
 

地域医療スピリット 
２０１９ in綾川 

 

『食べて逝くということ・・・』 
 

 

 ～綾川町の美しい自然～ 

2019.8.10～8.11 



1．実習の概要 

【目 的】 

将来、地域医療を担うに当たって、医学の知識や技術だけではなく、精神的配慮のできる豊かで

優しい心と健全で幅広い人生観をもち、地域を知り、地域を愛し愛される医師像・看護師像が求め

られています。食欲は三大欲求のひとつでもあり、最期まで保たれるべき尊厳の一つと考えられて

います。今回は、「たべる」という観点からひとをみるということを考え直す機会がえられればと

企画しました。また、地域住民の方と接することで、住民の方の生活や考え方を知り、歴史や自然

を含めたコミュニティーの一員としての医師や看護師の役割を感じてもらえたらと考えています。 

 

【開催日】 2019年8 月10日（土）～8 月11日（日） 

【開催地】 香川県綾歌郡綾川町 

【主  催】 香川県 

【運  営】 綾川町国民健康保険陶病院 、（公社）地域医療振興協会香川県支部 

【参加者】（敬称略） 

《学生》 

大西 悠幹、大倉 健 

向井 健人 

石谷 望、丸井 康平 

眞鍋 直人、永野 宏奈、大石 りか 

宮井 秀彬 

海老野 佳穂、松下 悟 

太山 賀珠人、高橋 雅彦、尾崎 宏成 

藤目 佑衣 

自治医科大学 医学部 5年生 

香川大学 医学部 5年生 

自治医科大学 医学部 4年生 

香川大学 医学部 4年生 

自治医科大学 医学部 3年生 

香川大学 医学部 3年生 

香川大学 医学部 2年生 

自治医科大学 医学部 1年生 

《スタッフ》 

大原 昌樹、堀口 正樹、塚本 千晶     綾川町国民健康保険陶病院 

《アドバイザー》 

新鞍 誠    （公社）地域医療振興協会 香川県支部長 

南木 伸基    さぬき市民病院 

十枝 めぐみ  綾川町国保綾上診療所 

木村 年秀    まんのう町国保造田歯科診療所 

《香川大学地域医療教育支援センター》 

星川 広史    耳鼻咽喉科教授、   安田 真之    小児科講師 

松下 有希子  特命教授、      佐伯 由貴   事務 

《香川県医務国保課》 

尾﨑 俊史   香川県医務国保課 課長 、   渡邉 美明   香川県医務国保課 副課長 

永原  浩   香川県医務国保課 課長補佐、 川邊 百華   香川県医務国保課 主任主事 

《綾川町役場》 

谷岡  学   綾川町 副町長、       岡田 信義   綾川町健康福祉課 課長 

 《その他》 

  綾川町国民健康保険陶病院職員、綾川町地域包括支援センター、介護サポーター 

 



2．日程 

  時間 内容等 場所 

8 

月 

10 

日 

(土) 

9:00～ 受付 陶病院 

（バス移動：陶病院→牛川コミュニティセンター） 9:05頃発 

9:20 

   ～11:00 

いきいきサロン 

健康クラブ 
  

（バス移動：牛川コミュニティセンター→えがお） 11:15頃発 

11:30～ 
昼食 

 ・うどん打ち体験 

えがお 2階 

調理室 

14:00 

   ～16:00 

テーマ：食  

 綾川町国民健康保険陶病院 

     三木総師長、谷川栄養士 

えがお 2階 

多目的研修室 

（バス移動：えがお→TaTuTaの森） 16:30頃発 

17:00～ 

夕食 

・スイカ割り 

・ＢＢＱ  

TaTuTaの森 

（広場） 

19:00～ 
二次会 

・懇親会 

TaTuTaの森 

（研修棟） 

21:00 解散 
TaTuTaの森 

(コテージ) 

8 

月 

11 

日 

(日) 

