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■ 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 ／ 岡嶋　瑠那（広島大学3年） 貞時　隆志（広島大学2年）

島津　千紗（広島大学2年）

■ 実習日程

診療所での地域医療　～患者さんとの距離感～テーマ 

県東部

①三原市大和診療所

10：45 レクチャー
施設内見学

14：00 昼休憩
訪問診療
外来見学

17：00 終了

1日目【8月23日（火）】

09：00 診察風景見学
12：00 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（大和診療所）

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に併設されている診療所です。

診療所の職員は、医師１名、看護師４名、事務員３名のみですが、三原市大和保健福祉セ

ンターの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の職員の方々と連携を

とって、ひとつのチームとして地域住民の健康と生活に貢献しています。

０歳から100歳まで幅広い年代に、それぞれに必要な医療を提供しており、内科を中心と

した多科にわたるプライマリ・ケアを行っていらっしゃいました。

地域の概要

面積は121.88hで、緑に溢れ、清流の流れる自然豊かな地域です。

瀬戸内の温暖な気候を利用し、様々な作物を育てている景色を目にすることもできます。

かつては、広島県賀茂郡に属していましたが、平成の大合併により、2005年に三原市と合

併することになりました。

高齢者の多い地域のため、多種多様な福祉施設があり、あたたかみのある福祉都市になっ

ています。

2．実習内容および感想

今回の実習では、大和診療所の特徴でもある、医療、保健、福祉の連携を学び、それぞれ

の視点から医療の現場を見ることができました。普段、医学部での勉強ではなかなか学ぶ機

会がない分野で、しかも将来必ず関わっていかないといけないことについて、少しでも学べ

たのは大きなことだったと思います。しかし、今回学べたことはほんの一部であって、より

学ばなければならないことがあるということをこれからも忘れないようにしたいです。

また、大和診療所では医師と看護師、事務の方の仲が良く、お互いに信頼しあっているな

と感じました。普段の診療の様子を見ていても、上手く連携がとれていて、スムーズに診療

が進んでいく様子が印象的でした。医療従事者側の連携が患者さんのためになるのだなと実

感できました。

最も印象に残っていることは、患者さんの生活のことまで考えて診療を行っている先生の

姿勢です。医師は、ただその病気を治せばいいというだけではなく、患者さん１人１人に生

活もあり、仕事もあるということを考え、そのなかでできる限りのことを尽くしているとい

う先生の医療への姿勢は、診察の中でも現れていました。患者さんに話を聞くときも、ご飯

はちゃんと食べているのか、子どもは帰省してきたのか、仕事はどうなのかなど、患者さん

の生活のことも聞きながら、診察を行っていました。そのように病気ではなく、人を診る医

療を行っている先生だからこそ、患者さんから信頼されているのだなと思いました。

3．総　括

まず今回の実習を通して一番勉強になったのは、地域医療における医療と福祉の関係につ

広島大学3年　岡嶋　瑠那

広島大学2年　貞時　隆志

広島大学2年　島津　千紗
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いてです。地域包括ケアを実現するためには、診療所で

働く医師が、患者さんのことを医療の面からだけではな

く、福祉の面からも支えなければいけないのだと学びま

した。単に病気を治すことだけではなくて、患者さんが

何を望んでいるのか、患者さんが生活していく中で何に

困っているのか、患者さんに寄り添ってみきわめ、対処

しなければならないのだと分かりました。たとえば、終

末期の患者さんであれば、治療に専念したいのか自宅で

療養することを望んでいるのかを、患者さんやその家族

との会話の中で判断する必要があります。実習中に訪問

した患者さんは、在宅での治療に切り替えたことに満足

している様子でした。このような、患者さんの望みをか

なえる診療ができるようになりたいと強く思いました。

そのためには医療に関する幅広い知識だけではなく、介

護保険制度のことなど福祉の分野にもわたって勉強をす

ることが必要だと考えました。

また、患者さんと医療スタッフとのコミュニケーショ

ン、さらに医療スタッフ同士でのコミュニケーションが

活発だからこそ、患者さんに寄り添う医療が提供できる

のだとわかりました。特に、一日に大勢の患者さんを診

なければならない診療所で、スタッフ同士が互いに声を

かけ、連携をとって効率よく診療を進めている様子が印

象的で、コミュニケーション能力を磨き、ほかの職種の

人たちとも良好な関係を保っておくことが、将来私たち

が地域医療を担うときに役立つのだと実感しました。

4．謝　辞

地域医療を近くで見学させてくださり、授業では習え

ないことを多く教えてくださった、藤家先生をはじめと

する大和診療所の職員の皆様に深く感謝いたします。ま

た、この実習を企画、サポートしてくださった古川先生

をはじめとする広島県地域医療支援センターの皆様に

も、この場を借りてお礼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。今回の実習を含めて、学生

一同、将来に必ず役立つ体験をすることができました。

学んだことを忘れることなく、これからに生かしていき

たいと思います。

34
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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 ／ 菰下　智貴（広島大学3年） 坂本　　光（広島大学2年）

増成　寿浩（広島大学2年） 佐藤　美純（広島大学1年）

■ 実習日程

瀬戸内の地域性とそれに基づいた医療を学ぶテーマ 

県東部

②尾道市立市民病院附属瀬戸田診療所

12：00～ 施設見学
15：00～ 訪問診療
17：00～ 説明会

1日目【8月22日（月）】

09：00～ 診療見学
12：00～ 終了

2日目【8月23日（火）】
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1．実習機関の紹介

瀬戸田診療所は尾道市の生口島にあり、生口島は人口約8,000人、高齢化率は63.1％です。

柑橘類の栽培が盛んで、近年サイクリングの人気スポットとなっています。現在、医師２名

看護師14名で構成される有床診療所として運営されています。

2．実習内容

１日目は病院内の見学をざっとさせていただきそのあと訪問診療に同行させていただきま

した。瀬戸田診療所では看護師とドクターが別々で行動しており、より多くの患者さんを診

ることができるようでした。また、患者さんの病状によって訪問診療の頻度を変えることで

診療の効率化を図っていました。大西先生は大変多くの訪問診療件数を抱えていらっしゃる

にも関わらず一件一件その家庭の状況やライフヒストリーを考慮し、一辺倒な治療ではなく

ケースバイケースに診療を行っていました。都市の総合病院とは異なりひとりひとり患者さ

んを診ており、地域に根付いた診療を行うには大西先生のようなスタイルが重要なのだと感

じました。こういった丁寧な診療のためか患者さんはみな大西先生を信頼しているようでし

た。改めて医療従事者と患者さんとの間の信頼関係の重要性を認識させられました。診療所

に戻ってからは、瀬戸田診療所を取り巻く環境について教えていただきました。瀬戸田の特

産は柑橘類でありそのため高齢者の多くは糖尿病を発症しやすく、また農作業による整形外

科的な疾患、例えば腰痛や膝の痛みなどが多いそうです。地域それぞれに特徴的なライフス

タイルがあり地域医療を行う上でそういった背景を考慮に入れなくてはならないと感じまし

た。また瀬戸田診療所には付近の総合病院を退院する際、一度瀬戸田診療所に入院し経過観

察を行うといった一面もあり地域と総合病院の架け橋になっているそうです。こういったこ

とが可能なのも有床診療所として運営されている先生方の努力の賜物だと感じさせられまし

た。

２日目は診療所の外来と病棟見学をさせていただきました。病棟は19床ありほとんどのベ

ッドが埋まっていました。病室は基本的に４人部屋ですが比較的安価で個室に移ることがで

き患者さんのニーズに添える形でした。また、認知症を発症している患者さんも多く、勝手

に徘徊しないよう工夫が凝らしてありました。診療所であるため多くの従業員を雇うことが

難しく、看護師さんは食事のお世話や入浴の介助、シーツ交換などをすべてこなしており地

域医療の大変さを知ることができました。入院患者さんやそのご家族ともお話しする機会も

あり瀬戸田診療所がどれほど地域の方にとって必要なのかひしひしと伝わってきました。病

棟見学ではドクターが一人一人丁寧かつ素早く診療されており人数が少ない中でより多くの

患者さんを見ようとする情熱を感じ取ることができました。また、瀬戸田診療所には総合病

院時代の検査機器が多数残っており血液検査やCTまで揃っており幅広い診療が可能となり、

より高度な地域医療が実現していると感じました。

3．総　括

瀬戸田診療所のある生口島は地域産業の特徴もあり、多くの方が農業をされています。そ
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広島大学3年　菰下　智貴

