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１．コロナ禍が浮き彫りにした地域医療の問題点 

 

2019年 11月に中国、武漢市でパンデミックを引き起こしたコロナウイルス感

染症は瞬く間に世界を席巻しました。この 1年間でコロナウイルス感染症は政治、

経済、そして医療のさまざまな問題点を浮き彫りにしたのではないでしょうか。

このような問題点は、急に現れたのではなく、以前から指摘されてきたものが多

くあります。医療においても病床再編と機能分化、医療連携強化や医療介護連携

の必要性は以前から指摘されていました。それらがこれまで遅々として進まなか

ったのは、積極的にそれを行う必要性がなかったからです。そのような問題解決

に取り組まなくても医療側にも、それを利用する側にも特に支障がなかったから

だと思います。 

 

しかし、コロナ禍を介し地域医療に内在する課題が一気に噴出しました。特に

地域を支える救急医療とかかりつけ医療の在り方に大きな動揺が生じました。救

急車を受け入れる病院がみつからない、入院できる病床がない、病床はあっても

支える医療者がいない、発熱があるというだけで診療を十分に受けられない、必

要な検査が受けられないなどです。現在はこれらの問題は鎮静化したものの、根

本的に解決したわけではありません。 

 

私が運営している医療法人社団守成会広瀬病院は一般病床 34 床、医療療養病

床 37床、合わせて 71床の小さな民間病院です。小規模病院は病診連携の中では、

基幹病院でも、診療所でもない、どこにも位置付けられてない医療機関です。黙

っていては地域の中に埋没し、やがて消滅する運命でしょう。当然のごとく経営

も楽ではありません。それがゆえに小規模病院である我々は、地域の抱える問題

を自ら見つけ出し、積極的に関与し貢献していくことで地域内に必要とされるよ

う努めてきました。我々の地域医療の隙間や小さな段差を埋める取り組みの中で、

救急医療と、その中で方針決定を担うかかりつけ医としての経験は、今後の地域

医療を支える一つのヒントになるのではないかと思います。同時に地域の中小病

院を活用することで地域ごとに抱える地域医療の問題点を解決していく一つの

ヒントになればと思います。 

 

（１）神奈川県相模原市における高齢者救急医療の現状と課題 

  

神奈川県相模原市は新宿や横浜といった都市部から電車で約 45 分のところに

位置している、典型的なベッドタウンです。昨今リニア新幹線の誘致が計画され

ていることや、圏央道が整備されたことで、人口増加傾向になり、市内の高齢化

率は 26％（2021 年 1 月 1 日時点）と全国平均と比較すると現在は低く、むしろ

今後 2030 年にかけて高齢化が急速に進行するといわれています。また行政の方

針として都市部へのアクセスの良さから積極的に特別養護老人ホーム、介護老人

保健施設、その他民間の有料老人ホームを開設認可してきました。結果として相
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模原市では介護老人保健施設やとりわけ民間有料老人ホームへの入居可能数は、

全人口比で県内でも高水準となっています。一方で相模原市では在宅診療の普及

は遅れており、人口 10 万人当たりの在宅療養支援診療所の開設割合は 6.6 件と

神奈川県内でも低い割合となっています。 

 

昨今、特別養護老人ホームや一部の民間有料老人ホームは、国の指針として介

護度の重い利用者を受け入れ、かつその方たちを最期まで看ることを方針として

示されています。介護老人保健施設もリハビリを行い、在宅復帰を目指す一方で、

施設での看取りを推進する方向も併せて示されています。施設介護サービスがた

くさん誘致され、そこに入所できるチャンスは広がりましたが、施設において、

重症度の高い利用者や看取りまでの療養を支える十分な体制整備はまだ追いつ

いていないといえます。 

 

 実際に、相模原市における救急医療機関の拠点である北里大学病院の統計では、

救急搬送件数の中で、施設からの救急搬送が占める割合は、2016 年 5.4％から

2019年 7.0％と年々増加傾向です。加えて施設入所されている患者ということも

あり、身体機能、認知機能に何らかの問題を抱えておられる患者が全体の 70％

以上を占めています。このような患者背景の下では、でき得る標準治療を画一的

に全例行えるかどうかはとても難しい問題となってきます。その結果、救急医療

現場では治療をどこまで行うか否かの非常に難しい判断を迫られています（図 1）。

「何かあったら救急車」という対応で本当にいいのかと疑問視する声は、現場医

師からも聞かれるようになっています。 

 

