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和歌山県立医科大学・自治医科大学合同
病院研修　報告書

平成25年度
（2013）

ご挨拶

地域医療支援センター　センター長

上野　雅巳

　平成２３年度より開始しました夏の病院研修ですが、今年も無事行うことができ、ここにご報告で
きますことを大変嬉しく思います。
　ご協力いただきました各病院、診療所の先生方、スタッフの方々、自治医科大学OBの先生方に
心より感謝いたします。
　さて、昨年度は本学地域医療枠の学生のみを対象としていましたが、今年度は和歌山県で初の
試みとして、和歌山県立医科大学医学部地域医療枠生と和歌山県出身の自治医大学医学部生と
の合同研修を実施しました。
　昨年度は、卒業後、和歌山県内で働くことが決まっている地域医療枠の学生たちに、早い時期か
ら県内各病院の医療の現状等を知ってもらうこと、また、学年の枠を越え、交流を持ってもらうことを
目的としました。
　今年度はそれに加え、将来同じ和歌山県の地域医療に携わる自治医科大学学生との交流の場
を設けるため、合同での研修を実施しました。
　今年度の研修では、地域医療枠１～３年生と６年生は県内４病院を巡る見学バスツアー、そして
地域医療枠４，５年生は自治医大生と共に各病院・診療所で実習を行いました。
　研修終了後に実施した学生アンケートには「診療所での診察や処置等させてもらい、普段の病院
実習ではできない貴重な体験ができた」「和医大の地域医療枠の学生と実習でき、交流を深めら
れたので大変良かった」「それぞれの病院・診療所、先生によって色んな考え方があり、それを感じ
られて良かった」等の感想があり、まだまだ改善の余地はありますが、今回の研修の目的は達成でき
たのではないかと感じています。
　このような機会を通して、学生同士が互いに刺激し合い、共に高め合い、和歌山県の地域医療を
担う立派な医師へと成長してくれることを心より願っています。
　私たち地域医療支援センター教員、スタッフ一同、今後も学生たちが安心して勤務できるような
環境作りに取り組んで参りたいと思います。　
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実施要項

●研修の目的
　和歌山県立医科大学医学部　地域医療枠生と和歌山県出身の自治医科
大学医学部生が、県内へき地等の医療現場で実習・見学を行い、地域医
療の魅力や特性を理解し、地域医療に従事する医師の役割および責任に
ついての認識を深めることを目的とする。

●対象者
和歌山県立医科大学医学部地域医療枠学生　１～6年生（31名）

自治医科大学医学部　１～５年生（９名）

●日程
平成２５年８月２２日（木）、２３日（金）、２４日（土）
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和歌山県立医科大学・自治医科大学合同
病院研修　報告書

平成25年度
（2013）

病院研修スケジュール
（地域医療枠４，５年生、自治医科大学生）

（地域医療枠１～３年生・６年生）

 8月22日

  [病院実習]
  グループに分かれ、各病院・診療所で実習

  ●実習先病院 ・ 診療所
  　・ 高野山総合診療所（高野町）
  　　(自) 加藤真衣、　中井　潤
  　・ 国保野上厚生総合病院（紀美野町）
  　　(和) 汐﨑綾子、　真鍋倫代
  　・ 国吉診療所 ・ 長谷毛原診療所（紀美野町）
  　　(和) 石亀綾奈　　(自) 栩野祐一
  　・ 川上診療所 ・ 寒川診療所（日高川町）
  　　(和) 向井陽祐　　(自) 田島幸治
  　・ 大塔三川診療所 ・ 大塔富里診療所（田辺市）
  　　(自) 中村　諒
  　・ 国保すさみ病院（すさみ町）
  　　(和) 井上慎吾　　(自) 大谷亜里沙、渕田祐里
  　・ 白浜はまゆう病院（白浜町）
  　　(和) 長井善隆　　(自) 長谷美菜子
  　・ 那智勝浦町立温泉病院（那智勝浦町）
  　　(和) 半田早紀、山田裕規　　(自) 伊藤恭平
  
 8月23日

  [病院実習］
  実習終了、各病院・診療所出発

 15:00前後 紀州南部ロイヤルホテル　到着
  ２階「カトレア」にて発表用パワーポイント作成
 18:20 地域医療枠１～３年生と合流
 18:30 ２階「グランドホール」にて懇親会
  ～紀州南部ロイヤルホテル泊～

