
卒後6年目から、哲西町診療所に勤務し、3年目に
なります。

きらめき広場・哲西は、従来は連携が困難であった
各機関がひとつ屋根の下に集まり連携をとる事で、

地域包括ケアを推進しています。

診療所は、無床ながら、病院並の機器が整備されお
り、町内唯一の医療機関として、あらゆる科の一次
医療を24時間体制で行っています。

鈴木忠広①、佐藤勝① ②、村瀬奈美①、 
河村智子①、高尾順圭①、桑原ひとみ①、 
太田雅恵①、安陪こず恵①、高瀬佳子① 

  ①哲西町診療所 
   ②岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 地域医療人材育成講座 

 
 

H24.10月 第52回全国国保地域医療学会  

in 熊本 
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人 口 ３,０００ 人 

高齢化率    ３８ ％ 

に い み し てっせいちょう 

新見市哲西町 

新見市 
哲西町 
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図 書 館 

生涯学習センター 文化ホール 
新見市役所 
哲西支局 

歯科診療所 

内科診療所 保健福祉センター 

  

2 

 「日常診療だけの診療所」というイメージをくつがえす 

・かかりつけ医（町内唯一の医療機関） 

・適切な診断 

・病診連携 

高度医療機器（ヘリカルCT､電子内視鏡〈胃･大腸〉､
骨密度測定装置､ｶﾗｰﾄﾞﾌﾟﾗｰ付超音波装置､ 

無散瞳式眼底カメラ等）を駆使 

他院入院時､退院時､紹介状などで 
紹介先医療機関との適切な情報伝達 

あらゆる科の一次医療 
いつ何時でも相談にのれる医療（24時間体制） 

3 

ヘリカルＣＴ ７ 電子内視鏡 
（上部・下部

9 

眼底写真 

心電図(ホルター解析内蔵） 

・エルゴメーター 

聴力検査・肺機能検査 超音波 
(心臓・腹部・体表・血管対応） 

4 

地域包括ケアの中核 
         住民の健全な生活を支える   

しっかりした適切な医療の展開 

運営方針

･出前医療 訪問診療､往診､在宅終末期医療、 
特養嘱託医など 

保健･福祉との連携強化､       
       更に教育･文化･産業等とも連携 

保健啓発活動､健康教育､早期発見､    
町の健診（検診）のアフターケア 

･予防医学 

5 

演  題

265

早い時期の診療所勤務で学んだこと

発　表　者 鈴木　忠広 岡山県　哲西町診療所

共同研究者 佐藤　勝、村瀬　奈美、河村　智子、高尾　順圭、桑原　ひとみ、西川　雅恵、
安陪　こず恵、高瀬　佳子

｜1119｜



訪問診療、往診を行い、また特養の嘱託医も務めてい
ます。予防医学にも力を入れ、保健・福祉などと連携
し住民の健全な生活を支えるよう努力しています。

外来では、小児から高齢者まで診察し、内科だけで
なく外科的疾患も診なければならないため、幅広い
知識が必要です。
また、定期通院患者さんの中には、多疾患重複多愁
訴の患者さんもおり、毎回対応に悩まされますが、
診療所では、定期的かつ長期的に自分が診なければ
ならないため一つ一つ対応し、患者さんの訴えの中
にある必要な情報をくみ取り根気強く対応すること
が求められます。根気強く診察することで、本当に
必要なことを見抜く能力を養っています。
自分が病気を見逃しても、患者さんは、最終的には、
自宅近くの診療所に戻ってくることが多く、自分が
診なければなりません。そのようなときは、見逃し
たことに対する罪悪感がいつも付きまといます。

そのため、ほんの少しの症状、データなどの変化を
見逃さず対応することを心がけ、X 線、CT、内視
鏡、血液検査などは必ずダブルチェックをし、かか

りつけ医としての責任感を強く感じながら診療して
います。

現在、月30～40通の紹介状を記載しています。以
前病院勤務の際、情報量の少ない紹介状をいただい
ても参考にならず、診療に時間がかかった経験が
あったため、現病歴、処方・処置の内容はもちろん
のこと既往歴、検査結果においても詳細に記載する
ように心がけています。

時間と手間はかかりますが、詳細に紹介状を記載す
ることで、患者さんの状態をさらに知るようになり
ました。それだけでなく、病院勤務時は、患者さん
を受け入れる立場でしたが、診療所に勤務し、診療
所から病院へ患者さんを送る立場、特に緊急でお願
いする場合：日勤帯を過ぎる場合、ほとんど検査、
処置できていない場合、同じ患者さんを繰り返し紹
介する場合など、申し訳ない気持ちでお願いしてい
ることが分かりました。また、詳細な紹介状を記載
することで、先方の病院からの当院に対する評価が
上がり、同時に患者さんからの診療所に対する評価
も上がっています。

小児～高齢者 

内科・外科的疾患    

 

多疾患重複多愁訴         

 
最期は自分が 
診なければいけない  

 

 

 

