
平成２７年１２月１６日 

一般財団法人 住友生命福祉文化財団 

 

第９回 地域医療貢献奨励賞 受賞者決定について 

 

一般財団法人住友生命福祉文化財団（理事長 田辺恭久）は、自治医科大学（学長 永井良三）

の後援を得て、医療に恵まれない地域における医療の確保と向上および住民の福祉の増進を図る

ため、地域医療に多大な貢献をされている医師を対象とする「地域医療貢献奨励賞」の顕彰を平成

１９年度より実施しております。 

この度、第９回目の受賞者６名が決定いたしましたので、ここに発表いたします。また、表彰式につ

きましては、平成２８年２月２０日（土）に、都市センターホテル（東京都千代田区）において実施する

予定です。 

 

記 

 

１． 選考対象者 

 

永年に亘り、地域における医療の確保と向上及び住民の健康福祉の増進に著しい寄与・貢

献があるとして、都道府県から推薦のある医師。なお、自治医科大学出身者については、同大

学を卒業し、義務年限を終了した後も、離島、過疎地域、山村地域、特別豪雪地域に位置する

医療機関（※）又は地域医療を支援する部門（地域医療行政、へき地医療支援機構、へき地医

療拠点病院等）において通算５年以上勤務し、且つ、現在も地域医療に多大なる貢献をしてい

る満４０才以上の医師。 

 

（※） 離島振興法、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、豪雪地帯対策特別措

置法の指定地域等。 

 

２． 選考方法 

 

次の９名で構成する選考委員会にて審査・選考。（敬称略） 

自治医科大学 学長 （選考委員長）    永井 良三    

総務省自治財政局 準公営企業室長           長谷川 淳二   

厚生労働省医政局 地域医療計画課長   迫井 正深 

自治医科大学 事務局長     赤穗 敏広 

自治医科大学 地域医療学センター長   梶井 英治    

自治医科大学 卒後指導部長    本間 善之      

自治医科大学 顧問指導委員    中川 正久    



住友生命保険相互会社 ブランドコミュニケーション部長  藤本 宏樹  

一般財団法人住友生命福祉文化財団 常務理事  若林 昌憲 

 

３．受賞者 （順不同、敬称略、年齢は平成２７年１２月１日現在） 

 

土井 和博 （どい かずひろ、５９才） 

山形県酒田市 酒田市立八幡病院・院長 

昭和５６年自治医科大学卒。昭和５９年４月から川西町立病院に２年間勤務。その後、昭和

６１年６月からへき地医療機関である町立八幡病院(現在の酒田市立八幡病院)に勤務し、

義務年限終了後も、引き続き同病院へ勤務。平成６年４月には同病院の院長に就任し、現

在まで２９年間にわたり高齢化が進む山形県庄内北部の中山間地域の医療を担う唯一の

公的医療機関として大きく貢献している。同病院での外来・入院診療はもとより、救急告示

病院としての救急患者への対応、通院困難な高齢者の患者に対する在宅医療や併設する

訪問看護ステーションによる訪問看護の実施など、住み慣れた地域で安心した生活が送

れるよう、地域の医療福祉との連携に大きく寄与してきた。さらに、平成１７年１１月の酒田

市との市町村合併後は、隣接地区で常勤医師不在である酒田市国民健康保険松山診療

所への週３回の医師派遣や県内唯一の離島である飛島の飛島診療所への定期TV電話診

療や出張診療にも尽力している。八幡地区内では院長による継続的な診療に安心感を抱

く患者やその家族も多く、精神面でも大きな支えとなっている。そのほか、人材育成の面か

ら毎年多数の研修医の地域医療研修を受け入れ、地域医療のあり方や取組み方の指導・

伝達を行い、今後の地域医療の充実へ積極的に注力している。 

 