 8月24日

 7:00～ １階「ロイヤルホール」にて朝食

  自治医科大学生は和歌山市へ向け出発

 9:00 ２階「アイリス」集合
  地域医療枠４，５年生による発表会

 10:00 国保北山村診療所　宮本恭兵 医師による講演会

 11：00 紀州南部ロイヤルホテル　出発　〈借り上げバス〉

 12:10 和歌山県立医大　管理棟到着、解散

  
 8月23日

 9:50 和歌山県立医大　管理棟　集合

 10:00 和歌山県立医大　管理棟　出発　〈借り上げバス〉

  ［病院見学］
  海南医療センター　（１０：２０～１１：１０）
  ↓
  鮎茶屋で昼食　（１１：４５～１２：４５）
  ↓
  有田市立病院　（１３：００～１３：５０）
  ↓
  日高総合病院　（１５：００～１５：５０）
  ↓
  紀南病院　（１６：５５～１７：４５）
　 
 18:20 紀州南部ロイヤルホテル　到着
  自治医科大学生、地域医療枠４，５年生と合流
　 
 18:30 ２階「グランドホール」にて懇親会
　 
  ～紀州南部ロイヤルホテル泊～
 
 8月24日 
　 
 7:00～ １階「ロイヤルホール」にて朝食
　 
  自治医科大学生は和歌山市へ向け出発
　 
 9:00 ２階「アイリス」集合
  地域医療枠４，５年生による発表会

 10:00 国保北山村診療所　宮本　恭兵 医師による講演会

 11:00 紀州南部ロイヤルホテル　出発　〈借り上げバス〉

 12:10 和歌山県立医大　管理棟到着、解散
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和歌山県立医科大学
地域医療枠
（病院・診療所実習）

