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筑波大学医学医療系　地域医療教育学　

教授　前野哲博　

　2009年度に開設された茨城県地域医療教育学寄附講座も、早いもので開設されてから 3年が経過

しました。本講座は、2007年度の緊急医師確保対策事業による地域枠の導入に伴って、茨城県と本

学が、地域保健・地域医療の充実強化のための連携に関する協定を締結して設置されました。設置

に先だって大学院人間総合科学研究科に地域医療教育学分野が新設され、私が 2009年 2月に責任者

として任用され、4月に寄附講座教員として大久保准教授、阪本講師が着任しました。2010年 10月

からは、神栖市地域医療研修ステーション事業の委託に伴って横谷病院講師が新たに着任し、診療

支援に当たるとともに、地域医療教育体制の充実に向けて努力を重ねてきました。地域枠入学者も、

2009年度の 5名を皮切りに年々 2名ずつ定員を増やしており、2011年度末現在で 20名の学生が在

籍し、2012年度はさらに 11名の地域枠学生が増えることになります。

　地域医療の教育は、大学でいくら教えても具体的にイメージすることはできず、実際の現場で、地

域で暮らす方々、医療を支える方々、保健福祉活動に取り組む方々と直接ふれあい、その特性や魅力

を肌で感じながら、体験を通して学ぶ必要があります。本学では、寄附講座の新設を受けて神栖地域

医療実習を新たに導入し、神栖済生会病院を拠点として、本学の医学生全員が 1週間地域に滞在し、

実際の体験を通して地域医療について学ぶ地域医療教育を実施してきました。この実習は、病院・診

療所・在宅ケア・保健福祉活動・ヘルスプロモーション・住民体験を含む、きわめてバリエーション

に富む実習であり、地域医療教育の新しいモデルとして全国の大学から注目を集めています。

　本学の学生は首都圏出身者が多く、地域医療について具体的にイメージできず、いわゆる「食わず

嫌い」で地域医療に negativeな印象を持っていることも少なくありません。このような学生が、実

際の地域での経験を通して、地域医療の必要性を理解するとともに親近感を覚えるようになっていく

姿を目の当たりにすることができたことは我々の大きな喜びでした。実際、実習後のアンケートでは

4分の 3の学生が、将来短期間でも地域医療で働いてもよいと回答しており、このような素晴らしい

教育プログラムが実現できたのも、同院ならびに神栖市の皆様の多大なるご理解とご尽力のおかげで

あり、ここに心より感謝申し上げます。

　地域医療で活躍する人材の養成は一朝一夕にできるものではなく、長期的視点に立った体系的な教

育プログラムとキャリア支援体制の整備が必要不可欠です。我々は、この３年間で構築してきた貴重

かつ魅力的な地域医療教育のフィールドを生かし、さらに発展させて、質の高い地域医療を提供でき

る能力とマインドを持った医師を 1人でも多く輩出できるように、これからも努力を重ねていきた

いと思っています。

3年の活動を振り返って
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神栖地域医療ふれあい実習
実施概要：早期体験医学教育の一環として、医学群 1年生全員を対象に行われる。
実施目的：将来、病院－診療所間でつながりを意識した医療を提供できる医療人になるために、病院

と地域で行われている医療の違いを知る第一歩として、地域医療現場の実際を体験する。
実習場所：神栖済生会病院

【2009年度】
実施日程 2009年 7月 2日、7月 8日、7月 9日
実施人数：12人（4人単位での 1日間の実習が 3日間）

【2010年度】
実施日程：2010年 7月 7日、7月 8日
実施人数：8人（4人単位での 1日間の実習が 2日間）

【2011年度】
実施日程：2011年 7月 5日、7月 14日
実施人数：8人（4人単位での 1日間の実習が 2日間）

＜医学生 1年生の実習スケジュール例＞
はじめに 10時 11時 12時 13時 14時 15時～
オリエン
テーション

受付業務／
看護業務 外来診療 昼休み 薬剤科

業務
放射線科
業務

神栖の医療に
ついて

地域医療教育活動
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地域医療教育活動

神栖地域医療実習
概要説明：本講座が開設された 2009年度より、医学類 5年生を対象に地域医療実習を行っている。

下記の期間に医学生が 3～ 4人単位で神栖市に 1週間泊まり込んでの実習である。そこ
では、医療現場での実習に加え、地域診療所実習や住民体験実習、そしてヘルスプロモー
ション教育実習を行っている。2010年度の神栖市の委託事業として「神栖市地域医療研
修ステーション」が設置されたことにより、医学生教育の面でも指導教員の増員や地域診
療所実習、住民体験実習などの追加が可能となり、さらなる地域医療教育の充実が図られ
るようになっている。このことは、都会出身者が多数を占める医学生にとって、実際に地
域を体験して、地域医療の魅力とやりがい、地域住民の期待を肌で感じる実習として、非
常に教育効果の高いものとなり、全国の医師不足地域問題を抱える行政関係者および地域
医療教育を担当する大学教員からも高い関心が寄せられている。

