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地域医療セミナー 2018　報告書実習
内容
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県北部 1

■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 ／ 桜井悠一郎（広島大学3年） 谷　　菜穂（広島大学1年）
 森　　広圭（広島大学1年）

				

■実習日程

	 三次の地域医療を理解する
1日目【 8月20日（月）】

開始時間 内 容
13：30 - 14：30 診療所見学
14：00 - 15：30 訪問診療見学
15：30 - 16：30 関連施設見学
16：30 - 17：00 診療見学

17：00 終了

2日目【 8月21日（火）】
開始時間 内 容

8：30 - 12：00 診察見学（患者さんへのインタビュー）
12：00 終了

三次市国民健康保険甲奴診療所1

テーマ
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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
甲奴診療所は、三次市南部の甲奴町にあり、甲奴町周辺の地域住民の方の健康を支えて
います。甲奴町は、人口2，400人、高齢化率45．5％です。周辺の医療機関は、一番近い
ところで車で10分程度かかります。
甲奴診療所には、内視鏡を始め、検査に必要な様々な設備が整っており、今年の2月に
は電子カルテが導入されたそうです。甲奴診療所は、常勤の医師は重岡先生一人、常勤看
護師は2名です。最近、近くのショートステイ型の老人ホームなどへの往診が増えている
そうです。

2．実習の内容報告、および感想
今回の地域医療実習では、甲奴診療所の外来や訪問診療などの日常の業務について見学
させて頂きました。外来には1日に約60名の患者さんが訪れ、その全ての診察を重岡先
生一人で行っておられました。人間ドックや、風邪症状などの内科的疾患から、骨折や膝
の痛みなどの整形外科的疾患まで幅広い疾患の診察を行い、処置や薬の処方を施したり、
必要であれば近隣の病院に患者さんを紹介していました。また、印象的だったのが胃カメ
ラや超音波検査診断装置の機械も設備されており、それら全てを先生が使いこなして診療
を行われていたということです。機械だけでなく、漢方薬も使っておられ、患者さんに対
して出来ることを最大限行っておられるのだと感じました。
訪問診療では介護施設をいくつか訪問しました。どの施設にも他院に入院された方が退
院して入所された方が多く、退院後の体調や病状を定期的に確認し、ケアするための診察
が多かったように感じました。施設のスタッフさんとも綿密な連携が行われていることが
分かりました。また、先生は看護師さんとも家族ぐるみの付き合いをなさっておられ、と
ても仲の良い医療チームが出来上がっているように感じました。甲奴診療所では、重岡先
生が診察する前に看護師さんが患者さんに簡単な問診を行うようにされており、スムーズ
に診察が行われていました。また看護師さんが、先生が必要としていることに何も言われ
なくても気付き、行動されていると感じました。
今回の実習で感じたことは、総合診療を行うためには幅広い知識や技術が必要であると
いうことです。患者さんは高齢な方が多く、大きな声でゆっくりと話しかけるなど、患者
さんに合わせた診療を行うことも大切であるとわかりました。会話が難しい患者さんに対
する接し方や症状の読み取りなども習得していかなければならないと感じました。

3．総括
この二日間の実習を通して、甲奴診療所の温かい雰囲気は勿論、甲奴町と町自体の温か
さを感じました。先生の外来を見学させていただいてとても印象的だったのが、とにかく

広島大学3年　桜井悠一郎
広島大学1年　谷　　菜穂
広島大学1年　森　　広圭

地域医療セミナー報告書（甲奴診療所）
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地域医療セミナー 2018　報告書

三次市国民健康保険甲奴診療所1

患者さんに親身になっていたということです。検査された方に、検査値が芳しくなくても
不安にさせない対応や、精神的に困っている患者さんに対しては、原因にとどまらず周り
の環境まで気を配るよう、細かく相談に応じていらっしゃいました。	患者さんにお話を
伺った時、先生の印象はとてもよく、信頼されていることがわかり、日頃の対応がこの信
頼につながるのだと身にしみて分かりました。	甲奴診療所に来られている患者さんは自
分で車で来るか、家族の方に送ってもらうという形で来院されていました。今回の実習を
行った時は、西日本豪雨の影響で甲奴診療所の近くを通る福塩線が止まっており、さらに
移動に困る状況でした。地域医療を行う上で、患者さんの足のことも十分に考えなければ
ならないとも感じました。

4．謝辞
今回、地域医療実習を受け入れてくださった重岡先生をはじめとする甲奴診療所のス
タッフの方々、実習の準備また手助けをしてくださった地域医療システム学講座の皆様、
広島県地域医療支援センターの皆様、三次市役所甲奴支所の皆様本当にありがとうござい
ました。この実習を通して学んだことを今後の学生生活、さらには自分たちが将来地域医
療に従事した時に活かせるよう精進したいと思います。

　

　



59

県

北

部

地域医療セミナー 2018　報告書実習
内容

県北部
2

■所 長 ／ 高張　康介　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 ／ 藤井　勇気（広島大学3年） 谷本のりこ（広島大学3年）
 池田　祥太（広島大学1年）

				

■実習日程

	 庄原の地域医療を学ぼう！
1日目【 8月20日（月）】

開始時間 内 容
13：30 往診や診察の様子を見学
17：00 終了

2日目【 8月21日（火）】
開始時間 内 容

8：30 超音波検査の様子を見学
12：00 終了

庄原市国民健康保険総領診療所2

テーマ
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1．実習機関のある地域とその医療機関の紹介
私達は、8月20日、21日に広島県庄原市総領町にある総領診療所での実習に行ってき
ました。広島市からバスで約2時間で庄原市に、そこからタクシーで約20分で着きまし
た。総領町は面積70．61キロ平方メートル、総人口約2，000人の町です。町の木はヒノキ、
花はセツブンソウです。有名な食べ物は、鮎と比婆牛などです。実際に交流会で鮎を食べ
させて頂いたのですが、とても新鮮で身もしっかりしていてとても美味しかったです。
総領診療所は、医師の高張先生と看護師3名事務員1名で構成されています。高張先生
は自治医大出身でラグビー部に6年間在籍されていたそうです。自分も運動部に所属して
いるので西医体などの話をすることができてとても楽しかったです。スタッフ全員がとて
も仲が良く優しい方々だったので、チーム医療がとても優れていると感じました。
総領診療所には、CTや心電図を測るための機械がありました。実際にそれらを患者さ
んが使う様子を見学させて頂きました。
実習期間中はあまり患者さんは来られませんでしたが、多い時は1日に30人来られる
そうです。もし重症患者が来られた時は処置をしてすぐに庄原赤十字病院に搬送するそう
です。このように地域と診療所と病院の連携がとても優れていると思いました。

