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地域医療セミナーを開始して７年目を迎えました。「島の医療を考える」と題して下蒲刈、

豊島、大崎下島、大崎上島、瀬戸田の先生方のご協力をいただいて開催したのが2010年の第

一回です。学生数は自治医大生、ふるさと生その他併せて35名でした。その後毎年20名位ず

つ増えていき、県内東西南北、病院／診療所すべての地域医療を経験しよう、という意気込

みで次第に進化していき現在に至っております。

今年度も成功裏に終えることができました。ご協力いただいた各施設の皆さま方に篤くお

礼申し上げます。今年は大変な猛暑の中でしたが、これといって大きなトラブルもなく、例

年同様学生たちの満足度は非常に高く、有意義な実習を開催することができましたことはひ

とえに皆さま方の熱心なご指導の賜物だと感謝しております。

今回は23グループ87名の学生が17の医療機関でお世話になりました。本当にたくさんの

方々に支えられて毎年この夏季セミナーを開催させていただいております。今年度は安芸津

町南海診療所大木惠先生にもご協力いただきました。昨年度の倉橋町の森本忠雄先生に引き

続いて新たに加わっていただきました。こうやって地域医療の輪が広がっていくことは大変

うれしいことです。

昨年、皆様方よりいただいた地域医療セミナー開催に関するご意見を踏まえて、今年度は

事前に「夏セミナーのための病院紹介」を学生たちが企画いたしました。事前説明会も皆様

方のご意見を参考にいくつか修正を加えました。が、まだまだ至らぬ点はたくさんあるもの

と存じます。どうぞ忌憚のないご意見をいただければと思います。

また、学生アンケートは例年同様素晴らしい結果でした。セミナー全般の満足度も地域医

療の理解も100％が満足や理解が深まったと回答し、今後の継続に関しても85％はこのまま

でよい、15％が多少の修正と回答しております。ということで、基本的には現在の方法で大

きな間違いはないだろうという確信を得ています。報告会における学生たちのプレゼン能力

も年々向上し、上位４チームは甲乙つけ難いようなすばらしいものでした。年々成長してい

く彼らの姿を見ることが私の楽しみの一つになっています。今後ともどうぞよろしくお願い

申し上げます。

ごあいさつ

広島大学大学院医歯薬保健学研究院

地域医療システム学講座

教授

竹　内　啓　祐
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学生に、地域医療の現場を訪問し現状を見る機会を提供することにより、将来のイメージを具体的

なものとし、モチベーションの向上を図る。また、先輩医師との交流会を設け、気楽に質問・相談な

どができるようにし、地域医療へのより深い理解と不安解消を図る。

１日目午後と２日目午前の２日間を基本。原則として、１日目研修終了後に訪問先の先

輩医師との交流会を設ける。

８月22日（月）から25日（木）の間で実施。

診療所コース・病院コース（４年生までに両方を一度は経験）

セミナー対象者４名を１班とし、23班を編成。班ごとに実習先を割り当て、詳細は学生

が医療機関と直接調整。

８月25日（木）15時30分から広仁会館にて開催。

※実施医療機関一覧（県内17医療機関）
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地域医療セミナー2016 報告書　　実 施 要 項

1 事業目的・ねらい

日　程

期　間

コース

班編成

報告会

学　年 自治医科大学 
岡山大学 
地域枠 

県奨学生 市町奨学生 

1年生 
2年生 
3年生 
4年生 
小　計 
合　計 

2人 
1人 
1人 
4人 
8人 

広島大学ふるさと枠 
広島県コース 岡山県コース 
18人 
19人 
14人 
17人 
68人 

2人 
2人 
2人 
1人 
7人 

0人 
1人 
0人 
0人 
1人 

－ 
0人 
0人 
0人 
0人 

0人 
1人 
0人 
0人 
1人 
85人 

※他、広島大学医学部保健学科看護学専攻2名参加 

1日目　午後 1日目　午後 

訪問診療の見学、講演会 等 

（各医療機関で個別に実施） 

医師と懇談 外来診療見学 等 

2日目　午前中 研修後～ 

医 療 機 関 名 
吉 和 診 療 所  
雄 鹿 原 診 療 所  
越 智 医 院  
円 山 医 院  
田 村 医 院  
森 本 医 院  
南 海 診 療 所  
大 和 診 療 所  
瀬 戸 田 診 療 所  
甲 奴 診 療 所  
総 領 診 療 所  

所　在 
廿日市市 
北広島町 
呉　　市 
大崎上島町 
大崎上島町 
呉　　市 
東広島市 
三 原 市 
尾 道 市 
三 次 市 
庄 原 市 

所　在 
安芸太田町 

 
 
 
 
 
 

尾 道 市  
福 山 市  
庄 原 市  
庄 原 市  
神石高原町 

医 療 機 関 名 
安 芸 太 田 病 院  
 
 
 
 
 
 
公立みつぎ総合病院 
沼 隈 病 院  
庄 原 赤 十 字 病 院  
西 城 市 民 病 院  
神石高原町立病院 

診療所コース 病院コース 
区　分 

西　部 

東　部 

北　部 

南　部 

2 参加者（平成28年度）

3 内　容
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地域医療セミナー2016 報告書　　実 習 場 所
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地域医療セミナー2016 報告書　　参 加 学 生（87名）