【図 1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設高齢者において ACP1が進んでいないことが、適切な救急医療を提供する判断を難しくしています 

                              
1 Advance Care Planning（アドバンス・ケア・プランニング）：人生の最終段階の医療・ケアについて、本

人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス（厚生労働省ホームページより） 
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 その不安が現実のものとなったのが 2021 年 1 月のコロナ感染症第 3 波で示さ

れた状況ではないでしょうか。リスクの高いすべてのコロナ感染者を収容しよう

としたがために、病床の逼迫とそれによる医療者の疲弊、入院できない待機患者

の増加と待機中の容体急変が頻発しました。筆者はコロナ対応病院で当直業務を

行っていますが、当時の状況は確立した治療法がなく限られた治療を行う一方で、

膨大な時間を認知症のケアや終末期の看取りのケアにあてている現実を目の当

たりにしました。このような仕事はもしかすると救急基幹病院以外が積極的に担

うべき役割だったのではないでしょうか。 

 

 

２．求められる「かかりつけ医療」の在り方 

  

これらの問題を考えるにあたり重要となってくるのが医療資源の適正利用と

役割分担、そしてそれを推進する役割を担うのがコーディネーター「かかりつけ

医」の存在です。日本医師会の定義にもあるように、「かかりつけ医」は単なる

調整役ではなく、地域社会の一部を構築する役割があると考えています。今後の

地域社会と地域医療を守るために「かかりつけ医」が担うべきミッションについ

て、現時点での視点だけでなく少し先の視点も併せて触れたいと思います。 

 

（１）今後 10年の社会を見据える 

  

コロナ禍で経験した現実や課題は、10 年後の社会を表しているという識者も

います。2000年から 2018年の間に独居の高齢者数は全国で 1.5倍、都市部では

2.3倍に増加しました（図 2）。10年後の社会では高齢者はさらに増加していき

ますが、なかでも独居の高齢者が増加してくることが今までと大きく異なります。

一方で労働人口はますます減少し、特に介護を支える担い手の減少が顕著である

といわれています。 

 

 このことから考えられることは、現在の医療のように体調が悪化したときに、

患者自身の判断で自由に救急車を呼ぶなどの状況が続くと、特に救急医療や高度

医療を提供する機関では人材不足で医療提供体制に支障がでるかもしれません。

また、最近は在宅医療が発達し、当院でも多くの患者を預からせていただいてい

ますが、多くの場合は配偶者や介護する家族が存在しています。それが独居とな

るとヘルパーや訪問看護師を必要なだけ配置しなければなりませんが、10 年後

に今と同じ人的資源を投入できる保証はありません。 
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【図 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 年後の社会では、独居高齢者の増加と労働人口の低下が進みます 

 

 

（２）なぜ疾患管理と入院抑制なのか 

  

このことから、今後の高齢者医療において最も重要なことは、まず高齢者自身

に健康で元気でいていただく期間を延ばすことです。自身のことは自身でできる

状態を少しでも延伸し、なるべく介護度を上げない努力が重要となってきます。

いままで終末期医療は癌患者が中心でした。在宅診療の技術の進歩や、患者・家

族の意識の変化、また医療側の意識の変化により癌患者の終末期の過ごし方は大

きく変化し、多くの患者が在宅で長い時間を過ごせるようになりました。癌終末

期患者は亡くなる直前まで身体機能は保たれています。そのため、たとえ在宅療

養となっても介護を必要とする期間は決して長くありません。在宅での緩和技術

が確立している現状であれば、10 年後の未来でも癌終末期患者は変わらず在宅

で過ごせる可能性は高いと思います。一方で今後、増加が予想される老衰による

フレイル、肺炎や心不全を繰り返す慢性臓器障害患者では段階的に身体機能は落

ちてしまいます。癌終末期の時と異なり、身体機能が低下を始めてからの経過は

数年単位であり、この間を今と同じようにヘルパーや看護師で支えるのは困難で

す（図 3）。 
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【図 3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護を必要とする時間が長くなるということは、1 人の介護者が 1 年間に介護できる人数が減るという

