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総合診療医の行う研究 
―その重要性，現状，今後の展望について―

金子　惇 1

要旨

事例の概要
　報告者は総合診療医としての臨床経験を活かしながら，「プライマリケアのための臨床研
究者育成プログラム」，家庭医療学開発センター（CFMD）リサーチフェロー +大学院（博
士課程）授業細目「地域医療プライマリケア医学」，「Western University Master of Clinical 
Science: Family Medicine」などを学びの場として総合診療に関する研究を行っている．これ
まで 10編の論文を発表しており，今後も総合診療が社会に与えるインパクトを中心に研究
を行う予定である．
考察
　現段階では日本からの総合診療領域における研究発信は他国と比較して少ないことが報告
されているが，様々な学術団体が総合診療医向けの研究支援プログラムを提供しており今後
の発展が期待される．総合診療領域の研究が発展することで，一般住民が診療所や訪問診療，
病院外来で受けている医療がどの様なものであるか，どの様な健康アウトカムと関連してい
るか，今後どの様に医療政策を方向付けるべきかなどに関する知見が蓄積されていくと考え
られる．

事例の概要について
　本稿では「①取り組みの背景」で総合診療（家庭
医療）における研究にどの様なものがあるか及びこ
の領域における研究がどの様な重要性を持つかにつ
いて文献的な背景を述べる．次に「②導入の経緯」
として総合診療医（家庭医療専門医）である報告者
が臨床だけではなく研究に取り組むようになった経
緯を記述する．「③事例の詳細」では報告者の研究の
実際に加えて，事例を通じて研究の実施に有用で
あった社会資源について記述する．「④成果」では報
告者の関与した研究の社会的影響について報告す
る．「⑤今後の展開」では報告者が現在行っている研
究及びこれから予定している研究とそのインパクト
について述べる．

1．浜松医科大学 地域家庭医療学講座／静岡家庭医養成プログラ
ム

考察について
　「①事例に総合診療医の専門性がどう生かされた
か」では報告者の事例を中心に総合診療医の行う研
究の独自性，他分野との相違について述べる．「②
タスクシフティングの可能性」では報告者の事例及
び日本や海外の事例を参考に臓器別専門医との共同
研究や医師以外の職種との共同研究及びそれらがも
たらす社会的影響を考察する．「③医療や社会に与
えるインパクト」では日本や海外の総合診療領域の
研究がこれまで達成して来た成果及び日本の同領域
に今後必要になると思われる点について記述する．
「④他の地域での応用可能性とその実現のために必
要な事項」では報告者の事例の一般化可能性と将来
の総合診療領域における研究活動の発展のために現
在行われている取り組みについて述べる．
　尚，総合診療を表す言葉として日本語，英語共
に複数あるが，本稿においては総合診療で統一し，
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総合診療，家庭医療，プライマリ・ケア，general 
practice，family practice，family medicine，primary 
careを指すものとする．

事例の概要
①取り組みの背景
・総合診療における研究
　総合診療は幅広い疾患，年齢層を対象としてお
りその研究範囲も多岐に及ぶ．Freemanは総合診療
の古典的な教科書である McWhinney’s Textbook of 
Family Medicineにおける「総合診療における研究」
の章で，総合診療における研究の例として観察研
究，介入研究，実用的研究（pragmatic trial），質的
研究を挙げている． 1総合診療は地域全体を診療対
象とし継続的なケアを提供するため，疾患の自然
史，疾患の有病率や発生率，病歴や検査の感度及び
特異度などに関する研究が観察研究としてよく行わ
れる． 1また，移民と非移民 1，社会経済的状態が安
定している群とそうでない群などの異なる集団で疾
病構成や医療資源の利用に差があるかなどの比較も
総合診療における観察研究として重要である．介入
研究としては検査，治療，予防介入に関する効果を
見るランダム化比較試験が挙げられ，入院患者に対
して効果が検証されている場合でも外来の患者で同
様の効果があるかについて検討する場所として有用
である． 1更に，ランダム化比較試験で得られた結
果を現実の患者に適応した場合の有効性を見る研究
として実用的研究（pragmatic trial）があり，患者や
医師の行動の意味や理由を探索するなど量的研究だ
けでは知りえない重要な知見を集積する方法とし
て質的研究がある． 1これらはあくまで一例であり，
総合診療領域の研究は多岐にわたっており，診療の
質改善や政策決定など様々な方面で活用されてい
る．
・総合診療における研究の重要性
　総合診療における研究では他の医療分野と同様に
科学的な知見を集積しその分野を発展させる 1とい
うことに加えて，総合診療が社会に与える影響を測
定し発信するという側面も重要である．ここでは医
療政策における総合診療の役割を検証した同分野
の先駆者Starfieldが用いた 4つの原理（First contact, 
Longitudinality, Comprehensiveness, Coordination） 2 を
用いてこの点について簡潔に示す．（以下は報告者
の論考「プライマリ・ケアと医療経済・医療の質」
（「治療」2016年 98:4）を本稿のために改変して用い
た）

