
✚ 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 藤田真理子（広島大学4年） 久保　浩介（広島大学2年）

杉原　百芳（広島大学2年） 岡野　義也（岡山大学1年）

✚ 実習日程

地域を取り巻く医療、行政の特徴をつかむテーマ 
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10：30～ 社会福祉協議会　センター長のお話（社協とは／地域包括ケアとは／介護保険制度
について）

11：45～ 診療見学
13：00～ 昼休憩
14：00～ オリエンテーリング
14：30～ 訪問診療見学
15：00～ 診療見学（3軒のお宅）
17：00～ 終了

1日目【8月18日（火）】

08：30～ 外来診療見学、患者さんとお話
11：50～ アンケート、まとめ
12：30～ 昼食、総括
12：30～ 終了

2日目【8月19日（水）】



広島大学4年　藤田真理子

広島大学2年　久保　浩介

広島大学2年　杉原　百芳

岡山大学1年　岡野　義也

1．実習機関のある地域とその医療機関の紹介

私たちは、平成27年８月18、19日の二日間広島県三原市大和町にある大和診療所に実習に行きまし

た。この診療所がある大和町は自然の豊かな地域であります。例えば、昭和44年に完成した多目的ダ

ム「椋梨ダム」によって出来た湖があり、白竜湖の愛称で親しまれ、地域の方々にも愛されています。

名称は地域に椋梨川があったことから付けられました。白竜湖の上流周辺には広大な土地を利用した

スポーツ施設があり、地域住民の交流の場や他地域からの観光客によって利用されているとのことで

す。また、その湖畔の周りを走るマラソンも毎年行われていると地域の方がおっしゃっていました。

その他には、果実の森公園という観光農園もあり、自然を楽しむことができる施設が充実しています。

大和診療所は、三原市大和保健福祉センターの中に併設されているという特徴があります。医師一名、

看護師三名、事務員三名の無床診療所です。このセンターの中には、三原市保健福祉課、三原市社会

福祉協議会大和支部があり、互いに連携をとりながら、住民の健康と生活を支えており、予防活動か

らターミナルケアまで、赤ちゃんから高齢者まで内科を中心に医療を行っています。

2．実習内容の報告、および感想

まず西原センター長さんに社会福祉協議会について、地域包括ケアの重要性、介護保険制度などの

お話をして頂きました。そして医療従事者にとっても患者にとっても医師の一言がとても重要になる

ことを学びました。また外来診療や訪問診療にも同行させて頂きました。高齢者を診察する時は一つ

の動作をお願いしたら別のお願いや質問はしないことを教えて下さいました。私たちは動きながらで

も話をしたりできるが、それは高齢者にとっては簡単なことではありません。このようなことは実習

に来て実際に見学しなければ分からないことであり勉強になりました。夕食会には診療所のたくさん

の職員の方が参加して下さり様々なお話を聞かせて頂きました。その時に藤家先生がして下さったお

話で一番心に残っているものがあります。それは縦の糸と横の糸のお話です。「縦の糸とは専門医を

あらわし、彼らがこれからの医療を発展させどんどん上へと伸ばしていく。そして横の糸は私たちの

多くが将来なる地域の医療を担う総合医であり、一緒に多くの人を救う看護師などの医療従事者であ

る。どちらの糸が欠けても布は織ることができないのと同様に、どちらの医者が欠けても医療は成り

立たない。私たちは協力し皆で支え合い、人を救うことが大切である。」というものでした。私たち

が将来医師として働く際、心に留めておきたい大切な考えだと感じました。

3．総　括

大和診療所に実習に行かせていただけたのは本当に貴重な経験でした。藤家先生の訪問診療や外来

診療を間近で見られたことはもちろん、スタッフの方々と交流が持てたり、患者さんとお話が出来た

りと地域医療を肌で学ぶことが出来ました。学校で学べることも多くありますが、現場に来ることで

学べることもまた多く、それら両方を大切にしていくことで医師を目指す者としてまた次のステージ

へと進むことが出来ると感じました。藤家先生の診療ではあらゆる場面でコミュニケーションを非常

に重視しておられ、多くの意図を持ち、様々な手段を用いて患者さんとコミュニケーションをしてお

られました。コミュニケーションの取り方だけを見ても実に様々でした。それは患者さんそれぞれに
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１番相応しいコミュニケーションを取っておられるからで、先生が患者さんを取り巻く背景を理解し

ているからこそ出来る技です。訪問診療の時も患者さんのこれまでの過程を踏まえた診療をしておら

れ地域医療の真髄を見た気がしました。スタッフと医師との連携も無駄がなく相互が良い関係で動い

ておられ、患者さんの安心感に直接繋がっていました。患者さんとのお話の中でも先生の診療に安心

感、信頼感を持っていると言われました。これも地域医療がなせる医療の形であると思いました。

4．謝　辞

この度二日間私たち４人は多くのことを先生の言葉や姿から感じ、将来に生きる実習をさせて頂き

ました。お忙しい中、私たちの質問を聞いて、説明をする時間を作って下さり、有意義な時間を過ご

すことが出来ました。このような機会を与えて下さった、藤家証一先生、社会福祉協議会、診療所の

スタッフの皆様に心より感謝申し上げます。
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✚ 所　　長 大西　　毅　先生

✚ Ｔ Ｅ Ｌ 0845-27-2161

✚ Ｆ Ａ Ｘ 0845-27-0019

✚ 住　　所 尾道市瀬戸田町中野400

✚ 参加学生 Ａチーム　山本涼太郎（自治医科大学4年） 松島　彩子（広島大学3年）

野原　佑珠（広島大学2年） 稲本　　絢（自治医科大学1年）

Ｂチーム　佐藤　真由（広島大学3年） 赤木　千夏（自治医科大学3年）

塚原　一樹（広島大学1年） 早間　洋平（岡山大学1年）
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✚ 実習日程

Ａチーム

島の医療の現場を肌で感じる

Ｂチーム

有床診療所ならではの診療をみるテーマ 

テーマ 
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13：30 診療所オリエンテーション
14：00 訪問診療の見学

看護師によるレクチャー
17：00 終了

1日目【8月17日（月）】

09：00 外来診療見学
病棟看護師業務見学

12：00 終了

2日目【8月18日（火）】

13：00～ オリエンテーション、診療所見学
14：00～ 訪問診療見学、看護業務説明
15：00～ 多職種ケアカンファレンス
16：00～ レクチャー（大西先生と杉本先生のお話）
17：00～ 終了

1日目【8月19日（水）】

09：00～ 病棟看護師業務見学・体験
外来診療見学

11：00～ まとめ
11：15～ 終了

2日目【8月20日（木）】



自治医科大学4年　山本涼太郎

広島大学3年　松島　彩子

広島大学2年　野原　佑珠

自治医科大学1年　稲本　　絢

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

瀬戸田診療所は尾道から橋を３つ渡った、生口島にある診療所です。生口島は人口約8000人、高齢

化率は63.1％です。主な産業は柑橘類の栽培、造船業であり、特にレモンの生産量は全体の14％を占

めます。近年では、ツーリングなどの観光業も盛んです。瀬戸田診療所は2009年に改築を行い、医師

２名、看護師14名で構成される有床診療所となりました。生口島周辺の外来をはじめ、病棟、訪問診

療としての役割を担っています。

2．実習内容の報告、および感想

（1）訪問診療の見学

大西毅先生と看護師の方１名の訪問診療を見学させていただきました。患者さんは、ほとんど寝た

きりで通院困難がある方々でした。現在、50人程度の方が利用しており、大体月に80回訪問診療され

るそうです。大西先生が寝たきりであまり応対ができない患者さんにも目を見て話しかけたり説明を

したりされているのが印象に残りました。会話を聞いて、患者さんに共感した返事をすることが大事

だと学びました。また、老々介護も顕著に見られて、ケアマネージャーの方との連携も重要になって

くると感じました。

（2）外来診療の見学

90％以上が65歳以上の高齢者で、いわゆる生活習慣病の外来患者さんが多く、40％が高血圧だそう

です。膝や腰が痛い患者さんも多かったです。瀬戸田地域ではレモンやみかん等の生産が盛んで、そ

れらの果糖が原因となり糖尿病や虫歯になる患者さんの割合も高いそうです。主な病気の診察以外に

も、盆明けで疲れて最近肩が凝るというような些細なことも気軽に相談していて、それに対して杉本

先生も簡単にできる体操を教える等しているのを見て、医師対患者というよりも、同じ地域に住む人

間同士の関わりという表現の方がしっくりくると感じました。立場的に同じ目線で話すことは、患者

さんもどんなに小さなことでも萎縮せずに話すことができ、それが結果的には患者さんの健康にも繋

がるので非常に重要だと気づくことができました。

（3）入院病棟における看護師業務の見学

誤嚥性肺炎、尿路感染症、がんの終末期の入院患者さんが多数でした。看護師の方は定期的に血圧

と体温を測ったり目薬をさしたりしていたのですが、その他にも高齢の患者さんの皮膚が乾燥で剥が

れるのを防ぐためにクリームを塗ったり、動いてぶつけて怪我をする恐れのある患者さんのベッドの

柵にカバーをつけたり、単に最小限のケアをするだけでなく患者さんのQOLを高めるケアをされて

いたのが印象的でした。

3．総　括

瀬戸田診療所のある生口島は本州と橋でつながっており、車だと30分ほどで尾道に行くことができ

ます。一見それほど不便ではなさそうに思えますが、島民には自分で車を運転できない方も多く、ま
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たずっと島で暮らしたいという強い思いがあるため診療所は非常に大切な存在です。そして診療所の