松島　彩子 

眞田　莉花 

井上　和子 

川上　　咲 

佐藤　真由 

松琴可南子 

安富　和果 

小浦　智子 

森本　皓大 

坂原　英皓 

宮原　　新 

楢原隆之介 

斉藤　皓平 

向井　俊平 

大田垣　真 

益野　麻由 

大久保里紗 

波多間浩輔 

西田　優衣 

月元　天啓 

長谷川　秋 

杉原　百芳 

川畑　彩夏 

久保　浩介 

岡嶋　瑠那 

住本　夏子 

宮地　康平 

野田　　望 

菰下　智貴 

野原　佑珠 

山本　祥平 

濱本　幸愛 

西本　祐美 

渡辺　詩織 

平松　奈奈 

柴田　佳晃 

前田　　也 

柴村　英真 

貞時　隆志 

相原　彩貴 

七尾　裕太 

島津　千紗 

宮重　直弥 

植村　奈月 

円山医院 

雄鹿原診療所Ｂ 

吉和診療所 

雄鹿原診療所Ａ 

西城市民病院Ａ 

安芸太田病院 

森本医院 

田村医院 

安芸太田病院 

総領診療所Ｂ 

沼隈病院Ａ 

公立みつぎ総合病院 

総領診療所Ａ 

庄原赤十字病院Ａ 

西城市民病院Ｂ 

庄原赤十字病院Ｂ 

神石高原町立病院Ｂ 

南海診療所 

沼隈病院Ｂ 

安芸太田病院 

神石高原町立病院Ａ 

西城市民病院Ｂ 

吉和診療所 

甲奴診療所 

大和診療所 

雄鹿原診療所Ｂ 

雄鹿原診療所Ｂ 

越智医院 

瀬戸田診療所 

沼隈病院Ａ 

雄鹿原診療所Ａ 

庄原赤十字病院Ｂ 

森本医院 

庄原赤十字病院Ａ 

公立みつぎ総合病院 

公立みつぎ総合病院 

神石高原町立病院Ｂ 

森本医院 

大和診療所 

神石高原町立病院Ａ 

南海診療所 

大和診療所 

田村医院 

越智医院 

柳本　正樹 

坂本　　光 

池田　　駿 

伊木　道子 

西宮　　陸 

竹村　優李 

塚原　一樹 

村田　　涼 

増成　寿浩 

前原　悠希 

狛谷　　駿 

吉川　雄大 

佐藤　美純 

國原　蒼士 

谷本のりこ 

桜井悠一郎 

中田　夏実 

品末　典也 

濱本　咲季 

藤井　勇気 

松苗　響香 

藤澤　諒多 

丸山　仁子 

松山　侑希 

宮野音沙也 

山　　礼羅 

吉田　奈央 

大野　真実 

小方　智景 

加藤　朱里 

久保田綾乃 

杉野　健太 

赤木　千夏 

釜木　信行 

平田　裕二 

新井　　勲 

細　　貴幸 

河口　　両 

吉岡　修一 

早間　洋平 

数野　文華 

湯川　　葵 

石橋　　遥 

沼隈病院Ｂ 

瀬戸田診療所 

円山医院 

南海診療所 

円山医院 

沼隈病院Ｂ 

森本医院 

円山医院 

瀬戸田診療所 

沼隈病院Ｂ 

沼隈病院Ａ 

神石高原町立病院Ｂ 

瀬戸田診療所 

雄鹿原診療所Ｂ 

神石高原町立病院Ｂ 

西城市民病院Ｂ 

西城市民病院Ａ 

吉和診療所 

西城市民病院Ａ 

甲奴診療所 

神石高原町立病院Ａ 

庄原赤十字病院Ａ 

庄原赤十字病院Ａ 

総領診療所Ｂ 

西城市民病院Ａ 

総領診療所Ｂ 

安芸太田病院 

沼隈病院Ａ 

西城市民病院Ｂ 

庄原赤十字病院Ｂ 

庄原赤十字病院Ｂ 

越智医院 

雄鹿原診療所Ａ 

総領診療所Ａ 

吉和診療所 

越智医院 

雄鹿原診療所Ａ 

田村医院 

総領診療所Ａ 

神石高原町立病院Ａ 

南海診療所 

安芸太田病院 

安芸太田病院 

所　属 氏　名 医 療 機 関 所　属 氏　名 医 療 機 関 

広島大学 
4年 

広島大学 
2年 

広島大学 
1年 

自治医科 
大学4年 

自治医科 
大学1年 

広島大学 
4年〈看護〉 

自治医科大学3年 

自治医科大学2年 

岡山大学2年 

帝京大学2年 

広島大学 
3年 

広島大学 
2年 
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県西部
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地域医療セミナー2016 報告書　　実 習 内 容

■ 所　　長 ／ 吉川　　仁　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0829-77-2780

■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0829-77-2761

■ 住　　所 ／ 廿日市市吉和617

■ 参加学生 ／ 井上　和子（広島大学4年） 平田　裕二（自治医科大学4年）

川畑　彩夏（広島大学3年） 品末　典也（広島大学1年）

■ 実習日程

診療所の役割と他職種とのかかわりを体験するテーマ 

①廿日市市吉和診療所

13：30～ 地域ケア会議
往診に同行（2軒）
診療所についての説明、外来見学

16：00～ 終了

1日目【8月22日（月）】

08：50 診療所外来、デイサービス（せせらぎ園）見学（2人ずつ入れ替わり）
12：00 まとめ
12：30 終了

2日目【8月23日（火）】
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1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

廿日市市吉和は、広島市内より車で１時間ほどの山あいにあり、山口県岩国市と島根県益

田市に接しています。人口はおよそ700人で、明治維新以前より吉和村と呼ばれる単一の村

でしたが、平成15年の合併により、南隣の佐伯郡佐伯町とともに廿日市市となりました。

面積の94％が山林であり、川遊びや釣り、紅葉にウィンタースポーツまで楽しめるレジャ

ー施設も充実し、県内外からの観光客で年中賑わっています。産業は寒冷な気候と清流をい

かした米作やわさび、ほうれん草の栽培が行われています。

吉和診療所は、吉和地区唯一の医療機関であり、地域の住民が安心して暮らせるために平

成15年４月に常設化されました。外来、往診のみで入院施設はありません。医師１名、看護

師２名、事務１名の体制で診療を行っており、内科と週に２回の診療を行う歯科、そして保

健センターが併設されています。診療所の前にはよしわさくらバスが停まり、住民の足とな

っています。また、月に１回地域ケア会議が行われ、地元の保健師さんやケアマネージャー

さんが一体となり、住民の皆さんの健康を守っておられます。

2．実習内容の報告、および感想

初日、吉和に到着した私たちは地域包括ケア会議に参加させていただきました。そこでは、

医師、看護師、ケアマネージャーの他に社会福祉士や保健師、地域包括ケア担当の方が吉和

の地域医療の問題点を話し合っていらっしゃいました。例を挙げると、患者さんの病状・性

格についてであったり、闘病を支える家族の負担であったり、利用している介護等のサービ

スについてなど内容は多岐にわたっていました。私は医師としての地域医療に対する関わり

方については考えたことがありましたが、こういった多職種の連携を実際に見ると医師主体

でなく、地域主体での考え方の必要性を感じました。その後、往診の見学をさせていただき

ました。吉和地区では一人暮らしのお年寄りが多いそうで、実際私たちが訪問させていただ

いたお宅でも、介護認定のための記憶力チェックを行っておられました。往診にもいろいろ

な形があるとわかりました。

２日目にはデイサービス（せせらぎ園）の見学をさせていただきました。せせらぎ園は要

介護度の低い方が多く、雰囲気もとても明るく私たちにもよく話しかけてくださいました。

その際、診療所の吉川先生の印象について利用者の方に尋ねたところ、先生の人柄について

など、大きな信頼を寄せているようでした。地域医療における密な人間関係を垣間見た気が

しました。その後診療所の見学をさせていただきました。特に印象的だったことは薬の分包

をさせていただいたことです。吉和診療所には薬剤師が常駐していないので、薬の処方も先

生がされているとのことでした。普通であれば医師の業務の範囲を超えるであろう作業まで

も一人でこなされているのだと驚きました。先生に伺った話では、その他にも簡単な検査で

あったり診療所にない薬を最寄りの病院に取りに行ったりと多岐にわたる業務をこなしてい

らっしゃるようでした。このような部分が地域医療における総合診療医の果たすべき役割な

のかなと思いました。

6

地域医療セミナー報告書（吉和診療所）

広島大学4年　井上　和子

自治医科大学4年　平田　裕二

広島大学3年　川畑　彩夏

広島大学1年　品末　典也
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3．総　括

２日間の実習の中で、吉和診療所の地域での役割の大きさを実感しました。吉和地区は人

口が600～700人と小さな町であり、吉和診療所は唯一の医療機関です。そのため病院とは異

なり、限られた設備の中で患者さんに最大限の医療行為を行うことが重要であると思いまし

た。また地域と密接であるからこそ、患者さん一人一人に親身に寄り添って診察を行ってお

られました。実習１日目に、紹介患者さんの飲む薬がなく、数時間かけて廿日市市中心部ま

で取りに行かれたのは、非常に印象に残りました。患者さんにどのように向き合っていくの

か、医師として活かせるよう、これからより一層精進していきたいと思います。

4．謝　辞

この２日間、お忙しいなか私たちの実習を受け入れてくださった吉川先生をはじめ吉和診

療所の皆様、福祉関連のスタッフの方々、吉和地域の方々、今回のセミナーを企画してくだ

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方々にこの場をお

借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。
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■ 所　　長 ／ 東條　環樹　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0826-35-0119

