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1.  人員配置 

センター長   髙山 隼人 

医   師   柴田 英貴 

医   師   渡邊 毅 

事   務   戎谷 高治 

事   務   花井 寿々子 

事   務   大平 真弓 

事   務   森山 千加 

 

  



2. ながさき地域医療人材支援センター委託業務内容 

 

（1） 医師不足状況等の把握・分析に関すること 

県内の医師不足状況や地域偏在等を把握・分析するため調査事業を実施 

地域医療を志向する医師の情報収集や蓄積 

 

(ア) 後期高齢者国保レセプトデータの分析          

調査事業報告書 

1.長崎県における医師の適正配置のためのエビデンス 平成 29年 9月発刊 

2.専門性の高い疾病における診療科別の必要医師数の推計に関して 平成 29年 11月発刊 

発送先一覧         資料 1 

 

(イ) 登録医の推進活動 

平成 30年 3月末現在 55名（平成 29年度新規登録 10名） 

・長崎県医学修学生・自治医大生等夏季ワークショップ 

・長崎県離島医療医師の会総会時説明 

・平成 29年度のパンフレット送付時に同封 

・辞令交付式での説明 など 

 

（2） 医師不足病院への支援に関すること 

登録医等を大学・中核・へき地等の病院を循環させながら、医師のキャリア形成支援と一体

的に、医師不足病院へ斡旋・紹介する。また、大学の人事配置等を決定する会議等に、なが

さき地域医療人材支援センターが参画し、関与する。 

 

(ア) 診療援助 

大学病院・中核病院等より個別支援が行われており、当センターでの実績なし。 

 

(イ) 医師の斡旋・医療機関見学            資料 2 

1.実績 

5 名 見学施設 延べ 9施設（対馬病院、上対馬病院、平戸市民病院、島原病院、上

五島病院、五島中央病院） 

2.成果 

 3名成立（平成 30年 4月より 2名、7月より 1名） 

 

(ウ) 医師募集説明会                 資料 3 

9月 9日（土）東京 

事務局：髙山、戎谷、中山補佐、北村主任主事、佐世保市総合医療センター 

参加者：4名 

 



10月 1日（日）東京 

事務局：髙山、戎谷、中山補佐 

参加者：2名 

(エ) 医師からの求職等の照会         資料 4 

照会件数 33件 

 

(オ) 面談医師数 

延べ 13名（医師募集説明会の 6名を含む）、実質 10名 

 

(カ) 地域医療継続支援事業       資料 5 

近年全国的に若手医師が都市部周辺に偏在し、都市部から離れた地域では医師不足に加

え医師の高齢化が問題となり、長崎県でも医師不足地域の医院や病院における医師の確保

が喫緊の課題である。そのため、長崎県にゆかりのある県外在住の医師にアプローチを行

い、I・J・U ターン就職の働きかけを行いながら地域医療を担う医師の確保に繋げていく

ことを目的としている。 

 

進捗に関して 平成 30年 3月末現在 

1. 長崎県・県医師会と協議 

2. 調査用紙作成 

3. 調査用紙の発送（県医師会の協力のもと） 

上記まで実施済 

 

（3） 医師のキャリア形成支援に関すること 

地域医療に従事する医師のキャリア形成の支援への取り組み 

(ア) 医学文献複写サービスの提供 

長崎大学医学部図書館と連携したサービスの構築 

依頼件数 19件（文献総数 119件） 平成 30年 3月末現在 

 

(イ) 長崎県における総合診療専門医の育成・支援に関する長崎県総合診療専門医養成連携プロ

グラム推進事業 

① 総合診療専門医養成推進委員会        資料 6 

総合診療医を育成支援する長崎県版モデルプログラムを有効活用するための体制作

り・活用推進の方策及び連携プログラムに参加する後期研修医を増やすための方策の

具体案を検討する。 

活動状況 

     第 1回委員会：平成 29年 6月 27日（火） 

       第 2回委員会：平成 29年 12月 12日（水） 

 

