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より充実した
地域医療研修を
行うための試み
国保町立小鹿野中央病院

茂木経夫、関口哲夫、出浦喜代治、加藤啓子

北側から 東側から

　国保町立小鹿野中央病院の茂木と申します。研修
医のレポートを分析してより充実した地域医療研修
を行うための検討を行いました。

国保小鹿野中央病院の概要

○診療科目 総合診療科（内科、外科）

整形外科、眼科、耳鼻咽喉科

婦人科、心療内科

○常勤医師 総合診療科4名

整形外科2名

○病床数 95床

一般病床45床

療養病床50床

　小鹿野町は埼玉県北西部の中山間地域に位置し、
高齢化率32％と高齢化が進んでいる町です。
　国保町立小鹿野中央病院は診療科は６科となって
いますが、常勤医は総合診療科４名、整形外科２名
です。
　病床数は95床です。

小鹿野中央病院航空写真

↑北側から

↑北東側から

昭和28年
開設

昭和51年
改築

平成4年
包括ケアシステム
づくりスタート

平成14年
増改築
保健福祉センター
併設
包括ケアシステム
本格化

国保小鹿野中央病院 航空写真

、現在の町立病院を核とした
地域包括ケアシステムを立ち上げ

　これは病院と保健福祉センターの航空写真です。
小鹿野町では全国に先駆けて、地域包括ケアシステ
ムづくりをスタートしました。
　平成14年、連携を強化するため、病院を増改築し
た際に保健福祉センターを併設しました。

初期研修医受入の推移

（地域医療研修）

受入人数

8
6

8

13

26
28

23 24 25 26 27 28年度

　地域医療１ヶ月研修の初期研修医を平成17年度か
ら受け入れて来ましたが、平成25年度までは10人以
下でした。
　平成26年度は13人を受け入れ、平成27年度は26人、
平成28年度は28人の予定です。

演 題
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小鹿野中央病院の

地域医療研修の目標

1 地域医療の理解と実践

2 地域包括医療ケアシステムの

体験と理解

3 介護保険主治医意見書の作成

1 地域医療の理解と実践

2 地域包括ケアシステムの体験と理解

3 介護保険主治医意見書の作成

　小鹿野中央病院の地域医療研修の目標は、地域医
療の理解と実践、地域包括ケアシステムの体験と理
解、介護保険主治医意見書の作成の３点です。

第１週 氏名

月 火 水 木 金 土
8:00

朝

㋔（庶務案内）
事務 担当者 病 棟 回 診

8:30
朝会、ブリーフィング 朝会、ブリーフィング

9:00

午前

㋔病院案内

病棟及び
救急

上部内視鏡検
査

訪問看護 新患外来㋔入院説明

新患外来
新患外来

12:30 昼休み 昼休み

13:30

午後

㋔地域包括ケア説明

ケアマネ訪問
同行

地域ケア
会議

下部内視鏡検査

3歳児検診

特養訪問診察

訪問薬剤病棟及び救
急

15:00

病棟及び
救急カンファランス

17:30
夕

18:00 病棟回診 緩和ケアカンファ 病棟回診

地域医療研修週間予定表

　これはプログラムの１週間の抜粋です。背景が白
い部分が病院の研修、黄色の部分は保健福祉関連等
の外部研修になります。

目的

↓

• 本研究の目的は、研修医のレポートから研修医の視点を解析
してより充実した研修プログラムを提供することである。

研修医のレポートから研修医
の視点を解析

より充実した研修プログラム
を提供

　「目的」です。研修医のレポートから研修医の視
点を解析して、より充実した研修プログラムを提供
することにあります。

方法

↓初期研修医のレポートから地域医療
研修に対する様々な感想、気づき、
意見などをカードに抽出

KJ法に準じてデータの解析

　次に「方法」です。レポートから地域医療研修に
対する様々な感想、気づき、意見などをカードに抽
出してKJ法に準じてデータの解析を試みました。

初期研修医のレポートを分類

設備、システム
の問題

気づき
地域包括ケア
システム

多職種連携
介護保険主治
医意見書作成

研修への要望

 設備、システムの問題
 気づき
 地域包括医療ケア
 多職種連携
 介護保険主治医意見書作成
 研修への要望

　レポートから抽出した感想などを分類して、ご覧
の通り６つの島が出来ました。

研修の目標別にレポートを分類

1 地域医療の理解と実践

• ①設備、システムの問題

• ②気づき

2 地域包括ケアシステムの体験と理解

• ①地域包括ケアシステム

• ②多職種連携

3 介護保険主治医意見書の作成

4 研修への要望

　さらに「研修の３つの目標別にレポートを分類」
しました。目標以外の項目で「研修への要望」を加
えた４項目に分類しました。
　では、１つずつ見ていきます。
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1 地域医療の理解と実践