■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0826-35-0100

■ 住　　所 ／ 山県郡北広島町荒神原200

■ 参加学生 ／ Ａチーム　川上　　咲（広島大学4年） 赤木　千夏（自治医科大学4年）

山本　祥平（広島大学3年） 細　　貴幸（自治医科大学2年）

Ｂチーム　眞田　莉花（広島大学4年） 住本　夏子（広島大学3年）

宮地　康平（広島大学3年） 國原　蒼士（広島大学1年）

8

県西部

②北広島町雄鹿原診療所
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■ 実習日程

Ａチーム

地域医療における診療所の役割について知る

Ｂチーム

中山間地域での医療の在り方と現状テーマ 

テーマ 

13：00～ オリエンテーション
特別養護老人ホームやまゆり見学
八幡診療所見学

17：00～ 終了

1日目【8月22日（月）】

08：30～ 雄鹿原診療所見学
12：00～ 終了

2日目【8月23日（火）】

12：30～ オリエンテーション
14：00～ 特別養護老人ホームやまゆり見学
15：30～ 八幡診療所見学
17：00～ 終了

1日目【8月24日（水）】

08：30～ 雄鹿原診療所外来見学
09：30～ 訪問看護見学
11：30～ 終了

2日目【8月25日（木）】
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実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

雄鹿原診療所のある北広島町は、広島県の北西部の芸北地域のほぼ中央部に位置していま

す。北広島町の北及び西は、中国山地の稜線が連なっており、それを境に島根県と接し、東

は安芸高田市、南は広島市や安芸太田町が位置しています。北広島町の人口は平成27年12月

末現在19,455人で、人口の推移は減少傾向が続いていますが、老年人口比率は平成22年で

35％と増加傾向が続いています。

雄鹿原診療所は、保健、福祉、医療を統合した芸北ホリスティックセンターという施設内

にあり、同センター内には、歯科診療所も存在します。外来診療だけでなく、地域住民の方

を対象とした健診や在宅医療、特別養護老人ホームとの連携などにも取り組まれています。

実習内容の報告、および感想

今回の実習で、私たちは外来見学（雄鹿原診療所、八幡診療所）、特養見学、訪問看護見

学をさせていただきました。初めに、東條先生から雄鹿原地区の特徴、先生の地域医療に対

する思いの講義を受けました。初め私たちは緊張しており、顔もこわばっていましたが、先

生が気さくに話しかけてくださり、講義の最中でも質問しやすい環境を作ってくださってい

たのでとても面白く、興味深く話を聞くことができました。その話の中で先生が「住んでよ

かった、住み続けたいと思える地域づくりのために専門職ができることを考える必要がある」

「できる、できないかではなく、やるかやらないかだ」とおっしゃられていたことはとても

印象的であり、先生の地域医療に対する思いや、情熱が伝わってきました。私たちも先生の

ように幅広い見方から地域に対して貢献していきたいと感じる講義でした。

また、先生の「看取り」に対する姿勢も印象的でした。第一に患者さんやその家族としっ

かり話し合い、その中で方針を決めていくこと。家で看取りができたので、患者さんの家族

がありがとう、と言っているから100％後悔がなく患者家族が納得のいく医療を提供でき

た！と自意識過剰になるのではなく、常に謙虚に医療に対して向かっていくことが大事であ

ると教わりました。また、雄鹿原診療所から少し離れたところにある八幡診療所にもお邪魔

させていただきました。診療所にある医療機器はポータブルエコーだけという環境の中で診

療されており、限られた医療資源で最大限の医療を提供することの大切さや難しさ、やりが

いも感じることのできる研修でした。

総　括

今回、雄鹿原診療所や八幡診療所、特別養護老人ホームやまゆりを見学させていただき、

芸北地域の医療圏や現状について知ることができました。地域に住んでいらっしゃる方々の

意見を直接伺う機会はなかったのですが、健診受診率の高さやほとんど全ての方が家での看

取りを希望しているということから、地域の方々が東條先生を信頼していることで安心して

生活を送れるのだということを強く感じることができました。東條先生は限られた医療資源

を最大限活用し、一人一人と本気で向き合い、医療従事者と地域住民との間にある認識の違

いなどを摺り寄せ、認識を一致させることにより地域住民も巻き込んだ芸北地域の医療をし

10

地域医療セミナー報告書（雄鹿原診療所Ａ）

広島大学4年　川上　　咲

自治医科大学4年　赤木　千夏

広島大学3年　山本　祥平

自治医科大学2年　細　　貴幸
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ておられました。地域医療をよりよくするために必要なことは何か、どうすればよいのかを

常に考え、「できる、できないかではなく、やるかやらないかだ」という東條先生のお言葉

のように、実行に移すことの大切さを学ばせていただきました。

日ごろ、机上の勉強が多い中で、実際の医療現場を見ることはモチベーションの向上にも

つながりましたし、これからさらに気を引き締めて勉学に臨み、幅広い視野を持てるように

今後の学生生活を過ごしていきたいと思いました。また、将来地域医療に携わる身として、

学生のうちにできることは何かを考え行動に移していきたいと思います。

謝　辞

最後になりましたが、東條先生をはじめとする雄鹿原診療所の皆様、特別養護老人ホーム

やまゆりの皆様、八幡診療所の皆様にはお忙しい中大変お世話になりました。この度の実習

で将来地域医療に携わることに、より一層興味ややる気を持つことができ、とても有意義な

実習となりました。実習で学んだことを活かしてこれからも日々の勉学に励んでいきます。

本当にありがとうございました。
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1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

