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共同研究の概要 

研究題目 乙立里家診療所における地域医療臨床教育研究及び出雲市における地

域医療の確保と充実に関する研究 

研究の目的 出雲市乙立里家診療所を島根大学医学部附属病院のサテライト診療所

と位置づけ、医学部学生のクリニカル・クラークシップの一環として診療

所臨床教育研究を行い、地域医療教育に貢献するとともに、出雲市におけ

る地域医療の確保と充実に関する研究を共同で実施する。 

研究の内容 1. 出雲市の地域医療を担う人材の確保と地域定着を促進するための医

学教育・人材育成のあり方に関する研究；乙立里家診療所実習をモデ

ルとした成果基盤型教育についての研究 

2. 出雲市における総合医・家庭医育成に関する研究 

3. 出雲市における地域住民の健康増進及び生活習慣病の予防活動に関

する研究 

4. 出雲市の地域医療に還元できる国際的視野を持った人材育成に関す

る研究 

研究期間 契約書に定める研究開始日から令和 2年 3 月 31 日まで 

共同研究を 

希望する職員 

等 

医学部・医学部附属病院 

地域医療教育学講座 

内分泌代謝内科（内科学第一） 

 

消化器内科（内科学第二）  

 

神経内科（内科学第三）  

熊倉俊一（教授） 

四方田美和子 朝山伊津子 

小池抄代（医科医員） 

岸加奈子 板脇綾子  兒玉康秀 

野々村早弥（医科医員） 

朝山康祐 青木慶仁（医科医員） 
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本研究は、出雲市乙立里家診療所を島根

大学医学部附属病院のサテライト診療所と位

置づけ、医学部学生のクリニカル・クラーク

シップ（診療参加型臨床実習）の一環として

診療所臨床教育研究を行い、地域医療教育に

貢献するとともに、出雲市における地域医療

の確保と充実に資する目的で、島根大学医学

部と出雲市が共同で実施するものである。本

研究の目的を達成するために、以下の取り組

みを実施した。 

1. 出雲市の地域医療を担う人材の確

保と地域定着を促進するための医学教育・

人材育成のあり方に関する研究；乙立里家

診療所実習をモデルとした成果基盤型教育

についての研究 

2．出雲市における総合医・家庭医育成

に関する研究 

3．出雲市における地域住民の健康増進

及び生活習慣病の予防活動に関する研究 

4. 出雲市の地域医療に還元できる国

際的視野を持った人材育成に関する研究 

本研究は、平成 14年度から継続して実施

しており、地域医療教育の充実と出雲市の医

療確保に寄与してきたと考えられる。ここで

は、平成 31 年（令和 1 年）度の取り組みにつ

いて報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緒言 
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島根大学医学部から共同研究者の医師を

指導医として出雲市乙立里家診療所に派遣し、

外来診療を担当するとともに、医学生のクリ

ニカル・クラークシップ（診療参加型臨床実

習）の指導を行った。担当は、図１の通りで

ある。なお、火曜日については、途中より地

域医療政策学講座廣瀬昌博教授、環境予防医

学講座佐藤利栄助教（医師）が参加した。 

 

図１ 外来担当表 

 

 

医学科５年生全員が、クリニカル・クラ

ークシップ「地域医療・総合医療学」コース

の期間中に、診療所実習に参加した。医学生

は、指導医の指導のもとで、患者診察を行っ

た。診察は、侵襲性の低い医行為として、医

療面接（問診）、血圧測定、身体診察（聴診

や触診など）を行い、そして、診断へのプロ

セスを考察（臨床推論）し、更に、病態の把

握、治療へのアプローチについて検討を行っ

た。 

実習での評価は、医学生自身による実習

の自己評価と指導医による医学生の評価を実

施した。 

 

図 2 医学生の自己評価 

 

 

 

月 診療所所長

火 地域医療教育学講座

水 内分泌代謝内科（内科学第一）

木 消化器内科（内科学第二）

金 神経内科（内科学第三）

土 消化器総合外科

A：とても

90%

B：普通

10%

C：いいえ

0%

Q 1 .  地 域 医 療 の 重 要 性 を 理 解 で き た か ？

A：とても

B：普通

C：いいえ

96%

4%

Q 2 .  今 後 の 勉 学 の 励 み と な っ た か ？

A：とても

B：普通

C：いいえ

98%

2%

Q 3 . 指 導 は 適 切 だ っ た か ？

A：とても

B：普通

C：いいえ

１. 出雲市の地域医療を担う人材の確保と地域

定着を促進するための医学教育・人材育成のあ

り方に関する研究；乙立里家診療所実習をモデ

ルとした成果基盤型教育についての研究 
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図 2 に、医学生の自己評価の集計結果を

