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月に実施しましたが、今

の謎とつきせぬ好奇心」をテーマに、井

は、
「医学研究の可能性と挑戦――生命

開すべきかをご議論いただければと思い

芝蘭会が今後どのような医学、医療を展

部附属病院（以下、京大病院）を中心に、

回は臨床面に焦点をあて、京都大学医学

2019 年

村裕夫、本庶 佑、中西重忠、成宮 周、

ます。

髙折 ●「芝蘭会報」200 号記念座談会

山中伸弥の諸氏にご参加いただきまし

享病院長から、
「これまでと違った形の、

係病院長協議会定例総会」では、宮本

う課題です。2019 年度の「京大関

関係病院との連携はどうあるべきかとい

髙折 ●まず、京大病院は日本各地にある

日本各地でこれだけ多くの有力病院が

事が必要かを今後考えたいと思います。

き病院はどこか、支えるにはどういう人

に、京大医学部としてしっかり支えるべ

していただきました。そのデータをもと

派遣されているかの人事構成データを出

副院長、部長、スタッフとしてどれだけ

関係病院であると、臨床研究でも症例を

もっとインタラクティブでなければ」と

して、まず皆さまのご意見を伺えればと

集めやすいでしょうし、それぞれの病院

で専門医になることを目指す医師が誕生

します。京大関係病院で学んだ人は、京

が集まって、同じ目的意識や問題意識を

ません。しかし、関係病院の病院長全員

のは、人事的な関係だけだったかもしれ

部）と関係病院との間にこれまであった

院や京都大学医学部（以下、京大医学

う素晴らしい独自性があります。京大病

宮本 ●京都大学には、
「群れない」とい

するかなどの課題を議論することで連携

血液診療を各都道府県でどのように展開

でなく、関係病院との共同の臨床研究や、

髙折 ●血液内科では、人事的な関係だけ

事だと思っております。

いう点で、関係病院と連携することは大

しても、京大病院への入り口を増やすと

ってもらえる。人事にしても臨床研究に

医学部の同門として京大病院の医師にな

都大学の卒業でなくても最終的には京大

持って地域医療や病院人事などを考える

事情が異なるとは思いますが、人事その

場は、基本的にはなかったのではないか

2019 年の京大関係病院長協議会定

血液内科は、規模の大きな病院にしか

ほかの連携の仕方に関してはどうですか。

を図っています。外科系と内科系とでは

例総会では、少し趣旨を変えまして、お

ありませんでしたね。最近になって関連

で集まって共同で臨床研究をしたことは

基本的にはありません。さきほど宮本先

関係病院に医師をどのように派遣する

病院で共同研究をしてみると、病院に

生がおっしゃったとおり、京大病院には

かという人事は、京大病院の診療科長に

よって扱う治療法がバラバラ。それぞれ

介するプレゼンテーションをしていただ

おもに任されています。このため、関係

が好き勝手に研究していた。これは京都

きました。これは京大医学部が関係病院

病院の病院長は各科の診療科長に、
「私

大学らしいなと……。
（笑）今は、全体

関係病院がたくさんありますが、これま

の病院に、こういう人をください」とお

るのに脳神経内科がない病院」
、その逆

私の専門の脳外科ですと、
「脳外科があ

院と交流しています。

を作るなど、臨床研究をとおして関係病

いものの、移植についての研究グループ

人事に関しては、どの科も事情は同じ

関係病院に京都大学からの医師が院長、 でしょうね。血液内科には、京大医学部

2019 年の関係病院長協議会の後に、

の病院などができてしまいます。

係病院人事の全貌が見えません。例えば、 でプロトコルを統一するまでには及ばな

願いにこられる。しかし、これでは、関

との絆を強める試みでした。

二人の関係病院長にそれぞれの病院を紹

と思います。

関係病院の診療・教育レベルを
底上げする役割

思います。

のご提案をいただきました。これに関連

関係病院との連携

た。前回は医学の基礎研究をめぐって
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系以外の病院からも、
「京大病院の医師
を送ってほしい」という依頼がよくあり
ます。しかし、派遣できる人数の確保な
ど人的要因が整わないのが、われわれ血
液内科の現状です。
上 本 ●外 科 は、 初 期 臨 床 研 修 制 度 が
2004 年に義務化されたことで、状況
が大きく変わりました。ちょうどそのこ

部の善いところを知ってもらう。その結

出身の医師とが出会うことで、京大医学

から赴任したローテーター医師と他大学

る。そして、関係病院において、京大病院

埋めてくれれば良い」くらいに箍を緩め

なく、まずは、「関係病院のポストを一つ

ることは、これからもぜひ進めていただ

して把握して、京大病院との関係を考え

いても、診療科ごとではなく病院全体と

れている関係病院の人員構成の調査につ

たいと思います。宮本病院長が取り組ま

指導の標準化の努力をつづけていただき

のためにも、京大病院には現在の教育・

大病院に行くことになると思います。そ

たが

果として、
「京都大学の大学院に行こう

ありませんが、今は年間 、 名の入局

研修医を募集しています。外科ほどでは

髙折 ●血液内科も、関係病院と連携して

ければと期待しております。

かな」と思ってもらえることが大事です。
唯一のキャリア・パスがあるのではな
部は大所帯だからこそ、リベラルで、個

い。いろいろな入り口がある。京大医学
性を大事にできるところがメリットだと

係病院の質がレベルダウンするのではな

学部がまとめ役として動かなければ、関

ベルの底上げについては、やはり京大医

このように、関係病院の人事と診療レ

に至ります。

うルールを作ることで議論は収まり、今

舎の病院での勤務の両方を経験するとい

ができる。最終的には、都会の病院と田

採用人数の上限（シーリング）です。

県別かつ診療科別に設けられる専攻医の

るのは、専門医制度の一環として都道府

そういうなかで、われわれが苦労してい

分野で関係病院との関係を深めています。

育が分野ごとに独立しておりまして、各

高橋 ●内科はもともと、人事や研究・教

思いますね。

すごく大事だと思います。われわれの脳

インの関係を築くには、大学院の存在が

せ、関係病院と京大病院とがウイン・ウ

高橋 ●若い医師を集めてキャリアを積ま

てもプラスに働いていると思っています。

と連携するシステムができたことが、と

科に入ることはなかなかない。関係病院

だけまとまった数の医師が新たに血液内

があります。京大医学部単独では、これ

ただいています。近隣に競合する施設が

ングとしてプレゼンテーションをしてい

脳外科では、関係病院の部長にヒアリ

ないか、と思わせることもありますね。

病院の地域医療の実情を知らないのでは

言われる。
（笑）教授によっては、関係

で……」と、必ず現実よりも多い数字を

と、
「うちの病院の背景人口は数十万人

宮本 ●関係病院長の先生とお会いする

域医療向上のリーダーとなることが、こ

ログラム枠があります。連携プログラム

は別に、医師少数地域に配属する連携プ

シーリングには、通常プログラム枠と

係病院である程度勉強したあとに研究経

いて、関係病院の部長が若い医師に、
「関

神経内科も関係病院とうまく連携できて

療科が優遇されているのか、病院全体で

状態などです。くわえて、院内でどの診

かれている地域医療の事情や病院の経営

あるかどうかなど、それぞれの病院が置

いかと考えております。京大医学部が地
れまでにも増して重要であると思ってお

験を持たないと、やはり一流の医師には

なくなり、関係病院の主導で京都大学外
科交流センターを立ちあげ、まず若い外

枠は、医師過剰の地域から医師不足の地

なども報告してもらいます。

どのような教育方針をとっているのか、
関係病院で臨床経験を積んだ若い医師

なれない」とよく言ってくださいます。

二つの枠への対応が難しい。

知っておくことは大事です。それを把握

したうえでの人事があると思います。

上本 ●連携を始めて 年以上たちますと、

若い人が行きたがらない施設がだんだん

炙り出されますね。そういった施設との

コラボレーションは、京大病院としてそ

ろそろ考えるべきだと思うのです。

というのは、外科の関係病院は西日本

を中心に 施設ありますが、そのうちの

施設ほどは病院そのものの維持がなか

なか難しい。日本各地で医師が足りない

から、立ち行かなくなる施設は必ず出て

きます。そういった施設に、京大医学部

はこれからどう対応するかですね。京大

病院がさらに発展するには、若い医師を
を終えてふたたび関係病院で臨床医とし

に状況を伝えます。サポートが必要な

学の意見として必要に応じて関係病院長

惹きつけるマグネット・ホスピタルを利
て活躍する。そういうサイクルが、脳神

場合には、
「この器材を買ってください」
、 設との関係をどうするか。これを各診療

複数の委員でヒアリングして、京都大
大学と京大医学部とがリーダーシップを

経内科としてはうまく機能していると思

が大学院に入り、そこでの 年間の研究
とって、京都府のシーリングに対応しつ

います。

そこで、内科では現在、京都府立医科

組んできたのは教育の標準化です。関係

つ各病院に派遣する専攻医の数を調整し

科で考えるのは大変です。連携の方針は、

一方で、専門医の育成にそぐわない施

用することが重要だと思います。

病院部長会議を毎年開いて、若手の医師

ています。内科の若手医師のリクルート

「もう少し状況を改善してください」な

に何をどのように教えるのか、どのよう

京大医学部全体で考える必要があるので
三輪 ●京大医学部の教育や指導のレベル

る一方で、
「病院全体の戦略」あるいは

脳神経内科などの各科で人事を調整す

髙折 ●外科、脳外科、内科、血液内科、

報を集めるには、かなり努力が必要です。 くつかの病院から脳外科を撤収しました。

で好ましく評価されているのかという情

員がしっかり働いているのか、当該施設

いことです。京都大学から派遣した医局

はないかと思います。
は、私たちの時代から考えると格段に向

「地域における戦略」の課題があると思

大学医局として困るのは、人事部がな

どとフィードバックするのです。

上していると思います。豊岡病院には独

まずは地域の実情を知る

な手術の技能を教えるのかといった問題

宮本 ●脳神経外科がこの 年あまり取り

みです。市中病院の基幹施設では、この

方などに一定数の専攻医を派遣する仕組

関係病院の協力を得て、年間 人から
人の新規外科専攻医を受け入れる体制も
作りあげました。
次に取り組んだのは、京大病院での外
科医療の最前線の技術を関係病院に拡げ
ることでした。それまでの京大医学部の
外科は、京大病院では高度な医療に取り