2．実習内容の報告、および感想
実習1日目には、午後からの診察の見学をさせて頂きました。2日目の午前に比べて患
者さんの人数は少なかったように感じましたが、それでも診察の素早さをとても感じまし
た。ときどき患者さんの目をしっかりと見て、患者さんを不安にさせないよう心がけ、優
しい言葉遣いを意識しながらテキパキと診察をしていくことが大切であると感じました。
ご高齢の方が多いため、耳が遠く、何度も聞き返される患者さんも多い中、笑顔で、言葉
を変えながら診察を進めていくことも、非常に大切であると分かりました。1日目には特
別養護老人ホームの見学もさせて頂きましたが、そこでは診療所に来られる患者さんに比
べて自分で症状を述べることが難しい患者さんも多くいらっしゃって、介護士の方から病
状を聞くことも多くありました。このような場では特に、スムーズな往診のためにも、介
護士の方と患者さんの日頃のつながりや、医師や看護師との連携が重要になってくるのだ
なと痛感しました。2日目は午前中の診察見学の中で、主にエコーなどの設備見学、看護
師の方の業務見学をさせて頂きました。総領診療所には薬剤師がおらず、薬の梱包などは
全て看護師の方が行っているとのことで、患者さんが多い時間帯などは、特に忙しそうな
様子でした。看護師さんは採血のあいだに地元の知り合いの話など、その土地ならではの
顔見知りの間の話題を用いて会話をしており、患者さんはリラックスした様子で採血を受
けていました。採血や診察などを淡々と済ませるのではなく、その中にも愛情を持ってテ
キパキとこなしていくことが必要不可欠なのだなと感じました。

広島大学3年　藤井　勇気
広島大学3年　谷本のりこ
広島大学1年　池田　祥太

地域医療セミナー 2018　報告書

庄原市国民健康保険総領診療所2

地域医療セミナー報告書（総領診療所）
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3．総括
今回の二日間の実習を通して、私達は僻地医療とはどうあるべきなのか、改めて考える
機会を頂きました。今回、総領診療所で私たちを出迎えてくださった高張先生は若くて、
私たちとそこまで年齢が離れていない先生でしたが、総合診療医としての知識はもちろ
ん、患者さんとの話し方や、立ち振る舞い、体調を崩しても点滴をして診察を行なうとい
うような責任感の強さがわかるエピソードなどから、僻地で働く総合診療医とはどうある
べきかを体現していらっしゃいました。
特に印象的だったのが、介護施設の訪問診療に同行させていただいたときに、高張先生
や看護師さんはとても患者さんや介護士さんなどの施設の従業員さんにとても親しまれ、
頼りにされているということです。
高張先生が総領診療所の医師として赴任されたのは去年の春なので、この短時間でこれ
ほどの信頼を得るのは並々ならぬ工夫と努力があったと想像出来ます。症状を伝えにくそ
うな患者さんにゆっくり、優しく質問して、それを聞きだそうとする先生の姿勢がそれを
可能にしていると感じました。また僻地には高齢者の人数が多いので、高齢者一人一人の
デイサービスの曜日や、病院と同じ施設内で開かれる地域交流会の日にちなども先生･看
護師さんたちは把握していました。そのようなことから僻地医療とは個人レベルに近いと
ころまで町民の方々に安心を送り、それが患者さんからの信頼や親しみを得る理由である
と分かりました。

4．謝辞
最後になりましたが、今回お忙しいのにも関わらず私たち実習生を受け入れてくださっ
た高張先生、看護師の皆様、医療関係者の皆様、ならびに実習のサポートをして頂いた広
島大学地域医療システム学講座の皆様、広島県地域医療支援センターの皆様、本当に有難
うございました。この経験を忘れずに、将来広島県の僻地医療に貢献できるよう今後もよ
り一層勉学に励んでいきたいです。
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3

■所 長 ／ 佐古　篤謙　先生
■T E L ／ 0824-55-3651
■F A X ／ 0824-55-3011
■住 所 ／ 広島県三次市作木町下作木1503

■参加学生 ／ Aチーム 松山　侑希（広島大学3年） 中田　夏実（広島大学3年）
 小松原彩乃（自治医大1年）
 Ｂチーム 品末　典也（広島大学3年） 奥村　美月（広島大学2年）
 神安　　柊（広島大学1年）

				

3 三次市作木診療所
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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と重要性
1日目【 8月20日（月）】

開始時間 内 容
11：45 施設見学

オリエンテーション
昼食
訪問診療/外来診療

（空き時間に他施設見学など）
18：00 終了

2日目【 8月21日（火）】
開始時間 内 容

8：20 町民バス
外来での付き添い実習

（空き時間に他施設見学など）
12：00 終了

Ｂチーム

	 作木における地域医療の役割を知る
1日目【 8月22日（水）】

開始時間 内 容
12：00 施設見学

外来診療の見学
往診見学
グループホームの訪問診療
訪問診療の見学
業務の見学

18：00 終了

2日目【 8月23日（木）】
開始時間 内 容

8：30 町民バスの見学
そのまま患者さんに付き添い

11：30 終了

テーマ

テーマ
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1．実習医療機関とその地域の概要
私たちは、作木診療所に実習に行ってきました。作木町は旧作木村で、今は三次市に合
併されています。作木診療所は、佐古先生をはじめとし、看護師3名、事務員1名、保健
師2名の方々で成り立っておられます。作木町は、年間の出生数が1桁、高齢化率50％以
上という少子高齢化がとても進んだ地域です。
佐古先生は長い間へき地の診療所で働くことを希望されており、昨年の5月に赴任され
た先生です。診療所では外来診療、先生方の車で患者さんのお宅を訪問する訪問診療を
行っています。診療所への交通手段がない山間部の患者さんは作木支所から出ている作木
町市民バスで送迎するなど、できるだけ多くの方に医療を提供できるように様々な方法が
とられていました。訪問診療は外来診療と違い実際に患者さんの家で診察するので患者さ
んの生活感も分かり診察がスムーズに進み、患者さんやご家族の方とも世間話などができ
るのでとても楽しいそうです。

