
54

地域医療セミナー 2019　報告書実習
内容

県

北

部

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 ／ 谷本のりこ（広島大学4年） 石橋　裕哉（広島大学1年）
 二井　歩美（岡山大学1年）

				

■実習日程

	 地域医療を中心とした、
	 甲奴診療所ならではの医療について学ぶ
1日目【 8月20日（火）】

開始時間 内 容
13：30 診療所の紹介
14：00 訪問診療、他施設見学
15：30 診療所での診察見学
17：00 終了

交流会 18:00 ～

2日目【 8月21日（水）】
開始時間 内 容

8：30 診察見学
検査見学
患者さんにインタビュー
町民の方と健康体操

13：00 甲奴町地域連絡会議
15：00 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
甲奴診療所が位置する三次市甲奴町は広島県北東部にあります。広島市からは高速バス
で2時間半ほどかかり、人口は約2,400人です。高齢化率は40%以上であり、牧場や畑、
田んぼが広がる自然が豊かな土地です。町民が非常に元気で町民同士の交流も盛んな町で
もあります。甲奴診療所の所長の重岡先生は7年ほど甲奴診療所に勤務されており、甲奴
町の町民であることを活かした診療をしておられます。患者さんの話を丁寧に聞き、患者
さんの容態のみならず、生活やその家族についても心配する姿が印象的でした。重岡先生
は専門である内科以外にも眼科、整形、耳鼻科、皮膚科などできることは何でも行い、甲
奴町の医療を支えておられます。甲奴診療所は平屋で小さな診療所ではありますが、レン
トゲンや心電図などの検査機器もあり、人間ドックも行うことが出来るほか、通院が難し
い患者さんに対しては訪問診療を行っています。そのほか、近隣病院との連携を取り、患
者さんの生活に合わせた医療を行える体制を整えています。診療所では月に1度、情報共
有や甲奴町の抱える問題について考えるためにケアマネージャー、薬剤師、医師、看護
師、行政など多職種の人々が集まり甲奴町地域連絡会議を行っています。また、毎週水曜
日の13時から町民が診療所に集まり軽い体操を行うなど町民の交流と憩いの場ともなっ
ています。

2. 実習内容の報告、および感想
実習1日目には外来診療の様子を見学させていただいたり、他施設への訪問診療に同行
させていただいたりしました。重岡先生は患者さんの病気だけでなく、普段の生活や患者
さんの家族の健康までしっかりと把握して診療されていました。町民の方々はとてもご
長寿な方が多く、驚きました。訪問診療させていただいた方で、100歳に近い方がいらっ
しゃいましたが、もうすぐ100歳とは思えないような元気ハツラツさで、重岡先生との会
話もとても楽しそうで、そんな中にも先生の偉大さが垣間見られました。また、「重岡先
生に最期までお任せする」とおっしゃる方もおり、先生が町の人からとても信頼されてい
るのを実感しました。
2日目は、患者さんにインタビューをしたり、検査の様子を見学したり、甲奴町地域連
絡会議に参加させていただいたりしました。インタビューにおいて、地元で医療の助けを
借りつつもできる限り自分の力で暮らしていきたいという患者さんの家族の声を聞き、そ
のために医療者として何ができるかというのを考えさせられました。甲奴町地域連携会議
では甲奴町の医療・介護の関係者の方々、三次市の職員の方々が集まり、担当している患
者さんや、地域に関わる医療問題についての情報共有を行なっていました。

広島大学4年　谷本のりこ
広島大学1年　石橋　裕哉
岡山大学1年　二井　歩美

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 2019　報告書

三次市国民健康保険甲奴診療所1

3．総括
2日間を通して、重岡先生と患者さんの間には家族のような信頼関係が構築されてお
り、甲奴診療所と他の医療施設の間でもそれぞれの強みを生かした連携が取れるよう情報
共有が盛んに行われているのを実感しました。この結びつきの強さが甲奴の人々の生活を
支えているのだと思います。
このように、実際の治療の様子を見学して学ぶことはもちろんの事、それ以上に医師と
患者さん、看護師さん、そして町民の方々との関係や、接する様子などがとても勉強にな
り、心に残るものとなりました。特に、重岡先生が一時的に滞在しているのではなく、町
民の一員として甲奴という地に家を構えて住み着いておられるということが、患者さんや
町民の方々からの信頼を、より一層厚いものにしているように感じました。今回実習をさ
せていただいた2日間で学んだ医療の知識や、地域に腰を据えて地域医療に取り組む姿勢
を、将来しっかりと自分のものにしていけるよう、より一層の勉強や経験などの努力を怠
らないように頑張っていきたいと感じました。

4．謝辞
最後になりましたが、今回実習させていただくことを快諾してくださり、丁寧に指導し
てくださった、甲奴診療所の重岡先生をはじめ、看護師の方々、インタビューに応じてく
ださった町民の皆様、会議にお邪魔させてくださった福祉、行政、医療等の関係者の皆様
に、心より感謝申し上げます。この実習で学んだことを十分に活かせるよう、精進してい
きたいと思っております。貴重な経験を、本当にありがとうございました。
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地域医療セミナー 2019　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 ／ 河野　多恵（自治医大3年） 本多晃嗣郎（広島大学2年）
 井上つぐみ（広島大学1年）

				

■実習日程

	 実際の現場を見学することで、地域医療を体感する。
1日目【 8月19日（月）】

開始時間 内 容
10：50 ～12：00 診療見学、診療所内の説明
14：00 ～16：00 往診
16：00 ～17：00 外来診察

17：00 終了
交流会 18：30 ～ かんぽの郷庄原

2日目【 8月20日（火）】
開始時間 内 容 備 考

9：00 ～12：00 ・看護師さんの業務の見学
（調剤・レントゲンの準備・採血）
・外来見学
・住民の方へのインタビュー

二手に分かれて見学

12：00 終了

庄原市国民健康保険総領診療所2

テーマ



58

県

北

部

県北部

1. 実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介
この度、私たちは8月19日、20日の2日間に渡り、庄原市総領町にある総領診療所に
て実習をさせていただきました。総領町は県の北東部、広島市内からバスで2時間半かか
る場所に位置します。現時点の人口は約1,300人ですが、毎年減少の一途を辿っており、
高齢化も深刻な問題となっています。
総領診療所は、医師1人、看護師2人、医療事務1人で構成されています。所長の高張
先生は気さくな方で、地域の方々が全幅の信頼を寄せている様子が印象的でした。また診
療所は歯科医院と社会福祉施設を併設しており、コーヒー等が飲めるスペースもありまし
た。総領診療所は、ただ診察する場所であるだけでなく、地域の皆が集まる重要な場所で
あるのだということを感じました。

