
■ 所　　長 藤家　証一　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ　0847-34-0034

■ Ｆ Ａ Ｘ　0847-35-3037

■ 住　　所 三原市大和町和木1538-1

■ 参加学生 延岡　悠樹（自治医科大学4年） 兼好　健太（広島大学4年）

岩田　健吾（自治医科大学1年）

■ 実習日程

テーマ：地域医療に携わっている人、地域医療のイメージをつかむ
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県東部 三原市大和診療所1

10：40 施設説明

介護保険制度、保健師活動、社会福祉協議会

14：00 訪問診療見学

15：00 外来診療見学

17：00 終了

08：30 外来診療見学

13：00 終了

実習一日目【8月19日（火）】

実習二日目【8月20日（水）】
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自治医科大学4年　延岡　悠樹

広島大学4年　兼好　健太

自治医科大学1年　岩田　健吾

1．実習施設とその地域の概要

実習施設：大和診療所

三原市大和保健福祉センターの一角にある、医師１名、看護師４名、事務員３名の無床診療所。

センター内に三原市保健福祉課の保健師、三原市社会福祉協議会大和支部があり、互いに連携を取

りながら、住民の健康と生活を支えている。

予防活動からターミナルケアまで、赤ちゃんから高齢者まで、内科を主体に多科を含むプライマ

リ・ケアを行っている。

地域概要

・面積　121.88h

大和町は、かつて広島県賀茂郡に存在した町である。

平成の大合併では住民投票まで行った末に三原市および周辺の町との合併を選択し、2005年３月22

日に三原市となった。

三原市は広島県南部に位置し、瀬戸内の温暖な気候に恵まれ、海、山など豊かな自然に囲まれてい

る。その一方で、広島空港をはじめ、陸海空の主要交通が整備されており、大変暮らしやすい街であ

る。

また、駅前にケアハウスなどの福祉施設が充実しており、高齢者などに優しい福祉都市でもある。

2．実習内容および感想

今回の実習を通して、患者さんの視点だけでなく、医師、看護師、保健師、ケアマネージャー等

様々な視点から、医療の現場に触れることができた。訪問診療に行くことや血圧測定を体験すること

など技術面でも学ぶべきことは多くあったが、特に勉強になったのは、医師の、医療や患者さんに向

かう姿勢である。

例えば一日目の訪問診療の際、先生が車の中で、「家で介護を受ける患者さんを診るだけじゃなくっ

て、介護をしておられるご家族の方もきちんと支えていかないといけない。介護者のおかげで、地域

医療のシステムが円滑に進んでいるとも言えるからね。」とおっしゃっていた。これは、医師として、

目に見える病気だけを見るだけでなく、もっともっと広い目で地域医療に臨んでおられる先生だから

こそ、すらっと出てきた言葉ではないかと思った。

また、病院内では内視鏡検査の準備から実際の検査までの一連の流れを見学することができた。看

護師の方が、先生が検査を始めようという時を見計らって準備されていた。そこで、円滑に治療が進

められるようにそれぞれがきちんと役割を果たすことの大切さを知った。

先生の診察を見学する際にも印象に残ったことがある。それは、一人の患者さんにかける時間の長

さである。目の前の患者さん一人ひとりが何を苦しんでおられるのか、不安に考えているのか、また、

どの部分に疾患をかかえておられるのかをじっくり考え、その人に最善の処置を臨機応変になされて

いて、とても勉強になった。ただ病気を診るだけで、話をちゃんと聞こうとしなかったり、真剣に向

き合おうとしなければ地域で信頼される先生にはなり得ないのかもしれないと感じた。ちゃんと話を

して、患者さんと向き合えば、患者さんの不安も少しばかり薄れていくように感じた。
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3．総　括

実習から色々ことを考え、吸収していこうと取組んだことで、今まで抽象的だった地域医療の在り

方が私たちの中で少しばかり明らかになった。地域で医療を支えていくのは医師一人でもなければ病

院だけでもない。保健福祉関連の仕事の方々、介護をされているご家族の方々等、全ての力がうまく

組み合わさって初めて地域医療という仕組みが円滑に進んでいくのではないかと考えた。また、その

ためには職場スタッフの方はもちろんのこと、患者さん本人、ご家族の方々等との信頼関係は欠かせ

ないと思った。その信頼を築くことは容易ではないし何年もの経験が必要だと思う。だからこそ、こ

れからの学生生活はもちろんの事、医師になってからも自分から積極的に人に関わり、学んでいく姿

勢を忘れずに、日々精進してゆきたい。

4．謝　辞

今回、地域医療セミナーという貴重な機会を与えて下さった、大和診療所スタッフの皆様（藤家証

一先生、レセプト事務の正廣美佐子さん、久保田真理子さん、看護師の土岡ユリコさん、岡本美穂さ

ん、福庭真由美さん、明鎭智美さん、土岸直美さん）に、感謝いたします。また、この研修を計画、

実施していただいた古川先生をはじめとした広島県地域医療支援センターの方々にも深く感謝致しま

す。学内の実習では得ることのできなかった、地域医療セミナーならではの体験を、今後の学習に役

立てていきたいと思います。ありがとうございました。
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■ 所　　長 大西　　毅　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ　0845-27-2161

■ Ｆ Ａ Ｘ　0845-27-0019

■ 住　　所 尾道市瀬戸田町中野400

■ 参加学生 Ａチーム　広川　達也（広島大学4年） 山崎　冴羅（岡山大学4年）

太田　有紀（広島大学3年） 山本　祥平（広島大学1年）

Ｂチーム　芳野　由弥（広島大学4年） 栗原　佳穂（広島大学3年）

坂原　英皓（広島大学2年） 槇山　誠人（岡山大学1年）
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瀬戸田診療所

2

報告書  14.10.23 8:00 AM  ページ 29



■ 実習日程

Ａチーム

テーマ：実際に地域の診療所の果たす役割を学ぶ

Ｂチーム

テーマ：瀬戸田という地域について知り、
どのように医療を展開しているか学ぼう！
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13：00 施設見学

14：00 訪問診療

15：00 合同カンファレンス

16：00 セーフティ委員会

16：30 退院患者についてのカンファレンス

17：00 終了

09：00 病棟勤務、外来診療の見学

患者さんへの聞き取り

11：00 終了

実習一日目【8月20日（水）】

実習二日目【8月21日（木）】

13：00 看護師長　赤木浩枝さんの話

13：30 訪問診療の見学（大西先生に同行）

14：45 杉本先生の話、質問など

16：00 大西先生から瀬戸田地域についての話

17：00 終了

09：00 病棟見学

10：00 外来見学

11：00 まとめ

12：00 終了

実習一日目【8月18日（月）】

実習二日目【8月19日（火）】
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広島大学4年　広川　達也

岡山大学4年　山崎　冴羅

広島大学3年　太田　有紀

広島大学1年　山本　祥平

1．実習医療機関とその地域の紹介

瀬戸田町について

人口は約8,400人。全国でも有数の柑橘類の生産地であり、国産レモンの発祥地でもあることから、

柑橘類のテーマパークである「シトラスパーク瀬戸田」がある。平山郁夫美術館や耕三寺など、歴史

と文化の香りにあふれているのも特徴である。地元でとれたタコを天ぷらにしたり、混ぜ込んで炊い

たりするタコ料理は自慢のグルメである。

尾道市立市民病院附属瀬戸田診療所について

外来、救急診療、在宅療養支援診療所、訪問看護・訪問診療を行っている。

平成21年４月に開業し、その後、平成24年度に新診療所の新築整備が行われ、それに伴いレントゲ

ン・CT・内視鏡・エコーなど医療設備の拡充も図られた。

「外来部門」、「入院部門」、「訪問部門」があり、外来部門・常勤内科医２名体制で、主に慢性疾患

の管理や一次救急の受け入れも行っている。

2．実習の内容の報告、および感想

１日目は、診療所内と設備の見学、訪問診療の見学、カンファレンスの見学をさせていただいた。

診療所に対しては必要最低限の医療設備しかないという固定概念を持っていたが、瀬戸田診療所は

CTが備えてあり、内視鏡検査もできるなどイメージと違っており、驚くと同時に、地域の診療所で

も発展した医療を行なえると感じた。カンファレンスの見学では、医療は皆で支えあうことが重要で、

そのためにはこうした話し合いの場が必要であることを感じた。２日目は、外来と病棟の見学をさせ

ていただいた。診察の中で、患者の大半が高齢の方であり、医師の方は聞き取りやすいように大きな

声でゆっくり話すといった配慮など、患者の方への思いやりを感じた。また、数年後は自分もこのよ

うに診察をするということを実感した。

3．総　括

今回の実習で学んだことは大きく分けて二点ある。地域医療の目的についてと、他職種間の連携に

ついてである。

まず地域医療の目的について、今回参加した実習で地域医療の目的は治療することだけにあるので

はないことが分かった。瀬戸田診療所では、患者さんが家に帰りたいという希望に合わせて退院でき

るようにして、通院できない方には訪問診療をするという形をとっている。このことは病院内だけで

医療を完結するのではなく、患者さんの自宅にまで医療の現場を広げることによって患者さんの家に

居たいという希望に合わせた医療をおこなっているということである。このように地域医療の目的の

一つには、患者の希望を叶えるということがあることを学んだ。

次に他職種間の連携について、今回の実習では様々な役職の方が協力して地域の医療を作っている

ことが実感できた。前述の通り瀬戸田診療所では在宅医療に力を入れており、患者さんの方々はデイ
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ケアなどを利用されている。そこで患者さんの状態の変化などを把握するために、ケアマネージャー

