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1三次市国民健康保険甲奴診療所

6

県 北 部

■ 所　　長 ／ 重岡　尚也　先生
■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0847-67-2101
■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0847-67-3316
■ 住　　所 ／ 三次市甲奴町本郷645-1

■ 参加学生 ／  升賀　由規（広島大学４年）　　山手　敦史（愛媛大学３年） 
松苗　響香（広島大学２年）　　加藤　朱里（広島大学２年）

■ 実習日程

テーマ  地域医療における診療所の役割と重要性
1日目【8月21日（月）】

開始時間 内　　容
13：00 訪問診療の見学

関連施設の見学
診療見学

17：00 終了

2日目【8月22日（火）】
開始時間 内　　容

8：30 診察見学
患者さんへのインタビュー

13：00 終了
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地域医療セミナー2017　報告書

１．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介
　甲奴診療所のある三次市甲奴町は三次市の南部に位置する地域で、人口はおよそ2,500人
で高齢化率は約45.5パーセントです。広島市からは広島バスセンターから高速バスで２時間
ほどのところにあります。
　甲奴診療所の施設は大きく、胃カメラなどの処置も行われ、院外薬局も設置されています。
甲奴診療所の職員は医師１名、常勤の看護師２名、非常勤が３名、事務長、医療事務が１名
ずつで、院長の重岡先生は消化器内科の専門です。受診者数は１日約60人で最近では往診の
数も増えています。

２．実習内容の報告、および感想
　今回の実習では、甲奴診療所の日常の業務を中心に見学させていただきました。外来見学
では内科的疾患から切り傷などの外傷、人間ドック、予防接種などを行っていました。小さ
な子どもからお年寄りまで年齢層も幅広く、一人ひとりの社会背景や既往歴、基礎疾患を考
慮しながら丁寧に問診を行っていることが印象的でした。また、診療所にはレントゲンをは
じめ、エコーや胃カメラまであり、これらの器材を使いこなして診療を行っていました。専
門分野だけでなく、幅広い分野の知識と技術が必要だということを実感しました。
　往診では、細く険しい山道を進んだ先にあるお宅にも伺いました。退院してから在宅に移
行した後のフォローアップが中心でした。在宅で過ごされている方は定期的に往診してフォ
ローすることが重要だと感じました。日ごろは医療者に頼ることができないので、往診した
ときに病状や日々の生活、不安、難しいことなどをしっかりと聞き取り、対処していく必要
があると感じました。
　福祉施設への往診では、病気だけでなく入居者の不安を取り除くような声かけをしている
ことが印象に残りました。
　また、看護師の方のお仕事も見学させていただきました。医師の診察の前に、あらかじめ
問診をとってまとめておくことで、診察を円滑に進めることができていました。処置や検査
の際の準備や片付け、サポートも完璧でとても良いチームワークだと感じました。小さい診
療所だからこそ、スタッフとの連携がとても大切だと感じました。

３．総　括
　この２日間の実習を通して、診療所のアットホームな雰囲気と患者さんのことを考えた丁
寧な診察を学ぶことができました。外来では絶えることなく診察に来られる患者１人１人の
話をしっかり聞き、診察されていました。高血圧、尿路結石、外傷など多くの疾患で外来に
来られる患者さんに対して、出来る範囲での処置を行い、難しい場合は紹介をするなど、多

1三次市国民健康保険甲奴診療所

地域医療セミナー報告書（甲奴診療所）

広島大学４年　升賀　由規
愛媛大学３年　山手　敦史
広島大学２年　松苗　響香
広島大学２年　加藤　朱里
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県北部

くの疾患の診察をされる重岡先生の姿が印象に残りました。高齢化に伴い、外来だけでなく
個人宅や施設への訪問診療も積極的に行われており、地域に根差した診察をされていました。
そのため診療所にいらした方にお話しを伺うと、重岡先生やスタッフに対する感謝の言葉を
述べられる方が多くいらっしゃいました。
　また、甲奴という地域の温かさも感じました。重岡先生やスタッフの方との交流会ではス
タッフのご家族や地域の方が多く参加してくださり、様々なお話をしていただきました。道
を歩いていると、小さな子どもをはじめ多くの方が声をかけてくれ、甲奴という地域の良さ
を実感することもできました。
　教科書や授業だけでは学ぶことのできない、地域医療や診療所の良さやこれからの課題な
どを学ぶことのできた貴重な２日間となりました。

４．謝　辞
　最後になりましたが、お忙しい中、今回の実習を受け入れてくださった重岡先生をはじめ
とした診療所のスタッフの皆様、実習をサポートしてくださった地域医療システム学講座の
皆様や広島県地域医療支援センターの皆様ありがとうございました。２日間の実習を通して
感じ、学んだことを生かして勉学に励み、将来広島の地域医療に貢献したいと思います。本
当にありがとうございました。
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実習
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地域医療セミナー 2017　報告書

2庄原市国民健康保険総領診療所

6

県 北 部

■ 所　　長 ／ 高張　康介　先生
■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0824-88-2611
■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0824-88-2611
■ 住　　所 ／ 庄原市総領町下領家71

■ 参加学生 ／  岩田　健吾（自治医科大学４年）　　平松　奈奈（広島大学３年） 
品末　典也（広島大学２年）　　　　黒崎　佳奈（広島大学１年）

■ 実習日程

テーマ  庄原市での診療所の役割を知る
1日目【8月21日（月）】

開始時間 内　　容
10：00 診療見学

施設見学
13：00 特養、在宅往診への同行
17：00 終了

2日目【8月22日（火）】
開始時間 内　　容

8：30 診療見学
患者さん、地域の方への聞き取り

12：00 終了
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１．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介
　私たちは、この度の地域医療セミナーにおいて、庄原市総領町にある総領診療所で実習を
させていただいた。総領町は平成29年現在人口約1,300人でその高齢化率は約41％と、平成
13年時に人口が1,700人であったことを鑑みると、過疎化が進む中山間地域の典型例である
といえる。その総領町において総領診療所は、所長の高張�康介医師が今年の４月から赴任し、
診療を行っていた。先生は広島市出身であり、基町高校、自治医科大学をそれぞれ卒業した
若い先生で、まさに私たちの大先輩といった感じだった。その高張先生にご指導をいただい
ての一泊二日での実習はとても実りのあるものだった。