2. 実習内容の報告、および感想
実習1日目は外来見学と介護施設往診見学を行いました。外来見学では相槌を打ちなが
ら患者さんの目を見てしっかりと話を聞いていらっしゃる高張先生の姿が印象的でした。
診察を終えて笑顔で診察室を去られる患者さんの姿を見て、改めて地域医療に従事する医
師になりたいという気持ちを強くしました。外来の途中に突然、ベッドから落ちてしまい
額に大きな傷を負った患者さんが救急搬送されてきました。それからは外来を一時中断
し、6針縫う外科的な治療を施しました。突然の事態に慌てる様子もなく淡々と治療を進
める高張先生の姿に憧れを抱くとともに、地域医療を担う医師になるためには幅広い知識
と技術が必要だと体感しました。介護施設往診見学では自分で症状を伝えることが難しい
患者さんも多くいらっしゃったので、施設の介護士さんとも連携しながら診察を行いまし
た。実習２日目は診療所内見学、外来見学と患者さんからの聞き取りを行いました。患者
さんからの聞き取りでは、前の診察も踏まえた対応ができることや地域の人達とのふれあ
いができることなど小さな規模の診療所だからこその良さを見出すことができました。ま
た24時間体制での救急搬送の受け入れが可能であればより安心して暮らすことができる
のにという患者さんの話を聞いて、改めて広島県の中山間地域における医師不足の問題を
深刻に感じました。
実習1日目に行った介護施設の往診の際に片足がひどく腫れている患者さんがいらっ
しゃり、翌日の実習2日目に診療所に来てもらいエコー診察を行いました。その結果、片
足の付け根あたりで血栓が確認されました。その後、高張先生が患者さんの家族と電話で
連絡を取り、近くの庄原赤十字病院で治療を行うことに決まりました。この一連の流れを
見て診療所が果たす大きな役割を感じました。

自治医大3年　河野　多恵
広島大学2年　本多晃嗣郎
広島大学1年　井上つぐみ

地域医療セミナー 2019　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
今回の実習を通して私たちは、地域における診療所の果たす大きな役割を生で見て感じ
ることができたとともに、非常に多くのことを学ぶことができました。特に、医師が1人
しかいないいわゆる1人診療所では、内科的なことから簡単な外科的知識・手技を身につ
けておくことが必要で、幅広く勉強することが大切だと改めて感じました。また先生が患
者さんを診察されている様子が普段の日常会話のような雰囲気に感じられたことから、診
療所では患者さんの病気はもちろん、患者さんという人を診ることが本当に大事だとわか
りました。さらに、医師として診療所のスタッフをまとめ、患者さんや地域の方々と関わ
る他職種大勢のスタッフと連携を図ることも必要だとわかりました。今回の実習で私たち
は、卒業後に私たちが働くような、へき地で働く医師の実際の様子を生で見て具体的なイ
メージを持つことができ、学生である今どのようなことを目標に勉強をして学生生活を送
れば良いかがわかり、とても実りのある実習になりました。

4．謝辞
最後になりましたが、今回お忙しい中私たち学生を受け入れてくださった高張先生やス
タッフの皆様、地域の方々、そして実習をサポートしていただいた地域医療システム学、
広島県地域医療支援センターの皆様に心より感謝を申し上げます。ありがとうございまし
た。そして、今回得た貴重な経験を今後に生かしていきたいと思います。
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地域医療セミナー 2019　報告書実習
内容

県

北

部

県北部

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 宮野音沙也（広島大学4年） 岡田　悠希（広島大学2年）
 Bチーム 佐藤　美純（広島大学4年） 久保　美凪（広島大学2年）

				

3 三次市作木診療所
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■実習日程
Ａチーム

	 診療所ならではの地域への関わり方、
	 診療所の医師としての地域での在り方を学び考える。
	 また、作木町の医療体制、町民の暮らしについて知る。
1日目【 8月19日（月）】

開始時間 内 容
11：30 施設見学・オリエンテーション
12：30 昼食
13：30 訪問診療への同行、外来見学
17：00 終了

交流会 19：00 ～

2日目【 8月20日（火）】
開始時間 内 容

8：00 町民バス　外来で付き添い実習
12：20 終了

Ｂチーム

	 作木の地域の特色や、
	 診療所と地域住民との結びつきを学ぶ。
1日目【 8月21日（水）】

開始時間 内 容
11：30 施設見学、オリエンテーション

訪問診療　グループホーム訪問
昼食後 外来診療 多職種業務見学

交流会 19：00 ～ 滝見家旅館にて

2日目【 8月22日（木）】
開始時間 内 容

8：20 支所集合
8：30 町民バス乗車、患者さんのお話を伺い、診察、見送りまで付き添い
12：00 実習

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
私たちが実習させていただいた作木診療所は、三次市作木町の江の川沿い、島根県との
県境にあります。作木町は元々、双三郡作木村でしたが2004年の市町村合併により三次
市となりました。昼食や夕食にはこの地域の特産物であるピオーネや梨、鮎などを食べさ
せていただきました。とても美味しかったです。
作木診療所には2年前まで2年間常勤医がおらず、その間は三次中央病院から週に３回
程度先生が通ってこられていました。そこに家庭医療専門医の資格を持つ佐古先生が常勤
医として赴任されてきたときは町全体の大きなニュースとなったそうです。佐古先生は小
児科で専門的に学んだ時期や岡山の診療所に十数年間勤務された経験を活かし、作木診療
所で小さな子どもからお年寄りまでの広い分野の病気に対応されています。この診療所は
町の保健福祉センターと棟続きになっているため保健師さんに入ってきた情報が先生に伝
わりやすく、患者さんにより良い対応ができるように連携し合えるのがいいところだと
おっしゃっていました。