 学年 氏名 性別 実習先病院、診療所

 5 年生 石亀　綾奈 女 国吉・長谷毛原診療所

 5 年生 井上　慎吾 男 国保すさみ病院

 5 年生 長井　善隆 男 白浜はまゆう病院

 5 年生 向井　陽祐 男 川上・寒川診療所

 4 年生 汐﨑　綾子 女 国保野上厚生総合病院

 4 年生 半田　早紀 女 那智勝浦町立温泉病院

 4 年生 真鍋　倫代 女 国保野上厚生総合病院

 4 年生 山田　裕規 男 那智勝浦町立温泉病院

参加者名簿

自治医科大学
（病院・診療所実習） 

 学年 氏名 性別 実習先病院、診療所

 5 年生 田島　幸治 男 川上・寒川診療所

 5 年生 栩野　祐一 男 国吉・長谷毛原診療所

 5 年生 中村　　諒 男 大塔三川・富里診療所

 4 年生 伊藤　恭平 男 那智勝浦町立温泉病院

 3 年生 長谷　美菜子 女 白浜はまゆう病院

 2 年生 大谷　亜里沙 女 国保すさみ病院

 2 年生 渕田　祐里 女 国保すさみ病院

 1 年生 加藤　真衣 女 高野山総合診療所

 1 年生 中井　　潤 女 高野山総合診療所

和歌山県立医科大学
地域医療枠（病院見学）  

 学年 氏名 性別
 6 年生 川端　大輝 男

 6 年生 切士　雅子 女

 6 年生 出口　蓉子 女

 6 年生 鐵尾　真美 女

 3 年生 中　　暁洋 男

 3 年生 西山　浩武 男

 3 年生 山本　　章 男

 2 年生 奥村　晃平 男

 2 年生 角野　直央 男

 2 年生 川村　晃大 男

 2 年生 草野　恵利加 女

 2 年生 中西　宥介 男

 学年 氏名 性別
 2 年生 野田　幸治 男

 1 年生 今地　美帆子 女

 1 年生 大橋　　豪 男

 1 年生 恩地　菊乃 女

 1 年生 兼久　　亮 男

 1 年生 金光　達也 男

 1 年生 谷河　育朗 男

 1 年生 西村　美咲 女

 1 年生 東　　真生 女

 1 年生 宮井　　優 女

 1 年生 森下　　晃 男
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病院・診療所実習

８月２２日（木）、２３日（金）の２日間、

地域医療枠４，５年生と自治医大生が８グループに分かれ、

各病院・診療所で実習を行いました。

奈良県

三重県

那賀保健医療圏

橋本保健医療圏

和歌山保健医療圏

有田保健医療圏

御坊保健医療圏

田辺保健医療圏

新宮保健医療圏

大阪府

②野上厚生総合病院 ③国吉診療所

⑥白浜はまゆう病院

⑦国保すさみ病院

①高野山総合診療所

③長谷毛原診療所

④川上診療所

④寒川診療所

⑤大塔富里診療所

⑤大塔三川診療所

⑧那智勝浦町立温泉病院
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病院・診療所実習

①高①高野山野山総合総合診診療所療所

●位　　置 和歌山県伊都郡高野町大字高野山631番地

●診療科目 内科、外科、眼科、小児科
 院内標榜（平成22年4月～）　　　　　
 総合診療科（内科、外科、小児科）　
 眼科、整形外科　　　　　　　　　

●病床数 19床（平成24年4月1日～）（＊17床休床）
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病院・診療所実習

②国②国保野保野上厚上厚生総生総合病合病院院

●位　　置 和歌山県海草郡紀美野町小畑１９８番地

●診療科目 内科、外科、整形外科、産婦人科、神経精神科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、
 脳神経外科、リハビリテーション科

●病床数 一般病棟　１００床（うち亜急性期病床１０床）
 療養病棟　５４床
 精神病棟　１００床
 結核病棟　５３床（休止中）

8
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平成25年度
（2013）

Comment
　今回、野上厚生総合病院に伺い、病院・施設の見学、診療所・訪問看護に同行させていただき
ました。紀美野町は高齢化率が高く、患者さんもお年をめされている方が大半で、野上厚生総合
病院より東側に住まれている方は、病院へ行くのも一苦労だと想像できるので、近くに診療所が
あったり、訪問看護に来てくれるのはすごく助かるだろうと思いました。しかし、診療所も常勤の医
師はおらず、訪問看護も毎日行けるわけではないので、往診等への援助や地域の人々のつなが
り、人材が必要だと思いました。
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病院・診療所実習

③国③国吉吉・・長谷長谷毛原毛原診療診療所所

国吉診療所
●位　　置 和歌山県海草郡紀美野町田６３番地

●診療科目 内科、外科、整形外科

長谷毛原診療所
●位　　置 和歌山県海草郡紀美野町毛原宮254番地5

●診療科目 内科、外科、予防接種
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平成25年度
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Comment
　・　普段の病院実習では出来ない貴重な体験が出来てよかったです。地域の子どもたちと一緒に
過ごしたり、診療所での診察や処置を実際にさせていただき、この診療所を選んでよかったと思
いました。地域医療だけでなく、地域と関わっていくということを学べたと思います。

　・　さまざまな工夫をこらした取り組みをされており、その一部ではありますが見ることができ、貴重
な体験でした。
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病院・診療所実習

④川④川上上・・寒川寒川診療診療所所

川上診療所
●位　　置 和歌山県日高郡日高川町川原河264

●診療科目 内科、小児科、予防接種

寒川診療所
●位　　置 和歌山県日高郡日高川町寒川293

●診療科目 内科、小児科、予防接種
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平成25年度
（2013）

Comment
　・　診療所の先生の仕事を実際に見て、その先生と話をすることで、何が必要なのか、何に苦労す
るのか等、学校にいるだけでは分からないことを知ることができた。

　・　今回初めて診療所で実習させていただいたのですが、病院と診療所の違いや患者さんの違い
など、実際の僻地医療を垣間見え、大変有意義な実習になったと思います。
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病院・診療所実習

⑤大⑤大塔塔三川三川・・富里富里診療診療所所

大塔三川診療所
●位　　置 和歌山県田辺市合川678-3

●診療科目 内科、外科、小児科

大塔富里診療所
●位　　置 和歌山県田辺市下川下930

●診療科目 内科、外科、小児科
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Comment
　・　毎年地域の中核病院で実習させていただいていましたが、今年は初めて診療所で学びました。
全部で３０以上の症例を見せていただき、総合医を目指している自分にとっては非常に勉強に
なりました。
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病院・診療所実習

⑥白⑥白浜は浜はままゆゆうう病病院院

●位　　置 和歌山県西牟婁郡白浜町1447番地

●診療科目 内科、外科、整形外科、小児科、婦人科、泌尿器科、皮膚科、
 眼科、耳鼻咽喉科、脳神経外科

●病床数 一般病棟 82床
　　　　　　　回復期リハ病棟 49床
　　　　　　　医療療養病棟 51床
　　　　　　　介護療養病棟 88床
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Comment
　・　各診療所を見て、どんな所か知る事ができて良かった。