①設備、システムの問題

②設備、システムの問題
不便な地理的ハンディ
人員的にも医療環境的にも十分でない。

スタッフの不足（医師・ＳＴなど）

• 対応出来ない診療科が多い。

• 専門医がいない

設備不足（ＭＲＩ等）

夜間・休日の緊急検査が出来ない

　目標の１番目　「地域医療の理解と実践」で「設備、
システムの問題」です。
　医師などスタッフの不足、ＭＲＩなど設備不足、
夜間・休日の緊急検査が出来ない。などの多くの記
載がありました。

1 地域医療の理解と実践

②気づき

○ 可能な検査や治療に限界
があり、先生方が可能な範
囲で最善の医療を提供す
ることを常に考えている姿
勢は非常に勉強になった。

○ （3つのことに事前に同意し
ていただくことで24時間365
日いつでも当院へ入院でき
る。）

掛り付けの患者様の意に反して、夜間・休
日に他院へ搬送させない在宅診療を支える
システムとして２つのシステムを導入して
います。
１つめの急変時特別入院システムは小鹿

野中央病院の独自システムです。これにつ
いては当病院の看護師が発表をしています
ので、発表データをごらんいただきたいと
思います。
２つめの在宅療養支援病院は今年７月１

日から始めました。
これらにより２４時間３６５日患者様が

安心して在宅療養を出来ることになります。

地域医療

• 限られた資源で最善の医療を提供することに気づいた。

緩和ケアチーム

• 自宅で死にたいという最後の希望をかなえようとする努力が
素晴らしい。

安心な在宅療養療を支えるシステム

• 急変時特別入院システム
（当病院独自のシステム、演題番号122で説明）

• 在宅療養支援病院

　次は「気づき」に分類されたレポートです。
　地域医療とは、医師や設備などが不足する限られ
た資源で最善の医療を提供することに気づいた。ま
た、緩和ケアチームについて、自宅で死にたいとい
う最後の希望をかなえようとする努力が素晴らし
い。という趣旨の記載が数多くありました。24時間
365日患者様が安心して在宅療養を出来るシステム
についての記載もありました。

2 地域包括ケアシステムの体験と理解

①地域包括ケアシステム

1. 4地域包括ケア

• (8)包括ケアの必要性の認識

• (2)治療目標設定に際し、退院後の生活支援の視点が必要

• 保健福祉センター併設で連携がスムーズ、理想的

• 定期カンファ、会議が多く情報共有が出来ている。
• 保健師、ケアマネ、訪問看護師の役割は重要

• 他職種が住民の状況をよく把握している。
• 訪問サービスは地域医療ケアに重要な部分であると感じた。

• 退院後、介護への移行がスムーズ

• 都市部より手厚い支援が受けられる可能性があると思われた。
• 丁寧な取り組み、人口が少ないから地域だからこそ可能な仕組み

• 病気を予防するために地域をあげて健康診断受診を促し健康作りのできる環境
が必要である。その後、もし入院した際には、入院した時点から患者さんの家族背
景や社会的状況を把握し、退院したあとのことまで考え始める必要がある。そして
退院した後には継続してサポートしていける環境が必要である。このすべての流
れが小鹿野町では出来上がりつつあり、地域医療のモデルの最先端を走ってい
るのだと思う。

○健康増進事業等健康作り事業を
数多く行っている。
入院した時点から患者さんの家族
背景や社会的状況を把握し、退院
したあとのことまで考え始めている。
退院した後には継続したサポート
体制がある。