２. 実習内容
診療所に着いて、事務の方に施設を案内していただいた後、午前中は外来見学をしまし
た。そこで何よりもまず先生の話の聞き方にとても驚きました。体ごと患者さんに向け体
をかがめて目線を合わせてゆっくり話を聞いておられました。ゆっくりすぎて問診をして
いるはずなのに沈黙が流れているときもあり、しかしそのおかげで患者さんは自分の容体
についてより詳しく先生に話すことができているように見えました。雑談をしているよう
に見えながら普段の生活の様子を把握していたりと一人一人の患者さんに多くの時間をか
けておられ、先生は「その分待ち時間を増やしてしまったり見ることのできる患者さんの
数が少なくなったりするからそのバランスが難しい」と話しておられました。
午後は訪問診療に同行させていただきました。訪問診療は往診とは違い、今病気で苦し
んでいる人の治療をしに行くというわけではなく、退院後の方や病気と付き合いながら家
で生活している方の様子を聞き、薬を処方するというものでした。そこでも先生は患者さ
んやご家族からゆっくり話を聞き、それが患者さんの日々の安心につながっているように
感じました。
2日目は診療所に向かう町民バスに乗って診療所に行く患者さんに半日付き添わせてい
ただきました。バスの運転手さんがこの町民バスを使う方のほとんどは診療所に行かれる
方であることや始発点から診療所までで山を二つ越えることなどを教えてくださいまし
た。バスは地域の隅々までめぐるコースを走っており診療所に行く方の大切な足となって
いることがよくわかりました。このバスは行きも帰りも一本ずつしかなく、付き添わせて
いただいた患者さんは「先生とたくさん話したいけれどバスの時間に間に合わなくなりそ

広島大学4年　宮野音沙也
広島大学2年　岡田　悠希

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 2019　報告書

三次市作木診療所3
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うなときもある」と教えてくださいました。患者さんは、先生や診療所で出会う町の人、
保健師さんたちと話し情報交換することを楽しみにしている様子で、診療所に行くという
ことが町の人の元気につながっていると感じました。

3．総括
今回の作木診療所での実習を通して、佐古先生が作木の方々にどれだけ頼りにされてい
るかを実感する場面が多々ありました。高齢化が進み、人口も減り患者さんが減る中で
も、そこに町の方々の暮らしがある限り、医療は必要なものなのだと実感したと同時に、
暮らしの中で生まれる不安を丁寧に一人一人に寄り添い取り除こうとしてくださる佐古先
生の存在は、町の方々にとってとても大きなものだと感じました。
実習では、普段の学校生活では学べないような、地域医療の大切さ、医療職だけではな
い他職種と連携することの大切さ、患者さんに対する姿勢などさまざまなことを学ぶこと
ができ、大変貴重な2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、あたたかく対応してく
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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1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介
私達が実習に行かせていただいた作木診療所は広島県の北部に位置する三次市にあり、
正面を流れる江の川の対岸は島根県の邑南町となっています。作木町は2004年の平成の
大合併により、三次市に合併され今に至っています。人口は1400人を下回り、高齢化率
は約50％です。以前はJR三江線が通っていましたが、2018年3月末で全線廃止となり、
公共交通機関はバスのみとなっており、上・中・下地区をそれぞれ週3回運行する町内バ
スは、住民の方の診療所への行き帰りを支えるものとなっています。観光は、日本の滝
100選に選ばれた常清滝や香淀の大イチョウなどの名所や、江の川でのカヌーが盛んです。
作木診療所は町内唯一の医療機関です。前任の先生が退職されてから、2年間常勤医師
がいない状態が続き、この期間は三次中央病院から週に３回ほど医師が来られていまし
た。その後、佐古先生が2017年の5月に常勤医師として赴任し、現在の状態となってい
ます。家庭医療専門医である佐古先生は、小児科に関わった経験を生かして、幅広い年齢
層の患者さんの診察をされています。

2．実習内容の報告、および感想
1日目は外来見学、訪問診療、レセプト業務の見学をさせていただきました。訪問診療
ではグループホームにも伺いました。グループホームの皆さんは佐古先生に診てもらうと
急に笑顔になられて「先生が来るのを待っとったよ」と訪問診療を心待ちにしている様子
がとても印象的でした。診療の様子を見学するだけでなく、認知症の高齢者の方とお話を
させていただく機会がありましたが、うまくお話を引き出すことが難しいと感じました。
様々な病気や事情を抱えた患者さんがおられますが、どの患者さんにも自分の心配事や
ニーズを安心して話してもらえるような雰囲気を作ることは大切であると感じました。レ
セプト業務では事務の方に付き添い、普段の仕事の様子を教えていただきました。将来
チームで働く私たちにとって他職種の方がどのような仕事をされていて連携がなされてい
るかを知ることは非常に良い経験になりました。
2日目は作木の町内をめぐる町民バスに乗り、バスに乗ってこられた患者さんの受付、
診療から薬の受け取り、そして帰りのバスの見送りまでの付き添いをさせていただきまし
た。かなり細く入り組んだ山道を通るバスに乗り、患者さんが住んでいる場所を実際に見
ることで診療所まで来られることの大変さや、作木の町をより深く感じ取れて良かったで
す。また、診察まで一緒に時間を過ごしたことで距離感が近くなり患者さんのご家族のよ
うな目線で診察を見学させていただいたので普段の外来見学とは違った視点であると気づ
きました。このギャップを埋めることがより患者さん目線の医療を提供する上で重要なこ
とではないかな、と感じました。

広島大学4年　佐藤　美純
広島大学2年　久保　美凪

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 2019　報告書

三次市作木診療所3



65

県

北

部

県北部

3．総括
2日間を通して先生と医療スタッフ、住民の方がお互いに信頼し合っているということ
を感じました。佐古先生は広島に来られてからまだ2年だそうですが、周りの医療スタッ
フの方や地域の方々は皆さん「先生が来てくれて本当に助かっている。」とおっしゃって
いました。忙しくても常に笑顔で患者さんの話を親身に聞きつつ丁寧な診察をするといっ
た姿勢により、患者さんも安心し、信頼を得られているのだと感じました。また、作木診
療所は高齢者の方ばかりではなく、隣の島根県や三次市内の他地域からも小児の患者さん
が来られるそうです。町に一つしかない医療機関では高齢者の診察はもちろん老若男女、
そして長い目で診続けることが求められています。一人一人、またその家族ごとに求めら
れたニーズに応えることが出来るように、幅広い知識と技術を身に着けることが必要であ
ると思いました。
今回の実習では作木の医療だけでなく地域の方との関わりを通して作木の地域まるごと
を学べました。今回の実習で学んだことや気づきをこれからの勉強や実習で実際の人との
関わりを意識しながら生かしていきたいです。