8:00～ 朝食 
TaTuTaの森 

(研修棟) 

9:00～11:00 

講演・グループワーク 

 「最期まで食べるということ」 

 まんのう町国保造田歯科診療所 

            木村年秀 先生 

TaTuTaの森 

（研修棟） 

11:00～ 昼食 
TaTuTaの森 

（広場） 

（バス移動：TaTuTaの森→陶病院） 12:30頃発 

13:00 解散 陶病院 

 



3．研修報告 

＜はじまりは百歳体操＞ 

 受付をして早々バスにのりこみ、一路牛川地区へ。歴史ある記念碑にむかえられて、公民館へ。

寿会の方々とさっそく百歳体操を行いました。 

寿会は現在 34 ある綾川町ぼちぼちクラブのひとつです。スポーツや文化活動などさまざまな取

り組みをされておられるそうです。今回はその一つ、百歳体操を一緒に体験させて頂きました。百

歳体操とは、昔懐かしい童謡や歌謡曲を歌いながら、0-5kgほどの重りを手足につけて行うスロー

レジスタンス運動です。すべてやりきるのに 30分ほどかかります。かるい重りとあなどるなかれ、

歌いながらゆっくりするとかなり効きます。この下半身～体幹を中心とした筋トレは、フレイル予

防に、歌うことで呼吸器予防に、二つの動作を行うことで認知症予防にと三拍子そろったすばらし

い体操です。 

 

 

 

 

 「お尻ぷりんぷりんになりますよ」とは、 

会長さんのことば。とにかく“家からでてきて 

なんかする”ということを胸に活動されている 

そうです。 

 学生たちにとっては聞いたことのない歌（？） 

『瀬戸の花嫁』や『ふるさと』がはいっていま 

した。 

 体操がおわれば、お茶会です。お菓子とコー 

ヒー、紅茶等でほっこりしながら、とりとめの 

ない話をするのがいいそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 学生たちの想像していた以上にお元気！ 

出てこられていない方たちもいるであろう、 

その方たちが心配などの声もありました。 

 ぼちぼちクラブの方たちにも「若い人と 

話せてよかった」「将来、あやがわにきてね」 

など聞こえてきておりました。 

 

 

 

 

 

＜おもむろに開講式＞ 

 名残惜しいですが、牛川地区に別れをつげ、陶病院となりの総合保健施設「えがお」に戻って 

開講式をとりおこないました。今回の地域医療スピリットには、学生 15 人（自治医科大学 6 人、

香川大学医学部 9人）が参加されました。各挨拶をいただき、おごそかに開講されました。 

 

医務国保課長 尾崎俊史 様  

綾川町副町長 谷岡学 様 

香川大学地域医療教育支援センター 耳鼻咽喉科教授 星川広史 先生  

開講宣言 大原昌樹 先生 

 

 

＜あついぜ、どじょううどん＞ 

 「ちがいます。うどん屋さんじゃありませんよ。健康福祉課長です。(笑)」 

お昼はどじょううどん！学生たちにうどんのたねを踏んで、のばして、切ってもらいました。 

楽しくうどんを作れたように思います。病院裏にぐらぐらと煮立つ巨大鍋を用意して、たっぷりの

野菜を、どじょうを、打ちたてのうどんを入れて作りました。時は夏も盛りの 8月…、鍋のそばに

いるだけで汗がふきでます。準備いただいた方に感謝です。どじょうをやわらかくするのに、お酒

を入れるんですね。どじょうがぴちぴち、ぐじゃぐじゃと暴れてすごい迫力でした。うどんは和食

ですが、どじょうは養殖（ようしょく(笑)）だそうです。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜よいごえんがありますように＞ 

 当院の管理栄養士より嚥下についてお話しいただきました。嚥下機能一般のお話しから嚥下障害

をきたす疾患、嚥下機能が落ちた方への対応、食形態の工夫、食べさせ方の工夫などについて、お

話しいただきました。 

 そのあとは、みんなでリクライニング車いす 

に横になったままで補助食品を食べる、飲む 

体験をしました。 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部、うどん！？  



 