岸本 秀文 （きしもと ひでふみ、５５才） 

新潟県妙高市 新潟県立妙高病院・院長 

昭和６１年自治医科大学卒。卒業後、県立松代病院、県立六日町病院など豪雪山間部の

へき地病院を歴任した後、平成１６年に生まれ故郷の県立妙高病院に院長として着任。県

立妙高病院は常勤医師内科４名、病床６０床の地域病院で、この地域は豪雪地域という過

酷な気象条件のほか、過疎も進んでおり、周囲に開業医が数名しかいない地域。そういっ

た状況を踏まえ、診療においてはプライマリ・ケアを中心とし、住民のニーズに応える形で

在宅医療にも注力してきた。また、それらに関連し、福社・介護との連携を密にするため、

地域の保健師、ケアマネージャー、福祉施設関係者と地域連絡会を通じて、顔の見える関

係作りを行った。また、早期がんの発見とターミナルケアを中心としたがん治療等も地域医

療に取り入れるなど、通常のプライマリ・ケアの範囲にとどまらない幅広い地域の医療需要

に応えている。院長就任前に勤務していた県立中央病院との人間関係を生かし、長期間

の両病院の連携関係を構築している。また医師との関係だけでなく、院長就任から数百回

に及ぶ（ほぼ毎週開催）院内勉強会を通じ、他の医療スタッフとの関係も粘り強く作り上げ

てきた。結果として、それぞれがお互いに支え合う優しいネットワークの構築につながって

いる。地域医療の本質である「支え合いのネットワーク」 づくりに注力している。 



金田 道弘 （かねだ みちひろ、６０才） 

岡山県真庭市 社会医療法人 緑壮会・理事長 

昭和５４年川崎医科大学卒。昭和６１年４月の緑壮会理事長就任以来、急性期医療を中心

とした医療提供体制の充実を図っている。社会医療法人として、真庭保健医療圏および新

見市を含む周辺地域の急性期医療の責任を果たすため、職員の協力を得て、当直医以

外にも副当直医、呼出医制をとり、最近では原則断らない救急病院として、年間 １，０００

件を超える救急搬送を受け入れている。また、近隣の医療機関同士が競合関係にあると、

住民に迷惑をかけるだけでなく、非効率な医療提供体制や医療スタッフの疲弊を招くとの

考えのもと、近隣の同規模病院（落合病院）と、診療体制や今後の経営方針、医療情報に

ついての情報共有を図り、いち早く「競争から協調」を実現した。広域的な視点では、副理

事長を務める、平成１８年６月設立のＮＰＯ岡山医師研修支援機構で、多くの病院の開設

者や管理者、県行政職員、岡山大学教授、弁護士等が参加する「地域医療部会」（会員数

約１２０名）を主催し、地域住民のための医療のあり方、医療ニーズにあわせた経営管理の

あり方等について情報交換、意見交換を行い、地域医療構想が目指すところの医療機能

の分化と連携の推進に多大な貢献をしている。更に、岡山大学や川崎医科大学等から医

学生や初期臨床研修医を数多く受け入れるとともに、岡山県立真庭高等学校看護科、新

見公立大学看護科、吉備国際大学理学療法学科等数多くの医療系学生の実習も受け入

れ、医学教育・医師養成にも大きく貢献している。 

 

政井 俊憲 （まさい としのり、５６才） 

山口県阿武郡 阿武町国民健康保険福賀診療所・所長 

昭和５９年自治医科大学卒。卒業後約３０年の永きにわたり、県内過疎地域の医療機関に

おいて情熱をもって勤務し、地域医療の確保・充実及び住民の健康福祉の増進に貢献し

ている。昭和６１年に、大島中部病院(現・周防大島町)で初めてへき地勤務、その後の平郡

診療所(柳井市)勤務では、島でただ一人の医師であり、離島ならではの苦労も多々ある中、

島民の医療確保、健康増進に努めた。平成５年からは、山間へき地診療所である現在の

福賀診療所に勤務し、日常診療のほか、保健師・栄養士と協力しながら乳幼児健診、住民

健診をはじめ、学校医として保育園、学校健診にも携わるほか、診療所便りを発行し、健康

に関する情報を提供するなど、住民の健康増進に努めている。また、行政の医療・福祉関

係委員として、国保運営協議会、地域福祉運営協議会等、多数の会議に参加し、地域医

療の充実のために取り組んでいる。更に、約１０年間阿武郡医師会の理事を務め、医師会

活動にも尽力した。現在は、訪問看護師やケアマネージャー等と連携をとりながら、訪問診

療やがん治療の病診連携の推進へ積極的に取り組んでいる。 

 