には、内科の中での横のつながりがおの

う」、
「部長独自の教え方だから、あまり

「この病院に配属される若者はかわいそ

自の奨学金制度があり、それにより育成

ずと重要になっているところですね。

勉強にならない」という病院もありまし

てください」とお願いして、どの病院で

が京大病院医局または関連病院の専攻医

度修了見込みの研修医 名のうち、 名

病院に就職しています。さらには、今年

数多くの関係病院を入り口にして京大病

きれば、京大病院への指向が強まり、関

で高いレベルの教育・指導体制を提供で

の 点で判断してきました。

を整えていただけるのかどうかです。こ

医師を派遣するに見合う待遇や設備など

るニーズがあるかどうか。もう一点は、

した。その病院に脳外科の診療科を設け

その地域における脳外科医療のニーズで

関係病院の病院長にいつも尋ねたのは、

を伝えてきました。教授になってから、
い

き方ですから、関係病院にも厳しい現実

宮本 ●私は、「嫌われても 良い」という生

た。しかし、術者教育を標準化するよう

関係病院との関係を密にして、関係病

も基本的には同じ手術器具を使って、同

を目指しています。このように、当院の

院に入ってもらうことは大事。はじめか

係病院を門戸として多くの若い医師が京

院が置かれている地域医療の事情をよく

うのですね。これに関しては宮本先生、

になりました。

じ教え方で教育してもらえるようになり

若手医師は、強い京大病院指向を持って
宮本病院長も言われますように、関係
病院の病院長、副院長、診療科長などに

ら「京都大学に入局しろ」というのでは

いかがでしょうか。

した医師がこれまでに 人おりまして、

私が教授になった 2009 年には、

療レベルはまったく把握せずにいました。 をディスカッションしています。
このままでは関係病院を含む京大医学部
の魅力が薄れるということで、移植を除
いて、京大病院と同じレベルの外科医療
を、関係病院でも均一に提供できること
を目標にしたのです。
こうすることで、関係病院で治療の様
子を見た若手が京大病院に入ってくれる

ました。こういうことが、診療レベルの

そのうち 人が京大病院医局または関連

底上げには大事だと思います。どの病院

います。

関係病院の病院長に、
「この機械を買っ

でも同じコンセプトで術者を育ててもら
えるようになる、そういう安心感があり

4

ようになりました。関係病院と京大病院
との間での臨床研究の質も、ある程度均
一化できました。今はそういう取り組み
が実を結んでいる、という実感がありま
すね。
一方で、初期の外科研修を修了した外
科医をどの関係病院に配属するかで、こ

26

8

組んでいたものの、関係病院の外科の診

大所帯だからこそ、門戸の広い
キャリア・パスが可能に

科医のリクルートに力を入れ始めました。 ります。

ろに京大病院に外科の教授が 人ともい

たかはし・りょうすけ

高橋良輔
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増大に関するメカニズムの解明、頸動
脈プラーク病変の発生と増大に関する
メカニズムの研究、モヤモヤ病の病態
と原因に関する研究、てんかんの病態
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それに、上本先生が指摘されたように、 京大病院の医師を配属していただくこと

の 年間は揉めに揉めたのです。最初は、 ますね。
自由に行かせたら良いのではないか」と
いう意見もあったのです。しかし、それ

1983年、京都大学医学部卒。東京都立
神経病院神経内科医員、東京都神経科
学総合研究所神経学研究部門主任研究
員、米国バーナム医学研究所博士研究
員、理化学研究所脳科学総合研究セン
ター運動系神経変性研究チームチーム
リーダーなどをへて、2005年から京都大
学大学院医学研究科臨床神経学教授。
臨床分野ではパーキンソン病やその類
縁疾患を専門とし、研究分野では神経
変性疾患の病態解明や新規治療法開
発を目指す。脳神経内科の診療に従事
するかたわら、国内・国際学会の役員
や学会開催責任者を数多く務めるなど、
臨床神経学および臨床神経科学の教育
と研究の発展にも貢献する。

10

15

4

64

1981年、京都大学医学部卒。三重大学
医学部外科学第1講座教授、京都大学
大学院 医学 研 究 科外 科 学 講 座（ 肝胆
膵・移植外科学分野）教授、同大学医
学部附属病院副病院長（教育・研究・
地域連携）、同病院臨床研究総合セン
ターセンター長などを経て、2014年に
京都大学大学院医学研究科長、同大学
医学部長に就任。2020年から滋賀医科
大学学長。専門は消化器外科、小児外
科、臓器移植。成人肝移植後の早期死
亡を減らすべくサルコペニア評価に基
づく治療戦略を採用し、生存率の向上
に貢献するなど、日本の肝臓移植の発
展に尽力した。

10

10

14

うえもと・しんじ

上本伸二
40

では医師が集まる施設と足りない施設と

みやもと・すすむ

宮本 享

度急性期・急性期ニーズがどれだけある

置付けです。しかし、そもそも地域で高

に特化した病院というのが京都府での位

おいて、三菱京都病院は高度急性期医療

療ビジョン）
」
（以下、地域医療構想）に

す。
「京都府地域包括ケア構想（地域医

小野 ●今のお話は重要な論点だと思いま

2

3

30

「京都大学らしく、本人の希望にそって
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のかどうかの議論がある。DPC データ
など国に提出する全国統一データなどに
よって、そのことがあからさまに示され
この点で、京都府内の各病院は、自ら

る時代になりました。
の立ち位置や持ち味をかなり自覚せざる
をえなくなった。こうした経緯を経るこ
とで、病院はその有り様を変えてきたと
三菱京都病院は京大医学部の関係病院

思います。
に名を連ねておりますが、規模としては
200 床弱で、とても全科を揃えられる
規模ではない。ですから、2003 年に
始まった施設の新築工事を機に、循環器
系や周産期系、消化器系の消化器外科・
内科など、地域にニーズのある診療科に
特化させようと考えました。その代わり
に、いわゆるマイナー系の診療は、少し

都道府県単位で対応する流れが強まって
いますね。心配なのは、京大関係病院の
ネットワークが都道府県の枠を超えて拡
がるなかで、都道府県単位で進む地域医

にある病院、あるいは専門的な医療や最
先端の医療を提供する病院、それぞれ話

けて、滋賀医科大学は約 年前から総合

施設が半数にのぼります。この状況を受

立医科大学の関連病院に、日本赤十字社

ように天理よろづ相談所病院も、奈良県

学の関連病院に囲まれています。同じ

すが、岡山県のネットワークでは岡山大

一つのソリューションになるのではない

うか。総合診療専門医を育てることが、

においても必要になるのではないでしょ

が、地方だけでなく都市部の中規模病院

近い将来、横断的に診療できる内科医

病院を拠点に実施しています。

ように見える病院は多いですね。例えば、 内科医と総合外科医の育成を三つの関連

和歌山医療センターも、和歌山県立医大

かと思っています。

倉敷中央病院は若手医師が集まる病院で

の関連病院に囲まれています。地域医療

ように連携していくかというビジネス・

このような地方における基幹病院とどの

中に循環器や消化器以外の処置が必要に

かの複数の科の薬を飲んでいたり、入院

ですから、心臓外科に入院していてもほ

も患者さん全体の高齢化が進んでいます。

の枠組みでは不利な点もあると思います。 小野 ●ご指摘いただいたとおり、当院で

モデルを、京大医学部としてしっかり考

なったりするようなケースは少なからず

えていかなければならない。
一方、京阪神の都市部の病院は、立ち

院のようにビジネス・モデルをはっきり

ク・ポイントなりを考えて、三菱京都病

手当てを施せるのですが、中小規模の病

療科の専門医チームでかなりのレベルの

病院の規模が大きければ、関連する診

あります。

打ち出してしていただく。そうすれば、

育って一定の役割を果たしてくれること
を期待しております。実際に、人材派遣
業者などから「総合診療に関心のある医
師です。先生の病院ではいかがですか」
という紹介をいただくケースがこの 年

