらい、コメント
をいただいていました。論文内容を鵜呑みにせず専門科に素直に意見を
求める姿勢に感銘を受けました。総合診療医が主体で専門科もある程度
充実している利点であり、海部病院においても可能と考えられました。
　2日目午後、亀田総合病院はとにかく大きな病院でした。大病院だけど
患者目線であり、患者第一の姿勢が貫かれていると感じました。ただ我々
の目指す総合診療は、こういったマンモス病院のものではない、ということ
もわかりました。地域に密着した患者さんから距離的にも心理的にも近い
場所で診療し研鑽し、また卒前卒後教育に携わっていきたい、またそのよ
うな環境を作っていきたいと一同思いを新たにしました。至れり尽くせりの
歓迎をいただきまして、西野先生、岡田先生、ありがとうございました。

　総合診療医学分野が管理する家庭医療専門医研修プログラムを紹介し
ます。3年間の地域医療現場を中心とした研修によって日本プライマリ・ケ
ア連合学会が認定する家庭医療専門医試験を受ける資格を取得すること
ができます。新専門医制度の開始によって総合診療専門医に移行されて
いきますが、平成26年までに卒業した医師が取得する資格は家庭医療専
門医になります。詳細は次のホームページをご覧ください。
総合診療医学分野ホームページ
→http://www.tiiki.umin.jp/

南阿波総合医・家庭医養成プログラム紹介ページ
→http://www.tokushimaprimarycare.org/

総合診療医学分野 特任助教  山口 治隆

　約80年の歴史を持つ由岐病院から、2016年3月、新築の美波病院
に異動となった。私は、2005年4月より故郷の由岐病院に勤務しており、
約11年の夢がかなった。「連携と教育」をキーワードに診療を行っており、
総合診療医学分野（谷憲治教授）との交流をふりかえり、今後の展望に
ついて述べる。
　私は、谷先生の一年後輩（徳島大学医学部29期生、1983年卒業）。
学生時代、谷先生は柔道部。私は1・2年次に準硬式野球部に所属し
ていた。その後、谷先生は呼吸器・膠原病内科（旧第三内科）に進まれ
たが、私は血液・内分泌代謝内科（旧第一内科）の同門である。曽根三
郎先生（徳島市民病院）に勧められ、谷特任教授就任の祝賀会に隣席し
たのが、おつきあいの始まりである。非常勤講師（臨床教授）に任命いた
だき、学生の現地教育を受け持っている。医学部での講義の機会もいた
だいた。そして、地域医療実習（必修）は、8年目を迎えた。
　かつて、河南真吾先生（千葉県）は、選択性の実習で由岐病院に来院。
宿泊した古い病院宿舎は建て替えられ、昔日の感がある。田畑良先生（県
立海部病院）には、研修医の頃、木下英孝先生（上勝診療所、当時は
海部病院）と一緒に代診いただいた。また、他のスタッフ（山口治隆、湯
浅志乃、申輝樹、小幡史明、河野光宏の諸先生）には、海部病院勤務
の時期に、患者さんの医療連携でお世話になった。年2回の地域医療教
育研究会や忘年会にも参加し、県内の地域医療に携わる諸先生や行政
職の諸氏と交流した。研究会では、中世和歌の研究者の谷知子先生（横
浜市、谷先生の妹さん）と知己になり、世界が広がったように思う。

　2004年から始まった研修医制度に起因する地域の医師不足が続いて
いる。また、徳島県南部は、過疎・少子高齢化で、人口減少が著しい。
さらに、5年前の東日本大震災のインパクトは大きく、美波病院建設の牽
引車となった。時限の決まった高所移転の計画となり、日和佐道路（地域
高規格道路、無料の高速道路）の由岐インターチェンジの近くの海抜23