示す。「地域医療の重要性を理解できたか」

の問いに対して、90％の学生が「とても（理

解できた）」と回答している（n=110）。こ

の結果より、医学生は本実習を通じて、出雲

市の医療に対する理解を深め、かつ、意欲・

使命感の涵養を図ることに有益であったと思

われる。また、実習の今後の勉学に対する有

用性や指導に対する質問については、ほとん

どの学生が肯定的な回答をしており（図 2 の

Q2、Q3）、この点からは、実習における教育

指導が良好であったことが示唆された。 

指導医の医学生に対する評価の集計結果

を図 3 に示した。「実習態度」「医療面接」

「身体診察」「臨床推論」についての評価で、

ほとんどの学生は、良好な評価がされている

ことがわかった。そして、医学生は、この実

習に熱心に取り組んでいたことを窺い知るこ

とができる。 

 

図 3 指導医の医学生に対する評価 

 

 

 

 

 

地域医療を学ぶためには、いくら本を読

んでもそれは難しい。また、大学病院など高

度先進医療を中心に行う大病院で実習しても、

地域医療を修得することは困難である。本学

の医学生においては、本実習を通じて、自ら

乙立という地域に行って地域の住民と触れ合

い、そして地域医療を肌で感じることができ

た。これらの経験は、地域医療に対する意欲

97%

3%

0%

実 習 態 度
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B：普通

C：劣る

93%

7%

医 療 面 接

A：良好

B：普通

C：劣る

93%

7%

身 体 診 察

A：良好

B：普通

C：劣る

90%

10%

臨 床 推 論

A：良好

B：普通

C：劣る
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と使命感を涵養するために極めて貴重と考え

られる。出雲市の医療を担う人材育成におけ

る本実習の役割が示唆される。なお、以下に

実習後の学生のコメントを抜粋して供覧する。 

 

 設備の整った大学病院とはまた違った医

療を見ることができ、とても勉強になり

ました。一人で患者さんにきちんと対応

できるよう、しっかり勉強していきたい

と思いました。ありがとうございました。 

 患者さんの方言を聞き取るのが難しかっ

た。大学病院とは違って患者さんの話を

ゆっくり聞くことができる雰囲気が良い

と思った。 

 患者さん一人一人への診察に時間をかけ

ておられて、患者さんの生活状況や、日

常生活の不自由なところなどを丁寧に問

診することが大事だと気付かされました。

ありがとうございました。 

 実際に問診したり身体診察や血圧の測定

をすることができ、普段の実習ではなか

なか行っていなかったので少し失敗した

り焦ってしまいましたが良い経験をする

ことができ良かったです。また地域の診

療所の重要さを実感できました。 

 患者さんの血圧測定を毎回させてもらえ

たので、手技の経験が多く積めて良かっ

た。また、診療所での実習は患者さんの

状態や施設の設備等、あらゆる面で大学

と違うことがわかった。 

 診療見学では様々な患者さんが来られ、

とても勉強になりました。ありがとうご

ざいました。 

 医療が乏しいこの地域で、この診療所は

地域の安心を支えている大切な場所だと

思った。 

 血圧測定や聴診もさせていただき、大変

勉強になりました。診療所と大学病院の

役割の違いについてもよく理解できまし

た。 

 患者さんと先生や看護師さんが穏やかに

お話しされているのが印象的でした。診

療所の重要性を学ぶことができました。 

 近くに診療所があると、患者さんにとっ

て病院に通いやすく治療のモチベーショ

ンＵＰにつながると感じた。 

 診療所という資源の限られた場所でいろ

いろな症状を訴えてくる患者さんへの対

応を見学し、将来おそらく大学にいると

は思うが、外勤もあると思うので、その

時どのようにすべきか学ぶことができて

よかった。 

 診療所での問診や血圧測定ができ、とて

も勉強になりました。もう一度血圧測定

の復習をしたいと思いました。 

 診察をやらせてもらえて勉強になりまし

た。また、採血の苦手意識をだいぶ克服

できました。ありがとうございました。 

 採血実習を実技させていただき、とても

勉強になりました。普段のポリクリでは

なかなかできることでは無い為、よく復

習し次回の実技のクオリティ向上につな

げたいと思います。 

 

以上のコメント・感想から、医学生は、地

域における診療所の意義やプライマリケアの
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重要性と乙立地区の医療の現状を理解してい

ることが分かる。この経験より、医療専門職

としての社会的使命をしっかり自覚し、地域

医療へ貢献しようとする動機付けの向上につ

なげることが期待される。 

本共同研究で得られた成果を地域に還元

し、地域住民の健康増進と医療福祉の充実に

資することが重要である。出雲市においては、

市内中心部における医療は概ね充足されてい

ると考えられるが、山間部や海岸部などの地

域では医療人材確保が待った無しの状況であ

る。よって、出雲市の地域医療を担う人材の

確保と地域定着を促進することは、最優先事

項である。 

図 4 は、県内採用となった初期臨床研修

医（卒後１年目の医師）数の経年的推移であ

る。なお、令和２年度は、マッチ数を示す。

（ “マッチ”とは、医師免許を得て臨床研修

を受けようとする者（研修希望者）が、研修

を希望する病院の実施する面接や試験等を通

して、春から行う研修先を決めること＝研修 

 