の方々との情報交換のための会議が行われている。また、瀬戸田診療所では看護師の方が病棟や外来

専門で担当しているのではなく全てを掛け持ちしていることによって同じ患者さんの担当を続けるこ

とができるという形をとっている。このことによって、患者さんとより親密な関係を築け、地域医療

の質の向上に貢献している。さらに診療所の基本的な設計を看護師の方が考案しており、看護師が動

きやすいように作られた診療所はより良い医療を提供することに繋がっている。このように医師だけ

でなく、医師以外の職業の方との協力がより質の高い地域医療には必要であることを学んだ。

今回の実習から、地域医療がより良くあるために必要なことは多いが、工夫できる点も多いと考え

られる。地域医療では多角的に患者さんをサポートして行くことが患者さんの幸福に繋がる最も大事

なことの一つであると今回の実習で感じた。将来私たちが地域医療に携わる時には、より良い医療を

提供して行くために、瀬戸田診療所のように様々な工夫を凝らし、ただ診療をこなすだけでなく常に

改善を図っていきたいと考える。

4．謝　辞

最後になりましたが、今回の実習に関してお世話になった大西先生をはじめ瀬戸田診療所のスタッ

フの皆様や、今回の実習を企画していただいた関係者の皆様に感謝申し上げます。このような貴重な

経験をさせていただき、本当にありがとうございました。
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広島大学4年　芳野　由弥

広島大学3年　栗原　佳穂

広島大学2年　坂原　英皓

岡山大学1年　槇山　誠人

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

地域紹介

瀬戸田町は瀬戸内海の中央部に位置しており、古くから塩田が開発されるなど、瀬戸内海の交通の

要衝です。西の日光とも呼ばれる耕三寺でも知られています。面積は32.76h、人口は8,494人です。

農業としてはミカン・レモン・八朔・ネーブルなどの柑橘系が栽培されています。海に面している

ことから造船業や漁業（タコなど）も主力産業となっています。

瀬戸田町は糖尿病患者が多いですが、住民が柑橘類を多く食していることが原因の一つと考えられ

ています。

病院紹介

瀬戸田診療所は、以前は県立瀬戸田病院でしたが、現在は診療所として内科２名、ベッド数19床の

診療所となっています。また、レントゲン・CT・内視鏡・エコーなど医療設備が整っています。軽

症救急、慢性疾患の管理が主で、重症救急や、より専門的技術を要する患者さんには、的確に高次病

院に紹介しています。独自の活動として10個の委員会、またはチームを作って患者の治療に取り組ん

でおられました。外来部門・入院部門・訪問部門の３つが密に連携されていました。また、瀬戸田診

療所では、訪問介護・訪問看護に力を入れており、寝たきりの状態の患者さんを、地元の福祉サービ

スの方々と連携しており24時間体制でサポートしています。

2．実習内容

今回の実習では、１日目は最初に瀬戸田診療所に関する説明をいただいた後、施設内の見学や往診

への同行をさせていただき、２日目は外来診療の見学や入院棟の見学をさせていただきました。

施設内の見学では、患者さんの検査に使用する設備を見学しました。病院が由来となっているだけ

あって検査器具が非常に充実しており、CTや血液検査も可能であるという点が印象的でした。

往診への同行では、往診の件数が多かったため、大西先生のお心遣いで前半と後半に分けての同行

となりました。道中の車内では次に訪問する患者さんの症状や患者さんの人となりなどを教えていた

だきながら向かいました。このようにカルテを見なくても患者さんの容体が頭に入っているのも、医

師と患者さんとの距離が近く、長い付き合いがあるからこそだと感じました。

外来診療の見学では、実際の患者さんとの診察を見学しました。診療科は内科が主とはいえ肩への

注射などの手技をこなす必要もあり、へき地医療には専門にとらわれない幅広い医療知識と技術が必

要であるとわかりました。

入院棟の見学では、主に入院されている患者さんへの設備や、スタッフの皆さんが携わっておられ

る委員会に関する説明をいただきました。スタッフの方一人一人が委員会を通じて病院運営に携わる

ことで、一丸となってより良い医療を提供すべく努力されていることを知ることができました。

33

地域医療セミナー報告書（瀬戸田診療所Ｂ）

報告書  14.10.23 8:53 AM  ページ 33



3．総　括

今回、瀬戸田診療所を見学させていただいたのですが、病院を縮小して新しく建て替えたというこ

ともあり、自分たちが思い描く診療所というイメージよりは設備などかなり充実していました。そし

て、看護師長の赤木浩枝さんの話を聞いた際、瀬戸田診療所の強みは、病院の時は患者さんが来るも

のだと思っていましたが、患者さんが来やすい地域に馴染んだ診療所になるために私たちから外に出

る、ということをおっしゃっていたのが印象的でした。このように、医師、看護師、様々な職種の方

が、瀬戸田診療所がその地域で出来ることというのをしっかり把握しているため、地域医療というも

のが成り立っているのだと感じました。

また、訪問診療を見学した際に感じたことなのですが、患者さんの家族が元気でしっかりサポート

出来ている家庭では患者さんの状態も良くなっていました。

以上のように、実際に地域医療の現場で実習を出来たことはとても貴重な体験であり、考えたこと、

感じたことをこれからにいかしていきたいと考えます。

4．謝　辞

最後になりましたが、実習をさせていただくにあたりご指導をいただいた大西先生、杉本先生をは

じめとした瀬戸田診療所のスタッフの方々、地域の方、またこの実習を企画してくださった先生方や

県庁の方々に心から感謝申し上げます。
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■ 院　　長 太田　　保　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ　084-988-1888

■ Ｆ Ａ Ｘ　084-988-1119

■ 住　　所 福山市沼隈町中山南469-3

■ 参加学生 Ａチーム 政宏（自治医科大学4年） 長谷川　秋（広島大学1年）

菰下　智貴（広島大学1年）

Ｂチーム　下江奈津美（広島大学4年） 荒木　　晴（広島大学2年）

小浦　智子（広島大学2年） 杉原　百芳（広島大学1年）
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■ 実習日程

Ａチーム

テーマ：住民の健康教育の大切さを体験する
へき地の医師が住民にどのように接しているか学ぶ

Ｂチーム

テーマ：直に自分の目で見て聴くことから、地域医療を考える！
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13：00 あいさつ

13：10 院長講話

13：40 放射線機器、手術室、デイケア見学

14：50 健康講座

15：30 施設見学

16：10 講義（嚥下、口腔ケアについて）

16：30 講義（NST症例検討、チーム医療について）

終了

19：00 夕食会

08：00 訪問診療（百島）

11：00 まりデイケア山南（施設見学、理学療法について講義）

11：30 振り返り

終了

実習一日目【8月19日（火）】

実習二日目【8月20日（水）】

13：00 あいさつ

13：10 院長講話

13：45 施設見学

15：40 実習（嚥下について、口腔ケアについて）

16：30 リハビリ実習

16：45 緩和ケア症例検討会

17：10 NST症例検討会、申先生の解説

18：00 終了

19：00 夕食会

09：00 診察見学（常石医院　申先生）

10：00 まりデイケア見学

10：30 訪問診療、ケアマネ

11：45 グループワーク

12：45 終了

実習一日目【8月18日（月）】

実習二日目【8月19日（火）】
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自治医科大学4年 政宏

広島大学1年　長谷川　秋

広島大学1年　菰下　智貴

私たち沼隈病院Ａチームは、病院に着き、先生方にあいさつをした後、太田院長のお話を伺いまし

た。先生の話では、病院経営の難しさと大切さ、少子化対策について、またチーム医療の大切さにつ

いての話をしていただきました。主な話は、病院は利益を目的にしてはいけないが、利益を上げない

と病院はつぶれてしまい、特に地域の病院がつぶれてしまうと周囲の住民が困ってしまうというお話

でした。その後、病院内の放射線施設や手術室を見学したあと、「デイサービスまり」にて、糖尿病

とは、ということと、その予防についての健康講座をおこないました。健康講座は施設を利用してい

る後期高齢者を中心に行いました。健康講座をおこなうのは初めてだったのでうまくはいかず、先生

にフォローされてやっと成功したのかと実感しました。その後は、認知症のグループホームの見学を

し、そこでユマニチュードについて話を聞きました。ただ眼を見て話し、認知症の人にきちんと人と

して接することの大切さ、難しさについて話を聞きました。話を聞いた後は沼隈病院に戻り、口腔ケ

アについて言語聴覚士の人から講義を受けました。そこでは、嚥下とはどのように行われているのか、

嚥下の評価はどのようにしておこなわれているのか、またその評価によってどのように行われている

のかについて話を聞きました。今まで言語聴覚士の方から話を聞いたことがなかったので、口腔衛生

についての話はとても勉強になりました。その後、NSTチームのカンファレンスに参加した後、回

診について行き、その後チーム医療についての話を聞きました。NSTチームカンファレンスでは、

食事を口から食べることのできない人に対していかに栄養を取らせるか、ということについて話して

いました。このNSTチームは医師、栄養士、看護師などの様々な職業が集まり、それぞれの職業か

ら意見を出し合い、患者さんにどのように栄養を与えるのが一番患者さんにいいのか、ということに

ついて話していました。そのチームの回診が終わった後、先生からチーム医療をどのような形で行っ

ていくのかということについて話を聞きました。

その日は、その後理事長である檜谷先生の家で夕食を頂きながら、先生方と医師の仕事や生活につ

いての話を聞きました。

次の日は、檜谷先生の百島への往診に同行しました。この往診は先生のお父さんから行われており、

患者さんの祖父母の代から往診しているそうでした。ここで一番印象に残ったのが、先生と患者さん

の近さでした。先生が話されるときは患者さんの肩を抱くような形で行われているときもあり、何か

あたたかいものを感じました。また、家族を見ているんだということを実感しました。往診に行った
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後、まりデイケアにて施設見学をした後、理学療法士の方に話を伺いました。ただやみくもにケアを