保健福祉センター併設で保健・医療・介護・福祉の連携が

スムーズで、理想的である。

• 地域包括ケアシステムのイメージをつかめた。

健康作り事業から始り、入院から退院後まで連続したサポート
体制が出来ている。

• 地域包括ケアシステムの必要性を認識した。

小鹿野町の地域包括ケアシステムは

病院・自治体のモデルの一つになるだろうと感じた。

　２番目の目標は、「地域包括ケアシステムの体験
と理解」です。
　保健福祉センター併設で保健・医療・介護・福祉
の連携がスムーズで、理想的である。健康作り事業
から始り、入院から退院後まで連続したサポート体
制が出来ている。小鹿野町の地域包括ケアシステム
は病院・自治体のモデルの一つになるだろうと感じ
た。という記載が数多くありました。

3 介護保険主治医意見書の作成

（リハビリ評価用紙では理学療法士、栄養評価表では
栄養士を始め、医師・看護師・ケアマネージャーな
ど）

意見書作成会議では、保健福祉センターの職員も
一緒に退院後のケアについて話し合い、書き方の
ポイントも教えてもらい、大変勉強になった。

病院で提示した3点のツールが参考になった。

• 主治医意見書マニュアル

• リハビリ評価用紙

• 栄養評価表

他職種の役割の重要
性を認識した。

　３番目の目標は介護保険主治医意見書の作成で
す。
　意見書作成会議では、保健福祉センターの職員も
一緒に退院後のケアについて話し合い、書き方のポ
イントも教えてもらい、大変勉強になった。介護保
険主治医意見書の作成に当たり、病院で提示した３
点のツールが参考になった。　他職種の役割の重要
性を認識した。などの記載が多くありました。
　写真は作成時の会議の写真です。
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4 研修への要望
なお、一層の充実した研修が受けられるよう、「地域
医療」を直に感じ取れる研修プログラムを提供してい
きたい。

要望

・新患者外来をもっと多く診たい。

・在宅診療等の院外研修を優先

してもらいたい。

・少し見学の時間が長い時が

あった。

要望を反映した
プログラムを作
成している。

研修医の皆
様は概ね研
修に満足し
て
いただいて
いることが
分かった。

　次は研修への要望です。
　研修医の皆様は概ね研修に満足していただいてい
ることがわかりました。研修のバランスを考えて、
要望を反映したプログラムを作っています。

まとめ

4 問題提起
非効率性、地域医療がきわめて社会的な行為との指摘もあった。
訪問診療は効率が悪い。
介護需要が増えるので資源を有効に利用する基準が必要。
丁寧な取り組み、人口が少ない地域だからこそ可能な仕組み。

家族の協力が得られず、自宅に帰れない例が多い。
町立病院で提供できる医療には限界があり、転送になることや他の専門医療機関にアドバイスを求める機会も多く、また
医師の数も多くはなく数年おきに交代になるため、長期にわたり町立病院に勤務する町の事情のわかる医師が少ないこと
は課題かもしれない。
国立国際医療研究センター 研修医2年目 長濱 絵美
研修期間：2015年7月22日-8月18日
4．研修を通して感じた地域医療の課題・問題点

地域医療を提供するには、ただ病院がありそこで病気を治すことだけを考えるのでは足りない。病院にくる以
前に、まずは病気を予防するために地域をあげて健康診断受診を促し健康作りのできる環境が必要である。その
後、もし入院した際には、入院した時点から患者さんの家族背景や社会的状況を把握し、退院したあとのことま
で考え始める必要がある。そして退院した後には継続してサポートしていける環境が必要である。このすべての
流れが小鹿野町では出来上がりつつあり、地域医療のモデルの最先端を走っているのだと思う。

勿論、町立病院で提供できる医療には限界があり、転送になることや他の専門医療機関にアドバイスを求める
機会も多く、また医師の数も多くはなく数年おきに交代になるため、長期にわたり町立病院に勤務する町の事情
のわかる医師が少ないことは課題かもしれない。

また高齢化が進み、独居老人が増え、こちらがいくら万全に準備したところでその医療やサービスが患者さん
の拒否やコンプライアンス不良のために、完全に提供できない状況があることも問題点として挙げられる。
5．研修に関する希望、提案

小鹿野苑と巨香の郷はどちらも特別擁護老人ホームであるが、それぞれに違いがあり、入院患者さんでも入居
者の方は多く実際に見学したことは意味があったと思うが、どちらか一つでも良いかもしれない。