【2009年度】実習期間と人数
日程 8.31-9.4 9.7-11 9.14-18 9.24-25 9.28-10.2 10.5-9 10.13-16 10.19-23
人数 3 4 4 3 3 3 4 3
日程 10.26-30 11.2-6 11.9-13 11.16-20 11.24-27 11.30-12.4 12.7-11 12.14-18
人数 3 3 3 3 3 4 3 4
日程 H22.1.4-8 1.1215 1.18-22 1.25-29 2.1-5 2.8-12 2.15-19 2.22-26
人数 3 3 4 3 4 3 3 2
日程 3.1-5 3.8-12 3.15-19 3.23-26 3.29-4.2 4.5-9 4.12-16 4.19-23
人数 3 3 2 3 3 3 3 3
合計：医学類 5年生 101人

【2010年度】実習期間と人数
日程 8.30-9.3 9.6-10 9.13-17 9.21-24 9.27-10.1 10.4-8 10.12-15 10.18-22
人数 3 3 3 3 3 3 3 3
日程 10.25-29 11.1-5 11.8-12 11.15-19 11.22-26 11.29-12.3 12.6-10 12.13-17
人数 3 3 3 3 3 3 3 3
日程 H23.1.4-7 1.11-14 1.17-21 1.24-28 1.31-2.4 2.7-10 2.14-18 2.21-25
人数 3 3 3 3 3 3 3 3
日程 2.28-3.4 3.7-11 3.14-18 3.22-25 3.28-4.1 4.4-8 4.11-15 4.18-22
人数 3 2 * * 3 2 2 2

*：東日本大震災により、中止
合計：医学類 5年生 86人

【2011年度】実習期間と人数
日程 8.29-9.2 9.5-9 9.12-16 9.20-22 9.26-9.30 10.3-7 10.11-14 10.17-21
人数 3 3 3 3 3 3 3 4
日程 10.24-28 10.31-11.4 11.7-11 11.14-18 11.21-25 11.28-12.2 12.5-9 12.12-16
人数 2 3 3 4 3 3 3 4
日程 12.19-21 H24.1.4-6 1.10-13 1.16-20 1.23-27 1.30-2.3 2.6-10 2.13-17
人数 3 4 4 2 3 4 3 3
日程 2.20-24 2.27-3.2 3.5-9 3.12-16 3.19-22 3.26-30
人数 4 3 3 4 3 2
合計：医学類 5年生 95人
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＜医学類 5年生の実習スケジュール例＞
月 火 水 木 金 

午前
大学で

オリエンテーション
／移動

診療所実習 外来実習
（耳鼻科）

ヘルスプロモーション
（地域での健康教室）

外来実習
（外科）

午後 外来実習
（内科） 診療所実習 訪問看護 住民体験実習 乳児健診

／移動

夕～夜 ヘルスプロモーション
事前打合せ 1

ヘルスプロモーション
事前打合せ 2 当直実習 大学で振返り

＊外来実習
病院外来・診療所で、医学生自身で問診をとり、診察、
評価、方針、カルテ記載までを行う。その後、医師の診
療に同席し、ディスカッションを通して、よくある病気
の診療に必要な知識・技術を学ぶ。

＊救急当直実習
神栖済生会病院の当直医に付いて実習を行う。地域医療
現場での具体的な救急対応や限られた医療資源の中での
対処の実際を経験する。

＊神栖市内診療所実習（2010年度より新設）
実習に協力して下さる神栖市内の診療所を訪れ、神栖市民にさらに身近な医療を学ぶ。
透析、漢方、往診、グループホームでの健康相談、小児予防接種、糖尿病教室など、それぞれの診
療所には特徴があり、地域の人々や院長先生、スタッフの方たちと交流しながら、これらを神栖市
内の診療所が行う意義を考える機会とする。

　※実習協力医療機関（50音順）：
　　あきら医院、鹿島灘診療所、鹿島ハートクリニック、城之内医院、にへいなかよしクリニック、
ひかりクリニック、人見医院、武藤小児科医院

＊訪問看護実習
訪問看護師に同行して、在宅での看護業務に関する実習を行い、在宅でのケアに必要な知識・技術、
配慮点などについて学ぶ。

＊訪問リハビリテーション実習
訪問理学療法士に同行して、リハビリテーションの業務に関する実習を行い、在宅での自立促進や
廃用症候群予防に必要なリハビリテーションの知識を学ぶ。

＊ヘルスプロモーション
地域の現場で、通院患者、小・中学生や住民、企業の社員を対象にした健康教室に協力して行う。
一般の方の心へ届くような配慮点や地域住民と交流することで、医療に対する期待を肌で感じる機
会を持つ。

＊住民体験実習（2010年度より新設）
地域の農家や商店などで 1日仕事を手伝いながら、地元の人と交流する。その中で土地と人を知
り、この地域や仕事ならではの健康ニーズをつかむことを目的とする。また、他業種の職場体験は、
様々な人々とふれあう医師として、人を理解するための想像力の源となる。