方々は診療所の中でも外でも、島民を大切にされていることを感じました。

診療所でできる治療は限られていますが、診療所ならではの魅力もあると聞きました。たとえば、

大きな病院から移ってきた末期の患者さんを一人の医師と数人の看護師でしっかりと診てトータルケ

アを充実させることにより、診療所に移る前よりも状態がよくなったということもあるそうです。こ

のような医療ができるのは医師をはじめとするスタッフの皆さんの熱意・島民を大切にする思いがあ

ってこそだと思います。

実習を通して島の医療の温かさを感じることができ、将来に向けてより一層努力していこうという

気持ちが強くなりました。

4．謝　辞

最後になりましたが、実習を受け入れてくださった大西先生・杉本先生をはじめとする瀬戸田診療

所のスタッフの皆様、見学を快く承諾してくださった地域の皆様、企画してくださった先生方・地域

医療支援センターの皆様に心より感謝申し上げます。貴重な体験をさせていただき、本当にありがと

うございました。
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広島大学3年　佐藤　真由

自治医科大学3年　赤木　千夏

広島大学1年　塚原　一樹

岡山大学1年　早間　洋平

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

瀬戸田診療所は広島県尾道市瀬戸田町、尾道市から橋を３つ渡った人口約9,000人の生口島にある。

瀬戸田は柑橘類の名産地で、特にレモンについては日本国内で最も早く約120年前から栽培が始まり、

今では全国１位の栽培量を誇る。そんなレモンの薫るこの島の診療所は平成21年４月に開業して、そ

の後、平成24年度に新診療所の新築整備を行い、レントゲン・CT・内視鏡・エコーなど医療設備の

拡充が図られ一診療所として充実した設備をもつ医療機関となった。診療所としては珍しい有床の診

療所となっており、医師２人看護師14人が連携して、入院・外来・訪問の３部門の医療を提供してい

る。地域に密着した医療を目指しており、急性期病院である尾道市民病院と在宅とのスムーズな橋渡

しとなるための退院支援にも力を入れている。

2．実習内容の報告、および感想

一日目は、まず最初に、看護師長さんより瀬戸田診療所の歴史や現在の状況についてのお話を伺い、

ざっと診療所の中を見学させていただいた。その中で、診療所を新しく建てかえる際に取り入れた工

夫を教えていただいた。例えば、看護師の数が少ないため仕事の効率をなるべくよくしたいという思

いから、あちこち移動する必要のないように仕事の流れに沿ったひとつのつながった通路をつくって

いた。建物のいたるところに工夫が隠れており、今まで建物と医療との結びつきを考えたことがなか

ったので、新鮮でしかしとても大切な視点を得たように思う。そのあと患者さんのお家への往診に同

行させていただいた。先生方からは、患者さんのお家という空間にすっと入り自然にお話をしながら

診るべきところは診る、といった印象を受けた。また、診療所の方々が「自分の家にいる患者さんは

病院にいるときよりも明るくいきいきしているようで、それを見る、聞くことがスタッフの励みにも

なっている」とおっしゃっていて、とても印象に残った。次に、月に１回開かれる多職種合同のケア

カンファレンスを見学させていただいた。患者さんの身体のことだけではなく、家の構造のことであ

ったり、家族の事情や金銭的なことなど様々なことを話しておられた。多職種でそれぞれの視点から

お互いに考えたことや感じたこと、疑問点などを話すことによって見落としていた部分が見つかった

りするようであった。普段患者さんやそのご家族と関わる際には、感情ももちろん大切だが、冷静な

観察が大事だと感じた。最後に大西先生と杉本先生からお話を伺った。お話の中で印象に残ったのは、

「この診療所がなくなったら多くの人が困ってしまう。だから患者さんにこの診療所がいいなと思っ

てもらえるように工夫を重ね努力していくことが大切。そして、そのためのスタッフの意見が反映さ

れていくのは診療所の特徴である。」というお話である。医療施設での経営の重要性に気づくことが

できた。

二日目は、病棟での看護業務の見学・体験をさせていただき、そのあと外来診察の見学をさせてい

ただいた。看護業務の体験では、実際に患者さんと関わることの難しさを感じるとともに、患者さん

から温かい言葉をかけていただき大きな励みとなった。外来では、患者さんのすべてを診るのが診療

所において大切なことであることを学び、そのために「困ったことは何でも言って」というオープン

クエスチョンを実行していると聞いた。
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3．総　括

瀬戸田診療所での実習を通して、多職種との連携や地域で暮らす方々と診療所のかかわりについて

学んだ。多職種が合同で意見交流を行うことで患者さんが安心して家庭で生活できるように取り組ん

でおられ、多職種との連携が地域医療において特に重要なのだと実感した。また、設備を整え最大限

に資源を活用し患者さんとの信頼関係を構築すると共に、診療所で行える医療の幅を広げることで瀬

戸田の健康を守っておられ、医師として医学知識・技術・対話力・人間性が大切なのだと感じた。今

回の実習は、将来地域医療に従事する私たちにとって、様々なことを学び、考えることのできた非常

に貴重な経験となった。

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大西毅先生をはじめ瀬戸田診療所のスタッ

フの皆様、実習を支えてくださった先生方、地域医療支援センターの方々に深くお礼申しあげます。

この実習で学んだこと、感じたことを今後の勉学に生かしていきたいと思います。ありがとうござい

ました。
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✚ 所　　長 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　山根　桜子（広島大学3年） 大久保里紗（広島大学3年）

柴村　英真（広島大学1年） 村田　　涼（広島大学1年）

Ｂチーム　井上　和子（広島大学3年） 野田　　望（広島大学2年）

植村　奈月（広島大学1年） 増成　寿浩（広島大学1年）
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✚ 実習日程

Ａチーム

沼隈病院の医療と目標と取り組み

Ｂチーム

地域の中での沼隈病院、沼南会の役割を理解するテーマ 

テーマ 
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13：00～ 挨拶・院長講話
13：40～ 手術見学
15：00～ 施設見学（デイサービス・デイホーム）
16：30～ 施設見学（放射線機器・院内）
17：00～ 実習・講義（NST症例検討など）
18：00～ 終了

1日目【8月18日（火）】

09：00～ 実習（百島への訪問診療）
10：30～ 実習・見学（認知症外来）
11：30～ 見学（施設見学）
12：10～ グループワーク
12：30～ 昼食
13：20～ 終了

2日目【8月19日（水）】

13：00 挨拶
13：10 院長講話
13：40 施設見学（放射線、検査室、院内）
14：40 施設見学（まりデイ、ホーム内海）
15：50 休憩
16：00 実習（嚥下、口腔ケア）
16：30 実習（リハビリ→講義）
17：00 実習（NST症例検討、チーム医療）
18：00 終了

1日目【8月17日（月）】

09：00 診察見学（常石医院、山南施設）
11：00 実習、講義（地域連携室について）
11：30 手術室見学（術前に設備等を見学）
12：00 グループワーク
13：20 終了