メートルの高台に決定。由岐病院（50床）と日和佐病院（30床）を統合し、
3階建の免震構造の美波病院（50床）が完成した。高齢化社会に対応し
広い病室とし、リハビリテーション（運動器、脳卒中）の開始、遅れてい
た電子カルテの導入を行った。新規採用の職員や2つの病院からの職員
の融和も課題となっている。
　あわただしい毎日が続くが、由岐病院と同様に、学生実習や研修医の
地域医療実習（2015年は徳島市民病院から2名が1週間滞在）を受け入
れていこうと考えている。
地域で長く診療を続けるに
は、研究会・学会に参加・
発表し、臨床研究を行う
こともモチベーションを保
つのに大事と思う。今後
も、大学“総診”の谷先生
やスタッフの諸先生には、
ご厚情と顔のわかる連携を
お願いしたい。

美波町国民健康保険美波病院 院長 本田 壮一

地域医療研究会サークル活動紹介

毎年の恒例になった神山町鬼籠野にスダチ狩
り出かけてきました。例年のように高橋さんのス
ダチ農園にお邪魔させていただき、28名のメン
バーが参加してたくさんのスダチを収穫させて
いただきました。自分で採ってみると、手袋をは
いていても怖いような棘がたくさんあるスダチの
樹木や時に出てくる蜘蛛などと格闘しながら結
構大変な作業でした。でも、楽しかったです。高
橋さん、本当にお世話になりました。

9月27日　神山町スダチ狩り

今年も実習などでお世話になった県内地域医
療機関の先生方をお招きして、総合診療医学分
野・地域医療研究会合同の忘年会が開催され
ました。今年の忘年会も昨年までに続いて鳴門
市のCalifornia Tableで開催され、総合診療医
学分野のスタッフ、サークル医学生、地域医療機
関の先生方が集まって賑やかに行われました。1
年生も参加し、楽しい余興を見せてくれました。
皆さん1年間お疲れさまでした。来年も頑張りま
しょう。

11月28日　サークル忘年会

阿波観光ホテルで開催され、サークル活動とし
て18名のメンバーが参加しました。医学科3年
生の吉田規朗君のザンビア留学報告ではたくさ
んの写真を見せてくれて、国際医療支援につい
て考えさせられました。研究会の後はホテルの
おいしい立食をいただきながら、メンバー同士の
交流や集まっていただいた地域医療実習などで
お世話になっている先生方と楽しいお話を伺う
ことができました。

2月20日　第17回 徳島地域医療教育研究会

今年も8月14日に阿波踊りを踊った地医輝連
（ちいきれん）のメンバーの打ち上げが蔵本の居
酒屋で開催されました。来年の連長も決まり、
今年の酒井連長からの引き継ぎもありました。
来年もしっかり練習して楽しく踊りましょう。

9月18日　地医輝連阿波踊り打ち上げ

徳島大学医学生サークル「地域
医 療 研 究 会 」による第 6回
SAKURA-GMカンファレンスが
総合診療医学分野で開催されま
した。今回は神戸中央市民病院総
合診療科副医長の金森真紀先生
を講師としてお招きしました。金森
先生のこれまでの女性医師とし
て、妻として、そして母としてのキャ

リアを紹介してもらいながら、医学生の持つ様々な不安や疑問について的確にお答えいただ
きました。カンファレンスの後は、蔵本駅前のお店に移動して、金森先生のご家族にも参加し
ていただき楽しい親睦会を開催しました。サークルの幹部交代式も行われました。

10月25日　第6回 SAKURA-GMカンファレンス

徳島大学医学生サークル「地域医療研究会」に
よる第７回SAKURA-GMカンファレンスが徳
島大学蔵本キャンパス総合研究棟で開催され
ました。総合診療医学分野のスタッフとして亀
田ファミリークリニック館山で研修中の河南真
吾医師が指導医となり、「サークル活動や恋愛
に活かせる！家庭医のコミュニケーション術」の
タイトルで開催されました。谷教授、山口助教、
田畑助教、小淵医師、稲葉医師も参加してくれ
ました。カンファレンスの後は蔵本の居酒屋で
楽しい親睦会もありました。