図 4 県内採用の初期臨床研修医数の経年変化 

  

希望者と病院がマッチすることである。平成

16 年度から導入されたシステム。これにより

複数の研修希望先を全国の中から選ぶことが

でき、マッチすれば出身大学のある都道府県

以外で研修を行うことができるようになっ

た。）。令和２年度の採用（マッチ）数は、

昨年と比べて減少し、特に島根大学医学部附

属病院の採用数（マッチ数）の減少が顕著で

あった。出雲市においては、島根大学医学部

附属病院と島根県立中央病院が主な研修病院

であることより、出雲市で働く初期臨床研修

医は減少した。 

２年間の初期臨床研修を終えた卒後 3 年

目の医師は専門医研修に入るが、令和 2 年度

の県内採用となった専門医数（プログラム登

録者）は、46 名であった（図５）。この数値

は、昨年と比べ微増である。 

 

図5 県内採用の専門研修医数の経年変化 

 
 2 年間にわたる初期臨床研修後の専門医資格取得のため

の専門研修は、平成 30 年度から新たに専攻医制度（日本

専門医機構）として発足した 

 ほぼすべての人材が出雲市での研修を行なっている 

 

このほとんど（2 名以外）が出雲市にある研

修病院（大学病院、県立中央病院等）で専門

研修を行うことより、出雲市における専門研

修医の確保数は、わずかに右肩上がりと言え
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る。また、初期臨床研修医及び専門研修医の

多くが島根大学医学部の出身者であり、これ

らの若手医師は、乙立診療所実習を経験した

者である。例えば、令和 2 年度の専門研修医

は、平成 28 年度に乙立診療所実習を経験して

いる。この時の学生の 99％が実習は有用であ

ったと評価していた（平成 28 年度報告書よ

り）。この結果より、乙立里家診療所での経

験を通じて、出雲市の地域医療に対してポジ

ティブなイメージを抱き、そのことが、出雲

市での専門研修を行う動機の一つにつながっ

たと考えることも可能と思われる。もちろん、

県内の専門研修医が松江でなく出雲市に集中

していることは、専門研修プログラムを提供

する施設が、大学病院と県立中央病院に概ね

限られていることにもよる。しかし、出雲市

の地域医療にネガティブなイメージを有する

者は、出雲市以外または県外での専門研修を

選択する可能性が高いと推察され、したがっ

て、乙立里家診療所での経験から出雲市の地

域医療に良いイメージを抱いた者は、そうで

ない者と比較して、将来、出雲市の地域医療

を担うことについて前向きな思いを持つと考

えられる。これらのことより、乙立里家診療

所での医学教育は、出雲市の地域医療を担う

人材の確保に貢献していると思われる。なお、

診療所実習を経験した者（＝全卒業生）の約

30％が現在出雲市で専門研修を行なっている。

全国どこでも研修が可能なこの時代に、30％

の島根大学医学部の卒業生が、出雲で専門研

修を行うことは、出雲市の地域医療を担う人

材の確保と地域定着の促進において、大きな

意義がある。 

一方、専門研修医数を全国レベルで見る

と、47 都道府県中 44 位と低い。人口 10 万人

あたりの人数としては、6.83 人であり、全国

平均の 7.22 人より低いが、順位としては 47

都道府県中 15 位である（図 6）。今後、出雲

市または島根県内の専門医数の確保を推進す

ることが求められ、そのためには卒前教育と

して出雲市の地域医療の魅力を涵養すること

が重要であり、その意味でも、本共同研究の

意義は大きいと言える。

しまね地域医療支援センター 

図６ 
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１）乙立里家診療所実習における総合

医療・家庭医育成 

 

乙立里家診療所で医療体験することによ

り、コモンディジーズの診断と治療管理、プ

ライマリケアの実際、地域における健康増

進・予防、病病連携・病診連携、地域包括ケ

ア、チーム医療の実際などを学び、総合医療・

家庭医療に求められる知識、技能等の修得を

目指した。その上で、総合医療・家庭医療に

対する動機付けを涵養し、将来、総合医とし

て出雲市の地域医療を担う人材育成につなげ

ることをねらいとした。 

実習体験後の医学生のコメント・感想の一

部を以下に供覧する。 

 

