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院⾧来歴
東京大学医学部卒業
内科、麻酔科、一般外科、胸部外科研修

1974 年
東京大学付属病院胸部外科助手

山口ハート国際クリニック 院⾧ 山口貴司先生（医学博士）

在日外国人へのプライマリケアに留まらず
継続的にバックアップする街作りを目指す

（国立小児病院へも出向）

◆院⾧の来歴◆

1977 年

Q・先生の今までのキャリアを教えてく

Q・浜松医科大学に赴任されるきっかけ

ださい。

を教えてください。

東京大学より
浜松医科大学第一外科講師として赴任

⾧野県松本市生まれです。⾧野県松

浜松医科大学が新設されるタイミン

本深志高校卒業後、東京大学医学部に

グで、新大学の立ち上げ、循環器領域

浜松市新橋町に

入学しました。卒後は、心臓血管外科

の教育、診療、研修に従事する機会が

「山口ハートクリニック」を開設

に入局しました。1977 年に浜松医科大

あったからです。当時の東京大学は緊

2006 年

学が新設され第一外科講座へ講師とし

張感があり切羽詰まる思いをしていま

て赴任しました。1989 年に山口ハート

した。浜松ではしっかり研究ができる

クリニックを開設、2006 年にネパール

のではないかと思い、この地への赴任

に移住、2010 年から山口ハート国際ク

は希望に満ちていました。

1989 年

後任に託して辞職し、ネパールへ移住

2010 年
浜松市中区佐鳴台に

リニックを開設しました。

「山口ハート国際クリニック」を開設

1982 年に胸を開けない心臓手術(世
心臓血管外科を志したきっかけは、

界で初めての肺動脈弁切開術)を成功

大学在籍当時に友人が受けた心臓手術

させ注目を浴びました。※1 しかし頸椎

が見事で、見惚れてしまったからで

ヘルニアを患ってから、心臓外科医を

す。きっかけなんて、分からないもの

断念せざるを得ず、内科医と開業医の

ですね。循環器を中心としたキャリア

道を歩むことになります。

を歩むことになります。
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※2
外国人のための無料検診
会と健康相談会

「多文化共生社会に向け、福祉の充実と
医療従事者の意識改革を行った」
◆在日外国人への医療
について◆
Q・在日外国人への医療に関わるきっか
けを教えてください。

1990 年に入国管理法・難民認定法
が改定されて以来、浜松には多くの外
国人が押し寄せるようになりました。

※3
外国人学校検診

一方で、移民法がないため人権には
十分配慮されず、３K 労働に従事して
いました。
また、在日外国人が増えてきていた
時期に開業したので、彼らへのプライ
マリケアの需要を感じたと同時に、社
会の外国人に対する差別を感じ、日本
人として恥ずかしい想いをしました。
学校教育法や学校保健法の対象では
なかった外国人学校の環境も懸念があ
りました。
プライマリケアだけではなく生活を
バックアップしていくような街作りが
必要と考えました。

Q・当時の現状に対してどの様にアプ

ローチしたのでしょうか。
健康に不安なく安心して働けるよう
になるため無料の健康診断をしたらど
うかと考え、「外国人のための無料検
診会と健康相談会」を 1996 年に立ち
上げました。※2 浜松市では 2013 年ま
で計 17 回開催しており、静岡市では
現在も継続してます。
2011 年には第 63 回保健文化賞を受
賞し、天皇皇后両陛下に拝謁する栄誉
も得ました。
また急激に増えた学童を支援するた
め、「外国人学校検診」(2002-2012)
も始めました。※3 発達障害や先天性心
疾患、糖尿病や側弯症の早期発見と指
導を目的にしました。
少しずつですが、日本人と同じくら
い、住みやすい街になりつつあると感
じます。
これらの活動には、様々な科・職種
の医療従事物が参加し、医療界全体の
意識変革もできたと思います。
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山口ハート国際クリニック
土日も診療
日本人も外国人も受診できる診療所
山口ハート国際クリニックは国際医療経験が
豊富な院⾧が、日本人も外国人も安心して
診察が受けられるようにと開院しました。ポルト