樋口 定信 （ひぐち さだのぶ、６９才） 

熊本県上天草市 上天草市立上天草総合病院・事業管理者 

昭和４６年熊本大学医学部卒。昭和６２年４月から上天草総合病院に副院長として勤務、

平成２年９月には病院長に就任。訪問看護ステーション、老人保健施設、居宅介護支援セ



ンター等を併設し、医療・保健・福祉・介護を総合した地域包括ケアシステムを構築するた

めのハード面の整備・充実を図り、地域の医師会、福祉施設、社会福祉協議会、介護保険

関連事業者及び行政等の機関との連携を深め、地域住民が住み慣れた町で健康で安心

して生活できる福祉の町づくりを目指してきた。その結果、当院は、全国国民健康保険診

療施設協議会から「地域包括医療・ケア認定施設」の認定を受けている。また、定期的に

へき地診療所である御所浦北診療所、教良木診療所において診療を行い、周辺住民の健

康増進に寄与している。平成１９年６月に病院事業管理者に就任した後も、地域医療の確

保のための医療活動を現在も続けている。長年に渡り地域医療の確保に尽力し、多大な

貢献を果たしている。 

 

馬場 宏敏 （ばば ひろとし、５８才） 

大分県中津市 中津市国民健康保険槻木診療所・所長 

昭和５８年自治医科大学卒。義務年限終了後も、海岸部の佐伯市蒲江や山間部の中津市

槻木など、県内でもとりわけ医療環境の厳しいへき地診療所へ自ら希望して赴任し、これま

で通算２９年間にわたり、へき地医療の最前線に立っている。現在の勤務地である中津市

国民健康保険槻木診療所では、平成１９年の着任以来、患者ひとり一人に寄り添った細や

かな医療の提供に加え、専門の整形外科分野における高い評価により、人口が１５８人し

かいない槻木地区において、近隣市町村からの来院が増え続け、年間、延べ約７，９００人

もの患者を受け入れている。さらに、地域住民の健康づくりや疾病予防にも力を注ぎ、「健

康づくりは、地域づくり」をコンセプトに、地域住民を対象とする健康教室の開催や、認知症

医療の研修を修了した医師が登録される「大分オレンジドクター（もの忘れ・認知症相談

医）」として、認知症患者や家族が気軽に相談できる体制を整えている。また、自治医科大

学や大分大学等の医学生や臨床研修医を毎年積極的に受け入れ、プライマリ・ケアや地

域包括ケア等について、これまでへき地医療の現場で培ってきた豊富な経験と知識をもっ

て、熱心に指導を行っている。平成２６年には大分大学医学部附属地域医療学センター臨

床教授に就任し、大学と連携した医学生や研修医の教育にも注力している。 

 

４. 表彰式 

 

(１) 日時    平成２８年２月２０日（土） １５:００より 

 

(２) 会場  都市センターホテル７階７０１号室 

〒102-0093 東京都千代田区平河町２－４－1 

(TEL) 03-3265-8211  (FAX) 03-3262-3010 

 

（３) 表彰内容   表彰状、表彰楯、副賞５０万円を授与 

 

以上 



【問合先】 

 

一般財団法人住友生命福祉文化財団 本部事務局 原 

〒532-0011 大阪市淀川区西中島５－５－１５ 

(TEL) 06-6304-8141 (FAX) 06-6304-8041 



≪参考≫過去８回の地域医療貢献奨励賞受賞者（敬称略） 
 

第８回 （平成２６年度） 

山田 昌弘   山形県東置賜郡川西町 公立置賜総合病院 副院長 

藤井 佑二   東京都大島町   大島医療センター 院長 

南 眞司   富山県南砺市   南砺市政策参与、地域包括医療・ 

      ケア局地域包括課顧問 

二村 昭   三重県南牟婁郡紀宝町  紀宝町顧問 

濵田 邦美   徳島県那賀郡那賀町  相生包括ケアセンター センター長 

鈴木 済   鹿児島県薩摩川内市  里診療所 所長 

 