広島大学2年　坂本　　光

広島大学2年　増成　寿浩

広島大学1年　佐藤　美純

報告書2016  16.11.25 11:56 AM  ページ 36



37

のため股関節や膝に疾患を抱えている方が多くみられるように思いました。また、柑橘類栽

培が盛んなため食生活も糖摂取多寡による糖尿病もみられました。このような慢性的な症状

をもった患者さんにとって、在宅診療は患者さんのQOL向上に一役かっていると思いまし

た。医師の方々の患者さんへの情熱を感じ取ることができ今後医療従事者になる上でとても

良い経験ができ、身を引き締めて生活していこうと思いました。

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瀬戸田診療所の大西先生をはじ

めスタッフの皆様に深くお礼を申し上げます。この実習で学んだことを心に刻み、今後の生

活の活力にしていきたいと思います。
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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　宮原　　新（広島大学4年） 野原　佑珠（広島大学3年）

狛谷　　駿（広島大学2年） 大野　真実（広島大学1年）

Ｂチーム　西田　優衣（広島大学3年） 柳本　正樹（広島大学2年）

竹村　優李（広島大学2年） 前原　悠希（広島大学2年）
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■ 実習日程

Ａチーム

沼隈病院と地域の関わりを学ぶ

Ｂチーム

地域の基幹病院としての沼隈病院の役割を理解するテーマ 

テーマ 

13：00～ 挨拶・病院内見学
14：30～ まりホーム内海・まりデイサービス内海見学
16：00～ 嚥下・リハビリについて
17：00～ NST症例検討
18：00～ 終了

1日目【8月22日（月）】

09：00～ 常石医院見学
10：15～ 山南施設見学
11：00～ 地域連携室について
11：30～ グループワーク
12：30～ 終了

2日目【8月23日（火）】

13：00 挨拶
13：10 院長先生の講話
14：15 施設見学（まりデイサービス内海）
14：45 施設見学（放射線機器、院内）
16：20 実習（嚥下、口腔ケアについて）
17：00 講義（NST症例検討）
17：50 終了

1日目【8月23日（火）】

09：05 実習（訪問診療）
10：30 見学（認知症外来）
11：30 見学（山南施設）
12：10 グループワーク
13：20 終了

2日目【8月24日（水）】

報告書2016  16.11.25 11:56 AM  ページ 39



1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

私たちは広島県東部にある福山市の沼隈病院で実習させていただきました。福山駅からバ

スで30分ほどかかり、周りは田んぼや有名なブドウを栽培するビニールハウスがあるのどか

な町でした。

沼隈病院には医師や看護師だけでなく、理学療法士・作業療法士・ソーシャルワーカーな

ど多種多様な職種の方々が大勢働いており、患者さんをチームとなって診ていました。介護

老人保健施設が病院と併設されていることと、NST（Nutrition Support Team）稼働病院

として力を入れていることなどがこの病院の特徴として挙げられます。沼隈病院の先生方の

話によると、地域医療で必要なことはこの病院がこの沼隈にあり続けることであり、病院と

しての役割だけなく、この町を支える・この町の人を繋ぐところであるということでした。

2．実習内容の報告、および感想

二日間の実習は、院長講話からスタートしました。そのお話の中で、院長の太田先生は

「（ここで行っている医療は）日本が向かおうとしているモデルだ」とおっしゃいました。沼

隈病院は10を超える関連施設を持ち、それらと密接な連携をとることで、患者さんや利用者

さんの生活を支えています。実際に見学させていただいた施設のスタッフの方に伺った話の

中でも、その施設の目的や内容が明確に示されていました。それらは、「自発性を持つこと」

や「自律すること」などで、施設を利用する人々により質の高い生活を送ってほしいという

思いが込められているように感じました。

NST症例検討やリハビリ実習では、看護師、PT、OT、STをはじめとした様々な職種が

各々で活躍している様子を見学させていただきました。NST症例検討の後に常石医院の申

先生が「医師よりも、リハビリなどで患者さんと一緒にいる時間が長い彼ら（看護師、PT、

OT、ST等）の方が多くの情報を持っていることがある」とおっしゃったことが強く印象に

残っています。それまで私は、チーム医療とは医師が中心となってコメディカルの人々に指

示を出して行うものだと思っていましたが、本当は患者さんを中心に、医療スタッフ全員が

それぞれの分野のエキスパートとして医療を提供するものであるということが分かりまし

た。

現代は高齢者が増えているため、病気が治らず抱えたまま生活を送っていくことも少なく

ないそうです。入院やリハビリ終了後にどう生活に帰っていくかを、患者さんや家族の希望

と医療スタッフの考えとをすり合わせ、先を見据えることが大切であると教えていただきま

した。それを受けて私達は、病院と介護老人福祉施設とがこんなにも強く連携を図っている

このシステムは、理想の医療に限りなく近いのではないかと思いました。治療を行って退院

したらそこで関係が途切れてしまうのではなく、リハビリやその後の生活など、最後まで患

者さんや利用者さんに寄り添うことでずっと繋がっていられる。このことは、沼隈病院が掲

げている「“治す医療”は当然で、“支える医療”“予防医療体制の充実”」という考えに基づ

いていると感じました。
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広島大学4年　宮原　　新

広島大学3年　野原　佑珠

広島大学2年　狛谷　　駿

広島大学1年　大野　真実
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3．総　括

今回の実習で沼隈地域の医療を知ることができました。沼隈病院、常石医院を中心にした

多くの介護施設との連携や、医師や看護師、介護士を含め様々な職種との連携を通し、地域

に根ざしたひとつの「地域医療」の在り方を知りました。この沼隈の地域医療は「地域医療

とは何か？」度々あげられる疑問の一つの答えのように思います。見学させていただいた多

くの施設の職員さんが、患者さんや入居者さんにとってよりよい人生を考えて行動されてお

られました。グループワークで「私たちは生き方だけでなく、死に方も考えなければならな

くなった。」と言っておられたことがとても印象に残っています。患者さんやご家族の人生

にとってよりよい選択を模索し続けることが大切だと学びました。地域医療とは何か、これ

からの地域医療はどうあるべきか、深く感じ考えさせられる実習でした。

4．謝　辞

今回の実習でお世話になった沼隈病院の皆様、地域医療支援センターの方々、地域医療シ

ステム学講座の先生方に心より感謝申し上げます。
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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