幅広い知識が必要 

かかりつけ医としての
責任感 

6 

根気強さも必要 

7 

画像（Ｘ線・ＣＴ・内視鏡）、血液検査などのダブルチェック 
 

見逃しを最小限に抑える 

8 

かかりつけ医の責任を感じ 
現病歴、処方・処置内容の他に 

 既往歴、検査結果などを詳細に記載 

 

詳細な紹介状記載 
（患者さんの全てを 
先方に伝える） 

患者さんの状態を 
さらに知る 

診療所から病院へ 
送る立場が分かる 

先方の病院からの 
診療所の評価が上がる 

9 

患者さんからの診療所に
対する評価が上がる 
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紹介状は、単に患者さんの情報提供だけでなく、患
者さんの全てを先方に伝える詳細な紹介状を記載す
ることで、診療所と病院との信頼関係を構築するの
と同時に、診療所と患者さんとの信頼関係をも構築
する手段に成り得ることを学びました。

訪問診療で実際に自宅に行くことで、

さらに、主治医意見書の記載時に ADL を中心に問
診、診察することで、患者さんの生活に目を向ける
ようになり、介護保険サービスにも目を向けるよう
になりました。

多職種が集まり月1回保健医療福祉関係者連絡会議
を開き、診療時間内だけでは分からない患者さんの
普段の様子を知るようになりそれがより適切な診療
へとつながっています。

多職種と一緒に仕事をする上でお互いが一生懸命仕
事をし、お互いが顔を知っていること、そして、忙
しい中でもコミュニケーションをとる事を心がける
ことが、何でも話せる環境づくりにつながり、信頼
関係構築につながっていると感じます。

 

詳細な紹介状記載 
（患者さんの全てを 
先方に伝える） 

患者 

診療所 病院 

10 

11 

実際に家に行く 
 

患者さんの日常生活に目を向ける 

移動、食事、排泄、着脱衣、入浴を中心に問診・診察 
 

患者さんの日常生活に目を向ける 

12 

13 

多職種のスタッフと情報交換 
            

患者さんの普段の様子を知る 

 
   ・お互いが一生懸命に仕事をしている 
  ・お互いが顔を知っている 

・忙しい中でもコミュニケーションをとることを 
心がける 

 
・話しやすい環境づくり 

                ・信頼関係構築 

 
より濃密な医療・看護・介護・福祉 

が提供できる 

14 

患者さんの 
生活が見える 

訪問診療 主治医意見書 

保健医療福祉関係者 
連絡会議 

15 
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訪問診療で直接自宅に伺うこと、主治医意見書で詳
細に問診、診察することで患者さんの生活に目をむ
けるようになり、患者さんだけでなく、家族からの
介護の悩みや相談に乗る機会が増え信頼構築につな
がっています。さらに、保健医療福祉関係者連絡会
議などに出席することで保健・福祉との連携が強
まっています。

診療以外では、住民向けの健康相談・講演や地域の
行事に参加することで、住民に溶け込み、住民と一
緒に町づくりを行っています。また、病院経営や保
険のことや、職場のチームワーク、雰囲気の大切さ
を学んでいます。

地域包括ケアは、高齢者に重点が置かれがちですが、
教育委員会、学校、PTA や保健スタッフと連携し、
子どもや家庭の健康づくりにも力を入れ、高齢者、
障害者だけでなく、子どもを含めた全世代に対して
の地域包括ケアを実践しています。

各地区健康講座に医師が同行し保健スタッフと連携
した予防活動も行っています。元気老人対策として
ボランティアの方が中心となりミニデイサービスを
毎月開催し、その中で病気の予防などを含めた話を、
また、子育てサロンでは乳幼児育児中の母親に子供
の病気やけがの話をしています。

年一回行われる健康福祉祭りでは、診療所では、診
療所探検隊を行っています。

 
健康相談・講演 
地域行事参加 
 
 
診療以外では・・・ 
 

住民と一緒に 
町づくりをしている 
という意識の向上 

経営、保険を学べる 
職場のチームワーク、 
雰囲気の大切さを実感 

16 

高齢者に重点がおかれがち 
 

 
 

小児期にも目を向けた取り組み 
（全世代的） 

17 

18 

住民に溶け込む 
 

住民と一緒に町づくり 
  

 楽しむ（スタッフも）、楽しんでもらう（参加者も） 

 ⇒診療所探険隊 

（血圧・血糖・血管年齢・骨密度測定・健康相談・医療相談など） 
“まつり” 
といえば 

親しみやすい 
雰囲気で 

19 

～健康福祉まつり～ 

  

20 

哲西新太郎くん 

はてなＢＯＸ 

ラムネを分包 

診療所大使
任命式 

全員で記念撮影 

チョッパー 

救出大作戦 
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診療所探検隊を通して、子供達だけでなく、若い親
の世代に診療所、医療を身近に感じてもらい、診療
所探検隊の子供達が大きくなり、いずれ地元に戻り
地元の医療を支えてもらえればと願っています。