２．実習内容の報告、および感想
　まず初日は、診察の見学、往診の見学、ユーシャイン（特別養護老人ホーム）の見学をさ
せていただいた。診察の見学では、注射やエコー検査なども見せていただいた。また、その
際には、高張先生の方からスライドで総領診療所の取り組みについて紹介していただいた。
往診については一軒のお宅で、私たちのために特別に日にちをずらしていただいたとのこと
だった。今回訪問させていただいた患者さんに関しては、具体的に病気を治すための治療は
ほとんど行っていないということで、在宅医療における医師の役割について考えさせられた。
また、ユーシャインでは、施設の担当医師として単なる医療行為のみにとどまらず、こういっ
た施設ならではの最期の迎え方に関する相談の様子も見学させていただいた。２日目は診察
の見学、「ひょうたんカフェ」への参加、患者さんへのインタビュー、看護師さんの仕事見
学をさせていただいた。「ひょうたんカフェ」とは、地元のお年寄りを集めて、定期的に行
われるサロンのようなもので、認知症予防のクイズなどをしながらみんなでお菓子を食べて
いた。参加者のみなさんはとてもお元気で、10、20代の私たちよりもパワフルなのではない
かと感じた。看護師さんのお仕事はとても多岐にわたっていたが、診療時間中は薬関係の職
務がとても多かった（分包など）。やはり医師だけでなく、看護師さんも地域医療に携わる
うえで、様々な役割を担わなくてはいけないということがわかった。患者さんへのインタ
ビューでは、診療所を訪れる皆さんが、先生や看護師の皆さんを含めて、総領診療所のこと
を本当に愛しているのだということがよくわかり、先生方が普段患者さんたちのために一生
懸命になっていることを象徴しているなと思った。

３．総　括
　二日間の実習を通じて、私たちは多くのことを学ばせていただいたが、それは学年ごとに
違う経験となった。初めての実習となった一年生、解剖実習を経て筋肉などの名称くらいは
わかり始めた二年生、四年生ともなれば臨床のことについて多く知識を得ていて、全員が違

地域医療セミナー報告書（総領診療所Ａ）

自治医科大学４年　岩田　健吾
広島大学３年　平松　奈奈
広島大学２年　品末　典也
広島大学１年　黒崎　佳奈
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地域医療セミナー2017　報告書

う形ではあれど、よい経験になったと思う。しかし、私たちが全員等しく学ぶことができた
こともある。それはやはり地域医療の重要性・やりがいについてだ。患者さんに笑顔で接す
る先生や看護師さんの姿勢、それを見てまた笑顔になる患者さん。そういった風景はとても
憧れるもので、私は将来このような診察であったり、医療を行っていきたいと思った。また、
先生はまだ二十代という若さでありながら、地域医療特有の多岐にわたる業務をとても丁寧
にこなしておられた。私たちから見てもほんの数年先の未来の話であるから、とても身近で
あり、よく見習わなければならない姿に感じた。特に先生の地域医療に対する姿勢・知識と
いうものは素晴らしく、たった数か月しか診療所に勤めていないにも関わらず、様々な患者
さんの症状のみならず、家庭的な背景などもよく知っておられてとても感心した。これは先
生が地域に住んでおられる方々に高い関心を持って医療を行っておられる証拠であり、だか
らこそ、診療所を訪れる皆さんからの信頼を得られているのだろう。将来地域医療に携わる
身として、私もそのような医療人になりたいと思った。

４．謝　辞
　このように一泊二日の中で、私たちはとても内容の濃い経験をさせていただいた。これは
総領診療所の高張先生をはじめとして、看護師さんや患者さん、さらには調整などしていた
だいた地域医療システム学講座、広島県地域医療支援センターの方々など、多くの方々の協
力のおかげであり、皆さんに感謝いたします。この恩返しとして、実習で得た貴重な経験を
活かして、今後も継続して勉学に励み、地域医療に貢献することができる医師を目指したい。

2庄原市国民健康保険総領診療所
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3三次市作木診療所

6

県 北 部

■ 所　　長 ／ 佐古　篤謙　先生
■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0824-55-3651
■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0824-55-3011
■ 住　　所 ／ 広島県三次市作木町下作木1503

■ 参加学生 ／  杉原　百芳（広島大学４年）　　細　　貴幸（自治医科大学３年） 
藤井　勇気（広島大学２年）　　川上　　愛（広島大学１年）

■ 実習日程

テーマ   県境に位置する診療所の役割とその他の機関との 
協力体制を学ぶ

1日目【8月21日（月）】
開始時間 内　　容
11：30 施設見学

オリエンテーション
12：30 昼食
13：30 訪問診療

外来診療
17：30 終了

2日目【8月22日（火）】
開始時間 内　　容

8：30 町民バス
外来で付き添い実習

11：20 まとめ
12：00 終了
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地域医療セミナー2017　報告書

3三次市作木診療所

１．実習医療機関とその地域の概要
　私達は作木診療所へ実習に行ってきました。作木町は旧作木村であり、現在は三次市に合
併しています。合併時、人口は2,100人であったのに対し今は1,400人と減少しており、高齢
化も進行しています。作木診療所は指定管理、つまり民間が管理する診療所で、佐古先生を
始め、看護師２名、事務員３名の方々が働いておられます。佐古先生は長い間へき地の診療
所で働くことを希望されており、今年の５月に赴任されたばかりの先生です。診療所では外
来診療、先生方の車で患者さんのお宅を訪問する訪問診療、作木支所から出ている作木町市
民バスで患者さんを送迎するなど、できるだけ多くの方に医療を提供できるように様々な方
法がとられていました。訪問診療は外来診療と違い実際に患者さんの家で診察するので彼ら
の生活感も分かり診察がスムーズに進み、患者さんやご家族の方とも世間話などができるの
でとても楽しいそうです。作木町を含めへき地の診療所はそこに住む人々にとってとても大
事なものであるため、三次市は診療所の存続を目指して作木地域ケア会議など様々な取り組
みを行っているようです。

