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1、 高野町立高野山総合診療所の概要 (平成 27年 8月 現在 )

診療科 目 :内科・小児科、外科、 1艮科

院内標榜 :総合診療科 1(予約制)、 2

病床数 19床 (17床休床 )

建築年月日 昭和 41年 10月 3日

構造 鉄筋コンクリー ト造  2階建

① 本館延べ面積 1,789.66111

病床数 13床
② 別館延べ面積 225 50 nl

病床数 6床
基本方針

1.地域住民の健康増進に寄与

2.観光地における救急医療の確立

医師

院長 廣内幸雄先生

副院長 土生康雅先生

医師 蒸野寿紀先生

非常勤医師

眼科 :金桂沫先生、廣瀬順 一先生

整形外科 :大賓英矢先生、木岡雅彦先生

平成 24年 4月 に高野山病院か ら高野山総合診療所へと変わった。

移行 した理由

1 人院患者数の減少、財政事情
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町人口の減少

専門医療の充実、初期より2次医療機関で加療

診療報酬不利に (7:1看護)

医師、看護師の確保困難

高野町の沿革と概要

・高野町の中心集落である高野山上は、真言宗総本山金剛峯寺はじめ、117の寺院 (う

ち 52ヵ 寺が宿坊寺院、山全体で 1日 2万 人が泊まれる)や 町家、商店が建ち並び、町

人日の 6割を占め、役場、診療所、警察などがそろっており、また我が国有数の宗教

的都市、観光都市として多くの文化的遺産を有している。

。観光客は年間約 150万 人が訪れ宿泊するが、町人回は約 5千人と毎年減少傾向にあ

る。また、観光客の多くは外国人であり、私が宿泊した宿坊でも宿泊客の半数以 上が

外国人であった。

このような外国人観光客の方が診療所に来診されることもあり、言葉が通じず、大変

そうであった。
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3、 研修 スケジュール

(1診の見学 )

1診 とは、予約されていた患者さんを診察 し、高血圧、糖尿病や脂質異常症な どと

いった主に慢性疾患の患者さんがほとんどであった。 1診では、廣内院長先生にご指

導を受けた。まず、 1診の流れとしては、患者さんの訴えを聞く問診、次に視診、聴

診、触診、打診を行 う診察。視診は貧血や肝臓が正常に機能 しているかなどをみて、

聴診は聴診器で心臓の音を聞き、触診は首、胸などにしこりがないかどうか、浮腫は

ないかなどを確認 し、打診は神経反射が起 こるかどうかなどを確認 していた。 この診

察で何か異常があれば、CTや X線などの検査をする。この結果より診断し、治療、業

を処方する。主に画像診断するときは、病気の見落としをなくすために画像をスケッ

チ して、脳まで情報をきちんと届かせることが大事だと、廣内院長先生はおっしゃっ

ていた。また、業とは、良い効果を及ぼす作用だけではな く、悪い効果を及ぼす副作

用もあ り、業を扱 うときは副作用に |^分気をつけなければな らなく、薬は危険なもの

で命 とりになるということを学んだ。最後に、帯状疱疹の患者さんの写真を見せても

らったが、それは私にとって衝撃的なものだったc帯状疱疹は加齢やス トレスの活性

化で生じ、一部分の神経にそってのみでるc二 筒所にでていオlば、それは帯状疱疹で

はない。今の自分は知識が全くないため、勉強をして、帯状疱疹をはじめ様々な病気

を知 りたいと思った。

(訪 間看護 )