北広島町は2005年に大朝、芸北、千代田、豊平の各町村が対等合併して発足し、広島県の

北西部芸北地域のほぼ中央に位置する。北広島町は広島都市圏に接しており、観光・郷土芸

能、そしてスキー場などのレクリエーション施設も充実していることから比較的都市部と交

流の多い地域である。町の人口は約２万人であるが、高齢化率が46％と、高齢化が進んでい

る地域である。

雄鹿原診療所は北広島町芸北地域において中心的な役割を果たしている医療機関である。

診療所での業務にとどまらず、在宅医療や特別養護老人ホームとの連携などにも積極的に取

り組まれている。

2．実習内容の報告、および感想

今回の実習では、１日目に雄鹿原診療所と東條先生についてのお話を伺った後で近くの関

連施設を回り、２日目に外来と訪問看護の見学を行った。

雄鹿原診療所に到着してまず初めに東條先生のお話を伺ったのだが、「何を指して地域医

療というのか」という問いかけから始まり、一人の患者を継続的に診ていけること・個人の

健康だけでなく地域全体の活力に貢献できることのやりがいと、やりたいと思ったことを実

行に移せることの楽しさを、先生の実体験に沿って説明していただいた。その実例として高

い健診受診率が挙げられる。一見健康そうに見える人や、ある疾患で通院している人でも、

思いもよらないサインがみられることがあるが、先生はこの見落としを最小限に抑える必要

があるとお考えである。そこで地域の方へ健診の大切さを伝えたり、診察に活かすために数

値をカルテに１つ１つ手入力されたりした結果、芸北地区の健診受診率は北広島町の他の地

区とくらべ極めて高くなっている。

先生のお話を伺った後は、雄鹿原診療所を出ていくつかの施設を見て回った。その一つ、

特別養護老人ホーム「やまゆり」では、利用者やスタッフの方々の表情が明るいだけでなく、

各ベッドに日差しが当たるように工夫された部屋や、まるで居間のようなスペースが存在し、

家族もそこで寝泊りできる個室など、建物の構造からも利用者への思いやりが感じられた。

さらに、この「やまゆり」で行われている取り組みとして「家族カンファ」があるという。

これは一年に一度、利用者とその家族、施設の介護士、そして東條先生が集まり、「死ぬ時

にどうするのか」をみんなで確認するものだ。病態が急変しても、それを見据えて事前に対

応を決めておけば、利用者自身の意向に沿った最期のときを迎えることができるとの考えか

らこの家族カンファをするようになった。また、雄鹿原診療所から十数㎞離れたところに位

置する、八幡診療所も見学させていただいた。医療機器も少なく、とても小さな診療所であ

ったが、診察の様子を見学して、この場所も八幡地区の方たちの健康を支える地域医療の現

場そのものなのだと感じた。

２日目には２グループに分かれ、外来見学と訪問看護見学を行った。前者では、耳だけで

なく身体も患者の方に向けて親身に話を聞く様子や、健診結果や病状をわかりやすく説明す

る様子を見せていただいた。後者の訪問看護では、在宅医療を実現させる看護師さんたちの

12

地域医療セミナー報告書（雄鹿原診療所Ｂ）

広島大学4年　眞田　莉花

広島大学3年　住本　夏子

広島大学3年　宮地　康平

広島大学1年　國原　蒼士
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仕事内容や、老老介護の実態を学ぶことができた。不便な場所に高齢者だけで住むことの大

変さ、そして介護する側とされる側が依存しすぎてしまうことの問題点を見学を通して実感

できた。

今回学んだことを糧に、我々も地域に活力を与えられるような立派な医師になりたいと思

った。

3．総　括

今回の実習で最も印象に残ったのは、東條先生がただ診療所で診察をしているだけでなく、

町の人の健康、そして死をよりよく迎えるために様々な活動をしていらっしゃったことであ

る。そしてこれらの活動は先生だけの力ではなく、看護師や社会福祉士、介護士などまわり

の人たちによって支えられているということを感じた。芸北地区ではすばらしいチーム医療

そして地域医療が行われていた。このような地域が増えていってほしいと思う。

4．謝　辞

最後になりましたが、今回私たち医学生のために貴重なお時間を割いてくださった東條先

生、亀山先生をはじめとする雄鹿原診療所の皆様、特別養護老人ホームやまゆりの皆様、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にこの場を借りてお礼

申し上げます。ありがとうございました。
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■ 院　　長 ／ 武澤　　厳　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0826-22-2299

■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0826-22-0623

■ 住　　所 ／ 山県郡安芸太田町下殿河内236

■ 参加学生 ／ 松琴可南子（広島大学4年） 森本　皓大（広島大学4年）

月元　天啓（広島大学3年） 吉田　奈央（広島大学1年）

湯川　　葵（広島大学4年〈看護〉） 石橋　　遥（広島大学4年〈看護〉）

■ 実習日程

安芸太田病院から地域医療を学ぶテーマ 

14

県西部

③安芸太田病院

11：00～12：00 オリエンテーション
12：00～13：00 昼食
13：00～14：00 施設案内
14：00～16：30 在宅医療見学

16：30 終了

1日目【8月24日（水）】

09：00～12：00 症例検討
12：00～13：00 昼食
13：00～13：30 総括

13：30 終了

2日目【8月25日（木）】
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地域医療セミナー報告書（安芸太田病院）

1．実習施設とその地域の概要

安芸太田町は広島県の北西部に位置する町で、旧加計町・旧筒賀村・旧戸河内町の３つの

町村が合併してできた町です。安芸太田町の人口・世帯数は、人口6,728人（2016年６月30

日現在）、世帯数3,233世帯（2016年６月30日現在）、65歳以上の高齢者の比率48.45％となっ

ています。広島県でも高齢化が進んだ地域と言えます。また安芸太田町は面積の90％が森林

で、可住地域は10％にすぎません。高齢者の多い地域において、森林が多いことは移動をす

るうえで大きな問題になるだろうと感じました。しかし、森林が多いことで三段峡や温井ダ

ムなどの名所があります。冬にはスキー客でにぎわい、安芸太田町の観光を支えています。

安芸太田病院は国民健康保険組合の直営の殿賀村診療所として開設され、市町村合併によ

り名前や場所が変わっていきながら、安芸太田町の中核病院として機能してきました。診療

科は内科、神経内科、外科、整形外科、精神科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、

婦人科、泌尿器科、循環器外来、糖尿病専門外来、禁煙外来、発熱外来などがあります。特

別診療として人間ドックや透析も行っています。一般病床53床、療養病床52床、認知症病床

44床となっています。認知症病床の多さは大きな特徴だと思います。

2．実習内容

１日目は午前中に安芸太田町についてのお話を聞かせていただきました。町の現状、人口

減少とそれに対する対策などの話を聞きました。特に印象に残っているのは、外部の人材を

活かすということでした。観光協会や地域おこし協力隊の全国公募を使い、外部からの新た

な人材の確保を行っているということでした。この成果もあり、2005年から2010年では人口

が11.9％減少（中国地方ワースト１）していたのが、2014年に初めて社会動態が１人増加に

なり人口減少が抑制傾向になっているとのことでした。

１日目の午後からは施設や訪問診療、グループホームの見学をさせていただきました。施

設見学をして１番に気付いたことは施設がとてもきれいで、設備も充実していることでした。

療養病棟は改築がまだなので他のところに比べると古くて汚いかもしれないと先生はおっし

ゃっていましたが、それでも地域の病院としては十分なように感じました。特に印象に残っ

ているのは、認知症病棟です。多くの認知症の患者さんがおられて驚きました。今までいく

つかの病院に実習で行かせていただきましたが、認知症用の病棟を初めて見て、とても貴重

な体験になりました。

訪問診療では先生について診療の様子を見せていただいたり、実際に聴診器で呼吸音を聞

かせていただきました。聴診器で呼吸音を聞くのは初めてでわからないことばかりでしたが、

他ではできない体験ができました。

２日目は実際に医師、看護師、PT、OT、地域医療支援室の方を含めて症例検討を行いま

した。患者さんにも直接会わせていただいて、お話を聞いて、質問をしてからみんなで検討

していきました。内容は、今の患者さんにはどんな問題があるか。退院して家に帰るとどん

広島大学4年　松琴可南子

広島大学4年　森本　皓大

広島大学3年　月元　天啓

広島大学1年　吉田　奈央

広島大学4年〈看護〉 湯川　　葵

広島大学4年〈看護〉 石橋　　遥
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な問題が新たに生まれるか。それに対してどのように対応すればよいか。これらについてみ