　・　和医大の地域枠の方と実習できて、将来一緒に働く方と交流を深められ、大変良かったです。
はまゆう病院とその他の診療所が深く強く連携している点を知り、印象に残りました。
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病院・診療所実習

⑦国⑦国保す保すささみみ病院病院

●位　　置 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見2380

●診療科目 内科、外科、リハビリテーション科

●病床数 一般病床４８床
 療養病床２４床（医療型６床、介護型１８床）
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和歌山県立医科大学・自治医科大学合同
病院研修　報告書

平成25年度
（2013）

Comment
　・　良い意味で地域医療とは違った病院見学が出来た。地域に着目し、そこから何が得られるのか
というストイックな姿勢や、チャレンジ精神に感動し、前向きに頑張らなければと励まされました。

　・　地域医療のイメージが大きく変化した。すさみ病院の町でしかできない取り組みについて、学べ
てよかったと思う。院長先生の“攻めの予防”に感動した。
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病院・診療所実習

⑧那⑧那智勝智勝浦町浦町立立温泉温泉病病院院

●位　　置 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字天満４８３番地の１

●診療科目 内科、糖尿病内科、循環器内科、整形外科、外科、
 婦人科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、理学療法科、　
 人工透析、放射線科、中央検査科

●病床数 一般病床　９０ 床　　
 療養病床　６０ 床
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和歌山県立医科大学・自治医科大学合同
病院研修　報告書

平成25年度
（2013）

Comment
　・　病院見学等では、患者さんの病態の概要も軽く教えてもらえ、本当に様々な疾患の患者さんが
いらっしゃることに驚きました。ですが、まだまだ説明していただいても難しいところも多く、来年
くらいにはもう少しついていけるようになりたいです。

　・　今回、初めて那智勝浦町立温泉病院に行かせていただいて、最初は遠いという印象しかありま
せんでしたが、実習をさせていただいて、地域で医療を行うということはこういうことなのだと少
し実感が湧いた気がします。

　・　那智勝浦町立温泉病院はその地域の中で中核となる病院となっていて、先生方のお仕事を少
し見学させていただくだけでも、大変勉強になったと思います。
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奈良県

三重県

大阪府

那賀保健医療圏

和歌山保健医療圏

有田保健医療圏

御坊保健医療圏

田辺保健医療圏

新宮保健医療圏

①海南医療センター

②有田市立病院

③国保日高総合病院

④社会保険紀南病院

病院見学

　８月２３日（金）、地域医療枠１～３年生と６年生が県内４病院を訪問し、

病院の概要説明や、各医療圏での病院の役割、

その病院で働く医師の話を聞き、その後、院内見学を行いました。

橋本保健医療圏
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①海南医①海南医療療セセンンタターー

●位　　置　：　和歌山県海南市日方1522番地1

●診療科目　： 内科、外科、整形外科、小児科、泌尿器科、婦人科、眼
科、耳鼻いんこう科、皮膚科、麻酔科、リハビリテーショ
ン科、放射線科　※内視鏡センター、健診センター

●病床数　　　  ： 150床　
 ※4床室24室、2床室2室、1床室50室
 （特別室3室、重症室5室、無菌2室、一般個室40室）

病院見学
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②有田市②有田市立病立病院院

●位　　置　：　和歌山県有田市宮崎町６番地

●診療科目　： 内科、循環器科、脳神経外科、外科、整形外科、産婦人
科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、皮膚科

●病床数　　： 一般153床
 感染症４床
 （平成11年４月１日第二種感染症医療機関の指定）

病院見学
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病院見学 ③国保③国保日日高総合病高総合病院院

●位　　置　：　和歌山県御坊市薗１１６番地２

●診療科目　： 第１内科（消化器）、第２内科（内分泌）、内科（循環器）、小児
科、産婦人科、外科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、眼科、
精神科、整形外科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、リハビリ
テーション、透析センター、認知症疾患医療センター

●病床数　　： 一般病床　300床
 精神病床　100床　
 感染症病床　4床

26



和歌山県立医科大学・自治医科大学合同
病院研修　報告書

平成25年度
（2013）

●位　　置　：　和歌山県田辺市新庄町４６番地の７０

●診療科目　： 内科、消化器科、循環器科、呼吸器内科、神経内科、透
析科、外科、小児外科、呼吸器外科、小児科、脳神経外
科、心臓血管外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、整形外
科、リハビリ科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、麻酔科、皮
膚科、放射線科、精神・神経科、救急科、形成外科

