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〔日農医誌 62巻 5号 750~758頁 2014. 1 J 

研究報告:

「地域医療」研修の課題と当院の取り組み

一一コアとしての医療・福祉連携一一

高松道生*

2004年度から開始された新医師初期臨床研修制度において2010年度から地域医療研修が

必修となったのを受けて，管理型臨床研修病院との連携を元に2011年度から地域医療研修

枠での研修医受け入れが当院で開始された。研修のコアは「生活現場の体験」と「医療・

福祉連携」とし，地域医療部の院外事業と回復期リハビリテーションを中心にプログラム

を組んで研修を行なった。研修医からは生活現場での体験が新鮮であったとの声が聞かれ

る一方で，リハビリテーションは関わりが限定的で見学に留まってしまうとの意見が出さ

れたため， 2012年度はその反省を元に生活現場でのプログラムを増やす一方でリハビリ研

修を工夫し，研修医から「集中力を維持できるJ研修との評価を受けられるようになっ

た。我々のプログラムは医療・福祉連携の重要性を教育し， I命と臓器」の先にある最終

エンドポイントとしての「生活」に目を向ける契機となる事を目的とした研修であった

が，その目的を概ね達成できているものと評価している。

「人口の波」を控えて急性期医療機関と亜急性期医療機関，慢性期医療機関と在宅・施

設の連携(入口連携 出口連携)は重要性を増しており， I社会が必要とする医師」の養

成は喫緊の課題である。日本農村医学会が地域医療研修を重要課題のーっとして位置づ

け，学会を挙げてその質の向上と標準化に取り組むと共に，社会にその重要性を発信して

ゆく事が必要と考える。

①医師初期臨床研修 ②地域医療 ③医療福祉連携 ④生活現場 ⑤人口の波

緒

6年間の医学教育を終えた後に医師としての

知識や技術を会得するための必須の教育課程と

して， 2年間の新医師初期臨床研修制度(以

下，臨床研修)が運用されている。この制度

は，学生時代に何をどこまで教育するのか，そ

の教育内容と臨床研修はどのように関連させら

れるべきなのか， 2年間の研修成果はどのよう

に評価されているのか，などの問題をはらみつ
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つ医師養成のためのツールとして全国で展開さ

れている。その目的は「社会が必要とする医師

を養成する」という所にあり，その点が明確に

されないまま医師養成制度が運用されてきた事

に対する反省が原動力となっている。

本稿はこの臨床研修の中で必修課題とされて

いる「地域医療研修」について， 2年間の経験

を元に考察したものであるO 日本農村医学会と

してこの課題にどのように取り組むべきなのか

という提言を通じて，農村医学とは何か，とい

う重要な課題について臨床研修の立場から問題

提起を行なうものでもある。



研究の背景

1 )医師養成制度の歴史と医学教育改革

医師養成制度の歴史を振り返ってみると，他

の職種と異なって「インターンjという特殊な

制度が存在していた事に気付く。この制度は医

学部卒業後に 1年間の「インターン」という実

地訓練を積み，その後に医師国家試験を受けて

医師免許を取得するというシステムであった。

しかし， Iインターン」の 1年間で習得すべき

知識や技術についての具体的な規定はなく，

「無給の労働力」として不安定な立場を強いら

れていたというのが現実であった。 1960年代か

ら70年代にかけて全国の大学で学生の手による

大学改革運動が取り組まれたが，そもそもの発

端は東京大学医学部から始まった「インターン

制度反対・医師国家試験ボイコットjの運動で

あった。その結果， 1968年にインターン制度が

廃止されるとともに必修ではない「臨床研修J
がそれに取って代わったが， 2004年度から始

まった必修の臨床研修に「新」が冠せられてい

る理由はここにある。

我が国における医学部教育課程は臨床重視と

は言い難く，講義の比重が大きい。先進諸国で

は Ifrom bench to bedsideJの指針を元に臨床

実習が重視されており，我が固でも現在50週程

度の臨床実習を72週まで増やす方向での議論が

進んでいる。実は，この変化は2023年から72週

の臨床実習が米国での医師免許取得に必須条件

になるという外圧によってもたらされたものだ

が，昨今の「学生医jの議論と相侯って医学教

育に大きな変革をもたらすものと考えられる。

2 )新医師初期臨床研修制度の発足とその社会

的な意味

新たな臨床研修を発足させた最大の目的は，

「社会が必要とする医師をどのように養成する

のか」という普遍的な命題の実現にあると言っ

てよい。「社会が必要とする医師Jと「自分が

なりたい医師」とが必ずしも一致しない事は，

この国における医師の地域偏在・診療科偏在を

見れば自明の理である。この事は医師養成が社
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会の現実に必ずしも合致していなかった事を表