2日目【8月18日（火）】



広島大学3年　山根　桜子

広島大学3年　大久保里紗

広島大学1年　柴村　英真

広島大学1年　村田　　涼

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

沼隈町は福山市に位置します。農業ではブドウの生産、工業では造船業が盛んな町で、常石造船は

国内有数の造船メーカーです。

沼隈病院は、２次救急指定を受けている地域の基幹病院です。急性期60床、慢性期58床、老健60床

を備え、また、CT・MRIなどの機械も充実しています。国際交流促進の一環でフィリピン看護師、

介護福祉士の研修が行われています。

複数のデイサービス、デイホームとの施設連携、また栄養士、リハビリ、ケアマネージャー、ソー

シャルワーカーの他職種連携もみられました。百島へ訪問診療も行っており、山間部・島部の医療を

どちらも行っている病院です。

2．実習内容の報告、および感想

一日目は、まず院長先生のお話から始まりました。適切な医療を行っていくにあたって注意しなけ

ればならないことを院長先生から直接聞くことのできる、大変貴重な時間でした。次に、手術見学を

させて頂きました。この日は大腿骨の骨折の手術だったのですが、３年生の前期で整形外科の授業を

受けていたこともあり、とても興味深く見学することができました。その後の、まりホーム内海・ま

りデイサービス内海の訪問では、お年寄りの方たちの自立を促したり、みんなが楽しんだりできるよ

うな様々な工夫を見学することができました。施設にいらした皆さんの笑顔がとても印象に残ってい

ます。病院に戻ってからは放射線機器などの施設見学を、そしてその後にNST症例検討の会議の見

学をさせて頂きました。そこでは医師・看護師・栄養士・歯科衛生士・ソーシャルワーカーなどとい

った様々な医療関係者が集まり、それぞれの患者さんに一番適した治療方針を、各々の視点から話し

合われていました。今まで何度も耳にしてはきたけれどなかなか触れることのできる機会の少なかっ

た「他職種連携」を身近で感じたと同時に、患者さんの入院中のサポートだけではなく、退院後の生

活までをも見越した治療を考え、実施していかなければならないことを学びました。

二日目は、百島への訪問診療から始まりました。島には90歳を超すご高齢の方がたくさんいらっし

ゃいましたが、とても元気があるように感じました。理事長先生と接するときも本当に明るく楽しそ

うで、お互いの信頼が成立しているからこその関係性なのだなと感じました。また、理事長先生が船

舶免許を持っていらしたことにも驚きました。病院に戻ってからの認知症外来の見学では、医師はカ

ルテばかり見るのではなく患者さんの目を見て話さなければならない、ということの重要性を学びま

した。また、認知症診断のためのテストの項目への自然なアプローチの仕方も教えて頂きました。病

院のそばにある山南施設の見学では、デイサービスのフロアにカラオケルームがあったことや、ご高

齢の方の安全のための出入り口の工夫が印象的でした。

3．総　括

今回の沼隈病院での実習では、「地域医療」がどういうものかを考えさせられました。病院の方も、

「地域医療」とは何か、ということをずっと考えていらっしゃるそうです。「患者さんが病院にいる間

だけでなく、退院後の生活のことも考える、それが地域の一員としての医療を提供するということ」
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今回の実習では、この言葉が一番に胸に響きました。

この地域医療を実現するためには、地域包括ケア、保健・医療・介護・福祉といった複数の視点を

もつことが必要です。医師だけではなく、看護師、介護士、リハビリ、ケアマネージャー、ソーシャ

ルワーカー、そして行政の方といった、治療以外の面で活躍する他職種の方とも連携をとることが重

要だと感じました。

4．謝　辞

最後になりましたが、今回の実習を受け入れて下さった沼隈病院の先生方をはじめとするスタッフ

の皆様、訪問診療や外来の見学を快く受け入れて下さった沼隈町の皆様、そして実習を企画して下さ

った先生方、地域医療支援センターの方々に、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

今回の実習で学んだことを胸に、これからの学生生活を有意義なものにしていきたいと思います。
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広島大学3年　井上　和子

広島大学2年　野田　　望

広島大学1年　植村　奈月

広島大学1年　増成　寿浩

実習先の説明

今回私たちは、広島県東部の福山市にある沼隈病院で実習をさせていただきました。沼隈病院は福

山駅からバスで30分ほど行ったところにあり、病院の周りは田んぼや、ブドウを栽培するためのビニ

ールハウスが多く見受けられました。沼隈病院を経営している沼南会は、沼隈という地域全体を支え

ていて、他にも常石医院やまりデイ内海、まりホーム内海など様々な施設を持っています。沼隈病院

が行っている地域医療の特徴としては、診察、治療、入院、リハビリ、退院後のケアすべてを担って

いるところにあります。そのため、沼隈病院には医師や看護師だけではなく、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、患者さんのケアにあたって

います。また、老健が病院と地続きであること、NST（Nutrition Support Team）稼動病院として

力を入れていることや高齢者の骨折などを治療するための整形外科の手術が多い点も特徴として挙げ

られます。沼隈病院の先生の話によると、地域医療でもっとも大事なことは、その地にあり続けるこ

とであり、沼南会は経営面もしっかりと考え、患者さんの治療にあたっているとのことでした。

実習内容の報告、及び感想

まず驚いたのは、病院内に介護老人保健施設が併設されていたことでした。私が今まで訪問してき

た病院では見たことがないもので、お話を伺ってみると、国内でも珍しいということでした。入院さ

れていた患者さんが要介護認定されたとき、そのまま介護老人保健施設ぬまくまに入所し、居宅にお

ける生活の復帰を目指して介護サービスを受ける、というケースもあるそうです。看護・医学的管理

を必要とする介護サービスの場を病院に持ってくることで仕事の効率化ができるだけでなく、患者の

入院から退院までに流れが円滑になっている、素晴らしい工夫だと感じました。

二日目の診察見学では、診療における患者さんとの対話の大切さを学びました。先生は診察中決し

て患者さんから目を離すことなく、しっかり向き合って話を聞いておられて、診察を終えると電子カ

ルテに聴き取った情報や、患者さんとの会話中に気づいたことを電子カルテに打ち込んでいました。

そうすることで、患者さんは「ちゃんと聴いてくれている」という満足感を得られ、医師側も、患者

さんのちょっとした話し方や動作からその日の調子をうかがったり、病気の早期発見につなげること

ができるそうです。

今回の実習で感じたのは、地域医療だからといって都市の病院と何が違うのか考えたとき特にない

ということです。むしろ、先に述べたような小さな工夫が光る、患者さんに愛される病院だという印

象を受けました。将来地域医療に携わる身として、今回の実習で学んだことは多く、今後のモチベー

ションの維持にしていきたいです。

総　括

今回の実習を通して、４人それぞれの新たな気づきがありました。１年生は初めての夏実習という

ことで見るもの全てが新鮮で、医療を身近に感じることができたと思います。２年生は昨年とは違う

医療機関で実習を行うことで違いを比較することができたと思います。３年生はこれまでの実習で見

てきたものを元にこの地域や沼隈病院、そこで働く医師や看護師、コメディカルスタッフの方々の特
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徴を自分なりに捉えることができたと思います。今後の勉強や実習に今回の経験を生かしていきたい

と考えています。

謝　辞

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

スタッフの方々に感謝申し上げます。今回の実習で学ばせていただいた経験を大切にして、地域医療

のあるべき姿を私たちの中で確固とし、それぞれのかたちで実現させ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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✚ 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 坂原　英皓（広島大学3年） 伊木　道子（広島大学1年）

狛谷　　駿（広島大学1年）

✚ 実習日程

地域包括ケアシステムの歴史と地域医療における
総合病院の在り方

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

1日目【8月17日（月）】

09：00～ 外来診療見学
（2班に分かれて外来診療と訪問看護を交互に見学する。）

10：00～ 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
12：00～ 終了

2日目【8月18日（火）】



広島大学3年　坂原　英皓

広島大学1年　伊木　道子

広島大学1年　狛谷　　駿

私たちは今回公立みつぎ総合病院にお伺いした。

公立みつぎ総合病院は、尾道市北部の旧御調町に位置し、昭和31年に開設された町立国保病院をも

とに増改築を繰り返して発展を続けている。現在では22診療科240床の総合病院として周辺市町の約

７万人の二次医療を担っており、高度・救急医療から在宅・終末期医療まで行い、近隣住民の健康を

支えている。この病院は古くから「地域包括ケアシステム」を実践するなど、地域医療に対する先駆

的な取り組みを行う病院の一つとして知られており、病院、在宅部門、介護施設が連携して住民の

QOLの向上に寄与している。

今回の実習は最初に副院長の沖田医師による病院の説明から始まった。ここでは病院の沿革や地域

包括ケアシステムの定義と実践、連携する介護施設などについて説明していただいた。この病院でこ

こまで地域医療が発達した背景には、「寝たきりゼロ作戦」と呼ばれる取り組みが根底にあり、住民

のQOLの向上を第一に考えて行動し、仕組みを作り上げた結果であるということが分かった。また、

それに関して沖田副院長が仰った「医師を中心に医療を動かす天動説のような医師ではなく、患者さ

んを中心に医師、医療が動く地動説のような医師になってほしい。」という言葉が印象的であった。
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次に病院内部と付属する介護施設、関連する保健福祉総合施設を見学させていただいた。この病院で