1月31日　第7回 SAKURA-GMカンファレンス

梅ちゃん先生に会いに八戸市民病院に行ってきました

　みなさん、こんにちは。亀田の家庭医診療科に出向して早3年が経ちまし
た。こちらでの研修の近況と、1月に私が講師を担当したSAKURA-GMカ

ンファについて報告します。
●ユニークな研修項目
　亀田の家庭医研修3年目終盤には、Practice Managementといって、医
療経営や組織運営を学ぶ期間がありました。座学を経た上で、自分で約束
を取り付けた医療機関に伺い、運営の観点から視察をする研修です。4年目
にはFaculty Developmentといい、研修医を教える技術や組織間での交
渉術を体系的に学ぶ機会も用意されています。
　業務の性質上、家庭医は多職種と協働してプロジェクトを進めたり、主体
的に教育に関わる機会が多いので、このようなユニークな研修はありがたい
です。

●家庭医として対応するもの
　家庭医の外来では一般的な内科診察だけでなく、出産後の母子を診た
り、こどもの不登校や生理の相談に乗ったり、大人の禁煙指導、在宅看取り
など、様 な々ライフステージの健康問題に対応します。
　そのため、相手の不安を汲みとって癒やし、励ますコミュニケーションスキ
ルの修得が大切になります。そういう勉強をしていると、父親をしている自分
には、「これ子育てに使えるなぁ」とか「夫婦の愛情を保つ秘訣になるなぁ」な
ど気づき、自分の人生にもプラスとなっています。
●SAKURA-GMカンファについて
　今年の1月31日に開催したSAKURA-GMカンファでは、家庭医の仕事

を紹介しながら、上記のコ
ミュニケーションスキルのい

くつかを伝えました。
①患者中心の医療の方法
において、患者の病体験を
聴取するための「かきかえ」

②マイナスな思考パターンに介在するスキーマに気づきを与える認知行動
療法
③認知症高齢者の人間らしさを引き出すユマニチュード
　カンファには20人近くの医学生が集まりましたが、私からの無茶振りにも
みな笑顔で応えてくれて、楽しくロールプレイができました。参加者が将来良
医になるヒントとなるほか、今がんばっているサークル活動や恋愛・バイトの
ふとした場面で役立てばと思います。
●さいごに
　私はあと1年で亀田出向を終え、徳島に帰ってくる予定です。今後は私を
含め、全国で研鑽を積んだスタッフ達が徳大総診の指導陣に加わってい
き、家庭医プログラムがさらに充実すると思います。将来地域医療実習や研
修を受けるみなさん、お楽しみに。

　みなさん、こんにちは。この春徳島大学を卒業予定の川人圭祐と申しま
す。4月1日発行のニュースレターですのでその頃には無事初期研修医と
なっていることを願いながら寄稿します。6年間は長いようで速いといわれま
すが、まさに今その言葉の意味を実感しております。学生生活を振り返るべ
く、入学時からの写真を辿っていましたが、体型の大きな変化に目を奪われ
ショックのあまり写真と向き合うのをやめてしまいました。どうやら池田町と
いう田舎から徳島市（秋田町）という魅力溢れる都会に出てきた私にとっ
て、この土地はあまりにも刺激的だったようです。
　この6年間を表す私にとっての2大キーワードを探すとすれば、『地域医
療』『阿波おどり』がやはり欠かせないのではないかと思います。入学時から
サークル「地域医療研究会」に所属し、幹部学年の時には部長も務めさせ
ていただきました。6年間を通じて数え切れないほどの医療施設や介護施設
で実習・見学させていただき、通常の医学教育ではおそらく学べない本当に
たくさんのことを学ばせていただきました。今後医師として必ずこの学びを還
元していけるよう精進していきたいと思っております。他にもサークル活動で
は、春はバーベキュー、夏は阿波おどり、秋はスダチ狩りと毎年恒例の楽し
いイベントが盛りだくさんでした。
　阿波おどりと出会ったのは1年生の時。地域医療研究会の阿波おどり連
「地医輝連」が発足し、その一員として参加させていただいたのがきっかけ
でした。サークルの先輩である河南先生が有名連「蜂須賀連」に所属してい

