
「一緒にやりましょう！！」
院長からのメッセージ

離島・へき地・農村地帯に立地する徳洲会病院には、その
地域ごとに、さまざまな魅力がある。離島・へき地に腰を
据え、日々、診療・経営にあたっている院長に、自院の特徴
や他ではなかなか経験できないことなどを語ってもらった。

離島・へき地
病院特集
離島・へき地
病院特集

「入り人」多い魅惑の島
 緊急時供血者登録制度も

高齢者の方々が安楽に
暮らせるアイランドへ

「離島の離島」へ
 研修ツアーを実施

サイエンス漢方
処方に取り組む

地理的な不便
ほとんどない

医師として
成長を実感

働きやすさ求め
職場環境を整備

徳洲会の理念生きる病院
予防から在宅・看取りも

リフレッシュは
仕事帰りの温泉

真面目で優しい
スタッフが誇り

教育環境に自信
残る研修医多数

新築移転を計画
より働きやすく

豊かな自然で
地域医療学ぶ

身体診察など
スキルが向上

職員が仲良く
イベント参加

新空港が完成し
東京にも直行便

努力と工夫で
特色打ち出す

都会と離島の
良さミックス

私は妻と一緒に屋久島に移り住んで、もう
21年になります。この島は定住する医師が
多いのが特徴です。医師に限らず、島外か
ら移住した「入り人」が半数以上いる地域もあ
ります。島唯一の病院である当院ですが、
輸血用血液の備蓄がないため、緊急時供血
者登録制度を設けており、いざという時は登
録者の方々が血液を提供してくださいます。
自分たちの島は自分たちで守るという意識が
とても強く、また当院を信頼していただいて
いる証しとも言えます。

当院の院長に就任して5年目になりますが、
一番大きな成果は人とのつながりです。徐々
に島に溶け込み、お互いにわかり合えるよう
になると、この島の方々を守っていかなくて
はという気持ちが本当に強くなります。
当院は喜界島唯一の病院で、島の方々に

とっては、まさに「かかりつけの病院」です。
患者さんの背景もよく見ることができ、プラ
イマリケアの神髄を習得することができます。
私の夢は、この島を高齢の方々が安楽に暮
らせる「ケアアイランド」にしていくことです。

当院は奄美大島の南西に位置し、対岸に
は加計呂麻島があります。そのさらに先には
「離島の離島」があり、研修医はその島々に
研修ツアーに行きます。島に上陸し、南国
特有の木々が生い茂るなかを歩いて行くと、
急に視界が開け、そこには集落があります。
この小さな島々にも住まわれている方々が
おり、当院に足を運んでくださっているので
す。ぜひ、当院に研修に来て、離島の離島
と呼ばれる島々に渡り、この地でしか得られ
ない息吹を感じていただきたいと思います。

日高地方は競走馬の産地で有名ですが、
それだけで医師は来てくれません。病院経
営を維持し地域医療を支え続けるには専門
特化した強みを伸ばす必要があると考え、“サ
イエンス漢方処方”に取り組んできました。
徐々に認知され講演機会も増え、聴講した
医師から入職したい、研修を受けたいという
申し出が増えてきました。
初期研修医の受け入れ（１カ月間ほど）も

年々増加。今後もこうした人の輪を広げてい
きたいと考えています。

当院は東京からバスで2時間ほどかかり、
“時間的”に少し不便はありますが、私が安
房医師会の副会長をしていることもあり、地
域の病診連携・病病連携には積極的で、医
療を進めるうえで “地理的”な不便はほとんど
ありません。今後、地域医療研修として初期
研修医を受け入れる体制を整備し、若い力
で活性化を図りたいと考えています。
館山は地方特有のほっとする雰囲気と、

都会にも近い便利さをあわせもっており、住
むにも働くにも良いところです。

へき地にはその土地ごとの良さがあります
が、医療を守るうえでは苛酷な現実もありま
す。当院は常勤医が12人おり5人は単身赴任
ですが、家族の救急搬送や親族の葬儀にさ
え立ち会えないことがあります。一方で、幅
広い患者さんを診療するため医師として成
長を感じることができます。
庄内地方は基本的に田植えの時期を中心

に生活が組み立てられており、季節ごとの色
彩にあふれるなか、自然とともにある人間の
姿を感じることができます。

当院は医師の働きやすい環境整備に努め
ています。たとえば、医師がボイスレコーダ
ーに記録した説明をメディカルクラークが文
字にして患者さんに説明し、医師にしかでき
ない業務に集中してもらったり、複数主治医
制を導入し、当直明けの医師は午前９時で
帰宅、女性医師や夜中に救急で呼ばれやす
い診療科の医師は当直からはずすなどを実
践したりしています。
長く当院で働いてもらうことが、結果的に

地域のためになると考えています。

徳洲会の理念であるプライマリヘルスケア
の理論と実践を経験できることが当院の特徴
です。予防、在宅、緩和ケア・看取りを行い、
山間部を含め、すべての地域住民の健康を担
っています。多様な患者さんに対応する傍ら、
協力型臨床研修病院として初期研修医の教
育に力を入れ、札幌医科大学附属病院とWeb
カンファレンスを実施しています。ぜひ将来
の徳洲会を背負う人材に来ていただき、へ
き地医療の現状・経営を学び徳洲会の理念
が続く一助となっていただきたいと思います。