２．実習内容、および感想
　まず訪問診療に同行させていただきました。３軒まわりましたが、どの患者さんも普段は
いない私たち学生がいたことでいつもより元気だったそうで嬉しかったです。この見学では
患者さん一人一人によって答えが変わってくるような難しい問いに直面したように思いま
す。どのような生き方をするのがこの患者さんにとって幸せなのか。医師はそれを読み取り
理解して、できるだけそれを実現できるようにしつつも医療的にもいい方向に向かえるよう
にする、難しくも責任ある仕事が任されていると実感しました。
　次に外来診療を見学させていただきました。佐古先生が笑顔で大きく頷きながら患者さん
の話を聞いている姿が印象的でした。待合にいる患者さんに話を聞いてみても佐古先生はよ
く話を聞いてくれるいい先生だと言っていて、信頼の高さを感じました。一人一人にゆっく
り時間をとって話しながら診療をできるというのは地域の診療所のいいところだと感じまし
た。
　作木診療所ならではの実習だったのが町民バスに乗せていただいたことです。乗っていて、
こんな山道をまだ進んでいくのか、と何度も驚かされました。運転手さんはどこにどんな方
が住んでいるかを把握されており、とてもアットホームな雰囲気のバスでした。ただこのバ
スの利用者は時には０人の日もあります。しかし、バスを廃止するようなことはないそうで
す。それだけこのバスが作木町に住む人々にとってとても大事なものであるということが分
かりました。

地域医療セミナー報告書（作木診療所）

広島大学４年　杉原　百芳
自治医科大学３年　細　　貴幸

広島大学２年　藤井　勇気
広島大学１年　川上　　愛
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３．総　括
　今回の実習で私たちの班は、三次市作木町にある作木診療所を訪問させていただきました。
同診療所は今年の５月に２年ぶりに常勤医師の佐古先生が着任され、地域住民の方の期待も
強く感じられました。地域の特徴としては山間に住居が点在しているといった印象で、来院
する際の移動手段を確保しなければ診療を受けることも難しそうな住居も見受けられまし
た。そのような方々に対応するために町民バスというものが作木町には導入されており、実
習の中で実際に利用されている方に、町民バスの重要さ、また常勤の先生がいてくれる安心
感についてもお話を聞くことができました。実習の中でとても印象深かったのが、佐古先生
の言動です。患者さんの身体的には農業や仕事をやめ安静にした方がいい場合もあるが、そ
の人が生きがいとするものをなるべく継続できるようなアプローチを心掛けている、と先生
はおっしゃっていました。現在疾患に対する治療戦略を重点的に学んでいる私たちにとって
は新鮮な考え方であり、患者中心の医療の重要性を再認識することができました。また患者
さんの前では常に笑顔であり、患者さんの言葉に大きく頷く先生の姿はとても印象的で、こ
のような姿勢が患者さんの安心につながっていると感じました。今回の実習は私たちの今後
にとても役立つ貴重な経験になりました。

４．謝　辞
　最後になりましたが、今回お忙しい中実習を受け入れて下さった佐古先生をはじめとする
作木診療所、作木福祉保健センター、あかね薬局のスタッフの皆様、お話を聞かせて下さっ
た患者さんなど全ての方に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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■ 院　　長 ／ 原田　　亘　先生
■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0847-85-2711
■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0847-85-2754
■ 住　　所 ／ 神石郡神石高原町小畠1763-2

■ 参加学生 ／  Ａチーム　 荻野　梨恵（広島大学４年）　　藤澤　諒多（広島大学２年）
大野　真実（広島大学２年）　　土井廉太郎（岡山大学１年）

   　　　　　　Ｂチーム　 柴田　佳晃（広島大学３年）　　山本　有華（広島大学１年）
吉川　　慧（広島大学１年）

実習
内容

地域医療セミナー 2017　報告書

4神石高原町立病院

6

県 北 部
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■ 実習日程

Ａチーム

テーマ   地域との連携

Ｂチーム

テーマ   地元に根差した医療と介護

1日目【8月21日（月）】
開始時間 内　　容
13：30 訪問リハ・訪問看護
16：30 病院内見学
17：30 終了

2日目【8月22日（火）】
開始時間 内　　容

9：00 介護施設見学（シルトピア油木）
12：00 終了

1日目【8月23日（水）】
開始時間 内　　容
13：30 訪問看護見学
16：00 院内オリエンテーション

午後診見学
17：00 終了

2日目【8月24日（木）】
開始時間 内　　容

8：50 介護施設見学
12：00 終了
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4神石高原町立病院

１．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介
　神石高原町は、広島県の東部に位置する標高400～500mの高原の町です。平成16年11月、
３町１村（油木町、神石町、三和町、豊松村）が合併し誕生しました。北は庄原市東城町、
南は福山市、東は岡山県高梁市、西は府中市と接しており、面積は381.81㎢です。人口は平
成29年８月１日の時点で9,392人、高齢化率は46.19％です。JR福山駅から中国バスに乗って
約１時間30分で着きます。主な特産品はこんにゃくや神石牛で、観光地としては帝釈峡があ
ります。
　神石高原町立病院は郡内唯一の入院施設となる地域密着型のケアミックス型病院であり、
初期救急医療から慢性期医療、さらには訪問診療、訪問看護、訪問リハビリといった在宅医
療まで幅広く医療を実施しています。また、週に３回人工透析も行っています。神石高原町
立病院の病床数は83床、診療科は内科、外科、整形外科、眼科、リハビリテーション科、呼
吸器内科、脳神経外科の合わせて７科です。平成29年８月１日の時点で常勤の職員（医師、
薬剤師、看護師等）77人、非常勤の職員34人が勤務しています。

２．実習内容の報告、および感想
　実習１日目は最初に病院で神石高原や町立病院についてオリエンテーションを受け、その
後二組に分かれて訪問看護と訪問リハビリを見学しました。訪問リハビリでは一人の理学療
法士に同行し、車で３人の患者さんの自宅を訪問しました。患者さん一人一人リハビリ内容
は異なりますが、歩行訓練や階段昇降のトレーニングなどが主でした。訪問リハビリを行う
ことの大きな意味として、リハビリの他に高齢者の患者さんに檄を飛ばしやる気向上を促す
ということがあります。訪問看護は現在16件行っており、遠いところでは病院から車で30分
かかるお宅にも訪問しています。主に健康状態の把握をしており、認知症の患者さんに対し
ては服薬指導もしていました。訪問看護などのサービスを受けるには介護認定が必要であり、
骨折等で生活しにくいお年寄りが支援を受けられない状況が生まれているそうです。その対
策として、600円で町内ならどこへでも連れて行ってもらえるという制度を町がつくったそ
うです。
　実習２日目は、特別養護老人ホームのシルトピア油木を訪れました。そこでは週一回の医
師訪問が行われており、診察を実際に見学させていただきました。利用者が認知症である事
が多いため、医師は日々の生活の様子をスタッフから聞いていました。ここで特に印象に残っ
たのは、「施設のスタッフ間の人間関係や施設の雰囲気が、利用者同士の人間関係に影響する」
という医師の言葉です。そこに生活の基点を置く特養だからこそ、利用者が過ごしやすい雰
囲気作りが大切なのだと思いました。
　また、診察の中では利用者の家族に対してインフォームドコンセント（IC）を行っている