4．謝辞
最後になりましたが私達学生を温かく迎え入れてくださいました佐古先生をはじめとす
る作木診療所の皆様、地域の方々、またこのような地域実習の場を設けてくださった広島
県地域医療支援センターの皆様や広島大学地域医療システム学講座の皆様など、多くの
方々のおかげで実りある実習をさせていただくことが出来ました。厚く御礼申し上げます。
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4

■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 藤井　友希（広島大学3年） 谷　　菜穂（広島大学2年）
 高嶌　晃宏（岡山大学1年） 西村英弥璃（広島大学1年）
 Bチーム 小方　智景（広島大学4年） 山田紗弥花（広島大学3年）
 西川　萌乃（広島大学1年）

				

庄原赤十字病院4
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■実習日程
Ａチーム

	 地域医療の実態を学ぶ
	 地域の中での巡回バスの役割を理解する
1日目【 8月19日（月）】

開始時間 内 容
13：00 ～13：30 病院着、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 小児科外来見学
16：00 ～16：30 産婦人科医師との面談
16：30 ～17：00 医師・研修医に同行し、院内研修

17：00 終了
交流会

18：30 ～20：30

2日目【 8月20日（火）】
開始時間 内 容

9：00 巡回診療車に同乗し、巡回診療の見学
12：00 現地出発（庄原バスセンターへ）
15：00 終了

Ｂチーム

	 県北部の医療の現状と地域医療における病院の役割を学ぶ
1日目【 8月21日（水）】

開始時間 内 容 備 考
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 ・白衣持参

13：30 ～15：00 施設見学/検査等見学
15：00 ～16：00 小児科外来見学
16：00 ～16：30 産婦人科医師との面談
16：30 ～17：00 研修医に同行し、院内研修

17：00 終了
交流会

18：30 ～20：30

2日目【 8月22日（木）】
開始時間 内 容

9：00 巡回診療車に同乗し、巡回診療の見学
11：00 現地出発（庄原バスセンターへ）
11：30 終了

テーマ

テーマ
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地域医療セミナー 2019　報告書

庄原赤十字病院4

１. 実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介
庄原市は広島県の北東部に位置しています。人口は約35,000人、うち65歳以上人口は
約15,000人と高齢化率は42.5	%であり、広島市の28.6	%と比較して高齢化が進んでいる
ことがわかります。また、人口の割に面積が大きく、香川県の3分の2にあたる広さの土
地に人が点在している状態で、現在広島県にある54ヵ所の無医地区のうち23ヵ所が庄原
市内にあります。
市内の開業医も高齢化が進み、診療所の数は最近30年の間に3分の2以下に減少してい
ます。特に耳鼻咽喉科や泌尿器科などの専門医の診療所は市内に存在していません。その
ため市内唯一の総合病院である庄原赤十字病院が市内の医療を一手に担っていて、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。

２. 実習内容の報告及び感想
1日目は庄原赤十字病院の建物内を案内していただきました。庄原赤十字病院では一般
病棟入院患者に対する救急医療、いわゆる二次救急だけでなく軽症者に対する救急医療で
ある一次救急も行います。これは二次救急を主に行うほかの大病院との大きな違いです。
またこのような治療中の患者さんばかりではなく、慢性期の患者さんも入院の対象となり
ます。あらゆる患者さんに対して治療を行えるよう、病棟や階層が細かく分けられていま
した。
また今回は特に小児科と産婦人科を見学させていただきました。小児科では実際の診察
風景を見させていただいたのですが、電子カルテの共有により、他科との連携がスムーズ
になされていました。また、産婦人科では産婦人科医の著しい減少により、その地域での
産婦人科が庄原赤十字病院のみとなり、負担が大きくなりました。そのため、三次市や岡
山県から先生方を呼ぶなどの対策をしています。
2日目は移動診療車を見学させていただきました。週に2日ほど地域を回って直接病院
に行くことのできない患者さんを診察するものです。移動診療車の中には大量の薬があ
り、たいていの病気に関しては賄えるようになっていました。また、心エコー、心電図、
AED、生化学などもできるようになっており、簡単な検査が移動診療車で行えるように
なっていました。また病院の電子カルテとつながっており、情報が共有できるようになっ
ていました。この移動診療車には県からもお金が出ており、県を挙げての計画であること
が分かりました。
2日間で様々なものを見させていただきましたが、地域の人のことを第一に考えた素晴
らしい病院であることが分かりました。

広島大学3年　藤井　友希
広島大学2年　谷　　菜穂
岡山大学1年　高嶌　晃宏
広島大学1年　西村英弥璃

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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3．総括
私達は2日間の実習を通して、地域医療とはどうあるべきか、ということを考える機会
が沢山ありました。庄原赤十字病院の医療スタッフの方々からは、庄原市の医療について
自分の家族のように大切に思い、自分たちができることは何か、と常に考える姿勢を感じ
ました。庄原市の地域医療を担う医療機関として、傲慢ながら急性期医療から慢性期医療
まで全ての患者さんを診ることが私たちの使命だと思っている、という先生の言葉に感銘
を受けました。移動診療車の利用者はそれほど多くはないけれど、必要としている人がい
るから、活躍させない訳にはいかないというお話からも、地域の人々の生活を考えて行動
されているな、と感じられました。医師不足の問題に対しては、病院長さんの人柄などが
今の庄原赤十字病院の医師数を守るのにつながっているというお話が特に印象的です。医
師は少なくてもできる限りの医療を地域の方に届けようとする姿勢をどの場面でも感じる
ことが沢山ありました。無医地区数が広島県内で1番多い都市でも、地域の人に充実した
医療を届けるための工夫が沢山なされているところに、真の地域医療を感じました。こう
した庄原赤十字病院の人々の姿勢が、庄原の医療を守り、発展させているのだなというこ
とを実感しました。地域の中核病院ならではの医師の仕事、責任感ややりがいなど様々な
ことを学ぶことが出来た充実した2日間になりました。

