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医師不足地域の中小病院における
地域医療研修から

研修医は何を学んでくれたのか

千葉県

東庄町国民健康保険

東庄病院

髙石佳則

はじめに

• 当院のある千葉県香取海匝地
域、隣接する茨城県鹿行地域
は、医師不足地域である。

• その中で当院は、地域の基幹
病院の地域医療研修の一部を
担っている。

　当院のある千葉県香取海匝地域、隣接する茨城県
鹿行地域は、医師不足地域です。その中で当院は、
地域の基幹病院の地域医療研修の一部を担っていま
す。
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千葉県香取海匝地域・茨城県鹿行地域

千葉県香取海匝地域と、茨城県鹿行地域の南部で

す。公的病院の病床数を示します。この地域の基幹
病院は、旭市の旭中央病院です。旭中央病院の地域
医療研修の一部を当院で担当しました。当院との距
離は20km弱です。東庄町の隣接する市で、病院の
休止・病床数削減、稼働病床の減少が起こりました。
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※大学病院を除く

二次医療圏別勤務医師数推移

旭市を除く香取海匝地域

千葉県の二次医療圏と茨城県鹿行地域の、勤務医
師数の推移です。大学病院は除いています。2004年
を100として、その後の増減を示しました。ほとん
どの二次医療圏では増加し、千葉県全体では26%増
加しました。ところが、基幹病院のある旭市を除く
香取海匝地域と、茨城県鹿行地域では２割くらい減
少しました。
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・80床 ・常勤医4名 ・総合診療
・救急から介護入所や訪問診療まで

東庄町は、人口１万５千人、高齢化率が31%です。
町に唯一の病院が当院です。一般病棟32床、療養病
棟48床で、常勤医４名で総合診療を行い、救急から
介護入所、短期入所、訪問診療まで継続した診療を
行っています。隣接した保健福祉総合センターには、
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健康福祉課、地域包括支援センター、訪問看護ステー
ション、デイサービスセンターがあり、社会福祉協
議会とも連携して地域包括医療・ケアを提供してい
ます。

目的

• 医師不足地域での、地域医療
研修が、研修目標に到達して
いるかどうかを検証する。

• 研修目標 ： 地域に密着した

中小病院の医療・ケアを学ぶ。
介護保険、保健事業、学校医
についての理解を深める。

今回、医師不足地域での地域医療研修が、研修目
標に到達しているかどうかを検証しました。研修開
始当初の研修目標は、「地域に密着した中小病院の
医療・ケアを学ぶ。介護保険、保健事業、学校医に
ついての理解を深める。」でした。

地域医療研修

• 8:00～17:15、１ヶ月間

• グループ診療の一員として研修

• 病棟、救急外来、訪問診療

• 朝夕のカンファランス、夕方に読影会

• 週2回7:30～8:00カンファランスとレクチャー

• 外部講師を招いて講義、保健福祉総合セン
ターでの講義

• 予防接種、学校医、産業医

研修は、８:00 ～ 17:15、１ヶ月間です。グループ
診療の一員として病棟、救急外来、訪問診療の場で
研修をします。毎日朝夕のカンファランスと夕方の
読影会に参加します。週２回は、７:30 ～８:00のカ
ンファランスとレクチャー、外部講師による講義、
保健福祉総合センターで介護保険・保健福祉につい
ての講義があります。予防接種、学校医、産業医に
ついては、機会があるときに参加してもらいました。

方法

• 4年間で、64名に１ヶ月間の
地域医療研修を実施した。

• weekly reportという形で「振り

返り」を行った。印象深い症例
を選び、ポートフォリオを作成
してもらい、これらを分析した。

４年間で、64名に１ヶ月間の地域医療研修を実
施しました。weekly reportという形で「振り返り」
を行い、印象深い症例を選び、ポートフォリオを作
成してもらいました。これらを分析しました。

weekly report
• 研修内容を毎日記入。

• 週に1回、振り返り、
「学んだこと」と「今後の
課題」を書き、研修の軌
道修正に使用した。

weekly reportです。研修内容を毎日記入して、
週に１回、研修医自身で振り返り、「学んだこと」
と「今後の課題」を書き、提出してもらいました。
研修の軌道修正に使用しました。

weekly report ：学んだこと
• 主要症候に対する鑑別診断

• 訪問診療、予防接種、産業医、学校医

• 主治医意見書、死亡診断書、死体検案書

• エコー(腹部・心臓)、レントゲン撮影

• 内視鏡見学

• 関節穿刺、胸腔穿刺、腹腔穿刺、腰椎穿刺

• 救急患者転院搬送：蘇生後、急性心筋梗塞、
肺塞栓、大動脈解離、消化管出血、腸腰筋
膿瘍

「学んだこと」として、記載されていたのは、主
要症候に対する鑑別診断、訪問診療、予防接種、産
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業医、学校医。書類関係では、主治医意見書、死亡
診断書、死体検案書。検査では、エコー（腹部・心
臓）、レントゲン撮影を経験してもらいました。内
視鏡見学。関節穿刺、胸腔穿刺などの手技。救急車
に同乗してもらっての転院搬送（蘇生後、急性心筋
梗塞、肺塞栓、大動脈解離など）でした。

weekly report
• 指導医とともに振り返るのではなく、研修医
本人に任せての「振り返り」だったが、研修
内容の軌道修正ができた。

• 週に１度では、提出が遅れると、十分に
対応できないことがあった。

• 短時間でも毎日行う「振り返り」の方法を
検討すべき。

指導医とともに振り返るのではなく、研修医本人
に任せての「振り返り」でしたが、研修内容の軌道
修正ができました。ただ、週に１度では、提出が遅
れると、十分に対応できなかったこともありました。
短時間でも、毎日行う「振り返り」の方法を検討す
べきと考えました。