耳鼻科外来での実習
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地域医療教育活動

　※実習協力事業者：
　　ピーマン生産農家…池田農園、藤原農園、山中農園、高橋農園、崎山農園　和菓子製造・販売…
鹿島製菓株式会社（幸鹿堂、しゅくる ･ふるーる）、衣料品販売…綜合衣料小美や、スポーツ用
品販売…株式会社スポーツ高橋

＊乳幼児健診
神栖市保健センターで、乳児の測定の介助を行いながら実習する。この実習を通して、乳児の正常
発達や年齢相応の身長や体重に関する知識を学ぶ。

＊泊まり込み実習
1週間泊まり込み、地域住民の方と交流する機会を持つことで、医療への期待や不安を肌で感じ取
る。また、周辺を実際に散策しながら医療面だけでなく生活環境にも親しみ、地域への理解を深める。

＊最終日の振返り
毎週金曜夕方、大学でその週の学生全員が集まり、教員と共にこの週に学んだことを踏まえ、地域
医療の問題点や今後自らの果たすべき役割について、考えを共有し、深める。

ハウスでのピーマン収穫
（住民体験実習）

ペットボトルの分別作業
（住民体験実習）

地域医療連携会議で地域医療の実情を学ぶ

外来実習（イメージ）
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地域枠医学生対象セミナー
　茨城県医療の将来を担う地域枠医学生が県内各地域の様々な医療場面を体験することによって、医
師不足が顕著な茨城県の現状と問題点を認識させ、学習意欲の向上と茨城県医療への貢献意欲の向上
を図ることを目的として、スプリングセミナーを開催している。

2009 年度
実施日：2010年 3月 11日
内　容：
　1年生（5名）：地域診療所実習
　　　協力医療機関　大和クリニック、愛美園（訪問看護ステーション）、協和調剤薬局

2010 年度
実施日：2011年 3月 9日（水）～ 11日（金）、14日（月）～ 16日（水）※

内　容：
　1年生（6名）：地域小規模病院・診療所実習
　　　協力医療機関　笠間市立病院、利根町国保診療所
　2年生（5名）：救急医療実習
　　　協力医療機関　茨城県立中央病院、茨城県立こども病院※　※東日本大震災のため中止
実習レポートより：

　利根町国保診療所で実習した 1年生の報告スライドより

訪問診療を通じ自宅療養の実際を学習 発表会：全職種を交え意見交換

…

4

…

6 7

…
�
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地域医療教育活動

　1年生（診療所）のレポートより　　　　　　　2年生（救急）のレポートより

2011 年度
実施日：2012年 3月 8日（木）～ 16日（金）
内　容：
　1年生（9名）：地域小規模病院・診療所実習
　　　協力医療機関　笠間市立病院、大和クリニック、利根町国保診療所
　2年生（6名）：救急医療実習
　　　協力医療機関　茨城県立中央病院、茨城県立こども病院
　3年生（5名）：周産期医療実習
　　　協力医療機関　北茨城市立総合病院、JA県北医療センター高萩協同病院

1 年生：医師が患者さん一人一人の背景
を覚えていることに感動

2年生：偶然、有名キャラクターの病院
訪問に遭遇

3年生：医師不足地域の周産期
医療を支える姿に接しました
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外来エスコート実習
　筑波大学では 1年生の 1学期より、医学への学習意欲を高めるために医療福祉現場でのふれあい
等を早期に体験する実習を実施している。
　その一つとして本講座の大久保英樹准教授が責任者となり、筑波大学附属病院に初めて来られた患
者さん 1人につき学生 1人が付き添い、受付から帰宅するまでの間、病院内をエスコートする「外
来エスコート実習」を行っている。
　この実習は
　1． 患者や家族の視点から大学病院外来のシステムを見学する
　2． 大学病院のメリット・デメリットを感じる
　3． 患者や家族の心情を理解する
　4． 外来担当医師の態度を見学し、医師としてのあるべき態度を考察する
ことを目標としている。
　具体的には受付前で本実習の意義を説明し同意を得た患者さんに学生を紹介し、診察室へ一緒に向
かい、可能であれば診察に同席、その後会計終了後、必要ならば介助しながら駐車場まで見送る。こ
の一連の中で、学生は患者さんと会話を交わしながら病院に来たいきさつ、不安なこと、病院や診察
医の印象、医学生に対する期待などを直接聞くこととなる。
　実習後の学生からの報告では
　1． 多くの患者さんは最先端の医療を求めて大学病院に来るが、それだけに診察までの待ち時間が

長いので、初対面時の医師の一言が重要と思った。
　2． 患者さんの担当医師に対する感想を直接聞けたことがとても参考になり、将来のモデルを持て

た。
など、示唆に富む意見が多く、学生にとって今後の学業、あるいは医師として働く際の心構えになる
と思われる。

臨床医学教育活動
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臨床医学教育活動

食育教育活動
『つくば市の小学校における食育教室と医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラム』
　本プロジェクトは、H23年社会貢献プロジェクトの一環として、実施した。