は急性期を担当する一般病床と回復期を担当する回復期リハビリ病棟が併設されており、併せて多く

の介護施設も同一事業体にある。また、在宅リハビリを支える保健福祉センターと関連する行政部門

の窓口も院内に併設されている。これにより、急性期から回復期、そして維持期、終末期へのスムー

ズな移行と包括的な支援、管理が行えるようになっている。また、院内保健福祉センターにおけるケ

ア担当者会議に出席させて頂いた。これは在宅ケアを担当する他職種の専門家の会議であるが、出席

者の間の風通しが良く、些細に思われる情報でも交換されており、少しでも患者さんの為になるよう

治療計画を立てる姿勢が印象的だった。

２日目は、訪問看護と外来診療の見学、及び患者さんへの聞き取りを行った。実際に患者さんと接

する現場を見学したことで、この病院が地域医療において中心的な役割を果たしていることが分かっ

た。

今回の実習を通して、地域医療における総合病院の果たす役割について学ぶことができた。地域医

療というと小規模なクリニックによる往診、在宅支援などをイメージしていたが、総合病院には高度

な治療を開始した時点から包括的支援を行うことができるという小規模なクリニックにはできないこ

とができることが分かった。その中で医師の果たすべき役割とは、ただ診察室で待っているのではな

く、他職種の人と連携して時には病院の外に出て患者さんと接することから始まるのではないかと感

じた。

今回の実習では沖田副院長、清戸医師を始めとする医師、コ・メディカルの方々にはお忙しい中貴

重なお話を頂いた。また、大本様を始めとする総務課の方々には、実習を行うにあたり様々な手配、

準備をしていただいた。略儀ながらこの場をお借りして御礼を申し上げたい。
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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 藍澤　政穂（広島大学4年） 松琴可南子（広島大学3年）

月元　天啓（広島大学2年） 相原　彩貴（広島大学1年）

✚ 実習日程

医療関係のことはもちろんのこと、それ以外にも地域の
方の健康のために行っていることを実際に見学してみる

テーマ 
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1日目【8月18日（火）】

13：00 外来見学及び院内の案内 16：00 外来見学と訪問診療同行
14：30 施設見学（美山荘見学） 17：30 1日目終了

2日目【8月19日（水）】

08：30 外来見学 12：30 昼休み
（2グループに分かれて見学） 13：00 外来見学

09：00 院外薬局見学 14：00 訪問診療同行（藤原別荘見学）
10：00 外来見学 14：30 施設及び施設での診療を見学

（2グループに分かれて見学） 15：30 終了
11：30 検死見学



広島大学4年　藍沢　政穂

広島大学3年　松琴可南子

広島大学2年　月元　天啓

広島大学1年　相原　彩貴

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

甲奴町は三次市の東に位置しており、広島市中心部から高速バスで２時間ほどかかります。人口は

約2,600人で高齢化率は40％を超える地域です。また、正願寺の梵鐘が縁で第39代アメリカ大統領の

ジミー・カーター氏が訪れたことから、ジミー・カーターシビックセンターや、カーター通りと命名

された通りがあります。

甲奴診療所は甲奴町に唯一ある医療機関です。医師は重岡先生１人と看護師２人（非常勤３人）、

他医療事務の方１人で支えられています。１日に来院される患者さんは60人程度で、病床数は０床で

す。レントゲン、エコー、胃カメラなどの医療器械が揃っており、人間ドックも行っているそうです。

また、診療所の外には院外薬局もあります。

2．実習内容の報告、および感想

実習内容は、甲奴診療所で診察・往診の見学、院外薬局・美山荘・藤原別荘の見学をさせていただ

きました。

診療所では、まず看護師が患者の話を聞き、そのあと医師の診察・治療を行うという流れをとって

いました。このように看護師と医師の２人が患者の話を聞くことでより的確な判断ができるのではな

いかと思います。これは１日に多くの患者を診察する町の病院では出来ない、地域ならではの医療の

形だと感じました。

診療所に訪れる患者は小さい子供から高齢者まで幅広い年齢層で、患者の症状もさまざまでした。

どの患者にも重岡先生は親身に話を聞いていて、１人当たりの診察時間が長いことが印象的でした。

先生自身も「診察というより、不安を改善するために相談をうけているという感じ」とおっしゃられ

ており、これは地域医療を行う上で重要なものの１つなのだと思いました。

特別養護老人ホーム「美山荘」は、ショートステイ、デイサービスなどをおこなっており、「美丘」

というサービス付き高齢者向け住宅もあります。美山荘には低床ベッドやエアーマット、横になった

まま入浴できる浴槽などが備えてありとても設備が充実している印象を受けました。一度増設して定

員が増えたものの待機されている方も多いと聞き、地域での老人ホームの必要性を改めて感じました。

「藤原別荘」は小規模多機能型居宅介護をおこなっている施設で、こちらでは訪問診療に立ち会わ

せていただきました。施設のスタッフと医師が連携して医療を行っていました。

このように、重岡先生は診療所に来院する患者だけでなく、老人ホームで訪問診療をおこなったり、

診療所に来ることが難しい方の家に往診へ行ったりとさまざまな形で地域の医療に貢献されていまし

た。さまざまな方向から地域全体の人々の健康を考えることは地域医療を行う上で大切にしなければ

ならないと感じました。

3．総　括

今回の実習を終えて、地域医療の重要性を再確認しました。町唯一の医療機関である甲奴診療所は、

町にとってかかせない存在です。医師・看護師と患者との関係はただ医療を行う関係にとどまらず、

もっと大きなものだと感じました。地域の活性化が住民の健康につながっていると考え、町の行事に
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積極的に参加する重岡先生の姿にはとても感銘を受けました。

4．謝　辞

最後になりましたが、重岡先生をはじめとした診療所の皆様、院外薬局、美山荘、藤原別荘のスタ

ッフの皆様、そのほか大勢のご協力して下さった皆様に心から感謝申し上げます。皆様のおかげでと

ても有意義な実習をさせていただきました。この経験を大切にしてこれからの勉強に活かしていきた

いと思います。本当にありがとうございました。
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✚ 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　太田　有紀（広島大学4年） 荒木　　晴（広島大学3年）

向井　俊平（広島大学3年） 細　　貴幸（自治医科大学1年）

Ｂチーム　宮原　　新（広島大学3年） 小浦　智子（広島大学3年）

山本　祥平（広島大学2年） 島津　千紗（広島大学1年）
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✚ 実習日程