今回私たちが実習をさせていただいた沼隈病院は、広島県東部の福山市沼隈町にあります。

沼隈町は、ぶどうの生産や造船業が盛んなところです。

沼隈病院を運営する沼南会は、医療や看護・介護を全般的に提供することで、地域の方々

が安心して笑顔で生活することのできる地域医療を提供しています。そのため、沼隈病院に

は介護保険施設や在宅介護支援事業所が併設されており、他にも高齢者複合施設やデイサー

ビスの関連施設が数多くあります。そして、医師や看護師だけでなく、理学療法士、作業療

法士、ケアマネージャー、管理栄養士などのさまざまな職種連携によって、地域の方々の健

康が支えられています。

2．実習内容の報告、および感想

一日目は挨拶の後、まず内海大橋を渡って田島にあるまりデイサービス内海、まりホーム

内海を訪問しました。どちらの施設も高齢者の日常生活を支援するもので、浴場は車いすや

横になった状態でも体を洗える設備が整っていました。また、施設内の企画には、広島市内

へカープの試合を観に行くなどといったものもあり、高齢者に楽しんでもらう工夫がされて

いるのが感じられました。その後は病院に戻り、放射線機器や理学療法機器を実際に体験し

ながら見学をさせてもらいました。また、オペ室の見学や、STの方から嚥下に関わる障害

などについての説明も受けました。この日の最後にはNST症例検討があり、病院内の各職

種が集まる話し合いに参加させていただきました。様々な職種の方が互いに意見を言い合う

様子は、まさに地域医療の根幹をなすチーム医療であると強く感じました。

二日目の朝には常石医院を訪問し、特に力を入れているという訪問診療を見学させていた

だきました。訪問したお宅では患者さんが寝たきりの状態で先生の診療を受けていましたが、

診療が終わった後、見学に来ていた私たちの話題になると一瞬笑顔になったのがとても印象

的で嬉しかったです。訪問診療の後は病院に戻り、認知症外来の説明を受けました。認知症

の患者さんがやってきたとき、どのようなトラブルが認知症によって起こるのか、また、診

断書を書く際のＳ（主観性）、Ｏ（客観性）、Ａ（医師による評価）、Ｐ（治療の方針）の４

つに分けて考える方法などについて知ることができました。その後は高齢者複合施設である

山南施設を訪問しました。ここでは、日常生活の支援を受けながら実際に施設で暮らす高齢

者の方たちがピアノの演奏などで楽しむ様子が印象に残りました。

3．総　括

今回の実習では、沼隈病院が地域の基幹病院として非常に重要な役割を果たしているとい

うこと、そして地域を支えていくためにはチーム医療が大切だということを学ばせていただ

きました。沼隈病院は入院から在宅への流れを大切にしておられ、その間をつなぐ施設とし

て老人介護施設がありました。在宅での療養が可能になってからも、訪問診療やデイサービ

ス、デイケアなどのサポートがあり、地域の医療・介護を一貫して担っておられるというの

が印象的でした。
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地域医療セミナー報告書（沼隈病院Ｂ）

広島大学3年　西田　優衣

広島大学2年　柳本　正樹

広島大学2年　竹村　優李

広島大学2年　前原　悠希
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また、沼隈病院には本当にさまざまな職種の方が働いておられ、それぞれが専門的な立場

から治療・リハビリに当たっておられました。お互いの専門性を尊重しあい、協力しながら

一人の患者さんの治療方針を決めておられ、地域医療を支えていくにはこのような体制が必

要なのだと感じました。

4．謝　辞

最後になりましたが、今回実習を受け入れてくださった沼隈病院、理事長先生をはじめ会

長、院長他すべてのスタッフの方々にお礼申し上げます。また、この地域医療セミナーを支

えてくださった全ての方に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
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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 ／ 楢原隆之介（広島大学4年） 平松　奈奈（広島大学2年）

柴田　佳晃（広島大学2年）

■ 実習日程

尾道の地域特性を理解し、地域医療包括ケアと地域完結性
について体感する

テーマ 

44

県東部

④尾道市公立みつぎ総合病院

13：15 地域包括ケアシステムについての説明（第1会議室）（沖田Dr）
14：30 院内・施設案内
16：00 保健福祉センター（ケア担当者会議）
17：00 学生発表と質問（沖田Dr）
17：30 終了

1日目【8月24日（水）】

1班　平松・柴田 2班　楢原
09：00 外来診療見学（高張Dr） 訪問看護等
10：00 外来患者への聞き取り 外来診療見学（高張Dr）
10：30 訪問看護等
11：00 外来患者への聞き取り
11：30 発表のまとめ（第1会議室）（沖田Dr）
12：00 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（公立みつぎ総合病院）

実習先医療機関所在地域について

公立みつぎ総合病院のある尾道市御調町は、広島県の南東部に位置する町です。尾道市の

面積は284.85h、御調町の面積はその北約３分の１を占めます。北に宇根山・南に木頃山脈

が連なり、中央を東西に御調川の流れる自然豊かで温暖な町です。

昭和30年に７つの村が合併して誕生した御調町はさらに平成17年に尾道市と合併、尾道市

御調町となりました。高齢化率の高い広島県の中でも、御調町は高齢化率がトップクラスに

深刻な地域の一つであり、それを支えるために公立みつぎ総合病院と連携したさまざまな施

設が存在しています。

公立みつぎ総合病院について

公立みつぎ総合病院は、昭和31年に病床数22床、３診療科、医師３名、職員25名にて開設

されました。以後13回にわたる増築を経て現在は240床まで増え、22の診療科と約600名の職

員を擁する総合病院となりました。

病院の理念は「地域包括医療・ケアの実践と包括ケアシステムの構築及び住民のための病

院づくり」です。公立みつぎ総合病院は、全国で初めて「地域包括ケア」という概念を導入

した病院であり、急性期医療だけでなく回復期や維持期の医療も視野に入れているため、リ

ハビリテーション病棟や緩和ケア病棟、介護老人保健施設等の保健福祉総合施設を併設して

います。その他にも、家で寝たきりになっている患者さんを減らす、という「寝たきりゼロ

作戦」の下、訪問看護や在宅医療・ケアなどが積極的に行われています。

実習内容の報告・および感想

今回の実習では公立みつぎ総合病院の山口医師の提唱した地域包括ケアというものをテー

マに様々な体験をさせていただきました。

まず１日目に地域包括ケアについての講義をいただき、その後病院施設の見学をさせてい

ただきました。地域包括ケアにおいてはそれぞれの専門職が自分のテリトリーを持つのでは

なく、様々な職種の人が連携を取り、患者さんについて最良の治療を行う「多職種連携」が

大事であるということを教えていただきました。また、その理念のもと、医療機関と介護施

設が密接な関係を持った御調町の医療システムを見学させていただきました。さらに、ケア

マネージャーの方がまとめる会議にも参加させていただき、地域包括ケアの現場をしっかり

と見せていただきました。

２日目には、外来見学、訪問看護見学、そして患者さんへの聞き取りをさせていただきま

した。外来見学の中で、公立みつぎ総合病院は総合病院でありながら、かかりつけ医として

の役割を持っていることを学ばせていただき、訪問看護見学を通して高齢化が進む町の中で

の役割、そして地域包括ケアの実際を学ばせていただきました。

患者さんへの聞き取りでは、御調町に住んでいる方から見た公立みつぎ総合病院について

たくさんのことを教えていただきました。今回の実習のなかで、この患者さんへの聞き取り

という体験が他ではできないもののように思え、一番新鮮な記憶として残りました。病院側

広島大学4年　楢原隆之介

広島大学2年　平松　奈奈

広島大学2年　柴田　佳晃
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の唱える地域包括ケアが御調町の方にどのように捉えられているのか、またそのような町に

住むことによってどれほどの安心感が得られるのか、病院のなかで行われていることをただ

見学しているだけでは得ることのできない様々なお話を聞かせていただくことができまし

た。

総　括

今回の実習を通じて、私たち３人がそれぞれに地域包括ケアについて学びを得ることがで

きたと思います。患者さん一人一人のために、様々な得意分野を持った医療者が協働する多

職種連携の姿はまさに理想的なチーム医療であり、それが地域を挙げた施設連携で実現され

ているみつぎ総合病院とそこで働く先生方の姿は、私たちが将来なるべき姿を示してくださ

ったように感じました。

謝　辞

最後になりましたが、今回実習を受けいれてくださった公立みつぎ総合病院の沖田副院長

をはじめとする職員・スタッフの方々には、お忙しい中時間を割いていただき貴重なお話を

いただきました。また、大本様はじめ総務課の皆様には、実習にあたって様々なご差配をい

ただきました。この場を借りてお礼申し上げます。
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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 ／ 久保　浩介（広島大学3年） 藤井　勇気（広島大学1年）

■ 実習日程

地域における診療所のありかたテーマ 

県北部

①三次市国民健康保険甲奴診療所

13：00～ 往診
介護施設見学
診療見学

17：15～ 終了

1日目【8月23日（火）】

08：30～ 診療見学～
患者さんへのインタビュー
薬局見学

14：00 終了

2日目【8月24日（水）】
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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