2．実習内容、および感想
診療所に到着し、施設の見学をさせていただいた後、訪問診療に同行させていただきま
した。2軒のお宅に伺わせていただきました。患者さんのみなさんは先生がいらっしゃる
のをとても楽しみにしていらっしゃいました。この見学で印象的だったのは、佐古先生と
患者さんの距離の近さです。患者さんの手を握ったり目線を合わせたりなど、患者さんと
の物理的、精神的な距離を縮めてコミュニケーションをとられていらっしゃいました。ま
た、患者さんがご家族に直接は言いづらそうなことを知り、それをご家族に伝える橋渡し
のような役割も訪問診療をする際には必要なのだと学びました。
次に外来診療を見学させていただきました。診察室の見学、看護師の予診を中心とした
業務の見学、事務業務の見学にわかれて行いました。それぞれが患者さんの現在の情報を
知るため、診療所を運営するために必要なのだということを実感しました。見学させてい
ただいた夕方の時間帯には、高齢者の方だけでなく子どもも多く、とても忙しそうでした。
2日目には、作木町内をめぐり作木診療所へと向かう町民バスに乗せていただき、乗っ
てこられた患者さんに付き添わせていただきました。曲がりくねった山道をどんどん登っ
ていき、自力では診療所に行けない町民の方々の重要な交通手段になっていました。
2日間の実習を通して、町民の方々が「佐古先生はいい先生」とおっしゃっていて、佐古
先生は町民の方々の信頼を集めていらっしゃるのだということがとてもよくわかりました。

3．総括
今回の二日間の実習を通して高齢化のとても進んだある意味、最先端の地域医療を学ぶ
ことができました。山間に住居が点在する作木では、自力で診療所への通院が難しい患者

広島大学3年　松山　侑希
広島大学3年　中田　夏実

自治医科大学1年　小松原彩乃

地域医療セミナー報告書（作木診療所Aチーム）

地域医療セミナー 2018　報告書

三次市作木診療所3
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さんが診療を受けられるように町民バスや近所の人の送り迎え、佐古先生の往診があり、
地域での支えあいを強く感じました。
診療所の佐古先生は、0歳から100歳まで、いわば1世紀を見るお医者さんです。患者
さんの前では常に笑顔であり、患者さんの言葉に大きく頷き、往診の際では患者さんの手
を握り耳元で聞こえるように声をかけ会話する先生の姿は印象的で、このような姿勢が患
者さんの安心につながっていると感じました。また、この丁寧な診察により患者さんに必
要な鎮痛剤や睡眠薬の量が必要最小限になっているという話を薬局の方から聞き驚きを覚
えました。まさに、患者さん中心の医療でありとても勉強になりました。
今回の実習は教科書や授業だけでは学ぶことのできない、地域医療や診療所の良さやこ
れからの課題などを学ぶことができた貴重な二日間となりました。

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くださった佐古先生をはじめと
する作木診療所、作木福祉保健センター、薬局のスタッフの皆様、お話を聞かせてくだ
さった患者さん、さらには調整などしていただい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方々などすべての方に心より感謝申し上げます。本当にありがとうご
ざいました。
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1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介
私たちが行かせていただいた作木診療所は広島県の北部にあり診療所のすぐ側を流れ
る江の川を挟むと対岸は島根県という位置にある本当に最北端な場所でした。作木町は
1889年に従来の14村を合併してからは「作木村」でしたが、2004年の平成の大合併に
より三次市に合併されました。人口は年々減少しており，平成30年1月現在で1，414人
ですが一人暮らしの高齢者が多いためこれからも減少は続いていくと考えられます。ま
た、近くに大学がないことも若者の流出につながっているようです。しかし、作木町で
はカヌーが盛んで定期的にカヌー教室や大会が開かれています。作木診療所は1985年に
開設された診療所で開設から10年間は2年ごとに自治医科大学から先生が来られており、
前任の児玉先生は2年の任期を終えてもそのまま診療所に残っておられていましたが、
2015年に退職されてからは2年間常勤医師がいない状態が続き三次中央病院から週に3回
程度先生が来られていましたが、去年の5月から佐古先生が常勤医師として着任し、現在
は佐古先生と看護師の方3名と事務員の方3名が働いておられます。診療所内は佐古先生
が来られる前までは土足禁止だったのが佐古先生の「ご高齢の患者さんは靴を脱ぐのが負
担になるのではないか。」という思いから土足のままで入ることができるようになってい
たり、待合室には畳が敷いてあったりと患者さんに寄り添った配慮がたくさんあり、作木
診療所は患者さんのことを第一に考えた医療を行っています。

2．実習内容の報告，および感想
往診、訪問診療では先生が患者さん一人一人に対して丁寧に診察しているのが印象的で
した。また、作木では山の上に住んでいる高齢者の方も多く、こういった訪問診療が欠か
せないということも教えていただきました。訪問診療の中で、グループホームにお邪魔さ
せていただいたのですが、利用者の方にお話を聞いた際、常駐のお医者さんがいることが
とても安心するのだという声が多く、医療がどれだけ地域の人たちの生活に重要なものな
のかを感じることができました。外来の見学では、事務、看護師、医師に分かれて見学さ
せてもらいました。看護師の方も医師の人も、患者さんに笑顔で接していることや、患者
さんとの会話の中に、その人の家族の話だったり、世間話だったりをしていらっしゃるの
を見て、この診療所が一つのコミュニティになっているように感じました。また、患者さ
んに話を伺うと「ここのお医者さんは親身になって相談に乗ってくれる」といった声が多
く、医師と患者さんとの信頼関係が強く結ばれていることを実感しました。見学の中で、
佐古先生が「患者さんがどういった経緯で受診しに来たのかを考えないといけない」とい
う言葉を聞いて、こういった先生の真摯な姿勢が患者さんたちの信頼につながっているの
だろうと思いました。
二日目には市民バスに乗って作木の地域を回らせてもらいました。市民バスはかなりの

広島大学3年　品末　典也
広島大学2年　奥村　美月
広島大学1年　神安　　柊

地域医療セミナー報告書（作木診療所Bチーム）

地域医療セミナー 2018　報告書

三次市作木診療所3
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距離を走るバスで、かつかなり山の上まで登っていくのでとても驚きました。時にはかな
り細い道を通ったりしました。こうして広範囲をこのバスが通ることで、人々の重要な交
通手段になっているのだそうです。運転手さんと話していく中で、どこの人がいつも乗っ
ているのか、どこの家の人が一人暮らしかということも把握されていることが分かりまし
た。こういったつながりがあることで、いつもバスに乗っている人が乗らなくなっていた
ら、その人がもしかしたら体調を崩しているかもしれないという風に、地域ぐるみで配慮
することができるようになるそうです。家と家がかなり離れていて少し孤立した場所にあ
る家もあったので、そういった互いに相手の健康に注意しあえるつながりは重要なもので
あるのだなと思いました。

3．総括
私たちは二日間の間にとても多くのことを学ばせていただきました。その中で、先生方
や地域の方々の温かみに実際に触れて、地域医療に必要な人と人との関わりあいの大切さ
を知りました。これは今後、地域医療に携わっていく上で、大きく活用できることだと思
います。