当院の立地する指宿市は温暖な気候で過
ごしやすく、温泉がたくさんあるのが特徴。2
カ月ごとに2年目の初期研修医が来ますが、
ほぼ毎日のように職員と仕事帰りに温泉に行
っているようです。週1回ほど有志の職員で
バドミントンを楽しむのも恒例行事。こうし
た仲の良さは院内のコミュニケーションにも
生きています。
また、自然が多く、院内には保育所もあ

るので、子育てしながら働く環境として素晴
らしいと職員からの評判も上々です。

当院の強みのひとつは、優しく真面目なス
タッフが多いことです。何かと制限された環
境のなかでも一人ひとりがレベルアップに努
め、日々の業務に真

しん

摯
し

に取り組んでいます。
患者さんに対してだけでなく、職員間のやり
取りも丁寧です。“医師はとても優しく、スタ
ッフは真面目”。そう言える当院のスタッフを
本当に誇りに思っています。
山や川でのスポーツ、お祭りをはじめとす

るイベントなど、鋭気を養う機会が多いのも
当地域の特徴です。

当院が自信をもっているのが教育です。“陸
の孤島”とも言われる地域で総合病院は当院
のみ。必然的に経験する症例は多岐にわた
ります。もちろん、指導する優秀な人材の確
保にも余念がありません。
また、院外で学ぶことも積極的にサポート。
学会発表を積極的に行う医師や当院に在籍
しながら医学博士の資格を取得した医師が
います。こうした体制が若手医師を中心に支
持され、とくに内科では当院で研修を受け
た後もそのまま在籍する医師が多くいます。

当院は横のつながりが強く、互いに助け
合いながら医療を実践しているのが特徴。
仕事終わりや休みには、職種関係なく飲み
に行ったりマリンスポーツを楽しんだりして
いるようです。当院のホームページに私が
撮影した写真を掲載していますが、職員同
士の仲の良さも伝わると思います。
現在、新築移転に向けて動いていますが、

職員がより働きやすく、地域に貢献できる病
院をつくっていきたいと考えていますので、
楽しみにしていてください。

当院は今、地域の医療・介護施設との機
能分化・関係強化を図っています。島の方
々は地元の医療機関を受診する希望が強い
ため、島全体をひとつの医療機関に見立て
対応するイメージです。定期的に顔を合わ
せては、忌

き

憚
たん

のない意見交換を図っています。
もちろん、当院のレベルアップも欠かせず、
教育にも力を入れています。
穏やかな気風や豊かな自然から、住みや
すく子育てにも良い環境のなかで地域医療
を学べます。

徳洲会は離島・へき地病院にもCTやMRI、
電子カルテなどを導入しています。しかしマ
ンパワー不足で夜間のCT検査などではスタ
ッフを呼び出す必要があります。その分、医
師に判断力が求められますが、身体診察な
どのスキルが養われる環境とも言えます。島
内で完結できない時は搬送先まで自衛隊ヘ
リに添乗することがあり、離島ならではの体
験もできます。
与論島はとにかく海がきれい。ダイビング

など一年中楽しめます。

宮古島は時間がゆっくり流れている感じで、
気持ちが穏やかになります。大学で働いて
いた時より家族と過ごす時間が増えました。
研修医も休日に職員と釣りやダイビングなど
楽しみ、短い宮古島ライフを満喫しています。
先日も有志の職員でビーチバレー大会に出
場していましたが、こんなところでもチーム
ワークの良さを発揮しているようです。
また当院には女性医師も多く、その人に
合った働き方ができるのも魅力だと考えてい
ます。

台湾からクルーズ船が続々と入港するなど
石垣島には近年、海外からの観光客が増え
活気に満ちています。2013年には新石垣空
港が開港、大型機も離着陸可能となり、羽
田空港との直行便も就航しました。
当院は救急・急性期から回復期、慢性期

までカバーし、健診、透析、在宅医療を三
本柱として注力。若い医師が力を付ける最
適な環境です。大阪や名古屋、福岡などへ
の直行便もあり学会活動も行いやすい環境
だと思います。

当院は特色を出すため腰などの痛みに対
するペインクリニックに取り組み、各種ブロ
ック療法を実施。あわせて漢方や有効と思
われる治療も取り入れています。医師が少な
くても努力と工夫で特色ある病院づくりはで
きます。空港から近く学会参加も十分可能で
す。おすすめのスポットは奄美大島最高峰
の湯湾岳。鬱

うっ

蒼
そう

としたヘゴの木のトンネルを
くぐると、ジュラシックパークの世界に迷い
込んだような興奮を味わえ、展望台からの
景色は絶景です。

当院の立地する奄美大島には県立病院も
あり、島内でたいていの医療は完結すること
ができます。また、朝から晩まで救急の対
応をしているわけではなく、ひとりの患者さ
んにじっくり向き合う時間があるなど、都会
と離島の良さがミックスしていると思います。
　休日は釣りを楽しんでいて、先日も大物を
釣って病院で自慢しました。遠い場所から見
ていると離島の生活は大変だと思われがち
ですが、実際はストレスもほどほどに楽しん
でいます。
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