甲奴町は人口約2,790人、高齢化率約42.4パーセントの過疎地域であります。広島市にある

バスセンターからバスで約２時間のところにあります。甲奴診療所は想像していたよりもと

ても大きくて、設備がとても充実していました。また、４年前に院外薬局ができたそうです。

医師は重岡先生１名、看護師５名（常勤２名、嘱託３名）、事務長、医療事務１名で構成さ

れています。月曜から金曜の９時から17時まで勤務しているそうです。また、重岡先生の夏

休みはたった３日だそうです。改めてとても大変だと思いました。重岡先生は三次市出身、

自治医科大学卒の方であります。また、診療所の近くに家を建てて住んでいらっしゃいます。

最後までこの地域で医療を続けられるそうです。その強い覚悟に私たちはとても感動しまし

た。

2．実習内容の報告、および感想

次に、実習の内容について述べていきたいと思います。１日目は、まず診療所の中を回っ

て見学しました。医療器具がとても充実していました。それから、実際の診療の様子を見学

させてもらいました。その際、１日に約60人の患者さんが訪れ、昔は薬だけもらって帰る人

が多かったそうですが、今は診療を受ける患者さんがとても多くなったそうです。患者さん

は高齢者の方々だけなのかと思いましたが、小児患者も多くて少しびっくりしました。主に

予防接種に来ているそうです。また、大きな病気を患ったことが判明した場合は、三次中央

病院を紹介するそうです。午後からは、訪問看護の様子を見学させてもらいました。そこは

民家で、職員６名、高齢者の方６名がいらっしゃいました。小規模多機能型居宅介護という

ものだそうです。介護が必要となったときでも、介護のために自分の生活や自由を犠牲にす

ることなく、自分らしい生活を続けることができるのが自宅の良さです。そういった尊厳あ

る生活をしたいという高齢者の方々の願いを実現するために平成18年４月に介護保険の地域

密着型サービスのひとつとして制度化されたのが、小規模多機能型居宅介護です。職員の

方々と高齢者の方々が大変仲良く、とても温かい雰囲気でした。地域全体で一体化している

のがとてもすごいと思いました。これこそが地域医療の最もすごいところなのではないかと

思いました。トラブルもほとんどないそうです。とても良い１日目の実習でした。

２日目は診療の様子を見学させてもらいました。実際の内視鏡検査の様子を見学させても

らいました。胃や十二指腸の中を実際に見ることができたのでとても良かったです。「来年

は解剖で実際に見るんよ。」と重岡先生に言われ、自分たちは将来ずっと夢だった医者にな

れるのだと実感が湧いてきました。この日は水曜日だったので患者さんの数は少なかったで

す。日によって患者さんの数が違うそうです。こうして２日間にわたる甲奴診療所の実習が

終わりました。

3．総　括

この２日間の実習を通して、医者として大切なのは患者さんを第一に考えることだと改め

て思いました。重岡先生や看護師さん達は診療の際、世間話を交えながらリラックスした雰
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地域医療セミナー報告書（甲奴診療所）

広島大学3年　久保　浩介

広島大学1年　藤井　勇気
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囲気で、患者さんととても良いコミュニケーションをとりながら治療をされていました。だ

から、患者さんの顔に恐怖は見受けられませんでした。これは決して簡単なことではありま

せん。医師と看護師と患者さんの間に信頼感がなければ安心した治療はできません。１日目

の夕食を先生達とご一緒したとき、とても仲が良かったのを今でもよく覚えています。私た

ちは霞キャンパスで、医学部歯学部薬学部が一緒になって大学生活を過ごしています。だか

ら、今この瞬間から良いコミュニケーションをとり、皆としっかりと信頼感を築いていけば、

重岡先生達のような、患者さんが安心するような治療をきっと行えると思います。私たちは

なお一層努力して大学生活を歩んで行きたいと思います。本当に良い２日間の実習でした。

4．謝　辞

地域医療セミナーを企画し準備して下さった広島大学の先生方、実習の際大変お世話にな

った重岡先生を始めとする甲奴診療所の皆さん、このたびは本当にありがとうございました。
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■ 所　　長 ／ 畑野　　悠　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　斉藤　皓平（広島大学4年） 釜木　信行（自治医科大学4年）

吉岡　修一（自治医科大学1年）

Ｂチーム　坂原　英皓（広島大学4年） 松山　侑希（広島大学1年）

山 礼羅（広島大学1年）
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県北部

②庄原市国民健康保険総領診療所
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■ 実習日程

Ａチーム

地域における診療所の役割、工夫

Ｂチーム

地域医療における医療の見学、地域住民の健康教育テーマ 

テーマ 

13：30～ 在宅診療
14：20～ 特別養護老人ホーム　往診
16：00～ 終了

1日目【8月22日（月）】

09：30～ 外来見学
11：30～ 終了

2日目【8月23日（火）】

13：30～ 地域の健康教室参加
14：30～ 往診
16：30～ 終了

1日目【8月24日（水）】

10：00～ 料理教室参加
10：30～ 外来診療見学
11：30～ オリエンテーション
12：30～ 終了

2日目【8月25日（木）】
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1．診療所及び周辺地域の紹介