1．プロジェクト概要

　本プロジェクトは、児童が教室内で普段の食生活を再現し、医師や栄養士、そしてトレーニングを
受けた医学生からインタラクティブなフィードバックを受け、より適切な食事を選択する能力が獲得
できるプログラムである。なお、本プロジェクトは以下の 2つのプログラムから構成されている。
1．小学校高学年向け食育プログラム
　児童が、おやつカードの選択を授業前とディスカッション後に行う。授業と実践を通して小学生自
身のカロリーや塩分、そして栄養素（鉄、カルシウム、食物繊維）に対する理解を深め、自ら考えて
選ぶ力を育むプログラム。
2．医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラム
　医学生が食育教育の企画・運営を行う。食育教育の準備段階では、自らの食生活を振り返ることか
らはじまり、さらに健康教育に必要な各スキルのトレーニングを受けた後、小学生の教育に関わる。
その過程で、食育に対する理解を深め、心に届くメッセージを伝える実践力を高めることを目的とし
たプログラム。

2．プロジェクト成果の概要

　今回 5つの小学校で食育教育を行った。どの小学校でも児童達は真剣に取り組み、「食べ過ぎては
いけないものと、多く摂るよう心がける栄養素があることを知った」、「将来の病気を防ぐには、小学
生のころから食習慣に気をつけておくことの重要性に気付いた」といった意見が聞かれた。また、教
室の後半では、1日の摂取範囲内でやりくりするためにおやつカードのカロリー、塩分をみながら主
体的に選び直しているグループが多くみられた。
　教員からも「臨床と絡めた説明もあり、すごく説得力があった」といった意見が聞かれ、普段学校
内で行われている食育以外に外部から臨床家が訪問することの有用性がみられた。
　医学生からは、「教室で指導するには、自分自身が相当しっかりと理解しておかなくてはいけない
ことに気付いた」、「5日間食について考え、自身の食生活を振り返る過程で、食習慣への興味が沸き、
その重要性を強く感じるようになった」など、知識の深化だけにとどまらず、食習慣の問題に対する
重要性を見いだすきっかけを提供する効果もみられた。
　全体を通して、おやつカードを用いカロリーや塩分を視覚的に捉えられる手法を取り入れたこと
で、より取り組みやすく効果的な食育教育が実施できたと考えられた。また、医学生にとっては、食
に対する理解と価値観を深め、分かりやすく人に伝えるための訓練を行う場を提供できる効果的なプ
ログラムであったと考えられた。その他、より効果的な食育プログラムの推進には、小学校との連携
を強化し、既存の食育プログラムとの相乗効果が引き出せるような工夫が必要であるなど、今後の課
題も見つかった。

医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラムについて
担当教員：阪本直人・横谷省治（医師）、皆吉智之（栄養士）
M3医学概論 健康教育企画・地域健康教育実習とのコラボ企画として実施された。
ワークショップ（以下WS）コンテンツ一覧
　本WSを通して、自らの食生活を振り返り、ライフサイクルにおける栄養やプレゼンテーション
技術、行動変容、カラーユニバーサルデザインなど、健康教育の運営と実施に必要なスキルのトレー
ニングが受けられるメニューとなっている。
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9月 1日（木） 9月 2日（金） 9月 5日（月） 9月 6日（火） 9月 7日（水）
1時限

