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　高齢化の急速な進展で、総合診療に対する社
会的な関心や需要がますます高まっています。
2017年からは19番目の基本領域として総合診療
専門医が加わります。今回は、臓器別に偏らず、
内科全般にわたる総合的な診療を展開している
栃木医療センターの内科医長・矢吹拓先生に、実
際の診療体制をはじめ、在宅医療や診療所外来
での取り組み、総合内科医と総合診療医の違い
などについてお話をうかがいました。

〈インタビュー〉
栃木医療センター 内科医長 矢吹拓

Special 特集：総合内科

プライマリ・ケアと専門性の両輪で
臓器別でない包括的な医療をめざしたい。

臓器別の診療科に分けず
内科単科で幅広い症例に対応
　　当院では総合内科や総合診療科という科を
設けず、単に内科という名称で診療をおこなって
います。現在の病棟診療は常勤の総合内科医が
5人、消化器と循環器の専門医が各1人ずつ、後
期研修医3人の合計10人体制です。疾患を限定
せずにプライマリーな領域を中心に、多彩な患者さ
んを診ていくというスタンスです。市内に二次救急
以上の病院が少ないため、専門性の高い診療が
要求される部分もあります。また、専門医の先生た
ちに教わりながら上下部内視鏡検査、心臓カテー
テル検査など専門的な検査も総合内科医が一緒

総合内科総合内科
巻頭特集巻頭特集 SPECIAL

に入り、人手の足りない部分を補いながらサポート
しあっています。
　総合病院では多くの専門科が山を形成し、総
合内科もその山の一つということが多いようですが、
私が理想としているのは、総合内科が主となって
患者さんのプライマリーな部分を診て、専門医の
介入が必要な場合は適宜コンサルテーションをお
願いするという形ですね。垣根が低く、随時相談
できるのは良い体制だと思っています。専門医はプ
ライマリーな部分を総合内科医に任せることで、専
門領域に集中して専門性がしっかり発揮できます。
ただ、現在は常勤専門医が消化器と循環器で、
非常勤で呼吸器科と神経内科の先生が週1回来
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てくださっている体制です。呼吸器科や血液内科
の先生がいるとさらに診療の幅が拡がります。当院
に来て約4年ですが、消化器や循環器疾患に対
して、自分でできることが確実に増えました。専門
医と一緒に診療することで総合内科医として診療
の幅が広がったと感じています。

総合内科医に必要なスキルは
診断能力とコミュニケーション力
   総合内科医に重要なスキルのひとつが病歴聴
取と身体所見です。近年は高齢の患者さんが増
え、病態が複雑に重なりあうケースも多く、病歴聴
取や身体所見による診断スキルは更に高いレベル
が求められてきています。診断スキルは、臨床医
にとって必須ですが、特に総合内科医は適格な診
断をつけることで、コーディネーターとしての役割を
果たす必要もあります。きちんとした診断がつけば
専門科のほうが長けている場合もあるので、その
バランスを見ながら診療にあたっています。
　また、総合内科医はゲートキーパー的な役割を
果たすことも多いので、内科以外の他診療科の先
生方と連携できるコミュニケーションスキルも求めら
れますね。また、院内の多職種で形成される横断
チームにも積極的に参加しています。患者さんとの
対話でも、社会的背景や家庭事情など、医学的
な理由だけで対応が決められないケースも多いの
です。治療としてbio-medicalに必要だとしても、

年齢や病状、社会的背景などのpsycho-socialな
部分に配慮し、今できることは何かを話し合い、総
合的に判断しなければなりません。コミュニケーショ
ンスキルはとても大切になってきますね。
　また、総合内科医の診療範囲は多岐に渡るた
め、自分で継続して勉強していく力が大事です。
生涯学び続けたいという人には向いていますね。
勉強する内容は本当に幅広くて終わりがない。自
分の臨床能力を維持しながらステップアップしていく
には、勉強し続けることが重要です。専修医・研
修医のみなさんには、そのノウハウを伝えられたらと
思っています。当院では勉強会にも力を入れてい
て、外来カンファレンスや最新論文抄読会、後期
研修医向けクルズスなど、様 な々視点から学べる
ような工夫をしています。「知識そのものを伝える」
というよりは、勉強の仕方、困った時に何を調べて
対処すれば良いのかを教えたいと考えています。
　当院に来るのは4～5年目の後期研修医が多く、
彼らは中間管理職的なポジションというのもあるので
しょうが、課された仕事をそのままこなしがちです。
でも、学ぶ姿勢の根本には「疑問を持つ」ことが
重要であり、言われたままにやるのではなく「本当
にこれでいいのか？」と立ち止まって考えてみること
が必要です。なぜ、この処置や検査が必要なの
か、考えてみる。当院の指導医がカンファレンスで
指摘する場合もその点を意識していることが多いと
思います。教わったことの理由がわかれば、単な
るこなす仕事では無く、本当に理解していたかどう
か、という気づきが生まれ、その気づきが勉強する
モチベーションにつながっていきます。まずは疑問
を抱く姿勢を持ってほしいと願いながら指導してい
ます。