総領診療所は庄原市南部の総領町に位置している。総領町は人口約1,500人、高齢化率は

40％を超えており、人口は減少の傾向にある。通院手段としてはバスやタクシーおよび自家

用車であるが公共交通機関は充実しておらず、バスの本数も少なくタクシー会社もないため

に使いたいときにすぐに利用できるわけではない。そのため社会福祉協議会との連携で実現

している「おでかけ応援隊」によって500円で送り迎えが可能になっている。

診療所内で使用可能なのはエコー検査、レントゲン撮影である。技師はおらず、看護師と

医師によって施行される。また薬局がないため、院内処方となっている。薬剤師はいない。

薬の種類が多く患者さんにとって煩雑になる場合のために一包化できる機械が設置されてい

る。

診療所での外来診療の他、在宅での往診、特別養護老人ホームへの訪問診療も行われてい

る。

2．実習内容の報告および感想

・診療の様子

畑野悠先生の診察の様子は、患者さん一人ひとりに対してとても丁寧に行われているとい

う印象であり、診察室に入ってから出られるまでの患者さんの動きを最後まで見ていらっし

ゃるように感じられた。また、薬の処方の際もどれくらい必要かをしっかり聞かれていた。

先生は、診療所に勤務する上で、患者さん一人ひとりのニーズを聞き治療につなげることが

重要だとおっしゃっていた。赴任期間が短いために地域との強い関わりを築くことが大変で

あり、それは大学病院や中核病院に比べて、ひとりの医師の行動が直接的に住民からの信頼

に反映されるからである。畑野先生はそのことを踏まえて、採血や注射をするにしても患者

さんの意向を汲んで判断されているとのことであった。

また、私たちにも聴診や問診をする機会を与えていただいて実際に身をもって診察を体験

することができた。特に、エコーを体験させていただくなどまだ不慣れな自分たちに経験の

機会を多々いただいたことはとてもありがたく感じた。

・診療所の役割として

見学させていただいた患者さんの中に、巻き爪の治療をされている方、肩の痛みを訴えら

れている方、骨粗鬆症の予防治療で注射を打たれる方、認知症を患っている方などがいた。

よく耳にする頻度の高い疾患ではあるが幅広く知っておかなければ対応できないということ

を感じた。こちらの診療所に来る患者さんのほとんどは80代前後の高齢者である。若い方は

自家用車を利用して設備の充実している庄原赤十字病院にかかる場合が多いために診療所を

利用する例が少ない。一方で高齢の方は、最先端の医療よりも自ら通うことのできる「近さ」

を求めていると考えられるとのことであった。高齢の方のニーズがある分、診療所でできる

限りの治療を行えることの必要性を実感した。
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3．総　括

今回の実習を通して畑野先生が強調されていたことは、患者さんの訴えから鑑別疾患をあ

げられるようにすることであった。私たちは外来診療や往診の際に先生から、患者さんの所

見をもとに列挙すべき疾患を質問された。どんな場合でも漫然と血液検査をオーダーしたり、

とりあえず抗生剤を出したりといった姿勢ではいけないとおっしゃっていたのが印象的であ

った。診療所という設備が限られている場所では尚更自身の考えで診断を絞り込まなければ、

必要のない病態なのに他の医療機関に依頼したり、コストをかけてしまったり、患者さんお

よび医療者側の負担を増加させてしまうためである。

また、学生のうちは学生の間しかできないことを将来を見据えてやっておくべきだとおっ

しゃっていた。医学を学ぶことでもよいが、研究に参加してみること、英語を学ぶことなど、

地域に行ったときにやりにくくなることを考えてやっておくことが重要だとのことであっ

た。地域医療で学べることは医療者として充分な利点となることを強調されており、将来こ

の場で働く可能性のある私たちに向けてエールを送っていただいた。

4．謝　辞

最後になりましたが、二日間の貴重な実習機会をいただいた総領診療所および特別養護老

人ホームの皆様、その他実習に関わっていただいた皆様に深く御礼申し上げます。今回学ん

だことを今後の実習や地域との関わり方に生かしていきたいと考えております。誠にありが

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

総領町は庄原市の南部に位置し、2005年に庄原市と合併した。

庄原市国民健康保険総領診療所は旧総領町唯一の医療機関であり、同じ施設内に個人の歯

科医院が併設されている。所内にはエコー、レントゲン、心電図、血液検査機などがある。

また、薬は院内処方である。

2．実習の内容と報告、および感想

・地域の健康教室

診療所近くの自治振興会の建物にて行った。ここでは、同会主催の健康教室が定期的に行

われているそうで、私たちも認知症について講演をさせていただく機会を得たが、参加者の

方々はメモを取りながら熱心に話を聴いておられた。この会を通して、地域の方々の健康へ

の関心の高さが伺え、医師による健康指導を行うことは地域の健康増進のために大きな意義

があると考えた。

・訪問診療

在宅と特別養護老人ホームへの往診に同行させていただいた。ここでは、先生と患者さん

との接し方について学ぶことができた。患者さんの疑問に対して親身に考え、相手の話すペ

ースにあわせて会話をされるなど、非常に細やかな気配りが感じられた。また、先生は患者

さんの性格まで把握され、治療の目標を設定されたりイベントを企画されたりなど、患者さ

んが楽しく生活できる状況を整えて治療へのやる気をうまく引き出す工夫をされておられ

た。また、医師がいない間の患者さんの生活に関してはケアマネージャーさんや施設の職員

の方のほうが詳しいので、そうした他職種とうまくコ

ミュニケーションをとることが必要であるということ

も学んだ。

・料理教室への参加

診療所に隣接する建物で行われた料理教室に参加さ

せていただいた。これは食事から病気を予防すること

をテーマにされており、庄原市から栄養士を招いて行

われていた。ここでも私たちは脳梗塞をテーマにお話

させていただく機会を得たが、やはり地域の方々の健

康への関心の高さが伺えた。また、こうした集まりを

通じてコミュニティが形成されており、より住みやす

い地域にすることに一役買っていると感じられた。

・外来診療見学

診療所内の診察室での診療を見学させていただい
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た。診療所ということで使用できる機材にも限りがある中で、的確な診療を行うためには疾

患と治療法についての知識が必要であるということを学んだ。特に中山間地域では内科や整

形外科、感染症についての知識が重要になるようである。

3．総　括

私たちは今回の実習で、地域医療の実際を知った。少し前までは知ったように喋るばかり

で、本当は見たことのない地域医療というものが、私たちの眼前で形を成しているのに感動

した。実習を通して先生からは、地域医療にもっとも大切なのは医療への情熱であると教わ

った。大きな病院に勤めていると、自分の専門にだけ目を向けていればよいためにこうした

情熱が失われがちであり、地域医療に従事することは地域の方々のためのみならず自分のた

めにもなるということであった。また、地域医療に従事する中で得られた知識は、将来自分

が専門分野の研究に携わる機会があったときにも大いに役立つという。こうした先生のお言

葉は、これまで聞いたどの言葉よりも重く熱く感じられ、私たちの心構えも大きく変化した。

私たちが将来、地域医療の現場に立ったとき、この日聞いた言葉や記憶がきっと再び表れて、

私たちの支えになると信じている。

4．謝　辞

最後になりましたが、畑野先生をはじめ

総領診療所の皆様、関係各所の皆様には、

お忙しい中お時間を割いていただき、大変

お世話になりました。普段は経験すること

のできない地域医療の現場に触れることが

でき、将来について考えるいい機会になり

ました。この実習で得られた経験を忘れず、

今後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　長谷川　秋（広島大学3年） 相原　彩貴（広島大学2年）

早間　洋平（岡山大学2年） 松苗　響香（広島大学1年）

Ｂチーム　大久保里紗（広島大学4年） 前田 也（広島大学2年）

吉川　雄大（広島大学1年） 谷本のりこ（広島大学1年）
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■ 実習日程

Ａチーム

地域包括ケアの中心としての取り組みを知る

Ｂチーム

病院見学テーマ 

テーマ 

13：00～13：30 移動（病院→支所）（タクシーで移動）
13：30～15：00 地区連絡会議
15：00～15：30 移動（支所→病院）（タクシーで移動）
15：30～17：00 病院内見学

17：00 終了

1日目【8月22日（月）】

09：00～ 介護施設見学、訪問看護（二手に分かれて）
12：00～ 終了

2日目【8月23日（火）】

13：00～ オリエンテーション
訪問看護
病棟回診

17：00～ 病院出発

1日目【8月24日（水）】

08：30～ 宿出発
08：45～ 特養「神寿苑」見学
12：00～ 昼食
13：00～ 病院出発
13：00～ 終了

2日目【8月25日（木）】
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1．神石高原町と医療機関について

神石高原町は広島県東部に位置する町で、備後の中心都市である福山市までの距離は約30

㎞です。2004年に３町１村が合併することで誕生し、油木地区、神石地区、豊松地区、三和

地区の４つの地区からなっています。高齢化率は約45％と高く、人口は年々減少しており、

現在約9,600人です。神石牛が有名で、観光地には帝釈峡などがあります。

神石高原町立病院は三和地区に位置しています。病床数は95床（一般病床47床、療養病床

48床）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、呼吸器内科、

脳神経外科があります。透析を行うことができる腎センターがあることや、物忘れ外来とい

った取り組みをしているのが特徴です。

2．実習内容の報告、感想

実習一日目は、病院内の見学と地域包括ケア会議の見学を行いました。病院では神石高原

町立病院の特徴などのオリエンテーションを受け、その後院長先生の回診に同行しました。

検査室や病床を見て回りましたが、検査技師がいない時は医師がマニュアルを見ながら操作

するという話を聞き、中山間地域における医療従事者の不足を感じました。また、回診では

高齢で寝たきりの患者さんが多く、高齢化が進む地域の現状を実感しました。地域医療の中

心病院として透析なども行っており経営が大変だという話も聞き、実際に病院を運営する側

の難しさも垣間見ることも出来ました。

地域包括ケア会議は月に一度地区ごとに行われている会議で、今回は神石地区の会議を見

学させていただきました。この会議は町立病院の他、クリニックや役所、見守り訪問員など

が情報交換をする場です。見守り訪問員が訪ねたときにどんな事をしていてどのような会話

をしたかなど、想像していたよりもずっと患者さんの実生活の情報を共有していて、地域全

体を支えているのだなと感じました。

二日目は二手に分かれて、訪問看護の同行と介護施設の見学を行いました。介護施設はシ

ルトピア油木という特別養護老人ホームを訪れました。この施設は医師が常にいるわけでは

なく、町立病院から週に数回医師が訪れているようで、今回は医師の回診に同行させていた

だきました。医師は最初に看護師から一週間分の情報を綿密に聞いており、それに基づいて

診察を行っていました。ほかの医療スタッフとの情報共有が大事なのだと考えさせられまし

た。先生の話の中では、看取りを視野に入れていても検査などを施さない理由にはならない

という言葉が印象に残っています。医療行為をすることで患者さんのQOLを上げていく、

医療と看取りは決して相容れないものではないという言葉が胸に響きました。

3．総　括

今回の実習のテーマとして、Ａチームは「地域包括ケアの中心としての取り組みを知る」

ということを挙げました。二日にわたる実習を通して感じたことは、他の医療従事者や行政

などと情報を共有、連携することが重要だということです。患者さん一人ひとりのことを見

ていき、地域住民の生活に重きを置いた医療体制を敷くことで、中心病院として地域全体を
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支えていることを学びました。

