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新・内科専門医による地域医療の実践、
その概念
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Ⅱ 医療・介護分野の改革

• 高齢化の進展により、
疾病構造の変化を通じ、
必要とされる医療の内容は、
｢病院完結型｣から、
地域全体で治し、
支える｢地域完結型｣に
変わらざるを得ない。

• 医療・介護サービスの
提供体制改革の実現が課題

■地域医療ビジョンの策定

■医療と介護の連携と

地域包括ケアシステム

というネットワークの構築

医療介護総合確保
推進法



厚生労働省ホームページより



• かかりつけ医

• 医師が指揮する医療チーム

• 全人的志向

• ケアのコーディネートと統合

• 質と安全

• ケアへのアクセスの向上

• 支払い

■ 原則

包括的・継続的で，患者・住民にとって安心で
安全な医療を提供することを目的とした
チーム医療によるヘルスケア提供のモデル

複雑なヘルスケア供給体制の再構築
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Response

Changeability
Improvability
Responsiveness

Competence
知識・技能・態
度において
知っている/で
きること

Capability
変化に適応し、
新しい知を創
出し、自分のパ
フォーマンスを
改善できる範
囲のこと

21世紀のﾍﾙｽｻｰﾋﾞｽ

Capabilityの涵養；
変容学習

• 学びは複雑性の領域から
生じる

• Capabilityを創出する学び
は、不確実で不慣れな状
況に、意味ある形で取り
組む時に生じる

• Competenceを新しい状況
に適応させる変容ﾌﾟﾛｾｽ
を通じて生じる

複雑性への対処

新・内科専門医の
学びと成長

Fraser SW. Coping with complexity: educating for capability. Bmj 2001; 323: 799-803.



地域・コミュニティとは？

WHO. Alma-Ata 1978

私がケアするコミュニティは・・・・



地域・コミュニティとは

• 特定の場所や地域にすむ人々、通常、共通の関心事により
結びついている

• 村・町・市などの特定の地理的範囲の中でともに暮らす人や
家族の集団

• 人々が互いをケアしあうような集団

• 地理的な関係などのある種の関係性を共有し、
資源や施設を共有する人々のグループ

• 健康問題や社会的、文化的、政治的構成要素など
ある特定の要素を共有する集団

Webster’s Third New International Dictionary

Educ health 15: 109-112, 2002.

Teaching and teacher education 23: 286-293, 2007.

Educ health 16: 400-404, 2003.



Ann Fam Med 10: 250-260, 2012.

問題解決のコミュニティ

日内会誌 2014; 103: 466-474.



Distal Context ： 地域・文化・社会・歴史など

Proximal Context ： 家族・職業・教育など

個人からContext（背景）へ

人間Disease
疾患

Illness
病い

Patient-centered medicine. Transforming the clinical method. SAGE, Thousand Oaks. 1995.p26より改変引用

地域指向性へ



プライマリ・ケア

Biopsychosocial model
生物心理社会モデル

Cells

Nervous System

Organs

Community

Culture

Family

Society-Nation

Person（experience & behavior）

The clinical application of the biopsychosocial model. 
From Engel G., Am J Psychiatr 137:535-544, 1980

新・総合内科専門医

地域指向性へ



地域指向性 Community Orientation

• 地域指向性はプライマリ・ケアの重要な特徴である

• 地域指向性とは、

ケア提供者がコミュニティのニーズを理解しており、

コミュニティに関わっていること

• コミュニティのことをよく理解することで、
健康の社会的決定要因や環境的決定要因を理解し､
それに対処し、コミュニティ・レベルで活動し協同する

• 診療に来る人だけでなく、
すべてのコミュニティ・メンバーについて
疾患の理解、予防、マネジメントを行う Muldoon L, et al. Can Fam Physician 2010; 56: 676-683.

WONCA Europe. The European definition of general practice/family medicine—2011.
Available from: http://www.woncaeurope.org/gp-definitions

Shi L, et al. South Med J 2003;96(8):787-95.



健康の社会決定要因
Social determinants of health（SDH）

• 個人が生活したり働いたりしている
社会的コンテクストが健康に影響を与える

1. 社会格差
2. ストレス
3. 幼少期
4. 社会的排除
5. 労働
6. 失業
7. 社会的支援
8. 薬物依存
9. 食品

10. 交通
WHO. Social Determinants of Health: The Solid Facts. 2nd edition. 2003.