しており，勤務地あるいは開業地を自由に選べ

る事，また原則として診療科の自由標梼が保障

されている事と決して無縁ではない。

ここで，専門医制度を通じた地域・診療科の

一元的医師配置システムである，米国における

医師配置の仕組みをみておく。米国では

American Board of Medical Specilists 

(ABMS) という，政府や医師会，学会などか

ら独立した第三者機関によって，人口や医師充

足度に応じて州毎に必要な専門医数が決定され

ている。 2012年時点で，基礎系(内科，外科，

小児科，その他); 24，専門系(心臓血管外科，

神経内科，その他); 135の専門医制度があり，

専門医を養成する各教育機関や医療機関が教育

プログラムを作成し Accreditation Council 

for Graduate Medical Education (ACGME) 

という，やはり独立した第三者機関がプログラ

ムや施設，そして専門医を認定する。条件を満

たす教育チームのみがACGMEによって認定

され， 2012年現在681の施設と8，900のプログラ

ムが公表されている。これらは 5年に一度

ACGMEの監査(書類審査のみでなく site

visitを含む)を受ける事でその水準が確保さ

れており，社会が医師配置の権限と責任を有す

るシステムとなっている。人口比で 2倍の医師

格差(東京都と埼玉県)，偏った専門医数(学

会認定)，何らの規制がなく自由度の高い標梼

と開業など，医師配置という課題において無政

府的状況にあるわが国との差は歴然としてお

り，参考にすべき点が多いと考えられる。

我が国の専門医制度に関しては2017年度から

新たな枠組みが予定されており， 19の基本領域

と「二階建て」としての限定された専門領域に

限って，日本専門医制評価・認定機構を中心と

した第三者機関による専門医制度が運用される

流れとなっている。むろん，既得権益を維持し

ようとする各学会の思惑に対して様々な問題が

解決される事が前提ではあるが，大きな流れは

動かせないものと考えてよいと思われる。同時

に，医学部教育課程において座学から実習の重

視(仕ombench to bedside)へと教育内容が変
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わりつつあり，現在の臨床研修程度を想定した