4．謝　辞

最後になりましたが、原田先生や服部先生をはじめとする神石高原町立病院の職員の方々、

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講座の方々、ありがとうございま

した。今回の実習では普段考えることのないことについても考えるいい機会になり、貴重な

経験をさせていただきました。この経験を生かして、これからも励んでいこうと思います。

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

神石高原町は広島県の東部に位置し、人口は9,649人（2016年６月１日現在）、面積は

381.98h、人口密度は23.5人／h、高齢化率は45.53％です。広島県では福山市、府中市、庄

原市と、岡山県では高梁市、井原市と隣接しています。神石牛、トマトなどが特産品として

有名な自然豊かな地域です。

神石高原町立病院は、平成21年４月１日、県立から町立に移管され、公設民営方式で開設

されました。一般病床47床、療養病床48床で、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があります。訪問診療や訪問看護、週三回の人工透析、

巡回診療なども行っています。

2．実習内容の報告、および感想

・訪問看護

３人の看護師が約20名の患者さんのもとへ、週１度以上のペースで訪問看護を行っていま

す。その場でやることは患者さんによって様々ですが、在宅酸素や薬を確認したり、体重や

食欲を質問することで健康状態をチェックしたり、場合によっては体をふいたり薬を塗った

りと多岐にわたります。また、話し相手になることで患者さんに安心感を与えることも目的

の一つです。また、患者さんには月１度以上のペースで外来に来てもらい、薬を処方するこ

とになっていますが、それが難しい方には医師を伴って訪問診療を行っています。

・院内見学

服部先生に院内の施設や病棟を案内していただきました。内視鏡、超音波、CT、生検と

いった検査の施設を見せていただきましたが、検査技師が足りないため、特に夜間は医師が

マニュアルを見ながら機械を動かすこともあると伺いました。「地域医療の医師はできない

では済まされない、だからそれに備え、目的意識をもって実習や研修に臨んでほしい」とい

う言葉が印象に残りました。病棟は、急性期病棟と療養病棟に分かれていました。特に寝た

きりや認知症の患者さんが多い療養病棟では、看護師より介護士の方が主に働いておられま

した。

服部先生は「人が病院の規模を規定する」と仰っていました。「神石高原町立病院には外

科医がいないので、手術室は使われていない」という事実がそれを物語っているように感じ

ました。

・特養ホームへの訪問診療

２日目は、寺岡記念病院の藤原先生に、特別養護老人ホーム「神寿苑」への訪問診療を見

学させていただきました。退院を目的とした病院での診療と違い、「看取る」施設である特

養ホームでの診療は、終末期のQOLを向上させること、入院を想定してカルテを作ってお

くことが目的となります。

ここで、先生はコミュニケーションの大事さを強調されていました。例えば看護師さんか
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ら限られた時間で的確に患者さんの状態を教えて

もらうとき。あるいは、意思疎通が難しい認知症

の患者さんにかわって、家族に顔を合わせてイン

フォームド・コンセントを行うとき。そして、延

命治療や看取りの方針を決めてもらうとき。そう

いった医療の様々な場面で信頼関係を築くことが

求められます。また、患者さん・家族と医療は対

立するものではなく、あくまで共に疾患に向き合

う仲間であることや、そういった図式をつくり、

患者さんを治療に前向きにするためにもコミュニ

ケーションの技術が求められることも教えていた

だきました。

患者さんに寄り添い、医療そのもの以外に様々

なことに考えを巡らせて診療に当たっている先生

の姿が強く印象に残りました。

3．総　括

今回は２日間という短い期間の病院実習でした

が、病院内、周辺施設の医療機関を通じて、神石

高原町全体としての医療について、考えることが

できました。また、神石高原町では80代の元気な

方が多くいらっしゃり、年齢だけで人の体の機能

を判断してはいけないことも、痛感させられまし

た。これからも進んでいく高齢社会に対応するた

めには、病院での医師の役割の変化（機械も自分

で極力使えるようにするなど）、関連施設のより

強固な結びつき、患者さんや家族の治療に対する

意思表示の徹底（心肺蘇生を行うか行わないかな

ど）が求められているのではないでしょうか。

4．謝　辞

このたびの実習でお世話になりました神石高原

町立病院のスタッフの皆様に、お礼を申し上げま

す。将来、地域医療に従事させていただく我々に

とって、今回の実習はとても貴重であり、医師に

なったときに非常に役に立つであろう充実したも

のでありました。本当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　向井　俊平（広島大学4年） 渡辺　詩織（広島大学3年）

藤澤　諒多（広島大学1年） 丸山　仁子（広島大学1年）

Ｂチーム　益野　麻由（広島大学4年） 濱本　幸愛（広島大学3年）

加藤　朱里（広島大学1年） 久保田綾乃（広島大学1年）
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④庄原赤十字病院
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■ 実習日程

Ａチーム

県北の医療状況を知る

Ｂチーム

庄原市や庄原赤十字病院の医療状況について移動診療車や
院内の見学を通して学び、今後の学生生活のモチベーショ
ンに繋げる

テーマ 

テーマ 

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～ 救急外来見学／検査等見学
15：00～ 小児科外来見学
16：00～ 医師・研修医に同行し院内研修
17：00～ 終了

1日目【8月22日（月）】

09：10～ 移動診療車で巡回診療
11：30～ 終了

2日目【8月23日（火）】

13：00～13：30 庄原赤十字病院の概要説明・庄原市の医療状況について
13：30～14：15 施設案内
14：15～15：00 救急外来見学／検査等見学
15：00～16：00 耳鼻咽喉科外来見学
16：00～17：00 医師・研修医に同行し院内研修

17：00 終了

1日目【8月24日（水）】

09：10～11：30 移動診療車による巡回診療の見学
11：30 終了

2日目【8月25日（木）】
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1．実習医療機関がある地域とその医療機関の紹介

私たちは、庄原赤十字病院で実習させていただきました。庄原市は広島県の北東部に位置

し、島根県、鳥取県、岡山県と接しています。庄原市の一番の特徴はその面積の広さで、面

積は1,246平方㎞に及び、香川県の３分の２にもなります。人口は４万人足らずで高齢化率

は40％を超えています。庄原赤十字病院は、「庄原市の地域医療、小児医療、救急医療、高

度医療を守る」をスローガンとした病院です。診療科は18科あり、産科がありません。移動

診療車による巡回診療を行っており、市東部に位置する東城町の帝釈地区を巡回しています。

診療車には心電図計やエコーなど、一般診療に必要な機器を載せています。

2．実習内容の報告、および感想

今回の実習では、院内施設や外来診療の見学、そして移動診療車の見学をさせていただき

ました。まず病院に到着してすぐに、庄原赤十字病院の概要や庄原市の医療の現状について

教えていただきました。そのお話の中で、広島県の無医地区数が全国第２位となってしまっ

ていることやその多くが庄原市にあることなどを教えていただきました。庄原赤十字病院は

庄原市の医療を支える中核病院であり、病床数や診療科の数は揃っていますが、平成17年よ

り産科医師退職のため、庄原市内での出産ができなくなってしまったそうです。現在は三次

中央病院で産科医療を行っていますが、三次中央病院の負担が大きいため庄原赤十字病院で

の産科医療再開を目標に医師確保に奮闘されているそうです。その後、施設の見学をさせて

いただきました。庄原赤十字病院は３年前に建て替えを行い、とても綺麗な病院でした。救

急医療や高度医療の充実のため手術室や集中治療室には最新の設備がありました。その後は

外来診療の様子を見学させていただきました。医師の方の患者さんに対する接し方を見学し、

患者さんひとりひとりの家族構成や生活習慣を熟知し、病気に対してどういうアプローチを

行っていくのが適切か、また現在の生活習慣を改善することで予防できる病気はないかなど

を考えていくことの重要性を改めて感じました。

実習二日目は、移動診療車に乗り、帝釈地区への巡回診療の見学をさせていただきました。

帝釈地区は広いため、８つの地区に区切り曜日や時間帯を決めて二週間に一回その地区を回

るようになっているそうです。診療場となる集会所には、その日体調が悪くて来られる方も

いらっしゃいましたが、大半の方は何らかの慢性疾患を抱えられておりその薬をもらうため

に、また、新たに悪くなっているところがないかを調べるために来られていました。移動診

療車には、血液分析装置や心電計、超音波画像診断装置などが搭載されており、病院で受け

る検査とほぼ同じ内容のものを受けることができます。家が遠く、なかなか庄原赤十字病院

まで来られない方の医療を保障するためにも、この移動診療車の果たす役割はとても大きい

というお話を院長先生より伺いました。病院が近くになくとも生まれ育った場所で最期まで

安心して暮らしたい、という患者さんの願いをかなえるのは地域医療の一つの意義であると

考えているので、この移動診療車のように病院まで行かなくても自分の健康管理ができるシ

ステムはすばらしいと感じました。
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広島大学4年　向井　俊平