4．謝辞
最後になりましたが、大変お忙しい中、私たちの実習のために貴重なお時間を割いてく
ださった先生やスタッフの皆様、また，温かく対応してくださった地域の皆様、そして、
実習をサポート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、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 山手　敦史（愛媛大学4年） 佐藤　美純（広島大学3年）
 平田　慎達（広島大学2年） 菊川加奈子（広島大学1年）
 Ｂチーム 貞時　隆志（広島大学4年） 藤井　友希（広島大学2年）
 西丸　遥菜（広島大学1年）

				

神石高原町立病院4
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■実習日程
Ａチーム

	 地域に根差した医療とはどういうものか考える
1日目【 8月20日（月）】

開始時間 内 容
13：00 ケア会議または回診
16：00 院内案内
17：00 終了

2日目【 8月21日（火）】
開始時間 内 容

8：20 訪問看護見学
12：00 終了

Ｂチーム

	 超高齢社会における医療
1日目【 8月22日（水）】

開始時間 内 容
13：00 - 16：00 介護施設での診察見学
16：00 - 17：00 院内見学

17：00 終了

2日目【 8月23日（木）】
開始時間 内 容

8：20 - 11：50 訪問看護見学
12：00 - 13：00 昼食および記念撮影

13：00 終了

テーマ

テーマ
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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中東部に位置し、北は庄原市、南は福山市、西は府中市、東は岡
山県に接する町です。平成30年8月9日現在の人口は9，218人で、このうち65歳以上の
高齢者は4，281人で、高齢化率は46．44％と高いです。神石高原町立病院は町内で唯一入
院病床を持つ施設で、平成21年に県立神石三和病院から移管されました。病床数は83床
（一般47床･医療療養36床）、常勤医は5名です。5名の医師は全員内科医で、眼科や整形
外科などは他の病院からの応援を受けています。また、広い町内に住む高齢者の健康を守
るため、病院などの医療機関や介護施設が行政機関と密接に関わっていました。さらに、
病院には朝早くから多くの患者さんが訪れており、病院が単なる医療機関ではなく、コ
ミュニティの中心となっていたことも印象的でした。

2．実習内容の報告、および感想
1日目に地域包括支援センターが月に一度行っている神石地区連絡会議に参加させてい
ただきました。連絡会議とは、その地域で働いている様々な職種の医療従事者が集まり、
その地域に住んでいる患者さんの状態を細かく報告し合う会議です。今回の連絡会議に
は、民生委員･町立病院･介護施設･社会福祉協議会などから代表が1人ずつ参加されてい
ました。連絡会議に参加して、同じ患者さんであっても、普段と病院にいる時で様子が異
なることがあるということが印象的でした。このような状況は、特に高齢者の方に起こり
やすいそうで、病院という改まった場所に行く際、普段よりも元気に振舞ってしまうそう
です。病院にいる医師からすれば一見元気そうに見えても、家にいる時は気落ちしている
こともあるため、このような連絡会議を開き、様々な立場から患者さんの状況を報告しあ
う事で、このようなことに気づくことができます。そういった点でも、連絡会議は地域医
療において重要であると学びました。
二日目は、町内の神石地区の訪問看護に同行させて頂きました。患者さんの血圧や体温
などのバイタル測定、オムツ替えや着替え、服薬管理や生活指導などを見学させていただ
きました。看護師の方の仕事を見学させていただき、訪問看護では患者さん一人一人の
ニーズに合わせた幅広いケアを行うことが必要だと感じました。診療や看護、介護の中で
お互いをカバーし合わないと本当の意味で、全体で1人の患者さんを支えることにはなら
ないのだと考えさせられました。また、患者さんの薬の飲み残しや不要な薬がないかとい
うことを細かく確認されていたことも印象的でした。今まで服薬管理はきちんと薬を飲ん
でいるかを確認するためのものだと思っていましたが、患者さんの医療費の負担を軽減す
る意味も込められているということが分かりました。看護師さんの患者さん一人一人と真
摯に向き合う姿勢は大変勉強になりました。

愛媛大学4年　山手　敦史
広島大学3年　佐藤　美純
広島大学2年　平田　慎達
広島大学1年　菊川加奈子

地域医療セミナー報告書（神石高原町立病院Aチーム）

地域医療セミナー 2018　報告書

神石高原町立病院4
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3．総括
この二日間、神石高原町立病院で実習をさせていただいた中で、患者さんを地域全体で
支えることと、それを実現するための地域の繋がりや多職種連携の重要性を学ぶことがで
きました。医師が率先して他の職種のスタッフとコミュニケーションをとり、良い関係を
築いておくことがチームとしてより良い医療を患者さんに提供することにつながることを
感じました。また、地域全体で一人の患者さんを支えるために院内だけでなく、行政やほ
かの医療機関、介護施設、地域の民生委員やみまわりボランティアの方たちとも定期的に
連絡会議を設け、それぞれの視点から見た患者さんの様子や状況を共有しておくことも非
常に重要だと感じました。地域の基幹病院ならではの、密なコミュニケーションの上に成
り立つ地域包括ケアを体験することができました。

4．謝辞
最後になりましたが、実習内容の決定から当日の進行まで大変お世話になった副院長の
服部先生をはじめとする医療スタッフの皆様、宿泊先や交通の手配をしてくださった総務
課の横山さん、我々学生を快く受け入れてくださった患者さんや地域の方々、さらにはこ
のような実習の機会を与えてくださった広島大学地域医療システム学講座の皆様、広島県
地域医療支援センターの皆様など、たくさんの方々に支えられ二日間の実習を実りある充
実したものにすることができました。心より感謝いたします。本当に有難うございました。
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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
私たちが病院実習で訪れた神石高原町立病院は、広島県中東部に位置する神石高原町に
あります。2004年に油木町、神石町、豊松村、三和町の3町1村が合併してできた神石高
原町は、人口約9，200人、高齢化率約46％となっており、トマト、ぶどう、牛、こんにゃ
くが特産物として有名です。
神石高原町立病院は、「地域の皆さまに愛され信頼される、地域に開かれた病院の構築」
という理念のもと、良質で安全な医療、地域の特性にあった切れ目のない医療、患者さま
主体の医療を提供されております。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、脳神経外科、呼吸器内科の7種類で、病床数は83床となっています。 
そして、神石高原町立病院は、地域医療の拠点と在宅医療の拠点としての役割を担って
います。地域医療の拠点としては、HMネットという医療情報ネットワークで病院間の診
療情報を共有したり、無医地区の受療機会の確保や医療提供のために定期的に地区に伺っ
たりすることで、より良い医療の提供に努めています。在宅医療の拠点としては、病気や
障害を持った人が住み慣れた地域や家庭で、その人らしい生活が送れるように、訪問看護
や訪問リハビリテーションを行なっています。 