 常勤医がいないという事で、地域の診療

所の現状を実感した。社会保険の相談に

来られた方もおり、興味深かった。 

 乙立里家診療所での診察の様子を見学し

た。地域の診療所での現場を見学させて

いただくことで地域医療に対するイメー

ジが湧いた。 

 治療抵抗性の高血圧患者さんへの生活指

導の難しさを知りました。生活習慣病と

大きな病気の両方へのアプローチが必要

であると感じました。”診療所”の果た

す役割の大きさを肌で感じました。あり

がとうございました。 

 腹痛が主訴の初診患者さんが来て、何の

情報もない中で診察し診断していく過程

を見学できて非常に勉強になった。設備

が少ない中での診察で難しいが的確に診

断されているのがすごいと思った。 

 私は将来診療所で地域医療をやりたいと

思っているので、今日実際に診察風景な

ど見られてとても良かったです。ただ、

本当に方言だと何を言っているかが難し

いんだなぁと思いました。お世話になり

ました！ 

 地域の診療所での現場を見学させていた

だくことで地域医療に対するイメージが

湧いた。 

 地元の方がアクセスし易い場所にこうい

う診療所があるということが、まず印象

的でした。高Ｋ血症の方に紹介状を出し

て、医大病院に行くよう説得していたの

も印象的でした。 

 医療が乏しいこの地域で、この診療所は

地域の安心を支えている大切な場所だと

思った。 

 診療所ということで地域に根付いた医療

に触れることができた。時期がインフル

エンザのシーズンであり、ワクチン接種

も多く見る事ができた。問診もさせてい

2.出雲市における総合医・家庭医育成に関する

研究 
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ただき、自分の課題、改善点が見つかっ

たので良かった。 

 蜂刺されのようなＣｏｍｍｏｎなものに

対してもアナフィラキシーといった重症

化するときの対応まで学べて勉強になり

ました。 

 大学から先生が毎日来られるこの場所は

すごく地域の人にとってありがたい場所

なんだなと感じました。看護師さんの優

しさも、患者さんの安心につながってい

るのだろうと思いました。ありがとうご

ざいました。 

 患者さんの方言を聞き取るのが難しかっ

た。大学病院とは違って患者さんの話を

ゆっくり聞くことができる雰囲気が良い

と思った。 

 血圧等ｃｏｍｍｏｎ ｄｉｓｅａｓｅの

管理を学べた。ゆっくり教えていただけ

て良かった。 

 ゆっくり時間をかけて患者さんの話に耳

を傾け、コンプライアンス不良に対して

も優しく寄り添う診療が印象的でした。

ありがとうございました。 

 診療所自体の雰囲気がとても良かったで

す。地域全体でサポートしあっているこ

とが伝わってきました。 

 問診をとらせていただけて、勉強不足な

点が明らかになりました。大学病院と地

域の診療所の役割について、実際の患者

さんの例をもとに説明して頂けたので、

非常に勉強になりました。 

 

以上のコメントより、医学生は、先進医

療・専門的医療を主とする大学病院では学ぶ

ことが困難な慢性疾患・コモンディジーズの

診断と管理を学べたことが分かる。経験した

症例の疾患として、高血圧、糖尿病、脂質異

常症、腰痛症、感冒などが多く、季節的には

インフルエンザワクチン接種の症例を多く経

験していた。また、患者を中心とした多職種

連携医療、病病連携・病診連携、地域とうい

視点から見た医療のあり方や課題などについ

て学んでいることが示された。さらに、地域

医療または総合医療・家庭医療に対する動機

付けの涵養に役立っていると判断できる。医

学生には、これらの実習の成果を活かして、

将来、総合医として出雲市の地域医療を担う

人材が多く育つことが期待される。 

 

 

２）地域のプライマリケアを担う総合診

療医・家庭医に関する研究 

 

地域医療教育学講座では、従来から

General Practice Assessment 

Questionnaire (GPAQ)を用いたプライマリ

ケアにおける患者医師関係や近接性（診療・

ケアが患者の生活の場の身近で行われる）、

包括性（患者ならびに家族の環境にも考慮し、

患者の抱えるどのような問題にも対応する）、

継続性（問題発生時のみならず、予防段階か

ら関与する）、協調性（専門医をはじめとす

る医療従事者と協働する）、責任性（説明責

任と医療従事者の生涯教育を保証する）など

の実態について検討をしてきた（Kijima T、 
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Akai K、 Matsushita A、 Hamano T、 Onoda K、 

Yano S、 Nabika T、 Ishibashi Y、 Kumakura S. 