Q・活動の中で課題はございました

Q ・クリニックの特徴を教えて下さい。

ガル語、スペイン語の通訳が常駐し、英語、ネ
パール語も対応。仕事を休まずに健康管理で

か。
2 次受診が進まなかったことです。

通訳者を常時配置している事です。公

外国人へのプライマリケアから病気を

立病院を除き、開業医で通訳を常時配置

発見し、総合病院に紹介しても受診し

しているのは全国的に例がありません。

きるよう土日も診療しています。

診察時間:午前 9:00～12:00
午後 14:30～17:30

てくれないケースがありました。
医療通訳者の育成は山口ハート国際ク
外国人労働者の多くは、正社員では

リニックの大きなチャレンジでした。今

なく派遣会社に雇用されています。病

までに 50 人以上を受け入れ、通訳者を輩

気が見つかり大きな病院に受診しよう

出してきました。※4

とすると、平日仕事を休まなければな

彼らには厳しく教育しました。特に

らず、入院が必要になる場合もありま

「守秘義務の遵守」や「発言の内容」(院

す。

⾧の発言以外に何も言わない事・院⾧を

彼らの置かれている雇用形態では、
休みすぎによる失業、家族を養えなく

介さずに答え無い様にする事)等を厳しく
教育しました。

なるリスクもあり、2 次受診を嫌がっ

通訳者が良かれと思って直接回答して

て病気をそのまま放置したと考えられ

しまう事は、臨床現場で良く起きる事態

ます。

で、医療事故に繋がりかねません。

山口ハート国際クリニック
へのアクセス
静岡県浜松市中区佐鳴台 3-52-23
TEL 053-401-7400
FAX 053-543-9330
http://www.tyheartint.com/

2 次受診が進まない
現状を打開する
その様な課題があるならば、土日で
外国人労働者達を診察し、自分の手で
その人達を救いたいと考え 2010 年に

※4

「山口国際ハートクリニック」を開設

静岡県立大学看護学部の浜井妙子先生の

しました。
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※1 研究業績
医療の簡素化を目的とし
た取り組み
• 胸を開けない心臓手術
経静脈性肺動脈弁切開
術を開発
(文部省科学研究費補
助）
• 心臓血栓内膜摘除用
Boring cacther の開
発（三井厚生事業団補
助）
• 文部省試験研究
「磁性流体の外科治療へ
の応用」

「奉任活動は一時的な支援ではなく
生活基盤を継続的に支える活動であるべき」
◆ネパールの活動について◆

• 幾つかの企業と「薬物
担体としての W/O/W エ
マルジョン

Q・ネパールへの支援活動を行うきっか

けを教えてください。
1989 年の開業後、クリニックに来た 1
人のネパール人が感染性心内膜炎を患っ

加えて当時は内乱もあり混乱していま
した。内乱中ゲリラに幾度と会いました
が、危害を受けたり妨害されたことはあ
りませんでした。

ていることを発見しました。直ぐ近くの

ネパールの山岳地域では医療が十分に

総合病院に担ぎ込み、幸いに人工弁置換

届かず、例えば下痢による脱水でさえ、

術が成功しました。術後の抗菌薬投与や

死に至る状況でした。言語や医療資源が

抗血栓療法は私自身が行ないました。青

万全でないものの、無医村に入り一人で

年の帰国後もネパールに渡り、フォロー

も多くの患者を救えた時は、何物にも代

を行うようになったのがきっかけです。

え難い喜びがありました。

そこからネパールの自然や文化に魅せ
られ医療ボランティアを始めとした多く

Q・医療活動以外も行いましたか？

ネパール支援のため「ブッタ基金」を

の事業も始めていきました。

設立し、ブッタ病院の設立や、教育支援
Q・外国での往診はいかがでしたか？

活動、女性地位向上のための保育所支

ネパールでの往診は苦労の連続でし

援、子どもたちの教育のための移動図書

た。言語や医療水準が異なる場所で、ベ

館の設立や、村の収入を増やすためのコ

ストな医療を如何に提供するのか、医療

ーヒー園の立ち上げ等を行いました。活

者としての技量が問われましたね。

動内容は多岐に渡ります。(P5 記載)
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山口先生の主なネパール支援活動
記事について
本記事は PDF で回覧できます。
下記の QR コードもしくは URL よりアクセスし
てください。過去の記事も回覧可能です。

病院建設

無医村での診療

移動図書館車の寄贈

URL
(地域家庭医療学講座 HP の活動実績へ)
http://familymedicine.sub.jp/

QR コード

産業支援としての
うちわ生産

コーヒー園栽培

Q・海外の活動で意識していた事はあ

女性地位向上に向けた
保育所支援

◆現在社会が抱える課題◆
メンバー募集中

りますか？
Q・現在の在日外国人が抱える医療問題

簡潔な言葉でいうと

としては、どの様なものがありますか？

”Think Broadly, Act locally”です。

本活動(地域家庭医療発信プロジェクト)
は、地域医療を実践的に学ぶことを目的とし
て、地域医療を実践する医療従事者にイン

奉任とは一方的に与える行為ではな

外国人の高齢化問題があります。1990

く、受益者との双方向性であり、寧ろ

年に入国管理法・難民認定法が改定され

ける現状や課題、先生のキャリア観や人生

奉任する側が与えられ学ぶ関係である

てから 30 年が経ちました。40 歳 50 歳だ

観に迫り、発信していきます。

ということです。

った労働者が 70 歳、80 歳になります。

また奉任には活動から生まれる結果

高血圧や糖尿病などの生活習慣病か

タビューしています。静岡県の地域医療にお

本活動に共感していただける方を、
募集しております。
連絡先(●は@に変換ください)