厚労科研 健康の社会的決定要因に関する研究班ホームページ http://sdh.umin.jp/



地域医療医が答える必要のある課題

①この地域の健康状態はどうなっているか？

②その健康状態の要因は何か？

③ヘルスサービスやその地域自身によって、
その健康状態について何がなされているか？

④更に何ができるか？提案できることは？
期待されるアウトカムは何か？

⑤地域の健康サーベイランスを続けるために、
今行っていることの効果を評価するために、
何をモニターすればよいか？

IOM. Community Oriented Primary Care. 1983



Community-responsive physicianの役割

• Collaborator（協力者）

他のケア提供者と同僚として協力する

• Health educator（健康教育者）

疾患予防とマネジメントについて情報提供する

• Advocate（擁護者）

患者がｺﾐｭﾆﾃｨ内の健康/社会ｻｰﾋﾞｽへｱｸｾｽすることを

擁護する

• Resource（資源、供給源）

委員会、会議などでｺﾐｭﾆﾃｨの援助となる仕事を行い、
ときにﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを担う

• Tailor of care（ケア調整）

患者のｹｱを個別化しｱｸｾｽが制限される状況を改善する
Oandasan I, et al. Can Fam Physician 2004; 50: 1004-1010.



• 全住民と個々の住民の両方に焦点を当て、
その地域の健康ニーズを考慮する教育

• 重要な視点

– 健康増進のために治療的アプローチよりも
包括的アプローチがどの程度取り入れられているか

– すべての人に健康をというゴールを考えているか

WHO technical report series 746. Community-based education of health personnel. 1987

WHO 1979

地域指向性医学教育とは？
Community Oriented Medical Education



• 教育、研究、奉仕活動を、
奉仕する委託を受けたコミュニティ、
地域、国の重要な健康課題に言及する
方向に向かわせる義務。

• 地域をケアすることを教えるべきである
それは医学校の主要な責任の一つである

• ×高い技術をもつだけ ⇒ テクニシャン
• ○社会のヘルスケア・ニーズに応え

社会に対する責任をもつの ⇒ プロフェッショナル

Richard R. Education for health 2002; 15: 109-112.

Boelen C, Heck JE. WHO 1995

社会的説明責任 Social accountability

Whitcomb. Acad Med 2005; 80: 883-884
Schroeder SA. Acad Med 1993; 68: 118-122.



http://docomo.mdplus.jp/private/isoukai/chnl.html?sort_03=default&gid=201&tid=klecbVxvより

技術的合理性と区別された知識の領域

不確実性、独自性、価値の相克に満ちた世界

問題を設定し、整理し、解決可能なところまでもっていく

狭い意味での専門家を超える人間の知的なあり方

実際の問題に取り組むときの社会的な責任への問い

目的を確定しそれに至る道筋、手段を構造化する

求められる能力

専門的知識が求められるのは、
非常にごちゃごちゃした混乱した場

真のプロフェッショナルとは
～試される知と技術～



Fraser SW. Coping with complexity: educating for capability. Bmj 2001; 323: 799-803.

Change
Improvement
Response

Changeability
Improvability
Responsiveness

Competence
知識・技能・態
度において
知っている/で
きること

Capability
変化に適応し、
新しい知を創
出し、自分のパ
フォーマンスを
改善できる範
囲のこと

21世紀のﾍﾙｽｻｰﾋﾞｽ

Capabilityの涵養；
変容学習

• 学びは複雑性の領域から
生じる

• Capabilityを創出する学び
は、不確実で不慣れな状
況に、意味ある形で取り
組む時に生じる

• Competenceを新しい状況
に適応させる変容ﾌﾟﾛｾｽ
を通じて生じる

複雑性への対処

新・内科専門医の
学びと成長



利
他
主
義

コミュニケーション・スキル

臨床能力(医学の知識)

卓越性 ； 知識・技術に秀でる、倫理的・法的理解
スタンダードを超えることを追求する

→ 生涯学習；自己主導的活動、情報探索能

人間性 ； 尊敬・共感・同情・敬意・誠実の原則

説明責任 ; 自分の活動を正当化し責任をとる

患者・社会のニーズに答える

利他主義 ；自己の利益ではなく、

患者の利益を優先する
説
明
責
任

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

卓
越
性

プロフェッショナリズムプロフェッショナリズム

倫理的・法的理解

プロフェッショナリズムの定義の1例

Arnold L, et al. : “What is medical professionalism?”  Measuring medical professionalism. Stern DT ed, Oxford university press, London, 2006, 15-37.



■新・内科専門医の医師像

• 地域医療における内科領域の診療医（かかりつけ医）

■新・内科指導医の医師像

• 地域における内科系診療ネットワークのリーダー、生涯教育
の担い手

新・内科専門医/指導医は
地域の複雑性に

地域指向性を持って臨み
社会的説明責任を果たす

真のプロフェッショナルである