週に２回は訪問診療へ
診療所での外来診療も実施
　私は現在、診療所に週2日のペースで出かけて
います。病院勤務と在宅診療を並行してやりたい。
これは当院に赴任した当初からの希望でした。きっ
かけは後期研修の時、地域診療を経験したことで
す。当初は診療所勤務の予定だったんですが、
系列病院との掛け持ちで同時研修することになりま
した。病院と診療所を往き来する中、こういう症例
なら病院へ、この症状なら在宅が可能、施設に入
るならこういう体制など、地域全体がダイナミックに
理解できたという経験がありました。これは非常に
大きな経験で、将来的にも同時に様 な々“場”での
診療を経験したいと思うようになりました。
　当院に赴任する時も、1カ所にずっと留まってい
るのではなく、地域全体が見渡せる立場で仕事が
したいと考えました。今は内科疾患に偏らない、い
わゆる家庭医療を提供する診療所で勤務し、なお
かつ在宅診療も行っています。週2日のうち1日は在
宅訪問診療、もう1日は診療所外来です。私はプ
ライマリ・ケア学会の家庭医療専門医の資格を取
得したこともあり、家庭医としてのスキルも維持して
いきたいと考えています。赤ちゃんから高齢者まで
診る診療所の仕事はとてもやりがいがあります。当
院には、私以外にも診療所に出る医師が2人いる
ので、病院をハブにしながら周辺診療所との連携

Special 特集：総合内科

総合内科医のスキルアップに必要なのは
適確な診断能力と自分自身で勉強する力。

が進んできました。患者さんの紹介はもちろん、退
院の場合も知っている先生方なら訪問診療をお願
いしやすい。病院としても入院や退院調整の手続
きがスムーズになっていると感じています。

高齢社会で臓器別でない
総合的な視点がますます重要に
　現在取り組んでいるのが、地域包括ケアです。
当院は2014年10月から地域包括ケア病床の運用
を開始したため、高齢者診療に特化した病棟とし
てレベルアップしていきたいと感じています。急性期
病院と在宅医療の橋渡し的な役割を果たす病棟と
して、高齢者診療に特化したユマニチュードや認
知症ケアのスキルを学びながら、病院全体で取り
組みたいと考えています。
　これから19番目の基本領域として総合診療専門
医が加わります。総合内科医との違いは、学会で
もよく話題に出ますが、内科以外を診療範囲として
受け持つかという部分だと思います。例えば、総
合内科医が小児科診療まで展開することは、現
在の病院ではありません。当院は在宅医療など総
合診療に関わる側面を経験している内科医が多い
ので、総合診療への親和性の高い部門として仕
事をしていけるのではないかと思っています。また、
総合内科医としてのみならず、総合診療医として
のスキルアップのために、小児科や皮膚科、整形
外科などの診療科研修も積極的に行っています。
　原則的には、ジェネラルな診療をしようという基本
的なスタンスは同じだと思います。どこまでを診療の
範囲とするかが変わってくるだけなので、プライマ
リーで診て、診断をつけ、適切な診療科を紹介し
たり、可能な場合は自分で治療するというスタンス
は、総合内科医も総合診療医もそれほど変わらな
いでしょう。いろいろな場所で研修して感じたのは、
診療の範囲は場所が規定していくということです。
田舎なら総合内科医でも腰椎の圧迫骨折などの
整形疾患を診ますし、都会に行けば整形外科に
回します。スタンスは一緒だけど、場所によってや
ることが変わるわけですね。リソースがなければ総
合内科医が総合診療医的な仕事をするケースもあ
るでしょうし、専門科が豊富に揃っている都会の病
院なら、総合診療医は総合内科医としての仕事
が多くなってきます。
　総合内科、総合診療のどちらも大変幅が広く、
かつ奥が深い領域です。ある程度、到達点が見
えやすい専門領域と違って、自分がどこまでできる
ようになったかが見えにくいと思います。一方で、
専門医と対等に話ができるスキルや知識が求めら
れます。ゴールが見えないまま、泳ぎ続けているよ
うな時期が私自身にもありました。でも、日々 こつこ
つと学び続け、経験を蓄積することで、それが力
になっていきます。近道はありませんが、学ぶべき
ことが無尽蔵にたくさんあり、飽きません。日々 新し
い知識を身に付けられるという面ではおもしろい領
域ですね。高齢者が増えると臓器別専門医だけ
では対応できないケースがたくさん出てくるでしょう。
臓器によらない診療スキルを持つ総合内科医や総
合診療医の活躍の場は、今後、ますます増えるだ
ろうと予想しています。