地域医療セミナー報告書（神石高原町立病院Ａ）

広島大学４年　荻野　梨恵
広島大学２年　藤澤　諒多
広島大学２年　大野　真実
岡山大学１年　土井廉太郎
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場面も見られました。その内容は、自力で生きる事が難しくなった時にどこまで医療行為を
行うかというものでした。ICを行うことは、もちろん医療者側と患者側との間での相互理解
を生み出すという目的もありますが、「その人の死をどのようなものにするか？」という問
題提起をすることで家族みんなが死に向き合うきっかけを作る役割をも果たしているそうで
す。このように最期までその人らしさを大切にすることは、これから2025年問題を迎える日
本に欠かせないものだと感じました。

３．総　括
　私たちのグループは、神石高原町立病院と、地域との連携をテーマに２日間の実習を行い
ました。神石高原町は高齢化率が高く、高齢者が多く住んでいますが、町内には神石高原町
立病院の他には開業医の診療所が二つしかありません。今回の実習では、病院の外で行う医
療の様々な形を見学させていただきました。病院の中だけではなく訪問医療を行うことで、
地域を支える医療の形をイメージすることができました。どの現場でも必要なのは、職員同
士の信頼と、密な連絡です。場所によって関わる職種は違いますが、情報を共有すること、
信頼して任せることが、限られた人数で医療を提供しなければならない地域には重要である
と感じました。

４．謝　辞
　このたびの実習でお世話になりました神石高原町立病院の服部先生をはじめとした職員の
方々にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今回の実習を通して学
んだことを忘れずに、将来地域医療に従事する際には自分たちの経験として活かしていきた
いです。
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１．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介
　今回見学させていただいた神石高原町立病院は、広島県の中東部に位置し、岡山県に接す
る神石高原町にある地域の拠点病院です。
　神石高原町立病院として開院されたのは2009年４月と比較的新しい病院ですが、その前身
となった無医地区対策として発足した県立小畠診療所は昭和12年から続く歴史ある病院で
す。『地域の人々に愛され信頼される、地域に開かれた病院の構築』を理念に掲げ、事実そ
の通り地域に根差した病院として発達しています。さらに基本方針のひとつとして定められ
ている『保健・医療・福祉の連携をはかり、地域の特性にあった切れ目のない医療を提供す
る』という文言に従い、病院だけでは終わらない地域を巻き込んだ医療福祉を展開されてい
ました。診療科は、内科・外科・眼科・整形外科・脳神経外科・呼吸器内科・リハビリテー
ション科の計７つがありました。病床数は83床あり、日々多くの患者さんの対応をされてい
ます。

２．実習内容の報告、および感想
　今回の実習では、１日目に訪問診療見学と病院の施設見学、２日目に特別養護老人ホーム
の見学を行いました。
　訪問診療見学では先生方に同行し、患者さんと主看護者の方とのコミュニケーションにつ
いて学びました。その中で、定期的に病院へ来ることが難しい患者さんに対して、前回の診
療から体調の変化や生活の変化、服薬の状況などを細かく聞き、患者さんのその時の状況に
合わせた薬の処方をし、次回の診療までにある程度のことは対応できるように介護者の方と
コミュニケーションを取っているところが深く印象に残りました。
　病院の施設見学では病院に一般的に備わっている設備や、神石高原町の土地柄に対応した
設備などを見学しました。中でも印象に残ったのは、マムシに噛まれる人が多いことから、
マムシに噛まれた時専用の治療マニュアルが用意されていたことです。このことから、地域
の中心となる医療機関では、その地域における需要に柔軟に対応することが重要であること
を学びました。
　特別養護老人ホームの見学では、主に施設と病院の情報交換について学びました。具体的
には、施設への訪問の際に病院の電子カルテを持って行き、病院の医師が施設の患者さんの
状況を確認できるようにするとともに、施設の方でカルテに書いたことと同じことを記載し
てあるファイルを用意することで施設と病院間での情報共有が円滑に行われるようなシステ
ムが作られていました。緊急時には普段診ている医師が診る訳にはいかないので、どの医師
が対応してもスムーズに治療が進められるように準備をしておくことが普段の診療において
重要になることを学びました。

地域医療セミナー報告書（神石高原町立病院Ｂ）

広島大学３年　柴田　佳晃
広島大学１年　山本　有華
広島大学１年　吉川　　慧
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３．総　括
　今回の実習を通して、神石高原町では福山市から遠隔地であること、景勝である渓谷に囲
まれていることといった、地形的特徴が医療提供の障害になっていると感じました。経営面
でも決して余裕のある環境にはなく、マンパワーが重要となる僻地医療でありますが、その
人材確保も困難です。
　そうした中でも訪問医療、回診といったサービス提供、周辺施設との連携を重要視した医
療体制が整っている印象を受けました。他病院からの応援や専門技師がいない場合でも、常
勤の医師が作業できるようマニュアルが準備されている点も特筆すべき点です。
�また、今回は研修生と御一緒する機会がありました。こうした環境の中で、目的と志を共
にする医師が学ぶことは大変有意義だと考えます。

４．謝　辞
　実習の流れの話し合いから病院内の紹介まで沢山お世話になった服部先生を始め、在宅医
療の見学をさせてくださった杉本先生、特別養護老人ホーム神寿苑の診療見学をさせてくだ
さった藤原先生、多くの方々の心遣い無くしては今回の実習は成立しませんでした。本当に
ありがとうございました。出会った方皆が本当にあたたかく、神石高原での医療に対する真
摯な姿勢や想いに刺激を受けました。この素敵な出会いを今後も大切にしていこうと思いま
す。
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■ 院　　長 ／ 中島浩一郎　先生
■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0824-72-3111
■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0824-72-3576
■ 住　　所 ／ 庄原市西本町2丁目7-10