（8：40-9：55）
小学生にとっての
間食の位置づけ

グループ学習
（プレ発表会準備）

2時限
（10：10-11：25）

講義シリーズ

フィールド調査 
おやつの買い出し

記録を見ながら
食生活自己評価
とディスカッシ
ョン　　　　　

プレ発表会 4日間で学んだ事
の発表会

3時限
（12：15-13：30）

グループワーク 
おやつセレク
ション撮影など
の作業

・生活改善のコ
ツ・～無理なく
減塩、チームマ
イナス 1g～ 　

フィードバック
＆バージョン
アップ

発表会準備

4時限
（13：45-15：00）

食習慣と生活習
慣との関係をラ
イフステージの
視点から見てみ
よう！　　　　

ワンコインランチ
活用法　　　　
ワークショップ

心に届くプレゼ
ンテーション、
カラーユニバー
サルデザイン

栄養士による
ランチセレク
ションフィード
バック

5時限
（15：15-16：30）

15:45～ 
各テーマに分散 おやつカード作成 行動変容　　　

ワークショップ
健康教室発表会
（最終）

14:00-
発表会

・食育ガイダン
　スと課題
・チームビル　
　ディング
・教室日程の決定

6時限
（16：45-18：00）

ファミリー　　
ダイナミックス
について　　　

生活習慣と生活
習慣病について
DVD&講義 　

フィードバック＆
完成版へ   　　　

全体発表後の
振り返り　　

※ 9月 7日以降も小学校での食育教室実施まで、教員監修の下、各グループあたり数回ずつ教室運
営の練習、予演会などが行われた。

小学校高学年向け食育プログラムについて
担当教員：阪本直人・横谷省治（医師）、皆吉智之（栄養士）
食育教室実施校と開催日時（1回の教室：50～ 60分）：
　 担当小学校 教室実施日程 生徒人数 医学類 3年生
1 今鹿島小学校 2011年 9 月 29日（木） 5・6年生、55人 百瀬春佳、山口亜梨紗、山本隆平、横田華奈
2 前野小学校 2011年 10月 13日（木）     6年生、24人 小川靖裕、川嶋久恵、島田奈那美
3 東小学校 2011年 12月 14日（水）     6年生、90人 安藤有佳里、安藤嘉朗、殷加耶
4 大曽根小学校 2012年 1 月 13日（金）     5年生、108人 木村紀志、園部藍子、高須莉子
5 葛城小学校 2012年 1 月 16日（月）     5年生、70人 花井　翔、藤原彩織、三宅　優

3．実施風景と参加者からの感想

実施風景

おやつカードの発表。児童同士で話合
い、カードを再選択してゆく

後半では、児童が「こっちは 100 キロ
カロリー少ない」、「塩分少し多いな」と
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臨床医学教育活動

実施後の感想
○小学生高学年向け食育プログラムを受けた児童から
　・塩分やカロリーは、取り過ぎると血管がダメになる。
　・スナック菓子は買わないようにして、ヨーグルトやフルーツを食べようと思います。
○小学校教員から
　・高学年になると肥満の児童が増えてきますので、食事を見直す大変よい機会になりました。
　・外部の先生が授業をしてくださると、保護者にも伝えやすくなりますので助かります。
○医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラムに参加した医学生から
　・1週間使って学生各自が普段の食生活を見直すことから始まった。入学してからというもの、自
分の普段の食事を見直したことなどなかった。参加者の中には 1日当たり 5000kcal近く摂取し
ている者もいて、医学生自身が普段の食生活を振り返ることの重要性を感じた。

　・生活習慣の改善にアプローチする際、行動変容の知識も必要になるし、人に伝える技術も習得し
ておく必要がある。そんなことを気付かせてくれ、実践できました。本当に深く学べました。

ランチセレクションWS。医学生間で
評価し合い、ディスカッション

栄養士による個別指導。医学生も自ら
を振返り、食の理解を深める

行動変容WS。相手の変容ステージに
合わせた的確な関わり方を練習

医学生 16 名と教員（阪本、横谷）、
栄養士（皆吉）
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切開・縫合実習
　4年生全員を対象にした「切開・縫合実習」を毎年 5月～ 6月に本講座の大久保英樹准教授が指導
している。これは臨床実習を控えている学生を対象に、現場で特に重要と思われる手技を会得するこ
とを目的としている。
　基本的な手技である「切開」や「縫合」の学習を通し、自身や周囲の人々への安全確保の観点から、
1． 針やメスなどの危険物の処理方法
2． 血液など体液の付着した感染性廃棄物の取り扱い
3． 医学的清潔区域の確保方法
など、実際の医療現場に直結する事柄を学ぶ。
　特に、医学的清潔野の確保と維持には手順があり、その手順には理由がある。「なぜそういう手順
で行わなければいけないのか」を「意識」することが極めて大切と思われる。
　具体的には、4年生約 100人を 4～ 5グループに分け、1週間に 1グループずつ指導している。
　まずは解説を加えながら、大久保准教授が患者の手足に見立てた「豚足」を消毒し、切開と縫合の
デモンストレーションを行う。
　次に学生自身が糸結びの方法から手取り足とり学び、切開、消毒、手袋、布かけ、正しくメスを持っ
て切開、持針器に付けた縫合針に糸を通して豚足に刺入し両手で糸を結紮、糸を切って、危険物や感
染性廃棄物を安全に廃棄する、など、盛り沢山な内容を 1つ 1つしっかり学んでいく。
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臨床医学教育活動

　指導として毎年少しずつ改定しているが、学習効果の高い実習となるように、以下の点を工夫して
いる。
1． 糸結び練習用の糸を、糸の中央から紅白それぞれの色分けがしてあるものを用いた。
　　　糸の中央から紅白にすることで、結節を作る際にどの糸をどの方向に回したり持ったりすれば
よいのか分かりやすくするため。

2． 滅菌手袋の装着から片付けまで、全体を通した大きな写真を多数掲示して学習しやすくした。
　　　一度に 20人強の学生を指導しているため、学生が質問したいときにすぐに応えられないこと
もある。それを補うためにスライドショーのように順を追った写真を掲示した。これらを見て学
習している学生も多く見られた。