2．実習内容の報告および感想
新幹線で福山駅まで行き、そこからバスでおよそ一時間半、私たちは神石高原町立病院
に着きました。周りを見渡しても民家はほとんどなく、辺り一面が田畑のような場所にポ
ツンと病院があるといった印象を受けました。着いてまもなく、私たちはシルトピア油木
という特別養護老人ホームに行きました。ここでは要介護3以上の方が身の回りの支援や
介護を受けながら生活をされていました。そこに常駐する医師はおらず、4グループほど
に施設の方々を分け、一週間に一度の定期検診をそのうちの1グループが受けるといった形
を取っていました。つまり、おおよそ一ヶ月に一度検診を受けられるといったものでした。
また、ターミナルケアについても重視しており、施設の方々にどう長生きしてもらうか
というよりかはどのように今後の人生の質を高めていくかを重要視されているようでした。
2日目は訪問看護を見学させていただきました。数名の方に訪問看護をしたのですが、
共通していたのは自己判断が困難なことがあるという点です。薬は病院で渡しているので
すが、それをきちんと飲まれなかったり無くされたりしていました。訪問看護の重要性を
改めて感じさせられた日でした。
2日間行って思ったことはこのような中山間地域には広い土地にお年を召した方がバラ
バラに住んでおり、患者さんを受け入れる病院だけでなく、患者さんの家に行って定期的
に診ることも重要であることがわかりました。そのためにも常に患者さんの状態を把握し
てそれに合わせた接し方が大切であると思いました。

広島大学4年　貞時　隆志
広島大学2年　藤井　友希
広島大学1年　西丸　遥菜

地域医療セミナー報告書（神石高原町立病院Bチーム）

地域医療セミナー 2018　報告書

神石高原町立病院4
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3．総括
今回の2日間の実習では短い時間ではありましたが、介護施設や訪問看護など大学での
授業や実習ではめったに経験できない貴重な経験をさせていただきました。医療資源が十
分ではない中でも、どのように患者さんに満足な医療を提供しようとしているのかとい
う、超高齢化社会、僻地医療における最先端を学びました。ただ病院で診療するだけの医
療ではなく、患者さんの状況、地域の状況に対応して医療を提供している姿を間近で見る
ことができ、また、医師だけでなく様々な医療従事者を通じて患者さんと対話しながら患
者さん中心の医療の大切さにふれることができました。この貴重な経験をいかして、これ
からの医学部での学びをより患者さんという人を意識したものとしていきたいと思います。

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原田先生、服部先生を始め、
神石高原町立病院のスタッフの皆様、広島県地域医療支援センターの方々のおかげで、貴
重な経験をさせていただくことができました。心から感謝申し上げます。
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5

■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 池田　　駿（広島大学4年） 内田　直幸（広島大学2年）
 梶江　亜未（広島大学1年）
 Ｂチーム 竹村　優李（広島大学4年） 古志　桜子（広島大学2年）
 辻　　貴之（自治医大1年） 髙島　一貴（自治医大1年）

				

庄原赤十字病院5
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■実習日程
Ａチーム

	 「在宅医療提供の仕組み」
1日目【 8月20日（月）】

開始時間 内 容
13：00 - 13：30 庄原赤十字病院の概要説明等
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 小児科外来見学
16：00 - 16：30 訪問看護ステーション見学
16：30 - 17：00 医師･研修医に同行し院内研修

17：00 終了

2日目【 8月21日（火）】
開始時間 内 容

8：30 - 9：00 かんぽの郷から病院へ移動
9：00 巡回診療バスに同乗
12：00 終了

Ｂチーム

	 地域の医療を支える庄原赤十字病院の取り組みについて学ぶ
1日目【 8月22日（水）】

開始時間 内 容
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 施設見学
14：15 救急外来見学･検査等見学
15：00 小児科外来見学
16：00 訪問看護ステーション見学
16：30 医師･研修医に同行し院内研修
17：00 終了

2日目【 8月23日（木）】
開始時間 内 容

9：00 移動診療車に同乗
17：00 終了

テーマ

テーマ
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地域医療セミナー 2018　報告書

庄原赤十字病院5

1．医療機関のある地域と医療機関の説明
庄原市は中国地方のほぼ中央に位置し、島根県･鳥取県･岡山県に隣接する“県境のまち”
です。人口は35，910人、そのうち14歳以下は3，791人で、高齢化率は41．6％（江田島
市に次いで2位）と、少子高齢化が進んでいます。市町村合併により近畿以西で最大の面
積をもつ市となり、香川県の3分の2にもなる広さの土地に人が点在する状態で、現在広
島県に54ある無医地区のうち23カ所は庄原市にあります。そのため、6年前から移動診
療車による巡回診療サービスが導入され、通院が困難な患者さんの健康を支えています。
市内の開業医も高齢化が進み、診療所数はここ30年の間に3分の2以下にまで減少して
います。市内に耳鼻科･泌尿器科を専門とする診療所はなく、小児科はやっと今年7月か
ら公設民営の診療所が一カ所開設されたばかりです。そのため、市内唯一の総合病院であ
る庄原赤十字病院は、一般外来では町医者のような役割をも果たし、24時間365日「救
急車は断らない」を理念に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。また、病院内に緩和病床や訪問看護ステーションを設置するなどして急性期から慢
性期までの治療を一貫して担い、検診事業や健康教育などにも力を注いでいます。

2．実習内容の報告、及びその感想
今回の実習では始めに施設見学を行いました。今回訪れた庄原赤十字病院は増築された
新しい病棟と古い病棟があり、どちらも見学させていただきました。新しい病棟には、手
術室、集中治療室、救急室などがありました。設備なども見学させていただいたのです
が、内視鏡やCT、MRIなどといった都市部で使われているような最新の設備が充実して
いたことに驚きました。また、今年13年ぶりに開設された産婦人科の診察室や分娩室な
ども見学させていただきました。その中でも特に印象的だったのは、患者さんの部屋の作
りです。部屋の前は元々医療スタッフがよく通る通路だったのですが、患者さんの気持ち
を考慮して今は人通りも少なく静かで落ち着ける環境となっていました。また、部屋も他
の診療科の病床と比べて、きれいで落ち着けるように配慮されていました。安心のできる
環境で子どもを産んでほしいという病院の意向がとても感じられました。次に、同じく今
年開設された小児科の外来の見学をさせていただきました。やはり高齢化率がかなり高い
地域では少子化も顕著に現れており、患者数も少なかったです。見学をしたときには患者
さんは一名しかいなかったのですが、誠心誠意対応する医師や看護師の姿が印象的でし
た。また、訪問看護ステーションでは、看護師の方から実際にどのようなことをしている
のか細かく教えていただきました。最終日には、移動診療車に乗せてもらい診察を見学さ
せていただきました。マイクロバスを改造して作られた診療車には色々な設備が充実して
おり驚きました。この日の患者さんは一人しかいなかったのですが、多い日には10人ほ
どいらっしゃるそうです。産婦人科や小児科などもそうですが、庄原市を想って立ち上が