に責任を伴うことも大切です。支援を

ら、がん、呼吸器疾患や整形外科疾患な

増田竜樹

していく内容が、本当に相手が喜んで

ど多岐に渡ります。年金も十分にもらえ

A16095●hama-med.ac.jp

いるものなのか。こちらからの一方的

ず、帰国しても生活が保障される訳では

青木大祐

な押し付けでないのか。

ありません。

A16301●hama-med.ac.jp

自分たちがいなくても彼らだけで行
なっていけるような支援を心がけてい

高齢化した外国人をどの様に支えるの
か、社会が真剣に考えるべきです。

ます。

奉任活動は一方的な
自己満足になっては
ならない

阿慶田眞之輔
A19002●hama-med.ac.jp

地域家庭医療発信プロジェクト

また若者のメンタルヘルスも問題であ
り、将来への不安や職場の不和等から、
不眠に陥っている若者を沢山見てきまし
た。
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先生から一言

◆最後に◆

Q・メッセージを頂けますか。

Q・今後の活動を教えてください。

様々な事に関わってきました。社会問題を

開業医、社会活動家として、これまで

これからのチャレンジとして遠隔医 見つけては解決に挑み続けてきました。
私のこれまでの活動
療・遠隔通訳を地域で発展させていき
は、多くの仲間や友
私の手掛けてきたことは、多岐に渡りま
人、知人、ロータリア たいですね。
すが私の中では一貫しています。それは
ン※5 などの支えがあ
イーコモンズ(浜松外国人材定着支
「自立の促進」です。
ったからこそで自分の 援)という、サービスネットワークを形
一時の支援にならない様に、彼らの生活
力ではありません。
成・運営する予定です。

多くの仲間たちに感
通訳や医療や行政が一体となってイ
謝しています。
ンターネット上でサービスを構築し提
※５ ロータリークラブ(国際的な社会奉仕
連合団体「国際ロータリー」)のメンバー。
山口先生は RI Service Ablve Self

基盤から如何に支えるのか、その信念はぶ
れません。

開業医は 1 日とも休めません。覚悟が必

供するものですが、私は医療分野での

要で、思う程楽な仕事ではありません。地

責任者として頑張るつもりです。

域医療に対してここまでできるんだ、とい
うことを知ってほしいです。まだまだ挑戦

Award 2011-2012 を受賞。

は続きますよ。
注：本記事は増田/阿慶田/青木がそれぞれ別日にインタビューしたものを再編集したものになります。
実習中で印象的だった一コマ
コロナによる失業により、ブラジルに帰国することになった患者さん。帰国後の病院を探すまでの間の薬を貰いに、来院したようで
す。先生が最後に「日本のために働いてくれてありがとう。」とがっちり握手をして送り出していました。
先生の患者への「国籍や職種に囚われることなく、社会の一員として患者さんを尊重する」想いを現場で感じ、大変印象に残り
ました。 (阿慶田眞之輔)

編集後記
2016 年入学 増田竜樹
在日外国人が直面している現実に対して、医師という立場、
地域医療というグラウンドからアクションを起こし、地域社会を変
えようと活動していらっしゃる姿に感動しました。 地域医療、プラ
イマリ・ケアの奥深さについて再度確認できたことは、非常に良い
経験となりました。
この記事を通じて、先生の情熱が多くの人に伝えることができた
らとても嬉しく思います。
お忙しい中受け入れをしていただき、ありがとうございました。

2016 年入学 青木大祐

2019 年入学 阿慶田眞之輔

臨床・教育・研究から、社会貢献活動まで世界を股にかけた
先生のご活躍を間近でお伺いできる貴重な機会となりました。
医学をベースとし、そこから社会や国際情勢、地域のあり方を

身近な地域からできる国際貢献を実感する見学の機会となりま
した。
外国人の方が多く暮らす地域にて、医療人としてどのように貢献

真剣に考える先生の姿勢と、「自立を促進する」という強い理念か できるか、また、それが一方的な自己満足には終わらせないという
ら一貫したご活動に、深い感銘を受けました。
お忙しい中 3 回に渡りご対応頂いた山口先生に、この場をお
借りし、深い感謝を申し上げます。

先生の姿勢に心を動かされました。
お忙しい中、このような機会を提供してくださり、ありがとうござい
ました。

本文書の無断転載・複製・複写を禁止します。
本文書の著作権は浜松医科大学に帰属します。
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