■ 参加学生 ／  Ａチーム　 柴田　浩輔（広島大学４年）　　村田　　涼（広島大学３年）
宮野音沙也（広島大学２年）　　平田　慎達（広島大学１年）

   　　　　　　Ｂチーム　 久保　浩介（広島大学４年）　　稲本　　絢（自治医科大学３年）
濱本　咲季（広島大学２年）　　國原　蒼士（広島大学２年）

実習
内容

地域医療セミナー 2017　報告書

5庄原赤十字病院
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■ 実習日程

Ａチーム

テーマ   県北の地域医療の状況を学ぶ

Ｂチーム

テーマ   地域における拠点病院の役割

1日目【8月21日（月）】
開始時間 内　　容
13：30 施設案内
14：15 救急外来見学／検査等見学
15：00 小児科外来見学
16：00 医師・研修医に同行し院内研修
17：00 終了

2日目【8月22日（火）】
開始時間 内　　容

9：00 移動診療車
12：00 終了

1日目【8月23日（水）】
開始時間 内　　容
13：00 庄原赤十字病院の概要説明・庄原市の医療状況について
13：30 施設案内
14：15 外来見学
17：00 終了

2日目【8月24日（木）】
開始時間 内　　容

9：00 巡回診療
11：00 終了
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１．実習医療機関がある地域とその医療機関の紹介
　私たちは、広島県庄原市にある庄原赤十字病院で実習をさせていただきました。庄原市は
広島県の北東部に位置し、島根県、鳥取県、岡山県の３つの県に隣接しています。庄原市の
面積は香川県の３分の２にもなる大きな市です。人口は４万人ほどで高齢化率も40％を超え
ています。庄原赤十字病院では「庄原市の地域医療、小児医療、救急医療、高齢者向け医療、
高度医療を守り、担う」をスローガンとした病院です。移動診療車による巡回診療を行って
おり、市の東部に位置する東城町の帝釈地区を巡回しています。診療車には心電図やエコー、
薬剤など一般診療と変わらない設備が整っています。

２．実習内容と報告
　今回の実習では、院内施設や外来見学、そして移動診療車の見学をさせて頂きました。病
院に到着してすぐに院長先生や他の先生方から庄原赤十字病院の概要や庄原市の医療の現状
について教えていただきました。そのお話の中で、広島県は全国で無医地区数が２位になっ
ていることや、その多くが庄原市にあることなどを教えていただきました。庄原市の中でも
庄原赤十字病院は庄原市の医療の中核を担う病院であり、病床数や診察科の数が揃っていて、
昨年まで不在だった産婦人科医を招致したことにより、より充実した医療を行えるように
なったそうです。
　１日目は、そういった病院や庄原市の概要と院内の見学をさせていただきました。庄原赤
十字病院は４年前に建て替えを行い、中も外もとても綺麗な病院でした。救急医療に必要な
設備や手術室、検査室、集中治療室など高度医療には欠かせないものが揃っていました。そ
の後は内視鏡検査の見学と外来診察の様子を見学させていただきました。先生方の患者さん
に対する接し方を見学させていただき、患者さん一人ひとりの家族構成や生活習慣を熟知し、
病気に対して真摯に向き合うことで、患者さんとの関係をより良いものにしている姿を見て
とても勉強になりました。
　２日目は、移動診療車に乗り、帝釈地区への巡回診療の見学をさせていただきました。診
療所となる集会所には、何kmも先から歩いて来られる方もおられました。移動診療車には、
血液分析装置や心電図、超音波画像診断装置、薬剤などが搭載されており、病院で受けるこ
とが出来る診察や検査とほぼ同じ内容のものを受けることできます。家が病院から遠い方で
も安心して診察を受けることができるため、移動診療車の果たす役割は大きいと感じました。
こういったことが地域医療を支えているのだと感じました。

３．総　括
　今回の実習では、地域医療を担っている病院のイメージを覆されました。急性期病院とし

地域医療夏セミナー報告書（庄原赤十字病院Ａ）

広島大学４年　柴田　浩輔
広島大学３年　村田　　涼
広島大学２年　宮野音沙也
広島大学１年　平田　慎達
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て他の病院と連携しながら患者さんを救う一面と、移動診療車で県境まで行ってその地域で
暮らす人々の支えになっている一面の両方を併せ持つ病院であることが分かりました。中山
間地域にも高度な医療を必要とする患者さんは必ずおられるので、そのような患者さんを救
うために、県北地域だけでなく広島大学病院や他の病院との連携も学んでみたいと思いまし
た。また、移動診療車では、来てほしいという患者さんがいれば長い時間をかけてでも行く
という中島院長や医療スタッフの熱い思いが伝わってきました。医療は患者さんが主役であ
ると言われていますが、この巡回診療はまさに患者さん中心の医療だと思いました。将来、
医療に関わる際には、「誰のための医療か」を常に心に留めておきたいと感じました。

４．謝　辞
　最後になりますが、今回の実習を行うにあたり２日間受け入れていただいた院長先生をは
じめとする庄原赤十字病院の先生やスタッフの方々、また、実習の調整をしていただいた広
島県地域医療支援センターの方々にも感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。
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１．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介
　庄原赤十字病院のある庄原市は、人口36,617人で高齢化率は41.5％、14歳以下の人口は3,885
人と、少子高齢化が進む地域です。特に、80歳や90歳の後期高齢者の住民が多く、在宅医療
の実現に向けて病院の役割の拡大を進めているそうです。さらに、庄原市は香川県と同じく
らいの広さを持ち、それに比較して人口は少ないので過疎が進行しています。したがって無
医地区の数も多く、広島県内の無医地区56か所中23か所が庄原市に存在しています。そういっ
た地域には庄原赤十字病院の巡回診療車が定期的に訪れ、地域の住民の方々のニーズに応え
ています。
　また、庄原赤十字病院は一般外来から一次救急、二次救急まで行っており、市内唯一の総
合病院です。大体の患者には対応できる大きな病院でありながら、地域包括ケア病棟や療養
病棟の導入、訪問看護ステーションの強化、在宅医療の実施など中山間地域での病院の役割
も果たしています。