•1． 研修を通して感じた地域医療の課題、問題点
医師が不足しているため、往診等があると病棟や外来に対応できる医師が少なくなる点。また訪問看護師も24時
間体制で働いていたり、電話での対応もあるが人数が足りないと感じた。
2． 研修に関する希望・提案
地域医療を学ぶには2週間は短いため、少しでも研修期間をのばして頂きたいと思った。
（川口6月睦好）

1. 研修を通して感じた地域医療の課題、問題点

カテーテルや放射線治療などは熊谷まで出ないと受けられないというお話を聞いたが、限られた医療資源の中で
は高度医療に関しては割り切っていくしかないのだろう。医師以外のマンパワーも財政的理由から制限され、時
間外の電話対応などはボランティア、あるいはサービス残業で回しているとの話もあるようだ。求めるものと得
られるもの、そして支払う対価が釣り合うことが持続可能であるためには必要だろうと思う。
2. 研修に関する希望、提案
2週間の期間の中に院外や他職種関連の多くのイベントを入れて頂いたが、何となく学生の見学のような印象であ

ったことは否めない。知見を得て地域医療の理解を深めるという目的にはこれでもよいが、現場での経験を求め
る向きにはやはりより長期のプログラムが選択できると望ましい。

（川口27年6月森 ）

4.研修をして感じた地域医療の課題、問題点

医師やスタッフの不足、医療資源が限られていることが懸念される。病棟・外来・救急車対応・往診を行うには
医師の絶対数が不足しており負担が大きい。また、小鹿野中央病院は夜間は検査も施行できないため病棟の急変
患者の対応が困難である。
5.研修に関する希望、提案

不満はありません。小児科志望とのことで配慮していただき、小児に関わる研修を増やしていただいた。実習期
間が2週間と限られており、1ヶ月じっくり実習したいと感じた。
（川口ｈ27.5平田）

4.研修をして感じた地域医療の課題、問題点

問題点としてはやはり医療スタッフの人員不足による救急車の受け入れ体制が整っていない点である。どうして
も少ないスタッフ数では致し方ない部分ではあるが、今後かかりつけであれば必ず受け入れられる体制やそれに
対する病院の取り組みについて町民の理解の普及が望まれる。これは今後、高齢化社会が加速する日本の医療に
おいて非常に大切な問題であると思う。
5.研修に関する希望、提案

不満はありません。外科志望とのことで配慮していただき、手術にも多く入らせていただき、ありがとうござい
ました。希望は実習期間が1ヶ月くらいあればさらに充実すると感じました。
川口市立医療センター 2年目研修医 斎藤 雄佑
【研修期間】2015年5月25日～6月5日

1. 研修をして感じた地域医療の課題、問題点

病院の近くに住んでいる患者さんは、何かあればすぐ病院に来ることができるが、少しでも離れていると、高齢
者で夜間ともなると、病院へ来る足がないため急変時でもなかなか病院に来ることができない。また、聞いた話
であるが、一昨年の大雪の日は、小鹿野地域は完全に孤立してしまい、透析患者をヘリで搬送したといった事例
があったそうだ。
2. 研修に関する希望、提案
これといって今回の研修に関して不満はなかった。ただ、研修期間が2週間と短く、その中で、訪問に関する研修

をこなさなければいけないので、病棟や外来の時間が相対的に少なくなってしまった。これは、川口の事情であ
るので致し方がない。

（川口4月小山）

1. 研修を通して感じた地域医療の課題、問題点

人手不足。高齢化に伴い訪問診療等の需要が増えていくことが予想される中、医師や看護師をはじめ各種のスタ
ッフの人数が足りないと感じた。一人のスタッフにかかる負担が多くなることで、さらに地域医療に携わるスタ
ッフが減るという悪循環が起こる危険がある。
2. 研修に関する希望、提案
希望により2週間ではなく1か月間の研修を行えるとありがたいです。

オリエンテーションや会議もとても有意義でしたが、診療が重なるときにはそちらを優先したいと思いました。
また、訪問(看護、薬剤、ケアマネ)はどれくらい時間がかかるのかの目安を教えていただけると予定が組みやすか
ったです。また、各訪問2件程度だとちょうどいいと感じました。
川口4月中川智絵）

