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国保くまもと Vol.195（2012 年 11 月号） 

 

 
～火の国くまもとから吹きわたる～ 

第 52 回全国国保地域医療学会 

10 月 5～6 日に、市民会館崇城大学ホールと熊本市国際交流会館（熊本市）で開催され、

全国から国保直診施設等の医療・介護従事者、国保関係者等約 1,500 人の参加があった。 

（国民健康保険中央会・全国国民健康保険診療施設協議会・熊本県国民健康保険診療施設

協議会・熊本県国民健康保険団体連合会主催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 

【1 日目】開会式・表彰式 

特別講演「患者と医療者が協働する医療を目指して」 

教育セミナー（Ⅰ～Ⅳ） 

研究発表（口演発表・ポスター討論・ワークショップ） 

参加型ワークショップ 

宿題報告「都市へ地域包括医療・ケアを伝えるには」 

国保直診開設者サミット「いま、国保直診に期待されること 

～開設の原点から未来へ～」 

 

【2 日目】シンポジウム「地域包括医療・ケアに新しい風を 

～住み慣れた地域で安心して暮らせるために～」 

     研究発表（口演発表・ポスター討論・ワークショップ） 

教育セミナー（Ⅴ～Ⅵ） 

     市民公開講座「こころ・と・からだ」 

     閉会式 
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1 日目は、開会式が行われ、樋口定信学会長（上天草市立上天草総合病院事業管理者）が

開会挨拶、また、全国国保診療施設協議会の青沼孝徳会長（宮城県涌谷町町民医療福祉セ

ンター長）、国保中央会の柴田雅人理事長、熊本県国保連合会の幸山政史理事長（熊本市長）

がそれぞれ主催者挨拶を述べた。次に、来賓を代表して、蒲島郁夫熊本県知事のほか、三

井辨雄厚生労働大臣（代読：神田裕二大臣官房審議官）、横倉義武日本医師会長（代読：葉

梨之紀常任理事代読）、邉見公雄全国自治体病院協議会長（代読：豊田清一副会長）がそれ

ぞれ挨拶を述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き、平成 24 年度国診協会長表彰被表彰者と前回学会（高知県開催）における優秀研

究発表受賞者の表彰式、特別講演が行われ、昼食時間を利用した教育セミナーを挟んで、

午後からは国保直診開設者サミット、参加型ワークショップ、研究発表が行われた。 

2 日目は、午前中にシンポジウムと研究発表、昼食時間に教育セミナー、午後から市民公

開講座が行われた。 

後に、閉会式が行われ、次回開催地（鳥取県・島根県）の発表と紹介があり、樋口第 52

回学会長から高見徹第 53 回学会長（鳥取県国保日南病院長）へと、国診協旗が引き継がれ

た。永利憲一副学会長（熊本県国保八代市立病院長）の閉会挨拶をもって、全プログラム

を終了した。 

 

特別講演 
講 師：山口育子氏 NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML（コムル）理事長 

司会者：冨永芳德氏 国診協常任顧問、滋賀県公立甲賀病院長 

患者と医療者が協働する医療を目指して  

 

 
 

 

 

開会の挨拶をする

樋口学会長 

国保診療施設は、医師・看護師不足、市町村合併による再

編・統合等、厳しい環境の中にあるが、地域包括医療・ケ

アの推進母体として、その中核を担っていく必要がある。

今学会を通して、さらなる地域包括医療・ケアの充実と発

展のために、これまでの成果を踏まえつつ、新たな視点、

発想がその現場に吹きこめないか。  

COML では、患者の主体的医療参加、患者と医療者のよりよい

コミュニケーションを目指して、22 年間にわたって電話相談

などを行っている。2009 年からは、患者や市民向けに「医療

で活躍するボランティア養成講座」を開き、300 人以上が受

講した。 

電話相談は医療者への苦情が主流で、苦情が医療不信に至ら

ないためには、患者が理解し納得できる説明や情報の共有、

適切な対応が大切である。インフォームド・コンセントは患

者と向き合うすべての人の役割だが、半分は患者の役割でも

ある。医療者と患者の間に流れる大きな川にコミュニケーシ

ョンという橋を架けて一歩ずつ歩み寄ってほしい。また、医

療者は、患者の求めに耳を傾け、心に寄り添い、笑顔・まな

ざし・言葉を大切にしながら向き合ってほしい。そして、患

者が役割を担って協働できる医療を実現するため、患者がど

う参加できるかを医療現場の人がしっかり伝えてほしい。  

体験談も交えながら、患

者と医療者のコミュニ

ケーションの大切さに

ついて話す山口氏
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国保直診開設者サミット 
「いま、国保直診に期待されること～開設の原点から未来へ～」 