おこなうのではなく、どのような機能が必要で、その機能を補うようなケアをおこなうという話を伺

いました。このようなケアの話は初めてだったので、とても参考になりました。まりデイケアを後に

して病院に帰った後、看護師、薬剤師、MSW、理学療法士の方とグループワークをおこないました。

ここでは、この実習で学んだことをまとめ、最後に地域医療とは何かという話で締められました。僕

たちが考えている地域医療と、患者さんの考えている地域医療は違うかもしれないということを、最

後に学ぶことができました。

このような多くを学ぶ機会を与えてくださった沼隈病院の先生方、事務方々、スタッフの方々に、

深く感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
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広島大学4年　下江奈津美

広島大学2年　荒木　　晴

広島大学2年　小浦　智子

広島大学1年　杉原　百芳

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

私たちが今回実習に行かせていただいた沼隈病院は福山市の沼隈町にあります。沼隈町は、農業で

はい草やブドウの生産、工業では造船業がさかんな町です。実際に、私たちが宿泊した施設の近くに

も造船所がありました。

沼隈病院は現在常勤の医師が11名、地域の拠点病院であり、２次救急指定病院でもあります。「急

性期から在宅医療までのトータルケアで、地域の皆様の健康と安全な生活を支援する」という理念を

掲げています。関連施設として、グループホームやデイサービス、デイケアなどの施設との連携がみ

られ、地域の住民の方々との距離が非常に近い病院だということを、実習の中で強く感じることがで

きました。

2．実習内容の報告、および感想

実習は太田院長の講話から始まりました。先生はこれからの医療従事者に必要なのは、自分のやり

たいことをするのではなく患者の求めることは何かを一番に考えることで、それが医療従事者の原点

だと教えてくださいました。常に患者さんのことを考えて行動することの大事さを感じました。

次に嚥下について、ST（言語聴覚士）である荒木さんから指導していただきました。嚥下とは私

たちが普段何気なくやってできていることですが、実はとても複雑な動きであることがわかりました。

誤嚥による障害を防ぐために、STさんは患者さんの食事形態や安全な摂取方法などを検討されてい

るそうです。嚥下は少しの異常であっても上手く機能しなくなるので、細部まで注意を払う必要があ

るのだと感じました。またリハビリ実習では様々な物理療法機器を体験させていただき、リハビリに

もとても多くの方法があることを知るとともに、人間の身体の仕組みのおもしろさを感じました。

夕食会では理事長先生のお宅でごちそうをいただきました。沼隈病院で働かれている医師や看護師

の方々と一緒に食事をさせていただき、幅広い分野の意見交換を行うことができました。さらに医師

を目指した動機などをきかれたことで、改めて自分自身を見つめ直す良い機会になりました。

２日目は海の近くにある常石医院で申先生の診察の様子を見学させていただきました。ここでは電

子カルテを採用されていますが、先生は診察をしている時には記入しないということに気をつけてい

らっしゃるそうです。大切な情報を聴き逃したり、患者さんを不安にさせたりしないよう、診察中は

患者さんの顔を見て話を聴き、診察後にカルテの記入をされていました。申先生の患者さんへの深い

思いやりを感じました。

まり高齢者複合施設山南の見学もさせていただきました。ここでは病気等の程度によって階を分け

ることで、利用者さんのニーズにより応えられるように工夫されていました。

訪問診療では、訪問して「あげている」のではなく「させていただいている」という気持ちが大事

だということを学びました。
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3．総　括

沼隈病院は、常石医院と３つのグループホームのすべてと連絡を取り合い、情報交換をすることで

地域の人々に最善の医療を提供できるようにされています。また緩和ケア症例検討やNST症例検討

に参加させていただいた時、様々な職種が対等に発言されている様子を見て、ここにいる全員で患者

さん一人一人を診て支えていらっしゃるということがわかりました。実習のまとめとして行われたグ

ループワークで先生方から、今回の実習を終えて地域医療を一言で表現すると何かと尋ねられました。

私たちはそれぞれ信頼・和・コミュニケーション・連携と表しました。言葉は違えども全員に共通し

ていた考えは人と人とのつながりの大切さということでした。そういった私たちの意見をまとめて地

域医療とは「ハート」だと先生方はおっしゃいました。人と人とのつながりを大切にするにはまず心

をもって接しなければなりません。信頼関係をつくるにも何をするにも熱い「ハート」を持つことが

一番大切なことだとおっしゃった先生方の言葉が強く胸に残りました。

4．謝　辞

最後になりましたが、今回の実習を受け入れてくださった沼隈病院をはじめとした沼南会の先生、

スタッフの方々や、実習を企画してくださった先生方や県庁の方には大変お世話になりました。有意

義な実習を行うことができました。本当にありがとうございます。
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■ 院　　長 西村　修平　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ　0848-76-1111

■ Ｆ Ａ Ｘ　0848-76-1112

■ 住　　所 尾道市御調町市124

■ 参加学生 橋本　直樹（自治医科大学5年） 滝　　貴大（岡山大学3年）

松琴可南子（広島大学2年） 岡嶋　瑠那（広島大学1年）

■ 実習日程

テーマ：みつぎ地区の医療にふれる

41

県東部 尾道市
公立みつぎ総合病院

4

12：45 地域包括ケアシステムについての説明

13：45 健康わくわく21（健康づくり座談会）

16：00 院内、施設案内

18：00 終了

18：10 懇親会

09：00 ［グループＡ］外来診療　／ ［グループＢ］訪問看護

10：00 ［グループＡ］訪問看護　／ ［グループＢ］外来診療

11：00 外来患者への聞き取り

11：30 発表のまとめ

12：30 終了

実習一日目【8月19日（火）】

実習二日目【8月20日（水）】
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自治医大5年　橋本　直樹