4.研修をして感じた地域医療の課題、問題点

問題点としてはやはり医療スタッフの人員不足による救急車の受け入れ体制が整っていない点である。どうして
も少ないスタッフ数では致し方ない部分ではあるが、今後かかりつけであれば必ず受け入れられる体制やそれに
対する病院の取り組みについて町民の理解の普及が望まれる。これは今後、高齢化社会が加速する日本の医療に
おいて非常に大切な問題であると思う。
5.研修に関する希望、提案

不満はありません。外科志望とのことで配慮していただき、手術にも多く入らせていただき、ありがとうござい
ました。希望は実習期間が1ヶ月くらいあればさらに充実すると感じました。
（川口ｈ27.5斉藤）

l 研修を通じて感じた地域医療の課題、問題点

小児科・産科・外科医の不足を実感した。先生方は内科・外科を網羅されており様々な疾患の対応が可能であ
るが、小児科や産科、もしくは緊急手術が必要となる外科などの初期対応は不可能であり、迅速な対応ができな
い場合もあるだろうと感じた。

また、今後在宅が増えていくと予想されるが、在宅では一人当たりの診療時間が長く、スタッッフの仕事効率が
どうしても落ちてしまう。より多職種間の連携を密にし、効率的に診療するシステムの構築が必要だと感じた。
l 研修に関する希望、提案。
日中の救急対応をもう少しやりたかった。

（国立国際医療研究センター病院 研修医2年 別府 寛子 4月）

1. 研修を通して感じた地域医療の課題・問題点

高齢化が進むことによる独居・老老介護の増加を痛感した。小鹿野は保健・福祉が充実しているが、それでもス
タッフを増やすことが必要。また医療費・介護費の増加を防ぐことは難しく、将来的には保険制度そのものが破
綻してしまう可能性も否定できないと感じた。

保険を利用してもなお自分で支払うことができない人にどこまで介入していくかも難しい問題。ボランティア精
神だけでは解決できない。
2. 研修に関する希望・提案

少し見学の時間が長い時があり、同じようものが続く場合はもう少し短くして頂ければと思う時がありました。
病棟で見たい手技や手術などが経験できなくなる時があるので。

国立国際医療研究センター
外科コース研修医2年目
岡嶋晃一

(4)研修を通して感じた地域医療の課題、問題点

慢性的な医療資源不足があると感じた。医師を初め、看護師、保健師など多岐にわたる人材が不足し、薬剤や検
査器具も限られていた。小鹿野町を活性化する意味でも、医師として、生まれ育った埼玉県に貢献できるよう今
後も勉強していかなければならないと感じた。
(5)研修に関する希望、提案
往診に同行したいという希望を聞いていただき、実際に加藤先生の往診に5件程度同行させていただいた。病院に
来ることのできない地域住民の健康管理の方法を学ぶことができた。
（自治医科大学附属さいたま医療センター 松本圭太 6月）

1． 研修を通して感じた地域医療の課題、問題点
医師の人数に対する患者の人数が、患者の状態によっては少し多い様に感じた。総合診療科の常勤医は4人

のみであり、さらにそのうちの1人は外勤でいらっしゃらない日も多く、またそれぞれ外来で午前中は病棟をみら

れない日もあり、病棟が安定していればよいが、実際重症患者が病棟に多くなってくると、全員の管理を抜け目
なく行うのはかなり厳しいと感じることもあった。大学病院など大規模病院での管理が必要なレベルの重症患者
でも、転院は望まず小鹿野で過ごしたいという希望が強い方も多く、また自分の専門外でも内科全ての診療をす
る必要があり、医師の負担はかなり大きいと感じた。重症患者が多い場合は少し入院人数をセーブする、専門外
の範囲に関しては他病院の専門医師へ気軽に相談できるネットワークの構築などの対応を考えてもよいのではと
感じた。
2． 研修に関する希望

自分の積極性がなかったことも原因の一つであると思うが、訪問入浴、訪問看護、ケアマネ訪問の同行な
どの院外研修の際、受け身で、ただ見学するだけになってしまった。例えば訪問入浴では、実際自分が少しでも
患者さんの体を洗ってあげるのに参加できればよかったなと反省した。また、訪問看護、ケアマネ訪問の際も、
訪問の際いつもどのような点をチェックしているかなど事前に伺っておいて、自分から質問したりチェック項目、
重要な項目をメモし、帰ってきた後に患者さんの状況を報告し問題点を挙げるなど、積極的に参加できるように
すればよかったと思いました。
（自治医科大学附属さいたま医療センター 寺村 由希 27年7月1日-31日）