Development of the Japanese version of the 

general practice assessment questionnaire: 

measurement of patient experience and testing of 

data quality. BMC Fam Pract. 2018, 28;19:181. 

doi:10.1186/s12875-018-0873-8.）。引き続き、

患者満足度などを測定することにより、地域

のプライマリケアを担う総合診療医・家庭医

に求められる資質や能力開発等について研究

を進める予定である。 
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１）健康講話等による健康増進・疾病予

防の啓発 

出雲市における死因の上位 5 位は、悪性

新生物、心疾患、肺炎、脳血管障害、老衰で

あり、島根県及び全国と同一であるが、脳血

管障害の割合は、男性では県及び全国を、女

性では全国の割合より多い（「出雲市国民健

康保険第２期データヘルス計画」より）。し

たがって悪性新生物をはじめとする生活習慣

病の予防と健康増進は極めて重要な課題であ

る。有効な予防を実践するためには、疾患の

発症機序を明らかにし、その機序に基づく治

療と予防策の確立が有効な予防策を講じるこ

とが必要である。 

本共同研究では、健やか常会に参加して

地域住民に対して健康増進・疾病予防を図る

とともに、共同研究を実施する各講座；地域

医療教育学、内分泌代謝内科（内科学第一）、

消化器内科（内科学第二）及び神経内科（内

科学第三）において、出雲市民の健康で豊か

な福祉社会に還元するために、地域住民の疾

病予防に資する研究を実施した。 

 

① 健康増進・疾病予防の啓発活動 

出雲市乙立地区の住民を対象に、住民の

健康増進・疾病予防に資するため、健康講話

「感染予防について学ぼう」を５つの集会場

にて行った（図 7、8）。特に手指消毒につい 

図 7 

 

 

 

３.出雲市における地域住民の健康増進及び生活

習慣病の予防活動に関する研究 
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図８ 
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ウ イ ル ス は 粘 膜 か ら
侵 入 し ま す

流 行 前 の ワ ク チ ン 接 種

• 13歳以上は1回接種
• 基礎疾患があり、著しく免疫が抑制されている状態にあると考

えられる方は医師の判断で2回接種となることがある

• ワクチンはは毎年接種する
• 料金 3,500円程度（2回接種の場合は異なる）

出雲市 65歳以上 自己負担金 2,000円
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外 出 後 の 手 洗 い 等

•流水、石鹸による手洗いは、手指な
どについたインフルエンザウイルスを物
理的に除去する

•アルコール消毒も有用

生 活 す る 上 で の 工 夫
• 適度な湿度の保持 50-60％が理想
• 換気も大事
• 十分な休養とバランスの取れた栄養摂取
• 人込みや繁華街への外出を控える
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予 防 と し て マ ス ク が 有 効 か

マスクはインフルエンザウイルスを通過さ
せてしまう物もある
大切なのは気道の保湿

マスクは、周りにインフルエンザを拡散さ
せないために大切

マ ス ク と 手 指 消 毒
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ては、特に手指消毒については、ブラックラ

イトで光る蛍光物質を速乾性消毒剤に見立て、

手指消毒後の洗い残しの状況を各自実践して

もらい、効果的な手指消毒の方法を学習した

（図 9）。 

図９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② フレイル・ロコモティブシンドローム

の予防啓発 

 

昨年度同様、診療所に、筋力低下や膝や腰

の痛みなど変形性関節症や骨粗鬆症による運

動器の障害によるフレイル（虚弱）やロコモ

ティブシンドローム（運動器症候群）の予備

に役立てるため、体重測定ともにグリップを

両手で握ることで筋肉量、体脂肪率、BMI（肥

満度）、推定骨量、バランス等が測定できる

体組成計を設置した（図 10）。 

 

図 10 

 

今後、健やか常会等にて、これらの項目

を測定し、住民の身体機能の評価とフレイ

ル・ロコモティブシンドロームの予防に役立

てる予定である。 
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２）生活習慣病としてのがんの予防と治

療に資する研究（地域医療教育学講座） 

 

我が国におけるがんの罹患頻度は多い順

に、男女の合計では、大腸がん、胃がん、肺

がんである（2016 年度がん登録統計）。男性

では、胃がん、前立腺がん、大腸がん、女性

では、乳がん、大腸がん、胃がんの順である。

がんの診断と治療は進歩しつつあるものの、

未だ我が国における死因の第 1 位であり、更

なる治療方法の開発が望まれる。   

がんの治療としては、化学療法、手術療

法、放射線療法がある。近年では、がんゲノ

ム医療として様々な治療薬の導入が実践され

ている。しかしながら、これらの薬剤に抵抗

し、不幸な経過を辿る症例は少なくない。そ

こで、本講座では、がんの治療法の向上に資

する目的で、白血病細胞の分化を誘導するこ

とが知られている Menin-MLL（mixed 

lineage leukemia gene）interaction 阻害剤

（MI）の固形がんに対する効果を検討した。

なお、MI は、p53 遺伝子変異を有する乳がん

細胞の増殖を抑制することが既に知られてい

る。 

その結果、MI は、エストロゲン受容体・

プロゲステロン受容体・Her2 を発現していな

いトリプルネガティブ乳がん細胞の増殖を顕

著に抑制することを明らかにした（図 11）。

さらに、MI は、関節リウマチの治療薬として

知られている金剤（オーラノフィン）との併

用で、乳がん細胞のみならず、膵がん細胞、

肺がん細胞、卵巣がん細胞の増殖を著明に抑

制することを明らかにした。また、これらの

細胞増殖機序として、フェロトーシスによる

細胞死誘導が関与することを示した。これら

のことより、我が国の女性の罹患率の多い乳

がんをはじめ、その他の固形がんの治療とし

て、MI の有用性の可能性が示唆された。今後、

さらに、MI の有

用性について、研

究を進めてゆく

こととしている。

このように、がん

の新しい治療法

の開発を通じて、

より一層出雲市

住民の医療へ還

元すべき研究を

進めてゆく予定

である。 

 