第７回 （平成２５年度） 

朝比奈 利明   山梨県南巨摩郡身延町 身延町早川町組合立飯富病院 院長 

後藤 忠雄   岐阜県郡上市和良町 郡上市地域医療センター センター長 

高見 徹   鳥取県日野郡日南町 日南町国保日南病院 院長 

渡辺 俊晴   香川県高松市塩江町 高松市民病院塩江分院 院長 

菊池 良夫   媛県西予市宇和町 西予市立宇和病院 副院長 

坪山 明寛   大分県豊後大野市清川町 社会医療法人関愛会清川診療所 所長 

 

第６回 （平成２４年度） 

須貝 昌博  山形県西村山郡西川町 西川町立病院 院長 

中谷 武  福島県南会津郡南会津町 医療法人南嶺会なかやクリニック 理事長 

吉嶺 文俊  新潟県東蒲原郡阿賀町 新潟県立津川病院 院長 

浦岡 秀行  徳島県海部郡牟岐町 徳島県立海部病院 部長 

小野 歩  高知県幡多郡大月町 大月町国民健康保険大月病院 院長 

金丸 吉昌  宮崎県東臼杵郡美郷町 美郷町地域包括医療局 総院長 

 

第５回 （平成２３年度） 

渋間 久  山形県新庄市  県立新庄病院 副院長 

田原 邦朗  東京都西多摩郡檜原村 原村国民健康保険檜原診療所 所長  

蜂谷 春雄  富山県高岡市  高岡市民病院 内科主任部長 

橋本 宏樹  石川県白山市  公立つるぎ病院 副院長兼吉野谷診療所                                        

      所長兼中宮診療所 所長                

細江 雅彦  岐阜県恵那市  市立恵那病院 管理者 

阿部 顕治  島根県浜田市  浜田市国民健康保険弥栄診療所 所長 

茶川 治樹  山口県岩国市  岩国市医療センター医師会病院 副院長 

永吉 正和  熊本県天草市  天草市病院事業 管理者 

 

 



第４回 （平成２２年度） 

木村 康一  宮城県登米市  医療法人社団緑水会米川診療所 所長 

小野 剛  秋田県横手市  市立大森病院 院長 

鈴木 啓二  福島県会津若松市 福島県立会津総合病院 院長 

折茂 賢一郎  群馬県吾妻郡長野原町 西吾妻福祉病院 管理者 

濱﨑 豊       熊本県天草市  国民健康保険天草市立新和病院 院長 

長松 宜哉  大分県大分市  社会医療法人関愛会 理事長 

 

第３回 （平成２１年度） 

関口 忠司  栃木県那須烏山市 南那須地区広域行政事務組合立 

     那須南病院 院長 

辻    博     富山県黒部市    黒部市民病院 理事 

髙田  孝     石川県白山市    公立つるぎ病院 名誉院長 

河合 邦夫  福井県南条郡南越前町   河野診療所 所長 

赤木 重典   京都府京丹後市  京丹後市立久美浜病院 副院長 

本永 英治   沖縄県宮古島市  沖縄県立宮古病院 医療部長 

 

第２回 （平成２０年度） 

青沼 孝徳   宮城県遠田郡涌谷町   涌谷町町民医療福祉センター センター長 

大森 英俊   茨城県常陸太田市   医療法人大森医院 院長 

山田  寛   静岡県静岡市葵区   静岡市国民健康保険井川診療所 所長 

廣内 幸雄  和歌山県伊都郡高野町   高野町立高野山病院 院長 

渡邉 賢司   鳥取県岩美郡岩美町   岩美町国民健康保険岩美病院 院長 

春口 洋賜  熊本県球磨郡多良木町   球磨郡公立多良木病院 副院長 

 

第１回 （平成１９年度） 

 葛西 智徳  青森県三戸郡三戸町   国民健康保険三戸中央病院 副院長 

 布施 克也  新潟県十日町市   県立松代病院 院長 

 奥野 正孝  三重県鳥羽市    鳥羽市立神島診療所 所長 

 榊原 均  島根県隠岐郡海士町   海士町国民健康保険海士診療所 所長 

 津田 俊彦  長崎県五島市奈留町   長崎県離島医療圏組合奈留病院 院長 

今隈 満  鹿児島県肝属郡南大隅町 今隈医院 院長（開業）  

 