4．謝辞
最後になりましたが、お忙しい中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、また先生方や行政の方々との交流会を開いてください
ました庄原市長をはじめとした皆様、さらには実習をサポートして下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に感謝を申し上げます。たくさんの方々
に支えられ2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。将来この経験
を活かし、広島県の地域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
今回私達が訪問させていただいた庄原市は、広島県の北東部に位置し、3つの県と隣接
している市です。平成の大合併により市域の面積は1,246㎢で、これは香川県の2/3に相
当します。人口は約3万5千人で、高齢化率は42.6%と少子高齢化が進んでおり典型的な
中山間地域といえます。現在広島県内にある54の無医地区のうち23カ所は庄原市にあり、
今後、この無医地区の医療をどう担保していくかも重要な課題と言えます。
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。急性期か
ら慢性期、リハビリ、緩和ケアまで行うことができる設備などが整っています。24時間
365日救急患者を「断らない」を理念に一次救急から二次救急を行なっています。病院と
同程度の診療が行える医療機器が搭載された移動診療車や、終末期患者などが在宅で安全
かつ安心した療養生活を維持できるよう訪問看護ステーションを運営し、“地域医療の砦”
として医療に取り組んでいます。

2．実習内容の報告および感想
今回の実習では最初に、副院長である鎌田先生に庄原市の医療状況について教えていた
だきました。次に病院の施設見学を行い、小児科の外来を見学させていただきました。こ
の病院は、庄原市の地域医療を支える中核病院として心臓血管外科等の特殊な診療科を除
いてほぼ全ての科が揃っており、検査機器も充実していました。この規模の病院では珍し
く、超急性期から慢性期、リハビリ、退院、在宅まで1人の患者さんを同じ主治医が担当
しているそうです。また病院の廊下は、災害発生時に患者さんが多く集まることも考慮し
て広めに設計されているのに加えて、壁面には酸素などの医療ガス・吸引設備等が備え付
けてあり、治療エリアとして活用できるようになっていました。非常時にも地域に頼られ
る存在であることが印象的でした。1日目の最後は、庄原での分娩をたった1人で担って
おられる産婦人科の先生にお話を伺いました。人手不足ではあるものの、分娩が庄原赤十
字病院でできることの意義は大きく、地域の皆さんからは大変喜んでいただいているそう
です。
2日目は帝釈地区にある福田集会所へと向かう移動診療車に同乗させていただきまし
た。福田集会所は、庄原赤十字病院から車で40〜 50分程度かかるところにあり、バスな
どの公共交通機関が十分でなく、交通手段のない患者さんにとってはこの移動診療車が命
綱となっていることがよくわかりました。移動診療車は、超音波画像診断装置や心電計、
レントゲン、自動血液分析装置などの医療器機が一式揃っており、一般の病院とほぼ同等
の診療ができる環境が整っていました。私たちが訪問した際には患者さんは1人だけでし
たが、診療車には、医師や看護師に加え、検査技師、薬剤師など複数の医療従事者が同乗

広島大学4年　小方　智景
広島大学3年　山田紗弥花
広島大学1年　西川　萌乃

地域医療セミナー報告書（庄原赤十字病院Bチーム）

地域医療セミナー 2019　報告書

庄原赤十字病院4
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しており、患者さん中心の医療が実践されていました。「仮に誰もこなくても必ず行くこ
とに意味がある。」診療車に乗られている先生がおっしゃった言葉なのですが、これが今
回の実習で1番印象に残った言葉でした。過疎の進む地域において、地域を愛し、患者さ
んの健康と安心を守っている医療スタッフの姿は大変勉強になりました。	

3．総括
今回、庄原赤十字病院での実習を通して、多くの事を学び、将来私たちが地域医療に従
事するビジョンを描くことができたのではないかと思います。特に、地域医療の根本には
「地域の人のために」という強い思いがあるという事を実感しました。住民の方々のため
に、全国でも珍しい、産科の再開を実現し、一人で年間百人ものお産を手掛けている赤木
先生の姿や、二十人という決して多くはない方々のために行政及び医師をはじめとする多
くの医療従事者が協力し合い実現している移動診療車など、より多くの住民の方が健康に
暮らせるようにと、医療従事者及び行政の多職種の方が連携して、庄原市の医療を創り上
げているという事を学びました。

4．謝辞
最後になりましたが、大変お忙しい中、貴重なお時間を割いてご指導くださった庄原赤
十字病院のスタッフの方々、実習の準備など様々なサポートを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皆様に感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。
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5

■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 奥村　美月（広島大学3年） 田中　　綾（広島大学2年）
 小松原彩乃（自治医大2年） 目﨑　聡太（広島大学1年）
 Bチーム 藤井　勇気（広島大学4年） 大谷　晃平（広島大学3年）
 國重　奈生（広島大学2年） 里　　莉名（広島大学1年）

				

庄原市立西城市民病院5
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■実習日程
Ａチーム

	 病院の地域に密着した医療を学ぶ
1日目【 8月19日（月）】

開始時間 内 容
13：00 西城市民病院の概要

（地域包括ケア、訪問看護、介護）
14：00 訪問診療について

（訪問診療の見学）
16：00 施設見学等
17：00 終了

交流会 18：30 ～

2日目【 8月20日（火）】
開始時間 内 容

8：30 外来診察の見学
（病棟回診、患者さんへのインタビュー、ケースカンファレンス）

11：55 終了

Ｂチーム

	 西城市民病院における地域医療を学ぶ
1日目【 8月21日（水）】

開始時間 内 容
11：55 病院長への挨拶
12：00 昼食
13：00 小鳥原地区移動診療に同行
15：00 西城市民病院の概要説明

（地域包括ケア、介護保険事業所や他医療機関との連携）
16：00 施設見学等
17：00 終了

交流会 18：30 ～

2日目【 8月22日（木）】
開始時間 内 容

8：30 ～11：30 外来診察の見学
（病棟回診、患者さんへのインタビュー等、ケースカンファレンス（模擬））

11：55 終了

テーマ

テーマ
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広島大学3年　奥村　美月
広島大学2年　田中　　綾
自治医大2年　小松原彩乃
広島大学1年　目﨑　聡太