 

いろんなとろみを体験しました。 

 

  

 補助食品も昔よりおいしくなりましたね。 

 

＜交流会＞ 

TaTuTa の森へバスで移動。柏原渓谷はけっこう山深い。細い路をくねり進み、みどりのなかを

登ってゆくと、ひらける川べりのキャンプ場。 

暑い夏のなかでもわたる風は涼しく、 

「カシュ、ぷっはぁ～(^O^)」 

そうです、すいか割りですね。 

えっ、なんですか？すいか割り以外に何か 

あるんですか？ 

 BBQもはじまり、新たな仲間との交流を 

楽しみました。 

 

 

 

 



 

＜最期までたべるということ＞ 

 まんのう町造田歯科診療所、木村年秀先生 

にご講演いただきました。 

 年をとって、病気になると口腔ケアが 

むずかしくなる。しっかりとした口腔ケアを 

継続するためには、施設間の連携が大切。 

 

 

 

 

＜グループワーク＞ 

   

   自治医科大学と香川大学医学部の混成チームを 2つ作り、それぞれのテーマでチーム内 

ディスカッションをしてもらい、その後それぞれプレゼンテーションを行ってもらいました。 

   テーマは胃ろう造設の是非、最終結論だけ決めて、シチュエーションや発表形式は各チーム 

に任せました。両チームとも少ない時間でよく話し合っていました。 

 

 琴南での取り組みの紹介もしていただきま 

した。お弁当配達をつうじて人とのつながり 

を感じられました。地域医療のひとつのある 

べきすがたを示していただきました。 



 

【発表】 

 それぞれのスタイルで発表してくれました。 

Zチームは口頭のみで栄養確保の利便性、有 

効性など話してくれました。 

 

 

 シチュエーションや価値観によって、答えは変わっていくことを知ってもらい、医学的なことだ

けではなく、その経過や家族の気持ち、行く末もふくめて、ひとりひとり相談しながら一つの選択

をしていくことを学んでもらえたらというおもいで企画しました。 

 

 
 

    

 

 Hチームは医療費やのぞまない延命などの 

話をしてくれました。 

勝敗としては、Zチーム 4点、Hチーム 5点 

といった結果でした。 

   



＜なごりおしい閉講式＞ 

  すべてカリキュラムを無事に事故なく終え、いよいよフィナーレです。 

これからの地域医療を担っていってほしいおもい、今回知り合った「仲間」を大切にと、 

関係各位への感謝のことば等をいただきました。 

 

総評：まんのう町国保造田歯科診療所 木村年秀先生 

香川大学地域医療教育支援センター小児科講師 安田真之先生 

修了書授与：医務国保課長 尾崎俊史様 

閉講宣言：大原昌樹先生 

 

 

 

 

 



4．学生感想 

～自治医科大学～ 

 ・大西 悠幹 くん（5年生） 

先日は地域医療スピリットを開催していただきありがとうございます。 

今年は例年より少ない参加人数で大変恐縮なのですが県人会一同大変有意義な時間を過ごすことが 

できました。 

個人的な感想としては、今年はグループワークや実際に体験する形式のプログラムが多かったため 

色々な職員、地域住民の方々、学生との交流の機会を得ることができたように思います。 

中でも栄養士の方のお話の場面では実際の患者さんの食事を体験することで食事の苦労や、健康な 

食生活を送ることができるありがたさを学ぶことができ、より一層患者さんの心情について考える 

良い機会となりました。大学の実習ではあまり学んだことがないものでしたので大変有意義な時間 

でした。 

今回の地域医療スピリットでえ得た経験を今後の実習や卒後の勤務に生かしていきたいです。 

 