ただし、総合診療に関心をお持ちであ

で増えている状況です。
ることと、その経験や能力をお持ちであ
ることとは別の話ですから、採用するか
もう一点は、特定領域の専門医であっ

どうかの判断は難しいところです。

臓血管系だけでなく肺疾患、あるいは脳

お願いすること。心臓専門の医師には心

ついては、
「ちょっと診てください」と

いただける教育をしていただければ、関

療できる医師にニーズがあることを理解

関連する専門外の領域でもある程度は診

す若い先生がたには、専門の周辺領域や

ても専門領域にある程度関連する疾患に

血管疾患なども勉強して、ある程度まで

係病院としてはありがたく思います。

はないかと思いました。

報交換しながら連携できるのが理想的で

のように、互いにコミュニケートして情

宮本病院長を中心に全体を統括する。こ

現場で教育にあたることが殆どです。

ます。大きな問題は、総合診療専門医が

必要とされているのにキャリア・パスが

まったくないこと。しかも、日本専門医

機構が預かる学会がバックに存在しない

唯一の専門医なので、目指すには勇気が

いります。将来が描けないという状態で

すね。大きな改革が必要だと思います。

逆に、血液内科の医師は、関係病院に

配属されると総合診療専門医のごとく頼

りにされる。この状況は脳神経内科でも

同じです。内科医には基本的に、
「総合

的に診ないといけない」と思っている医

師が多いし、やる気があれば総合的にも

内科の専門医としてある程度キャリア・

する」スタイルではありません。従って、

持たせないまま、総合診療専門医を育成

レーニングを積んでいます。
「専門性を

自身の専門を持った上で、総合診療のト

科大学で育成している医師は、皆さんが

上本 ●その意見には大賛成です。滋賀医

ています。

を増やす現実的な早道ではないかと思っ

医師を育成することが、総合診療専門医

がらジェネラルにも診る」ことのできる

病院も含めて「スペシャリティを持ちな

がらジェネラルにも診る」
、中小規模の

してキャリアを積むことをベースにしな

現状を考えると、
「スペシャリストと

スピリットの問題だと思うのですね。

る過程でかなり実力がつきます。あとは

新たに加わりましたから、これを達成す

ルに診なければいけないというノルマが

門医制度では、すべての臓器をジェネラ

グラムの責任者をしています。新しい専

私は今、京都大学内科専門医研修プロ

近い診療科だと思います。

把握する。京大病院の中枢部や執行部は、 診療できる、そういう総合診療専門医に

診療科長は各関係病院の状況を徹底して

かを明確にしていただく。京大病院の各

どう関連しどういった将来構想を持つの

がどのような立ち位置で、京大医学部と

関係病院の病院長には、ご自身の病院

ください。

の連携に話を戻して、一旦まとめさせて

髙折 ●地域、各関連病院と京大医学部と

対応していただきたいとお願いしてみま
した。
従来から勤務医が一定の経験を積むと
診療所を開業して、専門領域を活かしな
がら総合診療的な医療も提供するという
キャリア・パスもあります。京大医学部
出身の医師にも、京都で開業して総合診
療的な役割を担っている方はおられます
し、京都府医師会でもそういった医師が
総合診療の研修を受けられる機会を増や
しているのが実情です。
京大医学部には、専門性の高い技術と
プライドを持った医師の育成をお願いし
たいと思います。一方で、専門医を目指

若手医師の育成

上本 ●大学病院では総合診療専門医の育

院を育成拠点として使っています。総合

院ではそうはいかない。こういった事態

髙折 ●さきほどの議論にもあった地域医

がだんだんと増えています。
この状況を改善する一つの方法として、

いかに総合診療専門医を育てるか
今はまだ充分な目処はたっていませんが、

診療専門医の働き場所は、地方と街中と

成は困難であると思いますので、関連病

位置を決めることは重要だと思います。

区の大学としてどのように対応するのか。 上本 ●病院の規模に応じて、目指す立ち

二つあります。滋賀医科大学では、大津市

あるいは、私どもは京都府にある病院と

療構想と総合診療専門医の育成は、若手

内の街中の病院と、東近江市と甲賀市・湖

南市の地方病院の三か所を育成拠点にし

高橋 ●総合診療専門医は、第 番めの専

ています。教授と准教授は大学ではなく
かるのですが、大学病院で総合診療専門

総合診療専門医の必要性は私もよくわ

思います。

制度を含めて議論させていただきたいと

医師のキャリア・パスにも重なる専門医

して、どういった役割を求められるのか、 恐らく、300 床から 400 床以上の
これが気になるところです。

関係病院の実態にそった
連携のあり方

医を育成するのは現実としては難しいの

門医として 2018 年に認定されまし

なった医師は、認定後最初の 2018 年
滋賀医科大学は、総合診療専門医を養

中で自治医大の卒業生が多くを占めてい

2020 年 度 は 222 名 で し た。そ の

きに、総合診療専門医の道に入るという

活動の場をどこに求めようかと考えたと

度は 184 名、
2019 年度は 179 名、 アップした医師が、将来的に自分の診療
成する方向で取り組まれているのですか。

の役割を求められるようです。

どの病院に派遣されても総合診療専門医

には総合診療専門医的な側面があるので、 た。とはいえ、実際に総合診療専門医と

ではと感じてしまいます。血液内科医

19

髙折 ●さきほど宮本先生がおっしゃった
ように、地域のニーズ、各関係病院の思
いや方針、京大医学部の各医局の方針と
いう三者の立場があります。これがどの
ように連携することが理想でしょうか。
宮本 ●関係病院すべてを同一で論じるこ
とは難しいと思います。例えば、京阪神

1985年、京都大学医学部卒。滋賀県立成
人病センター（現 滋賀県立総合病院）救
急部医長、三菱京都病院循環器腎臓内
科副部長、腎臓内科部長、副院長をへて、
2016年に同病院の病院長に就任。専門
は糸球体腎炎、慢性腎不全、高血圧の薬
物療法。三菱京都病院では、心臓血管外
科を擁する循環器部門、認可NICU（新生
児集中治療室）を有する周産期部門、早
期診断から終末期まで一貫して診療する
がん診療部門を中心に、高水準の医療を
提供する。少子高齢化が急速に進む地域
の実情にあわせて、地域包括ケア病棟を
2018年に設置し、リハビリテーションや
再発予防を充実。2019年には訪問看護
も本格的に始動。

1986年、
京都大学医学部卒。
米国グラッ
ドストーン研究所研究員などを経て、京
都大学大学院医学研究科血液・腫瘍内
科 学 教 授に。京都大学医学 部 附属病
院がんセンター長、京都大学医学部附
属病院副院長。専門は血液・腫瘍内科
学。レトロウイルス感 染症と血液疾 患
を主な研究テーマに、臨床研究者とし
て、先進医療の開発、地域医療の推進、
若手医師の育成、特に血液内科医を増
やそうと日々奮闘。

病院は、専門医の集団で対応できます。
200 床以下の病院だと、常勤医は恐ら
く 人から 人ほどなので、専門医の集
団では成り立たないですね。
三菱京都病院は、循環器と消化器をメ
インに診療されていますが、高齢化が進
んだ地域では、複数の病気を発症しやす
い高齢者にどう対応するかの課題があり
ます。専門的な医療を提供する小規模な
施設が専門外の病気のリスクもカバーし
ながら診療するには、すべての臓器を横
断的に診られる「総合診療専門医」が必
要だと思います。
私が学長を務める滋賀医科大学の関連

関係病院にはその地域で他大学の系列

病院だと、高齢の患者さんが多く占める

病院に囲まれ、ある意味で孤立している

は少し違うと思います。

30

京大医学部としてもサポートしやすいの

たかおり・あきふみ

髙折晃史

1

20

ではないかと思います。

地域医療構想以外でも専門医制度など、 位置なり、ストロング・ポイントやウィー

ずつ手をつけるにとどめる。

1976年、京都大学医学部卒。北海道大
学大学院医学研究院細胞薬理学分野
教授などを経て、2017年に公立豊岡病
院組合立豊岡病院の病院長に就任。北
海道大学では、薬理学の教育・研究に
尽力し、とくにエンドセリン受容体研究
や喫 煙 科 学 研 究において多大な業 績
を残す。豊岡病院では、兵庫県北部但
馬地域の拠点病院として地域医療に従
事するいっぽうで、地域医療を次世代に
わたって継続させるべく、高度な専門性
をもつ医療人の養成にも力を入れる。