Ａチーム

地域医療について学び、総領診療所の地域での役割を知る

Ｂチーム

中山間地域における診療所の役割を学ぶテーマ 

テーマ 
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13：30 施設見学
外来見学

14：00 特養（ユーシャイン）見学
16：00 外来見学
17：00 終了

1日目【8月17日（月）】

09：30 住民地域包括ケア講座
劇・住民の方々とワークショップ

12：30 総括
13：00 終了

2日目【8月18日（火）】

13：00～16：30 特別養護老人ホーム往診
訪問診療

16：30 終了

1日目【8月19日（水）】

09：00～ 診察見学
利用者インタビュー

10：30～11：50 お達者クラブ
11：50 終了

2日目【8月20日（木）】



広島大学4年　太田　有紀

広島大学3年　荒木　　晴

広島大学3年　向井　俊平

自治医科大学1年　細　　貴幸

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

2005年に庄原市と合併した総領町は、庄原市の南部に位置し、人口が約1,500人、高齢化率は40％

の町である。

特産物としては総領こんにゃく、田
た

総
ぶさ

ようかんなどがある。

総領診療所の現在の所長は、畑野悠医師。病床数は０で、診療科目は主に内科である。１日平均患

者数は43人である。歯科医院や社会福祉協議会と併設されている。

診療所へのアクセスは主に市営バスや自家用車である。

2．実習内容の報告、および感想

実習一日目は、施設見学、外来見学、特別養護老人ホーム「ユーシャイン」への訪問診療を見学し、

二日目は総領地域包括ケア会議に参加させていただいた。

●施設見学

実習のはじめに診療所内の機具の説明を受けた。レントゲンやエコー、顕微鏡、薬を梱包する機器

などが設備されており、施設全体としてはきれいで明るい印象を受けた。

●外来

先生は診察前に私たちに対して患者さんの疾患の説明をしてくださった。一方的な説明ではなく、

問題形式で私たちに考える機会、聴診器で呼吸音を聞く機会も与えてくださった。また患者さんの状

態を見る際の「鑑別診断」の重要性についても説明され、頻度の高い疾患、緊急性を要する疾患を意

識しながら鑑別診断を行っていくことの大切さを学んだ。診察中に電子カルテを凝視することはほと

んどなく、常に患者さんの方向に目を向け診察を行われている姿がとても印象的であった。

●特別養護老人ホーム「ユーシャイン」に訪問診療

ユーシャインではこの施設に看取りのために入院されている方の診察にも同行させていただいた。

先生は「高カリウム血症でバナナは避けるべきではあるが、看取りに向け好きなもの、食べられるも

のを食べさせてあげるのも大切だ」とおっしゃられており、病気や体の状態を診るのはもちろんであ

るが、どのようにしてよりよい最期を迎えさせてあげられるか、について考えることの重要性を学ぶ

ことができた。

また特に印象的だったのが利用者の方に聴診器をあてる場面で、外から見えないようにカーテンを

閉める、といった配慮をされていたことである。このような小さな気遣いを積み重ねていくことによ

り患者さん、利用者さんとの信頼関係が生まれてくるのだと感じた。

●総領地域包括ケア会議

総領地域包括ケア会議という、地域の住民の方や職員の方と地域包括ケアについて一緒に考える場

を設けていただいた。私たち学生も寸劇を行ったり、グループワークで地域住民の方とお話をしたり
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と、実際に地域に住む方の生の意見を聞ける場であり貴重な経験であった。その中で、寝たきりにな

らないためにできること、退院時に行政をどのように利用すればよいか、また認知症になった方をど

のように支えていくことができるか、など実際に地域で起こりうる症例を話し合った。身近なものと

して考える機会があるということは地域の方の不安を和らげ、よりよい地域を作り上げるうえで重要

なことだと感じた。この会議の最後に畑野先生はこれから総領町という地域をよりよく、暮らしやす

くするためにどのような行動が必要となるか、といったことを公演されていた。積極的に行動を起こ

し、地域を変えていこうとする先生の姿はとても印象的であると同時に地域医療の魅力を感じた。

3．総　括

今回の実習を通して、畑野先生から多くのことを学ばせていただきました。最も印象に残ったのは、

鑑別診断を挙げて診療を行うということです。大学の授業を無意識に受けているだけではなかなか身

につかない力なので、今回特に興味をもちました。外来見学をさせていただいたときに教えていただ

きましたが、改めて総合診療医のすごさと、自分たちの力のなさを痛感しました。ある症状を見たと

きに、まず頻度の高い疾患と緊急度の高い疾患から挙げていき、それを裏付ける問診や検査を迅速に

行うことで、素早く正確な診断を行っていらっしゃる先生の仕事風景を間近で見させていただき、非

常に貴重な経験となりました。今後は、この鑑別診断をしっかりと意識しつつ、勉学に励みたいと思い

ました。

4．謝　辞

今回実習を受け入れてくださった畑野先生をはじめとする総領診療所の皆さん、社会福祉協議会の

皆さん、地域包括ケア講座の準備・進行をしてくださった皆さんなど多くの方々にお世話になりまし

た。本当にありがとうございました。今回学んだことを今後の実習や医師になった時に活かしたいと

思います。
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広島大学3年　宮原　　新

広島大学3年　小浦　智子

広島大学2年　山本　祥平

広島大学1年　島津　千紗

1．総領診療所の紹介

総領診療所は庄原市南部の総領町にあり、無医地区解消対策と国民健康保険事業の実施のために庄

原市により設置されています。庄原市役所総領支所、庄原市総領自治振興センター、健康福祉センタ

ーなどと連携して住民の健康増進の役割を果たしており、診療所の畑野先生は診療所での診察のほか、

在宅医療、老人ホームでの往診をおこなっています。

2．実習内容の報告、および感想

今回の実習では、最初に総領診療所近くの施設を見学させて頂きました。

診療所のすぐ傍に、社会福祉協議会、保育園、役所などがあり、他の職種の方とも連携が取り易く

なっていました。その後、特別養護老人ホーム「ユーシャイン」を訪問したり、訪問診療に同行させ

て頂きました。

訪問途中の車内で、畑野先生が繰り返しおっしゃっていたことが３つありました。「鑑別疾患をあ

げる習慣をつけること」、「医療だけでなく、介護、福祉も見ることが出来るようになること」、「学生

時代にしか出来ないことに、将来を見据えて取り組むこと」の３つです。鑑別疾患については、ユー

シャインへの訪問や訪問診療の時にお会いした患者さんについて、いくつか質問されました。よくあ

るような症状に対して鑑別疾患を聞かれましたが、なかなか思いつかなかったです。授業では各疾患

についてそれぞれ学ぶので、症状から考えられる疾患を挙げていくことの難しさを実感しました。二

つ目のことについては、公立みつぎ総合病院で提唱された「地域包括ケアシステム」を取り入れてい

きたいとおっしゃっていました。三つ目のことについては、特に英語の重要性についておっしゃって

いました。これら三つのことを踏まえ、今後の大学生活や実習に望みたいと思います。

２日目は、２チームに分かれ、診察見学と、患者さんとお話をさせていただきました。

まず診察見学についてですが、先生が、患者さん一人一人がそれぞれ話されていることに対して、

ちゃんと耳を傾け、ポイントとなることを聞き逃さないようにされているのが印象的でした。一通り

診察が終わったら、患者さんに対して、症状に対する鑑別疾患を挙げ、それらの可能性について詳し

く丁寧に説明されていました。こんなに詳しく説明してもらえると、患者さんも安心するだろうなと

感じました。また、患者さんとお話もさせていただきました。医療従事者側の話を聞くことは多いけ

れども、患者さん側の話を、医療従事者抜きに聞くことは今までありませんでした。貴重な体験をす

ることが出来ました。協力してくださった皆さん、ありがとうございました。

最後に、健康教室に参加させていただきました。そこでは、高齢者の方が集まって、体を動かした

り、血圧のチェックを行ったり、お菓子を食べながらお話をされたりしていました。今回、私たちは、

寝たきりの原因と予防について、話す時間を与えていただきました。利用者の皆さんが真剣に聞いて

くださり、有難かったです。話をしたことを活かしてくださるといいなと思います。

3．総括、謝辞

今回の実習で私たちは、畑野先生から将来医師になるうえで大切なことを教えて頂きました。その

中でも強調しておっしゃっておられた、「鑑別疾患をあげる習慣をつけること」、「医療だけでなく、
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介護、福祉も見ることが出来るようになること」、「学生時代にしか出来ないことに、将来を見据えて

取り組むこと」の以上３つは医学生の間から実践していきたいと思いました。

最後になりましたが、畑野先生をはじめとする総領診療所の方々には、お忙しい中大変お世話にな

りました。訪問診療や診療所での診察の様子を見学させて頂き、また、実際にその場で自分たちに考

えさせてくださる機会を与えて頂き、将来に繋がる有意義な実習ができました。この度は本当にあり

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　川上　　咲（広島大学3年） 大田垣　真（広島大学3年）

渡辺　詩織（広島大学2年） 新井　　勲（自治医科大学2年）

Ｂチーム　斉藤　皓平（広島大学3年） 柴田　浩輔（広島大学2年）

坂本　　光（広島大学1年） 西宮　　陸（広島大学1年）
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✚ 実習日程

Ａチーム

地域に根ざした医療を学ぶ

Ｂチーム

地域医療における大病院の役割テーマ 

テーマ 
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13：30～ 訪問看護
16：00～ 院内見学
17：00～ 終了

1日目【8月19日（水）】

08：50～ 介護施設（神寿苑）での診察見学
11：30～ 救急見学
12：00～ 終了

2日目【8月20日（木）】

13：30～ オリエンテーション（院内案内）
14：30～16：00 病棟回診（急性期病棟に入院中の患者約30数名の院長回診）
16：00～17：00 オリエンテーションⅡ
17：00 終了