広島大学3年　渡辺　詩織

広島大学1年　藤澤　諒多

広島大学1年　丸山　仁子
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3．総　括

２日間の実習を通して、地域中核病院でありながら風邪から重症患者まで扱う庄原赤十字

病院の地域貢献度の高さを実感しました。１人の患者さんの入院からリハビリ、退院、そし

て退院後の在宅医療まですべて診ることができるこの病院の包括性にとても魅力を感じまし

た。医師の不在による産科医療の休止などいくつかの問題を抱えながらも、庄原赤十字病院

は地域医療の最後の砦として質の高い医療を提供していました。また、院長先生が考えてお

られる「コンパクトシティ」の理念からは、今後ますます高齢化していく日本の医療、そし

て社会整備がどうなっていくべきなのかということも考えさせられ、中山間地域での医療を

学ぶこと以上のものを得られた実習でした。

4．謝　辞

最後になりますが、今回の実習を行うにあたり二日間お世話をしていただいた院長先生を

はじめとする庄原赤十字病院の方々、また、実習の調整をしていただいた広島県地域医療支

援センターの方々に感謝を申し上げます。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

庄原市は面積約1,200hという広い土地に人口約４万人が住み、高齢化率が約40％と非常

に高い地域です。広島県内に存在する53の無医地区のうち、半分近くの23の無医地区が庄原

市にあります。また、庄原市は開業医の高齢化という問題も抱えており、現在小児科、耳鼻

科、泌尿器科の開業医がいません。このように少子高齢化や医療の問題が深刻となっている

庄原市の医療を中心となって支えているのが今回実習させていただいた庄原赤十字病院で

す。庄原赤十字病院には18診療科があり、外来は１日平均600人、病床数は300床という中規

模の病院です。しかし、市内唯一の総合病院であるため、地域の病院として一般外来を行い、

一次救急から二次救急、場合によっては三次救急まで行っています。さらに平成24年からは

移動診療車を導入し、病院から遠い地域に住む患者さんにも診察を行っています。

2．実習内容の報告、および感想

１日目は、まず、庄原赤十字病院の概要説明と庄原市の医療状況についての説明を聞かせ

ていただきました。その後病院内をまわり、内視鏡やCT・MRI等の検査風景や病棟の様子

などを見学しました。内視鏡で嚥下機能の程度を調べる検査を見学させていただいた後に、

耳鼻咽喉科の女性の先生とお話しする機会をいただきました。先生の実体験を拝聴しながら、

女医のライフプランについて相談することが出来ました。最後に、２組に分かれて後期研修

の先生に同行し、先生方の働く様子を見学させていただきました。

２日目は、移動診療車に同行し、東城町の集会所での診察風景を見学させていただきまし

た。移動診療は、医師・看護師・薬剤師・検査技師・病院事務・運転手２名が移動診療車と

もう１台の自動車に乗って、市内８か所を週に２回、午前と午後で１か所ずつ回ります。

庄原赤十字病院は、「庄原市の地域医療・小児医療・救急医療・高度医療を必ず守る」と

いうスローガンを掲げて、少ない医療従事者でチームワークを大切にしながら患者さんに向

き合っていると感じました。それは移動診療車だけでなく、病院の中での連携が取れていた

り、病院のスタッフ同士がプライベートでも親しくしたりして、患者さんのことについて相

談しやすい環境があることからも感じました。また、医療従事者が不足している中で、自分

の専門分野だけを診るのではなく、専門外の分野も幅広く診察し、適切で正しい判断を下す

力が必要だと思いました。この二日間を通して、医療従事者同士のチームワーク・他の病院

との連携・行政の方たちとの連携が大切で、それは患者さんを第一に考えているからこそ成

せるものなのだと強く感じました。

3．総　括

現在、庄原市などの中山間地域では、少子高齢化による人口減少や産業の衰退などが進み、

医療資源の縮小が続いています。こうした地域では、収益性の低さや在宅医療の困難、産科

医療の不足、医師の生活環境に関する問題等の医療課題を抱えていると考えられます。そう

した状況の中で、地方の中核病院はその地域の医療を守る必要があります。地域医療で特徴

的なのは、患者さんを総合的に診て、予防・治療・アフターケアまでを一貫して行うことで
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広島大学4年　益野　麻由

広島大学3年　濱本　幸愛

広島大学1年　加藤　朱里

広島大学1年　久保田綾乃
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す。そして特に庄原市のような面積の広い地域では、通院困難な患者さんに在宅医療や移動

診療車による巡回医療を提供することが必要となります。また、救急の現場では地方の中核

病院は最後の砦であるため基本は断ることができず、自分の専門外の患者さんも診なくては

なりません。医師にとっては非常に大きな責任ですが、それが面白くやりがいでもあると先

生はおっしゃっていました。２日間の実習を通して、地域の中核病院は、その地域で非常に

大きな役割を果たしていることがわかりました。また、病院スタッフの方々全員が、地域住

民の健康を守るのだという思いを強く持っており、将来地域で医療に従事する私たちにとっ

て大変良い経験となりました。

4．謝　辞

最後になりましたが、今回実習を受け入れて下さった中島院長先生をはじめとした病院ス

タッフの皆様、実習に行くにあたり丁寧に連絡を取って下さった足羽さん、実習をサポート

して下さった地域医療システム学講座の皆様や広島県地域医療支援センターの皆様に深く感

謝を申し上げます。この経験を活かし、将来の進路について考え、今後のモチベーションに

繋げていきたいと思います。本当に有難うございました。
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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　佐藤　真由（広島大学4年） 中田　夏実（広島大学1年）

濱本　咲季（広島大学1年） 宮野音沙也（広島大学1年）

Ｂチーム　大田垣　真（広島大学4年） 杉原　百芳（広島大学3年）

桜井悠一郎（広島大学1年） 小方　智景（広島大学1年）
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■ 実習日程