First contact
　新たに健康問題が生じた際に最初に医療機関を受
診したタイミングを指しており，ゲートキーパーと
も言われる．ケアへのアクセスが容易であることは
死亡率や罹患率の低下に繋がることが指摘されてお
り，アクセスの向上は総合診療への First contactや
継続性と関連していることが指摘されている．総合
診療への First contactを義務付けた群とそうでない
群のランダム化比較試験では，前者において患者ア
ウトカムは変わらず専門医受診や救急受診を減らす
ことが報告されている．また，急性疾患や予防医
療における First contactを総合診療医が行った場合
は，そうでない場合と比較し 53％コストが削減さ
れた 2との報告もあり医療費の削減にも寄与してい
る．総合診療への First contactは国内総生産（Gross 
Domestic Product）に占めるヘルスケアコストの低下
にも繋がることがヨーロッパ諸国を対象とした研究
で指摘されている． 2 
Longitudinality
　「個人や集団の経年的な成長や変化を扱う」こと
を意味する Longitudinalからの造語である．医師
個人との継続性だけでなく医療機関との継続性
も複数の研究で検討されている．医師個人との
Longitudinalityは適切な診断の増加と不適切な処方
の減少，入院の減少やコストの低下，小児における
予防接種率の増加との関連が知られている． 2医療
機関との Longitudinalityにおいては予防接種や癌ス
クリーニングなどの予防医療を受ける割合の増加，
緊急入院の減少及び入院期間の短縮，公的支援を得
ている低所得者層における入院の減少，医療コスト
の低下との関連が示されている． 2

Comprehensiveness
　「包括性」として知られる概念で，多様な健康ニー
ズを適切に把握し必要な資源を活用して取り組むこ
とを指している． 2予防接種率の増加など集団への
予防医療促進と関連していることに加え，喫煙者へ
の禁煙指導など特定の患者層への予防介入にも寄与
している． 2

Coordination
　「多職種間での共通の行動において，調和をとろ
うとすること」を指している．Coordinationはケア
の質の向上，患者満足度の向上，コストの削減と関
連していることが指摘されている． 3

　「取り組みの背景」では総合診療における研究の位
置づけとその社会的な影響について文献的な背景を
紹介した．以下に具体的な事例として報告者の実践
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例を示す．
②導入の経緯
　報告者は 2017年現在卒後 10年目の総合診療医
で，卒後 7年目に入学した大学院博士課程を卒後
10年目に卒業した．報告者は沖縄県立中部病院プ
ライマリ・ケアコースで初期研修，後期研修を行い
卒後 4年目に離島の 1人診療所へ赴任した．沖縄県
の県立離島診療所は基本的に医師 1人であり，急
性，慢性や診療科に関わらず住民の健康問題全てに
関わる必要がある．その中で自分が提供している医
療の質の担保や向上のために「根拠に基づいた医療
（Evidence based medicine）」について学び始めた．「根
拠に基づいた医療」は臨床研究で得られたエビデン
スを実際の診療で活用するための学問であり，研究
の意義や方法について学ぶ中で自分が行っている臨
床の中にも研究として発表すべき要素があるのでは
ないかと思ったのが研究に携わる契機となった．
③事例の詳細
　以下は報告者がどの様に研究を学び実践したかに
ついて活用した社会資源を中心に記述し，その後に
報告者のこれまで行った研究の概要を報告する．

報告者が研究を学んだ課程と活用した社会資源
1） 卒後 5-6年目：「プライマリケアのための臨床研
究者育成プログラム（旧称：プライマリケア現場
の臨床研究者の育成）」 4

