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はじめに
　地域医療とは、「住民の健康維持・増進を目的と
して医療機関が主導し地域行政機関・住民・企業な
どが連携して取り組む総合的な医療活動のことであ
る」とある。また、地域医療の現状は医師・看護師
不足、患者の受療行動の変化（大学病院への集中、
専門医志向）、高齢化社会と慢性疾患の増加などが
あげられている。それを踏まえ、私たち病院職員は
住民の病気だけでなく、生活にも目を向け支えてい
るという共通認識を持つことはもとより、地域医療
に求めるものを住民と共有することがⅩ病院の地域
医療を考えるうえでは必要であると考えた。

　★

Ⅰ.研究目的
　出前講座に参加した住民に、医療や生活の不安や
不満、地域病院への要望をグループインタビューし、
住民が求める地域医療を明らかにする。
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Ⅱ.研究方法
1 ．�研究デザイン：質的状況整理的研究

2 ．�研究方法：A町広報に出前講座の案内を掲載し
た。更に、A町健康福祉課から出前講座の案内
をA町ボランティア連絡会宛てに送付していた
だいた。申し込みのあった団体に寸劇を交えた
（かかりつけ医・かかりつけ薬局・紹介状の役
割について）の出前講座に出向いた。

　　�次に参加者を10人程度のグループに分け
　　 1 ）生活の不安・不満
　　 2 ）医療の不案・不満
　　 3 ）X病院への要望
　　�について作製したインタビューガイドに基づき

インタビューした。番号札を配り番号で指名し、
名前は表に出ないなど同意書を配布しわかりや
すく説明した。講座は15分、インタビューは40
分程度とした。

3 ．�研究期間：平成25年 9 月〜10月

　★

4 ．�分析方法：インタビューをICレコーダで記録、
逐語録におこしコードを集積し、カテゴリーを
抽出した。言葉以外の動作・表情などの非言語
的な表現も暗号化して記録した。

　★

5 ．�倫理的配慮：研究目的及び方法、所要時間を口
頭と同意書を配布して説明し、グループインタ
ビュー参加で同意とした。研究に参加しないこ
とで与えられる不利益がないこと、出前講座グ
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ループインタビューの出欠、途中退場は自由で
中止することも可能であること、また中止する
ことで対象者が受ける立場に影響のないことを
説明した。コードは全て番号で記録し個人が特
定できないようにする。さらにインタビュー中
は対象者が負担にならないよう配慮し、得られ
たデータは研究以外の目的で使用しないこと、
分析が終了した時点で安全に破棄すること、学
会等で公表することを説明した。

　★12

Ⅲ.結果
　出前講座は 9 月10月で12件、19グループ、計240
名の住民にインタビューできた。申し込みがあっ
た団体は10〜30人前後、町内の老人会やA町ボラン
ティアグループ地区サロンに集まった方で高齢者が
多かった。日時は、団体の希望に添い、場所は地域
の集会場が多かった。

　★13

　★14

　以後コードを「」サブカテゴリーを｛｝カテゴリー
を＜＞で表す。
　全てのコードを不安・不満・満足を視点に分類し
た。
1 ）�生活の不安・不満のコードは「老後は老人ホー

ムに入れられて終わりや」「私が倒れてもだれ
も見つけてくれない」「一人暮らしで民生委員
の方が来てくれるので幸せ」「配達の人やカラ
オケ、プールなどで人との交流があり不安がな
い」などがあった。

　　�＜高齢化と一人暮らしの不安＞＜生活環境の不
安＞＜親子関係の希薄＞＜人との交流があり不
安がない＞＜現状の生活に満足＞と 5 つのカテ
ゴリーが抽出された。

　★15

− 1475 −



　★16

2 ）�医療の不安・不満のコードは「今は家から10分
で病院に行けるが、人口が減ると病院が 1 つに
なるのではないか」「血液検査項目の内容や結
果は分かりにくい。分かりやすい説明書きがあ
ればいい」「注射をしても効かない。と言った
ら注射を止めましょうと言われた」などや、「大
学病院では遠くからきた患者を優先してくれ
る」などがあった。「延命治療をしないでくれ
と言った場合でも延命治療の必要はあるのか。
延命治療をしたくない時は医師に伝えても良い
か？」と延命治療に関するコードもあった。

