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雲南市立病院における地域医療を担う人材確保・育成事業

発 表 者 石原 忍 （島根県：雲南市立病院 総務課）

共同研究者 筒井 英二、新田 悟、新田 文雄、岡 淳美、日野 里美

とで可能となった病棟看護師による退院後訪問

看護や、外来看護の充実に向けての取り組みな

ど、さまざまな効果を得ることができています。

今後は、離島医療、地域医療のやりがい、魅力

を色々な形で発信しながら、発信することで集

まってきた Iターン、Uターンの若いメンバー

一人一人の思いを大切に、共に作り上げる「患

者さんの幸せにつながる離島医療、地域医療の

展開」を考えています。

ご静聴ありがとうございました。
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１．はじめに

雲南市立病院における今後の地域医療を担う

人材育成事業について、特に地域住民と共に取

り組んでいる事業内容の一部を報告させていた

だく。
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２．病院の概要

当院は一般病床１９９床、感染症病床４床、回復

期リハビリ病床３０床、介護療養病床４８床、合計

２８１床の雲南地域の中核病院である。
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３．地域医療人育成センター設置の背景

新臨床研修制度により、大学に入局する医師

が減少したことに伴い、大学から地域の医療機

関に医師を派遣することが厳しい状況になって

来た。このことにより、これまで大学からの派

遣に頼っていた病院は大きな打撃を受けた。当

院も一番多い時には３４人いた常勤医師が、平成

２２年には１７人と半減した。
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この医師不足の状況を改善するため、国や県

などは医学部の定数を増やしたり、地域枠推薦

制度などを設けたが、現段階ではまだ目に見え

た効果が上がっておらず、厳しさは増している。
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このような現状の中、地域で必要な人材は地

域で生み育てて行く取り組みをして行かないと

地域医療は崩壊するとの思いから、「地域医療人

育成センター」を開設し、大谷院長がセンター

所長として陣頭指揮を取り、当院の最重要施策

として取り組んでいる。
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４．地域医療人育成センターの事業紹介

�研修及び実習
当センターでは、初期研修医の地域医療研修

の指導や、島根大学医学部との連携による医学

生の地域医療実習、看護学校との連携による看

護学生の実習、中学生・高校生による職場体験

活動など研修や実習に力を入れて取り組んでい

る。
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�地域枠推薦の学生との交流
地域枠推薦により島根大学医学部に入学した

医学生と、市長を交えた交流を定期的に開催し、

地域の期待を担っているということや、将来雲

南の医療を守っていかなくてはいけないという

意識付けをしている。この交流会を通じて、普

段あまり話すことのない市長の思いを聞いた

り、学生同士が縦の繋がりを持つことで、少し

ずつ地域医療を担うという意識が根付くととも

に、地域枠推薦制度も定着し、医師を目指す学

生も増え始めた。現在、雲南市からの推薦で医

学部に入学している医学生は１４人となっている。
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�研修環境の整備
研修者専用の研修室や病院の近辺に専用の宿

泊施設を完備し、研修環境の整備にも努めてい

る。なお、宿泊施設には日常の生活用品はすべ

て完備しており、宿泊費・高熱水費もすべて無

料としている。
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５．地域医療人育成センター設置による効果

センター設置による効果について、現段階で

は医師の確保も一進一退が続いている状況では

あるが、成果の一つとして当院で初期研修を受

けた２人の研修医が、当院での研修が良かった

ということと、院長が目指す外科医による総合

診療という考え方の基に作成した、外科系総合

医育成プログラムによる研修を選択し、平成２３

年４月に後期研修医として就職した。また、当

院での地域医療研修の内容が研修医に好評であ

り、年々希望する研修医が増えてきている。
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６．地域住民との連携による育成事業

医療出前講座を開催し、職員が積極的に地域

に出かけ地域住民と交流を図ることにより、地

域医療の現状や病院の実情について理解してい

ただくよう努めている。また、一昨年から病院

祭も開催し、普段見ることのできない病院の施

設見学や、スタッフと触れ合うことなどにより、

地域の方々により身近で親しみを持っていただ

けるような病院を目指している。
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このような住民との交流を積極的に図る活動

をすることで、地域住民から病院を守ろうとい

う意識が高まり、病院の応援団が増えてきた。
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７．雲南病院を支える市民の会の発足

病院を応援する組織として雲南病院を支える

市民の会が発足し、住民対象の研修会やワーク

ショップを開催するなど、地域住民が一緒になっ

て病院を支えて行き、医師を大切にするという

意識を高めていく活動をしていただいている。
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８．病院ボランティアの会の発足

平成２１年に病院ボランティアの会が９名の会

員で発足した。現在では会員数が４２名となり、

職員と一緒に定期的な美化活動を行ったり、外

来に通院される患者さんの車椅子介助、絵画な

どの作品展示等直接病院の中で幅広く活動して

いただき、病院を支えてもらっている。
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９．地域住民による育成事業への協力

地域と共に築く育成事業の一環として、地域

医療実習中の実習生をホームステイとしてボラ

ンティアさんの自宅で受け入れていただき、地

域住民と触れ合い地域の温かさに接してもらう

取り組みも始めている。また、地元の小学校に

出かけ、ふるさと教育の一環として、ボランテ

ィアさんによる地域医療教育も実施し、住民と

一緒になって、小学生のころから地域医療に興

味を持ってくれるような子供を育てる活動も始

めている。
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１０．地域医療を考えるシンポジウムの開催

医療関係者、住民、行政等が協力し、地域医

療シンポジウムを平成１８年から開催している。

このシンポジウムは今年で８回開催している

が、この間シンポジウムに参加し地域医療の厳

しい実情を知った高校生が、将来医療職になっ

て地域に貢献したいという思いを抱き、地域枠

推薦を受けて医学部の道に進んだり、看護学校

に入学しすでに看護師として当院に就職したと

いうことに繋がってきている。このことは、継

続して開催してきた結果であり、続けることは

大変であるが、今後も続けて行きたいと考えて

いる。
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１１．住民組織による「うんなん医療見学ツアー」

開催

雲南病院を応援する組織も年々広がってきて

おり、今年は「NPO法人おっちラボ」という団

体が「うんなん医療見学ツアー」を企画してい

ただき、都会地から１１名の医師を始めとする医

療従事者や、学生が病院に視察に来ていただい

た。参加者の中には雲南市に移住したいという

思いを持った方もおられ、この活動が医療従事

者の確保に繋がることを願っている。
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１２．まとめ

このように、地域医療を守る住民組織の取り

組みは徐々に広がってきている。雲南における

住民活動は１つの団体がやっているのではな

く、紹介してきたように複数の団体がそれぞれ

に役割分担して活動されており、結果としてそ

の事が継続に繋がっていると思う。現段階では

まだまだ十分な成果は得られていないが、必ず

将来この活動が実を結ぶと信じて、今後とも地

域住民の方々の協力を得ながら、一緒になって

将来の雲南の医療を担う人材を育てる活動を継

続していく。
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