んなで意見を出してまとめたものを、安芸太田病院の方々に発表しました。自分たちではた

くさん考えたつもりでしたが、先生方からどんどん新しい問題点や解決策が出てきたので、

自分たちはまだまだだと思うと同時に、考え方を広げるとても良い機会になりました。

3．総　括

今回の実習で１番良い経験となったのは症例検討です。チーム医療の重要性を感じ、それ

が地域医療でどれほど役に立っているか知ることができました。症例検討の考え方をこれか

らも深めていくことは、地域医療を実践していくうえで１番大事な部分を成長させてくれる

と思います。先生方が患者さんのQOLや退院後のことまで考えていらっしゃる姿勢に感銘

を受け、これからは自分たちもそうなりたいと思いました。こういった考え方・姿勢に早い

うちに触れることができてよかったです。

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安芸太田病院の皆様、実習を企

画してくださった皆様、また、ご協力いただいた患者の皆様に感謝いたします。２日間、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した。

16

報告書2016  16.11.25 11:55 AM  ページ 16



17

■ 院　　長 ／ 越智　崇史　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0823-66-2110

■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0823-66-4081

■ 住　　所 ／ 呉市豊町大長4976-2

■ 参加学生 ／ 杉野　健太（自治医科大学4年） 野田　　望（広島大学3年）

新井　　勲（自治医科大学3年） 植村　奈月（広島大学2年）

■ 実習日程

島の医療を肌で感じるテーマ 

県南部

①越智医院

13：00～ 昼食
13：30～ 調剤薬局・老人ホームの見学
15：00～ 越智医院の施設見学
16：00～ 終了

1日目【8月22日（月）】

09：00～ 検査体験（内視鏡・超音波）→2班に分かれて行う
診察・検査見学

10：00～ 外来患者に聞き取り調査
12：00～ 昼食
13：00～ 終了

2日目【8月23日（火）】
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1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

越智医院がある大崎下島は瀬戸内海に浮かぶ美しい島であり、大崎下島以外にも、周りに

は下蒲刈島、上蒲刈島、豊島などがある。大崎下島の特長の一つに、急激な高齢化と人口減

少がある。平成10年の時点では、大崎下島の人口は3,300人存在だったが、この18年で人口

は３分の２の2,000人まで減少した。高齢化率も65％と、県平均の27.3％と比較して大変高い。

そのような、超高齢化社会の医療を支えている数少ない医療機関の一つが、今回実習させて

いただいた越智医院である。

越智医院はご兄弟で協力して運営されており、お兄さんの越智崇史先生と弟の越智公則先

生が協力して診察されている。越智医院には、エコー、骨密度検査機器、内視鏡、ウォータ

ーベッド、動脈硬化測定器など数多くの機材があった。

2．実習内容の報告、および感想

越智医院では、まず、機材が充実していることに大変驚かされた。機材を充実させている

理由として、越智先生は、大崎下島の高齢化が進んでいることもあり、機材がないためにわ

ざわざバスに乗って遠くの中国労災病院などの大きな病院に行かなくてもいいようにしたい

からだとおっしゃっていた。また、越智医院の医療で特徴的だと感じたのは、地域の人々の

生活を少しでも良くしたいと努力し続けられている姿勢である。上記の機材の充実に加え、

車の運転ができずに医院に来ることが難しい人たちのために、越智医院では送迎バスも自前

で用意されていた。患者さんにお話を伺う機会があったが、越智医院の送迎バスは大変あり

がたいと多くの方が語っていた。

ひかり薬局は越智医院から歩いて１分程度の場所にあった。薬局のご主人は越智先生との

コミュニケーションを大切にされており、薬の変更点など少しでも気になることがあれば、

機会を見つけてすぐに意見交換されるそうだ。また、近くの特別養護老人ホームの豊寿園に

対する薬の準備もひかり薬局がされている。このように、地域の各医療機関が一丸となって

医療を支えているのが、大崎下島の医療の特長の一つであった。

豊寿園は大崎下島にある唯一の特別養護老人ホームである。豊寿園の特長は、常識にとら

われないで、職員さんが良いと思ったものを果敢に施設に取り入れている点であった。最近

話題の、Body make seat Styleや、カラオケ機器のダムなども施設に取り入れられていた。

3．総　括

大崎下島の医療を一言で表現するなら、「ハート」を大切にしていることだ。越智医院を

筆頭に、変わりゆく医療制度に流されない、利用してくれる患者さんが喜んでくれるための

医療をやっていこうとする姿勢、そして、常識にとらわれない行動力こそ、今回の実習で

我々が学ぶことができたかけがえのない経験だったと思う。越智先生は、我々学生と話す際

には、ベテラン医師としてだけでなく、一人の人間としても会話をしてくださった。そこに

は、地域医療とは何なのか、よりよい医療をするために自分に何ができるのかを常に求め続

けていらっしゃる越智先生の気持ちが表れていた。大崎下島の患者さんは、設備の充実した
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地域医療セミナー報告書（越智医院）

自治医科大学4年　杉野　健太

広島大学3年　野田　　望

自治医科大学3年　新井　　勲

広島大学2年　植村　奈月
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病院にかかりたいなら、バスで二時間我慢すれば良い。地域の病院と市内の大きな病院の役

割分担を考えざるをえない状況にある。そんな中、越智医院を利用する患者さんに聞いた越

智医院の存在とは、いざというときに頼りになるお医者さん、いつも近くで見守ってくれて、

必要なら遠くの病院を教えてくれるお医者さんというものであった。市内まで車で行けない

患者さんのため、急遽対応を求められる患者さんのため、越智医院は確かに地域の医療を支

える、地域医療のライフラインであった。大きな病院との役割分担の一つの形を学ぶことが

できた、素晴らしい実習であった。

4．謝　辞

今回、数々の興味深いお話をしてくださり、多くの貴重な経験や会話を、一人の人間とし

ても惜しみなく教授してくださった越智崇史先生にこの場をお借りして心からの感謝を申し

上げたい。また、越智医院の看護師の皆様、快くいろいろな話を聞かせてくださった患者さ

んの皆様、地域の薬局について興味深い話をしてくださったひかり薬局の職員の皆様、特別

養護老人ホームの可能性を示してくださった豊寿園の馬明さんと施設の方、そして、今回の

実習にかかわってくださった多くの方々に、心から感謝申し上げる。
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■ 院　　長 ／ 円山　忠信　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0846-64-2062