●病床数　　： 一般病床  ３５２床
 （感染症  ４床、 ＮＩＣＵ  ６床、 ＩＣＵ・ＣＣＵ  ８床）

④社会保④社会保険紀険紀南南病院病院病院見学
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実習発表会

白浜はまゆう病院実習の発表白浜はまゆう病院実習の発表

６年生からの質問

国保すさみ病院実習の発表

国吉・長谷毛原診療所実習の発表

６年生からの質問

那智勝浦町立温泉病院実習の発表那智勝浦町立温泉病院実習の発表

国保野上厚生総合病院実習の発表国保野上厚生総合病院実習の発表
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白浜はまゆう病院実習の発表

６年生からの質問６年生からの質問

国保すさみ病院実習の発表国保すさみ病院実習の発表

国吉・長谷毛原診療所実習の発表国吉・長谷毛原診療所実習の発表

６年生からの質問６年生からの質問

那智勝浦町立温泉病院実習の発表

国保野上厚生総合病院実習の発表
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国保北山診療所　所長　宮本　恭兵　医師講演会
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8月22日㈭、26日㈪
NHK和歌山「あすのWA」
「ニュース845」で
放送されました。

紀伊民放に掲載
されました。
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学生レポート

和歌山県立医科大学医学部地域医療枠５年生　長井　善隆

　今回私たち５年生は自治医科大学の学生とともに和歌山県下にある地域の病院で実習を行った。自治医科大

学の学生は一年生の頃から夏休み中に和歌山県下の病院での地域実習を行っているが、和歌山県立医科大学

の学生は今回が二回目の試みである。地域医療枠の学生でありながら、実際の地域の現場や病院を知らない私

たちにとってこの実習は、どこか期待と不安の入り混じるものだった。

　実習の目的は実際の和歌山県の地域の病院見学と自治医科大学の学生との交流である。まず地域の病院や

診療所の施設で印象的だった事は、現場にいる医師も高齢化が進んでいるということである。白浜はまゆう病院

の医師の平均年齢が５０歳前後であり、あと１０年少し経てば、現場にいる医師の数が激減してしまうのだろう。地

域で働く医師がいなくなるまでに、その地域で働くノウハウをしっかり引き継いでいかないとすぐに医療体制が悪く

なるのではないかと思い、気が引き締まる思いだった。

　自治医科大学の学生との交流はとても楽しく、刺激的なものだった。同じ目的だが違う大学にいる彼らが学ん

でいることは、将来一緒に働くにあたって新しい視点を生み出すきっかけになる気がした。彼らと切磋琢磨し、良い

医療ができるように努力したいと思う。

　最後に、今回地域実習を行うにあたってご協力頂いた関係者の皆様に感謝いたします。

和歌山県立医科大学医学部地域医療枠４年生　真鍋　倫代

　今回病院研修として国保野上厚生総合病院に伺った。病院や施設、診療所の見学、訪問看護への同行などを

経験させていただいたことで地域医療の姿を垣間見ることができたように思う。全体を通して私が感じたことはま

ず住民における高齢者の比率の高さである。高齢者の方が多い分病院内で薬の梱包が服用時間ごとになされ

ていたり、病院へ簡単に足を運べない方々のために紀美野町に存在する診療所へ週１回訪問して診療・薬の処

方を行ったり、訪問看護が行われていたりと様々な工夫をしているのだと感じ取ることができた。また訪問看護に

同行させていただいた際に看護師の方とお話をしたり、それを受けていらっしゃる方 を々実際に拝見したりしたこと

により自宅で医療を受けることの難しさについても考えさせられた。病院というなれない場所で生活することはそ

れだけで患者さんに大きなストレスをかける可能性があり、家に戻れるのであればという気持ちでリハビリや治療

に熱心に取り組む方もいらっしゃるそうだ。病気を治療するという意味では体制が整っている病院が安全なのかも

しれないが、自分の慣れ親しんだ場所から得ることができる安心感は何物にも代えがたいのではないだろうか。し

かしそれと同時に家族や周囲の方々にかかる負担はどうしても増えてしまうためそのサポートが必要不可欠であ

ると思った。

　最後になりましたが、阿河院長を始め病院研修にご協力いただき貴重な体験をさせてくださった国保野上厚生

総合病院の皆様本当にありがとうございました。
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和歌山県立医科大学医学部地域医療枠3年生　山本　章