たことから、地医輝連は蜂須賀連のサポートのもと踊ることになりました。そ
の夏初めて経験した阿波おどりを踊ることの楽しみ、そして蜂須賀連の迫力
溢れる踊りに魅了され、先輩方のお誘いもありこの連で自分も踊りたいと思
うようになりました。ただ不安もあり迷っていたとき、スダチ狩りに向かう谷先
生の車の助手席にて、「やってみぃだ。」「ははぁ…。」となり、入連する決心が
ついたのは懐かしい思い出です。今では完全に阿波おどりの虜となり、
チュートリアルの試験前日も卒業試験の合間も我慢できずにいつも練習に
いってしまっていました。

　また、谷先生をはじめ総合診療医学分野のスタッフの先生方には6年間
を通して大変お世話になり、サークル活動の際や研究室配属では、熱く温
かくご指導いただきました。研究室配属終了後も学生スタッフとして医局会
や全国各地の学会、地域医療実習等に参加させていただき、貴重な経験
をすることができました。後輩の皆さんも、少しでも総合診療や地域医療に
興味がある方はもちろん、恋愛相談をしたい方でも（笑）、総合診療医学分
野の教室のドアをたたいてみてください。きっと温かく対応してくれるはずで
す。

　最後になりましたが、学生時代にご指導いただいた県内外の医療関係者
の皆様、総合診療医学分野の先生方、先輩・後輩の皆様に心より感謝申し
上げます。

家庭医療専門医研修プログラムの紹介

新しい美波病院から ―総合診療医学分野との連携への期待―

川人圭祐君からメッセージ ★サークル後輩の皆さんへ

神山町スダチ狩り体験記

亀田ファミリークリニック館山（KFCT）、安房地域医療センター、亀田総合病院への訪問報告

総合診療医学分野とともに歩む徳島大学医学部の学生サークル「地域医療研究会」もメンバーが150名
（2016年2月現在）となり、自らも地域医療や総合診療を学びながら徳島の地域医療の活性化を目指した活動に
取り組んでいます。 サークルHPはこちら ⇒ http://tiiki-iryo.jimdo.com/家庭医療専門医研修プログラム（日本プライマリ・ケア連合学会認定）

南阿波総合医・家庭医養成プログラム ［プログラム責任者: 谷 憲治］

病院 県立海部病院・出羽島診療所・徳島赤十字病病院・美波病院・海南病院・上那賀病院
                  宍喰診療所 他
指導医 谷憲治・山口治隆・清水伸彦・田畑良・白川光雄・鬼頭秀樹 他
診療科など 内科・小児科・救急・訪問診療・介護・終末期医療・地域包括ケア
                   選択（整形外科、産婦人科 他）

徳島大学AWA広域総合診療医養成プログラム ［プログラム責任者: 谷 憲治］

病院 徳島大学病院・鳴門病院・海部病院・三好病院・田岡病院・上那賀病院・日野谷診療所 他
指導医 谷憲治・山口治隆・湯浅志乃・清水伸彦・田畑良・鬼頭秀樹・上山裕二 他
診療科など 内科・小児科・救急・訪問診療・介護・終末期医療・地域包括ケア
                   選択（整形外科、産婦人科 他）

     

毎年、初秋になると徳島のあちらこちら
からさわやかなスダチの香りが漂ってき
ます。関西や関東に住んでいるとスダ
チは希少価値があってなかなか手に入
れることができません。徳島特産のス
ダチですが、特に神山町は有名です。

その神山町鬼籠野（おろの）の高橋さんのスダチ農園に地域医療研究会のメン
バーがスダチ狩りをさせてもらうようになってもう何年にもなります。今年も、サー
クルのメンバー達が大勢で押しかけ、自分たちでスダチを収穫し、お土産にい
ただくという贅沢な体験をさせていただきました。帰りにはサークル顧問の谷先
生のご実家にお邪魔させていただき、採れたてのスダチを絞った谷先生特製の
スダチジュースをいただきました。大量にいただいたお土産のスダチは友達や実
家の家族に送って、とても喜ばれました。ご協力いただいた高橋さん、谷先生
のご両親、素晴らしい経験をさせていただきありがとうございました。

サークルOB河南真吾先生による
第7回SAKURA-GMカンファレンス

総合診療医学分野 特任助教  田畑 良

亀田ファミリークリニック館山 河南 真吾