広島大学4年　池田　　駿
広島大学2年　内田　直幸
広島大学1年　梶江　亜未

地域医療セミナー報告書（庄原赤十字病院Aチーム）
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る医療スタッフの姿勢にとても感銘を受けました。

3．総括
今回の庄原赤十字病院での実習ではたくさんのことを学ばせていただいたのですが、私
たちの中で特に印象に残ったのが医療スタッフのみなさんの「庄原の医療は自分たちが守
る」という言葉と姿勢でした。「私たちが患者さんを受け入れなければ患者さんはどこに
も行くところがない。庄原赤十字病院は庄原の医療における最後の砦なんだよ。」という
言葉が特に印象に残っています。庄原の最前線でもあり最後の砦でもある責任感を持ちな
がら頑張っていらっしゃる先生やスタッフのみなさんの姿にとても感動した実習となりま
した。

4．謝辞
最後になりましたが、お世話になった先生方をはじめ、医療スタッフのみなさま、また
先生方や行政のみなさまと有意義な時間を過ごせた交流会を開いてくださいました庄原市
市長をはじめとしたみなさまに感謝を伝えたいと思います。素晴らしい実習を提供してく
ださり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
今回私達が訪問させていただいた庄原市は県の北東部にある、3つの県と接している市
です。庄原市において特徴的なのはその面積の大きさです。面積は1，246平方㎞もあり、
香川県の面積の2/3もあります。また高齢化率も41．6％と高く、人口減少や少子高齢化が
問題となっている中山間地域と言えるでしょう。また広島県内の無医地区54ヶ所のうち
23ヶ所が庄原市内に集中しており、市の周辺にも多くの無医地区が集まっており、そう
いった無医地区に対する対応が課題となっております。そんな中で庄原赤十字病院は庄原
市の医療の中心を担う重要な存在となっています。この病院では急性期から慢性期、緩和
ケアまで行うことができる設備･スタッフが整っています。また市内二次救急ができる数
少ない施設として救急車を原則拒否しない救急外来や、庄原市内の無医地区にある程度の
対応ができる機材を持って診療に行く移動診療車や、終末期患者などが住み慣れた自宅で
過ごすことをサポートする訪問看護サービスなどを行っています。

2．実習内用の報告、および感想
1日目の実習ではまず庄原市の人口や、医療の状況･庄原赤十字病院の対策についての
説明を受けました。無医地区の多い庄原市の医療を支えるために、庄原赤十字病院は急性
期だけではなく、回復期まで診ることができる病院となっています。また庄原赤十字病院
の職員の方々は駅伝に毎年チームを組んで参加しているといった話も聞き、職員の方々同
士の仲が良く和気あいあいとした病院だと思いました。
次に病院内の様々な科や病棟を見学しました。庄原赤十字病院は外観からもとても大き
く綺麗な病院という印象を持ちましたが、病院内もやはり広く綺麗でした。様々な科の職
員の方々に挨拶をしましたが、どこの科の方々も優しく対応してくださり嬉しかったで
す。そして病院内の患者さんの年齢層がかなり高いと感じました。80歳はまだ若い方と
先生から聞いてとても驚きました。これからも高齢化は進んでいくため、それに対応した
より良い医療ができるように常に考えていきたいです。また、内科と小児科の外来も見学
させていただきました。1人の先生が様々な科で診察を行っており、やはり地域ではそう
いう医師が必要だということを実感しました。またその医師の方は休みがほとんどないと
言っておられ、地域で働く大変さも垣間見ました。将来どんな場所や状況でも元気に働け
るように今のうちからしっかり体力をつけておきたいと思いました。
2日目は、庄原赤十字病院が西日本で初めて導入した移動診療車での診察に同行させて
いただきました。この日は診察に訪れる患者さんがおらず、実際に診察が行われるところ
を見学することはできませんでしたが、診療車の中を詳しく説明していただきました。移
動診療車は高齢者で病院まで行くのも大変な方達にとってとても便利で必要なものだと分

広島大学4年　竹村　優李
広島大学2年　古志　桜子

自治医科大1年　辻　　貴之
自治医科大1年　髙島　一貴

地域医療セミナー報告書（庄原赤十字病院Bチーム）
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かりました。またどんな地域でも診察できるように、電気につながずに機器を使うことが
できるため、災害時にもこの診療車は活躍することができると聞いて驚きました。もっと
移動診療車の存在やその価値を多くの人に伝えられたらと思います。	

3．総括
庄原赤十字病院で2日間実習をさせていただいて、とても患者さんと医師間の距離が近
いという事が分かりました。また、今回庄原赤十字病院で実践されている様々な事を学ば
せていただきました。例として、中山間地域の病院でありながら、急性期の病気から慢性
期の病気まで幅広くみることができるという事です。一つの医療機関で切れ目なく病気の
治療ができることは、患者さんにとってとても安心感が得られるポイントだと思います。
そして、移動診療車の取り組みが行われているのも、しっかりと地域の方々とのアクセ
スを確保していて、充実していると感じました。他にも多くのことを教えていただき、と
ても勉強になりました。
今回の実習を通して、地域の中心で働く医師像や地域の中核病院の働きをとても分かり
やすく学ぶことが出来ました。

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中島院長先生をはじめとする
庄原赤十字病院の皆様、実習にあたりさまざまな調整を行ってくださった足羽さん、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･広島県地域医療支援センターの
皆様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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■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 吉川　雄大（広島大学3年） 丸谷　凌平（広島大学2年）
 横山　英里（広島大学2年）
 Ｂチーム 島津　千紗（広島大学4年） 伊藤　大起（広島大学2年）
 村上ななみ（広島大学1年）

				

庄原市立西城市民病院6
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■実習日程
Ａチーム

	 西城市民病院と地域の関わり方を学ぶ
1日目【 8月20日（月）】

開始時間 内 容
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
･他の医療機関との連携について

14：00 訪問診療について
･訪問診療の見学

16：00 施設見学
･病院介護老人保健施設
･庄原市西城保健福祉総合センター

17：00 終了

2日目【 8月21日（火）】
開始時間 内 容

8：30 外来診察の見学
･内科診察の状況

11：50 ･患者さんへのインタビュー
･リハビリテーション見学

12：00 終了

Ｂチーム

	 地域における病院の役割を知る
1日目【 8月22日（水）】

開始時間 内 容
13：00 小鳥原地区移動診療に同行

庄原市立西城市民病院の概要
･地域包括ケアについて
･介護保険事業所と西城市民病院との連携
･他の医療機関との連携
施設見学等

17：00 終了

2日目【 8月23日（木）】
開始時間 内 容

8：30 外来診察の見学
･内科診察の状況
･患者さんへのインタビュー

11：30 終了

テーマ

テーマ
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広島大学3年　吉川　雄大
広島大学2年　横山　英里
広島大学2年　丸谷　凌平