　このプログラムは東京慈恵会医科大学が，文部科
学省「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高
い医療人養成推進プログラム」事業での助成を受け
開始し，その後継続しているプロジェクトであり，
e-learningでの講義や課題の配信及び年 3回ほどの
リサーチクエスチョンに関するミーティングで構成
されている（現在，臨床疫学研究部によって運営さ
れている．）．報告者が考えるその特徴としては
・ リサーチクエスチョンの立て方，研究デザイン，
統計学的手法などの基本が学べる
・遠隔で参加できるために臨床を継続できる．
・ 総合診療，質的研究の講義があり，量的研究以外
の様々な形の研究にアドバイスが得られる．
・ 研究に関する一般論を与えるだけでなく各地域か
ら参加する総合診療医が自らの診療の現場で行い
たい研究について参加者や講師からのフィード
バックを得ることが出来る．
という点である．報告者は離島診療所での勤務を継
続しながら，このプログラムに参加することで研究
に関する基本的な知識と研究を進める際に必要な人

的繋がりを得ることが出来た．

2） 卒後 7-10年目: 家庭医療学開発センター（CFMD）
リサーチフェロー +大学院（博士課程）授業細目
「地域医療プライマリケア医学」 5

　基礎を学んだ後に，自分で研究を遂行し成果を発
表できるような能力を身に着けるために参加したの
がこのプログラムであった．大学院（博士課程）授
業細目「地域医療プライマリケア医学」は，東京慈
恵会医科大学が文部科学省「未来医療研究人材養成
拠点形成事業」の助成を受け，そのプログラムの一
部として開設された．CFMDリサーチフェローの
特徴は，東京・神奈川の総合診療医が働く診療所で
常勤として働きながら平日の 1日は研究日が保証さ
れるとともに，夜間を利用して社会人大学院生とし
て博士課程に通学できるという点である．総合診療
医として指導医や専攻医の教育に参加でき，総合診
療の実践や理論的基盤に触れることが出来たことは
大きな収穫であった．また，博士課程は社会人大学
院生に対応して平日 18時頃から必修の授業が組ま
れている点，自分の研究に関して「何をテーマにす
るか」「どこをフィールドにするか」という基本的な
所から担当教官と話し合って学びながら進めること
が出来る点が非常に有意義であった．

3） 卒後 10年目「Western University Master of Clinical 
Science: Family Medicine」 6

　研究者として独り立ちしていくために，「総合診
療研究の歴史」を知った上で「総合診療研究の先端
がどこにあるか」を自分の力で把握することが肝要
だと感じ，2017年にWestern Universityの家庭医療
学修士コースに入学した．同コースは北米最初の家
庭医療学講座であり，1年間に 2週間のカナダでの
オンサイト以外はインターネットを通じて参加可能
である．家庭医療学の古典とされる論文を取り扱う
授業が多くその成り立ちや歴史を知ることが出来る
ことに加え，カナダだけでなくエジプトやドバイな
ど日本と同様に総合診療が発展途上である国での経
験を持つ同級生もおり，総合診療の各国での位置づ
けも知ることが出来る．修士論文として研究を提出
する必要があり，メンターや多くの指導医の助言を
得ながら臨床研究について一から改めて学ぶことが
出来る重要な機会である．
報告者がこれまで行った研究の概要
　報告者が最初に着想したのは，「離島 1人診療所」
というと「大変なところ」「医療レベルは高くない」
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と思われがちだが，総合診療医が全住民の愁訴に対
応しトリアージをすることで「不適切な紹介や救急
室受診を減らしているという良い点があるのではな
いか？」ということであった．その仮説を示すため
に自分が勤務していた島の紹介状況をまとめ，日本
の一般人口を対象とした受療行動調査と比較すると
いう形をとった．その間，並行して離島診療所を訪
れる患者の愁訴や健康問題をコードしてまとめたも
のを日本語論文として発表した．小規模であるが研

究を継続する中で他の研究者との繋がりが増え，複
数のプロジェクトに同時に関わる機会を得ることが
出来た．その中で筆者がこれまでかかわった研究と
その概要を表 1に示す．

表 1　筆者がこれまでかかわった研究とその概要

主著者として
題名 掲載誌 結論
高次医療機関へのアクセスが制限された地域で
の ICPC-2 を用いた年齢別の受診理由及び健康問
題に関する後ろ向きコホート研究 7

日本プライマ
リ・ケア連合
学会雑誌

全住民の愁訴，健康問題を調査した．高齢
者では認知症が多く見られた．

The ecology of medical care on an isolated island in 
Okinawa, Japan: a retrospective open cohort stud y8

BMC Health 
Services 
Research

総合診療医がトリアージすることで専門医
への紹介や救急室受診，入院が減る可能性
が示唆された．

Correlation between Patients' Reasons for 
Encounters/Health Problems and Population Density 
in Japan: A Systematic Review of Observational 
Studies Coded by the International Classification of 
Health Problems in Primary Care (ICHPPC)" and the 
International Classification of Primary Care (ICPC) 9