■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0846-64-3523

■ 住　　所 ／ 豊田郡大崎上島町中野4322-3

■ 参加学生 ／ 松島　彩子（広島大学4年） 池田　　駿（広島大学2年）

西宮　　陸（広島大学2年） 村田　　涼（広島大学2年）

■ 実習日程

島に根ざした医療を体感するテーマ 

20

県南部

②円山医院

11：30 到着・円山先生と昼食
13：00 よってみんさい屋講演会
15：00 外来見学
17：00 終了

1日目【8月23日（火）】

09：00 外来見学
12：00 昼食
13：00 救急艇見学
14：00 島内見学
15：00 終了

2日目【8月24日（水）】
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地域医療セミナー報告書（円山医院）

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

実習先の診療所…円山医院

地域…広島県豊田郡大崎上島町中野

大崎上島は竹原、安芸津からフェリーで約30分の芸予諸島の中程に位置しており、造船業、

みかん、レモン、ブルーベリーの栽培が盛んです。人口は約8,000人です。

円山医院は、島に５つある診療所のうちの１つで、院長先生とその奥様、数名のスタッフ

で運営されています。個人経営の診療所で、医療設備はエコー、レントゲン、マッサージ機、

けん引機などがありました。

2．実習内容の報告、および感想

１日目は円山先生が月に一回行っている講演会「よってみんさい屋」で島民の皆さんと一

緒にお話を聞かせていただきました。予想以上の参加人数にとても驚きました。「話がごち

そう」という言葉のもとに多くの人が集まっていて、みなさんが本当に楽しみにしていると

いうことがとてもよく分かりました。テーマは「大腿骨の骨折」でしたが、決して硬い話で

はなく冗談も交えながら話をされていました。そして、この会には近所の人に連れてきても

らったと聞いて、地域のみなさんのつながり、絆を感じられました。島のみなさんの助け合

いの気持ち、みんなを家族と思うそのあたたかい心を感じることができました。

そしてその中に円山先生が顔を出して、地域の皆さんに注意喚起をして、おしゃべりをす

ることで、みなさんの健康を守ることだけでなく、みなさんの安心感につながっているのだ

ということを感じることができました。

２日目は主に外来診療の見学をさせていただきました。円山先生が高齢の患者さんに「ど

うやって来たの？」と聞いていたのがとても印象に残っています。自分の足で歩いてきたと

聞けたら、元気だから安心。ただし水分はしっかりとるように注意を促す。自転車で来たと

聞いたら、こけないように気をつけてねと言いながら元気なことに安心。これもまた水分を

しっかりとって熱中症には気を付けるように注意を促す。そして、誰かに送ってきてもらっ

たと聞いたら、地域の皆さんが家族とみなしてくれているということを確認できてうれしい、

と笑顔で話していた円山先生の姿がとても印象に残っています。

午後は救急艇見学をさせていただきました。救急艇の内部を見せていただいたり、実際に

海を走らせてくださいました。救急艇の設備は陸を走る救急車に似ており、揺れも少なく快

適でした。ドクターヘリが飛ばない夜も出動することができるので、島の医療の重要な柱の

一つになっているそうです。

3．総　括

今回の実習では外来見学や救急艇の見学などをさせていただきました。病院を訪れた患者

さん一人一人に対してしっかりコミュニケーションをとるのはやはりへき地医療特有の光景

であり、これが患者との信頼関係を作り、患者さんのわずかな変化に気付く手助けになると

いうことを知りました。

広島大学4年　松島　彩子

広島大学2年　池田　　駿

広島大学2年　西宮　　陸

広島大学2年　村田　　涼
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特に印象に残ったのは「よってみんさい屋」の見学で、地域の人々が皆楽しそうに先生の

話を聞いているのを見たことです。先生と住民達との間に深い信頼関係が築かれているのを

感じました。こういった活動がへき地医療において大きな役割を担っているのは言うまでも

なく、へき地で働く医師には治療ができるだけでなく、人々と積極的に交流していく活動力

も必要とされることがわかりました。

4．謝　辞

この度は地域医療セミナーの夏実習をお引き受けいただきありがとうございました。今回

の実習では地域で行われている医療の中でも島における地域医療だけでなく、島の人々との

関わり方、そして円山先生が地域のみなさんにいかに愛されているかを知ることができまし

た。

短い時間でしたが、地域における医療の中でも特に島における医療の在り方、そして地域

の在り方について触れることができた素晴らしい時間でした。今回の実習で得た知識、自分

が円山先生のようになりたいという思いを大切に、医療知識、技術、人間性を磨いていきた

いと思います。

最後になりましたが、円山先生をはじめとしたスタッフのみなさん、救急艇を案内してくだ

さった東広島消防署の皆様、醸造場を見学させてくださった岡本醤油醸造場の皆様、実習を

企画してくださった地域医療システム学講座・広島県地域医療支援センターの皆様のおかげ

で大変有意義な素晴らしい時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。

22
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■ 院　　長 ／ 田村　　裕　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0846-63-0311

■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0846-63-1090

■ 住　　所 ／ 豊田郡大崎上島町明石2700

■ 参加学生 ／ 小浦　智子（広島大学4年） 宮重　直弥（広島大学2年）

河口　　両（自治医科大学1年）

■ 実習日程

島ならではの医療活動について学ぶテーマ 

県南部

③田村医院

13：30～ 診療所の説明
胃瘻交換の見学
往診見学（個人宅・グループホーム）
産業医として働かれている大崎工業の見学

18：00～ 終了

1日目【8月24日（水）】

09：30～ 往診見学
10：30～ 救急艇見学・乗船
12：00～ 終了

2日目【8月25日（木）】
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1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