ことです。悪性腫瘍とそれ以外では介護を必要とする期間に大きな違いがあります 

 

 

予防を考える際に、高齢者の身体機能を最も低下させるのは転倒による骨折と

いう直接的な要因と、内臓疾患による長期的な入院という間接的な要因であると

筆者は考えます。実際、慢性心不全の再入院のリスク因子の一つにも 14 日以上

の長期入院が含まれています。このことから、これからの地域社会や地域医療に

おいて重要なのは、生活習慣病の管理だけでなく、重篤な状態で長期入院となり

身体機能が低下するという状況を回避することです。重篤な状態での入院を回避

するには小まめな体調管理と、体調変化時の迅速な対応が重要です。特に慢性臓

器不全の再燃には必ず重篤化の数日前から前兆があります。この時点で適切に介

入できれば入院は回避できます。実際、慢性心不全での再入院リスク因子として、

心不全入院歴のある患者に対して、診療間隔を 1か月以上あけることや、体調変

化に対する患者教育やサポート体制が不十分であることが再入院の大きなリス

クであることが示されています（図 4）。一方で、頻回な医療者の介入と適切な

患者教育は入院リスクを減らすことが報告されています。 
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【図 4】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入院歴のある患者が、再入院のリスクが高くなり、かつ 14 日間以上入院することで、その次

の入院の可能性がさらに上がってしまいます 

 

（出所）Tsuchihashi M,et al.,2001, Medical and socioenvironmental predictors of 

hospital readmission in patients with congestive heart failure, American 

Heart Journal,142(4): 20A-26A より筆者作成 

 

このことからも「かかりつけ医」の重要な役割は、患者の身体機能を低下させ

ないために、入院を回避する疾患管理を行うことであり、それは注意深く介入す

ることと状態変化時の迅速な対応で実現可能なのです。 

 

（３）終末期における意思決定の重要性 

  

もう一つ重要な役割は、終末期の意思決定支援です。そもそも在宅医療が推進

された背景にはこれからの多死社会を迎えるにあたり、それまでの病院を中心と

した看取りの方法では、病床数が足りないという実情から始まりました。しかし

在宅医療の普及により在宅で最期まで過ごすことが可能となった現在は、患者自

身や家族が、人生の最期の時間の過ごし方について主体的に決定することが重要

となってきています。患者自身が治療と療養について、あるいは緩和ケアや最期

の時間の過ごし方について正しい知識を得て、自身で選択できるようにすること

は、患者自身にとって望まない治療や入院を回避できるとともに、医療資源の適

正な配分の観点からも重要なことです。このような重要な決定をサポートするに

は、病気や治療の説明だけでは不足していることが研究でも示されており、疾患
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の知識や症状のコントロールだけでなく、より死や看取りについての具体的な言

及と、利用できる医療介護制度の説明も必要とされています（図 5）。 

 

 終末期における「死」についてしっかりと向き合い理解することは、互いの信

頼関係を構築するためにも、数か月、もしくは数年の時間を要する作業です。「死」

について互いに共有し治療と療養の方針を決められることは、今後の「かかりつ

け医」にとって重要な責務となってきます。 

 

【図 5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終末期の方針を決めるのに、看取りや死への相互理解は欠かせません。またそれを支える仕組みを

共有することも非常に重要です 

 

（出所）Hiroki Chiba,et al.,2018,Identification of Topics Explained by Home Doctors to Family 

Caregivers with Cancer Patients Died at Home: A Quantitative Text Analysis of Actual 

Speech in All Visits, The Tohoku Journal of Experimental Medicine,245(4): 251-261 
より筆者作成 
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３．地域の中小病院である我々の強みと役割 

  