BMC Family 
Practice

人口密度の少ない地域では内科以外の健康
問題が全体の 40％程を占め，総合診療医が
それに対応していることが示された．

共著者として
題名 掲載誌 結論
Occlusal support, dysphagia, malnutrition, and 
activities of daily living in aged individuals needing 
long-term care: a path analysis 10

Journal of 
Nutrition 
Health and 
Aging

高齢者が嚥下訓練を受けているかどうかは
嚥下障害と関連し，嚥下障害は低栄養や日
常生活動作の低下と関連していた．

雲南市立病院のポリファーマシーの現状につい
て -横断研究 11

島根医学 70歳以上の入院患者ではポリファーマシー
が多く見られ，対応が必要である．

Diseases With Extremely Elevated Erythrocyte 
Sedimentation Rates in a Secondary Healthcare 
Facility: Retrospective Cohort Study 12

Journal of 
Rural Medicine

中小病院における赤沈高度上昇患者の診断
としては偽痛風が最も多かった．

沖縄県離島の健康問題について：25年間に起
こった変化 13

日本プライマ
リ・ケア連合
学会雑誌

離島診療所において整形疾患や皮膚疾患へ
のニーズが高まり，診療の包括性が高
まっていることが示唆された

Effect of patient experience on bypassing a primary 
care gatekeeper: a multicenter prospective cohort 
study in Japan 14

Journal of 
General 
Internal 
Medicine

かかりつけの総合診療医における良好な患
者経験が総合診療医をスキップして直接専
門医や病院への受診を少なくする．

Effects of practicing in remote Japanese islands 
on　physicians’ control of negative emotions: A 
qualitative study 15

Journal of 
Rural Medicine

離島の総合診療医は患者や住民，診療所ス
タッフとの関係性に陰性感情を持つことが
あり，対話しその文化的背景を理解するこ
とで対応している．

離島の 1人診療所で必要なコンピテンシーに関
する質的研究～若手医師が直面した課題から～ 16

へき地・離島
救急医療研究
会誌

離島医療に必要なコンピテンシーは『全科
にわたる知識・技術』，『離島の特性を考慮
したトリアージ能力』『島で唯一の医師とし
てのプロフェッショナリズム』『利用可能な
資源を把握し活用する能力』『島全体の健康
を支える能力』であった．
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報告者が研究を継続する動機について
　離島勤務は貴重な経験であるが，赴任前に思い描
いていたものと異なり離島医療を離れる医師も少
なからず存在する．しかし，「離島でも研究が出来
たり勉強を継続出来たりする環境があれば，自分
だけでなく他の離島医師たちのモチベーションに
も繋がるのでは」と考え，報告者が勤務している東
京の診療所群での研究ネットワーク（Practice Based 
Research Network: PBRN）を参考に離島診療所の
PBRNを結成した． 17この PBRNは 15離島診療所が
参加し，歴代の離島医や基幹病院の指導医など 39
名の総合診療医が在籍，米国の医療研究・品質調査
機構に登録されている．月 1回の勉強会と，各参加
メンバーのリサーチクエスチョンに関する議論，実
際の研究の実施や支援を主な活動として現在も継続
している．この様な離島をはじめとして，各地で活
躍する総合診療医の研究支援と共に研究を行ってい
く体制作りが現在の報告者の動機の一つとなってい
る．
④成果
　掲載誌のサイトによると筆者が主著者である英語
論文だけで 2000件以上のアクセスがあり，今後被
引用数なども増えていくと考えられる．また，東京
慈恵会医科大学のティーチングアシスタントや琉球
大学，鳥取大学，国立長崎医療センターなどで研究
に関するワークショップや講演も行って来た．更
に，東京，東北，沖縄など複数の総合診療医育成の
ための後期研修プログラムでも専攻医に対する研究
支援を行っている．これらは報告者が総合診療医と
して臨床を継続しながら，並行して研究を行って来
た成果であり，今後更に総合診療医における研究活
動の広がりが期待できると考えている．
⑤今後の展開
報告者が現在行っている研究としては
・ 総合診療医をかかりつけとする患者の患者経験と
救急室受診，予防可能な入院との相関
・ 全国の総合診療医が訪問診療で対応している愁
訴，健康問題及び複数の疾患を持つ患者の割合の
調査
・ 時間外診療の中で総合診療医が対応可能な患者数
の割合の推定
・ 総合診療医が行っている質的研究・混合研究の現
状
・ 地域活動と主観的健康観，抑うつの頻度，要支
援・要介護認定の関連に関する全国調査