専門医制度の枠組みで総合診療専門医が

療構想や専門医制度に、京都大学は全国

10

みわ・そういち
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点病院を利用する形でも良いので、京大

がないからだと思います。寄附講座や拠

全面的に支援する医局のような強い組織

若い医師の教育・指導・人事・その他を

医師少数県に専攻医を送るシステムを

である静岡県に関係病院があることです。

宮本 ●京大医学部の強みは、医師少数県

ます。

方での研修も実施できるように考えてい

院などに地域枠に入っていただいて、地

医療に具体的にどうアクセスしたら良い

患者さんを目の前に見ていますと、先端

医療技術の華々しい進歩を強調されます

先端医療に携わる先生がたは、高度な

うまく調整したりするような組織を京大

り出したり、需要と供給とのバランスを

た医師を再教育して、医療現場に再度送

路変更する医師も見受けます。そういっ

りたい」と、 歳ちかくになってから進

を担当しているけれど、総合診療科に移

一方、豊岡病院でも、例えば「○○科

ると思うのです。

体制をとっていただければ、人材は集ま

こで育った専門医を関係病院に配属する

て、教育・指導に当たる体制を築き、そ

大病院の内科系スタッフが連携・協力し

だろうと思っています。シーリング問題

だと捉えて、シーリングに対応するべき

こういった病院と交流を深めるチャンス

を関係病院として持っていることですね。

数県を含む日本各地に大きな基幹病院

たように、京大医学部の強みは、医師少

問題ではないか。宮本先生がおっしゃっ

ことが、われわれ芝蘭会としては大きな

採れる専攻医の数がどんどん減っている

から内科専攻医にシーリングが設けられ、

ませんが、京都、大阪では 2020 年度

高橋 ●内科系の事情しか把握できており

リットだと考えています。

に広い範囲に関係病院があることのメ

ンボルとして取りあげられていると思い

小野 ●がんゲノム医療は、高度医療のシ

ご意見を伺いたいと思います。

携が不可欠だと感じています。

います。これには京都の地域医療との連

高度急性期医療のさらなる充実を図って

のケアユニット（救急や脳卒中治療、周

地域の診療所からがんゲノム医療への

ジウムの統括をお願いしています。

の連携体制と医療倫理」と題したシンポ

室や病床）を備えた中病棟を新たに建て、 「がんゲノム医療の現状と展望――府内

産母子・新生児医療に特化した集中治療

アクセス、遺伝情報を扱うことにともな

研究科 腫瘍薬物治療学の武藤 学教授に

が、目玉企画として京都大学大学院医学

ブ上での開催にならざるをえないのです

た情報を地域の現場の医師に伝えていた

療を専門とする先生がたには、そういっ

いったところが強い関心事です。先端医

のか、費用、保険適用はどれくらいかと

がんの専門ではない医療従事者の立場で

が、診療所の医師やわれわれのように、

病院ブランドで総合診療科の専攻を作っ

京都における地域医療との連携

て、特任教授というような肩書の指導医
持っていることは大事です。京大医学部

病院に作っていただければと思います。

に関しては、京大医学部の強みを活かせ

髙折 ●京大病院は 2019 年に、計 床

を置いてもらいたいと思います。更に京

ぜひよろしくお願い致します。

るのではないかと思います。

京大病院にいかに医師を送ってもらうか

大介先生に、
「一般市中病院におけるが

としては京都桂病院腫瘍内科医長の山口

医療と遺伝医療の連携」を、地域の病院

は医療倫理学の視点から、
「がんゲノム

大病院の患者さんを今後いかに増やすか、 大学大学院医学研究科の小杉眞司教授に

下でのがんゲノム医療と課題」を、京都

このなかで武藤教授には、
「保険診療

す。目の前の患者さんにつなぐ情報発信

の最後の砦」という位置付けだと思いま

とくに「難治性のがん患者さんにとって

ついては、京都における医療の最後の砦、

提供してほしい。京大病院は高度医療に

に係わる詳細な情報をぜひわかりやすく

こないのですね。
（笑）こういった実診療

といった情報を探しても、なかなか出て

「どういう紹介状を用意したら良いのか」
これまでの議論にもありましたが、京

に関しては、小野先生と宮本先生にまず

んゲノム医療の現況と問題点」をお話し

三輪 ●高橋教授からご指摘のあったシー

ます。地域の病院、あるいは副会長を務

で行なうがんゲノム医療と京大病院での

うナイーブな問題、市中病院や基幹病院

報を広めるために武藤先生を中心に研修

がんゲノム医療はかなり複雑なので、情

がんセンター長の私から申しあげると、

髙折 ●ありがとうございます。京大病院

先端医療を患者さんに
つなげられる発信力

検討する部署がないことです。診療科長

がんゲノム医療との役割の違い、医師会

周知されていないようですから、ひきつ

める京都府医師会の立場からすると、眼

づいて情報発信をしたいと思います。

前の患者さんをいかに京大病院ならでは

してしっかりと伝えて、先端医療を必要

リング問題に関しては、豊岡病院ではフ

とする患者さんを京大病院に適切につな

レキシブルな専門研修プログラムを準備

例えば、京都府医師会では毎年秋に

はみんな専門領域の教授ですから、
「総合

「京都医学会」という京都府医師会独自

医を育てなければ」とは言いながら、専

少し違う角度からの意見ですが、豊岡

ぎたい。

会などを開いてはいます。ですが、今の

病院のようなへき地の病院は研修に来る

の学術集会を開いています。今年はウエ

お話をお聞きしていると、市内ではまだ

専攻医の数がかなり少ないのですが、そ

の先生がたはこういった点に強い関心を

の原因の一つとしては、都市部の病院同

お持ちです。こうした情報を医師会を介

京大医学部にも、総合診療専門医の育

士で専攻医の相互派遣を行なっているこ

の先端医療に適切につなぐかが大きな課

成についてのビジョンを作り、中心と

とがあるように思います。

題だと思っています。

なってこれを推し進める人が必要かな

しておりますので、ご利用いただければ

と……。簡単に実現できるかどうかはわ

例えば、大阪市の A 病院、神戸市の

と思います。

かりませんが、滋賀医科大学で育成され

ていても、各論では総合診療専門医は育

ステップを踏むのだと思います。

ちません。

三輪 ●大事な点は、京大病院が動いて

B 病院および公立豊岡病院の 病院が

がなかった」ということになってしまい

このままでは、
「京大医学部には作戦

B 病院でのみ行なわれていることがあり

岡病院を除いた都市部の A 病院および

いる場合に、専攻医の相互派遣が公立豊

相互に専門研修のプログラム連携をして

身近なところで兵庫県養成医制度を例

ます。そういうところに、京大病院に介

考える必要はあります。

に考えてみますと、県養成医には卒業後

ます。ディスカッションすべき、大事な

き地病院にも専攻医が派遣される仕組み

入していただいて、豊岡病院のようなへ

ポイントだと感じました。

診療科専攻が義務付けられています。そ
の義務年限の期間、県養成医の一部が豊
岡病院に派遣され、総合診療医として勤

にしてほしいと思います。へき地病院は、

て、また、救急外来を受診する内科系患

常勤医の不在である専門内科の代役とし

がないので、専攻医を集めやすい側面は

上本 ●外科は全国的にシーリングの縛り

しょうか。

髙折 ●専門医制度に関してはいかがで

方に専攻医を派遣する仕組みを作れるよ

あるので、三輪先生のご要望に応じて地

髙折 ●広い範囲に京大病院の関係病院が

験すべきです。

特徴があるので、ぜひローテートして経

都市部の病院とは異なった多くの優れた

者の初期診療において重要な役割を果た

あります。専門医を育成する過程で、地

務しています。当院では、総合診療医は

しています。しかしながら、多くの県養

方の病院での研修がありますよね。今の
これはキャリア・パスの問題もあると

県は大和郡山病院、滋賀県は市立長浜病

ところ、例えば兵庫県は豊岡病院、奈良

と思います。

うであれば、ぜひ芝蘭会が介入できれば

して定着していないように思います。

成医は義務年限の終了後に総合診療医と

各地の関係病院の特徴を
活かした人材育成

年間の義務年限があり、その間は総合

を養成することであると思います。

3

思いますが、やはりブランド力あるいは

上 2019 年に新設した中病棟
下 中病棟内の設備の一つである NICU 病床独立ブース

ているのであれば、京大医学部としても

新専門医制度における研修を経て専門医資格を取得するまで

「京大病院ブランド」の総合診療専門医

攻医の採用では自分の科になるべく多く

を、ぜひお願いしたい。

いただく予定です。

ちなみに、京大病院のホームページで、

だければありがたく思います。

総合診療専門医をどのように育てるかを

宮本 ●今の京大医学部に足りないのは、

90

採りたくなってしまう。総論ではわかっ

50

＊別の基本領域専門医の研修を行な
い、資格を複数取得（ダブルボード）
することもできる
＊領域によっては基本領域と並行し
てサブスペシャルティ専門研修を進
める「連動研修」が認められている

認定

約3～5年

専門医試験

約2年

国家試験

専門医研修プログラム
6年

基本領域専門医
専攻医
研修医

サブスペシャルティ
専門研修
初期臨床研修
医学部

サブ
スペシャルティ
専門医
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院長ヒアリングで、各科の医師に労働
時間の実態を調査したのですが、殆ど無

