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No blame culture 
（つるし上げの場にしない！） 

グランド・ルール 



Praise culture 
（しっかり褒めてあげて！） 



研修内容 

• 外来診療の見学 

• 事務所での業務 

• 検診業務(乳幼児、こども園、小学校、高
校) 

• 訪問看護 

• 通所リハビリ 

• 南山苑での回診 

• 検査業務(尿検査、血液検査、内視鏡など) 

• 消防署での研修 



和歌山県 



青葉まつり 



外来診療 

• 慢性疾患＞急性期 

 →「疾患ではなく、人を診る」 

 →ガイドラインに則った治療だけではダメ 

 →患者背景で柔軟な対応を 

    

• 専門外も対応できる知識と経験の必要性 

 →「自分の専門外なので診れません」 

 →幅広い科への理解と緊急度の判断 

 

 



検査業務 

• 当直帯では医師・看護師が分担しないと
いけない 

 →検査の必要性の吟味 

 →問診・身体診察の大事さを再認識 

  （検査結果を予測する） 



事務所での業務、検診業務 

• どちらも大学病院ではしないこと 

 →貴重な経験となった 

訪問看護、通所リハビリ 

• 高齢化社会で高まるニーズ 

 →患者や地域の背景に合致する医療 

  先を見据えた医療計画 
  ⇨Advance Care Planning（ACP）の推進 

 

 

 



たとえば、こんな経験ありませんか？ 

92歳、女性（施設に入所している、認知症）  

食事中によくムセている 

夕方から発熱、息も苦しそう 
 

聞くと、年に数回は誤嚥性肺炎を繰り返し・・・ 



直面する課題 

• この先、治療はどうしよう？ 

 （どの程度の侵襲までなら許容される？） 

• 良くなってからの食事は元のまま？ 

        嚥下リハは？点滴？胃瘻までする？ 

• 本人の希望は分からない（認知症のため） 

• 家族は決めきれない。。。 



こんなこと、本人の意思なしに 
決められない！！ 



ACP 
（人生会議） 

広い意味での、終活です 

ざっくり言うと 
 



ACP 
（人生会議） 

人は誰しも必ず死ぬ 

 
『墓石や仏壇は準備する』のに、 
『気に入った葬儀屋さんも予約』して 
 終活をビジネスにしていく時代なのに 
 

死に方を話し合うのはタブーなの？？ 



ACP 
（人生会議） 

2016年の平均寿命 
 男性 80.98歳 
 女性 87.14歳 
 

平均寿命から健康寿命を差し引いた期間 

 男性 9.2年  

 女性 12.7年 

（海外の平均は7年程度） 
 
日本は健康保険制度が充実しており 
    医療へのアクセスが良好なため 

 
 
本人の意思の推定が困難な場合に 

 

『本人の意思に反した 
  医療処置や搬送が行われる可能性』 
   があることが問題点として挙げられる 

 
 



ACP 
（人生会議） 

いつもやっていない？DNARの確認 
  ・心臓マッサージはする or しない 
  ・気管挿管での人工呼吸はする or しない 
  ・強心薬は使用する or しない 
   

“決めること” 

 
 

 

『もしもの時を想像し』 

 『その時に大事にしたいことや希望を確認』 

   『そのプロセスを通して価値観を共有する』 

 
 

≠ 



ACP 

長所 

• 意思を尊重できる 

• 満足感の向上 

• 遺される家族の後悔や
自責の念の軽減 

 

 

短所 

• 時間と手間がかかる 

• 精神的なストレス 
（考えたくない人も居る） 



９２歳、女性 誤嚥性肺炎 

もし、この人にACPが成されてたら・・・ 

 

 

ご本人、家族にとって 

   違った最期があったかもしれない 



消防署での研修 

• 6/12, 6/19の２日間 

• 搬入件数２件 

 （２件とも橋本市民病院） 

• 高野山のアクセスの悪さ 

 →受け入れ先の病院へなかなかつかない 

 →現場の判断・コミュニケーションが不可欠 

 

★和歌山県民の救急車へ道を譲る気持ち👏 



地域医療で気になった点① 

※Geogleから転載 



地域研修で気になった点① 

• 感染症対策不足 

 →かかりつけ患者の感染症の有無が不明 
  （全例検査するのも…） 

 →海外からの観光客も多い 

 ⇨定期的な医療従事者の抗体価チェック 

  ディスポの手袋やマスク着用 

  医療感染性廃棄物の分別 

  (輸入)感染症対策 

          →ex. マニュアル作成 

 