今後予定している研究としては
・ 海外に留学する総合診療医が学習を促進していく
ために必要な要素についての研究
・ 医学教育に有用なへき地尺度日本版の開発
などがある．また，総合診療医の研究領域での留学
支援も行っており，報告者が所属しているプログラ
ムの専攻医が 2018年 4月に Imperial College London
に短期留学する予定である．今後は様々な形で研究
者育成を行うことで更に研究の裾野を広げる予定で
ある．

考察
①事例に総合診療医の専門性がどう生かされたか
　総合診療医として地域で臨床を行っておりその延
長として研究を行うため，地域の現状を現場から記
述したり，地域の問題を取り扱ったりする研究が特
徴と考えられる．また，個別の疾患だけでなく，住
民全体を対象とした研究や医療政策決定に必要な情
報を提供する研究も総合診療医の研究の大事な要素
である．わが国において総合診療領域の研究は発展
途上でありこの領域での研究が進むことで，これま
で不明瞭であった一般住民が診療所や訪問診療，病
院外来で受けている医療がどの様なものであるか，
どの様な健康アウトカムと関連しているか，今後ど
の様に医療政策を方向付けるべきかなどに関する知
見が蓄積されていくと考えられる．
②�タスクシフティングの可能性（臓器別専門医の負
担軽減，多職種連携など）
　The ecology of medical care on an isolated island in 
Okinawa, Japan: a retrospective open cohort study 8は総
合診療医がトリアージを行うことで紹介や救急室受
診，入院を減らす可能性を示唆したもので，総合診
療医がトリアージや時間外診療で適切な医療を提供
することで臓器別専門医の負担を減らし，本来の業
務に専念できる可能性があると考えている．現在，
同研究の規模を拡大し更にこのテーマに関して追及
している．総合診療領域の研究ではこの研究や上述
の Starfieldの記載に見られるような医療体制や医療
政策の在り方や有効性について検証するものが多
く，この領域を推し進めることで臓器別専門医の負
担軽減につながる可能性が高い．
　また，表 1に示した報告者の論文のうち，一編は
リハビリテーション専門医，看護師との共同研究，
一編は産婦人科専門医との共同研究である．「取り
組みの背景」で述べたように総合診療領域の研究範
囲は多岐にわたり，臓器別専門医や医師以外の職種
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との協働は不可欠である．特に質的研究では看護領
域で盛んであり 18，看護領域との協働は更に進むと
考えられる．
③医療や社会に与えるインパクト
　「取り組みの背景」で述べたように総合診療の推進
は，死亡率の低下，緊急入院の減少，ケアの質の向
上，医療コストの減少，患者満足度の向上などが指
摘されている． 2しかし，これらはあくまで他国で
の研究であり，日本の現在の医療制度の中で総合診
療がどの様な効果をもたらすかは検証が必要であ
る．青木は日本の総合診療の質評価研究における草
分けであり，総合診療領域の患者経験測定に有用な
Primary Care assessment Tool日本語版の作成を行っ
た． 19この指標を用いた研究によって，日本におい
ても質の高い総合診療はかかりつけ医のスキップが
起きる可能性の低下  14，乳がん検診を受ける患者の
増加 20と関連し患者経験はヘルスリテラシーと関連
していること 21が報告されている．
④�他の地域での応用可能性とその実現のために必要
な事項
　報告者の事例は地域に限定されたものではないた
め，他地域でも研究を行う総合診療医を育成するこ
とは可能と考える．日本プライマリ・ケア連合学会
は専攻医が専門医試験を受ける際にも後期研修中の
研究を提出することを課しており 22，研究人材の育
成に尽力している．報告者が論考「第 4回日英プラ
イマリ・ケア交換留学プログラム ―英国短期訪問
プロジェクト参加報告―」で報告した様に，英国で
は研究を主に行う総合診療医のためのキャリアパス
が存在し，今後日本でも必要になると考えられる． 23

現段階では日本からの総合診療領域における研究発
信は他国と比較して非常に少ないことが報告されて
いるが 24，日本プライマリ・ケア連合学会 25，認定
NPO法人健康医療評価研究機構  26などの団体や上
述の文部科学省「地域医療等社会的ニーズに対応し
た質の高い医療人養成推進プログラム」を用いた慈
恵医大 4，琉球大学 27などが総合診療医向けの研究
支援プログラムを提供しており今後の発展が期待さ
れる．
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