きましたね。

あります。理解の得られない状況がつづ

でのこれから方針について、関係病院の

新規の医療開発を京大病院が進めるうえ

方がたからご意見をいただければと思い

づく診療科には、
「この枠の手術は休め」

業を煮やして、病院長の命令として月

ないのが実感ですね。地方病院では、人員

とか、
「この日は血管造影室を使うな」

駄な時間がなくて、これ以上削りようが
にも限りがありますから、超過勤務時間

などと、厳しいことを申しました。診療

が 2020 年の春から厳しくなったこ

宮本 ●「臨床研究中核病院の認定要件」

新型コロナウイルス感染症を
きっかけに深まった連携
宮本 ●地域連携で言うと、2019 年か

を減らさなければならないとすれば、診

科部長とかなり険悪な関係になったので

ます。

ら京都府医師会と連携して地域連携の会

療を制限するしか方法がありません。そ

すが、そこまで真剣なのだとようやくわ

時間とか 100 時間以上の残業がつ

が開けるようになったことは大きいです

うすると、
豊岡病院で診療できなくなっ

こもがんばります。
（笑）

遣いが少なかったかと思いますので、そ

ける責任とインセンティブを明確にして

病院にあれば、ぜひ教えていただきたい

ることで勤務時間を短くできた例が京大

す。このような方法を積極的に取り入れ

科は、もともと複数主治医制を取り入れ

はチーム医療ですね。京大病院の産婦人

といけません。これを変えるのは、一つ

と、主治医、担当医は病院に待機しない

科系では、一旦重症患者の手術が始まる

ただし、とくに心臓血管外科などの外

感でした。京大病院を含む日本に 施設

核病院の経営が維持できないという危機

ナウイルス感染症の影響で各臨床研究中

ンしたのです。議論の発端は、新型コロ

いかと、診療科の教授とディスカッショ

だと、京大病院の将来も危ないのではな

件数がどんどんと減っている。このまま

とで、日本全体の研究マインドが冷え込

のですが……。

ておられますが、当院でも複数主治医制

み、医師主導治験、特定臨床研究などの

高橋 ●京大病院では、宮本先生のご高配

を導入できないかを相談しました。また、 ある臨床研究中核病院のすべての病院長

かっていただき、診療科の時間外労働は

でオンライン診療が実施できるようにな

繁閑の差が激しいので、多忙ではない時

少しずつ減ってきました。

りました。新型コロナウイルス感染症の

最近は、診察や画像診断などにオンラ

行ってもらうことになってしまいます。

拡大の時期とちょうど重なってしまい、

が厚労省に要望書を出し、
「各病院が大

は短くなる。普段は、外来の患者さんが

試験的に使ってみますとやはり診療時間

科部長に送るなど、新型コロナウイルス

えそうなときはアラート・メールを診療

月の半ばで時間外労働が 、 時間を超

うするのだ」と訴えたのです。

わらず、認定の要件だけを厳しくしてど

ライン診療は、 分あるだけで患者さん

厚労省も柔軟に考えるという姿勢を示

のあり方の問題点をまとめろ」との指示

してくれたのですが、
「日本の臨床研究

それぞれの診療科の医師は、多くても

を逆に受け、京大医学部としてまとめた

つ改革を進めている現状です。

出すことが難しくなっている。にもかか
来られて荷物などを整理しているうちに

感染症が拡大する前くらいから、少しず

本格的にはまだ始動していないのですが、 期には休みをとっていただく。あるいは、 赤字になって、病院収益から研究費用を

イン診療や AI の活用が始まっていま

シーズ創出から臨床研究を
展開できる京都大学の強み

ね。京大病院創立 120 周年 新病棟完

た患者には 時間以上をかけて京阪神に

してあいさつしていただき、京大病院の
地域連携の会にも参加していただいた。
新型コロナウイルス感染症の影響も
あって、京大病院の病院長と ICT（感
染制御部）部長、看護部長の 名が京都
府立医科大学に毎週通い、次の週には京
都府立医科大学の 名が京大病院で状況
を報告しあうという連携をしています。
各診療領域における新型コロナウイル
ス感染症への対応については、私と夜久
先生が関係病院の病院長にウエブ会議を
呼びかけて、毎週のように会議を開き、
地域と頻繁にやりとりできるようになり

診療科ごとにもそういった会議を開いて、
ました。京都の医療をどのように支える

分ほどが経ってしまうのですが、オン

わりに働かなければならなくなりますね。

とかなり話す時間がとれる。

おかないと、彼ら・彼女らは医師の代
そこが重要だと思います。

人はいないような病院です。複数主治
さんを割り切ることの徹底だと思いま

ると思います。

も、勤務時間の短縮にはある程度つなが

が、オンライン診療を少し入れるだけで

療科もあります。救急についても循環器

ないと、とても業務を吸収できない診

医制やタスク・シフトは構造的に改革し

ン・ルールなのに、日本では規制があり

提出しました。最終的に、
「海外ではワ

ものを、
「全国医学部長病院長会議」に

診療科によって効果は違うと思います

にむけて京都における医療連携を推し進

す。リスク管理は重要ですが、主治医制

の上限はこれまで一律でしたが、上限を

宮本 ●京大病院も、全職員の時間外労働

思います。

920 時間以下に削るのはなかなかだと

本質的に進めないと、時間外労働を年間

療とワーク・シェアリング、この二つを

かないのではと思っています。チーム医

部下への配慮をお願いしました。

部長の先生がたには長期間労働している

になりました。これをもとに、診療科の

が、ほぼリアルタイムに把握できるよう

てしか得られなかった勤怠状況のデータ

では紙ベースで記録していたので、遅れ

2019 年の 月に入れました。それま

小野 ●私どもでも、勤怠管理システムを

かせることができるかがポイントだと思

などを実際にどのくらい実施でき、根付

主治医制やチーム医療、タスク・シフト

髙折 ●病院の規模にもよりますが、複数

だ厳しい状況です。

り組まないといけないのですが、まだま

る程度お任せする。メリハリをつけて取

逆に、そのほかの領域は近隣の病院にあ

として、あるいは大学として国に伝える

究担当の副病院長など現場の声を、病院

病院長にできることは、困っている研

たのです。

研究しているのだ」と、厚労省には伝え

い。こんな状況でも各病院は一所懸命に

も整備されておらず、研究実施体制が弱

る。複雑な制度をサポートする公的資金

部門は地域のニーズにしっかりと応える。 すぎてその煩雑さが研究者を苦しめてい

ですが、一方では病院の文化として、

います。しかし、京大病院の事情と関係病

師はみんな忙しくて疲弊しているうえに、

ことだと思うのです。京大病院では、医

去の勤怠管理のデータをもとに、時間外

院の事情とは違うと思いますから、なか

からですね。

んなで和気あいあいと診療しているのを

「患者さんのために遅くまで残って、み
からやっと入退室のカードで勤怠管理を

上本 ●滋賀医科大学は、2020 年 月

の上限が多い診療科と少ない診療科とに

に決まりました。まずは京大病院の取り

施するのは難しいのです。研究のための

臨床研究は、個々の診療科が単独で実

が向かなくなっている。

る。臨床研究にまで、医師のエネルギー

ふり分けて、実践を始めました。当直制

組みを宮本病院長からご紹介いただきま

も見直し、現在は基本的に全診療科で当

なか難しいというのが正直な感想ですね。 「それでも、がんばれ」と診療させてい
直制をやめる方向で検討しています。

地域のニーズに応じた
メリハリのある改革を

症例数を増やすために、患者さんのリク

究をどのように進めるかについて、宮本

承認されました。京大病院では、臨床研

を持ちよって多施設共同試験を実施する。

入れている。あるいは、各病院のデータ

三輪 ●豊岡病院も今、出退勤管理システム
髙折 ●京大病院は 2017 年に、国際

年ほど前に、職員が自分の労務状況をわ

水準の臨床研究や医師主導治験の中心的

ルートなどにも、病院の方針として力を
予定だったのですが、機種の選定ができて

病院長を中心に討論会が開かれましたね。 そういったことをできるのが、京大医学

を数千万円かけて導入することを検討し
のは、看護師の特定行為（診療の補助）

役割を担う「臨床研究中核病院」として

ています。本来なら2020年に入れる

かった助教の勤務体制に、
「いつ来て、

おらず、今も紙ベースで記録しています。

新規医療開発と臨床研究

『いかん』と言うのか」という考え方が

始めたところです。臨床系の医師は、研

を 2020 年

師は、出勤・退勤時間を固定して決めら

診療科別に設定することにしました。過

月に導入しました。医

はやめてチームで診ることを徹底するし

チーム医療での診療は、重症の患者

13

められればと思います。

いつ来るかはわかりませんが、次の時代

良好な関係です。ポスト・コロナ時代は

か、新型コロナウイルスをきっかけに議
髙折 ●京都府医師会や京都府立医科大学
論は深まったと思います。これを機会に、 とは、今はコミュニケーションがとても
感染拡大が収まったら顔の見える関係を
作りたいですね。
さきほど小野先生がおっしゃったよう
に、これまでは京大病院の広報面での気

80

れたなかでは、なかなか仕事ができない

病院における働き方改革
月か

髙折 ●医師の働き方改革として、勤務医
の時間外労働時間を 2024 年

60

の研修です。特定行為ができる看護師を

医科大学が 年ほど前から実施している

トは、チーム医療とワーク・シェアリン

すことが求められています。キーポイン

最終的には、診療での超過勤務を減ら

今のところは自己申告制です。

究・教育をどのようにすみ分けるかは、

月

5

いつ帰っても良いフレックスタイム制」

これまで裁量制労働制を適用していな

2

80

10

人育成しましたが、看護師の診療にお

成記念式典・祝賀会では、京都府立医科

滋賀医科大学では、看護師特定行為研修セ
ンターを設置して、人材育成に取り組む

大学附属病院の夜久 均病院長をお招き

43

かっていない状態からスタートしました。 グしかないと、私は思うのですね。滋賀

宮本 ●京大病院の「働き方改革」は、

改善の鍵はチーム医療と
ワーク・シェアリング

しょうか。

が、厚労省の検討会で 2019 年

7
5

2

3

7
2

5

3

ら原則年間 960 時間までとすること

4
3
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上本 ●創薬の臨床試験では、すでに使用が
的を射ていると思います。各地に大学の