「学生医」という概念も議論されている。医師

教育を学生から研修医，専門医，そして生涯教

育へと一連の流れを創り上げる改革が，専門医

制度の確立を通じてその緒についたと言ってよ

いであろう。

一方，臨床研修制度発足直後から「この制度

のために大学で研修する医師が減った(新入医

局員が減った)J1いままでのように第一線医療

機関に医師を派遣できなくなった(あるいは，

引き揚げる)Jという大学からの声があり，挙

句の果ては「医療崩壊の根源は臨床研修制度に

あるjという極論もある。これらは現システム

を維持(既得権益の確保)するという視点から

の発想であり，社会が必要とする医師養成・派

遣システムの創造という課題に真撃に向き合う

ものではない。

明治の学制発足以来長きにわたってこの国の

医療に君臨してきた「医局講座制」は，医師派

遣という人事権行使によってその体制を維持し

てきた。「大学医局が必要とする医師養成シス

テム・医師派遣システムをどう守るのか」とい

う視点を捨て，今一度， 1社会が必要とする医

師」という言葉の重みを捉え直すべき時が来て

いるように思われる。この制度の発足にあたっ

ては 15年毎に見直す」事が確認されていた

が，その一環として2010年度に 12年目から専

門診療科での研修を認める」という選択枝が導

入される事となった。研修医の専門志向と大学

医局の研修医確保という目的が相侯って実現し

たこの流れが果たしてどのような経緯を取って

ゆくのか，この制度の未来を左右するものとし

て注視してゆく必要があるだろう。

3 )地域医療研修の必修化

新たな臨床研修制度はその柱を PatientOri-

ented Medicineに変更するべく設計されてい

るが，中でも「地域医療研修jが必修とされた

ところにその特徴がある。

医学生や研修医は最先端の知識や技術に日を

奪われがちであり， 1これだけの事が出来る，

これを経験した」と，結果が目に見えやすい技

術や診療行為を重視しがちである。これは「命

と臓器」重視で「生活」軽視と言い換える事も

できるが，医療の最終エンドポイントは「生

活」であるという立場から「命と臓器jを中間

エンドポイントとして捉えなおす視点が求めら

れており，地域社会の中で「生活」に立ち会う

事の重要性が強調されるべきである。その意味

で， 1地域医療研修Jは生活現場での医療と福

祉の実際を学ぶ場として重要な意義を有してい

ると言えよう。 2010年度の制度見直しでは，前

稿で述べた専門志向に加えて必修が「内科・救

急・地域医療jの3科となり，地域医療研修の

位置づけが明確となった。

厚労省の指針では「地域医療研修jを3か月

程度とする事が推奨されているが，現実には最

低限の 1か月で終了させるプログラムが殆どで

ある。ここにも臨床研修指定病院における「生

活」という視点の軽視を見る事が出来るが，臨

床研修制度の目的である「杜会が必要とする医

師の養成」に向かつて， 1地域医療研修jを充

実させてゆく事が重要である。

4 )地域医療とは何か

さて， 1地域医療」という手垢にまみれた言

葉の解釈については拙稿 (1地域医療を超え

てJ;国民医療， ~o.295 ， 2012.5.) をご一読

いただきたいと考えているが，結論を言えば，

「地域医療」とは地域社会における医療福祉連

携の総体を指す言葉として捉えられるべきであ

るというのが私の結論である。かつてのように

医療と福祉の総体を一施設やーグループで完結

させようとする試みは現実性に乏しく，地域社

会に存在する医療・福祉施設の合理的な連携が

その主体とならざるを得ない。第一線診療所や

訪問系事業で進められる医療・福祉だけが「地

域医療」なのではなく，地域社会で行なわれて

いるすべての医療・福祉が「連携Jというキー

ワードで PatientOriented Medicineとして組

織化された時に，それは地域医療となり得る。

地域医療の入口は医療機関の受診という事に

なるが，それは高度医療を行なう基幹病院で

あっても第一線診療所であっても地域医療とい



う意味において全く同質である。受診直後から

地域医療は走り始めているべきなのだが，先に

述べた「命と臓器」優先の流れの中で医療福祉

連携は遠景にかすみ，現実は医療的介入に終始

しがちである。それらが一段落したところで

「さて，どうするか」と次を考え始めるのでは

医療資源の有効活用とは言えず，身体的には既

に廃用症候群が音もなく進行している事を，

我々は理解しなければならない。

換言すれば， I救急医療から在宅支援まで」

が地域医療の守備範囲であり，僻地であるか都

市であるかを問わない地域社会のシステムの一

部として， I地域医療」を位置づけてゆく必要

があるだろう。

方 法

様々な制約から臨床研修病院の指定を受けら

れない亜急性期・慢性期医療機関における数少

ない試みのーっとして，当院における地域医療

研修の経験を紹介する。

1 )臨床研修管理委員会の立ち上げ.

鹿教湯病院はリハビリテーション(以下，リ

ハ)を中心に事業を展開してきた病院であり，

全381床のうち196床が回復期リハビリテーショ

ン(以下，回復期リハ)病床として運用されて

いる。退院患者数や臨床各科の整備などの基準

を満たしていないため臨床研修病院の指定を受

ける事が出来ず， 2010年度までは臨床研修と無

縁の医療機関であった。臨床研修制度の改定に

{半って「地域医療研修Jが必須となった事で，

協力型施設として管理型臨床研修病院からの研

修医を受け入れる事が可能となった。 2009年に

A大学病院臨床研修センターから地域医療研修

受け入れの打診があり， 2011年度からの受け入

れを目指して準備が開始された。その後B赤

十字病院との間にも臨床研修に関する協定が締

結され， 2011年4月から臨床研修協力施設とし

てA'B両病院の初期臨床研修医を受け入れて

の地域医療研修が開始される事となった。

それまで

め臨床研修に関する経験が皆無であつたが，厚
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生連病院臨床研修医の施設見学受け入れや医学