　私達3回生は１回生、２回生と共に一泊二日の日程で研修を行いました。初日は四カ所の病院を回り、それぞれ

の施設を見学させていただきました。比較的新しい病院も多く、地域の病院としては充実しているというのが率直

な感想です。将来、実際に働くであろう病院を見学することで、職場の雰囲気や具体的な仕事内容も知ることが

できました。病院の先生の話を聞いて大切だと感じたことは地域病院と中核病院の連携です。地域病院では診る

ことのできる患者に限りがあるため、中核病院に紹介する、また逆に紹介されるといった関係が大切になってきま

す。こういった関係をスムーズにすることが地域医療の向上につながるのではないかと思います。また、地震や津

波に対する対策を進めていくことも今後の大きな課題であると感じました。

　夜の懇親会では上回生の先輩と自治医大の学生の方も加わり、交流の輪を深めることができました。同世代

の自治医大生と顔を合わせるのは今回が初めてで、将来同じ地域で働くことになる仲間と、このように早い時期

から交流できたことはよかったと思います。できれば来年以降も自治医大生と交流し、それぞれが持っている考え

や卒後の働き方などについて意見を交換していきたいです。

和歌山県立医科大学医学部地域医療枠２年生　奥村　晃平

　これから先、日本は急激な高齢化をむかえ、和歌山県も例外ではない。もちろん高度に専門化した医師も必要

であるが、疾病構造が変化し高血圧や糖尿病などの慢性疾患を複数抱えている高齢者が患者の中心になる。そ

のような患者にとって、疾患によって診療科を変えるのは大きな負担であり、各病院で先生方がおっしゃっていた

ように、プライマリーな部分はどの科でも診れるという医師のニーズが今後高まってくる。その社会的ニーズを将

来自分たちが担っていくという使命を今回の見学で新たにした。和歌山県は全体的にみると医師数はそれほど不

足していないが、都市部への偏在により地域の医師不足が深刻である。そんな中でも、どの病院の先生方も何と

かして地域に貢献し、安心して暮らしていけるようにと努力されている様子が伺えた。私は、あらゆる慢性疾患に

加えて、急性疾患にも対応できる医師を目指している。その目標にゴールはないが、一生勉強であることを自分に

課し、現場に出るまではまだまだ学ぶべきことが多くあるが、今の勉強もその過程だと思い努力していきたい。そし

て、「忘己利他」の精神を今もこれからもずっと念頭に置き、患者さんに信頼され、そして感謝されるという医者と

して冥利に尽きることを自らが実感できるよう頑張っていきたい。
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学生レポート