２．実習内容及び感想
　庄原赤十字病院での体験を通してわかったことは、庄原赤十字病院での取り組みは本来の
地域医療の形態はそのままに、より進化して患者さんに寄り添うことのできる仕組みとなっ
ているということです。なぜそのように感じたかというと、主な理由は二つあります。
　一つ目は大学病院などの、研究が盛んで取り扱う症例も多い病院と変わらないレベルの量
の症例が報告されていることです。案内してくださった消化器内科の先生も、「ここで新人
医師が研修をすれば、実力が十二分につく」と誇りをもっておっしゃっておられました。中
山間地域では研究や難しい病気などを取り扱うイメージのなかった私にとって、今回の実習
はとても印象深いものとなりました。
　二つ目は在宅医療の際の持ち運びされている器具です。今まで往診などを見学した際、医
師の方は車で患者の方々の家へと赴き、血圧や体温測定、そして点滴を変えるなどの実務が
大半でした。しかし今回は、車ではなく中型のバスに血圧・体温測定の器具はもちろん、エ
コーや心電図を測定する機械も搭載されており、採血の後にはその場で検査できるような機
械までありました。なかなか病院まで通うことのできない患者さんの体のことがよく考慮さ
れており、とても感動しました。また、検査をする医師と診察をする医師にグループが分か
れており、そこで作業効率も重視しているのがわかりました。

３．総　括
　二日間の実習を通して、地域中核病院として無医地区の数も多く、広大な庄原市の医療を
担う庄原赤十字病院の地域貢献度の高さを実感しました。地域を支える病院として風邪から
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広島大学４年　久保　浩介
自治医科大学３年　稲本　　絢

広島大学２年　濱本　咲季
広島大学２年　國原　蒼士

72

県

北

部



県北部

がん等の重症患者まで扱い、急性期医療から慢性期医療まで全てを診ることができるこの病
院の包括性にとても魅力を感じました。また、面積も広く、後期高齢者の多い庄原市の医療
を守る為、巡回診療バスでの無医地区への往診や在宅医療などにも力を入れ、非常に質の高
い医療を提供していました。そして、こうした取り組みは病院の力だけでなく、地域住民の
協力や広島県からの行政的なサポートによって成り立っていることを学びました。将来地域
医療に従事する者として、今回の実習は大変大きな糧になりました。

４．謝　辞
　最後になりましたが、今回の実習を行うにあたって快く受け入れ、お世話をしてくださっ
た中島院長先生をはじめとする庄原赤十字病院スタッフの皆様、また、様々な面から実習を
サポートしてくださった地域医療システム学講座の皆様や広島県地域医療支援センターの皆
様に深く感謝を申し上げます。本当に有難うございました。
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■ 院　　長 ／ 郷力　和明　先生
■ Ｔ Ｅ Ｌ ／ 0824-82-2611
■ Ｆ Ａ Ｘ ／ 0824-82-2012
■ 住　　所 ／ 庄原市西城町中野1339

■ 参加学生 ／  Ａチーム　 野田　　望（広島大学４年）　　前田　徳也（広島大学３年） 
佐藤　美純（広島大学２年）　　山口　達也（広島大学１年）

   　　　　　　Ｂチーム　 濱本　幸愛（広島大学４年）　　菰下　智貴（広島大学４年） 
松山　侑希（広島大学２年）　　村上　真央（広島大学１年）

■ 実習日程

Ａチーム

テーマ   西城市民病院での地域医療を学ぶ

実習
内容

地域医療セミナー 2017　報告書

6庄原市立西城市民病院
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1日目【8月21日（月）】
開始時間 内　　容 備　　考
13：00 庄原市立西城市民病院の概要 ・地域包括ケアについて

・介護保険事業所や他の医療機
関との連携

14：00 訪問診療の見学
16：00 施設等の見学 ・病院　　・介護老人保健施設

・保健福祉総合センター
17：00 終了

2日目【8月22日（火）】
開始時間 内　　容 備　　考

8：30 外来診察の見学 内科診察の状況を知る
患者さんへのインタビュー

11：00 終了
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Ｂチーム

テーマ   西城町で取り組まれている医療について知る
1日目【8月23日（水）】

開始時間 内　　容
13：00 １．小鳥原地区移動診療所に同行
15：00 ２．庄原市立西城市民病院の概要の説明

　・自己紹介
　・地域包括ケア
　・介護保険事業所と西城市民病院との連携
　　○訪問看護ステーション
　　○居宅介護等
　・他の医療機関との連携について（地域連携室の役割も含む）
　　○地域連携室の役割
　　○看護師の役割について

16：00 ３．施設見学等
　・病院、介護老人保健施設「せせらぎ」
　・庄原市西城保健福祉総合センター「しあわせ館」

17：00 終了

2日目【8月24日（木）】
開始時間 内　　容

8：30 １．外来診察の見学
　・内科診察の状況
　　病棟回診、エコー、カメラ、MRI等
　・患者さんへのインタビュー

11：00 終了
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１．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介
　私たちは庄原市西城町にある西城市民病院で実習を行いました。西城町は緑に囲まれ、四
季折々の風景を楽しむことができる町です。また、西城町は高齢者比率48.8％、要介護認定
率25.3％であり、日本社会の40年先を行っている地域だと言われています。西城市民病院は、
高齢化の進んだ西城町の医療の中心として、病院の枠を超えた様々な方々と連携をとりなが
ら、地域包括ケアシステムの一端を担っている病院です。西城市民病院には、介護老人保健
施設「せせらぎ」と保健福祉総合センター「しあわせ館」が隣接しています。西城市民病院
（医療）、せせらぎ（福祉）、しあわせ館（行政）の三施設が連携することで、西城町民とそ
の家族の健康を支えています。