います。宮本先生がおっしゃったことは

話されたかを書け」と、いつも指導して

域の先生がたが何を感じて、どのように

「教授の講演内容を書く必要はない。地

不足地域で医療や生活を経験すべきだと

を具えた医師となるためにも、地方の医師

しての人格を涵養して、それぞれが多様性

などと脅された記憶がありますが、医師と

私が若かった時代は、「田舎に行かせる」

ぜひともなってほしいと願っています。

支部との率直な意見交換ができるように、

り方についてもお話がありましたが、各

往き来があります。芝蘭会の各支部のあ

間には数字には表れない人のつながりと

部です。このスケール・メリットを活か

承認された薬の安全性や適切な使用法な

様子を一方通行で報告するのではなくて、 思います。京大病院には医師養成の目的を

すことは大事だと思います。

どを検討する「製造販売後（市販後）臨床

いただいて、診療科長とディスカッショ

支部にはその地域の医療の現状を挙げて

を進めていただけたらと思います。

持って若手医師を地方へ赴任させる人事

ないこと。もちろん、前提条件として数

から」と、目先の数字に偏った判断をし

それに、
「シーリングの数字がこうだ

試験」〈フェーズ 〉は、今後は医療データ
を使った研究が主流になります。京大医

字データを受け入れざるをえないことは

専門に特化した診療も、その領域だけ診

いいよ、研究するところやから」と。
（笑）

たころは、「救急なんかに対応しなくても

れたと思っております。私たちが若かっ

上本 ●京大病院は、やっと総合病院にな

ほしい、へき地病院を大事にしてほしい

学部ブランドの総合診療専門医を育てて

だきたいと思います。私の希望は京大医

で、そういった仕組みをぜひ考えていた

院でも充分に教育・指導が可能となるの

感」を持てる仕組みがあれば、へき地病

連携感を共有できます。
「つながっている

髙折 ●京大病院を中心に、芝蘭会、そし

ことを、私は期待したいと思います。

りある話が豊かにできる雰囲気が高まる

で、京大医学部と関係病院との間で、実

医師はどう働くか。そういった共通認識

です。京大医学部の枠組みで育てられた

けではなく、
「医師の教育」という視点

がら、今後の日本の医療を引っ張ること

ていれば良かった。けれども、時代は

ができますように、皆さんのご協力をい

て関係病院の方がた、京都府医師会も含

小野 ●地域医療構想や専門医制度のシー

めて、今抱える医療の諸問題に対応しな

リングの議論を見ていると、どうしても数

という二点です。よろしくお願いいたし
これをきっかけに「教育病院とはどうあ

変わった。私は、初期臨床研修制度をつ

るべきか」と突きつけられて、京大病院

対するベーシックからアドバンスまで教

施設が新しくできました」
、
「私はこんな

ないかと思います。
「京都大学にこんな

戻って新たな人材を育成する。このサイ

し、京都大学で研究し、また関係病院に

人材育成だと思います。関係病院を経験

高橋 ●関係病院との関係で大事なのは、

かの大学とは違う特徴が多くあると思い

の魅力を京大医学部以外の人にも伝える

換をつづけると、互いをよく知り、互い

交換にはなりません。双方向的な情報交

情報が一方向だけだと、魅力ある意見

三輪 ●とにかく、京大病院としてのリー

体制をよく考えるべきだと思います。

そのうえで、京大医学部がサポートする

ては関係病院との情報共有を密にする。

も、京都府以外の都道府県の事情につい

どうもありがとうございました。
（了）

ただきたく思います。

れまではバラバラの方向を向いていたの

育できる環境は、教育を行なう総合病院

ことを研究しています」といった大学か

クルがうまく機能しているからこそ京大

今日の話にもありましたように、地域

思うのです。

らの情報発信だけではなく、双方向的に

医学部は発展できたと思います。新しい

ます。そういうなかで、これからキャリ

ことができるのではないか。京大医学部

長い歴史があり、それぞれの関係病院との

字に流されがちですが、京大医学部には

制を整備しました。iPS 細胞研究やが

としてあるべき姿だと思っております。

今の上本先生のお話のように、霊長類

芝蘭会の各支部には、
「○○県芝蘭会」

医療も含む医療レベルを上げる努力を将

ですが、こうしてベクトルをまとめると、

を用いる臨床研究も含めて滋賀医科大学

として集会を開催していただいています。

来もつづけられたら、京大病院は関係病

ほんとうに魅力ある団体になると思いま

ル研究拠点プログラム（WPI）
」とし
との連携ができたらと思います。われわれ

教授を招いて講演してもらうという同窓

院とともに、ますます日本の医療を引っ

ん免疫については、今後もシーズが出て

て、京都大学と滋賀医科大学とが、霊長
の血液内科でも、大規模な臨床研究につい

会的な会も、それはそれで良いかもしれ

張る組織になるのではないかと期待して

くるでしょう。

京大病院は総合病院ですから、学生に

は大きく変わったと思います。

づける必要はないと思っているのですが、 ます。

術講演会などと結びつく関係ができれば、 認めます。けれども、重要なのはそれだ

赴任先で、京大医学部の教育活動や学

学部には独自のシーズがたくさんありま
ズ 、 、 〉は、京大医学部の大規模な拠
企業から治験の依頼を受ける〈フェー

点病院で進めるべきだと思います。
ズ 〉は、京大病院がんセンターが強く、
そのまえの「前臨床試験」
、
「新規医療開
発」のフェーズでは、やはりがん免疫総
合研究センターに高いポテンシャルがあ
るのではないかと思っています。
滋賀医科大学では、遺伝子改変カニクイ
ザルを用いた研究でアルツハイマー病の
モデルなどを作成しました。こういった
前臨床の研究開発に力を入れようと思っ
ております。大阪大学ではいきなりヒト
への投与をしていて、少し怖いなと思っ
ていますけれど。
（笑）
やはり、霊長類を使った前臨床試験

類での前臨床試験を協力して進められた

ては関係病院にお手伝をいただいて研究

ません。しかし、芝蘭会の各支部が地域

います。がんばってください。

京大病院はやっとその形になった。これ

ら、と希望しているところです。

します。京大病院の関係病院のベッド数

事情をどのように考えているのかを、私

から、ますます発展するのではないかと

えでの問題点を議論し、
「京大病院先端

髙折 ●京大医学部の臨床研究を進めるう

はかなり多く、症例数も確保できるので、

たちに知らせていただくほうが大切では

す。これを各地に伝えなければと思うの

医療研究開発機構（iACT）
」も改革

関係病院にはぜひ臨床研究に関わってい

情報を交換する。現在の人事を担当して

ですね。

して、前臨床の段階から臨床研究までを
ただきたいですね。

いる京大病院の診療科長たちに、地域医

時代にも、その環境をぜひ維持したい。

アを築こうとしている芝蘭会の会員や学

ダーシップを発揮してほしいという点に

最初に話題に出ました地域医療構想で

療の事情や地域の魅力、特徴などをぜひ

生も含む若い医師たちに向けて、示唆的

の多くのリソースとリベラルな体質を活

教えていただきたい。

髙折 ●芝蘭会としては、京大病院を中心

かしたいと思います。

に発揮していただきたいと思います。

ることを中心に、リーダーシップを強力

尽きます。まずは総合診療科を立ちあげ

な一言をそれぞれいただけるでしょうか。

わたって保有している多様なリソースは、 髙折 ●私は芝蘭会雑誌部の部長として、

として関係病院とともに、今直面するさ

何よりの魅力です。そのリソースが、こ

支部の報告原稿を担当する部員には、

改善策をいかに各地に拡げるかに努める

まざまな臨床の問題にどのように対処し、 宮本 ●京大医学部がこれだけ広い地域に

必要なのは各地域との
双方向的な議論の場

日本の医療を牽引する
組織を目指して

研究機関（ARO）
」も含めて、組織体

支援する組織である「アカデミック臨床

は今後重要ですので、
「世界トップレベ

数字には表れない人のつながり

ンできる場所にするべきだと感じました。
三菱京都病院の NICU（新生児集中治療室）

すから、自らシーズを作る創薬の〈フェー

4

ことは欠かせません。京大病院には、ほ

公立豊岡病院は、救命救急センター、周産期医療センター、
認知症疾患医療センターなどを併設する但馬地域の拠点病院

1
2
3

3
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2020 年 月 日（水）に、
本庶先生の他、モニュメントの
全体デザインを行った安藤忠雄
氏、山極壽一京都大学総長（当
時）及び湊 長博京都大学プロ
ボスト・理事（現 京都大学総
長）を迎え、無事にモニュメン
トの除幕式を執り行うことがで
設 置 に 際 し ま し て は、 芝 蘭

本庶 佑

この度は2018年度ノーベル賞受賞記念モニュメ
ント設置に際しまして、皆様から過分のご寄附を賜り、
大変恐縮いたしております。ありがとうございました。
この素晴らしいモニュメントは、私にとっては一
生の思い出となりますし、若い人たちにとって励み
や目標となればこれ程嬉しいことはありません。
皆様からの温かいご厚意を深く胸に刻んで引き続
き精進させていただきます。今後も、まだ未解明のが
ん免疫研究に踏み込み、研究を進めてまいりたいと
考えております。また、若い研究者の強い思いと努力
を後押しするために学術的なことはもちろん、経済
的なことにつきましても支援をして参り、基礎医学
研究が一層加速し、発展することを願っております。
皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げますとと
もに今後も従前とかわりませぬご厚意を賜りますよ
うお願いいたします。