1. 研修を通して感じた地域医療の課題、問題点

医師不足によるものだろうが、地域の中核病院でありながら夜間は一次救急しか対応できないのは役不足である
のではと思った。人的不足によるものと考えられるため改善は難しいのではと考える。
2. 研修に関する希望、提案
2週間よりも希望者は1か月実習させていただくのもいいのではないかと思った。
川口市立医療センター研修医2年次 田沼浩太 【研修期間】2014年6月16日～6月27日

1. 研修を通して感じた地域医療の課題、問題点

カテーテルや放射線治療などは熊谷まで出ないと受けられないというお話を聞いたが、限られた医療資源の中で
は高度医療に関しては割り切っていくしかないのだろう。医師以外のマンパワーも財政的理由から制限され、時
間外の電話対応などはボランティア、あるいはサービス残業で回しているとの話もあるようだ。求めるものと得
られるもの、そして支払う対価が釣り合うことが持続可能であるためには必要だろうと思う。
2. 研修に関する希望、提案
2週間の期間の中に院外や他職種関連の多くのイベントを入れて頂いたが、何となく学生の見学のような印象であ

ったことは否めない。知見を得て地域医療の理解を深めるという目的にはこれでもよいが、現場での経験を求め
る向きにはやはりより長期のプログラムが選択できると望ましい。
川口市立医療センター研修医2年次 森直樹【研修期間】2014年9月8日～9月19日

1. 研修を通して感じた地域医療の課題、問題点

やはり人手不足だろうか。小鹿野中央病院も以前は救急輪番制に入っていたようだが、現在は医師不足のため輪
番制から降りてしまったとのこと。また、医師だけでなく当直帯に採血やXpを撮ることができないとのことで、
技師の方々も足りていないのだなと感じた。
2. 研修に関する希望、提案
2週間の研修で、地域医療の概要はつかめたと感じている。患者を診るには短いが、地域医療の役割を知るには十
分であった。必要に応じて1ヵ月の選択ができるようになると、地域医療に興味のある人には更に実のある研修と
なると思う。
川口市立医療センター研修医2年目 渡辺真郁【研修期間】2014年6月2日～6月13日

1. 修を通して感じた地域医療の課題、問題点
小鹿野町で発症した心筋梗塞等の時間との勝負となる症例が病院まで搬送されるのに時間がかかってしまうこと。
在宅で過ごしたいという患者の希望があるもののご家族の協力が得られない例が多くあるように感じた。
2. 研修に関する希望、提案
新患外来をもう少し多く経験させていただきたかった。また2週間ではなく希望すれば1カ月研修させていただけ
ればと思った。
川口市立医療センター研修医2年次 安齋 文弥【研修期間】2014年7月14日～7月25日

1． 研修を通して感じた地域医療の課題、問題点

医師・スタッフ不足。常勤医の不足のため、医師が交代することによって、今までの患者さんとの信頼関係を、
また1から作り上げる必要がある。また、小鹿野中央病院は救急輪番制病院からは除外されており、地域で救急を
担う病院が少ない。
2． 研修に関する希望・提案

お盆ということもあり、患者さんが少なく、検査や手術も少なかったようですが、手術に入らせていただいたり、
予定ではなくても訪看の同行をさせていただいたり、自由に研修をさせていただいた。
川口市立医療センター 研修医 角田祐衣 8月11-22日

1. 研修を通して感じた地域医療の課題、問題点

人口に対する病院の数・医師の数が圧倒的に少なく、住んでいる場所によっては通うこともままならない。医師
の数が少ない故、救急当番から降りることとなり、その結果かかりつけでも夜間の救急搬送は別の遠い病院に運
ばれる例も少なくない。今回の実習を通して、医療格差は確実に存在する、現実的な問題であると感じた。
2. 研修に関する希望、提案
希望によりぜひ2週間ではなく1ヶ月研修させていただきたいです。

また、オリエンテーションをしていただけるのはとてもありがたいことだが、その分病棟や救急車・外来での経
験数が減ってしまうと感じたため、少し考慮していただけるとありがたいです。
川口市立医療センター研修医2年次 吉泉 絵理【研修期間】2014年9月22日～10月3日