和歌山県立医科大学医学部地域医療枠１年生　西村　美咲

　今回8月23、24日に行われた「自治医科大学・和歌山県立医科大学合同病院研修」で、私達地域医療枠の学

生達は多くのことを体験し、学ぶことができました。一日目は、海南医療センター、有田市立病院、日高総合病院、

紀南病院の4つの病院を見学し、院長のお話を聞かせて頂きました。それぞれの病院の掲げる理念やこれからの

社会に対する病院のあり方を説明して頂き、リアルな病院の様子が肌で感じられました。和歌山県の持つ大きな

問題として、高齢者の増加や地震対策が主に挙げられますが、その両者に対しての各病院の取り組みも聞かせ

て頂き、常に変化していく社会に適した病院であろうと進み続ける姿に、心動かされたことを覚えています。二日

目の発表会では和歌山県内の病院や診療所の取り組みがよく分かり、また現在和歌山県の飛び地である北山村

で唯一の医師として活躍なさっている宮本恭兵先生のお話からは地域医療を支える医師がどうあるべきか、また

どのような医師を目指せばよいのか再び考えさせられました。

　今回の研修では地域医療についてより理解が深まり、将来の自分のあり方について更に明確なイメージを持つ

ことが出来ました。その理想に一歩ずつでも近づいていけるように、この強い気持ちを忘れずに日々 努力し学び続

けたいです。
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自治医科大学医学部５年生　中村　諒

　今回私は、和歌山県紀南地域の三川・富里診療所で実習させていただいた。実習内容は主に外来での診察

(問診・身体診察)であった。診療所は医師1人・看護師2人で、検査機材・薬剤の限られた僻地医療である。このよ

うな場所で私が学んだことは「診察(問診・身体診察)の意義」と「予防医療の重要性」の二つである。

　人口500人程度と極めて人口が少なく、高齢化率が50％前後の所謂限界集落であるが、患者さんの数は一日

30～40人と医師一人で診察するには多い。患者さん一人に与えられる時間が少なく、医療資源も限られた中で、

緊急度・重症度の高い疾患を鑑別し、適切な診断に至らなければならない。このような厳しい環境の中で診療を

するためには、適切な問診により情報を取捨選択し、診断する上で有用な身体所見を得る診察技術の向上が必

要不可欠である。いかなる病院で診療するにあたっても、この技術を持つに超したことはない。だが、大学病院で

は診断に至るために選ぶことのできる検査が十分備わっており、仮に診察で見落としがあっても、検査により診断

に至ることもあるであろう。それに対し血液検査でさえ、結果が出るのは早くてその日の夕方であるような診療所

では、診断に至るために、より重要となるのは問診と身体診察である。特定の疾患に対して有用である、感度・得

意度が高いということが示されている診察の知識があり、それを適切に行うことができることは、地域医療では武

器に他ならない。感度・得意度が高いということは、検査特性に優れるということであり、問診・身体診察は重要な

「検査」であるといえる。実習を通じてこの知識と技術の習得の重要性を強く感じた。

　診療所の入口に、帯状疱疹予防のための水痘ワクチン接種を勧めるお知らせがあった。帯状疱疹は水痘に罹

患した患者さんが、十数年後から数十年後に免疫力が低下した時に、神経節に潜伏感染していたウイルスが再

活性化し、帯状に皮疹を形成したものである。時折皮疹を形成する前後に神経痛を呈することがあり、これは時

に難治性であり、患者さんのQOLを損ねる原因となる。日本では帯状疱疹・神経痛予防のために水痘ワクチンを

接種することは、今のところ一般的ではない。だが2005年NEJMにてその有用性が明らかにされ、それぞれ発症

を50％以上抑えることができるとされた。これを根拠にこの診療所では予防接種を推奨しているのだが、私はこ

のことからいくつか感銘を受けた点がある。まず一つに診療所であっても、インターネットが普及している現在では

他に劣らず情報収集を行うことができ、まだ一般的に行われていないようなことでも、可能かつ有用なものであれ

ば積極的に取り入れている点である。どこにいても、自分のやる気次第で知識を集め、患者さんに還元することが

でき、診療所でのこの試みは将来地域医療に従事する私にとっては非常に勇気付られるものであった。またこの

予防接種から、地域での予防医療の重要性を再認識した。生活習慣病をはじめ、運動器疾患・認知症など年齢

を重ねるごとに罹患率は増加する。医療資源の限られた地域でこそ、また高齢者が多い地域でこそ、これらの病

気を患うリスクを減らすことが重要である。これらを予防するために医療従事者が積極的に介入することで、患者

さんのQOLを維持することができる。予防医療は患者さんと密着性の高い地域医療でこそ効果を発揮すること

ができるであろう。

　2日間という短い間であったが、私にとって得られたものは大きく、これから医学を勉強していく上でモチベー

ション高く、日々 精進できると思う。
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学生レポート

自治医科大学医学部4年生　伊藤　恭平

　私は、今回那智勝浦町立温泉病院にて、8月22日、23日の2日間夏期研修をさせていただきました。研修させ

ていただく以前は、地理的に和歌山市から離れていて、いわゆる田舎の病院といったイメージでしたが、2日間病

院を見学させていただいて、この温泉病院がこの地域にとってなくてはならない医療機関であり、その地域住民