多くの医学生、看護学生、研修医を受け入れ、地域医療
のやりがいを伝えています。「みんなと語ろう哲西の地
域医療」では研修医の先生に住民の前で講演してもらっ
ています。住民に研修医の受け入れを理解してもらうと
ともに、みんなで一緒によりよい地域医療をつくってい
こうと意志統一の機会になればと思っています。

また、医師以外のスタッフにも学会などに同行、発
表してもらっています。スタッフみんなで全国に発
信していくことで、一緒に同じ方向を向いてより良
い地域医療を作り上げていこうという思いになって
いるのではないかと感じています。

毎日の診療が終わったあと、スタッフ全員が出席し、
カンファレンスを行っています。一日の出来事、翌日
の予定はもちろんのこと、気になったことや失敗談な
どをスタッフ全員で共有することはお互いの信頼関
係を構築する上では大切なことだと感じています。

  
           
  
  

子供達だけでなく、若い親の世代に 
診療所、医療を身近に感じてもらう。 

診療所探検隊の子供達が大きくなって 

いずれ地元に戻り地元の医療を 
支えてもらいたい。 

21 

みんなで語ろう哲西の地域医療 
～研修医報告会～ 

 学生・研修医に教育 
 

 地域医療のやりがいを伝える 
 

地域医療従事者を増やしたい 

22 

24 

スタッフ全員で情報を共有すること 
     
信頼関係の構築につながる 

へき地診療所の魅力とやり甲斐 

  ～医療事務職員の立場～ 

当診療所看護実習生の「学び」
から教育効果を考察する 

～学生に影響を与えた学びの
コンテンツは何だろう～ 

 
 
 
 
 
 
 

 全国に発信 

同じ方向に向いて一致団結 

23 患者さんだけでなく、家族とも相談する機会が 
増え信頼関係構築につながっている。 

多職種のスタッフとコミュニケーションをとり
地域包括ケアを実践し協働する楽しみを感じる。 

住民、行政、医療関係者が一緒に地域医療づく
りをしている。 

スタッフ、住民、行政などに支えてもらってい
る実感が強く感じられる。 

住民と接する機会が増え一緒に町づくりをおこ
なえる魅力がある。 

若い医療従事者を住民、多職種と一緒に育てる 
ことができる。 

26 

25 

年齢を問わず、他科に渡り、切り取らない医療
をおこなっている。 

コミュニケーション能力を養える。      

かかりつけ医としての責任感を実感している。 

病診連携の重要性の再認識している。 

患者さんの日常生活を含めた全体像をみるよう
になり診断・治療に生かせている。 

早期に診療所に勤務して・・・ 
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日々の診療は、忙しく、大変ですが、診療所に勤務
し、医師が病院内の仕事だけでなく、病院の外にで

て、多方面で多職種とともに活動する有意義・大切
さを知りました。
診療所勤務は幅広い知識技術が必要とされ医師とし
て熟練した時期に働くことが地域住民のために良い
とも考えられますが、後期研修後などのなるべく早
い時期に診療所に勤務することでより多くの事を吸
収でき診療の幅を広げることができ、今後の医師と
して成長するための大きな礎となると考えられ大変
有意義であると感じています。

御清聴ありがとうございました。

【Ⅰ．はじめに】　7対1看護体制の確保に伴い、職
員の2割を占める新規採用者が採用されました。新
規採用者は中途採用者が多く、経験期間・離職期間
も様々な経歴を持っていました。入職5ヶ月の時点
で、新卒・中途採用者問わず、実地指導者からは

「できると言ってもどこまでできるかわからない」
という意見が聞かれました。新人採用看護師の調査
から、優先順位の選択や多重課題の遂行などが徐々
に行えるようになっていたが日々業務が増え、プ
レッシャーを感じている事が分かりました。新人の
不安・負担、乖離を埋めていくには、実践力の強化
が必要と思い多重課題の集合教育を企画実施しまし
た。

演  題

266

新人看護職員の臨床実践能力向上への支援
－多重課題の集合研修を通して－

発　表　者 荒木　千代子 熊本県　山鹿市民医療センター

共同研究者 飯田　由美子

27 

はじめに 
７対１看護体制のため看護職員の２割を占める新
規採用者が採用になった。新規採用者は中途採用
者が多く経験も1年から10年以上と様々な経歴を

持っていた。新卒・中途採用者問わず、実地指導
者からは「新人はできると言ってもどこまでできるか
わからない」という意見が聞かれた。新規採用者の
聞き取り調査から、優先順位の選択や多重課題の
遂行などが徐々に行えるようになってはいたが
日々業務が増え、プレッシャーを感じていることが
分かった。新規採用者の不安・負担や乖離を埋め
ていくには実践力の強化が必要と考え集合教育を
行った。 

 

新人看護職員の臨床実践能力   
向上への支援 
 
 ～紙面による多重課題の集合教育を通して～ 

        山鹿市民医療センター 

           荒木千代子  
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