
【A）はじめに】椎葉村は、九州山脈の中央に位置し、
人口約3000人の村で、主に農林業で生計を立てて
います。面積は、537k㎡とかなり広く、山林が
96% を占めており平地はほとんどありません。半
径4km 区域内50人以上の方が居住され、かつ医療
機関がないという無医地区は10箇所以上あります。
現在椎葉村では財木、栂尾、大河内の3地区におい
て巡回診療が行われています。そのうち財木、栂尾
の2地区は当院が、巡回診療を行っています。

【B）現在までの経過】椎葉村の無医地区巡回診療
は昭和44年からはじまり平成18年の3月まで県立
延岡病院の医師派遣により行われていた。平成18
年4月に当院が僻地拠点病院に指定され、それまで
行われていた、松尾、不土野、財木、栂尾の4地区
の巡回診療を引き継いだ。松尾、不土野地区に関し
ては村営バスの利便性が良く、利用者が当院に受診
することもあったため18年5月に終了した。財木、
栂尾地区は当院までの直通バス便が1週間に1本以
下であるため現在まで巡回診療を継続している。大
河内地区に関しては日赤から委託を受けた隣村の西
米良診療所が継続している。

【C）巡回診療の実際】

1. 当院が引き継ぐ以前は県立延岡病院より医師、看
護師、運転手、事務職員及び当村より応援の保
健師の5名体制であったが、当院移行後は経費な

どの問題もあり医師1名、看護師2名の3名体制
で行っている。

2. 診療は月に1回閉校後の小学校跡を利用して行っ
ている。

3. 受診の可能性のある地域住民のカルテを持参し、
現地にて受付、問診を行い、血圧、体重などを
測定する。診察室は教室跡などを利用しプライ
バシーを確保している。

4. 行うことのできる検査は採血、検尿であるが、病
院に持ち帰っての検査となるので結果は後日説
明となる。

5. 投薬に関しては病院で定期薬を事前準備していく
ため、診察後の大幅な変更は困難である。上気
道炎、急性腸炎などの急性疾患に対する投薬も
準備はしているが内容が限られてくる、その為、
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巡回診療当日午前中までであれば電話の相談を
受け予測し持参していく場合もある。その場で
準備できなかった薬や診察の結果などで薬の変
更があった場合は後日郵送や地域ボランティア
に依頼して届けている。

6. 関節注射、トリガーポイント、創傷処置などに関
しては事前準備しているので行うことができる。

7. 会計については、その場で計算ができないため翌
月の巡回診療時に行っている。

8. 地域の状況は表のようです。

9. 受診者数は

財木 栂尾 日赤 県医師会
18年度 3.1 9 8.2 9.9
19年度 4 11.2 7.7 8.1
20年度 5 12.9 7.2 8.3
21年度 5.2 12.4 6 8.5
22年度 9.1 12.4 5.7 7.9
23年度 9.6 13.3

24年途中 9 15.3

宮崎県医師会、日赤による巡回診療人数は横ば
いであるが、財木は18年度平均3.1名から現在
9.6名に増加している。栂尾についても18年度
平均9名から現在13.3名に増加している。

10. 受診者の年齢性別
財木の受診者年齢分布は（平成24年3月31日現
在）58～81才の方が受診されていて平均年齢は
70.3才であった。ほぼ定期に受診されている方
の内訳は男性3名、女性7名であった。
栂尾地区の受診者年齢分布は（平成24年3月31
日現在）57～90才、平均77.5才、ほぼ定期受診
の方では男性2名、女性14名であった。

会計 

本院 巡回診療 
日時 救急も含め24時間365日 月1回2時間ほど 

場所 病院建物 閉校後の小学校 

受付 制限なし 定期の患者 
電話で事前連絡あった人 

検査 即日結果説明 すべて後日結果説明、 
採血のみ 

投薬 変更可能、 
急性期疾患対応可能 

変更困難、 
急性期疾患は電話連絡必要 

処置 制限なし 事前に準備されていたもの 

会計 当日分 翌月清算 

巡回診療の実際 

財木 栂尾 

戸数/人口 12戸/20人 15戸/38人 

病院からの距離 20km 22km 

地域の状況 
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【D）アンケート結果】

上図のようにほとんどの方が巡回診療に関して満足
されている。

時間帯は、財木地区は現状（午後2時30分）の希望
が多く、栂尾地区では午前中が多かった。

巡回診療の頻度は両地区ともおおむね現状（月1
回）で満足されている。

財木地区9名全員が運転できなかったが、栂尾地区
では14名中11名が運転できない。巡回診療利用者
は交通弱者が多いことが分かる。

図のようにほかの医療機関への受診が少なく巡回診
療のみの利用が多かった。

【E）巡回診療課題】

①診療に使用する建物は病院用に作られていないの
で、段差があり、待合室が畳であるため下肢の
運動器疾患のある患者には転倒の危険性がある
ため、安全対策が必要である。

②慢性疾患の治療が主になり、急性疾患に対する内
服薬の準備が難しい。

③各種検査等も限られているため対応が必要。
【F）考察】栂尾地区では月1度の地区交流会と同日
に巡回診療を行っている。独居高齢者が多いため、
この日以外には顔を合わせないことが多いようだ。
そのためこの日は地域住民同士が絆を深めお互いの
様子を知る良い機会になり、医療者側にも医療管理
が必要な住民の情報も得やすくなっている。
交通弱者を中心に通院困難な患者さんも増えてくる
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だろう。そのため巡回診療利用者との受診前の電話
での問診を充実させることも必要であろう。また地
域の方で巡回診療の維持に積極的にかかわってくだ
さる人の存在も重要と思われる。
アンケート結果ではほとんどの利用者が満足してく
ださっていることはわかったが、もともと医療資源
の乏しい方々が、ほんの少しの提供側の努力にも感
謝してくださったのだと思う。見学に来た医学生は

「患者にとっては椎葉病院まで通院するのはとても
たいへんなことであるし、医療スタッフにとっては
地区内の各各の家を回るのはとても大変なので巡回
診療は両者にとって理にかなっている。」と感想を
述べてくれたのが印象的だった。今後少子高齢化の
中で採算性の困難なへき地の医療を維持継続してい
くには提供側、受け手側の工夫が必要と思われる。
そんな中巡回診療という形態は解決の一つになるの
ではないかと考える。

椎葉平家祭り 24年11月9日～11日開催 

私たちは「椎葉村民にとっての世界一のかかりつけ病院」 

を目指しています。 

長野市国保大岡診療所は長野県の中山間部一番近い
透析施設まで車で30分救急病院まで45分を要し週
三回の透析を長野市の施設で行いながら診療を行う
のはほぼ不可能に近い。
このため私は自宅血液透析を導入することを選択し
た。

自宅血液透析は全国で約290例が施行中であるがそ
の中心は東京と名古屋の一部の施設により推進され
ている。
自験例は長野県内3例目であり前透析症例の0.1%
にすぎない。
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長野市国保大岡診療所は長野県の中山間部 
一番近い透析施設まで車で３０分 
救急病院まで４５分を要し 
週三回の透析を長野市の施設で行いながら診療を行うのは 
ほぼ不可能に近い。 
このため私は自宅血液透析を導入することを選択した。 
自宅血液透析は全国で約２９０例が施行中であるが 
その中心は東京と名古屋の一部の施設により推進されている。 
自験例は長野県内３例目であり前透析症例の０，１％にすぎない。 

長野市大岡 

山間部で家庭血液透析を行い
ながら地域医療に取組む医師 

家庭血液透析導入に際してよくある
問題を紹介するために 
長野市国保大岡診療所 

内場 きよし 
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