ポートフォリオ：疾患
• 脳梗塞、脳出血、慢性硬膜下血腫、結核性髄膜炎、ALS
• 肺炎、間質性肺炎、非定型抗酸菌症、肺癌、外傷性血胸

• 悪性貧血、溶血性貧血、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫

• 肺塞栓症、不整脈、大動脈弁狭窄症

• 大腸穿孔、胃潰瘍穿通、胃癌、虫垂炎、サルモネラ感染
症、イレウス

• 肝膿瘍、胆管炎、肝硬変症

• 子宮癌、子宮瘤膿腫

• 腎膿瘍、尿路感染症

• 皮膚筋炎、リウマチ性多発筋痛症、骨粗鬆症、人工呼吸
管理、高血糖高浸透圧症候群、Lemierre症候群、蜂窩織
炎、皮下膿瘍、菌血症

ポートフォリオとしてまとめてもらった疾患で
す。研修で経験した印象深い症例を選び、疾患につ
いて、文献を読んで考察してもらいました。また、
なぜその症例を選んだのか、診療を通じて感じた事
や学んだことについて考察してもらいました。脳卒
中、肺炎、尿路感染症、糖尿病など日常診療でよく
診る疾患、悪性疾患の在宅看取りを含む緩和ケア、
肺塞栓症、大腸穿孔のように緊急に転院を要した疾
患、多発性骨髄腫、結核性髄膜炎のように精査治療
のために転院した疾患など多岐にわたりました。そ

れらの疾患について大変よく考察されていました。

ポートフォリオ：考察

• 患者さんとの距離が近く地域に根ざした医療

• 社会的要因も考慮し、患者さんやご家族に
とって最善の治療・ケアを考えることが大切。

• 訪問診療で、患者さんの生活の場を知ること
ができた。

• 自宅退院が困難な病態でも、訪問診療・看護
で退院できたり、自宅で最期を迎えられた。

• 介護・福祉サービスの重要性

ポートフォリオにおいて、疾患以外について考察
されていたことを示します。

地域医療については、患者さんとの距離が近く地
域に根ざした医療と感じた。社会的要因も考慮し、
患者さんやご家族にとって最善の治療・ケアを考え
ることが大切である。訪問診療で、患者さんの生活
の場を知ることができた。自宅退院が困難な病態で
も、訪問診療・看護の利用で退院できたり、自宅で
最期を迎えられた。介護・福祉サービスの重要性。
などを学んでくれました。 

ポートフォリオ：考察

• 中小病院の限られた医療資源の中での診療

• 中小病院でも、救急診療をしている。

• 病院間の連携と地域での役割分担

• 基幹病院から転院させた急性期患者のその後
の経過と自宅退院までの問題点

• 高次医療機関への転院のタイミングが難しい。

• 転院を受けてもらえないことに驚いた。

中小病院の限られた医療資源の中での診療、その
中でも救急診療をしていることを初めて知った。病
院間の連携と地域での役割分担についての考察は多
く、その中には、行政による調整が必要という意見
もありました。基幹病院から転院させた患者さんの
その後の経過を知ることができ、自宅退院までの問
題点に気づいた。高次医療機関への転院のタイミン
グが難しい。転院を受けてもらえないことに驚いた。
など、中小病院の現状と医療連携について考察して
くれました。
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ポートフォリオ：考察

• 超高齢社会、人生の最期をどう迎えるか。

• 在宅死

• 経管栄養、胃瘻の適応について

• 医療経済の問題

超高齢社会、人生の最期をどう迎えるか。在宅死、
経管栄養・胃瘻の適応医療経済の問題についても考
察してくれました。

結論
• 「振り返り」は毎日行うのが良い。

• ポートフォリオでは、多岐にわたる
疾患が考察されていた。

• 家族・社会からの視点、医療連携、
医療倫理の問題などが考察されて
いた。

• 中小病院の現状、地域医療につい
て学んでくれた。

結論です。「振り返り」は毎日行うのが良いと考
えられました。ポートフォリオでは、多岐にわたる
疾患の考察がなされていました。家族・社会からの
視点、医療連携、医療倫理の問題などが考察されて
いました。中小病院の現状、地域医療について学ん
でくれました。

医師不足の中でも、中小病院でも、地域医療研修
で役に立てるように、これからも研修改善に努めて
いきたいと考えています。