岡山大学3年　滝　　貴大

広島大学2年　松琴可南子

広島大学1年　岡嶋　瑠那

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

公立みつぎ総合病院は、尾道市御調町に位置している。御調町は総人口7,493人であり、高齢化率

は33.2％と高齢化の進んでいる地域である。

公立みつぎ総合病院は、病院の病床数240床に加え、併設施設にも317床をもち、合計で557床もの

設備がある。職員数は670人で、そのうち、医師は29人、保健師は16人いる。診療科は、内科、循環

器内科、消化器内科、腎臓内科、総合診療科、小児科、外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、

精神科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、リウマチ科、リハビリテーショ

ン科、緩和ケア科、透析科、歯科、乳腺外来、禁煙外来の22科が存在する。地域包括ケアという言葉

を最初に使った病院といわれており、その基本理念は‘地域包括医療・ケアの実践と地域包括ケアシ

ステムの構築及び住民のための病院づくり’である。公立みつぎ総合病院を中心に、介護老人保健施

設・特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・グループホーム・リハビリテーションセンターな

どのそろった保健福祉総合施設や行政の保健福祉部門が連携し、患者さんや地域住民の健康を支えて

いる。

2．実習内容の報告、および感想

実習では、みつぎの地域包括ケアについての講義や施設見学をはじめとして、健康セミナー（健康

わくわく21）への参加、外来見学、訪問看護への同行をさせていただいた。講義の中では、1960年代

に行われた、手術をして退院しても寝たきりになって病院に戻ってきてしまうのを防ぐ「寝たきりゼ

ロ作戦」という、地域包括ケアの始まりについて学んだ。また、地域包括ケアを担う医師の役割につ

いても勉強した。

病院施設・老健施設ともに、家庭のような浴槽を設置し、家庭での入浴の練習ができるようにする

など、退院が意識された設計になっていた。また、作業療法・理学療法・言語療法などのリハビリテ

ーションの設備が充実していた。これらから、病院から家や施設に行っても大丈夫なように考える、

シームレスな（継ぎ目のない）連携を感じた。

地域住民と保健師・理学療法士・栄養士・医師などの専門職が集まる地区の健康セミナーに参加さ

せていただいた。今回は糖尿病というテーマに沿って、それぞれの専門から地域の人たちに簡単な講

義や体験をしていた。自分が話すだけではなく、他の人の講義にも積極的に参加することが、他職種

や住人との信頼関係につながると感じた。常に笑いが絶えず、先生方の格式ばらず気さくな雰囲気が

印象的だった。

日常の外来の中でも、他職種連携を間近に見ることができた。患者さんで、服薬がうまくできてい

ない可能性があった場合、すぐに訪問薬剤師に服薬状況の確認の依頼をされていた。また、訪問看護

では、病院も含めた複数の職種、事業所で入れ替わり立ち代わり入ることで、完全介護の患者さんに

も対応していた。看護師の方の、連携に対する熱い思いにも触れ、改めて医師が介護分野にも視点を

広げることの重要性を感じた。
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3．総　括

地域包括ケアシステムとは、病院・在宅・（介護）施設が連携し、保健、医療、介護・福祉の三つ

の観点から利用者を支えるものである。今回の実習では、在宅の保健事業に当たる健康座談会、病院

の医療に当たる外来の見学、在宅の医療に当たる訪問看護を見学した。地域包括ケアで行われている

事業は他にも様々なものがある。今回見学できなかった介護分野では、在宅に当たる訪問介護、施設

で行われる栄養ケアマネジメントなどがある。

地域包括ケアは、複数の視点（保健、医療、介護、福祉）から行われるため、多職種が連携する必

要性がある。医師だけでなく、看護師、介護師、保健師、ケアマネージャーなど様々な職種が協力す

る事で成り立つ。地域包括ケアを担う医師は、医療のみならず保健・福祉に関心を持ち、保健・福祉

の分野でも他職種と連携して仕事をすることが必要であると感じた。

4．謝　辞

最後になりましたが、公立みつぎ総合病院の皆様、ご協力いただいた患者様方、広島県地域医療支

援センターの方々に心より感謝申し上げます。様々な方の支えのおかげで大変有意義な実習をさせて

いただきました。本当にありがとうございました。
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■ 所　　長 重岡　尚也　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ　0847-67-2101

■ Ｆ Ａ Ｘ　0847-67-3316

■ 住　　所 三次市甲奴町本郷645-1

■ 参加学生 竹中　　萌（広島大学4年） 波多間浩輔（広島大学2年）

平松　奈奈（広島大学1年）

■ 実習日程

テーマ：地域における診療所の役割（病院との違い）

44

県北部 三次市国民健康保険
甲奴診療所

1

13：00 診療所内の見学、あいさつ

13：30 患者さん診察（乳児予防接種・幼児発熱）

14：00 別荘（個人の別荘を小規模多機能型居宅介護として利用）へ移動

高齢者の診察、施設内の見学

14：30 患者さん診察

15：00 美山荘へ移動、高齢者の診察

16：00 診療所で患者さんの診察

17：30 終了

08：30 診療所で先生の診察を見学

11：30 患者さんへインタビュー

12：00 終了

実習一日目【8月19日（火）】

実習二日目【8月20日（水）】
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広島大学4年　竹中　　萌

広島大学2年　波多間浩輔

広島大学1年　平松　奈奈

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

甲奴町は三次市の東の端に位置します。広島市中心部から高速バスで２時間ほどかかり、その他福

塩線の甲奴駅がありますが、それは主に通学時間にあわせて運転されているようで、ほとんどの住民

は自家用車（またはタクシー）を利用されているようです。人口は2,680人で高齢化率は43.3％です。

自然豊かな小さな田舎町という印象を受けますが、甲奴町では中学２年生が毎年姉妹都市のあるアメ

リカに文化交流に行くそうで、国際的な面も兼ね備えた町であります。

甲奴診療所はそんな町にある唯一の医療機関であり、医師１人看護師３人（非常勤含）で支えられ

ています。患者数は１日60人弱です。医療機器は、レントゲン、エコー、胃カメラなどの内視鏡が揃

っています。

2．実習内容の報告、および感想

二日間の実習で、甲奴診療所と二つの施設「美山荘」と「藤原別荘」を見学させていただきました。

甲奴診療所では、主に診察の見学をさせていただきました。人口3,000人未満の町であるにもかかわ

らず、午前中は待合室がいっぱいになるほどの患者さんがいらっしゃり、患者さんの症状も実に様々

でした。この診療所では、まず看護師が患者の訴えをよく聞き、その上で医師が診察、治療を行うと

いうスタイルをとっていました。このように２重に診察することで情報の漏れを防ぎ、より確かな診

察がなされていました。またお互いが顔見知りであり、特に看護師さんは長年勤めていらっしゃる方

が多いので、医療従事者と患者さんの間に信頼関係が成り立っており、患者さんの病歴だけでなく、

仕事や家族、生活習慣までを把握することで、いろいろな面から患者さんを診て治療に役立てておら

れるように感じました。

施設「美山荘」は一般的な老人ホームのような施設であり、医師の訪問診療に立ち会わせていただ

きました。もう一つの施設、「藤原別荘」は小規模多機能型居宅介護施設というもので、個人の別荘

を買い取ってつくられたものであり、見た目も一般的な住宅のような施設でした。こちらでも訪問診

療に立ち会わせていただきました。

“診療所の医師”というのは、診療所に来られる多くの患者さんに対して一人一人にきちんと向き

合い、また診療所だけでなく施設などへも訪問し、診療所の医師というよりも“町全体を診ている医

師”という印象を受けました。しかしながら、そのような仕事を医師１人で行うことはとても困難な

ことであると思います。甲奴診療所では数は少ないながらも看護師をはじめとする様々な職種の方々

がお互いに信頼関係を築くことで、ひとつの大きなチームとして一致団結して活動されておられまし

た。どんな地域で働くのであれ、与えられた環境を最大限生かすことが大切なのだと学んだ２日間で

もありました。

3．総　括

今回の甲奴診療所での実習では、診療所とはどういったところか具体的にイメージすることができ、

とても充実した実習となりました。重岡先生、看護師の方々、患者さんとの対話を通じて、地域医療

をするにあたりどのような診療をすれば患者さんが満足してくれるのか、どのくらいの距離で患者さ
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んと接すれば患者さんから信頼を得ることができるか、など授業では学ぶことのできないことを肌で

感じることができました。医師を志す者として、今回の実習で得た貴重な経験を将来に活かすべく大

切にしていきたいと思います。

4．謝　辞

最後に、重岡先生をはじめ、ご指導して下さった甲奴診療所のスタッフの皆様、ご協力して下さっ

た患者の方々、そしてこの実習を支えて下さった方々に心から感謝申し上げます。本当にありがとう

ございました。
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■ 所　　長 舛田　裕道　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ　0824-88-2611

■ Ｆ Ａ Ｘ　0824-88-2611

■ 住　　所 庄原市総領町下領家71

■ 参加学生 Ａチーム　角　　悠司（広島大学4年） 佐々木一巴（広島大学3年）

西本　祐美（広島大学1年） 新井　　勲（自治医科大学1年）

Ｂチーム　松岡　見咲（広島大学3年） 山本涼太郎（自治医科大学3年）

宮地　康平（広島大学1年） 野田　　望（広島大学1年）
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■ 実習日程

Ａチーム

テーマ：地域においての診療所の役割を考察すると同時に、
地域医療になじむ

Ｂチーム

テーマ：地域医療について知り、地域の中での総領診療所の役割を学ぶ

48

12：45 アイスブレーキング

13：30 施設見学

14：00 診療見学

14：30 在宅見学

15：00 ユーシャイン（老人ホーム）見学

17：00 緊急往診見学（診療所に救急出動の要請あり）

09：00 診療見学

10：00 児童支援、子育て支援の福祉を見学

11：30 総括

12：00 終了

実習一日目【8月18日（月）】

実習二日目【8月19日（火）】

13：00 先生との対談

13：50 老健への健診見学

15：00 小学校で先生への健康相談見学

16：30 在宅往診見学

17：00 1日目総括

17：40 終了

09：00 診療見学

09：30 社協のお達者クラブのレクレーションに参加

11：30 2日間の総括

11：40 終了

実習一日目【8月20日（水）】

実習二日目【8月21日（木）】
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広島大学4年　角　　悠司

広島大学3年　佐々木一巴

広島大学1年　西本　祐美

自治医科大学1年　新井　　勲

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

●実習施設の内容

庄原市国民保険総領診療所には同じ施設内に個人の歯科医院が併設されている。総領診療所にはエ

コー、レントゲン、心電図、また、血液検査（貧血などの簡易的な内容だけを調べられる）のできる

機具がある。薬は院内処方である。

●地域のデータ

庄原市総領町の人口は約1,500人、面積は70.61hである。また、庄原市の高齢者比率は37.7％（平成

22年国勢調査）である。総領町には信号機が一つしかなく、コンビニは夜の８時までしか開いていな

いＹマートのみである。

2．実習内容の報告、および感想

一日目

アイスブレイキング

施設見学

外来見学

近所の方々に訪問診療

特別養護老人ホーム　ユーシャインに訪問診療

外来

緊急往診

一日の総括

食事会

二日目

外来見学

子育て支援の現場を見学

再度外来見学

総括

●アイスブレイキングと施設見学

初めに、舛田先生と我々がお互いの自己紹介をした。そして、先生から庄原市と総領町についてと、

この地域における医療の仕組みについてお話ししていただいた。そして、診療所内の機具の説明をさ

れた後、診療所における院内処方のお話を先生がされた。

●外来

舛田先生は患者さんに対して笑顔でとても優しく接していらっしゃった。また、話の内容も穏やか

に、雑談を交えながらの診断が多かった。患者さんが話しやすい環境であると我々には感じられた。

●近所の方々への訪問診療

近所の寝たきりのお爺さんのもとへ訪問診療をされている場面では、患者さんとお医者さんの距離

の近さを感じた。なぜなら、患者さんが先生に対して自分の昔話をしたり、自分はもう十分生きたけ
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どもうちょっと生かしてくださいと先生にお願いしてみたりしていたからだ。患者さんが先生を信頼