1日目【8月17日（月）】

08：30～09：30 町立病院外来見学
09：30～12：00 訪問看護（2名ずつに分かれて看護師さんの車で）
12：00 終了時間

2日目【8月18日（火）】



広島大学3年　川上　　咲

広島大学3年　大田垣　真

広島大学2年　渡辺　詩織

自治医科大学2年　新井　　勲

1．神石高原町と医療機関について

神石高原町は広島県の東部に位置し、標高は400～500ｍで面積は381.98hです。

平成16年に油木町、神石町、豊松村、三和町の４町村が合併して、神石高原町が誕生しました。人

口は9,863人で、高齢化率は約45％となっています。特産品には神石牛やトマトなどがあり、帝釈峡

など自然が豊かなことでも有名です。

神石高原町立病院は、平成21年から県立から町立へ移管され、公設民営方式で開設されました。常

勤医師は７名で、診療科として内科、外科、整形外科、眼科、リハビリテーション科、呼吸器内科、

脳神経内科があり、病床数は一般病床47床・療養病床48床の計95床があります。透析治療を受けるこ

とが出来る腎センターや物忘れ外来があることが特徴的です。

2．実習内容の報告、および感想

１日目はまず訪問看護に同行させていただきました。２軒訪問させていただいたのですが、患者さ

んはなんとか自力で生活することが出来る人から、ほとんど寝たきりの人まで様々でした。訪問看護

では主に患者さんの体温・血圧測定などを行ったり、直接患者さんやその家族に変わったことはない

か、気になることはないかなどということを聞いて自宅での様子を聞き出したりしていました。また、

訪問看護に行っている患者さんについて、タブレット端末で病院（看護師）やヘルパーさん、ケアマ

ネさんなどが情報を共有しているということを教えていただきました。こうすることで、電話などで

連絡をとるよりも簡単で便利になったと看護師の方が仰っていました。このことを通して、神石高原

町は病院と患者さんだけでなく、地域全体で患者さんと関わっているのだなと思いました。さらに、

訪問させていただいた家は病院から離れたところにあり、車がないと生活することが難しい地域だと

感じ、神石高原町における訪問看護の重要性を知ることが出来ました。

訪問看護のあとは、病院内見学をしました。救急処置室を見学していたときに、まむし咬傷クリニ

カルパスというものを見せていただきました。これはまむしに咬まれたときの処置法が書かれたもの

で、年に何人かがまむしに咬まれて来院するため、そのときのためにどの医師でも処置ができるよう

に置いてあるらしく、山に囲まれた神石高原町ならではのものであるなと感じました。

２日目は神寿苑という特別養護老人ホームで、寺岡記念病院から来られている藤原先生の回診に同

伴させていただきました。藤原先生は診察する患者さんがしっかり食事をとっているかということを

施設の方に毎回聞いていました。健康であり続けることにも、病気を治すためにも栄養をとることが

重要で、食事のときはベッドで食べるのではなく、食堂でほかの入居者の方と食べるようにするとい

うことを大切にしているということが分かりました。また、藤原先生は口腔環境にも気にかけていて、

口の中がきれいに保たれていると、誤嚥性肺炎のリスクも下げることが出来て、しっかりと食事をと

ることが出来るようになることにつながると教えていただきました。

3．総　括

今回の実習では、訪問看護や介護施設での診察見学などを通して、病院と地域住民や施設との関わ

りを見ることが出来ました。高齢者の多い地域において提供できる医療には訪問看護、訪問診療が重
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要であり、それを行うためには病院と地域住民、そのほか行政などとの協力や連携が必要だというこ

とを知ることが出来ました。また、患者さんである高齢者とのコミュニケーションの取り方が間近で

見ることが出来て良かったです。今回の実習で学び、感じたことを活かして今後につなげていきたい

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や服部先生をはじめとした神石

高原町立病院のスタッフの皆様、実習を企画してくださった先生方、広島県地域医療センターの方々、

貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました。
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広島大学3年　斉藤　皓平

広島大学2年　柴田　浩輔

広島大学1年　坂本　　光

広島大学1年　西宮　　陸

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、油木地区、神石地区、豊松地区、三和地区の４つの地区から

なり、人口は9,863人で、高齢化率は45.01％（平成27年８月１日）である。神石牛や農作物が特産品

としてあげられる。

神石高原町立病院は三和地区に位置しており、平成21年の公設民営方式により、県立の神石三和病

院から現在の神石高原町立病院へとなった。神石高原町立病院は一般病床と療養病床があり、合わせ

て95床である。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などがある。常勤の

医師数は５名だが、寺岡記念病院や広島大学病院などの外部の医師などの支援により、様々な医療を

行うことが可能となっている。また、巡回診療や訪問看護診療を行い、病院に来ることが難しい方の

医療ケアにも力を注いでいる。

2．実習内容の報告、および感想

１日目は、病院の病棟見学をしました。先生方と看護師の方々と一緒に回診をしました。まだ知識

がなく、先生方の話している内容はあまりわかりませんでしたが、回診の度に丁寧に教えていただき、

勉強になりました。また、回診を常勤の先生方が全員で行うことで、それぞれの患者さんの情報を共

有することが出来ていると思いました。

病院の見学もしました。内装もとても綺麗で施設も充実していました。

２日目は、外来見学と訪問看護をさせていただきました。外来見学では、先生の後ろに座り見学さ

せていただきました。優しく患者さんに話しかけ、たわいもない話も混ぜながら診察している先生を

見て、将来こんな医師になれたらいいなと思いました。

訪問看護では、看護師さんについていきました。仕事は自分が思っていたよりも大変で、常に一生

懸命処置されていました。今の高齢化社会ではこういった訪問看護が絶対必要だとしみじみと思いま

した。

3．総　括

今回の神石高原町立病院での実習は、二日間という短い期間ではありましたが、地域医療における

大病院の役割を具体的にイメージすることができ、とても充実した実習となりました。服部先生をは

じめ、院長先生、看護師の方々、患者さんとの対話を通じて、地域医療を行っていくのにあたり、ど

のような診療を行うことが患者さんにとって満足いくものとなるのか、また、診療所ではなく、病院

だからこそ出来ることとは何なのか、など、授業だけでは学ぶことの出来ない、実際に行って体験し

たからこそ感じることの出来るものが沢山ありました。また、地域医療における病院の課題を知るこ

とが出来たのも大きな収穫でした。これから地域医療に従事していく私たちにとってとても充実した

実習となりました。

4．謝　辞

今回の実習に行かせていただき本当にありがとうございました。病院実習だけではなく、訪問看護
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もさせていただきありがとうございました。今回の実習は、院長先生をはじめ、看護師の方々、スタ

ッフの方々の暖かい対応のおかげで、素晴らしいものになりました。

この経験を活かして勉学にしっかり励んでいきます。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　滝　　貴大（岡山大学4年） 波多間浩輔（広島大学3年）

川畑　彩夏（広島大学2年） 前田 也（広島大学1年）

Ｂチーム　森本　皓大（広島大学3年） 釜木　信行（自治医科大学3年）

岡嶋　瑠那（広島大学2年）
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✚ 実習日程

Ａチーム

県北東部の医療を支える庄原赤十字病院の取り組みを学ぶ

Ｂチーム

広島で１番無医地区の多い庄原での地域医療の連携を知る。
先生方との話し合いから地域医療の実情を聞き取る。

テーマ 

テーマ 
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13：00～ 庄原赤十字病院の概要説明
・庄原市の医療状況について

13：30～ 施設見学
14：15～ 医師・研修医とディスカッション
15：00～ 救急外来／検査など見学
17：00～ 終了

1日目【8月17日（月）】

09：00～ 巡回診療見学（移動診療車で、巡回診療へ）
11：30～ 終了時間（庄原バスセンターへ）

2日目【8月18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 医師・研修医との懇談
15：00～17：00 救急外来見学／検査等見学
17：00 終了