田村医院は、広島県豊田郡大崎上島町にあります。

大崎上島は本土とは橋でつながっていません。竹原港や安芸津港からフェリーで30分ほど

の場所にあります。人口は2016年７月末時点で、7,951人と推計されています。

田村医院には、心電図やエコー、レントゲンやCT、内視鏡などの医療機器が揃っていま

す。入院は基本的には行われていないようですが、必要に応じて病室を使うこともあるよう

です。

2．実習内容の報告、および感想

１日目にはまず、大崎上島や田村医院についての説明を受けました。また、田村医院内に

ある医療機器についての説明を受け、実際に体験しました。先生は週末には竹原市内の病院

で勤務されており、そこで最新の医療、医療機器について情報を仕入れるのだそうです。実

際に竹原市内の病院で使われており、先生が田村医院でも使われるようになった、疼痛緩和

などに使われる機器を体験しました。

次に、胃瘻の交換を２回見学しました。胃瘻にはボタン型とチューブ型があるのですが、

両方の型の交換を見学することが出来ました。また、それぞれのメリット・デメリットにつ

いても教えていただきました。田村医院には内視鏡の設備が整っているので、胃瘻をつくら

れた方も島を離れずに交換出来て安心だろうなと感じました。また、胃瘻をつくらないとい

う選択をされた患者さんにもお会いできました。両方の立場の患者さんにお会いできて、そ

れぞれの患者さんやその家族にあった選択肢を提示できるような医師になろうと思いまし

た。

また、爪が剥げかけてしまった患者さんに対する処置も見学しました。院長先生のお父さ

んも協力されていました。思い切り爪を取っていたので、初めて見た私には衝撃的でした。

その後は往診に同行させていただきました。まずは人工呼吸器をつけている患者さんのお

宅に伺いました。自宅で人工呼吸器を使えるということを知らなかったので驚きました。在

宅でも様々な対応が出来るのだということ知ることができました。その他、グループホーム

や一人暮らしをされている患者さんのお宅にも伺いました。一人暮らしされている患者さん

の家族は島内に住まれているようですが、それでも一人で生活するのは大変だろうし、心配

だろうなと感じました。

また、産業医として先生が関わられている大崎工業株式会社へ伺いました。ヘルメットを

つけ、実際に工場を見学しました。主にニッケルを扱う工場を見学しました。先生は換気の

チェックなどをされていました。また、半年に１度、健康診断を行い、ストレスチェックも

任意でされているようです。私たちが想像していた以上に細かいところまでチェックされて

いたことに驚きました。先生は、今回伺った工場以外にも４ヶ所の事業所で産業医をされて

いるようです。

２日目には救急艇を見学しました。まず、消防隊の方から、救急艇についての説明を受け

ました。救急艇にある設備は、基本的には救急車にある設備と変わりません。ストレッチャ
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地域医療セミナー報告書（田村医院）

広島大学4年　小浦　智子

広島大学2年　宮重　直弥

自治医科大学1年　河口　　両
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ーの種類も、搬送先の港に来る救急車のものと同じものに統一されているようです。とても

細かな配慮で、なるべく早く搬送しようと思うと重要なことだと思いました。救急艇は、１

日に平均で１、２件、多い日は３、４件の出動があるそうです。平成27年度の統計では、

269件の救急艇出動があったそうです。ちなみに、ドクターヘリは８件だったそうで、いか

に救急艇が頻繁に使われているのかがよくわかりました。説明後は実際に乗船し、出港した

のですが、出港直後に呼び出しがあったそうで急遽戻ることになりました。最後まで乗れず

残念でしたが、大崎上島町の現状を知ることが出来る貴重な経験となりました。

3．総　括

今回の実習を通して、診療所での診察だけでなく、往診、グループホームへの訪問、更に

は産業医として働かれるなど、先生が関わられている分野は本当に幅広いのだと驚きました。

将来働くときに、幅広い視野を持つことが大切になるのだろうと実感しました。

4．謝　辞

最後になりましたが、今回実習を受け入れ、ご指導してくださった田村医院の先生をはじ

めとする田村医院のスタッフの方々、消防署の方々、大崎工業株式会社の方々には大変お世

話になりました。大変充実した実習となりました。本当にありがとうございました。
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■ 院　　長 ／ 森本　忠雄　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0823-56-2225

■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0823-50-1002

■ 住　　所 ／ 呉市倉橋町7382-2

■ 参加学生 ／ 安富　和果（広島大学4年） 西本　祐美（広島大学3年）

柴村　英真（広島大学2年） 塚原　一樹（広島大学2年）

■ 実習日程

地域医療における血液透析の役割を知るテーマ 
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県南部

④森本医院

11：30～13：30 血液透析、外来診療見学
13：00～14：00 昼食
14：00～16：30 在宅実習、血液透析実習
16：00～18：00 午後診察開始、超音波、心電図実習

18：30 終了

1日目【8月23日（火）】

06：30～7：00 血液透析見学、プライミング開始
07：00～8：30 患者来院、穿刺開始
08：30～ 外来診察開始、在宅医療、血液透析
13：30～ 昼食
14：00～ 終了

2日目【8月24日（水）】

報告書2016  16.11.25 11:55 AM  ページ 26



27

地域医療セミナー報告書（森本医院）

〈実習医療機関のある地域と医療機関の紹介〉

今回実習させていただいた森本医院がある呉市の倉橋島は、広島県の島々の中で最も南に

位置する人口約6,000人の島であり、愛媛県の津和地島、山口県の周防大島の島々が近くに

あります。古来より造船、海運が盛んで、島には大きな遣唐使船の模型がありました。自然

が美しく、中でも島の南部に位置する桂浜は日本の渚百選にも選ばれており、ここから海を

眺めて詠まれた和歌が万葉集に掲載されています。また坂道が多く公共交通機関もかなり少

ないので、車がないと生活しにくいのではないかという印象を受けました。

森本医院へは呉駅からバスで50分ほどかかり、また近くにデイサービスの施設もありまし

た。院長を務める森本忠雄医師は救急、循環器、内科一般を専門とされており、地域医療に

おいては特に救急を大事にされているそうです。地域のニーズに応じるため、訪問看護や訪

問診療、送迎付きの人工透析、血液検査やエコー、骨密度測定などを行っています。

〈実習内容の報告および感想〉

森本医院での実習では主に血液透析と訪問診療、訪問看護を見学させていただきました。

二年生は学校の授業で血液透析について学んでいなかったこともあって、一から手取り足取

り透析について教えていただきました。森本医院では朝７時から患者さんを受け入れて透析

を始めるそうです。病院に来られた患者さんはまずその日の体重を測り、その値や患者さん

の体調によって透析の量も変えていくそうです。一回の透析で約四時間の時間を要するので、

ベッドに寝たまま見られる位置に一台ずつテレビが設置してあるなど、森本先生の患者さん

の要望に応えてあげようとする姿勢が随所に見てとることができました。午前の透析が終わ

った後に、コメディカルの先生から透析のプライミングについて教わりました。実際に自分

たちもさせていただきました。一度聞いただけではとてもできるようなことではないほど難

しくて、それを難なくこなしている先生方はすごいなと思い、尊敬しました。

訪問診療や訪問看護の見学では、実際に車に乗って同行させていただき、先生や看護師さ

んの診察などをそばで見学させていただきました。患者さんの家に行くには、車がやっと通

れるくらいの細い道や急勾配の坂道も通らなければなりませんでした。そんな道をすいすい

運転していく技術はすごいなと思うと同時に、それだけ何度も通っているということなのだ

と思いました。訪問診療で感じたことは、患者さんとの会話が何よりも重要だということで

す。何気ない会話からその日の患者さんの体調を把握できるし、中には話をするだけで元気

を維持できる患者さんもいらっしゃるということを看護師さんから聞いて納得しました。

〈総　括〉

私たちは、今回の２日間の実習を通じて、非常に貴重な体験をすることができました。中

でも最も印象に残ったのは、森本先生の「患者さんを第一に」という強い信念でした。20台

もの透析台を導入したり島の端から端まで往診に出向いたりすることは、そう簡単にできる

ことではないけれど、全ては患者さんのためを想ってのことであり、地域医療に従事するに

あたって患者さんを想う心はとても大切なのだと改めて感じさせられました。また、森本先

広島大学4年　安富　和果

広島大学3年　西本　祐美

広島大学2年　柴村　英真

広島大学2年　塚原　一樹
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生は御年62歳ですが、還暦を過ぎているとは思えないほどアクティブで、朝から夜まで忙し