② 医学生のためのセミナー          資料 7 

医学生に対して、総合診療に興味を持ってもらうためにセミナーを開催する。 



1. 第 3回セミナー：平成 29年 6月 1日（木） 良順会館 

テーマ「めまい」 

講師：森 隆浩 先生（長崎医療センター総合診療科） 

2. 第 4回セミナー：平成 29年 9月 28日（木） 良順会館 

テーマ「足のむくみ」 

講師：依田彩文 先生（長崎大学病院総合診療科） 

参加者：14名（6年生 3名、5年生 5名、4年生 2名、3年生 1名、2年生 3名） 

3. 第 5回セミナー：平成 29年 10月 19日（木）良順会館 

テーマ「30秒で実践・簡単、神経所見のススメ」 

講師：難波雄亮 先生（沖縄県立中部病院総合内科） 

参加者：18名（6年生 5名、5年生 6名、3年生 3名、2年生 3名、その他 4人） 

 

③ 指導医のためのセミナー           資料 8 

総合診療医が医学生や研修医に適切な指導を行うための研修を行う 

 

第 1回指導医セミナー：平成 29年 10月 14日（土）  

テーマ「プライマリ・ケアで使える外来超音波診療」 

講師：白石 吉彦 先生（隠岐島前病院長） 

参加者：県内医師 16名 

 

④ 地域枠学生報告会             資料 9 

長崎大学医学部地域枠学生が 1学年 23名となり、長崎県の医療ニーズに合った診療

を展開してもらうために、地域医療への理解を促し県内での医療に従事するためのモ

チベーションを高める。 

 

テーマ「自分のなりたい医師像に向けて，今何をすべきか考えよう」 

日時：第 1日目…平成 29年 10月 17日（火）16:20~19:30 

第 2日目…平成 29年 10月 24日（火）16:20~19:30 

 

⑤ 長崎県内で働く医師を増やすための研修事業              資料 10 

1. 医療系学部学生が短期滞在型の地域見学を行う。 

実績 

 見学者 483名 （1週間見学 265名、4週間見学 218名） 

 

2. 実習に参加した学生のアンケート結果を指導者にフィードバックし、離島医療教

育の現状と課題を議論する。 

【対馬地区】平成 29年 10月 20日(金) 18:30～19:45 

場 所：対馬グランドホテル 

【壱岐地区】平成 29年 12月 21日(木) 18:00～19:45 

場 所：長崎県壱岐病院 研修センター 



【五島地区】平成 30年 2月 20日(火) 18:30～20:00 

場 所：長崎県五島中央病院 2階 会議室 

【上五島地区】平成 30年 3月 9日(金) 18:00～19:30 

場 所：長崎県上五島病院 3階 会議室 

 

(ウ) 長崎県後期研修プログラム構築推進事業 

① 説明会                    

「長崎県専門研修概要説明会」 

開催日：6月 24日（土） 

会 場：長崎大学病院 

参加者：90名 

   「レジナビフェア東京」 

     開催日：6月 18日（日） 

     会 場：東京ビッグサイト 

  ブース来訪者数：9名 

 

② システム構築          資料 11 

平成 30年度より始まる新専門医制度に準じた専攻医登録システム「キャリアシステム」

の構築 

 施設担当者用マニュアル作成 

 

③ EBMツールの利用 

キャリア形成支援目的で、専門研修プログラムやキャリア形成支援利用登録を行った

医師に、EBMツールを提供して長崎県内での定着に繋げる。 

Abstract等の閲覧 945件（2017/4-2018/3） 

 

(エ) 新専門医制度に対応した専攻医確保事業 

①専門研修見学等旅費助成事業      資料 12 

 県内病院見学・医局説明会・受験の参加者累計 104名 

 見学先累計：長崎大学病院 96名、長崎医療センター5名・上五島病院 3名 

 旅費助成の対象者 46名 



 成果 

  長崎県内プログラム採用数 18名（46％） 

  採用施設：長崎大学病院 39名、長崎医療センター1名、上五島病院 1名 

 