 ・大倉 健 くん（5年生） 

初日の午前中は、地域の健康クラブに参加し、参加者に話を伺いました。地域ではフレイル予防 

がどのように行われているか、参加者が本活動をどのように感じているか知ることができました。 

「参加していない方が参加したくなるためにはどうすれば良いか」が今後の課題であると感じました。 

綾川のドジョウを食べる文化に触れることができたことも貴重な経験でした。その後の食について 

の実習では、美味しく食べるために食べやすさや味付けなど様々な工夫がなされていることに感動 

しました。 

2日目は胃瘻について他大学の学生を交えて討論することで、多くのことを学びました。「家族が 

様々な理由で胃瘻が必要になった時、自分なら胃瘻を希望するか」という質問で、胃瘻を積極的には 

望まない人が予想より多かったことが印象的でした。  

貴重な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。 

 

 ・石谷 望 さん（4年生） 

今回の研修で特に印象に残ったのは研修の初めに訪れた施設についてです。ここでは、近くに住む 

方々が集い、歌を交えた体操を行っていました。一概には言えませんが、退職し年を重ねると段々と 

家の外に出る機会も減り、周りの人と関わる事も少なくなりがちな方は多いと感じます。そんな中、 

施設の様な取組みは、家の外に出て、無理のない程度に自分で身体を動かし、他愛もない会話を楽し 

む…生き甲斐とまでは言い過ぎかもしれませんが、人が生きていく上での目的の一つとして大切な役 

割を果たしているのではないかと思いました。 

   他にも口腔ケアの重要性や、最期まで食べるという事について等、先生や看護師の方々のお話を 

聞いて、新たな知識を得る事ができました。何より、香川大学の方々とも意見を交える事ができた 

のが新鮮で良かったと感じています。 

この良き経験に携わってくださった方々に感謝申し上げます。 

 

 

 



 

 ・丸井 康平 くん（4年生） 

今年で 4回目の参加となったが、毎年違った内容を経験できるため今年も楽しく参加できた。 

今年は食に関しての内容であった。現在病棟にでて臨床実習をさせていただいている立場であるが、 

食に関して学ぶことは少ないので大変勉強になった。一番心に残ったことは、流動食を試食できた 

ことだ。思ったよりはおいしく感じたが、一口だったからでありこれを 1袋食べるとなると非常に 

きついと思った。高齢者の方ももちろんつらいと思うが、何らかの疾患で若年の方でまだ思いっきり 

食事したいという方には非常につらいと考えられるため患者さんへの配慮をその場で実感できた。 

今年は香川大学の学生の人も多く参加していたため、懇親会では県庁の方や先生方をはじめ香川 

大学の人とも交流することができた。２日間だったが有意義な時間を送ることができた。ありがと 

うございました。 

 

 ・宮井 秀彬 くん（3年生） 

自分は毎年この夏期研を楽しみにしているのですが、今年の夏期研は香大の生徒が多く、例年以上 

に学生の交流が増えてとてもおもしろかったです。また、食事にもどじょううどんやイノシシの肉、 

一鶴など、美味しさと地域性が感じられて楽しかったです。 

特に印象的だったのは、老人ホームで高齢者の方々が本当に元気だったことです。自分のおばあ 

ちゃんより年上なのに会話や歩行もしっかりしていました。百歳体操やサークル活動など、趣味(生 

きがい)があるだけでこんなにいきいきするんだと、非常に参考になりました。改善点といたしまし 

ては、もう少し最終日のディべートについては地域性との関わりを持たせたほうが良かったのでは 

ないかと思います。せっかく地域枠と自治医大の学生が揃っていたので、地域のことについて意見 

を交わしたほうが、香川県をより知れるきっかけになったのではないかと考えました。 

今年も夏期研とても楽しかったです。企画して下さった先生方、本当にありがとうございました。 

 