１. 実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介
私達が訪れた庄原市は面積1,246㎢、全国の市町村で13番目の面積を要しながらも、人
口35,000人程度の県北部に位置する市町村です。また高齢化も進んでいる地域であり10
年後には人口の2人に1人が高齢者になります。そんな庄原市の西城町は映画「いとしの
ヒナゴン」のモデルとなった未確認生物・ヒバゴンで話題となった地です。山と田んぼに
囲まれた自然豊かな地であり、四季によってさまざまな顔を見せるのも魅力です。そんな
西城町にある西城市民病院は昭和27年から始まる70年近くの歴史を持つ病院であり、「市
民の皆様が安心して暮らせ心の支えとなる病院に」を基本理念として院長である郷力先生
をはじめとした152名の職員で地域医療の現場を支えておられます。西城市民病院の特徴
は隣接している介護老人保健施設「せせらぎ」、保健福祉センター、訪問看護ステーショ
ン、社会福祉協議会を内包した「しあわせ館」です。また、病院に設置された地域連携室
には社会福祉士や保健師が配置され、病院内外との連携の根幹を担っています。

2. 実習内容の報告および感想
私たちが到着するとまず、西城市民病院とその関連施設の説明とそれぞれの部署で取り
組まれている活動、これまでの西城市民病院の遍歴などについてお話しいただきました。
特に院長の郷力先生には西城市民病院を中心に取り組まれている地域包括医療の形や地域
医療において大切なことを教えていただきました。
私たちがお話を聞く中で感じたことは、これまで見学をしたりお話を聞いたりした病院
の中で医療職同士はもちろん、行政の方との密な連絡が完成されていることです。病院と
同じ敷地内にある「しあわせ館」には保健福祉センター、社会福祉協議会、訪問介護ステー
ション、居宅介護支援センターが同じフロアにあり、行政の担当者さんと看護師さん、ケ
アマネージャーさんがいつでも話をできる距離にいます。これは西城市民病院が中心的に
取り組んでいる在宅療養をサポートしていくために重要な協力体制であることがお話しか
らわかりました。
その後、普段は院長先生と看護師長さんの2人で回られるという訪問診療にご一緒させ
ていただき、3人の患者さんのお宅にお邪魔させていただきました。お邪魔させていただ
いたお家はどこも昔ながらの家を思わせるような造りで土間が大きく、段差も私達でも上
がるのに苦労するほど大きいものでした。しかしケアマネージャーさんから紹介されたと
いうレンタルのスロープやリフォームで付けられた手すりなどにより、家から出るときも
なるべく負担の少ない工夫がされていました。
2日目の朝、院内の病棟で月曜の朝に行われる回診の説明をしていただきました。1フ
ロアの病棟は一般病棟と地域包括ケア病棟に分かれており、それぞれを回られるというこ
とですが、私が驚いたのはこの回診に病棟の看護師さんだけでなく理学療法士の方、地域

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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連携室の方も同席されるということでした。回診の時にリハビリの様子やご家族のお話な
どを総合して情報を共有していらっしゃるとのことでした。特に地域包括ケア病棟は在宅
療養を目指してリハビリを中心に行っているとのことで、退院がいつになるか、そのため
にするべき手続きやご家族への連絡などが話し合われるとのことでした。
実習の最後、患者さんの退院が決まった際に行うというケース会議の模擬に参加させて
いただきました。これは家族を含め患者さんに関わる人たちが集まり、自宅に帰るにあ
たっての不安やその後の計画を話し合う場として用意されているとのことで、普通であれ
ば直接話すことの難しい医療職同士が話し合うことでうまく引継ぎができているというこ
とが感じられました。

3．総括
この実習を通して、西城市民病院では患者さんの入院中の治療を行っていくだけでな
く、患者さんが退院した後の生活もサポートしていっているということが分かりました。
また患者さん一人一人のニーズに合わせた医療や多職種間での密な連携の大切さといった
地域医療ならではのことも学ぶことができました。

4．謝辞
最後になりましたが、今回の実習を行うにあたり、私達を快く受け入れて下さり、ご指
導してくださった、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を活かし、日々の学習につなげ、広島の地域医療を担う
医師となります。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
広島県の北東部にある庄原市では、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ある西城町は、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
立西城市民病院では、「市民の皆様が安心して暮らせ、心の支えとなる病院に」という基
本理念の下、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
科の他、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。

2. 実習内容および感想
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、施設見学を行いました。訪問診療では、車
で15分ほどの場所にある無医地区に行きました。移動診療車には車椅子の方でも乗るこ
とのできる機能が備えられており、血液検査や心電図撮影もできます。巡回診療の際に利
用している診療所の横には、以前そこで診療をされていた先生を称える石碑が建てられて
おり、その地域の人々にとってどれだけ重要な診療所であったかということが伝わってき
ました。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びました。｢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があ
り、ケアマネージャー、看護師、ヘルパーがいるため、地域住民の方々の不安を一度に解
消できる場所となっていました。｢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ます。西城市民病院のよう
に、病院と同じ敷地内にこれだけの施設が併設されている場所は珍しいそうです。
2日目は、入院棟と外来診療を見学した後、待合の患者さんと対談し、退院カンファレ
ンスの模擬を体験させていただきました。実習の日はちょうど健康診断が行われる日とい
うことで、胃カメラ、バリウム検査なども見学することができました。待合室は多くのお
年寄りで賑わっており、お話を伺った患者さんの中には「この病院は社交の場で、みんな
とお話するのを楽しみに来ている」という方もいました。退院カンファレンスでは、私
たちも孫夫婦役という形で実際に患者さんが退院されるときに行うものを体験させてい
ただきました。会場には主治医、看護師、理学療法士、デイサービスの方、ケアマネー
ジャー、社会福祉士と本人、家族が同席していました。話し合いでは退院に際して不安な
ことを全て伺い、その場にいる人みんなの意見を聞きながら、解決策を考えていました。

広島大学4年　藤井　勇気
広島大学3年　大谷　晃平
広島大学2年　國重　奈生
広島大学1年　里　　莉名

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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3．総括
今回の実習の大きなテーマとして地域包括ケアシステムの見学とケース会議の体験があ
りました。地域包括ケアシステムはほかの病院にもありますが西城市民病院では入り口を
入ってすぐのところに地域連携室という部屋があります。このことからみても地域包括ケ
アシステムに力を入れていることがうかがえます。実際にケース会議を体験すると、患者
さん目線で医療関係者の方たちを見ることが出来ました。普段は医者目線で見るため、患
者さんからみると説明不足な点や、家庭の問題など様々な問題が生じることも体験出来ま
した。
これらの体験を通じて私たちが実感したのは、コミュニケーションスキルを習得したり
患者さんの接し方を学んだりするのは当然のことですが、それに加えて多職種連携が大切
なため医者が治療の専門知識だけはなく介護について少し学ぶこと、地域の催しごとに参
加することも大切だと思いました。