筆者が当院の院長に就任したのは 2008 年、父である前院長の急逝によるもの

でした。当院のような中小病院は経営が大変厳しく、できることも決して多くは

ありません。その中で自分たちの強みは何かと考えた時、診療所にはない最大の

強みは入院ができる病床の存在です。病床数は地域の中で数が決められており勝

手に増やすことも、開設することもできません。病床は地域にとって限られた財

産なのです。この病床を、地域にとって有効に活用できるかどうかが重要になっ

てきます。 

 

筆者はまず初めに、この病床を慢性疾患再発時の重症化予防に活用しました。

誤嚥性肺炎で入院したことがある患者は、同じことで再入院する可能性が高いで

す。重症化する前に気が付き治療ができれば治療期間も短く済み、身体機能も低

下せずに在宅に戻れます。家族も早くに治療が開始されれば安心でしょう。何も

介入しなければ重症化し、貴重な救急病院の病床を長い期間占有する結果になっ

てしまいます。重症化しやすい患者に、重症化する前にこちらから介入する必要

がでてきます。そういった患者はどこにいるのかと考えたときに、通院できない

で自宅にいるのではないかと考え、重症化しやすい患者を早めに察知するために

2009 年に在宅診療を開始しました。当時は増悪の徴候があると早めに入院加療

を行い、短期間で在宅に戻していました。また退院後も筆者の携帯電話の番号を

患者に渡し、いつでも連絡が取れる体制をとっていました。 

 

そのような病床を利用した取り組みを続ける中、転機となったのが癌終末期に

おける関わりの経験です。 

 

（１）病床を必要とする患者の変化 

  

安易に入院を選択することはさまざまな面で弊害があります。一方でいつでも

入院ができる環境があることは患者やその家族、そして医療者自身にも、時に大

きな安心感を与えてくれます。その安心感が患者の行動や結果に大きな変化を与

えることがあります。 

 

2013年、当院における癌末期看取り患者は 47人でしたが、そのうち在宅診療

を受けていた患者が 23 人、在宅看取りとなったのは 8 人で、全体の半数以上に

あたる 24 人は紹介元病院に入院してから当院で亡くなるまで一度も在宅退院し

ませんでした。つまり最期の数か月間をずっと病院で過ごした患者が 50％以上

いたということです。一方、2016 年は癌末期患者 75 人に対し、在宅看取り 25

人で在宅看取り率 33％へ上昇し、65 人(87％)の患者が基幹病院から離れる際に

在宅療養を選択し在宅診療を受けていました。一度も自宅へ帰らなかった患者は

13％まで低下したのです。苦痛をしっかり緩和し、いつでも連絡が取れ、いつで
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も入院ができることを約束し、在宅で定期的に診療を行う。目指す方向性を共有

し、不安な気持ちを抑えることで当時の大きな課題を一つ解決したのです。そし

て、問題解決の一つの大きな柱が病床の存在とその有効利用でした。 

 

 現在では、癌末期患者が入院することは極めて少なくなっています。在宅でし

っかりしたケアと診療が行えており、緊急時の対応もできているからです。それ

でも「いつでも入院できますか」という質問は多くの方から頂きます。慣れ親し

んだ環境の方が良いのが当然ですが、それを支えるには安心を担保する支えが必

要です。 

 

一方、非癌患者の在宅看取りは、2014 年 11 人、2015 年 23 人、2016 年 25 人

と増加傾向にはありますが、平均年齢は 88.6 歳できわめて高齢で、最期まで自

覚症状のない患者が 84％でした。すこし古いデータですが、肺炎徴候や心不全

徴候などが存在していると、苦痛の緩和ではなく入院での治療を望む傾向が癌終

末期よりもやや強い印象です。最近ではこのような非癌患者に対しても緊急連絡

をいただけば、往診や外来への緊急受診対応を行い、重症化を防いでいるため、

かかりつけ症例での入院は少しずつ減少してきています。癌終末期における経験

同様、いつでも入院できる安心感と入院しなくても受けられる医療への理解が少

しずつ患者の行動に変化を与えていると思います。 

 