 ・藤目 佑衣 さん（1年生） 

初めて参加させていただきました地域スピリットの今年のテーマは「食」ということで、食事に 

ついて多くのことを学び、体験させていただきました。 嚥下障害の方のために作られた、とろみ調 

整食品や栄養補助食品を実際に試食・試飲した時は、食べやすくなるような多くの工夫が凝らされ 

ていることを知り、大変勉強になりました。 

 胃ろうの是非に関するディスカッションを経て、患者さんの気持ちを尊重することの大切さを学び、 

将来自分が医師として働く時に活かしていけると思いました。 

  そして 2日間、先輩方や県庁職員の方と楽しく美味しい食事の時間の時間を過ごすことができ、生活 

の中での食の大切さを改めて感じることができました。 

 この度は素敵な機会を設けていただき、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



～香川大学～ 

 ・向井 健人 くん（5年生） 

   この度は、”地域医療スピリット 2019in 綾川”に参加させていただきありがとうございました。 

2日間を通して「食べるということ」について考える良い機会となりました。栄養補助食品を実際に 

口にし、どんな思いで患者さんがそれらを食べているのか、ほんの少しだけですが感じることができま 

した。この機会に実際に体験できて本当によかったと思います。考え方は人それぞれですが、医療にお 

ける患者さんの食を守る手助けをすることの重要性を感じました。 

また、BBQなどでは、先生方や医務国保課の方と話す機会もたくさんあり、将来のことを考えて 

いく上で非常に参考になることばかりでした。さらに、自治医科大学や香川大学の他学年の人とも 

交流できたこともよかったです。将来香川県で働く者同士、今後も交流を続けていければと感じて 

います。この様な場も設けてくださり、非常に楽しく充実した研修になりました。 

最後になりますが、主催してくださった陶病院、香川県医務国保課の方々をはじめ、みなさまに 

感謝申し上げます。 

 

 ・大石 りか さん（4年生） 

   先日は地域医療スピリットを開催してくださりありがとうございました。 

4年生にして初参加でしたが非常に楽しく、有意義な 2日間となりました。普段の実習では近く 

の病院見学をさせていただいたことはあっても、実際に地域医療を実践している医療従事者の方 

から地域医療について詳しくお話をお聞きする機会は少なく、非常に勉強になるとともに、地域に 

根差した医療の必要性を感じることができました。また単にお話を聞くだけでなく、自分たち自身も 

地元の方と触れ合い、地域の食や文化にふれることで、楽しみながら地域医療について身をもって 

体感することができました。 

香大だけでなく、自治医科大学の学生の皆さんと交流することも非常に刺激になりました。将来、 

香川の医療を担っていく者として今後もぜひ交流を深めてまいります。できることならもっと低学年 

のうちからこの地域医療スピリットに参加したかったです。 

最後になりましたが、改めまして今回の地域医療スピリッツ開催においてご協力くださった陶病院 

の先生方やスタッフの方々に感謝申し上げます。今後とも何卒よろしくお願い致します。 

 

 ・永野 宏奈 さん（4年生） 

先日の地域医療スピリットでは、大変お世話になりました。うどん作りをはじめとする、普段 

  なかなかできない楽しい体験をさせていただき、ありがとうございました。特にテーマが食という 

ことで、たくさんの人にお世話になりながら香川県の食文化に触れることが出来ました。また、自 

治医科大学の人とも仲良くなれてとても嬉しかったです。 

今回の参加で、自分がどのような人間になって地域に貢献していきたいか固まった気がします。 

生まれ育った香川県の期待に添えるような医師になれるよう今後も勉学に励みたいと思います。 

良い経験をさせていただき本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 



 