Ａチーム

西城町における西城市民病院の役割をみる

Ｂチーム

地域医療の現場を知るテーマ 

テーマ 

13：00 病院の概要についてのお話
地域包括ケア
介護保険事業所と病院の連携
他の医療機関との連携

14：00 訪問診療の見学
16：00 施設見学

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」

17：00 終了

1日目【8月22日（月）】

08：30 ナースステーション見学
患者さんへのインタビュー
外来見学

11：00 終了

2日目【8月23日（火）】

13：00 小鳥原地区移動診療に同行
14：50 庄原市西城市民病院の概要
16：00 施設見学

病院
介護老人保険施設「せせらぎ」
庄原市西城保健福祉総合センター「しあわせ館」

17：00 終了

1日目【8月24日（水）】

08：30 外来診察の見学
・内科診察の状況（エコー、カメラ、MRI等）
・患者さんへのインタビュー

11：00 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

西城市民病院は、県北東部に位置する庄原市西城町の地域包括ケアシステムの一端を担う

病院である。西城町の人口は3,648人、高齢化率は47.6％、要介護認定率25.3％であり、日本

社会の40年先を行く地域とも言われる。そのため、町では地域全体が協力して介護をする姿

勢が求められており、介護老人保健施設「せせらぎ」と保健福祉総合センター「しあわせ館」

が病院に併設されている。西城市民病院、せせらぎ、しあわせ館の三つが連携することで西

城町住民とその家族の健康を支えている。

標高700メートルの自然を生かした「ひろしまクロスカントリー大会」の開催、「古事記の

路」などといった観光名所や温泉もあり、毎年賑わいをみせる地域でもある。

2．実習内容の報告、および感想

１日目は、庄原市西城町の現状や地域包括医療、在宅ケアなどについてのお話を伺い、そ

れから訪問診療に同行させていただいた後、施設見学を行った。訪問診療では、２軒のお宅

に伺った。そのどちらのお宅にも「愛ちゃんノート」という緑色のノートが置いてあったの

だが、これは、在宅医療をする際に、医師、看護師、介護士、ヘルパーの全員が情報共有を

するためのノートだそうだ。医療と福祉の連携、細かく言えば、患者さんのもとを代わる代

わる訪れる医療・介護スタッフの連携の大切さをノートから感じた。大切なことはそれだけ

ではなく、在宅医療では介護者（家族）の存在が大きいとのことだった。患者さんの横に常

にいるのは介護者である家族だ。介護者の理解・協力なしには在宅医療は成立しないことは

言われてみれば明白ではあるが、私達学生にとっては新たな視点となった。また、院長先生

が、“この患者さんの憎まれ口は元気な証拠”とおっしゃったのも印象的だった。それぞれ

の患者さんにはそれぞれの個性があり、健康状態の表現方法もそれぞれだということは、疾

患そして容態悪化の早期発見にも繋がるであろう。

施設見学では、病院に併設されている庄原市立西城保健福祉総合センター｢しあわせ館｣と

介護老人保健施設｢せせらぎ｣へ伺い、それぞれの役割を学んだ。｢しあわせ館｣は、孤立しが

ちな高齢者が社会との繋がりを持つことができるように、子供からお年寄りまでの交流の場

となっていると同時に、ワンフロアに市の介護福祉事業所、ケアマネージャー、看護師、ヘ

ルパーがおり、地域住民にとっての困ったときの駆け込み寺のような場所となっている。こ

の施設の存在は西城町の住民にとって、大変心強いだろうと思った。｢せせらぎ｣は病院と併

設されているため、入所者に何か異変があればすぐに病院と連携を取り対応することができ、

安心である。

２日目は、待合の患者さんとお話した後、外来診療を見学させていただいた。ちょうど健

康診断が行われる日ということで、エコー、胃カメラ、CT、バリウム検査なども見学する

ことができた。西城市民病院では誕生日検診という取り組みを行っており、疾患の予防・早

期発見という面からも地域住民の健康を支えているとのことだった。先生方は診察・検査の

すべてをこなしており、地域で働くには幅広い知識と技術が必要であることから、先生は

「地域医療は在来線」と例えておられてとても分かりやすかった。
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広島大学4年　佐藤　真由

広島大学1年　中田　夏実

広島大学1年　濱本　咲季

広島大学1年　宮野音沙也

報告書2016  16.11.25 11:56 AM  ページ 70



71

3．総　括

二日間にわたる実習の中で、訪問診療や院外施設の見学、外来見学、また患者さんへのイ

ンタビューなど、様々な経験をさせていただき、充実した時間を過ごすことができた。

都会ではさっと得ることのできる最新情報も、地域では自らがより能動的に情報のアップ

デートを行って得る必要があり、それは、地域医療の中ではどうしても限られてしまう「出

来ること」の現実と、患者さんの医療に対する理想とのギャップを埋めていくことにも繋が

ると学んだ。

患者さんとのお話から、西城町民にとって西城市民病院がいかに大きな存在であるかが伝

わってきて、将来私達が地域で働くことの責任の重さも感じ、身の引き締まる思いがした。

4．謝　辞

最後になりましたが、今回お忙しい中実習を受け入れて下さった西城市民病院の郷力院長

先生をはじめ、西城市民病院、せせらぎ、しあわせ館のスタッフの皆様、実習前から沢山の

サポートをいただきました事務長の惠木様、お話を聞かせてくださった患者さんに感謝申し

上げます。この実習を通して得たものを今後の学びに生かしていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

報告書2016  16.11.25 11:56 AM  ページ 71



1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

西城市民病院は、県北東部庄原市の中央部に位置する西城地区の拠点病院です。西城町は、

人口3,625人、総面積226.9h、高齢化率47.7％の町であり、四季折々の豊かな自然を楽しめ

る中山間地域の町です。当病院は、外来診療、入院診療のみならず、同じく北部にある庄原

赤十字病院等と連携をとって西城・東城の無医地区へ移動診療車の派遣も行なっており、更

には西城地区全体の健康診断を行うなど予防にも力を入れています。更に保健福祉センター

「しあわせ館」や介護老人保健施設「せせらぎ」を併設し、在宅ケアも含めた福祉とも常に

連携をとっているのが当病院最大の特徴であり、地域包括ケアの確立を掲げ町ぐるみで医

療・福祉の提供が行われている病院となっています。

2．実習内容の報告、および感想

今回の実習では、西城市民病院を中心とした庄原市西城町に対する地域包括ケアシステム、

チーム医療の重要性について学ばせていただきました。実習は、初日に移動診療車の見学、

西城市民病院の地域包括ケアシステムの概要の説明、病院に隣接する施設の見学を行い、二

日目には院内、外来診療の見学、患者さんへのインタビューを行いました。

はじめに見学した移動診療車は心電図やエコーといった医療機器を搭載しており、週一回、

車などの移動手段の乏しい患者さんのため無医地区へ赴いています。その際、移動診療車は

十分な広さや設備があるわけでない事も知り、無医地区での医療行為を行うための環境整備

の難しさを知ることができました。

地域包括ケアについては、医療サービスを受ける上で必要な機器が揃っている「しあわせ

館」や、介護施設である「せせらぎ」といった隣接した施設同士で連携して行っていました。

「しあわせ館」を見学した際に特に印象深かったのは、窓口に壁がなく非常に相談しやすい

空間であったことです。それだけでなく、子供も集まれるスペースもあり、とても足を運び

やすい施設だと感じました。また、「せせらぎ」でも施設内の利用者やスタッフの皆さんが

作った装飾が施設内の至るところに飾られており、和気あいあいと、明るい雰囲気の施設だ

と感じました。

二日目の外来診療の見学では、院長である郷力先生の診療風景を見学させていただきまし

た。患者さんの先生に対する様子を見て、信頼関係がしっかり築けているのだとひしひしと

感じました。胃カメラを使った診察も見学させてもらいましたが、その時に先生が、自分が

今から行うことをきちんと患者さんに説明し、患者さんに最大限の配慮をすることが重要と

おっしゃっていました。そういった配慮の上で、信頼関係が成り立っているのだと言葉だけ

でなく実際の様子で感じることができました。また見学した際に、患者さんが先生に専門で

ない科の病気に関する不安を打ち明けることがあり、そういった状況でも適切に丁寧に対応

されていたのを見て、幅広い知識を持っていなければそういった患者さんに最大限満足して

もらえないのだということを痛感しました。
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広島大学4年　大田垣　真

広島大学3年　杉原　百芳

広島大学1年　桜井悠一郎

広島大学1年　小方　智景
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3．総　括

私たちは８／24、25の二日間、西城市民病院で実習をさせていただきました。西城町はか

なり高齢化率が高く、中山間地域ということもあり交通の便もいいとは言えません。そのた

め、この病院の同じ敷地内には老人介護施設「せせらぎ」や福祉総合支援センター「しあわ

せ館」が併設されるなど、地域の方々がなにか不安や心配事があるときにここにくれば解消

できるようになっていました。また、移動診療車を使うことで、病院まで来られない方にも

医療を提供できます。こうした地域に根付いた取り組みは、医療関係者だけでなく、地域の

方々の協力、広島県からの補助金などの行政のサポートがあることで可能になっていること

を知りました。多くの方が協力し合い多職種連携を大切にすることが、地域医療では重要な

のだと学ぶことができ、とても良い経験ができました。

4．謝　辞

最後になりましたが、この実習を受け入れてくださり、また、院長先生をはじめ多くのス

タッフの皆様がお忙しい中私たちにたくさんのことを教えてくださり、本当にありがとうご

ざいました。西城町独自の取り組みを知ることでさらに地域医療の必要性、大切さを実感で

きました。今回の貴重な経験を生かし、将来地域の方々に充実した医療を提供できるよう、

勉学に励んでいこうと思います。本当にありがとうございました。
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