し、また、心を開いて接しているのが感じられた。

●特別養護老人ホーム　「ユーシャイン」に訪問診療

特別養護老人ホーム　ユーシャインへの訪問診療に我々がご一緒させていただいて気付いたこと

は、高齢の患者さんを介護することの厳しさである。なぜなら、訪問診療の際に先生は外来に来られ

ていた患者さんと比較するときっと診療するのが大変な患者さんを辛抱強く、また、できるだけ笑顔

で診断されていたからだ。認知症で診断の時に先生の手をつねったりする患者さんにも、前よりはだ

いぶ大人しくなられたんだよと我々に話しかけながら診断されていた。

●緊急往診

外来の終了時間が迫って来たころに、トイレで倒れているおばあさんがいるという電話が診療所に

かかってきた。患者さんのお家に入ると、先生と看護婦さんは緊張した雰囲気で対応されていた。先

生はめまいと気持ちの悪さを訴えるおばあさんに、小脳梗塞などを疑ったテストをされた。患者さん

の症状を聞いたり、患者さんの症状を的確な質問で誘導されたりする先生を見て、地域のお医者さん

は即座に対応するための確固たる知識と自信を持って対応するための多くの経験が必要なのだろうと

感じた。

●子育て支援の現場

近くの庄原市立総領保育所において、子育て支援の様子を見学させていただいた。そこでは、かわ

いらしいお子さんたちの体重を測ったり身長を測ったり、今度の体育祭のための旗を作ったりされて

いた。その様子から、子育て支援センターでは保育士さんからお母様方へいろいろな知識を伝えるの

と同時に、お母様方と保育士さんが一緒になってお子さんを育てることの不安や悩みを話し合う場と

なっていると感じられた。

3．総　括

今回の実習では、子育て支援センター見学や

緊急往診など、２日間という短い間ではあった

が、とても有意義な実習を行うことができた。

病院とは違った診療所ならではのやりがいや、

大変さを実感することができた。舛田先生との

対談の中で、地域に溶け込んで、まちづくりに

参加していくことも大切だというお話を伺って、

改めて医療だけにとどまらない地域医療の魅力

を実感した。

4．謝　辞

このたびの実習では、お忙しい中時間を割い

ていただきありがとうございました。舛田先生

をはじめ総領診療所の方々の優しい雰囲気の中、

のびのびと実習をすることができました。普段

は経験することのできない地域医療の現場に少

しでも足を踏み入れることで、私たちの将来に

ついて考えるよい機会となりました。今回は本

当にありがとうございました。
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広島大学3年　松岡　見咲

自治医科大学3年　山本涼太郎

広島大学1年　宮地　康平

広島大学1年　野田　　望

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

庄原市の南部に位置する総領町。2005年に庄原市と合併した。

交通手段はバス、自家用車が主である。

総領診療所は総領町唯一の医療機関である。

医師は所長の舛田先生１人で、常勤の看護師が２人、事務が１人。

歯科医院や社会福祉協議会と併設されており、連携がとられている。

2．実習内容の報告、および感想

実習内容は実習日程表の通り、老健での健診・小学校職員の健康指導・在宅往診・診療の見学と社

協の「お達者クラブ」のレクリエーションへの参加であった。

すべての見学を通して気が付いたことは、舛田先生は、話をする相手の目線に合わせ、ただ合わせ

るだけでなく、話す速度や声の大きさを相手に自然と調節されていたことであった。患者さんに接す

るときの基本事項であるが、勉強になった。２日目のレクリエーションに参加した際には、私達も実

践することができた。

老健での健診では、調子の悪い患者さんだけでなく、元気な入居者の方にも一人ひとり声をかけら

れていたのが印象的だった。舛田先生が健診に来るたびにそうやって話をするのを楽しみにしている

利用者さんが多いと聞いた。このとき医師と患者の距離の近さを感じた。

２日目の総括で、舛田先生は、いわゆる過疎地域で医療を行っていくなかで、行政や、病院以外の

施設、住民と連携をとっていくのは当たり前である、そこで満足することなく、その地域を活性化さ

せるために何か一歩先のことをしていると胸を張れる、そんな医療が求められてくるのではないか、

とおっしゃっていた。

舛田先生はその一歩先を模索されているようだが、二日間、先生のお仕事を間近で見学させていた

だいて感じたことは、先生がされている医療はすでに地域医療の完成形ではないか、ということで

あった。一人の患者さんに対し、保健福祉的な支援は行政と、ご家族が患者さんの面倒を見ることが

できないときは介護施設と連携し、まさに「保健・医療・福祉から介護に至るまでの一貫したサービ

ス」を実践されていた。このように考えてしまうのは私達が若輩者だからかもしれないが、それ以上

の良いものがあるのだろうかと考えてみても、まったく答えが浮かばなかった。

これは舛田先生の今後の課題であり、そのあとを継ぐ私たちにも課せられた課題である。これから

医療を学んでいくなかで、地域医療の知識を深め、何が求められているのかを考えていきたい。

3．総　括

今回私たちは、診療所内での仕事の他に、往診や小学校の教員に対する健康教室、老健施設利用者

の健康管理などを舛田先生に見させていただいた。見学して行くなかで、僻地で働くには人とのつな

がりが大変重要であると感じた。それぞれの施設にはそれぞれの職種がいるが、その一人ひとりと診

療所の医師は関わり合い、協力していかなければならないことを先生から教わり、医療面の知識は当
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然ながら、社会性や、幅広い知識も持っておかなければならないことを学んだ。２日間と短い実習期

間ではあったが、将来地域医療に従事する私たちは、今回の実習で学んだことを常に念頭に置き、大

学で成長していかなければならないと痛感した。

4．謝　辞

最後になりましたが、舛田先生をはじめとする総領診療所のみなさん、社会福祉協議会のみなさん、

健康相談を見学させてくださった中学校の先生方などたくさんの方々にお世話になりました。この実

習で学んだことを大切にし、これからも勉学に励んでいきたいと思います。本当にありがとうござい

ました。
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■ 院　　長 原田　　亘　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ　0847-85-2711

■ Ｆ Ａ Ｘ　0847-85-2754

■ 住　　所 神石郡神石高原町小畠1763-2

■ 参加学生 Ａチーム　藍澤　政穂（広島大学3年） 廣瀬　佳和（広島大学3年）

眞田　莉花（広島大学2年） 住本　夏子（広島大学1年）

Ｂチーム　島尻　寛人（広島大学4年） 橋本　　晃（広島大学3年）

安富　和果（広島大学2年） 升賀　由規（広島大学1年）
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■ 実習日程

Ａチーム

テーマ：へき地中核病院としての役割を学ぶ

Ｂチーム

テーマ：地域に根ざす病院を知る。診療所との違いを感じる
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13：00 オリエンテーション

13：30 病院内見学

14：30 訪問診療同伴

15：30 病院内見学続き、先生とのお話

16：30 終了

09：00 移動（病院→神寿苑）

09：30 神寿苑見学

11：00 移動（神寿苑→病院）

11：30 検食体験

12：00 終了

実習一日目【8月20日（水）】

実習二日目【8月21日（木）】

13：00 施設案内

14：30 病棟回診

16：00 地域包括連絡会議

17：00 終了

09：00 介護施設での診療見学

10：30 訪問看護

12：00 終了

実習一日目【8月18日（月）】

実習二日目【8月19日（火）】
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広島大学3年　藍澤　政穂