栃木医療センター　内科医長

矢吹拓
子どもの頃の夢

医者



S
p

ec
ia

l
2

N
H

O
 N

E
W

  W
A

V
E

 2
01

5 
S

p
rin

g

患者さんを自分で最後まで診られるのが
総合内科の魅力。離島診療にも活かしたい。

専修医の声

東京医療センター　総合内科

森隆浩

　父が産婦人科の開業医だったので、以前は
女性の医療に取り組むつもりでした。ところが初
期研修で総合内科で研修した時、女性だけで
なく男性も含めて全般的な医療に関わるほうが
おもしろいと感じたんです。なんでもやりたがる自
分の性格にはあっていると思いました。
　栃木医療センターには以前、4カ月だけ派遣
された経験があり、専門に分かれず、内科とい
う1つの枠組みの中で多種多様な総合医療が
勉強できる貴重な病院なので、今回はじっくり学
びたいと考え、1年間の研修をお願いしました。
　今までは専門医がいる病院内での総合内科
医というポジションでしたから、患者さんは最終
的に総合内科から専門科のほうに移っていくこと
が多かったんです。総合内科で完結できる疾
患が限られるんですね。でも、当院では内科の
中で完結できる症例が多いんです。自分で最
後まで診られる疾患が明らかに増えるので勉強
になりますし、やりがいを感じますね。また、内
科の中に消化器や循環器の専門の先生方がい
らっしゃるので、科を隔てることなくレクチャーを受
けながら、診療できるのも大きな魅力です。自分
が主治医のまま、場合によっては専門医の先生
たちのサポートで非常に専門的な疾患まで一緒
に診ていただくことができるんですから。患者さ
んを最後まで完結して診られるのは責任が持て
ますし、しっかり勉強できます。
　また、内視鏡を集中的に学ぶことも目標でした
が、コンスタントに件数を積み重ねたおかげで、
ある程度の手技は1人でできるようになりました。
自分でできることが確実に増えた1年間だったと
思います。実際、東京医療センターなら他の診

子どもの頃の夢

パイロット
（航空自衛隊）

療科が診るようなケースも内科で対応するので、
疾患の種類や症例数が多い。栃木県の県民
性なのか、重症化してから受診する患者さんが
多いので、迅速な対応や治療が求められる傾
向が強く、密度も濃いですね。
　総合内科は、場所が変わると仕事の内容が
大きく変わる診療科だと言われますが、その通り
です。消化器内科や循環器内科が別にあれ
ば、その隙間を埋める存在になりますが、当院
では本当にまんべんなく、どんな症例でもこなし
ています。私自身はなんでもやりたい性分なので
そのほうが嬉しいですね。
　将来は出身地の長崎に戻って人材の育成や
離島診療に取り組み、地域医療に貢献できれ
ばと考えています。在宅医療にももちろん興味
がありますね。というか、病院だけの総合医療と
いうのはもう終わり、在宅医療と連携する医療が
主流になっていくと思います。当院の内科医長
である矢吹先生は、在宅医療と病院医療の両
方をなさっていますから、担当の患者さんが終
末期を迎え、自宅に戻ってもご自身がそのまま往
診主治医になれるんですよ。こういう体制は全
国の中でも少ないのではないでしょうか。在宅医
療を知っている総合内科医の存在は今後、ま
すます重要になってくると考えています。
　私自身はまず10年目までは必死にやっていこう
と思っています。総合内科はずっと勉強し続け
る必要があり、常に新しい治療や情報を取り入
れ、取捨選択しながら患者さんに提供できなけ
ればいけません。だからこそ飽きっぽい私でも続
けていける。いつまでも学ぶ姿勢の大切さを、
当院で研修する中であらためて感じました。

　個人的なテーマは患者さんの主訴としっかり
向き合うことです。それが解決しないと終わらな
いというか、一番大事な診療だと思っています。
疾患のある臓器が決まってから診る専門医と違
い、主訴を解明していく力は訓練しないと培わ
れない。そこを大事にしていきたいですね。

広い視点で患者さんとご家族を支えたい
学生の声１

大阪大学5年生　山本隆盛
　地域医療に関心があったので、訪問診療や診療所での外来診療など、地域に密着した活動をされている栃木医
療センターの取り組みに興味がありました。地域包括センターなど介護関連機関との連携が強く、医師から家族の方
に積極的にアプローチなさっているのを見て、ご家族の負担を減らせる医師になりたいと思いました。病気だけを診る
のではなく、地域やご家族など患者さんを取り巻く環境を理解する視点を持ちたいですね。将来、臓器別の専門に進
んだとしても総合的な見方は絶対必要になるでしょう。今回の研修は非常に良い経験になりました。

患者さんに選ばれる医師になれたら
学生の声2

慶應義塾大学5年生　神谷黎
　大学のカリキュラムで約1カ月間、地域実習をすることになっていました。今までずっと東京在住のうえ、大学病院で
の経験しかないので、なるべく遠くの病院で研修しようと考えました。いくつかの候補のうち、栃木医療センターでお世
話になることにしました。立地も含めて、これまでとまったく違う環境なので、刺激が多く、とても勉強になります。まだま
だ学ぶことばかりで経験も足りませんが、将来、神谷先生に診てもらいたい、神谷先生でなければ、と言われるような
患者さんに選ばれる医師になれたらと考えています。