発言者：菊田彦市氏 宮崎県美郷町長 

    川端祐樹氏 熊本県上天草市長 

    阿部吉弘氏 国診協常務理事、山形県小国町立病院長 

    後藤忠雄氏 岐阜県郡上市地域医療センター国保和良診療所長 

特別発言者： 

北野邦俊氏 国診協元理事、熊本県国保水俣市立総合医療センター名誉院長 

    山口昇氏  国診協常任顧問、広島県公立みつぎ総合病院特別顧問 

司会者：北良治氏  国診協理事・開設者委員会委員長、北海道奈井江町長 

    赤木重典氏 国診協副会長、京都市京丹後市立久美浜病院長 

助言者：中村博治氏 厚生労働省保険局国民健康保険課長 

 

国保直診への期待と役割  

 

 

 

 

 

 

 

地方公営企業法の全適からの経営改革  

 

 

 

 

 

 

美郷町における医療再生の取

り組みを紹介する菊田氏  

美郷町における医療再生の鍵の一つ目は、市民一人一人

が医療を応援する『市民大応援団』。平成 21 年から夜間

に公民館単位で地域医療座談会を開いて意見交換するな

どし、町民の思いが結集して、23 年の『町の地域医療を

守る条例』制定につながった。 

二つ目が『専門医としての総合医の早期確立』。17 年か

ら多くの研修医を受け入れ、23 年には地域医療塾を開講

した。今年度は活動拠点として塾舎建設に取りかかって

いる。 

塾での学び・遊びを通して、市民の応援も受けて地域医

療の魅力を感じながら総合医としての研修を積んでもら

うことが、山間へき地の医師確保につながると期待して

いる。  

人口減少・高齢化の中で、病院は平成 3 年から慢性的

な赤字となり、12 年には不良債務が発生。17 年に発足

した運営審議会の答申に基づいて、19 年から地方公営

企業法の全部適用となった。22 年度までに不良債務を

解消する目標を立て、八つの経営改善項目を実施。全

職員に対する講演会を実施してそれぞれが経営に参画

する意識改革を促したり、給与・賞与の削減も実施し

た。地域活動への参加や市民に向けた各種講座の開催

により、病院のアピールにも努めた。 

その結果、19 年以降は黒字となり不良債務も今ではゼ

ロ。今後は地域医療の拠点病院を目指して、市との連

携の拡充や地域との交流を深めていく。

上天草市立上天草総合病院に

おける赤字解消に向けた取り

組みについて話す川端氏  
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高齢者の死亡の増加への対応～看取りの現状と課題～  

 

 

 

 

 

 

 

地域包括ケア再構築の時－へき地診療所からの発信－  

 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム 
「地域包括医療・ケアに新しい風を～住み慣れた地域で安心して暮らせるために～」 