「本庶 佑先生 ノーベル生理学・
医学賞 受賞記念モニュメント」を
医 学 部 構 内に設 置

岩井一宏

医学研究の志を
次代に
医学研究科長
芝蘭会会長

医学研究科は、このたび、医学
ンター長である本庶 佑先生が、
会会員の皆様に募金をお願いし、

きました。

2018 年 ノ ー ベ ル 生 理 学・
多くの方々から御寄附を賜りま

末筆ながら、今後も医学研究

医学賞を受賞されたことを末永

科への変わらぬ御支援をお願い

したこと改めて深く御礼申し上

方々、特に未来の医学研究を志
し、皆様の益々の御活躍と御健

く称え、本庶先生の研究に対す

す若い方々へ永続的に引き継い
勝をお祈り申し上げます。

げます。

でいくため、医学部構内に記念

る志や研究成果を広く学内外の

研究科附属がん免疫総合研究セ

16

おける分子励起を可能とする二

本研究では、まず生体深部に

光子励起法と、植物由来の光応

（論文掲載時） 答性分子である CRY2 を用い

路に収斂する遺伝子変異を高頻

き抜いた細胞は NFKBIZ 経

が上昇すること、炎症環境を生

症によって遺伝子変異蓄積速度

伝子変異を比較することで、炎

からご指導を賜りました病態生

き、大変光栄に存じます。日頃

（KMYIA） を 受 賞 さ せ て 頂

学医学部若手研究者優秀論文賞

こ の 度 は、 栄 誉 あ る 京 都 大

率の高い蛍光タンパク質からの

試行錯誤の結果、二光子励起効

きないことが判明致しました。

光子励起法では容易に活性化で

備実験の段階で、CRY2 は二

ようと試みました。しかし、予

度に獲得すること、
一部の遺伝子

ニズムの解明に資するとともに、

瘍性大腸炎の病態や発がんメカ

を示しました。これらの知見は潰

たい遺伝子変異が存在すること

い一方で、反対にがんになりが

分子細胞情報学教室の岩田 想

同研究にご尽力いただきました

の富樫かおり先生、実りある共

さった画像診断学・核医学教室

基礎研究に打ち込む機会をくだ

う性質を利用し、培養細胞由来

した範囲のみを励起できるとい

二光子励起法の、空間的に限局

また、非線形光学過程である

に成功致しました。
この度は令和元年京都大学

先生をはじめとする共著者の先
KMYIAを頂き誠にありがと

大学院生活をスタートしました。

物学講座の小川誠司先生の下で

ノム解析研究を行うため、
腫瘍生

した次世代シーケンサーによるゲ

大学院に進学し、近年著しく発達

講座前教授の千葉 勉先生時代に

力とともに医学の発展への強い

患者さんからは、研究へのご協

した。また、潰瘍性大腸炎に悩む

多くの先生方のご指導を賜りま

も兵庫医科大学、東京大学など

化学分野を始めとして、学外から

科、消化管外科、病理診断科、医

本研究では、学内の消化器内

たというものです。

な新規光遺伝学操作法を開発し

間解像度で操作することが可能

より生体内の情報伝達を高い空

現象に基づき、二光子励起法に

蛍光共鳴エネルギー移動という

る事を発見致しました。まだ基礎

されており、増殖時には促進され

伝播は、正常時の皮膚では抑制

た。更に、ERK分子の細胞間の

性を制御できることを示しまし

や分化に重要なERK分子の活

の三次元管腔構造体や、腸管オ

への応用も期待されています。

受賞論文は「潰瘍性大腸炎で

期待を頂き、研究遂行にあたっ

ルガノイド、生体マウスの皮膚

生方、そして賞の運営に関わっ

高頻度にみられる NFKBIZ

て大きな原動力となりました。本

ていただいた全ての皆様に心よ

経路に収斂する遺伝子変異」で

研究を支えてくださった全ての

的な研究ではありますが、本研究
生命の原理を理解するため
には、培養した細胞のみならず、 によって生体内における細胞間
情報伝達の研究が進み、生体組織

において単一細胞レベルの非常

す。がんの起源は正常組織の正

方々に深く感謝申し上げます。

生きた個体の中で細胞の情報伝

今回受賞対象になった論文は、 に高い空間解像度で、細胞増殖

常細胞ですが、細胞は個体内で

における生理学的な機能や、
疾患

学・生物学の発展に貢献できる

本受賞を励みに、今後とも医

ものと 期待しています。

のメカニズムの解明につながる

での細胞の進化を通して様々な
応答を観察する必要があると考
疾患の研究に挑戦して参ります。 えられてきました。特定の分子

よう精進してまいります。今後

達を制御し、その刺激に対する

末筆ではございますが、教育研

ともご指導・ご鞭撻のほど、どう

今回の受賞を励みに、個体内
され続けます。この状況下では

究支援基金にご寄附いただきま
操作法はその代表的なものです
した方々に感謝しますとともに、 が、三次元組織である生体内に

ぞよろしくお願い申し上げます。

し、組織を構成する細胞は更新
自然界における種の進化と同

おいて狙った細胞のみを操作す
潰瘍性大腸炎は原因不明の慢
性炎症性腸疾患で、
大腸に生じた

の光操作を可能とする光遺伝学
じ〈自然選択・適者生存の摂理〉

今後の校友会のますますのご発

るのは困難でした。

が個々の細胞に働きます。

展を心より祈念いたします。

つ、細胞種毎に秩序だって分裂

絶えず遺伝子変異を蓄積しつ

り御礼申し上げます。

うございます。私は消化器内科学

慢性炎症の制御や大腸がん治療

変異細胞はがんへと進展しやす

蛍光共鳴エネルギー移動を利用
物医学教室の松田道行先生、寺
井健太先生および研究室の皆様、 して、CRY2 を二光子励起で
活性化する技術を開発すること

んの大腸上皮細胞に蓄積した遺

は健常人と潰瘍性大腸炎患者さ

症リスクが上昇します。私たち

長期罹患によって大腸がんの発

慢性炎症により腹痛・下痢・血便 医学研究科
などの症状を来すことに加えて、 博士課程 医学専攻
画像診断学・核医学分野

Mail-Address:
kyoto-kms-fund@office.
med.kyoto-u.ac.jp

て、細胞内の情報伝達を制御し

若手研究者優秀論文賞ＫＭＹＩＡ受賞者の言葉

（ＫＭＳ ＦｰＵＮＤ）だより

京都大学医学部
校友会・教育研究支援基金

京都大学高等研究院
ヒト生物学高等研究拠点
研究員 （論文掲載時）

垣内伸之

TEL 075-753-4695
075-753-4322
FAX 075-752-1528

金城智章

〒606-8501
京都市左京区吉田近衛町
京都大学医学研究科事務部
総務企画課企画広報掛

医学部若手研究者優秀論文賞

岩井一宏研究科長、
垣内さん、大森孝一教授

9

モニュメントを設置しました。

建築家 安藤忠雄氏

高さ 1,655mm
横幅 1,900mm
奥行 1,235mm
京都大学医学部構内
（医学部構内正門西側）

研究の歩み・語録・好きな言葉
似顔絵・略歴・受賞内容・主な受賞

● 全体デザイン
● 大きさ

● 設置場所
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新任あいさつ

京都大学大学院医学研究科
放射線医学講座
（画像診断学・核医学）教授

中本裕士
画像診断を専攻しました。研究

年代後半、糖代謝の亢進を画像

像の臨床的意義を紹介すべく、

た。帰国してからはこの融合画

果が得られることに気づきまし

が重なることで、情報の相乗効

像と研究で扱ってきた代謝画像

会い、臨床で扱っている形態画

数的に増加した大量の情報をい

能（AI）を利用して、指数関

し続けています。今後は人工知

し、得られる情報や常識が変化

診断も装置の進歩によって進化

常に発展しているように、画像

ることになります。京都大学が

事務局から

平成 年 月からの﹁個人情

原

募

デザイン 納富 進

制作協力 京都通信社

管理課長 森 勝二

総務課長 秋山和美

事務局長 山田 均

芝蘭会事務局

集

小澤向陽︑大島 輝︑野洲春菜

︵２回生︶三宅大河︑小林空暉︑

福井貞孝

︵３回生︶奥野芳樹︑青木ちひろ︑

吉村太貴︑樺井良太郎︑濱田草太

秋宗俊久︑原 明弘︑森田 瑛︑

︵４回生︶岡 和來︑西村健太︑

西垣利彦

︵５回生︶谷本将崇︑小野譲騎︑

︵６回生︶加古敦也︑松本一希

部員

顧問 髙折晃史

芝蘭会雑誌部

甲斐亜沙子︑諫田淳也

清川岳彦︑園部 誠︑松村由美︑

委員 中村保幸︑吉岡秀幸︑

委員長 髙折晃史

芝蘭会報編集委員会

芝蘭会報 編集委員会

ただきます。

編集委員会で決めさせてい

用及び掲載時期については、

ください。なお、原稿の採

等に関するご意見等を寄稿

薦・他薦）及び医学・医療

ス会、
会員の著書の紹 介（自

あります。支部活動、クラ

情報交換・意見発表の場で

芝蘭会報は、会員の皆様の

＊＊＊

稿

075 ─752 ─4015

しかねますので︑ご了承ください︒