広島大学3年　廣瀬　佳和

広島大学2年　眞田　莉花

広島大学1年　住本　夏子

1．神石高原町の地域と医療機関について

神石高原町立病院のある神石高原町は油木地区、神石地区、豊松地区、三和地区の４つの地区から

なり、人口は約１万人、高齢化率は約44％となっています。65歳以上の人口比率は県内３位です。広

島県の東部に位置し、面積は381.81hであり、主な特産品はトマト、ぶどう、神石牛です。観光地と

しては、帝釈峡やパワースポットなどが挙げられます。

神石高原町立病院は三和地区に位置しています。県立の神石三和病院が平成21年から公設民営方式

に転換し、神石高原町立病院が新たに発足しました。診療科目は内科、外科、整形外科、眼科、脳神

経外科、呼吸器内科、リハビリテーション科の７つの科があります。病床数は一般病床47床、療養病

床48床（医療保険適用36床、介護保険適用12床）の計95床です。行政からの紹介により診察を行うも

の忘れ外来があることが特徴のひとつです。

2．実習内容と感想

今回の実習では、病院と在宅（訪問診療）、介護施設の３つの場所で実習を行いました。

病院では、副院長の服部先生に神石高原町の概要や病院の沿革、特徴についてオリエンテーション

していただきました。その後、院内見学をし、入院病床や検査室、診療室などを見て回りました。病

床には高齢で寝たきりの患者さんが多く、家に戻りたくても現状では難しい状況を目の当たりにしま

した。これから高齢化が加速する地域ではこのような状況が厳しくなり、保険や介護などの問題に私

たちも対処していく必要性が増していると感じました。また、急性期病床と慢性期病床の保険適応の

システムの違いについても教えていただき、複雑な医療制度や保険のことを少しでも学んでおくべき

だと思いました。

在宅では、訪問診療に同伴させていただき、患者さんの状況の確認や家族の方にお話を伺う様子を

見学しました。患者さんの体温や血圧のチェックをし、ご家族から食事の状況や特に変わったことな

どを尋ねられていました。診察室とは違い、自宅での様子がよく分かり、介護は主に家族の方がされ

ていたので、患者さんのリアルな状況を見ることができました。それに対し、先生も採血や投薬の判

断をされ、病院に行かなくても家の中で医療が受けられ、患者さんの負担がとても少なくて安心でき

ると感じました。

介護施設は「神寿苑」という特別養護老人ホームを訪れました。町立病院の藤原先生の回診に同伴

し、入居者の方々の様子を見て回りました。この施設には要介護度が３～５の方が入居され、そこで

は寝たきりや車椅子で過ごされていました。藤原先生の方針で、入居者は食事の際などにはなるべく

食堂に集まるようにされており、寝たきりのまま過ごすことがないよう配慮されていました。また、

認知症の方も多く、藤原先生はそのような方々のあるべき人格を大切にされ、楽しく会話し、一人ひ

とりと向き合うような姿勢をとっておられたのが印象的でした。
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3．総　括

今回の実習では医療というよりもむしろ、医療の先にある介護について、病院での介護、在宅での

介護、施設での介護という、介護の行われる場としての主要な三要素をそれぞれ体験し、学ぶことが

できました。これからの超高齢社会では医療とは切っても切れない関係にある介護のさまざまな形を、

またそれぞれの場に応じて変化する、必要とされる医師の姿をより身近に肌で感じることができまし

た。また、施設への移動の車中で先生がおっしゃった、「認知症をレッテル張りみたいにやるのはよ

くない。そういった方々の社会的役割を守っていくことが大事」という言葉が印象的でした。その言

葉は、ある患者さんを社会の一員にするか、あるいはただの認知症の患者にするかは、周りの人たち

にかかっているのではないか、ということだと思います。これから増え続ける高齢者に対して、さま

ざまなアプローチが必要とされてくるのだろうと実感した実習でした。

4．謝　辞

今回の実習では、病院内の様子や現状、特別養護老人施設などでの看護の様子を見て、これまでの

実習では気付かなかった事にも触れる事が出来ました。この経験を胸に刻んで、自分が従事する地域

に合わせた医療が提供出来るよう、勉強を続けていきたいと思います。

実習を受け入れてくださった原田先生、服部先生をはじめとした神石高原町立病院のスタッフの

方々、また、実習を企画して下さった広島県地域医療支援センターの皆様、地域医療システム学講座

の皆様、貴重な経験をさせて頂き、本当にありがとうございました。
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広島大学4年　島尻　寛人

広島大学3年　橋本　　晃

広島大学2年　安富　和果

広島大学1年　升賀　由規

1．神石高原町と医療機関について

神石高原町は広島県の東部に位置し、2004年、神石郡４町村（油木町、神石町、豊松村、三和町）

の新設合併により誕生した。人口は10,104人であり、高齢化率は44.31％である。神石牛が特産品であ

り、また標高500～700ｍの高原リゾート地という側面もある。

神石高原町立病院は95床（一般病床47床・療養病床48床）の混合型病院で、診療科目は内科、外科、

整形外科、眼科、リハビリテーション科がある。腎センターもあり、広島大学、陽正会寺岡記念病院

からの支援を受け、透析も行われている。また、通院困難者の訪問医療や訪問看護も実施している。

2．実習内容の報告、および感想

セミナー１日目は、オリエンテーション、回診の見学、地域包括ケア会議の見学を行った。二日目

は神石高原町立病院の周辺にある特別養護老人ホームでの診察の見学ののち、訪問看護に同行した。

セミナーを通して、神石高原町立病院はただ単に患者の病気を診ているのではなく、病気を持った

患者を診ていると感じた。つまり、治療するだけでなくその患者が個々に持つ介護者の有無や、生活

習慣、死生観などを考慮して患者の退院後まで踏み込んで関わっていくということである。

地域包括ケア会議はその例である。神石高原町立病院Ｂチームは月に二回行っている地域包括支援

センターとの会議を見学することができた。保健師、ケアマネージャー、社会福祉士からなる地域包

括支援センターと病院が、各々患者についての情報を共有することで、介護保険を申請するか否かに

ついてなど退院後の方針を決めていた。多くの場合、認知症の評価として長谷川式認知症スケールが

参考にされる。しかし、地域包括ケア会議では長谷川式のテストはあくまで患者の認知症の度合いを

表す一つの指標でしかなく、地域包括支援センター側が患者の実生活の行動についての情報を病院側

に提供し、それに重きを置いて判断を下していた。

また、今回実習のテーマとして「病院と診療所の違い」ということを挙げた。この実習を通して、

病院は診療所よりも求められている役割が大きいと感じた。しかし、それによりいくつか問題が生じ

ていることが分かった。例えば、神石高原町立病院にある腎センター（人工透析を行う）であるが、
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患者さんの数が少なくて赤字財政に拍車を掛けているという。しかし、患者さんにとっては他の病院

に行くのは大変なことであり、腎センター存続のための会まで存在する。そのような葛藤のなかで中

山間地区の病院としての役割を果たしていかなければならない。地域における病院の課題を知ること

ができたということは今回の実習で大きな収穫であったと思う。

3．総　括

今回の実習では、地域住民の生活に重きを置いた医療体制について知ることができた。ただ医療を

提供するだけでなく、退院後の介護について行政と連携を取ることが重要であることを学んだ。また、

地方病院ならではの悩みや葛藤といった、普段考えないことについても考える機会となった。

4．謝　辞

最後に今回の実習でお世話になった神石高原町立病院の服部先生をはじめ、スタッフの方々、また

地域医療セミナーを支えてくださった先生方、広島県地域医療支援センターの方々、ご多忙の中にも

関わらず温かくご指導いただき、誠にありがとうございました。
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■ 院　　長 中島浩一郎　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ　0824-72-3111

■ Ｆ Ａ Ｘ　0824-72-3576

■ 住　　所 庄原市西本町2丁目7-10

■ 参加学生 Ａチーム　張本　　姿（広島大学4年） 安達　悠歩（島根大学4年）

赤木　千夏（自治医科大学2年） 月元　天啓（広島大学1年）

Ｂチーム　藤井久美子（広島大学4年） 上田　菜月（広島大学4年）

杉野　健太（自治医科大学2年） 荻野　梨恵（広島大学1年）
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■ 実習日程

Ａチーム

テーマ：中山間地域の医療、移動診療車の役割について知る

Ｂチーム

テーマ：地域中核病院の特徴や地域における役割について知る
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13：00 庄原赤十字病院の概要説明、庄原市の医療状況について

13：35 施設案内

14：15 医師、研修医との懇談

15：30 救急外来、検査等見学

17：00 終了

18：30 交流会

09：15 移動診療車に乗って巡回診療へ

11：30 終了

実習一日目【8月18日（月）】

実習二日目【8月19日（火）】

13：00 庄原赤十字病院の概要説明、庄原市の医療状況について

13：30 施設案内

14：15 医師・研修医との懇談

15：00 移動診療車の見学

15：30 内視鏡検査の見学

17：00 終了

18：30 地域医療交流会

09：00 ［グループＡ］内科外来見学　／ ［グループＢ］小児科外来見学

10：00 ［グループＡ］小児科外来見学　／ ［グループＢ］内科外来見学

11：00 終了

実習一日目【8月20日（水）】

実習二日目【8月21日（木）】
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広島大学4年　張本　　姿