1. 研修を通して感じた地域医療の課題、問題点
STの常勤がおらず、非常勤としても月に1日の訪問であることは、高齢で全身状態が悪い患者が多いことを考え
ると非常に驚くべきである。

このような病院において種々の問題点がみられることは当然である。経営や医療資源を考えた際、秩父への統合
や集約も考えられ、この規模の病院が存在するだけでよいと思える。その分、人員や医療資源を集めることは困
難になりがちである。
2. 研修に関する希望、提案
1週目は特にさまざまなカンファに出て、概要を把握できたものの、病棟の患者も少なく（急性期は少ないのでや

たらと増やすのは無意味）やはりやや薄い研修となってしまった。手厚く紹介されたが、学生のようであったと
言わざるを得ない。期間が長くなればそういったことも改善されるだろう。ただ、私は専門性の高い診療科を選
択する予定でもあり、総合診療・内科とは大きく異なる修練が必要なため、逆に2週間という短期間で良かったと
も言える。1年目の終わりから2年目の始めであれば、また違うのだろうが、受け入れの都合上もやむを得ないだ
ろう。
川口市立医療センター研修医2年次 丹内啓允【研修期間】2014年11月17日～11月28日

l 研修を通じて感じた地域医療の課題、問題点

全国的に地域医療の過疎が進み地方の医師不足が問題になっている。また、小鹿野町の人口も右肩下がりにな
っている。まず、人口減少を食い止める必要がある。一つの策として地域住民が安心に暮らせることが条件であ
ると思う。しかし、なかなか指導医や医師の数を増やすことは現実的に難しい。しかし、研修医にとって小鹿野
町は地域医療を学ぶ場として非常に良い環境であると思う。地方の医師不足がいわれている中、このような素晴
らしい環境を生かした方が良いと思う。積極的に小鹿野の良さを売り出し、研修医が集まる病院にすることは今
後の発展につながると思う。

指導医がいない中、先輩医師がどのように勉強しているか興味があり質問してみた。インターネットを利用し
たり、勉強会や都内の病院に研修に行ったりそれぞれ工夫していた。専門医がいる環境はで患者にとっては幸せ
であるが、ここでは皆で考えて解決していく週間があるため医師が勉強する環境として非常に良い場所である。
また、勉強する時間は十分あるためやり方次第では幅広く勉強するとことが出来る。
研修医が常にいることは小鹿野町の今後の医療を変える一つのきっかけになるのではないかと思った。

l 研修に関する希望、提案。
担当していたがん患者が退院した後、自宅でどのように生活しているかを見たかった。

外来患者をもっと診たかった。
埼玉石心会病院 研修医2年 平澤 俊之【研修期間】2014年8月1日-8月29日

自治医科大学附属さいたま医療センター 初期研修医2年目 小糸雄大【研修期間】2014年5月
(4)研修を通して感じた地域医療の課題、問題点

研修を通して感じた地域医療の問題点として、慢性的な人材不足がある。特に長期間小鹿野に関わっていける医
師不足が問題であると感じた。自治医大出身の医師は任期があり、患者さんから信頼を得た頃に小鹿野を去って
いってしまう。今後は小鹿野で長期間医師をしてくれる人材確保が課題だと思う。そういった医師確保のために
小鹿野町では奨学金制度を設けており、現在奨学金制度を利用している医学生・研修医がいるようだ。そのよう
な医師が若いうちから長期間小鹿野町で医療活動をしていくには、若手医師を指導する指導医的な立場の医師を
確保することが不可欠であると思った。
(5)研修に関する希望、提案

私の場合、院内の重要なイベントと院外研修が重なってしまし、院外研修にあまり行けなかったので、院外研修
を最優先としてもらいたいと思った。
自治医科大学附属さいたま医療センター 初期研修医2年目 小糸雄大【研修期間】2014年5月

自治医科大学附属さいたま医療センター初期研修医2年目 中張 裕史
【研修期間】2014年6月1日〜2014年6月30日
4)研修を通して感じた地域医療の課題、問題点