 19 

３）生活習慣病としての糖尿病と骨粗鬆

症に関する研究（内分泌代謝内科：内科

学第一） 

 

生活習慣病は、生活習慣が疾病の発症に

関わる疾患群であるが、その代表である糖尿

病の有病率は近年増加し、我が国の糖尿病有

病者数は 1000 万人を越すと言われている。

糖尿病の合併症として、腎症、網膜症、末梢

神経障害があるが、アルツハイマー病や骨粗

鬆症との関連が指摘されている。骨粗鬆症は、

高齢者の寝たきりの原因となりうるが、その

患者数は高齢女性を中心に増加傾向にあり、

自覚症状のない未受診者を含めると、推計で

1100 万人超に上る。 

島根大学内科学第一では、島根県の 2 型

糖尿病患者を対象とした研究により、糖尿病

では骨密度非依存的骨脆弱性が存在し 1)、椎

体骨折が ADL と QOL の低下 2)、生命予後不

良 3)に関与することを明らかにしてきた。昨

年度の検討で、2 型糖尿病

患者において、肥満も痩せ

も椎体骨折リスクになる

ことを明らかにした 4)。2

型糖尿病では骨密度の低

下がなくても骨折リスク

が高いことから、骨密度測

定のみでは骨折リスクの

評価が不十分である。した

がって、2 型糖尿病患者の

骨折リスクをどのように

評価するかを明らかにす

ることは、臨床の場において非常に重要な課

題である。そこで、今年度は、2 型糖尿病に

おいて、椎体骨折の簡易リスク評価ツールの

開発のための研究を実施した。 

<方法> 対象は 2 型糖尿病患者 808 人（50

歳以上の男性 505 人、閉経後女性 303 人）。

椎体骨折の有無を X 線により評価、大腿骨頚

部 T 値（FN-T）を DXA により測定した。ロ

ジスティック回帰分析によりリスク因子の抽

出をし、ROC 解析によりカテゴリー化した。

その後にパラメーター推計値を算出し、スコ

ア化を行った。椎体骨折リスク総スコアのカ

ットオフ値を ROC 解析により算出し、その 

有用性をロジスティック回帰分析により検討

した。 

<結果> 年齢、罹病期間、BMI、血清アルブ

ミン、FN-T が既存椎体骨折と関連した。パ

ラメーター推計値より年齢 65 歳以上 75 歳未

満を 4 点、75 歳以上を 7 点、罹病期間 10 年

以上を 3 点、BMI 21 kg/m2 未満を 3 点、BMI 

図12
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24 kg/m2 以上を 2 点、アルブミン 4.0 g/dL

未満を 3 点、FN-T が-1.0 より大きく-2.5 未

満を 3 点、-2.5 以下を 7 点とし、総スコアを

算出した（最大 23 点）。ROC 解析では椎体

骨折予測のカットオフ値は 8.5（AUC 0.671、

感度 0.747、特異度 0.524、p<0.001）であっ

た。また、各リスク因子の AUC、感度よりも

総スコアの方が高かった。総スコア 9 点以上

と椎体骨折との関係は、年齢、罹病期間、BMI、

アルブミン、FN-T、性別、HbA1c、eGFR、

オステオカルシン、尿 NTX、糖尿病治療薬で

補正しても有意な関連性を認めた［オッズ比

1.99、95%信頼区間 1.22-3.24、p=0.006］。

さらに、多くの診療所では骨密度測定が困難

であるため FN-T を除いた 4 つの指標で同様

の検討を行ったところ、カットオフ値は 6.5

であり、総スコア 7 点以上が椎体骨折リスク

と有意な関連性があることが示された。 

 

<結語> 本検討で、年齢、罹病期間、BMI、

血清アルブミン、FN-T の 5 つの指標を用い

たリスク評価スコアリングツールが既存椎体

骨折の予測指標として有用であることが示さ

れた。今後、縦断検討により本ツールが新規

骨折発生の予測指標となりうるかを検討する

必要がある。 
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４）消化器疾患に関する研究（内科学第

二） 

 