4．謝辞
最後になりましたが、この度は、お忙しい中実習にご協力くださった、郷力先生をはじ
めとする西城市民病院の先生方、スタッフの皆様、関わってくださった全ての方に感謝申
し上げます。皆様方の熱心なご指導により、地域医療の意義と魅力をより深く理解するこ
とができました。この度の実習で学んだことを糧にこれからも精進して参ります。
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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 桜井悠一郎（広島大学4年） 守屋　佳奈（広島大学3年）
 藤井　博基（広島大学1年）
 Bチーム 加藤　朱里（広島大学4年） 大迫えれな（広島大学2年）

				

神石高原町立病院6
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■実習日程
Ａチーム

	 神石高原町立病院の役割を知り、地域医療の現状を知る。
1日目【 8月19日（月）】

開始時間 内 容
13：00 院内見学
14：30 回診見学
17：00 終了

交流会 18:30 ～

2日目【 8月20日（火）】
開始時間 内 容

8：20 訪問看護見学
12：00 終了

Ｂチーム

	 神石高原町立病院での地域医療を学ぶ
1日目【 8月21日（水）】

開始時間 内 容
13：00 シルトピア油木見学
16：00 院内見学
17：00 終了

交流会 18:30 ～

2日目【 8月22日（木）】
開始時間 内 容

8：20 訪問看護・訪問診療見学
13：05 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
神石高原町は人口約9,000人、高齢化率46.89％とかなり限界集落に近い町になります。
その上、各々の家も山の中にぽつぽつと点在しており、一か所にあまり集まったりしてい
ないのも特徴として挙げられます。
神石高原町には医療機関が少ないため、神石高原町立病院が中心となって神石高原町の
医療を支えています。主な役割として、軽度・中度の症状緩和、いつ頃家や老人ホーム、
特別養護施設に戻るかなどの決定、場合によっては患者家族とよく話し合って看取る判断
も下します。あまりにも重度な患者は福山市民病院などより大きな病院に搬送されます。
ドクターヘリが止まるヘリポートが近くにあり、ヘリ搬送も行うことができます。

２．実習内容の報告、および感想
今回の実習では、1日目は神石高原町立病院の院内や院長先生の回診を見学し、介護保
険の説明をしていただきました。2日目は訪問看護を見学しました。
神石高原町立病院における病床数は２階に一般病棟(47床)、3階に療養病棟(36床)の計
83床です。治療から検査入院、看取りまで様々な理由のある患者さんが症状に応じて2、
3階に入院されています。そして、神石高原町立病院では神石高原郡内の特別養護老人
ホーム、介護老人保健施設、ケアハウスなどの入所施設と連携をとりながら神石高原町の
高齢者を支えています。院内には、エコー、内視鏡、CT、レントゲン、透析などが行え
る機械が備えられており、適切な検査と治療が行えるようになっています。
院長先生の回診では、まず担当医師が患者さんの症状と治療経過を説明していました。
そして院長先生がその説明を聴きながら患者さんの様態を確認しコミュニケーションを
とっている様子を見学しました。常勤医6名に加え私たち3名を含めた9名が病室に入る
ので、初め患者さんは少し緊張していましたが、院長先生に話を聞いてもらうだけで次第
に表情が柔らかくなっていたように思いました。
介護保険の説明では費用の負担、要介護区分の審査・判定、要介護区分に応じたサービ
スの利用など、介護保険の仕組みを勉強することができました。１日目にこの介護保険の
仕組みを理解することができたため2日目の訪問看護の際、利用者さんの介護利用を適切
な知識を持って見学することができました。
2日目の訪問看護は看護師１名、学生3名の計4名で3軒訪問する予定でしたが、1軒目
の利用者さんがまだ起床されていなかったため、私たちは2、3軒目の訪問看護を見学さ
せていただきました。2軒目の利用者さんは周りに家が全くないようなところにお住まい
で、90歳を超えるお歳にも関わらず自力での歩行が可能で言葉もはきはきと話すことが
できていました。想像していたよりも少ない支援で十分でしたが、いざというときに駆け

広島大学4年　桜井悠一郎
広島大学3年　守屋　佳奈
広島大学1年　藤井　博基

地域医療セミナー報告書（神石高原町立病院Aチーム）
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つけることができる環境ではないため、日ごろから看護師がお宅に訪問し体調管理をして
いく必要があるのだなと思いました。入浴が好きとのことで看護師の補助を借りながら
入浴するところや、体温・血圧の測定、体調の確認など一連の看護内容を見学することが
できました。3軒目はご夫婦2人のお宅で、奥さんの訪問看護を目的に訪れました。しか
し、奥さんだけでなく旦那さんの健康も把握し管理されていて、お2人の前回からの変化
をしっかり把握してこれから気を付けるべきことを説明されていました。訪問看護では看
護師が一人一人ときちんと向き合いコミュニケーションをとることで利用者さんとの信頼
に繋がるのだと実感しました。そしてその信頼関係があるからこそ利用者さんも自分の身
体を預けることができるのだと思いました。

3．総括
今回は2日間という短い期間でしたが、神石高原町の特徴を踏まえて、地域医療でどう
していくべきかを学ぶことができました。神石高原町は集落が点在しているので病院だけ
ではカバーしきれないところをその他の医療機関と連携して町全体で医療を行っていると
感じました。また、印象に残ったのは、患者さんの利益を最優先にしており、多少の損に
は目を瞑るという点にプロフェッショナリズムを感じました。

4．謝辞
最後になりましたが、原田院長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先生方に、お礼を申し上げ
ます。将来地域医療に従事するうえで活かすことができることを多く学ぶことができ、と
ても貴重な体験になりました。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
今回実習をさせていただいた神石高原町立病院のある神石高原町は広島県の中東部に位
置しており、JR福山駅から中国バスで1時間半くらいのところにあります。平成16年11
月に油木町・神石町・豊松村・三和町の4町村が合併して神石高原町が発足しました。北は
庄原市、南は福山市、東は岡山県、西は府中市と接しており、面積は381.98㎢です。人
口は令和元年8月1日時点で8,971人、高齢化率は46.89%と、とても高齢化が進んでいる
地域です。町内には特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、ケアハウスな
どの介護サービス施設や高齢者居住施設が多くあります。
神石高原町立病院の診療科は内科、外科、眼科、整形外科、脳神経外科、リウマチ・膠
原病科、リハビリテーション科があり、入院病床数は83床で急性期病床、地域包括ケア
病床、療養病床があります。加えて、人口透析が8床あり、13人ほどの患者さんに週に3
回人工透析を行なっています。また、在宅医療の拠点ともなっており、訪問看護や訪問診
療、訪問リハビリテーションも行なっています。初期救急から慢性期、在宅医療まで行う
地域密着型の病院です。 