1日目【8月19日（水）】

08：30～09：00 移動診療車を見学
09：00～11：30 巡回診療へ出発（帝釈診療所）
11：30 現地出発
11：30 終了

2日目【8月20日（木）】



岡山大学4年　滝　　貴大

広島大学3年　波多間浩輔

広島大学2年　川畑　彩夏

広島大学1年　前田 也

1．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介

庄原赤十字病院のある庄原市は広島県の北東部に位置しています。島根県・鳥取県・岡山県との県

境を有し、中国山地の山々に囲まれた美しい自然が特徴的です。市の面積は香川県のおよそ三分の二

の大きさにもなり、その広大な市内には複数の市街地と大小の集落が形成されています。人口は４万

人足らずで高齢化が進んでおり、広島県の無医地区のうちほとんどが庄原市周辺に集中しています。

庄原赤十字病院は高度な医療を提供する手術室や集中治療室、そして地域のニーズに合わせた療養

病棟や訪問看護ステーションなどを持つ、市内唯一の総合病院です。『庄原市の地域医療・小児医

療・救急医療・高度医療は、必ず守る』を合い言葉に、急性期から慢性期までの治療を行う“地域医

療の砦”として医療に取り組んでいます。診療所と同様に一般外来を行うことに加えて、一次救急か

ら二次救急まで行い、年間約１万人の救急患者を受け入れています。また、３年前から週２回移動診

療車での巡回診療を行っていることや、赤十字病院として災害救護活動を行っていることが特徴です。

2．実習内容の報告、および感想

１日目は主に病院の中で実習しました。初めに中島病院長に庄原赤十字病院の状況、施設について

ご教授いただきました。特に、数年前に改築されるときに、１度は慢性期型の病院としてやっていく

しかないという方向に決まったにもかかわらず、医師の負担は大きいかもしれないけれど、急性期の

患者にも対応できる病院を作り上げようという決定に至ったお話を聞き、感銘を受けました。

そのあと病院の巡回をさせていただきました。数年前から設置されたICU（集中治療室）や充実し

たリハビリテーション施設などを見学しました。この病院は「ひとり主治医」として、ICU患者など

の急性期から在宅の慢性期までひとりで患者さんを診るということで、実際に患者さんから「１人の

お医者様にずっとつきっきりで診てもらえるのは、本当に安心する。」というお話を聞くことができ、

印象に残りました。初日最後は、大腸ステント留置術を見学させていただきました。

２日目は移動診療車に乗って実習を受けました。病院が実施している移動診療車診療は無医地区に

行き、集会所などを借りて診療を行っています。診療車には医師だけでなく、薬剤師や医療技師の方

などスタッフが充実しており、患者さんが診療を受けて、薬をその場で受け取ることができます。今

回訪れたときにお話できた方が「近くに病院がないので困っていたが、移動診療車つまり病院が来て

くれるので本当にありがたい、助かっている。」とおっしゃっていました。

3．総　括

庄原赤十字病院で２日間実習をさせていただき、「患者さんに安心感を与える」という医療の根本

的な事柄について考える機会になりました。一般的に、患者さんとしっかりとコミュニケーションを

とることが大切だといわれますが、それだけでは患者さんに安心感を与えることはできません。

今回、庄原赤十字病院で実践されている３つの方法を勉強させていただきました。一つ目は、中山

間地の病院だがしっかりとした高度医療が実践されていることです。これは大腸ステントなどの高度

医療の見学などを通して学びました。２つ目に、一人の主治医がICUの急性期から在宅の慢性期まで

ずっと診ることです。周辺に医療機関が少ない状況からそうせざるを得ないが、急性期から在宅まで
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切れ目がないので、患者さんには安心感を与えられます。また医師としても、急性期・慢性期まで診

ることができるようなスキルになります。そして３つ目は、移動診療車です。医療へのアクセスを確

保し、安心感を与えている現場を見せていただきました。

庄原赤十字病院の取り組みを勉強することで、地域の中心的な医療機関としての役割と、そこで期

待される医師像について考えることができました。

4．謝　辞

最後になりましたが、お忙しい中、私たちのために時間を割いてくださった、院長の中島先生、病

院を案内してくださった舛田先生をはじめとする庄原赤十字病院の先生方、本当にありがとうござい

ました。今回の実習では、なかなか日頃は見ることができない病院の裏側をたくさん見せていただき、

とてもいい経験になりました。これを胸に刻み、将来、地域の方々に充実した医療を提供できるよう、

勉強を続けていきたいと思います。
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広島大学3年　森本　皓大

自治医科大学3年　釜木　信行

広島大学2年　岡嶋　瑠那

1．庄原赤十字病院のある地域・庄原赤十字病院について

私たちは今回の地域医療セミナーで、庄原赤十字病院に行かせていただきました。庄原赤十字病院

は庄原市の中心にある総合病院です。庄原市は面積が約1,200hあり、香川県の三分の二ほどの大き

な市です。それに対し人口は40,000人ほどしかいません。そのため、広島にある53の無医地区のうち

23が庄原市に集中しています。高齢化率も40％もあります。

庄原赤十字病院はその庄原市にある唯一の総合病院で二次救急医療も行っています。病床数は303

床あり、その中には感染症病床が２床あります。外来数は平均で500人以上、平均在院日数は18日ほ

どです。小児科・耳鼻科・皮膚科・泌尿器科などは開業医がいないため、ほとんどをこの病院で診て

います。そのため大きな病院では珍しく一般外来も行っています。また、移動診療車での巡回診療を

しており、地域の医療に貢献しています。

2．実習内容の報告、および感想

まず、実習では施設見学をさせていただきました。最初に内視鏡の検査室を見学させていただきま

した。見学に行ったときにちょうど胃瘻をつくる処置が行われているところでした。今までの実習で

胃瘻は何度も見てきましたが、作っているところは初めて見たのでとても良い経験になりました。介

護施設で胃瘻を使えているのもこういう大きな病院で作っているからだと先生もおっしゃっていまし

た。

その次に先生方との懇談をさせていただきました。学生時代の話や地域で働くことのやりがいや研

修医の話を聞かせていただきました。その中で印象に残っている話が２つあります。１つ目は研修医

のときの病院の選び方のお話です。研修医時代は大きな病院で多くの人に教えてもらえる状況が良い

とおっしゃっていました。基礎が最も大事で、学んでいくうえで様々な人から学ぶのが良く、人が少

ないと学べることの幅も狭くなってしまうとのことでした。また忙しいほうが良いともおっしゃって

いました。最初のうちは忙しいのに慣れておくことが大事で、その後忙しくなっても耐えることがで

きるとのことでした。２つ目は専門外の分野の治療のことです。地域の病院で働くうえで専門外のこ

ともしなければならないのは当然のことで、そういったことを求められるとおっしゃっていました。

診療所ではそういったことはあると思っていましたが、大きな総合病院でも同じだと知り、驚きまし

た。

救急外来や検査室などを見学させていただきました。MRI、CT、血管造影など最新の機器があり、

都会の病院と変わりのない十分な設備が整っていました。

移動診療車に乗ることはできなかったけど、朝早くに中を見させていただきました。エコー・心電

図・生体モニター・血液検査などがあり、診療所が動いているようでした。また薬剤師の方と薬も一

緒に乗っているので、診察だけでなく薬の処方もできるとのことでした。つまり診療所だけでなく、

薬局も移動しているとおっしゃっていました。地域に移動ができてかつ診察から薬の処方までできる

仕組みがあるのは素晴らしいと思いました。無医地区や高齢者が多く、病院に来られない人が多い、

庄原ならではの重要な仕組みだなと思いました。
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3．総　括

この実習を通して分かったことは、こういう総合病院も地域医療には重要だということです。地域

医療というと小さな診療所のイメージが強いが、診療所などでは見ることのできない患者を診たり、

夜間の救急患者を受け入れたりするのにも必要なので、病院がないと地域の医療は成り立ちません。

もちろん、診療所などのかかりつけ医も重要なので、この２つがしっかりと連携できることが大切に

なってくると思いました。また、病院に来ることが難しい高齢者が多いので、移動診療車のように患

者のもとに行く医療も大事だが、これは診療所の医師だけでは無理なので、ここにも大きな病院の必

要性が感じられました。いつもは診療所目線でしか地域医療を見ることができなかったのですが、病

院側から考えることができたのでとても良い実習になりました。

4．謝　辞

最後になりましたが、今回の実習をさせていただくにあたり、実習を受け入れてくださった、中島

院長をはじめ庄原赤十字病院のスタッフのみなさま、実習を企画してくださった竹内教授、古川先生

をはじめ広島大学地域医療システム学講座のみなさま、地域医療支援センターのみなさまに深く感謝

申し上げます。ありがとうございました。

67



✚ 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　刀根万瑠美（広島大学4年） 西本　祐美（広島大学2年）

岩田　健吾（自治医科大学2年） 平松　奈奈（広島大学1年）

Ｂチーム　越智　南帆（広島大学4年） 宮地　康平（広島大学2年）

宮重　直弥（広島大学1年） 七尾　裕太（広島大学1年）

✚ 実習日程

Ａチーム

病院としての地域への関わり方を見るテーマ 
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11：55 庄原市立西城市民病院到着
・病院長への挨拶

12：00 昼食
13：00 1．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
○訪問看護ステーション　　○居宅介護等
・他の医療機関との連携について（地域連携室の役割も含む）
○地域連携室の役割　　　　○看護師の役割について
2．訪問診療について

14：00 ・訪問診療の見学
3．施設見学等

16：00 ・病院、介護老人保健施設「せせらぎ」
・庄原市立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17日（月）】

08：30 1．外来診察見学
・内科診察の状況
病棟回診、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18日（火）】



Ｂチーム

西条市民病院の地域における役割を知るテーマ 
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13：00 1．小鳥原地区移動診療に同行
14：50 2．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
○訪問看護ステーション　　○居宅介護等
・他の医療機関との連携について（地域連携室の役割も含む）
○地域連携室の役割　　　　○看護師の役割について