生のリハ実習受け入れの経験を踏まえつつ，臨

床研修指導医の経験を有する医師を中心に臨床

研修管理委員会を発足させた。同時に，厚労省

による臨床研修指導医認定を取得するため，指

導医講習会への参加を計画的に行なった。

2 )地域医療研修プログラムの立案~キーワー

ドは「急性期病院との連携」

当院が設定した地域医療研修は 3週間プログ

ラムとなっているが，それは A'B両病院とも

に地域医療研修枠は 1か月で，原則として 1週

間は診療所，残り 3週間は病院という形でのプ

ログラムとなっているためである。本研修を受

け入れるにあたって，研修期間中は地域医療部

が受け入れ部署となり，地域医療部長の責任の

元に 3週間の研修を計画した。

地域医療研修で研修医を受け入れるにあたっ

て我々が考えた事は，地域医療部が取り組んで

いる訪問系事業と回復期リハを中心に，急性期

病院との連携及び在宅・施設との連携について

学んでもらう，という事であった。従って，用

意したプログラムも訪問看護・訪問リハ・通所

リハ・居宅介護支援という地域医療部事業と，

集団健診や公民館での健康活動， JA信州うえ

だが取り組んでいる地域保健活動，回復期リハ

病棟でのリハ見学及びpost-ICU(維持呼吸管

理ユニット)回診といった内容で，現在我々が

展開している事業を網羅するものとなった。以

下，時期によって健診がなかったり公民館活動

がなかったりと多少のばらつきはあるが，研修

開始直後のプログラムの 1例を図 1に示す。

3 )生活環境の整備

当院は過疎の温泉町に立地しているため交通

の便が悪く(松本方面へは，土日の公共交通機

関なし)，通勤困難な場合を考慮して家族で居

住できる医師住宅を 2室，研修医専用に確保し

た。また，生活物資の購入は近隣のコンビニエ

ンスストアしかないため(食品を購入できる

スーパーまで;15km程度)，患者給食の検食を

依頼して食事の確保も行なった。
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9:00.10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 昼休 13:00-14:00 14・00-15:00 15:00・16:00 16:00-17:00 

8月 29 センヲー紹介 医師住宅のご案内 地場医療部紹介 指導医との打合 セン告一長面談 リハカンフγレンスs5 経営情報部紹介

30 ')1、 01紹介9印~ S時百介10日 ~ p1将介12:55~ CP紹介14∞~ MS'A岬百介15A リハ

31 訪問看護 13即発三才山出号ID'Jiへ訪問')J'¥!::"t)

9月 1 戸 :>t-ICU回診 呼吸器回診信2) 13∞発いずみの見学 リハカンフ7レン1S5 ぴおt-ICU)り'.177レンス

2 三才山病院見学 リハ 温もり見学 リハ リハ リハ

3 -トー一-ー 13:0凶言州脳卒中連第ハコ協級会総会(講堂)

4L----1 
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図1.プログラム例 2011 

結果

1 ) 2011年度の経験とそれから学んだこと

2011年度は A'B病院合わせて10名の研修医

を受け入れて研修を行なったが，研修医からは

様々な反応が寄せられた。以下，主だ、ったもの

を列挙してみると，

<ポジテイブなもの>

-第一線の医療現場に接する事が出来てよかっ

た

-訪問看護が新鮮だ、った

-公民館における高齢者対象の健康教室は初め

ての経験で，大変興味深かった

など，我々が研修プログラムに込めた目的に

沿った成果として評価できるものであった。一

方，ネガテイブなものとしては

・リハは見学だけなので， 3コマ(3時間)も

続くと緊張感を維持できない

・リハ内容は繰り返しが多く，実際にリハ動作

に取り組む事が出来ればもっとよかった

と，回復期リハ病棟での研修(見学)に対する

否定的な意見が述べられた。また， I生活」と

いう視点に興味を持ち得ない研修医が家庭への

訪問中にあからさまに患者及び家族に無遠慮な

態度を取り，患者やその家族から墾壁を買うと

いう事もあった。

それらを踏まえて臨床研修管理委員会で行な

われた議論の結果， Iともかく我々の現場を見

せようという方針で在宅系事業と回復期リハを

同等に総花的にプログラム化した事で，焦点が

不鮮明になったのではないか」との結論に至

り， 2年目のプログラムは獲得すべき目標をよ

り鮮明にした内容を目指すという修正を行なっ

た。

2) 2012年度の研修

プログラム修正の重点は， a.地域医療部の

事業を中心とする， b. 開業医訪問診療への同

行の重視， C. 入口連携(入院検討会)・出口連

携(退院前サービス担当者会議)への関わり，

d.回復期リハは回数を減らして流れが把握で

きる患者を選択する，という方針を決め，修正

されたプログラムで2012年度の地域医療研修を

実施する事とした。なお，この年からセンター

を構成する兄弟病院である三才山病院が協力型

施設として加わり，センター全体で研修に取り

組む事となった。図 2に代表的なプログラムを

記す。

2012年度に受け入れた 8名の研修医の感想文

によれば， I集中力を保てない」という意見は

聞かれなくなり，我々が目的とする医療連携・

医療福祉連携に関する肯定的な評価が得られて

いる。以下，主だ、ったものを記す。

-急性期医療は医療全体の一部である事が理解
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図2. プログラム{列 2012 