 最近増加傾向にある好酸球性食道炎は、食

道の扁平上皮粘膜内に好酸球が浸潤し、食道

の運動能低下や食道の狭窄をもたらす疾患で

ある。症状は、胃食道逆流症、食道炎、慢性

胃炎と同様、胃部不快感、むかつき、胸やけ

などである。治療としては、プロトンポンプ

阻害薬やステロイドが用いられている。一方、

プロトンポンプ阻害薬反応性の食道性好酸球

増加症と好酸球性食道炎との差異については

不明な点が多い。内視鏡的所見の検討により、

プロトンポンプ阻害薬反応性の食道性好酸球

増加症では、恐竜であるアンキロザウルスの

背中に似た所見として Ankylosaurus back 

sign が特徴であることを明らかにした（下記

の文献１）。 

 また、潰瘍性大腸炎をはじめとする炎症性

腸炎の病因・病態解析のための臨床的・基礎

的研究を実施し、成果を公表した（下記文献）。 

 

図 13  

難病情報センターHP より引用 

炎症性腸炎の患者数は近年増加しており（図

13）、今後も、引き続き、本疾患の原因の解

明と診断・治療法の確立のための研究を推進

して行く予定である。 
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５）地域における認知症・認知機能に関

する研究（内科学第三） 

 

WHO によると、全世界で 5,000 万人が認知

症を有し、毎年 1,000 万人近くが新たに認知

症を発症すると報告されている。我が国にお

いては、平成 24 年時に 65 歳以上の高齢者の

15％（高齢者の 7 人に 1 人）すなわち約 462

万人が認知症を有しており、軽度認知障害

（MCI）を有するものは 13％（約 400 万人）

と推定されている。そして、2025 年（令和 7

年）には、65 歳以上の高齢者の約 700 万人（5

人に 1 人）が認知症になると推定されている。

このことより、高齢者のなかには、高い割合

で認知症とその予備軍である軽度認知障害を

有する個人が含まれており、治療やモニタリ

ングが必要な高齢者が潜在的に多数存在する

と考えられる。特に、早期発見と早期からの

予防対策は重要である。 

こうした現状を踏まえ、認知症のマススク

リーニングの必要性が叫ばれている。本邦で

は、自治体の単位で高齢者対象の住民健診が

実施されている。身長・体重や生活習慣のチ

ェック、血液検査、医師の問診、及び自治体

が必要と認める検査からなるのが一般的であ

る。これらの検査は、肥満、高血圧、糖尿病、

脂質異常症などの基礎疾患の評価を主たる目

的の一つとしている。住民健診は地域の高齢

者が一箇所に同日に集まるため、認知症スク

リーニングを高効率で行う絶好の機会となる。

島根大学医学部では島根県内の 3 市町で、認

知症スクリーニングを実施している。本研究

では、住民健診での認知症マススクリーニン

グツールとして iPad 上で動作するアプリケ

ーションを用いた CADi2（Cognitive 

Assessment for Dementia、 iPad version）

を活用し、その有用性について検討を行った。 

 CADi2 は即時再認、長期記憶、逆唱、見当

識（月）、見当識（曜日）、計算、直方体回

転、順列作成 A（数字のみ）、順列作成 B（数

字とひらがな）、遅延再認の 10 問で構成され

ている。これらの正答数と解答にかかった時
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間によって判定がなされる。我々は島根県内