島根大学4年　安達　悠歩

自治医科大学2年　赤木　千夏

広島大学1年　月元　天啓

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

・庄原市について

庄原市は広島県の北東部に位置し、島根県・鳥取県・岡山県の３県と接している。平成の大合併に

より、面積は1,246hと広島県の約14％（香川県の面積の３分の２）を占めるまでになった。その一

方で、人口は約３万９千人（平成26年７月31日現在）、高齢化率は38％というように、人口減少・少

子高齢化がみられる中山間地域である。広島県に53カ所存在する無医地区のうち23カ所が庄原市にあ

る。

・庄原赤十字病院について

庄原市に存在する唯一の総合病院であり、産科と心臓血管外科以外の全ての科を網羅している。庄

原市内には、小児科・耳鼻科・皮膚科などの専門科の診療所がなく、庄原赤十字病院でそれらの科が

なくなれば市内全域からなくなってしまうため、庄原赤十字病院の医療問題はそのまま庄原市の医療

問題に直結しているといえる。

平成26年には新病棟も建設され、救急医療や高度医療を行うことができるように手術室・集中治療

室・救急室は整備されているとともに、地域医療に配慮した療養病床も完備している。

2．実習内容の報告、および感想

初日では、はじめに庄原市の医療状況、庄原赤十字病院の歴史及びこれからの課題について、セミ

ナーを受けた。庄原市は、面積が1,246h（香川県の３分の２）であるにも関わらず、人口は３万９

千人と少なく、少子高齢化が進んでいること、広島県は北海道についで無医地区が多いが、そのほと

んどの地区が庄原市内にあることを学んだ。また、庄原赤十字病院は市内唯一の総合病院で、市内に

専門科の診療所がないので、庄原赤十字病院の医療問題は庄原市の医療問題であるということも理解

した。

次に、様々な診療科を見学して回った。見学では、患者の診察や、治療の様子なども見ることがで

きた。また、救急外来では、到着した救急車から一刻も早く患者を運ぶために、横開きの扉を大きく

するなどの工夫がなされていることも知り、驚いた。

その後、庄原赤十字病院に勤務している研修医との交流を行った。そこで研修医の方々から、庄原

赤十字病院で働いてよかったことや、学んだことなどを聞く機会があり、とてもためになった。

二日目では、移動診療車に乗り、東城無医地区の集会所で患者の診察を見学した。ただ先生の診察

を見るだけでなく、実際に患者の方々とふれ合うことができ、診察時のコミュニケーションの重要性

を感じた。

3．総　括

庄原市は、広大な面積に比して人口４万人足らずと人口は少なく、また高齢化・少子化などの問題

を抱える中山間地域である。市内には６つの病院があるが、急性期医療に対応しているのは庄原赤十
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字病院と西城市民病院の二つで、総合病院としては庄原赤十字病院のみである。また、庄原市には小

児科・耳鼻科・皮膚科・泌尿器科など専門科の診療所がなく、それらの診療科が庄原赤十字病院から

なくなってしまえば、市内全域からその診療科がなくなってしまう。そういう意味で、庄原赤十字病

院の医療問題はそのまま庄原市の医療問題であるといえる。

新しい無医地区診療の試みとしての移動診療車は、医療側が受診者に歩み寄るというものである。

一方で現状では難しいが、コンパクトシティとして都市機能を集約させていくことも考えられる。今

後も高齢化率が上昇していくと考えられる日本ではどのようになっていくのだろうか。

今回の実習の参加には、これからの都市部がどうなっていくのか、どういう医療そして社会整備が

なされていくかを考えさせられるという意味では単なる中山間地域での地域医療を学ぶということ以

上の意味を見出せるもので、大変有意義なものであった。

4．謝　辞

最後になりましたが、中島先生をはじめとする庄原赤十字病院の方々、お忙しい中、地域医療実習

に時間を割いてくださり、ありがとうございました。今回の実習では、実際の現場を見て感じること

ができ、とても良い経験をさせて頂きました。この経験を大切にし、これからも励んでいきたいと思

います。本当にありがとうございました。
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広島大学4年　藤井久美子

広島大学4年　上田　菜月

自治医科大学2年　杉野　健太

広島大学1年　荻野　梨恵

1．実習医療機関がある地域とその医療機関の紹介

庄原市は広島県北部に位置し、面積は香川県とほぼ同じ広大な土地を有しています。しかし、人口

はその20分の１である４万人と過疎化が目立ち、高齢化率は39.5％と高い数値を示しています。また、

広島県は北海道の次に無医地区が多いですが、そのほとんどが庄原市周辺に集中しており、医療問題

が深刻です。そんな庄原市の南西に庄原赤十字病院は位置しており、市内唯一の総合病院として地域

を支えています。庄原赤十字病院は、病床数300床、医師数30人を抱え、外来患者数640人／日の大病

院です。庄原市内には小児科、皮膚科、耳鼻科などの開業医が少ないため、庄原赤十字病院では広島

市内であれば開業医が診るような風邪などの症状も一手に診療しています。また、入院患者の治療期

間だけではなく療養期間も診ており、患者の生活を第一に考え、負担を軽減しています。庄原市内の

患者は、庄原赤十字病院でブロックするという心掛けのもと、庄原市の最後の砦として医療を提供し

ています。

2．実習内容の報告、および感想

・医師、研修医との懇談

懇談では、先生方がどうやって自分の専門を決めたのか、医師になってからの勉強はどのようなも

のなのか、などたくさんの質問に応えてくださいました。実際に医師として働き始めた先生方とお話

できて楽しかったですし、将来医師として働いていくことへのモチベーションの向上に繋がりました。

・移動診療車の見学

移動診療車は無医地区での診療を目的として始まったそうです。庄原赤十字病院では、帝釈地区に

ある８カ所の集会所を午前と午後に１カ所ずつ週２回巡回していて、住民は２週間に１度のペースで

診療を受けられるそうです。移動診療車には、心電図、エコー、一般X線撮影装置、血液・生化学検

査装置などの機器が備わっていました。実習ではエコーで腹部の臓器や血管を見させていただき、と

ても勉強になりました。乗組員は医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、会計などを担当する事務職

員と運転手の６人がチームを組んでいるそうです。移動診療車は無医地区での医療だけでなく、被災

地でも活躍できると知り、有能だと感じました。

・内視鏡検査の見学

検査を受けた患者さんは、女性でCT検査の結果をみると、肝臓に腫瘍があり、それが胆嚢に転移

し、胆嚢に膿がたまり、大きく腫れていたので、ERCP（内視鏡的逆行性胆管膵管造影）で膿を取る

という難しい手技であるが、低侵襲の治療が選択されました。しかし、腫瘍が邪魔で胆管にチューブ

を通すことができなかったので、PTGBD（経皮経肝胆嚢ドレナージ）を用いて、膿を抜きました。

先生方に説明をいただきながら、この治療の一部始終を見させていただいて、机上の勉強だけでは

感じられない、先生方や看護師さんの緊張感や、患者さんのつらさを見させていただくことができま

した。この体験を糧にして、今後の勉強も頑張っていこうと思いました。
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・内科と小児科外来の見学

外来の見学では、診療所を訪れる患者さんに比べて、幅広い年代の患者さんが来られていると感じ

ました。大学病院にも負けないくらいの設備が整っているので、あらゆる患者さんに対応でき、また、

近くに病院が少ないためか、患者さんとの距離が近いと思いました。

3．総　括

庄原赤十字病院は他の地域病院や診療所に比べて規模の大きな病院ですが、包括医療という理念を

もとに、一人の患者さんをチームで診ていく体制が作られていました。地域中核病院である庄原赤十

字病院は、庄原市民にとってかかりつけ医であり、いざという時は最後の砦であり、市民の健康を守

り安心を提供していました。将来私たちが地域で働く際にも、地域の方が安心して暮らせるサポート

ができる存在になりたいと感じました。

4．謝　辞

最後になりましたが、私たちの実習を受け入れてくださった中島院長先生を始めとした庄原赤十字

病院の皆様、実習を支えてくださった地域医療システム学講座の先生方、広島県地域医療支援センタ

ーの皆様、他関係者の皆様に感謝申し上げます。沢山の方々のご協力によって、このような素晴らし

い実習をさせていただけたと実感しております。誠にありがとうございました。
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■ 院　　長 郷力　和明　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ　0824-82-2611

■ Ｆ Ａ Ｘ　0824-82-2012

■ 住　　所 庄原市西城町中野1339

■ 参加学生 Ａチーム　頼島　悠佳（広島大学4年） 高田　善章（広島大学3年）

山根　桜子（広島大学2年） 渡辺　詩織（広島大学1年）

Ｂチーム　長木　綾子（広島大学4年） 田邉　　綾（広島大学3年）

益野　麻由（広島大学2年） 柴田　浩輔（広島大学1年）
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■ 実習日程

Ａチーム

テーマ：西城町における地域包括ケアを学ぶ

Ｂチーム

テーマ：西城市民病院の地域における役割を知る
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13：00 庄原市立西城市民病院の概要

・自己紹介

・地域包括ケアについて

・介護保険事業所と西城市民病院との連携

〇訪問看護ステーション

〇居宅介護等

・他の医療機関との連携について

〇地域連携室の役割

〇看護師の役割について

14：00 ・訪問診療について

〇訪問診療の見学

16：00 ・施設見学等

〇病院、介護老人保険施設「せせらぎ」

〇庄原市西城保健福祉総合センター「しあわせ館」

17：00 終了

08：30 外来診察の見学

・内科診察の状況…病棟回診、エコー、カメラ、MRI

・患者さんへのインタビュー

11：00 終了

実習一日目【8月18日（月）】

実習二日目【8月19日（火）】

13：00 庄原市立西城市民病院の概要

地域包括ケアについて、介護保険について

13：45 内科カンファレンス参加（見学）

14：00 訪問診療についてお話

14：30 施設見学など（※せせらぎ、しあわせ館、愛善苑）

17：00 終了

08：30 回診に同行

08：45 2つに分かれて

・外来見学

・エコー、内視鏡、CT、MRT、検査室、病院内薬局など

患者さんにインタビュー

11：00 終了

実習一日目【8月20日（水）】

実習二日目【8月21日（木）】
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広島大学4年　頼島　悠佳