発言者：水本誠一氏 熊本県山都町包括医療センターそよう病院長 

    千葉昌子氏 宮城県涌谷町町民医療福祉センター副センター長 

    木原泰代氏 熊本県和水町健康福祉課保健予防係長 

    竹本久司氏 静岡県小地域福祉活動「相月分校」校長 

特別発言者： 

    柴田雅人氏 国保中央会理事長 

    山口昇氏  国診協常任顧問、広島県公立みつぎ総合病院特別顧問 

司会者：前沢政次氏 国診協理事、北海道京極町国保診療所長 

    金丸吉昌氏 国診協常務理事、宮崎県美郷町地域包括医療局総院長 

助言者：渡辺俊介氏 東京女子医科大学教授、国際医療福祉大学大学院教授 

超高齢化社会における看取

りについての病院の活動を

紹介する阿部氏  

小国町でも死亡者数が増加傾向にあり、在宅での看取り

が期待されている。在宅療養の開始は多くは病院からの

退院だが、スムーズにいかない事例もある。入院中に課

題を抽出し対応することが重要となる。 

高齢者世帯や一人暮らしが増え、在宅療養が継続できな

いことも多い。継続には本人・家族の不安の軽減が重要

で、それにはケア・マネジメントの充実、介護者の健康

管理サポートなど。特に、医療依存度の高い患者に訪問

診療・看護を活用することが重要で、訪問看護師の情報

に医師が早期に対応する努力をしている。 

地域包括医療・ケアの崩壊により地域のコミュニティが

崩壊することを危惧している。首長の理解が望まれる。

へき地医療の課題について

郡上市の取り組みを交えな

がら語る後藤氏  

合併してもへき地はへき地で、地域包括ケアやへき地医

療機関の役割が理解されているか危惧される。だが合併

は新たなチャンスでもあり、ノウハウを共有したり、ネ

ットワークの中で地域包括ケアを考えることもできる。

医師不足や医療機能の弱体化、専門性に対する誤解など

の問題もあるが、再編は施設のあり方を考えるチャンス。

郡上市地域医療センターでは旧町村の５診療所を支援し

ている。住民と共に医療を考え地域で医師を育てるチャ

ンスでもあり、市民フォーラムの支援や地域医療懇話会、

学生の受け入れなども行っている。 

合併前から行ってきたことを合併市でも行って、地域包

括ケアを再構築し、住民を支えるシステムになればいい。
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九州の中心で“地域包括医療”をさけぶ  

  

 

 

 

 

 

地域包括ケア実践 25 年目に向けて…地域と共に歩む健康づくり…  

  

 

 

 

 

 

「予防は可能である！」の実現を目指して  

 

 

 

 

 

当院は、長年へき地医療の拠点として医療弱者の救済に力

を注いできたが、近年の厳しい医療環境や経営悪化で閉院

になりかねない状況だった。平成 20 年に院長として赴任

後、職員の意識改革、地元の医療資源を守り育てる「地医

地療」、IT や物流管理システム SPD 導入など改革に取り組

んだところ、累積赤字解消の目途が立ち、病院の建て替え

も実現した。地域包括ケアでは、連携ファイルを活用した

り、月に一度の担当者連携会議を約 20 年続けている。 

一方、今年から常勤医が 3 人に減り、熊大から医師を派遣

してもらっている。医師不足の中、来年度から熊本県で始

まる地域医療研修システムに期待している。開業前に地域

包括医療の研修を義務付けるなどの制度改革も必要では。

病院の経営改善に取り組

んだ経緯を話す水本氏  

涌谷町は、高齢化率の割に介護認定者が少なく国保の医療

費や保険料が低いのは、センター開設から 24 年間の地域

包括医療・ケアの実践の効果と考える。在宅支援を重視し、

多職種協働による連携会議も積み重ねてきた。 

予防に重点を置いた地域活動も実施。その核が健康推進員

制度で、研修会や町の健康づくり活動などに携わってい

る。発足 24 年を迎え、担い手不足や、保健師自身の担当

地区との信頼関係の希薄化などの課題もあり、ワーキング

グループを結成して検討を重ね、活動を見直した。その成

果を次世代の推進員にどれくらい引き継いでいけるか。 

今後も、地区の健康課題を把握し、推進員が生き生きと達

成感の得られる活動ができるように支援していきたい。 

健康推進員制度の現状と

課題、保健師との連携につ

いて話す千葉氏  

平成 23 年度の和水町の国保レセプト分析で、重度障害や

医療費が高額になる疾患として虚血性心疾患、脳血管疾

患、人工透析に至る腎機能障害があり、高血圧、糖尿病な

どが発症因子とわかった。予防に向けて、経年の健診デー

タとレセプトの読み取りや、保健指導が必要な人を見落と

さないよう健診項目の選定、優先順位の決定を行い、健

診・保健指導体制を構築。遺伝や社会的要因も考え、科学

的根拠があり行動変容しやすい学習教材を検討して、対象

者に応じた保健指導を行っている。今年度は過去 10 年間

の健診結果経年表も使って、体の中で起こっていることを

一緒に考え、気づいてもらえるよう工夫した。事務職との

役割分担などで保健指導の時間も増やすことができた。  

特定健診・特定保健指導

の取り組みについて話す

木原氏  
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生きる喜び  

 

 

 

教育セミナー 
Ⅰ「今、なぜ、『土からの医療』か」 

講 師：竹熊宜孝氏 公立菊池養生園診療所名誉院長 

司会者：永利憲一氏 第 52 回全国国保地域医療学会副学会長、 

熊本県八代市立病院長 

 

Ⅱ「口のリハビリテーションとしての医科歯科連携」 

講 師：栗原正紀氏 社団法人是真会理事長、長崎リハビリテーション病院長 

司会者：押淵徹氏  国診協副会長、長崎県国保平戸市民病院長 

 

Ⅲ「生活を支える医療につなぐ～看護マネジメントを体系化する～」 

講 師：宇都宮宏子氏 在宅ケア移行支援研究所宇都宮宏子オフィス代表、 

京都府看護協会在宅療養移行支援事業協議会委員長、

聖路加看護大学臨床教授、京都大学大学院医学研究科

人間健康科学系専攻非常勤講師 

司会者：白川和豊氏 国診協理事、香川県三豊総合病院長 

 