できた

・急性期を大学病院で過ごされた後にその後を

鹿教湯病院などの回復期病棟などに転院す

る，その連携が重要であると感じた

-自宅を訪れるとそれぞれに自分の居場所，自

分史，生活様式がある事を実感した

-退院後も患者さんの生活は続いてゆく

-ケアマネージャー，看護師，セラピストと一

緒に家庭を訪問した折にどの職種も患者の人

生そのものに寄り添いながら個々の仕事を行

なっている

-地域医療とは急性期医療から在宅医療まで含

めた全人的医療を指す言葉であり，医師を初

め，看護師， OT， PT， ST， MSW，訪問介

護士らのネットワークにより支えられている

事を知った

以上のように，我々がプログラムに託した思

いを受け止めていただく研修となり得たものと

考えているが，地域医療部の在宅系事業に軸足

をシフトさせ，入院前患者宅訪問，在宅適応評

価同行などを取り入れた事で，より生活現場に

近い研修を提供できた事がその要因と考えてい

る。同時に，回復期リハという「病病連携」よ

り，在宅支援という「医療福祉連携」に研修医

の興味と共感が感じられるという事実も明らか

となった。一方，ネガテイブな反応は聞かれな

かったが， I医師住宅にインターネット環境を

希望する」という要望があったため，この点は

速やかに対応した(医局にはインターネット環

境が確保されている)。

考 察

1 )医療連携という喫緊の課題と地域医療研修

2年間，計18名の研修医に 3週間プログラム

での地域医療研修を提供した。 2013年度も両病

院から 7名の研修医を受け入れる事が既に決

まっており， 2012年度に用いたプログラムを元

に修正を加えながら研修が開始されている。研

修医の興味を引きつつ緊張感を維持しながら，

「社会が求めている医師jという目標に近づく

ための努力にささやかな貢献を続けてゆきたい

と考えている。

2013年度のプログラムに取り入れるものとし

て，地元医師会である小県医師会会員による訪

問診療への同行を計画している。 C中央病院・

小県医師会有志によって始められた「在宅医療

を考える会」に当院地域医療部も積極的に参加

しており，この医療連携も研修目的に合致した

ものと考えられるからである。

さて，藻谷浩介(日本総合研究所研究員)の

言う「人口の波Jを迎える社会は，その波と同

時に加速される人口減少という現実とも向き合

う事が求められている。

図3に示される死亡者の増加(と同時にそこ
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図3.死亡数の推移