「標準予防策」 
「標準予防策(スタンダードプリコーション)」 

  
→「すべての湿性生体物質は何らかの感染症を 

  持っている可能性がある」という概念を 

  前提にした対策の総称。 

【湿性生体物質】 

・すべての血液 

・体液（汗は除く） 

・すべての粘膜（口、鼻、眼、膣、消化管、直腸、肛門） 

・創傷のある皮膚（手荒れや皮膚病変を含む） 



「標準予防策」 

「標準予防策(スタンダードプリコーション)」 

 →「すべての湿性生体物質は何らかの感染症を持って
いる可能性がある」という概念を前提にした対策の総称。 

 

【湿性生体物質】 

・すべての血液 

・体液（汗は除く） 

・すべての粘膜（口、鼻、眼、膣、消化管、直腸、肛門） 

・創傷のある皮膚（手荒れや皮膚病変を含む） 

具体的対策（＠市立札幌病院） 
①手指消毒 
②防護具の適切な使用 
③呼吸器衛生/咳エチケット 
④鋭利器具の取り扱い 
⑤患者に使用した医療器具の取り扱い 
⑥患者配置 
⑦環境対策 
⑧リネンの適切な取り扱い 
⑨腰椎穿刺時の感染防止手技 



例えば… 
現在流行中の「風疹」の場合 

【感染経路】飛沫感染 

ウイルス排泄期間：発疹発現7日前〜出現5日後 

【臨床症状】 

潜伏期：14〜21日 

発熱、発疹、リンパ節腫脹（不顕性感染も多い） 

【治療】対症療法 

【合併症】 

脳炎、血小板減少性紫斑病 

先天性風疹症候群（妊婦） 

飛沫感染を防ぐ！ 
感染拡大を防ぐ！ 



風疹抗体価 

職員 2018/10 風疹IgG その後のワクチン接種 

A 6.4 済み 

B 7.4 済み 

C 0.3 済み（２回接種） 

D 0.4 済み（２回接種） 

E 7.9 済み 

F 0.6 未（身体上の都合により） 

2018年に高野山総合診療所で風疹抗体価チェック 
 ⇨職員6/30人が抗体陰性(内5人は未実施) 
 ⇨追加でワクチン接種施行 

ワクチン接種後の抗体検査は未施行 

        ⇨定期的な抗体価チェックを 



地域研修で気になった点② 

・抗生剤の使用方法 
  
 →施設でキノロン系など広域スペクトラム抗菌薬の処方が多い 

  耐性菌の誘導や結核の診断遅延の危険 

  紹介先の病院で、使用する抗菌薬が制限される 

 

 →小児の風邪で、『抗生剤の処方希望』が多い 

  『風邪には抗生剤』という誤解 

   この地域での保護者教育が必要！！ 
       
   
 
 
 



診療所で気になった点③ 

• 救急対応 

 人出不足 

 救急も当直もやるなら夜間は特に人出不足 

  →医師や看護師の配分調整 

 

 

 
・月曜日の人手を火・水や当直へ 
・整形外来集約化 
・看護師確保（待機要員は可能？） 



転院が必要な場合… 

 
救急車・転院先の病院・ドクターヘリ要請 

 →手続きが煩雑 
 
⇨簡便なマニュアル 
 医療機関同士のスムーズな連携 

 顔の見える関係性 
  （医大、市民病院、消防 etc.） 

     



医療システムの有効活用 

【遠隔医療支援システム・JOIN】 

• 和歌山県立医大とのインターネット回線を
利用したテレビ会議システム 

• 橋本市民病院との非公開SNS 

• 救急搬送での医療機関の情報共有のツール
として有効活用できないか？ 

  



診療所で良いと思った点 

• 合剤が積極的に使用されている 

 →服薬コンプライアンスの面で良い 

  患者の経済的負担も減る 

 

• 設備が整っている 

 →この規模の診療所でCTも撮れる 

   放射線技師・臨床検査技師さんもいる 

 

・病院にWi-Fi   



高野山・街のアレコレ 

GOOD 

 公衆衛生、環境 

 キレイな公衆トイレがたくさんある 

 ベンチも案内板も適宜ある 
 

BAD 

キャッシュレスへの対応 

 高野山までの山道 

→公共交通機関利用の呼びかけ、看板設置 





最後に 

大学での研修では経験できないことを経験 

させていただきました。 

地域医療に加え、観光地医療の側面も同時に
学ぶ機会となり、貴重な経験となりました。 

 

1か月間本当にありがとうございました。 