Ⅳ「熊本における脳卒中地域連携の現状－2025 年に向けての課題－」 

講 師：平田好文氏 熊本託麻台病院長 

司会者：永吉正和氏 熊本県天草市病院事業管理者兼国保天草市立河浦病院長 

 

Ⅴ「誤嚥、呼吸不全とともに満足な人生を過ごす地域の実践 

－在宅から地域連携・啓発まで－」 

講 師：井上登太氏 NPO グリーンタウン呼吸嚥下研究グループ理事長、 

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック院長 

司会者：新鞍誠氏  香川県三豊市国保財田診療所長 

 

Ⅵ「今、地域医療に求められるもの」 

講 師：黒田豊氏  熊本大学医学部附属病院地域医療システム学寄附講座 

特任教授 

司会者：坂本英世氏 熊本県小国公立病院長 

平成 17 年の合併後、福祉サービスの低下もあって、住民

による住みよい町づくりの機運が高まり、社会福祉協議会

が小地域福祉活動を進めてきた。相月地区ではお茶飲み会

が発展した「相月分校」が誕生し、人口 165 人のうち約 70

人が生徒として登録している。活動は、9 時半の朝礼後、

授業・給食・健康体操・ゲーム・カラオケなどを楽しみ、

3 時頃に下校する。遠足や運動会、参観日などもある。 

開校以来、私が校長を務め、教頭や学級長、班長もいる。

佐久間病院の医師が校医で、保健師が養護教諭。男子の欠

席が多いのが悩みで、高齢者が参加しやすい体制や費用、

飽きない内容の工夫をしている。今では医療と福祉の学会

を開くまでになり、生きる喜びを生徒皆が感じている。 

高齢者の自主的な地域

福祉活動について話す

竹本氏  
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市民公開講座 
講 師：五木寛之氏 作家 

司会者：鳥越義継氏 第 52 回全国国保地域医療学会副学会長、熊本県熊本市立植木病院長 

 

こころ・と・からだ  

 

 

 

 

参加型ワークショップ 
「住み慣れた地域で安心して暮らせるためには」 

 サブテーマ：地域連携の問題を考える 

       チーム医療の効果的推進のためのノウハウを考える 

       病院職員の地域への支援のあり方を考える 

       地域で安心して暮らすための方策を考える 

講師 ディレクター ：岩﨑榮氏  NPO 法人卒後臨床研修評価機構専務理事 

   タスクフォース：佐々木学氏 長野県売木村国保直営診療所長 

           中村伸一氏 福井県おおい町国保名田庄診療所長 

           森安浩子氏 香川県三豊総合病院副院長兼看護部長 

           竹内嘉伸氏 富山県南砺市民病院地域医療連係科主任 

 

 

参加者約 40 人が、サブテーマごとに分かれて KJ 法によるグループ作業を行い、意見を集

約して発表し、全体で討論した。 

医学は日進月歩であり、健康情報も常識と正反対のこと

がたくさんある。どの情報を選ぶかは自分の体に聞くし

かない。死ぬまでできるだけ自立した生活を送れるよう

に、自分の体を自分で養うこと（養生）が大切である。

人は生きているだけでこの世に生まれた役割の一つは

果たしている。成すことなく老いたと後悔する必要はな

い。体を、人生を大切にしながらプラチナ世代を生きて

ほしい。 

「常識にとらわれ過ぎず、

体と対話することが大事」

と健康観を語る五木氏  
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国保くまもと Vol.195（2012 年 11 月号） 

研究発表 
九つの会場を使って、医師や看護師、薬剤師、保健師等多様な職種の参加者が、臨床や看

護、教育、保健事業、介護、栄養管理、在宅医療・ケア、歯科・口腔等の分類ごとに、日

頃の研究成果を発表した。 

（全 302 題の内訳）口演発表   29 セッション 143 題 

ポスター討論 29 セッション 146 題 

ワークショップ 3 セッション  13 題 

 

 
口演発表（熊本市国際交流会館）          ポスター討論（市民会館崇城大学ホール） 

 

 
ワークショップ（市民会館崇城大学ホール）     ワークショップ（市民会館崇城大学ホール） 

 

この中から後日、優秀研究発表が選ばれて、受賞者は次回の全国学会で表彰されることに

なっている。 

 

 

 

注：各発言者の発言内容は、一部を抜粋し要約したものです。（詳細は後日、学会特集号に掲載して、関係

者のみに送付予定です。） 