２．実習内容の報告、および感想
　訪問診療では、在宅で療養されている二人の患者さんの元へ行かせていただきました。患
者さんの家には「愛ちゃんノート」というノートがあり、バイタルや所見の情報や面談の内
容などが記録され、訪問看護師・医師・介護士の間で情報共有がスムーズに行えるよう工夫
されていました。西城市民病院に戻ってからの検査の見学では、腹部エコー、胃カメラ、胃
透視、脳のMRI、心電図、生検など様々な施設を見学させていただきました。異なる検査を
同じ技師の方が担当したり、呼吸器の先生が胃カメラも行ったりと、地域医療に不可欠な「人
手不足を個人の能力でカバーする」ことを学びました。�入院病棟では、院長の郷力先生の
朝の回診を見学しました。気さくに患者さんに話しかけながら、体調はどうか、食欲はどう
かと必要な情報は漏らさずに聞いておられ、郷力先生の人の温かさを知りました。
　せせらぎでは、入居者の部屋を番号ではなく花の名前で呼んだり、入居者やボランティア
の方が部屋の飾りを作っておられたりと、スタッフと利用者が協力して運営されているのだ
と感じました。実習の日はちょうど夏祭りの季節ということで、たくさんの手作りの提灯や
ひまわりの折り紙などが飾ってありました。そんな和やかな環境のおかげで利用者の方はリ
ハビリにも前向きに取り組め、効果も上がるのではないかと思いました。
　しあわせ館は小学生からお年寄りまで地域住民の交流の場となっています。１階のフロア
ではケアマネージャーや行政の方が仕事をされており、その間には壁がなく自由に行き来で
きるのが特徴です。例えばお年寄りが車椅子の生活を始める際、リハビリや家のリフォーム、
保険、補助金など様々な準備が必要になります。こういったあらゆる問題を一つの窓口で解
決できてしまうのがしあわせ館なのです。ここでも装飾や掃除、喫茶コーナーなど運営をボ
ランティアの手で行っており、多くのボランティアに適切に仕事を割り振るボランティア
コーディネーターが重要な役割を担っています。元気で知識と経験が豊富なお年寄りの力を
借りることが、住民の地域参加を促し、認知症の予防にもなると思いました。また、ここで

地域医療セミナー報告書（西城市民病院Ａ）

広島大学４年　野田　　望
広島大学３年　前田　徳也
広島大学２年　佐藤　美純
広島大学１年　山口　達也
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行われるセミナーは専門家、一般市民の区別がなく、誰もが同じ講演を共に受けます。「地
域の一員」という意識を住民一人一人が持っているのだと感じました。

３．総　括
　以上のように、地域包括ケアは「多職種が緊密に連携すること」「住民が参加すること」
の二つが鍵だと感じました。病院としあわせ館のように物理的な距離が近いことが西城市民
病院の最大の特徴だと思います。西城市民病院は早くから「地域包括ケアシステム」の構築
に取り組んでおり、しかもそのシステムがほぼ100％に近い形で機能しています。なぜ地域
包括ケアが必要なのか、地域包括ケアを実現するためには何が必要なのかを実際の施設を見
せていただきながら学ばせていただいた実習でした。また、郷力先生がおっしゃっていた「主
治医の言葉はお守り」「在宅を選んで後悔させないように」という言葉が強く印象に残りま
した。

４．謝　辞
　実際の地域の現場を見学させていただき、授業では学べない部分を教えてくださった郷力
先生をはじめとする西城市民病院の職員の皆様、ならびに地域の方々に深く感謝申し上げま
す。今回学んだことを今後の学生生活に生かしていきたいと思っています。本当にありがと
うございました。
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１．実習医療機関のある地域とその医療機関の紹介
　現在の庄原市は平成17年（2005年）に庄原市・比婆郡５町・総領町が合併し、新庄原市と
して誕生したものであり、西日本の市町村の中で面積は最大、人口も３万人を超えています。
今回、実習医療機関として訪問した西城市民病院のある庄原市西城町は、島根・鳥取の両県
の県境に位置し、人口約3,500人、高齢者率は48.8％と非常に高い地域となっています。また、
高齢者の中で要介護認定を受けている割合は25.3％、認知症自立度認定者の割合は62.4％と
過半数を超えており、自立的に生活が営める人口の割合は比較的低いのが現状です。西城市
民病院は、介護施設、行政、介護保険など、様々な職種での連携をとることによって、この
地域で、健康寿命を延ばす事や、在宅での医療の充実を目指すことによって、住み慣れた地
域での生活の継続ができる社会の実現を目指しています。西城市民病院では、介護老人保健
施設「せせらぎ」と庄原市西城保健福祉総合センター「しあわせ館」の二つの施設が敷地内
にある事により、介護保険の専門家や、訪問看護を行う看護師、行政のスタッフらと医療ス
タッフが直接的に連携をとることができるようになっているため、患者やその家族が入院後
の方針の決定や保険の加入など、必要となることが一所でできるようになっています。また、
病院での診察のほかに週に１回（９月から週に２回に増えている。）無医地区に訪問診療に
行くなど、病院のない地域での医療の充実にも力を入れています。

２．実習内容および感想
　まず１日目についてです。移動診療車で小鳥原地区の診療所へ向かい、診療所での外来と
診療車の設備について学びました。その後、一時間ほど西城地区での地域包括ケアに関する
取り組みに関するお話を聞き、庄原市西城保健福祉総合センター・しあわせ館と介護老人保
健施設・せせらぎを見学しました。しあわせ館には、保健福祉の行政や社会福祉協議会、老
人介護支援センター、訪問介護ステーション、シルバー人材センターなどの窓口が一か所に
まとまった施設で、地域包括ケアの大部分を担っています。そのため、介護保険による福祉
系サービスや医療系サービス、また配食サービス、心配事の相談とこの施設だけであらゆる
ことに対応できます。高齢者にとって、一つの疑問をたらいまわしにされることなくきちん
と対応してもらえる場所があることは安心感につながると思います。また、同施設にデイサー
ビスや託児所、高齢者のための料理教室、発達障害者の自立支援施設、包丁とぎのサービス
も存在します。これらは主に、町のボランティアの人たちによって運営されています。高齢
者のためにあり、医療や介護従事者によるものと思っていた地域包括ケアが、住民の手によっ
て行われ、地域全体にメリットをもたらしていることに驚きました。
　最終日の２日目は、西城市民病院で病棟診察を見学し、外来・内視鏡・レントゲン・CT
の見学を行いました。その過程で、患者さんへのインタビューをさせて頂きました。地域医
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広島大学４年　濱本　幸愛
広島大学４年　菰下　智貴
広島大学２年　松山　侑希
広島大学１年　村上　真央
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療では、何科専門というわけでなくあらゆる病気を診ていました。これは、医師だけでなく
看護師や介護士なども同じでお互いに教えあい、チームとして動いていくことが大切だと教
えて頂きました。インタビューでは、西城地区の人々にとって、西城市民病院は西城の宝だ
ということがわかり、地域に愛され信頼されている素晴らしい病院だと感じました。