今後、病床の在り方は、このように癌以外の終末期に向かう過程での役割が重

要になるでしょう。なぜなら、癌以外の慢性疾患は数年単位でうまく付き合って

いかなければなりませんし、時には空間的にも時間的にも、短期間日常生活と切

り離して集中的に治療を行う方が、患者、介護者双方にとって良い結果になるこ

ともしばしばあります。大切なことは、入院という出来事を減らすこと自体が大

切なのではなく、総合的に在宅で過ごす時間が長くなるようにすることが重要で

あり、その目的のためにうまく病床を使うことが、今後の地域医療を円滑にする

鍵であると考えています。 

 

（２）見えてきた施設の課題と解決すべき方向性 

  

癌以外の多くの高齢者が生活されているのは自宅もしくは介護施設です。当院

で外来診療や在宅診療を受けている患者は、先ほど述べたように、少しずつです

が入院を要する頻度は減ってきています。 

 

一方で介護施設に入所されている場合はどうでしょうか。2018 年に調べたデ

ータ（期間：2017 年 1 月 1 日～5 月 31 日）では、当院に救急搬送された施設入

所者のうち、約 50％は施設に入所されてから 3 か月以内に救急搬送され入院と

なっていました。しかし救急搬送された患者のうち、実際に救急要請をすべき重

症該当者は全体の 20％にとどまっていました（図 6）。 
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【図 6】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設で救急要請されている患者で、救急要請が必要であった重症該当例は 20％にとどまっています 

 

 

これは施設数が増えたことや国の介護政策によって、より介護度の高い患者を

入所させている反面、そのような患者を支える医療的なサポートや技術が不足し

ていることを示しています。せっかく施設に入所したものの、すぐに症状が悪化

し救急病院に長期間入院となり、その間に身体機能が大きく低下し、結果として

施設に戻ることができなくなってしまっては、介護施設を増やした意味がありま

せん。施設は生活の場であるとともに、病床に代わる看取りの場としての働きが

期待されています。施設本来の働きができるようにすることは地域医療にとって

も大切なことです（図 7）。 
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【図 7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者医療では、患者を俯瞰して診る必要があります。患者の全体像から判断し、必要な場合

には高度医療機関に搬送します。一方で高齢者では入院のストレスによって体調が悪化する場

合もあります。入院だけでなく、在宅でも治療する方がいいときもあります。患者の希望、家族の

気持ち、年齢、体力など全身状態から治療の選択肢を検討し、安易な救急搬送はせず、個々の

方々に適切な判断を行います。 

これを在宅療養支援病院ができる地域救急の『ゲートキーパー』と呼んでいます 

 

 

４．地域の中小病院で地域課題を解決する 

  

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、民間有料老人ホームが期待されてい

る役割は、生活の場であること、リハビリの場であることと同時に看取りまで行

える場所であることです。そのためには二つの問題を解決しなければなりません。

一つは疾患管理をサポートすることです。重症化する前に対応しなければ施設で

継続して過ごすことは難しくなります。そのためには救急車を呼ぶこと以外に、

医療へのアクセスを考えなければなりません。もう一つは終末期意思決定支援を

行うことです。当院における 2018 年 1 年間のデータでは、施設で最期を迎えた

患者はわずか 27％にとどまっています。患者や家族の療養の方針や治療に関す

る考えを把握できていれば、ちょっとしたことで救急車を呼ぶことは少なくなる

はずです（図 8）。 
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【図 8】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設での看取りはまだまだ進んでいるとは言えません。施設救急を根本的に変えるには、看取りがで

きる施設に変われるようにサポートしなければなりません 

 

 

 私たちは慢性疾患の重症化予防、癌終末期症例での在宅療養推進、慢性臓器不

全症例での入院を回避する取り組みすべてに共通して行ってきたことがありま

す。それは病気のことを理解し、次に何が起こるか予測し、対策をたてて共有し、

どうしてほしいかをきちんと質問し、いつでも連絡できる体制といつでも入院が

できる安心を約束することでした。この知見は施設の課題解決にも応用できるか

もしれません。 

 

（１）地域施設の救急医療を支える取り組み 

  

施設で状態が悪くなったとしても、重症基準に該当する患者は 20％で、80％

は救急搬送する必要がない患者です。それでも救急車を要請するのは介護施設ス

タッフの不安が大きな要因です。そこで我々は同じ地域内の特別養護老人ホーム

に対して、かかりつけ患者と同じように 24 時間体制で医療サポートを開始して

います。 

 