1．実習施設のある地域と、その医療機関の紹介
私たちは庄原市西城町にある西城市民病院で実習を行わせていただきました。西城町は
高齢化率が48．8％、要介護認定率が25．3％と、高齢化が極端に進んでいる地域です。病
院の周りは豊かな自然に囲まれており、その四季折々の自然を目当てに訪れる観光客も多
いそうです。西城市民病院は庄原市唯一の公立病院でありながら、「市民の皆さまが安心
して暮らせ、心の支えとなる病院に」という基本理念を掲げ、医療･保健･介護の一体的
サービスを提供する「地域包括ケア」の構築を目指されていました。

2．実習内容の報告、および感想
私たちが病院に到着してまず初めに、西城市民病院の概要についての説明をしていただ
きました。この際、郷力院長先生が話してくださったのは、都会での医療と地域医療の最
も大きな違いでした。それは地域医療というのは患者さんの病気だけではなく生活も病気
とともに見るということです。都会で医療を提供するというのは患者さんが治してほしい
特定の病気を治してあげたらいいですが地域医療はそうはいかないそうです。私たちが実
習をしていて実際そう感じた点は、患者さんが退院したあとのこともしっかり考えて医療
を提供されていたことです。転倒して足を骨折してしまい入院されていた患者さんがおら
れたのですが、この病院ではこの患者さんが歩けるようになったらすぐに退院させるので
はなく、かろうじて歩くことはできるがこれではトイレに行くのが難しいからもう少しリ
ハビリを行いもう少し楽に歩けるようになるまで待ってみようというように退院後の生活
にもしっかりと目を向けた医療を提供されていました。ほかにも朝の回診にご一緒させて
いただいた際の患者さんの中に、脳梗塞になり人工呼吸器がないと生きられない方がおら
れました。その方は通常なら外出することは厳しい状態だったのですが、1週間ほどだけ
でいいので一緒に家で過ごしたいというご家族の希望があったそうです。そこで西城市民
病院のスタッフはみんなで協力してその希望を叶えるため尽力し、見事成功されたという
ことでした。ご家族も大満足してくれたのではと関わったスタッフさんはおっしゃってい
ました。また回診でここならではだと思ったこととして、医師だけでなく看護師、理学療
法士など数名の医療スタッフも一緒に回診について回っていたということです。目的とし
ては、実際看護師や理学療法士のほうが患者さんと関わる時間が長いため患者さんのこと
をよくわかっていて、その方ならではの気付きがあったりしたときは医師がこうと言った
りしてもそこはこうしたほうがいいのではないかなどと助言をしてチーム全員でベストな
医療を提供するためだそうです。医師だけでなく全員が意見を言い合うことができる環境
というのは一緒に回らせていただいてとても良いと思いました。
訪問診療にもご一緒させていただきました。ここで一番感じたことはみなさん先生が家
に来てくれたときはとても笑顔になっていたことです。病院に行くのが難しくても先生が

地域医療セミナー報告書（西城市民病院Aチーム）
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来てくれて診療してくれるのはやはり相当な安心感があるのだと実感できました。
ほかにも病院の隣にある介護老人保健施設「せせらぎ」や保健福祉総合センター「しあ
わせ館」の見学もさせていただきました。しあわせ館には老人介護支援センターや訪問看
護ステーション、シルバー人材センター、地域振興室、地域包括支援センターなどが設置
されており、西城市民病院と連携しながら地域包括ケアを行っています。このしあわせ館
で感じた工夫はこれらすべてが一階にあり、さらに間に壁などがないことです。これに
よってどこか一つのグループがある患者さんの話をすればその場で全グループに共有され
ます。効率も高まるし、情報の誤伝達もなく伝わるためこのように壁を作らないのは素晴
らしいと思いました。

3．総括
二日間の実習を通して、西城市民病院は地域包括ケアシステムを多職種でうまく連携し
ながら行っているということを学べました。そして患者さんのニーズに合わせながら生活
にもしっかりと目を向けた医療を提供しようとスタッフ一丸となって尽力する姿を見るこ
とができ、教科書からは学べない地域医療ならではの良さというものを感じることができ
ました。

4．謝辞
最後になりましたが、今回の実習を快く受け入れてくださり、お世話をしてくださった
郷力院長先生をはじめとする西城市民病院のスタッフの皆様に心より感謝申し上げます。
今回の実習で学んだことや感じたことを今後の学習に活かしていきます。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
県北東部の庄原市では、総人口、生産年齢人口が減少し続ける一方、高齢化率が増加し
ており、急速に少子高齢化が進行しています。高齢化率は40％以上で、その約半分に認
知症状があると言われています。その庄原市の中央部に位置する西城町は、蓮照寺のしだ
れ桜、県民の森の紅葉やスキー場など、四季折々の自然を楽しめる町です。 庄原市立西
城市民病院は、「市民の皆さまが安心して暮らせ、心の支えとなる病院に」という基本理
念のもと、医療･保健･福祉･介護サービスの提供を担っています。病院には8つの診療科
目のほか、物忘れ外来など4つの専門外来を備え、病床数54床の病棟があります。介護
療養型の介護老人保健施設「せせらぎ」や、保健福祉センター「しあわせ館」が併設され、
西城町での地域包括ケアを行う医療機関となっています。

2．実習内容の報告、および感想
実習1日目には、移動診療車による、病院から車で20分ほどの小鳥原地区の移動診療
に同行させていただきました。移動診療車には心電図、エコーなど各種医療機器が搭載さ
れていて、週一回、無医地区に赴いて診療を行なっているとのことでした。この日は5･6
名の患者さんが診察を受けに来ていました。西城町北部から長時間かけて通っているとい
う方もいて、人数は少ないといえども無医地区にも医療を必要としている人がいること、
たとえ時間や経費がかかってもその人たちに医療を提供しなければならないということを
実感しました。
その後、病院の各施設の紹介をして頂きました。「しあわせ館」には住民の交流の場が
あり、災害の際には避難所として機能するそうです。その他にも社会福祉協議会、ボラン
ティアセンター、訪問看護ステーションなど、地域包括ケアシステムを支える組織が、行
政と医療の枠組みをなくして1つのフロアに設置されていて、住民にとっては1つの施設
で医療、介護、保健に関する相談ができる場所となり、スタッフにとっても、ほかの職種
との連携がしやすい仕組みになっていました。
2日目には主に医療の現場を見学させて頂きました。朝一番の救急の患者さんに郷力院
長が対応しておられ、ご家族へ親身になって説明しておられました。その後病棟の回診の
様子を見ることができました。そこでは、患者さんは必ずしも高度な医療を求めているの
ではなく、退院して自宅で生活することを望んでいるのなら、看護、介護のスタッフと連
携して退院支援や在宅サービスを提供できるようにするなど、患者さんひとりひとりの
ニーズを考えることが大切だと教わりました。退院や在宅支援のために、病院内の地域連
携室や社会福祉士によって、患者や家族を交えたケース検討会や、地域の関係者も参加す
る地域ケア会議などが積極的に行われていました。訪問看護は24時間体制となっており、
在宅支援のサービスがとても充実しているなと感じました。加えて、病院内での限られた