３．総　括
　西城市民病院は、病院に来られた患者さんを診察や治療するだけでなく、病院になかなか
来ることのできない方に対しても、病院側が自ら行って診察するということが一番印象に残
りました。また、治療をすれば終わりということではなく、患者さんや、患者さんの家族の
生活を考慮に入れ、治療後の生活のケアも医療従事者が共に考えていくことは非常に地域で
の医療にとって重要なものであると感じました。この先私たちが地域医療に従事する医師に
なるために学ぶべきことを、改めて考え直すきっかけになりました。

４．謝　辞
　今回、この地域医療セミナーを通じて地域の
中心病院の役割、包括ケアを学ぶことができ大
変勉強になりました。西城市民病院の郷力先生、
事務長の惠木さんをはじめご協力いただいた皆
様、本当にありがとうございました。
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報告会 表彰式 

　８月24日15時30分～広島県医師会館で実習内容を模造紙にまとめ、報告会をしました。

　今年の報告会も、「学んだ内容とそれをどう伝えたか」をポイントに審査をしました。24チームを
４つに分け、それぞれ優秀チームを選出し、更にその４チームの中から全員で最優秀チームを選びま
した。（発表時間：各３分）

吉和診療所1位 雄鹿原診療所〈A〉2位

庄原赤十字病院〈Ｂ〉3位 神石高原町立病院〈Ｂ〉4位

表彰式
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報告会 

吉和診療所 優秀プレゼンテーション第１位 
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雄鹿原診療所〈Ａチーム〉 優秀プレゼンテーション第２位 
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雄鹿原診療所〈Ｂチーム〉
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安芸太田病院
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越智医院
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円山医院
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田村医院
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森本医院
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南海診療所Ａ
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南海診療所Ｂ
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大和診療所
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瀬戸田診療所
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沼隈病院〈Ａチーム〉
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沼隈病院〈Ｂチーム〉
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公立みつぎ総合病院
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甲奴診療所
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総領診療所
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作木診療所
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神石高原町立病院〈Ａチーム〉
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神石高原町立病院〈Ｂチーム〉 優秀プレゼンテーション第４位 
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庄原赤十字病院〈Ａチーム〉
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庄原赤十字病院〈Ｂチーム〉 優秀プレゼンテーション第３位 

102



　 

西城市民病院〈Ａチーム〉
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西城市民病院〈Ｂチーム〉
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懇親会  

　８月24日18時30分～、広島県医師会館で懇親会をしました。
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アンケート結果 １．学生の回答 

地域医療セミナー2017
アンケートまとめ
回答者：87名

広島大学ふるさと枠／自治医科大学／県奨学生他
参加者：95名

2%

98%

ポリクリ経験

あり なし

参加学生の基本情報

あなたは将来，へき地医療に従事し
てみたいですか?(1つ選択)

従事してみた

い

どちらかとい

うと従事して

みたい

どちらかとい

うと従事したく

ない

従事したくな

い

卒業時の気

分による

人数 43 37 6 0 1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

今，自分が目指している方向性に近
いものは？

バリバリの

総合診療

医タイプ。

診療所で働

くことを夢

見ている

総合診療

医だけど，

診療所より

は病院の

方が良い

専門科(家)
にはなりた

いけど，義

務内は地

域で総合診

療をする

自分の科

は特定診

療科になる

と思うけど，

地域で働く

ことに苦は

ない

自分の科

は特定診

療科になる

ので，都会

で働くことし

か考えてい

ない

その他 未回答

人数 20 25 20 15 0 6 1

0

5

10

15

20

25

30

• 未定

• 総合診療を診療所

でしつつ専門

今回のセミナー全般の満足度はどの程度
ですか?(1つ選択)

76%

23%

0% 0% 1%

とても満足

少し満足

少し不満

かなり不満

未回答

20

3

2

1

21

1

19

3

1

2

17

2

1

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

広大ふるさと枠

自治医大

岡山大学地域枠

県奨学生

その他

1年 2年 3年 4年

（人）

参加学生の基本情報

あなたが今回のセミナーで学んだこと
は何ですか?(2つまで選択)

0
10
20
30
40
50
60
70

義務があることに関して，どのように
考えていますか?

絶対嫌

嫌だけど、

義務を果た

すことは了

解している

そんなに気

にならない

何が気にな

るのか、分

からない

その他 未回答

人数 2 9 61 13 1 1

0

10

20

30

40

50

60

70

義務が
ない

今回のセミナーを通して，地域医療につい
ての理解が深まりましたか?(1つ選択)

67%

32%

0% 0% 1%

とても深まった

少し深まった

あまり深まらなかった

全く深まらなかった

未回答

この夏季セミナーをこのまま継続すること
に関してどう思いますか?(1つ選択)

90%

9%

0% 0% 1%

このままでよい

多少修正した方がよい

大幅に修正した方がよい

やめた方がよい

未回答
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２．医療機関の回答 

事前調整について
　■ 初回の打診の時期（6月中旬）
　　・このまま

　■ 文書での依頼時期（6月中旬）
　　・このまま

　■ 学生との調整期間
　　・ちょうどよい

　■ 実施日程（一泊二日）
　　・短い　～　ちょうどよい　～　２・３人で２泊３日が良い
　　・目的によって異なる
　　・二日目に２～３時間追加が良い

実習内容について
　■ 学生の人数（原則4人）
　　・ちょうどよい　～　多い

　■ セミナー効果
　　・実際の地域医療を見ることができ、理解が深まる
　　・早期体験
　　・それぞれの地域や施設の特色を知る
　　・将来を現実的に考えられる

　■ 課題や問題
　　・実質の実習時間が短い
　　・その日のスケジュールにより学生の相手が十分でないことがある
　　・見学だけで終わらないようにしたい
　　・学生からの積極性や目的が伝わらないことがある
　　・学生に満足してもらえたか
　　・卒後の勤務に結びつくのか
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その他／意見・感想
　　・今後も続けて欲しい
　　・指導医として他施設を見学させてもらいたい
　　・低学年では臨床は分からないため、一般的なことになってしまうが、５～６年生になったら

現場で少しは理解ができるのではないか
　　・時間的に地域の医療を見てもらうだけになるが、学生の個々の意見や感想を聞きたい
　　・学生がたてた実習計画を知らせてもらえると助かる
　　・夏セミナーを通じて、医師を含め、当該病院の医療従事者が改めて業務に対してこれでよい

のかと自己点検になる
　　・へき地医療に役立てられれば幸い
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