 具体的には、連携開始前に施設入所者とその家族全員に対して、今後起こり得

る肺炎や転倒、脳梗塞などに対する当院で行える治療や、一般的な治療指針につ

いてまず説明します。その次に老衰や終末期の概念を説明し、終末期や回復が困

難な時に選択しなければならない医療行為、例えば気管内挿管や人口呼吸器、昇

圧剤や心肺蘇生について一つ一つ説明します。その後、治療行為それぞれについ

て、現時点でどう考えているかの返事をいただきカルテに保存します。重要なの

は積極的な治療を希望しないことを選んでいただくのではなく、どのように考え



  

 Healthcare note No.21-05 14 
 

ているか教えていただくことです。積極的に治療を希望するとわかっていれば、

必要な時に基幹病院へ転送すればいいのです（図 9）。 

 

【図 9】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者やその家族の細やかな心情を理解し、共有することで医療選択への迷いは減ります。できなくて困るの

ではなく、何をしたらよいのかわからなくて困るのです 

 

 

 医療に対する希望や方針がわかれば、80％は軽症から中等症ですから電話で状

態を聞き、外来受診や往診で十分に対応可能です。バイタルの多少の乱れや、夜

間帯発症でも一旦入院とし翌朝検査すればほとんど問題ありません。20％の重症

例の際も、まず当院で初期対応します。重症と判断すれば家族の意向書を確認し、

再度意思を確認しつつそれに沿って対応します。 

 

 大切なことはいつでも介護施設職員が相談できる体制を構築し最終的には長

く施設で過ごせるようにすることです。当法人では相模原市内にあるケアプラザ

相模原と実際に連携の取り組みを行い、2019 年 12 月から 2020 年 5 月の救急車

の要請の件数を前年同時期比で 60％削減することができました（図 10）。また、

同施設での看取り件数についても 2018 年度 13 例、2019 年度 17 例、2020 年度

24 例と増加傾向にあり、同施設が行っている自施設で最期まで看ることを推進

する「心残りゼロケア」という取り組みと合わせ、当院が介入した際に医療的な
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側面から今後の見通しや、終末期の説明、治療や療養の見通しについて説明がで

きたことも影響しているかもしれません。 

 

【図 10】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急要請の数は有意に抑制できました。一方で今回の結果からは 1回の救急車の要請を減らすのに

3 回の診療行為が必要となることも示唆されました 

 

 

（２）目指すべき今後の方向性(同じ場所で過ごすことの大切さ) 

  

慢性疾患の重症化予防、癌終末期症例での在宅療養推進、慢性臓器不全症例で

の入院を回避する取り組みにおいて、最終的には入院する頻度が減ることが地域

社会にとってもいいことであると考えています。これは入院そのものが悪である

ということではなく、総合的に病院で過ごす総時間が少なくなり、在宅や施設な

ど自身が慣れ親しんだ環境で過ごす時間がより長くなればいいとの思いです。 

 

 その観点から考えれば、施設救急を減らすことは一つの通過点に過ぎず、最終

的には施設で最期まで過ごせるようにしていくことが、現在の大きな課題だと思

います。このことを解決するためには、医療者とのアクセスを改善し、重症化さ

せない、入院しない管理を行うことと、終末期について説明できる人材を育成し

ていくことです。 

 

 いままでの当法人の取り組みは、あくまで有事の際に当法人スタッフが介入し

て行っていました。しかし本来は、長い時間をかけて、信頼関係を構築し終末期

の話を自分たちで行えるようにならなければなりません。我々が現地のスタッフ

を教育し、自分たちで最期まで看ることの想いを患者や家族に伝えられるように
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なることが大切なのです。病床を有している我々だからこそ普段過ごしている場

所の大切さもよく理解しています。 

 

 この先 10 年のさまざまな指標をみても、患者の移動、高額な医療費、環境の

変化によるせん妄など、患者の状態によって場所を変えていく方法は難しくなっ

てくるでしょう。急には変えることができないからこそ、大きい病院よりももっ

と近い地域病院で、未来に備えた練習が必要なのではないでしょうか。 
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