広島大学3年　高田　善章

広島大学2年　山根　桜子

広島大学1年　渡辺　詩織

1．西城町と西城市民病院について

私たちは、庄原市西城町にある庄原市立西城市民病院へ見学に行きました。庄原市は広島県の県北

に位置し、面積では京都以西最大の市です。また、庄原市は『“げんき”と“やすらぎ”のさとやま

文化都市』という標語を掲げています。

西城町は庄原市のちょうど真ん中の辺りに位置し、映画にもなった“ヒバゴン”という類人猿の生

き物の伝説があります。

広島県は全国で２番目に無医地区が多く、その３分の２が三次市、庄原市に存在しています。西城

町の高齢者比率は45.5％と非常に高く、人口は年々減っています。

西城市民病院は昭和27年に開院し、病床数計54床、職員数146人で運営しており、内科、外科、整

形外科、脳神経外科、婦人科、精神科、歯科、放射線科、リハビリテーション科の診療を行っていま

す。

2．実習内容の報告、感想

私たちは西城町における地域包括ケアを学ぶというテーマを持って今回の実習に臨みました。

１日目はまず病院長の郷力先生、事務長の恵木さん、看護師長さん、施設の方から病院の概要、西

城町における地域包括ケア、西城市民病院と他の施設の連携について伺いました。西城町の地域包括

ケアとしては、西城市民病院、しあわせ館（老人介護支援センター、訪問看護ステーション、シルバ

ー人材センターなど）を中心に行政や愛善苑（介護老人福祉施設）、萌（デイサービス）、町内医院、

JA庄原などが連携し、居宅介護、訪問介護、通所リハビリなどのサービスにあたっています。

次に、訪問診療の見学をさせていただきました。西城町では、訪問診療する上で、愛ちゃんノート

という患者の情報共有のためのノートを使っているそうです。また、訪問先の患者さんの家族の方か

らの話を伺い、在宅医療が進む中、家族の負担を少しでも軽減できる工夫の大切さを学ぶことができ

ました。そして、病院、介護老人保健施設「せせらぎ」、庄原市西城保健福祉総合センター「しあわ

せ館」の施設見学をさせていただきました。病院本館としあわせ館とせせらぎは隣接しており、互い

に密接に連携しています。しあわせ館は様々な事業所が同じ空間にまとまり、各部署のスタッフが顔

の見える連携を取ることが可能です。また、地域のお年寄りや子供たちが気軽に集まれる保健福祉セ

ンターは他にはなかなかないとスタッフの方から伺いました。

２日目は郷力先生の内科診察や田中先生のエコーや内視鏡検査の見学をさせていただきました。西

城市民病院では基本田中先生が内視鏡やエコーなどを受け持たれているそうです。先生の勉強熱心な

姿勢を見て、地域医療において、自分自身の医師としての知識や技術が必要になってくると感じまし

た。

今回の実習では、庄原市で最も高齢化率の高い西城町の住人の健康を支えるための様々な取り組み

に触れることができました。医療・保健・福祉の３本柱の連携を図るためにそれぞれの施設が非常に

密接しており、そこの人々の間の繋がりも大変強いものに感じられました。病院内だけといった閉ざ

された空間だけではなく、別の機関の間でも繋がりがあるおかげで、情報の共有などがスムーズにで

きるようにも見えました。また、西城市民病院はこの地域の人々が最も頼りにしている病院でもあり、
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先生と患者さん同士の関係も非常に温かいものに感じられました。このように、地域医療を行う上で、

住民一人ひとりとの関係を築くことを通じて人として成長できると実感することができました。

3．総　括

今回の実習を通して、西城市民病院ならではの地域医療の現状があり、またそれに対して独自の取

り組みをされており、地域の医療を担う病院の一つの形ができあがっていることが印象的でした。昔

からこの病院で実施している「誕生日健診」や口腔ケアのための「ごま油」、上記の「しあわせ館」

が特に興味深かったです。今回の実習で実感したことは、地域の中核病院という大きな役割を担う分、

医療・保健・介護を一体とした地域包括ケアがより重要であり、それに対して様々な取り組みや工夫

をされているという点であり、今回の経験は今後地域医療を学ぶ上で非常に役立つことだと感じまし

た。

4．謝　辞

筆末ではありますが、今回実習を受け入れてくださった西城市民病院の皆様、ご協力してくださっ

た患者様、そして多方面でサポートしてくださった広島県地域医療支援センターの方々、地域医療シ

ステム学の先生方に心から感謝申し上げます。
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広島大学4年　長木　綾子

広島大学3年　田邉　　綾

広島大学2年　益野　麻由

広島大学1年　柴田　浩輔

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

庄原市は中国山地の真ん中、広島県の北東端に位置し、東は岡山県、北は島根県・鳥取県に接する

県境のまちです。四季折々に装いを変える豊かな自然と、歴史に育まれた伝統文化が特徴的です。現

在の庄原市は、2005年に、旧庄原市を始めとする７市町が合併して発足しました。主要な医療機関と

しては庄原赤十字病院、庄原市立西城市民病院があります。

私達が実習させていただいた庄原市立西城市民病院は、中山間地域における医療を守るべく一般外

来（内科、外科、整形外科、脳神経外科、婦人科、放射線科、精神科、リハビリテーション科、歯科）

の機能を保ちながら高齢者医療・福祉（慢性期医療、介護老健施設）の推進に取り組んでいます。

2．実習内容の報告、および感想

今回の実習で病院や老健・保健福祉総合センターなどの関連施設を見学させていただいた中で、地

域のコミュミティの結束力がとても強いということが感じられました。病院のすぐ隣に介護老人保健

施設「せせらぎ」と保健福祉保総合センター「しあわせ館」があり、赤ちゃんからお年寄りまで、全

ての住民が快適に過ごせるようにきめ細やかなサポートを行うための体制が整っていました。また、

病院内を見学させていただいていたとき、待合室では顔なじみ同士の地域の方々が話をされていたり、

病院の職員の方々や診察に来られていた患者さま方がにこやかに私たちに挨拶してくださったりした

ことがとても印象的でした。これらを見ていて、病院の努力だけでなく、地域住民の方々が理解をし、

支えてくださることによって様々な医療的支援が成り立っているのだと感じました。

次に、院長先生である郷力先生の、「医者は病気に気を取られて、患者をモノとして見がちだ」と

いうお言葉がとても印象的でした。実際に診察の様子を見学させていただいた時に気づいたことは、

患者さんへの声かけや姿勢がとても丁寧で、患者さん方との関係性がしっかりとできている、という

ことでした。郷力先生は診察をする際、診察に来られた患者さん全員の血圧を、電子機器ではなく昔

ながらの器具によって測っておられました。手動で測って患者さんと触れ合うことによって患者さん

の目に見える様子だけでなく心拍の状態などからも、その方の身体状況が推し量れるということでし

た。私たちも体験させていただきましたがとても難しく、医師としての観察力やコミュニケーション

能力を磨くだけではなく、このような手技もしっかりと身につける必要があると思いました。

最後に、特別養護老人ホーム“愛善苑”の苑長先生から伺ったお話がとても興味深く、考えさせら

れるものでした。日本中の過疎地域で少子高齢化が特に問題視され、庄原市を含め多くの市町村では

医療・福祉・介護・保健が連携して高齢化問題に対しては多くの対策が立てられています。しかし、

多くの過疎地域では、少子化に対する対策があまり取られていないのが現状です。先生は、少子化対

策として教育の充実が必要だと何度もおっしゃっていました。このお話を聞いて、医師として高齢化

に関しては多くのことを考えたことはあっても、少子化に関してほとんど考えたことがないというこ

とにハッとしました。さらに、医師の立場としてだけでなくその地域に住む住人としても、子供たち

を大切にしていけるような環境を整えられるように考えることが必要だと感じました。
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3．総　括

今回の実習によって、西城市民病院を中心として高齢者に対する医療、特に介護などへの支援に

よって地域全体を支える医療システムが構築されているということを知りました。また、沢山の方か

らお話を聴き様々な施設を見学していくうちに、庄原市は広島県で最も高齢化の進んだ地域のひとつ

で、さらに西城市民病院は入院患者さんたちの平均年齢がとても高いという状況の中で、患者さん方

の最後の砦だと自覚して働く病院の先生方やスタッフの方々の思いがひしひしと感じられました。

4．謝　辞

今回の実習において、皆様ご多忙の中、先生方、患者さま方、そしてスタッフの方々には大変お世

話になりました。このセミナーの二日間で多くの貴重な経験をさせていただいたことに本当に感謝し

ております。これからもこのセミナーで思った事を忘れることなく勉学に励み、いずれはこのような

病院で地域医療に携わっていきたいと思います。本当にありがとうございました。
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