でのお問い合わせにはお答え致

務局までご送付ください︒電話

上︑郵便または FAX により事

合わせは︑必要理由等を明記の

ては︑会員の連絡先等のお問い

約が課せられました︒つきまし

個人情報の取り扱いに厳しい制

報保護法﹂の全面施行により︑

4

年のヴィルヘルム・レントゲン
博士の X 線発見に始まります。

ＰＥＴ／ＣＴの臨床・研究・教育
かにうまくコントロールし活用

17

ました。
さらに大学院卒業後の２００１
年、すなわち 1897 年ですの

京都帝国大学の創設が明治

キンス大学にて、米国の商用機
で、ほぼ同じ長さの歴史を有す

年には、留学先のジョンズホプ
第 号となるＰＥＴ／ＣＴと出

に携わって参りました。
するかがひとつの重要な方向性

人事異動

FAX

臨床現場に求められる
画像診断をめざして

挨拶申し上げます。
私は平成 年（１９９１年）

※大文字・小文字の区別があります

令和 年 月 日付けで医学
最近は新しいＰＥＴ装置の開
経済や天気の予測と同様に、

を始めた当初は、ＣＴやＭＲＩ
を用いたＰＥＴ／ＣＴ検査等に

高度な技術を集めても 100%

研究科放射線医学講座（画像診

携わり、治療方針の決定に難渋

の正解が得られるというもので

と考えられます。

する症例に何らかの情報を与え

はなく、だからこそ常に精進す

発、ＦＤＧ以外の放射性医薬品

られないかと検証を続けていま

る必要があり、やりがいを感じ

で得られる明瞭な形態画像と比

す。入局した当時はこのような

る わ け で す が、 少 し で も 依 頼

断学・核医学）の教授に就任し

展開を全く予測していなかった

科の先生方のお役に立てるよう、

放射線部准教授 ➡ 画像診断学・核医学教授

べ、核医学（ nuclear medicine
）

化するＦＤＧ Ｐ
に京都大学医学部を卒業、当時
- ＥＴ検査が
の放射線科・核医学科に入局し、 治療方針決定に有用であること
のですが、この約 年間を振り

画像診断の発展に努めて参りた

昇任

会員
訃報

令和 2 年 10 月 11 日

中本 裕士

た中本裕士です。芝蘭会会員の

を多々経験し、新しい知見を生
返り、多くの人に恵まれ、大変

科が開設され、大学院にも臨床

本田 弘

R2.11.1

内科２

脳神経外科学特定講師 ➡ 同講師

先生方にこの場を借りましてご

京都大学医学部附属病院、田附
み出す研究がその臨床的有用性

り関節リウマチ診療における内

免疫学が講座として設置されま

速いといえます。臨床の中から

令和 2 年 2 月 11 日

教室会員

滋賀医科大学医学部准教授 ➡ デジタルヘルス学講座（産学共同）特定教授

採用

の画像に “unclear medicine”
を
感じていましたが、ちょうど

興風会医学研究所 北野病院に

科医の役割が大きくなったこと

した。初代三森経世教授のもと、

トカインのシグナル伝達分子で

術や考え方で病因病態を理解し、

昭和 42 年卒

採用

菊池 隆幸

ご鞭撻を賜りますよう、何卒よ

が一つの要因です。現在では多

スタッフ、患者数ともに増加の

ある ＪＡＫ Ｓ
-ＴＡＴ経路の研
究に携わりました。上司であっ

遠山 和成

田中 佐智子

R2.11.1

いと考えております。ご指導、

て放射線科医としてのトレーニ

ろしくお願い申し上げます。

くの病院にリウマチ膠原病科が

一途をたどり、自己抗体や遺伝

神戸大学では大学院時代の

着実な態度で患者様に還元する

平成 27 年

R2.11.1

法医学助教 ➡ 同講師

楽しく仕事してくることができ
によって主治医の先生や患者さ
んに役立つ喜びを感じることで、 たと感謝しております。
放射線医学の歴史は 1895
この領域の深みにはまっていき

開設されています。

学の研究で日本の臨床免疫学研
究の中心となりました。後を継

年間は米
国ＮＩＨに留学の機会を得まし

ぐ 代目を拝命し、身の引き締ま

２０００年から

た。大学院時代からサイトカイ

指導教官であった熊谷俊一先生

ことが今後の目標です。基礎臨
晴らしい研究室に学び、協力を
得ながら、目標を実現したいと

したいと思います。芝蘭会会員
の皆様にはご支援ご指導をよろ

昭和 25 年薬卒

昇任

ングを受けました。その後、大
学院では核医学的手法を用いた

臨床免疫学の成果を
患者さんへつなぐ
京都大学大学院医学研究科
内科学講座臨床免疫学 教授

森信暁雄

る思いです。

学講座臨床免疫学教授を拝命い

博士はＪＡＫ３の発
の免疫内科の立ち上げを手伝い、 た O’Shea
見者でありＪＡＫ阻害薬の開発

床を含めた京都大学の多くの素

現代の医学の進歩は非常に

ンと膠原病に関する研究を行っ

たしました。芝蘭会会員の皆様

2012 年 か ら は 診 療 科 長 と

にも関与していましたが、ＪＡ

ていましたが、留学先ではサイ

にご挨拶申し上げます。

して科の発展に尽力してまいり

思います。また、関係病院と広

てまいりました。

私は 1988 年に京都大学医

Ｋ阻害薬がその後関節リウマチ
ました。関節リウマチを除く膠
原病の患者数はさほど多くなく、 の治療薬として使用されること
になったことは何かしら縁を感

く連携をとることにより、地域

2020 年 月 日付で内科

院に進み、研修医時代に興味を

学部を卒業、1991 年に大学

単独診療科として成り立たない

じます。帰国後は免疫抑制細胞

問題や疑問を抽出し、新しい技

時の第二内科で開始いたしまし

状況が続いていましたが、この

の臨床と臨床研究の双方に貢献

持った膠原病の診療と研究を当
た。1996 年に縁あって神戸

による炎症性疾患の治療の研究
を継続しています。
京都大学では2002 年に医

療は大きく変わり、専門科とし
て独り立ちできるようになりま

しくお願い申し上げます。

会員名簿 ● A4 判、814 頁
会員頒布代 ● 一部 5,500 円（消費税を含む）
（但し、
会費納入者に限る。
その他は11,000 円）
送料 ● 900 円
▼申込フォーム URL
https://onl.tw/pCrrTtT
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年で膠原病リウマチ疾患の診

大学に異動することになり、本
年に帰学するまで 年間の留学
を含めると 年間神戸大学で膠

学部附属病院に免疫・膠原病内

中守 律夫

宮尾 昌

芝蘭会会員名簿 刊行！
「コロナ禍での地域連携」開催のお知らせ

日付はご逝去日

謹んでご冥福をお祈りいたします

R2.11.1

病理診断科准教授 ➡ 岩手医科大学病理学講座教授

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学助教 ➡ 同講師

辞任

昇任

R2.10.31 片岡 竜貴

菊地 正弘

皮膚科学講師

R2.11.1

辞任

泌尿器科学助教 ➡ 同講師

R2.10.31 鬼頭 昭彦

昇任

リアルワールドデータ研究開発講座（産学共同）特定講師
➡ 先端医療研究開発機構特定講師

澤田 篤郎

辞任

R2.11.1

R2.10.31 堀松 高博

後援 ● 左京医師会、芝蘭会

共催 ● 京都大学医学部附属病院、京都府医師会

74 回・2020（令和 2）年版
第３回 京都大学医学部附属病院 地域連携の集い

1

2

芝蘭会事務局 075-751-2713
ご参加の申込は令和 3 年 3 月 31日（水）までに
下記の URL 又は QR コードの申込フォームよりお申込みください。
（昭 45 年卒）
元島根県病院事業管理者

30

3

90

した。生物学的製剤の登場によ

京大病院の新型コロナウイルス対策に関して感染制御部長 長尾美紀教授が、
新型コロナウイルス感染症患者の受入に関して救急部副部長 柚木知之講師が、
コロナ禍でのがん領域における地域連携に関して腫瘍内科長 武藤 学教授が講演を行い、
新型コロナウイルスに対する京都府医師会の取組みを京都府医師会の禹 満理事より
講演いただきます。

中川 正久

2

原病の診療、研究、教育に携わっ

20

名簿作成にご協力いただき、ありがとう
ございました。
この度、令和 2 年 12 月に芝蘭会会員名
簿を刊行いたしました。名簿作成にあた
り、会員の皆様から快く異動情報等をお
寄せいただき感謝申し上げます。
会員名簿をご希望の方は、下記までお問
い合わせ下さい。

◈瑞宝小綬章

1

1

3

日
時 令和 3 年 4 月 10 日（土）午後 3 時～ 5 時
開催方法 Web 会議（Zoom）

令和 2 年度
秋の叙勲

11

3

10

23
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