 ・眞鍋 直人 くん（4年生） 

今回の地域医療スピリットは私にとって、講義等ではよく耳にするが曖昧にしか解釈できていな 

かった「地域医療」について、理解を深める良い機会となりました。 

私は今年の 2月にも陶病院において病院実習をさせていただきました。その実習では、訪問診療 

や訪問看護を中心に見学させていただいたので、私の中の「地域医療」のイメージは訪問診療・訪問 

看護が主体となっていました。そのため、今回の地域医療スピリットで「食」という観点から「地域 

医療」を考えるというのはとても新鮮な体験でした。 

やはり、大学の講義は臨床で必須となる知識を習得するためのもので、その知識を臨床でどう使う 

かを学ぶことは難しいと思います。そんな中で、今回の地域医療スピリットで医療における「食」の 

役割について学び、その知識をどのように患者さんの QOLの向上に繋げていくのかを考えられたのは 

大変貴重な経験でした。 

今後は今回の経験をもとに、より良い医療を提供するためには、座学で得た知識を臨床でどう活か 

せばよいのかを少し意識しながら勉学に励んでいきたいと思います。また今回、普段交流することが 

ない自治医科大学の学生と交流することができ、良い刺激を受けることができました。 

最後になりますが、今回の地域医療スピリットでは大変お世話になりました。またこのような機会 

があれば是非とも参加したいと思います。ありがとうございました。 

 

 ・尾崎 宏成 くん（2年生） 

 今回は、一日しか参加することができませんでしたが、短い日程のなかで、より多くの経験をさ 

せていただいたと思っています。 

   なかでも、栄養士の方々の講義の中で患者さんが実際に治療中に摂取することになる流動食につ 

いて多くの人々が「いかに、より飲みやすくできるだけストレスの無い流動食にできるか」という 

ことについて、試行錯誤を繰り返しながら様々な試みを行ってきたその努力について学ぶことがで 

きました。また、その一方でそれでもなおやはり患者さんにとっては、流動食の中に食としての楽 

しみを見出すことは難しく、現状の解決はまだまだこれからであるということも学びました。 

そして、その中でそのような患者さんのストレスを緩和、改善するために、栄養士の方だけでな 

く医師や看護師の方のような実際の医療に携わる人々によるケアが行われて続けていることを知り 

ました。 

   このように、今回のスピリットを通して、流動食というひとつの視野からもみられたような、実 

際の医療に携わる人々の生の声やその医療連携に対する取り組みについて深く学べたことはとても 

大きかったと思っています。 

   最後になりますが、今後も授業の中では学べない実際の地域医療の現場のあり方を学ばさせてい 

ただけるような場を提供していただければありがたいと思います。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ・高橋 雅彦 くん（2年生） 

今回の実習では多くの先生や県の方などによってとても楽しい時間を過ごすことができました。 

はじめての参加だったのですが普段は交流のない自治医科大学の方と繋がりを持てたことは非常に 

大きかったと思います。将来はお互いに香川県で働くので、これからも関わっていけたらと思います。 

また、コミュニティセンターでは年配の方とお話をして共通の話題を見つけようとはしたのです 

が、相手の方から質問をされてそれに答えることが多かったり、大きな声でゆっくりと話すことの 

大切さだったりを学ぶことができました。 

その他にもこれから患者さんに勧めるであろう食べ物を実際に食べたり食べさせたりするという 

あまりない経験もすることができました。 

 

 ・太山 賀珠人 くん（2年生） 

この度は地域医療スピリットで大変お世話になりました。今回の地域医療スピリットのテーマは 

「食」ということで、病気などでうまく食事をとることができない患者さんにいかに美味しく食事 

を食べてもらうかということに関して深く学ぶことができました。実際に細かく切られたうどんや 

とろみ剤を使ったものを食べてみて、食感という面ではすごく食べやすかったけれど、味の面では 

いつも当たり前のように食べている食事に比べたら少し物足りないかなと思いました。この経験を 

将来そういった患者さんと接する時に活かせたらなと思います。 

また、それ以外でもどじょう汁や BBQでのお肉などたくさん美味しいものを満喫しながら自治医 

大の方々と交流を深めることができ、非常に充実した 2日間でした。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