　　�＜医療体制＞＜難解な医療用語＞＜医療不信＞
＜疾患の不安＞＜診療の待ち時間＞＜不便な交
通手段＞＜不快な対応＞＜医療の満足＞と 8 つ
のカテゴリーが抽出された。

　★17

　★18

� 1 9

　★20
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　★21

3 ）�X病院への要望コードは、「救急車で行ったが
注射を打って《熱がさがったからかえっていい
よ》と言われた。入院させてくれてもよいので
は」「看護師に色々と質問され、ほんながに来
たが？と言われビックリしていやな気持ちに
なった」「先生に、この病気なら紹介状はいら
ない。なにを診るんですか？と言われ紹介状を
書いてもらえなかった」「老人のなる病気だか
ら、と薬も出なかった。それからX病院には行
かない」「医師がよく変わる。 1 年に 1 回も変
わる科もある。医師が変わると不安」「土曜診
療がないので子供を受診させるチャンスがな
い」「早い番号で待っているのに予約の人が先
に呼ばれた」「バスに遅れたら 2 時間待たなけ
ればいけない」「病院前に降りられるバスはあ
るが帰りは乗れず、便利にしてほしい」などの
コードがあり、具体的な要望が出された。その
他「 7 年前の看護師の接遇は悪かったがこのご
ろは愛想が良い」「お世話になっている。孫の
代まで病院が残ってほしい」などのコードが
あった。

　　�＜不快な対応の改善＞＜医療体制＞＜診療の待
ち時間＞＜医療不信＞＜不便な交通手段＞＜病
院の構造・設備の問題＞＜接遇が向上＞＜医療
の感謝＞と 8 つのカテゴリーが抽出された。

　　�＜不快な対応＞のサブカテゴリーは｛医師の不
快な診察態度と対応｝｛入院させてくれなかっ
たことの不満｝｛紹介状を書いてもらえなかっ
た不満｝｛看護師の不快な言葉づかいと対応｝
だった。

　★22

Ⅳ.考察
　地域医療の課題は、住民を巻き込んだ予防医療、
患者にやさしい医療、医療と継ぎ目なく提供される
福祉を一体的に提供することが目標となっている。
　 1 ）の生活の不安・不満から得られたカテゴリー
からは、ADLやIADLの保たれているうちは不安も
なく満足な生活を送っていることが予想される。一
方、「老人ホームに放り込まれて終わりや」といっ
た不安やさみしさを抱えながら生活しているのも
事実である。そんな住民の心に寄り添い、QOLや
QOD、リビングウイルなどについて共に考える姿
勢が医療者には必要だ。

　★23

　井上は1 ）地域包括ケアシステムにおいて求めら
れる「特別な住居とは」で「転居モデルから継続住
居モデルへ、サービスを個人に向けることによって
幅広い利用者に対応し、転居回数を抑えようとする
のが継続住居モデルである。」「高齢者ケアに無縁の
人でも訪れたいと思える空間を整え満足感を高める
ような仕組みを導入することが互助や自助を醸成し
やすくする鍵である。」と述べている。支援の必要
度の高低にかかわらず個人が、自宅から病院・病院
から施設・施設から病院という転居を繰り返さずに
医療・介護・生活支援が受けられる仕組みをつくる
ことや、ここに住みたい、ここで生涯を終えてもい
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いと思える安心で安全な楽しい住居を造ることは今
後のA町の課題となる。