２．実習内容の報告及び感想
1日目はまず、シルトピア油木という特別養護老人ホームの見学をさせていただきまし
た。ここは要介護３以上の方の介護を行っている施設で、週に一度、神石高原町立病院か
ら医師が診察に行かれているようです。診察の様子を見学させていただいて最も印象深
かったのは、施設の介護士さんとのコミュニケーションの取り方です。入所されている方
の普段の生活の様子から体調、薬のことまで細かく確認し合っておられ、一人ひとりを丁
寧に見守っているのだという印象を受けました。
その後、病院に帰ってから院内見学をさせていただきました。病床を急性期病床、地域
包括ケア病床、療養病床の3つに分け、それぞれの患者さんに合った医療を提供されてい
るそうです。特に地域包括ケア病床は在宅復帰を目指す病床であり、病院全体で地域の方
を支えているのが伝わってきました。
2日目は訪問看護に同行させていただきました。体温や血圧測定、薬のチェックだけで
なく、手足の運動を一緒に行ったり身の回りのお世話までされていたりしたのが印象に残
りました。一軒にかける時間も30分〜 1時間と長く、病院でなくても手厚い看護を受け
ることができる環境がつくられていました。また患者さんに何か異常があった時には病院
に戻って医師に伝え、すぐにそのお家に駆けつけて対応されていました。患者さんやその
ご家族が不安にならないよう丁寧に説明をされており、これが地域医療で大切な患者さん
との向き合い方なのだと感じました。

広島大学4年　加藤　朱里
広島大学2年　大迫えれな

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 2019　報告書

神石高原町立病院6
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3．総括
今回の実習を通して、神石高原町立病院が地域医療において中心的な役割を担っている
ということを自分の目で見て学ぶことができました。高齢化の進む神石高原町において、
医療や支援を必要とされる患者さんはとても多いですが、一方で医師や看護師、介護士と
いった医療スタッフの方の数は限られています。そのような中で病院が中心となりつつも
病院と特別養護老人ホームやグループホーム、ケアハウスなどの施設が役割を分担しつつ
綿密な連携をすることで患者さん一人ひとりに適した形での医療や支援の提供が可能に
なっているのだということを感じました。

4．謝辞
最後になりましたが、お忙しい中実習を受け入れ、お世話をしてくださった原田院長先
生、服部副院長先生をはじめとする神石高原町立病院の皆様、シルトピア油木のスタッフ
の皆様に心より感謝申し上げます。この実習で学んだことをこれから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22日(木)15時30分から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」をポイントに審査しました。25チームを
4つに分け、それぞれ優秀チームを選出し、更にその4チームの中から全員で最優秀チームを選び
ました。（発表時間：各3分）

表彰式

　　南海診療所Ｂチーム	1位	 　　沼隈病院Bチーム	2位

　　

　　雄鹿原診療所	3位	 　　沼隈病院Ａチーム	4位

　　

表彰式報告会
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吉和診療所
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雄鹿原診療所

　　　　　

優秀プレゼンテーション	3位
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安芸太田病院
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円山医院
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森本医院
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南海診療所〈Aチーム〉
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南海診療所〈Bチーム〉

　　

優秀プレゼンテーション 1位
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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	4位
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優秀プレゼンテーション	2 位沼隈病院〈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〉
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府中市民病院〈Aチーム〉
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府中市民病院〈Bチーム〉
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甲奴診療所
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総領診療所

　　



地域医療セミナー 2019　報告書

102

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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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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神石高原町立病院〈Aチーム〉

　　



109

神石高原町立病院〈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
■初回の打診時期（４月下旬）
○ちょうど良い

■文書での依頼時期（6月中旬）
○ちょうど良い

■学生との調整期間
○ちょうど良い

■実施日程（1泊2日）
○ちょうど良い
○ちょうど良い〜短い
○短い
･ゆっくり説明ができないため
･見学の希望があってもなかなか時間帯が合わないため

実習内容について
■学生の人数（原則4人）
○ちょうど良い
○ちょうど良い〜少ない
･もう3〜4人多くても受入可

■セミナー効果
･生活に近いところでの医療を体験してもらいたい
･義務をしっかり将来果たしていただくのに、この経験が生かされることを期待する
･当院が発祥の地である「地域包括ケアシステム」を実際に見ていただくことで、
国が推し進める制度のイメージがより具体的にわかり、
地域医療への理解が深まると感じている
･現場に触れること
･セミナーがなければ、訪れる機会のない病院や地域を知ってもらうこと
･地域医療に対するモチベーションアップ
･日常業務の中で診療所の仕事・役割を感じて、イメージを持ってもらえればと思う
･地域で医師として働くことの重要性や問題点等を理解してくれたと思う

■課題や問題
･学生からも要望が特になく、毎年同じメニューとなっている
･特に学生さんが来るからといって何も準備せず、
ありのままの診療を見てもらっているがこれで良いのか少し不安
･参加学生が少なく、予定していた実習内容を取りやめた。

2．医療機関の回答
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また、高学年が入っていればもう少しスムーズだったのではないかと思う
	（行程も実習内容も）
･本音の部分では行きたくなくても、
そう言える雰囲気ではないので夏セミナーに参加しているという学生もいる。
･学生の興味がどこにあるのかが知りたい
･もっと積極的に意見・質問等が出ると良い
･当院は外来の人数も少なく（予約でなく、計算できない）、検査も限られ、
在宅・訪問診療も少なくなってきている（実習日に訪問診療がない）ため、
学生にとって有意義か不安
･実習時間が短い。時間を長めにした方がより多く見ていただくことができると思う

その他／意見 ･ 感想
･盆明けの総合健診の結果が出る頃で外来が忙しく、充分対応ができなかったのではと思う
･もう少し自由な時間があって、地域の様子を見てもらいたかった
･実習期間が短いため、2グループを受け入れるとハードなスケジュールとなる。
もう少し期間を長くしてほしい