に含まれる医療・福祉需要の増加)に耐えうる

社会は，一体どのようにして準備されうるの

か。今後20年にわたって徐々に現実となるこの

社会保障の大きな課題は，同時にその後の医

療・福祉需要の縮小という課題を見据えながら

取り組まれなければならないという所に，大き

な特徴がある。需要に応じて拡大路線を取るだ

けではその後の破綻を避ける事が出来ないとい

うジレンマの中で，果たしてどのような選択枝

を用意すべきなのか，あるいは出来るのか。

我々が地域医療研修で重視している「連携」

が，その根幹である事に異論はあるまい。社会

共通資本としての医療・福祉を無駄なく合理的

に運用するためには， I機能分化」と対を成す

ベアとしての「連携jが必須なのだ。自らが属

する医療機関だけでなく，地域社会全体の中で

の自らの立ち位置を踏まえながら連携すべき医

療機関・福祉施設に対する理解と共感を深める

事が「連携」のコアであり，その事を研修医に

伝えてゆくのが我々の使命であると感じてい

る。

急性期医療機関で基本的な問題解決が得られ

た後の亜急性期医療においては，様々な基礎疾

患や合併症に対する総合診療科的対応が求めら

れる。我々の回復期リハはまさにその役割を

負っており，縦割りの専門的対応ではなく医療

全般にわたる力量が問われている。臓器別専門

科による医療に慣れた研修医に対して，医療と

生活をつなぐ亜急性期医療としての回復期リハ

を通して医療を捉え直す事を教育する事 もま

た，我々の地域医療研修の重要な課題である。

前述したように新たな専門医制度が2017年度か

らスタートするが， I総合診療専門医」が基本

領域の専門医として位置づけられた事は， I連

携」の時代を象徴するものとしても意義深いも

のだ。

2) i看取り」を考える

鹿教湯病院では，救急入院であるか予定入院

であるか，あるいは高齢であるか若年であるか

を問わず，入院時に「急変時の対応=蘇生行為

を行なうか，看取りか」について本人・家族と

合意を得る事にしている。重症化した時点では

「終末期の対応」がこれに加わるが，状態を問

わず急変時対応についての合意を入院時に得て

おく事は，その後の医療介入にとって重要な意

味を有している。2012年 6月から2013年 5月ま

での 1年間に私が受け持ちとなった入院患者

100名余りでの統計によれば約 9割で意思の確

認が得られており，そのうち42%の家族(本人

も含む)が急変時に「看取り」を望むという結

果であったO そこには原因となった疾患や年齢



に一定の傾向がなく， I充分に生きたから自然

でよい」という判断の元に看取りが選択されて

いるものと考えられた。

実は，前節で述べた「人口の波」を受け止め

るためには，この「自然死」という考え方こそ

がカギを握っていると，私は考えている。「命

の長さJを至上命題として無制限の医療介入を

行なうのではなく，自然に命を終える社会のあ

り方こそが逝く人，残る人双方にとってより豊

かな社会への道筋で、ある事を，既に欧州社会は

実践で示している。「自然死」の普及によって

しかこの国の「人口の波」とその後の医療・福

祉需要減少社会は支えきれないのではないかと

考えられ，それを伝える事を地域医療研修の要

点のーっとして位置づけている。

3 )日本農村医学会の立ち位置と地域医療研修

地域医療研修における日本農村医学会の役割
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に「生活の現場」と「連携」を伝えてゆくとい

う所にあると，私は考えている。

臨床研修の課題は多いが， I命と臓器」の先

にあるものを見据えながら急性期医療に関わる

事が肝要であり，同時にその事は看取りを含め

た現実社会 (Real World)の要請に応える道

でもある。亜急性期・慢性期医療機関であれば

こそ見えてくる急性期医療機関との医療連携，

そして生活現場との介護・福祉連携を中心に地

域医療研修に取り組んでゆく事を当院の重要課

題として取り組みつつ，日本農村医学会にその

意義と経験を発信してゆく所存である。

結 論

地域医療研修についての経験を，医療福祉連

携の立場から考察した。日本農村医学会として

この課題を重要なものとして位置づけ，学会の

歴史を踏まえて取り組んでゆく事が求められて

は何か。それは，半世紀以上の長きにわたって いる。

農村を中心とした地域社会の中で医療・介護・

福祉連携に取り組み，その歴史の中で多くの経

験を蓄積させると共に世代を超えた共感を作り

上げてきた立ち位置を踏まえつつ，若い医師達

著者の COI開示

本論文発表内容に関連して特に申告なし。
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Grappling with the Problems of Training in Community Medicine 

一-Medicine-welfare Coordination Forms the 

Core of Training Programs一一

Michio TAKAMATSU* 

Under the system of initial-phase clinical on-the-job training for newly accredited physi-

cians， the part for community medicine became a compulsory subject in 2010. Then our hospital 

began to accept residents and trained them in community medicine in coordination with acute 

phase hospitals from 2011. The core of this training consists of “experience at places of liveli-

hood" and “linkage of medical care with welfare，" and training is performed according to a pro-

gram that centers on projects evolved outside the hospital and also on recovery phase rehabilita-

tion wards. Our programs were designed to educate the need for coordination between medical 

care and welfare so that trainees could turn their attention to“living" as the endpoint beyond 

“life and organs." 

Witha“surge in the wave ofpopulation" just around the corner， it has become increasingly 

important to work for coordination (initial-phase and final-phase coordination) between acute 

phase hospitals and post-acute hospitals and also between medical institutions for chronic dis-

eases and care at home and facilities. That said， it has now become an urgent task to train “phy-

sicians required for the society." It is necessary for the Japanese Association of Rural Medicine 

to take in training for community medicine as one of its important tasks and strive for its im-

provement in the training and its standardization and to appeal its importance to the society. 

* Dept. of Community M edicine， K<<αkeyuHospitαl， N，αgαno，J，αpαn 
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