く動き回っておられました。倉橋島には森本医院を含め３つの医療施設がありますが、森本

先生が一番若いそうです。広島県は無医地区が深刻な問題となっていますが、医療が不足し

ている地域に勤務することは決して簡単なことではなく、かなりの体力がないと務まらない

のだということを感じました。学生である今のうちから、しっかりとした体力をつけるため

に努力する必要があると改めて思いました。

〈謝　辞〉

この度はお忙しい中、私たち学生のために実習の機会を設けてくださりありがとうござい

ました。訪問診療に同行させていただいたことは、これから地域医療を担っていくうえで貴

重な経験となりました。また、透析の回路を組み、プライミングをさせていただいたことは、

透析の仕組みを理解するのに大変役立ちました。そして何より、森本先生の「地域のニーズ

に応える」という熱意を見習いたいと思います。

28
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■ 所　　長 ／ 大木　　惠　先生

■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0846-45-0131

■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0846-46-0434

■ 住　　所 ／ 東広島市安芸津町風早2027

■ 参加学生 ／ 波多間浩輔（広島大学4年） 七尾　裕太（広島大学2年）

伊木　道子（広島大学2年） 数野　文華（帝京大学2年）

■ 実習日程

南海診療所で行われているリハビリテーションとはテーマ 

県南部

⑤南海診療所

10：30～ 診療見学
診療所の説明
リハビリ見学

18：00～ 終了

1日目【8月24日（水）】

08：30～12：00 診療見学
12：00 終了

2日目【8月25日（木）】
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1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

診療所がある東広島市安芸津町は海や山に囲まれた港町であり、島も多くあります。島の

一つには小芝島という島があり、ハートの形に見えるということで有名です。農業では主と

してジャガイモやビワ、ミカンが栽培されています。水産業では主としてカキの養殖が行わ

れ、造船業や瀬戸内海からとれる綺麗な水を使った日本酒の製造も行われています。高齢化

が進んでいますが、産業が盛んな町です。

南海診療所は東広島市安芸津町風早にあり、昭和39年６月12日に垣本克郎先生によって開

設されました。今年で創立53年目になる診療所です。現在は垣本先生のご息女の大木惠先生

が所長に就任され、昔ながらの医療を残しつつ、効率を高めてよりよいものにするため部分

的に新たな医療も取り入れた地域医療を行われています。

また、安芸津町で結成された「あきつほっと安心ネットワーク」において４つの部会（お

薬手帳を町全体へ浸透しようチーム・情報化チーム・災害対応チーム・生活福祉チーム）の

うち、お薬手帳を町全体へ浸透しようチームのリーダーに所長である大木先生が就任されて

おり、診療所でもお薬手帳の普及に力を入れておられます。

診療所の隣には平成15年10月16日通所リハビリテーション施設「デイケアなんかい」が開

設され、診療所と提携し自宅で生活できる体作りを目的としたリハビリテーションが行われ

ています。

2．実習内容と感想

実習１日目は、午前10時から始まりました。まず、隣接する「デイケアなんかい」で、利

用者のリハビリの様子を見学しました。多くの利用者の方々が歩行、お茶をコップに注ぐ、

トレーニング機器のセットといった行動を自分自身で行っていました。大木先生をはじめ施

設の理念「出来る限り自分のことは自分でする」を実践されおり、利用者の方々が生き生き

としているように感じられ、印象的でした。

午前の利用者の方々の送迎に同乗させていただき、安芸津地域がどのような土地柄である

か、お年寄りが住んでいるのが山あいであったり、島であったりと、生活の大変さを垣間見

ることが出来ました。

昼食は、料理をすることが出来ないお年寄りなどに地域で配達される弁当を頂きました。

普段地域のお年寄りの方がどのようなものを食べているかを自分の味覚で体験しました。

午後からは診療所とデイケア施設にある医療設備の紹介や、デイケア利用者の中でも比較

的重い障害がある方々の症状の説明、トレーニングについて細かく教えていただきながら見

学しました。医療設備は新しいものを導入されていて、地域の診療所としてさまざまな症状

に対応できるようになっていました。

また、重い障害のある方でも、やはり出来る限りのことは自分でされていました。

実習が終わると、大木先生はじめ施設のスタッフの方々と夕食を頂きました。

日常の施設の様子や、苦労話にはじまり、スタッフ同士の世間話まで様々なお話しが聞け

て、楽しくも、興味深いひと時を過ごしました。
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実習２日目は午前８時半から始まりました。初めに、大木先生から、安芸津地域において

行政区域と医師会の区分の違いがあり大変さがあること、そのような問題をクリアしていく

ために「あきつほっと安心ネットワーク」というボランティア団体を立ち上げ、地元活性化、

お薬手帳常備推進、認知症予防講演会活動など、安芸津の住民のためにさまざまな取り組み

をしていることを教えていただきました。

９時過ぎからは実際に診療所での診療を見学させていただきました。触診などもさせてい

ただき、患者さんがどのような疾患を持っていて、治すためにどのような手技が出来ればよ

いかを細かく教えていただき、大学の講義で習ったことが実際に結びつくことを実感でき、

嬉しさとともにこれからも勉強に励んでいこうと心が引き締まりました。

実習の最後は安芸津地域で診療所と連携を取りながら活動している、障害者の作業所「み

どり」と小規模多機能ホーム「みのりの里　安芸津」の見学に伺いました。診療所と協力し

ながら活動し、「出来ることは出来る限り自分でする」という考えが浸透しており、利用者

が生き生きとしていました。地域の様々な施設との連携も、よりよい医療や地域社会の構築

には重要だということを肌で感じました。

3．感想、謝辞

今回の南海診療所での実習経験は大変充実していました。

診察風景、大木先生と患者さんとの距離、診療所で働く方々の様子、デイケアの厳しいな

がらも実りのあるリハビリなど、沢山のことを見せていただきました。また、先生の医療や

医療人に対する熱い思いや患者さんのことを第一に考える姿を知ることができ、とても感銘

を受けました。先生や南海診療所、デイケアで働く方たちが口を揃えて「自分のことは自分

でやる」と仰っていましたが、これは患者さんの心を的確に捉えていると感じました。患者

さんも自分のことは自分でやりたいと願っていると思いますが、大概の施設ではリハビリの

ためのリハビリを行わざるを得ないというのが現状ではないか

と思います。時間や医療資源の問題で、リハビリやデイサービ

スは手取り足取りのものになってしまいがちですが、南海診療

所ではそのような光景は見られず、患者さんたちは高齢者とは

思えないほどのはつらつさ、元気な姿をみせてくれました。今

まで見学してきたどの施設とも違う取り組みを目の当たりに

し、このような医療の姿もあるのかと大変刺激になりました。

実習に参加させていただいた４人全員の医療に対する意識が

高まり、これからの大学での勉強も今まで以上に熱心に取り組

んでいきたいと強く思いました。

お忙しい中、約１日半という時間では収まりきらないほどの

プログラムを用意してくださったことを深く感謝します。

これからの日本社会において、地域医療という枠組みだけで

なく日本の医療全体にとって有益なひとつの医療のあるべき姿

を見せていただきありがとうございました。
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