　★24

　インタビューの回答では〈不快な対応の改善〉〈医
療体制〉に対する発言が多く、住民は医療者の不快
な対応がなくなることを一番に要望していると感じ
た。

　★25

�　〈不快な対応〉の対策は住民の思いを重視した医
療を提供すること・紹介状の希望には患者、家族の
要望に添い丁寧に対応すること。入院の必要性がな
ければ病状を詳しく説明し納得が得られたか確認す
ること。

　★26

　また、職員同士が仕事を連携し互いを支え、住民
が耳にしても気持ちよく感じられる会話をして協力

しあう姿勢は職員の良好なコミュニケーションであ
る。X病院職員のQWL（Quality�of�Working�Life）
を維持することは住民にいい治療環境が提供できる
ということであり、医療者の不快な対応がなくなる
ことに繋がっていく。

　★27

　辻本は2 ）「インフォームドコンセントの望ましい
かたちは、自分はなにをしたいかということを一緒
に考えてもらうことができ、自分で最後まで責任を
持って意思決定ができるように支援してくれる環境
が今こそ病院の中に必要であると強く感じている」
と述べている。

　★28

　X病院は住民との対話を心がけ、説明・理解・納
得・同意が得られたかの確認作業をし、病院理念を
大事にした病院の風土づくりをしていくことを求め
られている。
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　★29

　★30

　★31

　出前講座に出向くと和やかな雰囲気で住民は迎え
てくれた。事務職員による寸劇は「分かりやすくて
面白い」と好評価であった。寸劇での笑いがあった
ことや、「健康を維持していくために何かしている
ことは？」と簡単な質問からインタビューし、話し
やすい環境をつくることで生の意見を聞くことがで
きたと考える。発言者や発言者以外の動作・表情も
記録し、多くの住民が同じように不安・不満・要望
をもっていることが推測できた。
　＜不便な交通手段＞＜病院設備・構造の問題＞
｛外来の診療体制の不備｝｛医療サービス不足｝｛不
便な院外処方｝「医師の交代が早く慣れずに不安」
「往診してほしい」「訪問看護に来てほしい」など

医療体制や交通手段の要望は、行政や他病院との協
力と連携で、住民の満足が得られる取り組みを考え
たい。既存の乗り合いタクシーの利用も勧める。外
来の待ち時間の対策や、院外薬局の利用法と利点を
住民にもっと周知していただくことも必要である。
X病院の受診者の割合を傷病別に調べ、上位を占め
る疾患の治療を重視した医療サービスを堤供してい
くことも住民の医療満足となるだろう。
　出前講座の申し込みは現在もあり、住民のX病院
に対する関心の高さが伺われる。「出前講座に参加
して、病院と近づけた気持ちになった」とのうれし
い言葉もいただいた。今後も、住民と交流の機会を
つくり、要望に耳を傾け、医療の状況などを分かり
やすく説明するなど、互いの思いを共有できるよう
な働きかけを続けたい。

　★32

　★33
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　★34

　★35

Ⅴ.結論　
1 ．�住民がX病院に求める要望は、不快な対応がな

くなることだった。
2 ．�住民に不快な対応・医療不信を与えないように

するには、対話を心がけ説明・理解・納得・同
意の医療を提供することである。

3 ．�住民と共有する地域医療を目指すには、今後も
出前講座で住民と交流できる場を設けることが
有効である。

4 ．�＜医療体制＞＜診療の待ち時間＞＜不便な交通
手段＞＜病院構造・設備の問題＞の解決は、地
域医療には必須である。

　3６

おわりに
　出前講座は住民と共有する地域医療を目指すため
の、X病院初の取り組みであった。
　グループインタビュー法で得られたデータは、信
頼性・妥当性を高めるために、研究者間で繰り返し
討議した。住民の要望に添い、心のこもった医療を
育てることがX病院の果たさなければならない地域
医療であり、X病院と住民が地域医療を一緒に守っ
ていくという共通の目標を持てるのが理想である。
　非言語的表現を含む分析や研究としてのグループ
ごとの比較検討は今後の課題とする。
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