3． 学生のレベルでの基本的な縫合方法だけでなく、マットレス、埋没、連続、器械縫合など、より
多くの縫合方法をデモンストレーションした。

4． 最後に実際の OSCEと同様に、5分間でどこまでやれるのかを時間を計って確認した。

　学生にとってはこの切開・縫合も OSCEの課題に含まれており、OSCEに合格しないと臨床実習
が許可されないということは言うまでもない。
　OSCEや臨床実習の時だけに限らず、将来に渡り生かしてもらいたいと思っている。
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健康教育活動
現状：本講座が開設された 2009年度よりヘルスプロモーション活動を行ってる。2010年度の神栖

市の委託事業として「神栖市地域医療研修ステーション」が設置されたことにより、神栖市と
の緊密な連携がより強化され、地域住民の健康増進の強化が実現できた。

一般市民対象

健康づくり講演会　～操健美食～
内　容 「知って納得！　健診結果」というタイトルで、検査値のみかたや生活習慣病予防のコ

ツについて解説。その後、運動指導士、栄養士による講演と続きました。講演終了後の
相談コーナーでは、身体の不調や病気について、運動にまつわること、さらに食事に関
する質問が多数寄せられ、参加者の熱心さが伺えました。

講　師 阪本直人

日　程 2010年 11月 6日　120分
場　所 神栖市うずもコミュニティーセンター

主　催 神栖市・鹿島医師会

健康づくり講演会　～知って得する！糖尿病の真実～
内　容 糖尿病とその合併症について、よくある誤解なども交え、分かりやすく解説。

高血圧や高脂血症など、一見すると別のもののように思われている生活習慣が糖尿病と
どのように関係し、血管にダメージを与えているかを効果的なビジュアルを用い紹介。
後半は、実践的な予防と改善方法について楽しく解説。この講座は、管理栄養士とのコ
ラボで行われましたが、講演終了後には、病気に関する質問に加え、運動・食事に関す
る質問が多数寄せられ、住民の熱心さが伺えました。

講　師 阪本直人

日　程 2011年 12月 6日　150分
場　所 神栖市保健センター

主　催 神栖市・鹿島医師会

『いきいき健康講座　高血圧編～減塩とウォーキングで実感しながら健康アップ～』
内　容 神栖市住民を対象にした長期型健康講座。地域医療実習の一環として、医学生も準備、

運営に関わり実施した。
住民特定健康診査で軽度高血圧を指摘された方や一般から希望者を募集しました講座
は、効率よく食事・運動の改善に取り組めるよう 3ヶ月～ 6ヶ月に渡るプログラムで毎
年実施されています。（年間 3、4回シリーズ　各回 120分）

担　当 阪本直人、横谷省治、実習中の医学生数名

日　程 【2009年度】
第 1回：2009年 9月 10日、第 2回：2009年 9月 17日、第 3回：2009年 11月 5日、
フォローアップ：2010年 3月 18日にフォローアップ講座を実施
【2010年度】
第 1回：2010年 12月 7日、第 2回：2011年 2月 1日、第 3回：2011年 2月 15日
フォローアップ：2011年 5月メッセージカードの送付による継続サポート
【2011年度】
第 1回 2012年 1月 24日、第 2回 2012年 2月 2日、第 3回 2012年 2月 28日
フォローアップ :メッセージカードの送付による継続サポート

場　所 神栖市保健センター
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小・中学生対象

喫煙予防教室
内　容 地域医療実習の一環として、医学生も準備、運営に関わり実施した。各校年 1回　1回

60分の授業
1. タバコの害
2. 依存性
3. 「同級生 ･先輩から勧められても断る」練習
　（WHOライフ ･スキル理論を用いて）

担　当 阪本直人、横谷省治、実習中の医学生数名

日　程
および
場　所

【2009年度】
2009年 11月 19日 神栖第三中学校  全学年、約 360人 +保護者
2009年 11月 26日 波崎第四中学校  1年生、約 80人
2009年 12月 3 日 大野原西小学校  6年生、76人
2009年 12月 10日 波崎第三中学校  全学年、410人
2010年 1 月 14日 息栖小学校  6年生、128人
2010年 1 月 21日 柳川小学校  6年生、約 20人
2010年 1 月 28日 軽野小学校  6年生、約 80人 +保護者
2010年 2 月 4 日 深芝小学校  6年生、87人
2010年 2 月 18日 太田小学校  5年生、50人
2010年 3 月 4 日 神栖第四中学校  全学年、約 460人
【2010年度】
2010年 10月 14日 波崎第四中学校  1年生、93人
2010年 10月 28日 波崎第二中学校  1年生、60人
2010年 11月 2 日 大野原西小学校  6年生、72人
2010年 11月 11日 波崎第一中学校  1, 2年生、204人
2010年 11月 18日 柳川小学校  6年生、25人
2010年 11月 25日 横瀬小学校  6年生、保護者、72人
2010年 12月 2 日 息栖小学校  6年生、113人
2010年 12月 9 日 須田小学校  6年生、57人
2010年 12月 16日 波崎東小学校  5, 6年生、保護者、36人
2010年 12月 21日 軽野小学校  6年生、59人
2011年 1 月 20日 波崎第三中学校  2年生、保護者、132人
2011年 1 月 27日 太田小学校  5年生、保護者、38人
2011年 2 月 3 日 波崎西小学校  6年生、42人
【2011年度】
2011年 9 月 29日 神栖第三中学校  1年生　全 117名
2011年 10月 20日 太田小学校  5年生　全 43名
2011年 10月 25日 柳川小学校  6年生　全 25名
2011年 11月 8 日 土合小学校  6年生　全 56名
2011年 11月 17日 波崎第二中学校  1年生　全 68名
2011年 11月 22日 波崎第一中学校  1, 2年生　全 199名