広島大学4年　島津　千紗
広島大学2年　伊藤　大起
広島大学1年　村上ななみ

地域医療セミナー報告書（西城市民病院Bチーム）
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庄原市立西城市民病院6
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資源の中で困難なことがあれば、庄原赤十字病院など、他の医療機関と協力ができる体制
もなくてはならないと学びました。 その後外来でのリハビリテーションと、「せせらぎ」
入所者へのリハビリテーションの様子も見せて頂きました。1人の患者がいくつも疾患を
持っていることも多く、その全てをみることや、いわゆる生活期のリハビリについて、必
ずしも病気を治すことではなく、少しでも生活がしやすいようにサポートしている理学療
法士さんの姿が印象的でした。

3．総括
今回、2日間で西城町での地域包括ケアの全体像を多職種からの視点で学ばせていただ
き、患者の全身を包括的にみること、患者ひとりひとりのニーズに合った医療や介護の
サービスを提供することなど、地域ならではの病院のあり方を知ることができました。医
師として地域医療に貢献するには、患者のニーズを知り、多職種、多機関と連携し、地域
全体の一員としてサポートすることが必要なのだとわかりました。

4．謝辞
最後になりましたが、郷力院長先生、田中先生をはじめ、西城市民病院の皆様、せせら
ぎ、しあわせ館のスタッフの皆様、お話を聞かせてくださった西城町の皆様に感謝申し上
げます。また、交流会でも、庄原市米山副市長をはじめ、庄原市の医療に関わる方々とお
話をすることができ、貴重な経験となりました。今回の実習で得た様々な学びを、今後に
活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。
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8月23日（木）15時30分～広仁会館で実習内容を模造紙にまとめ、報告会をしました。

今年の報告会も、「学んだ内容とそれをどう伝えたか」をポイントに審査をしました。26チーム
を4つに分け、それぞれ優秀チームを選出しました。（発表時間：2分、討論1分）

表彰式

　　吉和診療所	 　　円山医院

　　

　　沼隈病院Ａチーム	 　　公立みつぎ総合病院Ｂチーム

　　

表彰式報告会
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吉和診療所

　　　　　

優秀プレゼンテーション
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雄鹿原診療所〈Aチーム〉
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雄鹿原診療所〈Bチーム〉
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安芸太田病院
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円山医院

　　　　　

優秀プレゼンテーション
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田村医院
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森本医院
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南海診療所〈Aチーム〉

　　　　　



95

南海診療所〈Bチーム〉
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はたのリハビリグループ
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大和診療所
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瀬戸田診療所
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沼隈病院〈Aチーム〉

　　　　　

　　　　　

優秀プレゼンテーション
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沼隈病院〈Bチーム〉
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公立みつぎ総合病院〈Aチーム〉
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公立みつぎ総合病院〈Bチーム〉

　　　　　

優秀プレゼンテーション
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甲奴診療所

　　　　　

　　



地域医療セミナー 2018　報告書

104

総領診療所
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作木診療所〈Aチーム〉
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作木診療所〈Bチーム〉
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神石高原町立病院〈Aチーム〉
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神石高原町立病院〈Bチーム〉
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庄原赤十字病院〈Aチーム〉
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庄原赤十字病院〈Bチーム〉
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西城市民病院〈Aチーム〉
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西城市民病院〈Bチーム〉
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懇親会
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1．学生の回答アンケート結果
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事前調整について
■初回の打診の時期（6月中旬）
○このまま：18票

■文書での依頼時期（6月中旬）
○ちょうどよい：18票

■学生との調整期間
○ちょうどよい：18票

■実施日程（一泊二日）
○ちょうどよい：14票
○短く感じる：4票
･1日目が昼前到着、2日目が昼頃終了の為トータルでは丸一日しかない
･診察の間に説明するのは大変で、職員も少ない為
･実習に求める内容にもよる

実習内容について
■学生の人数（原則4人）
○ちょうどよい：15票
○多い：3票
･2～3人が良い
･1～2人が良い

■セミナー効果
･研修医として来られる時に、ふるさと枠の研修医は地域経験を踏んでいるなと感じる
･レポートを見ると、少しは現場を体験してもらえているなと感じる
･他の医療機関でしたこと（去年のセミナーの様子）を聞ける
･医療だけでなく積極的に生活、介護、社会環境にも目を向けられていた
･離島での医療及び在宅医療（グループホーム、胃ろう、特養含めて）の実際を体験できる
･緊急医療（ドクターヘリ、救急艇）を体験できる

■課題や問題
･若者として前向きに物事をとらえてくれるが、厳しい現実や不確定な将来も多く、
それらから地域医療にネガティブな印象が強まらないか少し不安である
･例年同様の同じメニューとなってしまうので、申し訳ない
･学生からの要望がない
･スケジュール的に時間の余裕がないと感じる
･1～4年生では差がありすぎて困ることもあった
･特に下級生にどういう事を実習させるべきか

2．医療機関の回答
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（医学的、介護福祉の知識が無い状態でどうすべきか）
･複数での実習の為、互いに遠慮やけん制がはたらいているのではないか
･このセミナーを経験した学生が中山間地域の医療現場の現状をどう受け止め
将来中山間地域の医療現場に勤務することに繋がるのか

その他／意見 ･ 感想
･学生が通り一遍というか、意欲充分といかなくなっているような気がする
･低学年の間にこういう実習は将来良い経験になると思う
･今後この研修が将来のへき地医療に役立てば良いと思う
･あまり特別な用意はせず、日常診療の様子を見てもらうようにしている
･医療において働き方改革が言われているため、
地域医療の中での働き方改革を考えないといけないが、
学生に話をして良いか統一した考え方を持たないといけない
･今後、地域医療の恩恵を受けている住民の安心感をもっと「ふるさと枠学生」に
与える場を提供したいと思う
･学生に、毎年動機づけの為にこのような機会を与えるのはとても大切だと思う