の 3 市町で、CADi2 を用いた認知症スクリー

ニングを行ってきた。iPad は複数台を用意し、

数名の補助者で並列運用した。補助者は、事

前に CADi2 の内容を把握しておくようにし、

答えを教える以外のことに関しては可能な限

り利用者をサポートするよう教示した。この

補助者は神経心理学的検査に習熟している必

要はなかった。検査にかかる総所要時間は一

人あたり約 5 分程度であった。検査終了後、

結果がすぐにフィードバックされた。認知機

能低下が示唆される場合には、自治体によっ

て対応は異なるが物忘れ外来の受診を勧める

か、その場で詳細な認知機能検査を行うなど

の対処がなされた。いずれの自治体において

も、そうした参加者はフォローアップリスト

に登録され、経過観察の対象となった。認知

症スクリーニングは希望者全員に実施するこ

とができ、過去 3 年における健診 1 日あたり

の平均検査数は 87.6（最小 57、最大 141）で

あった。これにより、住民健診において

CADi2 を運用することで、全数をスクリーニ

ング検査の対象とできることが確認できた。 

 CADi2 によって住民健診における認知症

マススクリーニングが可能になったとはいえ、

健診参加者に身体的、時間的コストが、自治

体に人的、財政的コストがかかることは間違

いない。認知障害が疑われる発症のリスクが

高い個人に対しては、モニタリングと評価は

正当化されるが、無症候性の個人のスクリー

ニングを積極的に行う根拠はないとの指摘も

ある（Yu et al、2015）。極論を言えば、通

常行われる住民健診の結果のデータだけから

認知機能低下のリスクを評価できれば、認知

症スクリーニング自体が不要になるかもしれ

ない。近年では深層学習の発展とビッグデー

タの蓄積により、個人レベルでの分類や予測

が可能になってきた。深層学習とは多数のデ

ータから反復的に学習を行い、潜在的なパタ

ーンを見つけ出す機械学習の一種である。そ

のモデルは多層のニューラルネットワークで

構成され、特徴抽出をその学習内部において

自動で行う点に特徴がある。ここでは、比較

的単純な深層学習モデルを使って、住民健診

の核となるデータから CADi2 得点の低下を

予測できるか検証した。 

 住民健診の中核指標は、問診、血液検査、

血圧、既往歴、生活習慣等である。本研究で

は、これらの健診データから数値化が可能な

38 項目を入力データとした。3 つの隠れ層と

出力層をもつ深層学習モデルを構築した。出

力は認知機能低下か正常かで、CADi2 得点 6

点以下、あるいは所要時間 200 秒以上とした。

10 交差検証法にて、その分類精度を検証した。 

解析の結果、認知機能低下に対して感度 61%、

特異度 62%となり、住民健診データから認知

機能が低下した個人を分類することはできな

かった（図 14）。モデリング自体がうまく成

されていない可能性は捨てきれないが、現状

では個人レベルでの分類は困難であると判断

できる。そのため、住民健診における認知症

スクリーニングは一定の役割をもちうると言

える。 

 

発表論文 小野田慶一、山口修平 マススク

リーニングツール: Cognitive assessment for 
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dementia, iPad version 2 (CADi2)，

Dementia Japan, 34(1), 61-69, 2020. 
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島根大学は、現在、29 か国 103 機関との

大学間協定を結び、国際交流を行っている（島

根大学国際交流センター・ホームページ）。

医学部においても、これらの協定校との人材

交流を行うとともに、卒前教育として、外国

語教育の強化（医学英語教育高度化プログラ

ム、アドバンスト・イングリッシュスキルコ

ースの設置）、６年時の臨床実習選択にて海

外での実習を行うことを推奨している。医学

部医学科 5年生においては、乙立診療所実習

を行う週に、スウェーデン・ルンド大学と中

継で、医療面接の実習を行っている。更に、

ルンド大学とは、本学医学部地域包括医療セ

ンターが連携して、臨床疫学的な研究を実施

している。この研究は、若手医師の研究を支

援する上でも重要なものとなっている。 

本学医学部では、学修成果として、グロ

ーバルな視点で物事を判断し行動できる能力

を修得することを掲げている。国際的な視野

を持った人材を養成しており、その多くは、

現在医師となり、医学部附属病院をはじめと

した出雲市内の医療機関にて活躍している。

このことから考えると、年々、出雲市の地域

医療に還元できる人材が育ちつつあると言え

る。今後も、国際交流を促進するとともに、

出雲市の地域医療に還元できる人材育成を活

性化して行く予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.出雲市の地域医療に還元できる国際的

視野を持った人材育成に関する研究 
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平成 14 年度から開始した本共同研究は、

今年度で、18 年が経過した。本学医学部医学

科のひと学年の人数は、約 110 名であるので、

今までに約 2000 名の医学生が乙立診療所実

習に参加したことになる。卒業生の概ね３割

が出雲市での研修を行うことより、出雲市で

活躍する若手医師の多くは、乙立地域の医療

の現状を理解しており、地域医療の重要性を

認識していると思われる。この経験を持った

若者の多くが、将来、出雲市の医療を担って

くれることが期待される。また、医学生の指

導を行うために派遣している乙立診療所のほ

とんどの指導医は、かつて学生として乙立診

療所実習を受けた医師である。医学生の指導

に対する評価は、とても適切だったと回答し

たものが 98%で、普通と回答したものが 2%

であった。つまり、ほとんどの学生が適切な

指導であったと評価しており、屋根瓦式に良

好な指導教育が実践されていたことがわかる。

地域医療を担う動機づけや意欲についても、

本実習を通じて涵養が図られていたことが示

唆され、大学から指導医を派遣して実施する

乙立里家診療所での地域医療臨床教育は、医

学生の出雲市の地域医療に対する意欲・使命

感の向上に有用であると考えられた。出雲市

の地域医療を担う人材の継続的かつ安定的な

確保と地域定着を促進するために、今後も本

共同研究を継続して実施する必要があると考

えられた。 

本共同研究では、出雲市における地域住

民の健康増進及び生活習慣病の予防活動に関

する研究を実施している。特に、死因第１位

であるがんの研究を始め、糖尿病及び骨粗鬆

症、消化器疾患、認知症を中心に研究を進め、

成果を公表してきた。これらの疾病は、罹患

頻度が高く、機序や病態の解明とともに、治

療や予防法の確立が求められているところで

あり、本共同研究で得られた成果は、出雲市

民のみならず我が国の健康福祉・疾病予防及

び健康増進に還元できるものと考えられる。

今後も、生活習慣病の予防と健康増進につい

ての研究を出雲市とともに推進し、出雲市の

疾病予防及び健康増進に貢献できるよう努力

してゆきたい。 
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