塩分の感じ方について
参加者間で話し合い

ウォーキング前に
ストレッチ

的確な減塩に各家庭の
みそ汁の塩分をチェック

医学生

医学生

本講座医師
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2011年 11月 29日 軽野小学校  6年生　全 70名
2011年 12月 8 日 神栖第一中学校  2年生　全 96名
2011年 12月 13日 波崎第四中学校  1年生　全 98名
2011年 12月 20日 波崎第三中学校  1年生　全 117名
2012年 1 月 12日 須田小学校  6年生　全 48名
2012年 1 月 19日 深芝小学校  6年生　108名
2012年 1 月 26日 横瀬小学校  6年生　全 93名、保護者も参加
2012年 1 月 31日 息栖小学校  6年生　全 116名
2012年 2 月 9 日 波崎西小学校  6年生　全 55名
2012年 2 月 14日 大野原西小学校  6年生　全 65名
2012年 2 月 21日 植松小学校  6年生　全 112名

タバコを誘われた際に“断る”練習。
医学生らと協力し、生徒全員が必ず 1回は実践出来るプログラム

つくば市の小学校における食育教室と医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラム
内　容 児童が教室内で普段の食生活を再現し、医師や栄養士、そしてトレーニングを受けた医

学生からインタラクティブなフィードバックを受け、より適切な食事を選択する能力が
獲得できるプロジェクト。なお、本プロジェクトは以下の 2つのプログラムから構成さ
れている。
1．小学校高学年向け食育プログラム
2．医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラム
詳細は別途「食育教育活動」（P.9）を参照下さい。

担　当 阪本直人、横谷省治、皆吉智之、実習中の医学生

日　程 ＜医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラム＞
【2010年度】2010年 9月～ 1週間
【2011年度】2011年 9月～ 1週間
＜小学校高学年向け食育教室＞
【2010年度】2010年 11月～ 2010年 2月、4回、各回 50-60分
【2011年度】2011年 9月～ 2012年 1月、5回。各回 50-60分

場　所 ＜医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラム＞筑波大学内（詳細は P.9～ 11参照）
＜小学校高学年向け食育教室＞いずれもつくば市内の小学校で実施
【2010年度】
2010年 11月 4日（木）  前野小学校  6年生、45人
2011年 1月 19日（水）  大曽根小学校  5年生、102人
2011年 1月 27日（木）  東小学校  6年生、96人
2011年 2月 16日（水）  葛城小学校  5年生、50人※

医学生

本講座医師

友人からタバコを誘われても断る練習
（ライフスキル教育）

参加型の教室
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臨床医学教育活動

【2011年度】
2011年 9 月 29日（木）  今鹿島小学校  5・6年生、55人
2011年 10月 13日（木） 前野小学校  6年生、24人
2011年 12月 14日（水） 東小学校  6年生、90人
2012年 1 月 13日（金）  大曽根小学校  5年生、108人
2012年 1 月 16日（月）  葛城小学校  5年生、70人※
※学校医・学校歯科医・地域の方・保護者の方も参観された

来院患者対象

内　容 地域住民が自分自身や家族の健康を守るために、病院に来院された方を対象に下記の
テーマにて、健康教育を行いました。集団を対象に寸劇を交えながら行う形式と個別
に相手のペースに合わせて説明するなど内容や参加者の状況に応じて、複数の形式で
行いました。毎回会場では、多くの方からの質問があり関心の高さが伺えました。
地域医療実習の一環として、医学生も準備、運営に関わり実施。

テーマと概要：
「新型インフルエンザ」・「冬の嘔吐下痢症」予防・セルフケア・受診の目安について
「肺炎球菌ワクチン」 重要性と効果について
「がん検診」受診の勧奨と注意点について

担　当 阪本直人、横谷省治、実習中の医学生数名

日　程 【2009年度】計 17回
『新型インフルエンザ』：2009年 10月 1日に 3回講演、2009年 9月 3日に 3回講演。
『新型インフルエンザ』：2009年 10月 15日、2人ずつ 5回講演（透析室にて実施）
『肺炎球菌ワクチン』　：2010年 4月 8日に 3回講演、4月 1日に 3回講演
【2010年度】計 6回
『肺炎球菌ワクチン』（集団対象トークショー）：2010 年 9月 2日、2010年 9月 30日
『肺炎球菌ワクチン』（個別対面式）：2011年 3月 3日
『冬の嘔吐下痢症』（個別対面式）：2011年 1月 6日、2011年 1月 13日
『がん検診』（個別対面式）：2011年 4月 7日 