16：00 3．施設見学等
・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19日（水）】

08：30～ 1．外来診察の見学
・内科診察の状況
…病棟回診、エコー、カメラ、MRI等
・患者さんへのインタビュー

11：00 終了

2日目【8月20日（木）】



広島大学4年　刀根万瑠美

広島大学2年　西本　祐美

自治医科大学2年　岩田　健吾

広島大学1年　平松　奈奈

1．実習医療機関のある地域と西城市民病院の紹介

私たちは庄原市西城町にある、西城市民病院で実習を行いました。庄原市は、広島県の最北東にあ

り、西城町は緑に囲まれ、四季折々の風景を楽しむことができます。西城市民病院は、高齢化の進ん

だ西城町の医療の中心として、病院の枠を超えた、様々な方々と連携をとりながら、地域包括ケアを

行っている医療機関です。病床数は54床で、介護老人保健施設（50床）、通所リハビリ、通所介護、

訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、訪問リハビリ、居宅療養管理事業所が付帯事業所とし

て挙げられます。

2．実習内容、感想

実習１日目は、病院長の郷力先生、事務長の惠木さん、看護師長さん、施設の方から病院の概要、

西城町の地域性や内情、病院の働きについてのお話を伺いました。病院が中心となって行っている医

療、保健、介護が一体となって成り立つ地域包括ケアに関する説明では、特に高齢化率の高いこの地

域では医療だけですべてを行うことは困難であり、保健、介護の分野との相互補助が大切であると感

じました。また、このような地方部の病院では、同じ地域の他の病院との連携が大切であるというこ

とも感じました。その後、訪問診療の見学をさせていただき、通院が困難な患者さんへの医療を十分

に行うために手書きの手帳を使うなどの工夫がされていることを学びました。これは、在宅医療にお

いて家族の負担を軽減する工夫にもつながっており、高齢化の進むこの地域では非常に重要であると

分かりました。その後の施設見学では病院に併設されている、介護老人保健施設「せせらぎ」、庄原

市立西城保健福祉総合センター「しあわせ館」を見学させていただきました。「せせらぎ」には介護

を必要とされる方が入所しており、必要な介護を適切に受けることができ、病院と併設されているの

で連携が取りやすく、病状の急変などにも迅速に対応できる環境であると感じました。「しあわせ館」

は地域の人々が集まる憩いの場所ともなっており、地域住民が集まりやすいイベントの企画がたくさ

んされていて、子供たちからお年寄りまで気軽に集まれる施設であるということを学びました。

実習二日目は、外来診療の見学をさせていただきました。私たちが見学させていただいた日は健康

診断が行われる日であったので、内科診察のみでなく、胃カメラやエコーの様子もたくさん見せてい

ただくことが出来ました。先生方は患者さんの病状だけでなく、既病歴や家族構成なども把握されて

いて、地域医療における医療従事者と患者さんの間の信頼関係の構築の大切さも学ぶことができまし

た。

今回の実習では医療、保健、介護の三本柱が一体となって地域の医療を支える現場を見学させてい

ただき、医療の分野がいかに他の機関と密接に連携を取ることが重要かを学ぶことが出来ました。将

来、地域医療に携わる身として、この連携の重要性を学ぶことが出来たことはとても貴重な経験であ

り、今後、よりよい地域医療を考えていく上での基盤となるものであると感じました。

3．総　括

今回の実習を通して、西城市民病院が地域の中核として大きな役割を担っており、医療・保健・介

護が一体化した独自の取り組みによる地域包括ケアが構築されていることが印象に残りました。「し

70

地域医療セミナー報告書（西城市民病院Ａ）



あわせ館」や「せせらぎ」などの施設が病院のすぐ隣にあり、病院内だけでなく別の機関とも繋がり

があって情報の共有がしやすいなど、様々な工夫がなされているところがこの地域の地域包括ケアの

ポイントだと思います。西城市民病院は、この地域の人々にとって最も頼りになる病院であり、医療

従事者側と患者さん側の距離も非常に近く感じられました。この経験は、今後地域医療を学ぶにあた

って、非常に役に立つものになりました。

4．謝　辞

このたびはお忙しい中、地域医療セミナーを受け入れてくださって本当にありがとうございました。

今回の実習を通して、地域医療の大切さや難しさ、楽しさのようなものを様々な体験から感じること

ができ、新たな刺激になりました。今回の経験を、またこれからの大学生活にいかしていけたらと思

います。本当にありがとうございました。
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広島大学4年　越智　南帆

広島大学2年　宮地　康平

広島大学1年　宮重　直弥

広島大学1年　七尾　裕太

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東部に位置している西城地区の拠点病院である。

西城地区は人口3,729人で高齢化率は46.9％である山間の地域である。

この病院は地区の拠点病院としての役割を果たすとともに、ほかにも全国で２番目に無医地区が多

い広島県のなかでもその多くが点在する庄原市の西城、東城といった地区への移動診療車の派遣、訪

問看護の派遣や、地域包括ケアを推し進めるべく、隣接する地域の交流施設「しあわせ館」や老人介

護施設「せせらぎ」と連携して高齢者の健康寿命を延ばす取り組みを実施している。

2．実習内容の報告、感想

今回の実習では、高い高齢化率と多数の無医地区を抱えた庄原市西城町を支える、西城市民病院を

中心とした地域包括ケアシステムと、患者や地域住民を思いやる心について学ばせていただいた。実

習内容としては、初日に移動診療車の見学、西城市民病院とそれを取り巻く地域包括ケアの概要の説

明、隣接する施設の見学を行い、二日目には院内・外来診療の見学と患者さんへのインタビューを行

った。

最初に見学した移動診療車は各種医療機器や診察台を内蔵した車のことで、西城市民病院では今年

の３月に導入したそうだ。週一回、医療機関へのアクセスが難しい無医地区へ赴くことで住民の方々

の健康的な生活を支えている。しかし、今回向かった場所では、移動診療車で診察はせず、少し前に

医師が高齢により退職し空いてしまった診療所を利用して診察を行っており、地域における医師不足

が深刻化している現状を目の当たりにすることもできた。

地域包括ケアについては、大きくその役割を区分すると医療の西城市民病院、保健福祉のしあわせ

館、介護のせせらぎのような形で、同じ敷地内にある３施設の連携の様子を知ることができた。続く

施設見学では、高齢者だけでなく学校帰りの子供も気軽に立ち寄れるスペースや、行政や訪問介護な

ど各事業間の壁を取っ払い、一つにまとめた窓口を持つしあわせ館や、イベントも用意し利用者の笑

顔があふれるせせらぎの様子を、言葉ではなく肌で感じることができた。

二日目の診察見学では、院長である郷力先生の診察の様子を拝見した。話し方や身体の向きなどか

らは患者さんへの心遣いが伺え、また患者さんからの反応からもよい医療者―患者関係が築かれてい

ると感じたが、中でも印象的だったのは、患者さん全員に「今日は医学生が見学に来ている」旨を説

明していたことと、電子機器ではなくカフや聴診器を用いた血圧計を使い血圧を測っていたことであ

る。前者については当然のことと思うかもしれないが、全員に対して話しているのを見たのは郷力先

生が初めてだった。医師にとってはよくある状況かもしれないが、患者からするといつもの診察室に

白衣を着た見知らぬ人がいるのだ。そうした患者からの視点を忘れず、同じ説明を各患者さんにする

ことは、患者さん一人一人を大切にする気持ちの表れだと感じた。また、血圧測定について郷力先生

は「電子機器のものは正確ではないから昔ながらの血圧計を使っている」と仰っており、医療機器の

発展に頼り過ぎず確かな手技を習得する必要があると感じたが、それだけでなく先生の手が直接患者

に触れるということも重要であると思った。
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3．総　括

私たちの班は８/19、20にわたり、西城市民病院で実習を行いました。移動診療車や、老人介護施

設、福祉総合センターなどとの連携による地域包括ケアの現状を直接肌で感じ取ることができました。

今回の実習で関わらせていただいた先生、看護師さんが仰っていたのは、医療職に就いた今でも、大

事なのは日々勉強して成長していくということでした。学生の自分としては、まだまだそのレベルに

は達していませんが、このような実習を通して地域医療の生の現状を学ぶことができる機会を大切に

していきたいと思います。

4．謝　辞

最後になりましたが、西城市民病院の郷力院長をはじめ、西城市民病院、せせらぎ、しあわせ館の

スタッフの皆様、お話を聞かせてくださった患者さん、実習をサポートしてくださった地域医療支援

センターの方々に感謝申し上げます。この度の実習で、地域医療の難しさを感じた一方で、住民の

方々からどれほど地域医療が必要とされているかを学ぶことができました。大変有意義な実習となり

ました。ありがとうございました。
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