から大変必要とされていることが強く感じられました。夜間など、医師一人で対応しなければならない状況もある

というお話を聞き、実際に自分が数年後そのようなことができるのだろうかということを少し不安にも感じ、やはり

学生のうちに幅広く学んでおくべきだと改めて実感させられました。

　今回の夏期研修では、例年のものとは異なり、和歌山県立医科大学地域医療枠の4年生の2人の学生ととも

に研修させていただきました。こういった機会を通して、将来医師としてお互いに協力し合えるような関係性の基

盤を作ることができれば良いなと思いました。今回の夏期研修では、2日目の和歌山県立医科大学の方 と々の懇

親会などもあり、病院を見学させていただける時間が例年より少し短かったように感じられたので、もう少し長く病

院を見学させていただく時間を取っていただけるとより良い実習になるのではないかと感じられました。

自治医科大学医学部3年生　長谷　美菜子

　私は二日間、白浜はまゆう病院とその周辺診療所で研修させていただいた。

　白浜町は少子高齢化が進み、いわゆる僻地と呼ばれる地域も存在する。そのような地域で十分な医療を提供

してゆくことは容易ではないが、電子カルテ化による情報の共有など、はまゆう病院と周辺診療所の連携の強化

や、往診・訪問看護の実施など、様々な対策がとられていることを知った。

　患者さんの病気だけではなく、家庭、生活環境、趣味などの背景にも配慮し、一個人として診察されていた診療

所の先生の姿に感銘を受けた。学校の授業以上に強く自分の将来を意識する機会となった。地域医療の一端を

担い、また人として患者さんと向き合える医師になりたいと改めて感じた。

　和歌山県立医大地域医療枠の学生の皆様との合同研修・懇親会は、今までの夏期研修とは一味違い、新鮮

でよい刺激を受けた。将来、ともに和歌山県の地域医療を支える仲間が増えたことは純粋に嬉しく、心強く感じ

た。

　今回の研修で学んだことを生かし、意識を新たに日々 精進してゆきたいと思う。

　このような研修の機会を与えて下さった関係者の方 に々感謝を申し上げたい。
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引率者からのコメント

　今年で３回目となりました和歌山県地域医療支援センターの夏の「病院研修」です。初

年度は手探りではじめて和歌山県立医科大学地域医療枠の学生の「縦のつながり」は強

くなってきているように感じました。さて、３年目の今年は和歌山県庁・自治医科大学和歌山県人会の協力のもと病院・診

療所に和歌山医大・自治医大のペアで実習してもらうという試みを行いました。他府県では取り入れているので和歌山

県も遅れるわけにはいきません。

　実習から報告のパワーポイントづくり、懇親会、卓球大会？と楽しく過ごしてもらえたと思っております。

　将来、同じ病院・診療所で勤務する機会があるかもしれない２大学の学生が交流できたことは非常に有意義であった

はずです。

　医師になってもお互いに仲良く勤務してくれる事を祈っております。

地域医療支援センター　副センター長　島　幸宏

夏の病院研修

　今回、県内の病院・診療所にご協力いただき、和歌山県立医科大学地域医療枠学生と

自治医科大学学生の合同研修会を開催することができました。

　和歌山県立医科大学地域医療枠の１期生が６年生となり、地域での勤務が日々 近づいてくる中、「実際にへき地等で

勤務している先生の下で医療を体験してもらいたい」、「将来、同じ職場で働くかもしれない自治医科大学学生との交流

を深めてもらいたい」と思い、地域医療支援センターの皆さんと一緒に計画しました。

　初回ということで、試行錯誤を繰り返しながら、「少しでも役に立つ研修」、「少しでも楽しい研修」を目指しました。まだ

まだ改善の余地はありますが、「地域医療の体験」、「学生同士の交流」という当初の目標は達成できたかなと思います。

　また、懇親会には、県庁からも参加させていただき、普段なかなか会う事のない学生さん達と話す機会を持てた事は、

私たちにとっても大変良い経験となりました。

　最後に、研修先病院・診療所の皆様、自治医科大学卒業医師の皆様、大変お忙しい中、ご協力をいただきありがとうご

ざいました。

和歌山県福祉保健部健康局医務課　主査　西岡　匠

和歌山県立医科大学地域医療枠学生と
自治医科大学学生との合同研修会
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和歌山県地域医療支援センター

〒641-8509　和歌山市紀三井寺811-1
和歌山県立医科大学内
TEL ： 073-441-0845　FAX ： 073-441-0846
http://www.cmsc.jp/
　 https://ja-jp.facebook.com/W.CMSC

●JR紀三井寺駅 → 徒歩（約10分）
●JR和歌山駅 → バス・タクシー
●南海和歌山市駅 → バス・タクシー
●JR和歌山駅前
　1番のりば「医大病院」行  約25分
　2番のりば「医大病院」行  約30分

●南海和歌山市駅前
　5番のりば「医大病院」行  約30分
　6番のりば「医大病院」行  約30分
　9番のりば「城北橋経由マリーナシティ」行  約30分
　10番のりば「海南日限下」行  約30分
　いずれも「医大病院前」下車徒歩3分
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