高野山総合診療所では、週に一回、ケアマネージャーさんが最初に決めた時間だけ、

その家庭を訪問している。私が同行させてもらった家庭は、母親が自律神経失調症で、

息子が精神疾患であった。そ こでの滞在時間は 30分間だったが、患者さんと看護師さ

んの会話は弾んでいた。まるで、親戚のように話をしていて、信頼関係を築くことが

大切であると感 じた。そのためには、コミュニケーション能力は当然必要であるし、

親身になって話を聞くことが大事である。訪問看護で看護師さんは、患者さんの話を

聞くことで変わったことがないかみてお り、薬をきちんと飲 まない患者さんに対 して

も、怒った りすることなく優 しく接することを心がけているそ うだ。医療の現場は、

人間関係と思いや りや優 しさからも成 り立っているのだなと思った。

午 前 午後

8月 20日 オリエンテーション

1診の見学

訪問看護

2診の見学

放射線 (⊂T・ レン トゲン)

の見学

8月 21日 検査室の見学

内視鏡・エコーの見学

スライド・レポート作成



(放射線 (⊂ T。 レントゲン))

ここでは、⊂丁とレントゲンについて大まかに教えてもらいました。C丁 は身体を輪切

りに写 したもので、三次元に再現できるものである。青は数 10分かかっていたそ うだ

が、今では数 10秒で撮ることができる。×線をよく吸収する骨などは白く写 り、X線

を透過する脂肪やガスなどは黒く写る。現在では、検出器の感度が Lが り、少なめの X

線 ■で今までと同様の画像がとれるようになったそ うだ。また、レン トゲンは二次元

で再現 し、板状のものを置いてそ こに残像を残 していると知った。C丁 もレントゲンも

造影剤という薬を使って、X線を透過 しやすくすることがある。また、検査の結果はデ

ジタルで送信さオl、 すべての端末でみることができる。 このような仕組みを教えても

らい、す ごく興味がわき面白かった。これか らは、画像をみて何の臓器かわかるよう

に早くな りたい。

(2診の見学 )

2診 とは当日来 られた患者さんを診察 し、主に腹痛や熱などといった急性疾患の患

者さんが多い。 2診では蒸野先生にご指導を受けた。 2診 を見学途中に、海外か ら日

本へ観光にきていた外国人観光客が転んで手が痛いと来診 してきた。転んだのは少女

で、レン トゲンをとったが成長過程のため、明 らかな骨折はみ られなかった。 このと

き、骨折 していないと診断するのを蒸野先生方は悩んでいらっしゃった。折れている

と言うことは簡単だけれ ど、折れていないと否定することは、肯定することに比べて

難 しいことであると学んだ。また、言語が通 じないことの大変さ、そ して、英語圏以

外の外国人観光客には片言の英語は通 じないため、地域でも英語力はますます必要に

なってきていると実感 した c



(検査 )

採血した山1液 を機械にいれて、ヘモグロビンの値や赤血球の大きさなどを調べてい

た。基準値より外れているものは赤色で表示さオ1て いた。また、自分の尿を遠心分離

機にかけて、沈殿 したものを双 I艮鏡で赤血球や白血球などを観察 した。私はタンパク

の値が少 し高く、疲れていると値が高くなるそ うだ。

(内視鏡・エコーの見学)

廣内院長先生に内視鏡・エコーを触らせてもらった。まだ、一年生の私にとってす

ごく興味深いものであった。
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4、 感想

廣内院長先生、蒸野先生をはじめ放射線技師の長野先生や看護師のみなさんが一から

丁寧に教えてくださったことに感謝の気持ちと、勉学に励もうという気持ちがわいた。

まだ、一年生で知識がなくあまり医学的なことはわからないが、この夏期研修を通じ

て多くの刺激を受け、曖味だった自分の将来像が少し見えたような気がする。少なく

とも、先生方のような大変尊敬できる存在がいることで目指す将来像はイメージでき

た。また、地域医療はその地の地域住民と一体になることが重要だと感じた。幼少期

から高齢期まで一人の患者さんみていける医師になりたい。

5、 訪l辞

最期になりましたが、今回お 1比 話になった廣内院長先生、蒸野先生、そして高野山総

合診療所のみなさん、ありがとうございましたc

一
眩

7