（4） 求人情報の発信および相談対応に関すること 

(ア) 各種学会及び長崎県人会での医師募集及び情報発信 

① 学会 

学会名 開催日 会場 
来訪

者数 

第 103回日本消化器病学会総会 4.20～22 京王プラザホテル（東京） 29 

第 8 回日本プライマリ・ケア連

合学会学術大会 

5.13～14 
サンポート高松（香川） 21 

第 31回日本小児救急医学会学術

集会 

6.24～25 聖路加国際大学臨床学術セン

ター（東京） 
11 

第 21回へき地・離島救急医療学

会学術集会 

10.7 ホテルメトロポリタン盛岡 

（岩手） 
10 

第 25 回 JDDW 日本消化器関連

学会 

10.12～14 
マリンメッセ福岡（福岡） 38 

第 45回日本救急医学会総会・学

術集会 

10.24～26 
大阪国際会議場（大阪） 27 

第 23 回日本集団災害医学会総

会・学術集会 

2.1～3 
パシフィコ横浜（神奈川） 61 

第 45回日本集中治療医学会学術

集会 

2.21～23 
幕張メッセ（千葉） 52 

計   249 

 

② 長崎県人会 

県人会名 開催日 会場 参加者数 

東海長崎県人会 6.11 名古屋国際観光ホテル 200 

神戸長崎県人会（※1） 6.18 神戸ポートピアホテル 100 

関西大阪長崎県人会 7.16 太閤閣（大阪市） 250 

長崎ゆかりの交流会 11.6 八芳園（東京都港区） 400 

計     950 

※1：ながさき地域医療人材支援センターから出席なし、パンフレット送付のみ 

 



(イ) 医療情報誌への医師募集及び医師募集説明会の掲載      資料 13 

① 医師募集説明会：日本医事新報への掲載（6回（7月～9月）） 

                   : 防衛医科大学校同窓会誌（1回（7月）） 

         ：ドクターズマガジンにチラシ同梱 1回（8月）：5,000枚   

② 医師急募（募集）広告：日本医事新報（急募）（16回（6月～3月）） 

            ：メディカルトリビューン（急募）（12回（7月～3月）） 

             : 防衛医科大学校同窓会誌（1回（12月）） 

 

(ウ) 求人情報サイトによる情報発信 

① 各 webサイトに医師募集情報掲載 

    ・CBコンサルティング webサイト（通年） 

    ・日本医事新報の webサイト（通年） 

    ・メディカルトリビューンの webサイト（通年） 

② CBコンサルティング登録医師への一斉メール配信 

・医師募集説明会のスカウトメール送信 3回：6,968件 

・医師募集（急募）のスカウトメール送信 2回：4,129件         

      ③  webサイトのディスプレイ広告及びバナー広告         資料 14 

        ・CBコンサルティング：医師募集説明会（ディスプレイ広告、1 回（7月～9 月））、 

医師募集（ディスプレイ広告、1回（3月）） 

        ・民間医局：医師募集（ディスプレイ広告、1回（2月～3月） 

        ・e-doctor：医師募集（バナー広告、1回（3月））    

 

（5） その他 

(ア) 第 9回 全国へき地医療支援機構等連絡会議 

平成 30年 1月 26日（金） 厚生労働省講堂 

出席者：髙山、中山補佐、吉田係長 

 

  



3. 長崎県離島・へき地医療支援センター委託業務内容 

 

専任医師：髙山隼人 

 

（１） 代診医の診療派遣、斡旋等の連絡調整に関すること 

診療所医師が学会出席や休暇取得などによる不在となる場合に要請を受け、専任医師の派遣

もしくは“しますけっと団”による代診医の斡旋を行う。 

(ア) 代診関係        資料 15 

斡旋件数 38件（斡旋日数 69日） 

 

（２） 県内離島診療所への常勤医師の斡旋・紹介に関すること      資料 2 

(ア) 実績 

3名 見学 3 施設：小値賀町診療所、伊福貴診療所（五島市）、上五島病院附属診

療所有川医療センター 

(イ) 成果 

成立なし 

 

（３） 離島・へき地の医師募集に関すること 

2（4） 求人情報の発信および相談対応に関すること 参照 

 

（４） その他 

(ア) 第 9回 全国へき地医療支援機構等連絡会議 

平成 30年 1月 26日（金） 厚生労働省講堂 

出席者：髙山、中山補佐、吉田係長 

 

 