慢性的な医師不足がある。小鹿野を含む秩父医療圏には、現在休日・夜間に救急車を受け入れている病院は少な
く、町立小鹿野中央病院も以前は救急輪番制に入っていたようだが、現在は輪番制から外れている。現在も自治
医大卒業生の医師に依存していることが否めない状況であり、今後自治医大卒業生以外に常勤医師を確保するこ
とが必要と考える。
(5)研修に関する希望、提案
高齢者健康づくり教室(いきいきサロン)、地域活動支援センターふれあい作業所の研修に関して。自己紹介「がて

ら」講義をしろといわれ、あまり難解にならないように簡易化した内容で話ができるように、準備をして講義を
行ったが、高齢者ということもあり、あまり積極性がある方も少なく、講義テーマにもよると思うが、基本的に
理解を得ることが難しい方が多いように感じられたため、講義をすることの必要性に関しては疑問を感じた。ま
た上記2つに関してはそのような取り組みがあることを知るだけで良く、ボールペンの内職を半日間体験するとい
うような実習内容であれば、病棟や外来業務に従事していた方が地域研修としても有意義なのではと感じた。

自治医科大学附属さいたま医療センター
中村久美子
研修期間：2014年7月

① 研修を通して感じた地域医療の課題、問題点

小鹿野町立病院のように保健福祉との距離が近く、取り組みが充実している仕組みはとても理想的だと思った。
しかし、やはりたった数人の医師で外来、病棟、往診を担っていくのは負担が大きく、ひとり抜けるだけでも影
響が大きいため、不安定なバランスの上で成り立っていると感じた。また、町内から遠い山間に住んでいる高齢
患者も多く、退院後の生活サポートをどうしていくかということは深刻な問題であり、地域医療ならではの課題
であると感じた。
② 研修に対する希望、提案

小児科志望とのことで配慮していただき、小児に関わる研修を増やしてほしいという希望を受け入れていただい
た。小学校の予防接種に同行したり、小児の肘内障患者の治療方法を見学させていただけてとても良い経験がで
きた。

自治医科大学附属さいたま医療センター
初期研修2年目 髙木 理那
研修期間2015年3月
④研修を通して感じた地域医療の課題、問題点

昨年の大雪で道が封鎖され、透析患者さんが亡くなった事例を耳にし、病院から離れた地域に住む方は、災害に
非常に弱く、それをカバーできる体制もまだ構築されていないと感じた。また、吐血の患者さんを埼玉医大まで
転院搬送したが、片道救急車で一時間かけての搬送に必要な時にすぐに必要な医療を受けられない地域があるこ
とを身にしみて感じた。地域医療をより充実させ、最先端までとは言わなくても、必要な医療を提供し続けられ
る体制を維持し続けなければならないと感じた。
⑤研修に関する希望、提案

日程的に難しいかもしれないが、訪問看護や訪問薬剤など多数の訪問支援を受けている患者さんの場合、同行は
難しくてもその患者さんの全ての支援の状況を直接看護師さんや薬剤師さんから知れたらより具体的に患者さん
の事を学べたと思った。（緩和ケアカンファで取り上げられない患者さんの場合）

2週間プログラムの研修医は、1ヶ月研修を希望している人が、平成26年27年合計では、15人中13人いました。
残念ですが、受入体制の問題、派遣元の調整が出来ていないなどから平成２８年度も２週間プログラムとなっています。

• 研修医は地域研修らしい地域研修を望んで
いる医師が多い。

• 地域医療研修には、地域包括ケアシステムの
理解は必須である。

• 介護保険主治医意見書の作成を経験できる
ことは有用である。

次の３点を再確認

• なお、一層の充実した研修が受けられるよう、
「地域医療」を直に感じ取れる研修プログラム
を提供していきたい。

今後の目標

要望を反映したプログラムを作っています。

　まとめです。次の３点を再確認しました。
　研修医は、地域研修らしい地域研修を希望してい
る医師が多い。地域医療研修には、地域包括ケアシ
ステムの理解は必須である。介護保険主治医意見書
の作成を経験できることは有用である。
　短い期間ですが、レポートを見て研修医の皆様に
様々な研修を通じて地域医療、そして地域包括ケア
システムのイメージをつかんでいただき、介護保険
意見書の書き方の基本を学んでいただき、概ね満足
をしていただいていることがわかりました。
　今後の目標です。なお、一層の充実した研修にな
るよう、「地域医療」を直に感じ取れる研修プログ
ラムを提供していきたいと思います。
　ご清聴ありがとうございました。