場　所 神栖済生会病院（総合案内前ホール、外来待合室、透析室）

医学生が、対面式で理解を確
認しながら行い効果的な説明

医学生が、高齢者死亡率の高い
肺炎を予防する重要性を寸劇で説明

安心して質問
でき、よく聞
こえると評判
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保護者対象

テーマ・タイトル：タバコの子どもへの影響を考える教室『こどもとタバコについて考えよう』
実施日程、場所： 2010年 3月 12日、柳川小学校
実施内容：小・中学校での喫煙予防教室で得られた子どもの考え、親への心配を伝えた。禁煙に成功
された父親からメッセージもあった。その他、こどもに与える影響、禁煙を希望されている本人、家
族への情報提供。

医療従事者対象

神栖済生会病院フレッシュセミナー 2011
内　容 新入職の職員を主な対象にし、全職員に向けた健康づくり教室を全 2回シリーズで実施

しました。職場内での共通の理解を促進することで、ストレスフリーな職場づくりのた
めに職員同士が話し合えるきっかけ作りをめざしました。
地域医療実習の一環として、医学生も準備、運営に関わり実施。

講　師 阪本直人

日　程 2011年 4月　全 2回　各回 30分
第 1回「肩こり頭痛対策ストレッチとストレス緩和呼吸法の紹介」
第 2回「メンタルヘルスケア入門講座」

場　所 神栖済生会病院

『禁煙指導初心者でもすぐに使える実践講座』～行動変容ステージに応じた効果的なアドバイス～
内　容 保健師向けスキルアップ講習会として実施。禁煙希望者からの相談、あるいは、禁煙さ

せたいという家族からの相談など、保健師が日常よく遭遇するセッティングを題材に効
果的なスキルアップがはかれるよう、行動変容のステージ評価、およびステージに応じ
た支援のコツについて、実践を交えたワークショップを実施しました。
地域医療実習の一環として、医学生も準備、運営に関わり実施。

担　当 阪本直人、実習中の医学生数名

日　程 2010年 7月 22日　90分
場　所 神栖市保健センター

2011年度　禁煙指導者研修会『あなたにもできる禁煙のアドバイス』
～相手の状況に応じた効果的なアドバイス～
内　容 女性の禁煙を支援する医療者、学校教員、保育士、ボランティアらを対象にした研修会。

保健師や学校教員などが日常よく遭遇するセッティングを題材に効果的な支援ができる
よう、行動変容のステージ評価、およびステージに応じた支援のコツについて、実践的
な内容で開催されました。会場では、禁煙グッズの紹介や禁煙カウンセリングに関する
資料も展示され、多くの方が関心を持って聞き入っていらっしゃいました。本研修会は、
国立環境研究所の先生とのコラボで行われました。

担　当 阪本直人、伊藤　慎

日　程 2012年 3月 7日　150分
場　所 茨城県立健康プラザ（水戸市）
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臨床医学教育活動

企業社員対象

企業社員向けメタボリックシンドローム撃退教室
内　容 毎回実践を交え、食事・運動をはじめ生活習慣の改善に効果的な、継続的プログラムで

実施。さらに 2010年度は、メンタルヘルスをテーマにしたプログラムも新たに導入さ
れました。
鹿島臨海工業地帯にある大手化学工業の社員を対象に実施しました。
地域医療実習の一環として、医学生も準備、運営に関わり実施。

担　当 阪本直人、横谷省治、実習中の医学生数名

日　程 【2010年度】年間 10回シリーズ各回 30分
【2011年度】年間 6 回シリーズ各回 30分

場　所 某企業鹿島工場（神栖市）
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茨城県内高等学校医学セミナー

1．日時
　2011年 4月　常総学院にて
　　前野教授：「地域医療と筑波大学での医学教育」
　2011年 5月　常総学院にて
　　大久保准教授：「鼓膜の所見を取ってみよう！」
　2011年 6月　竜ヶ崎第一高等学校にて
　　前野教授および横谷講師：「模擬体験 ～医師はどうやって病気を診断するのか？～」
　2011年 7月 15日　水戸葵陵高等学校にて
　　大久保准教授：「頭頸部癌の手術」

2．概要
　本講座では茨城県の医師不足対策の一環として、将来医療系職業を目指す高校生の育成と学業に対
する意欲向上を目的に、県内各地の高等学校で医学セミナーを開催している。
　事前にセミナーの内容を広報してはいるが、どの高校でも多くの生徒が集まり、熱心にセミナーを
聞き、実習していた。
　実習では、最初は恥ずかしがっていた生徒もいたが、普段は触ることのできない診療器械に触れて、
友人同士お互い使用し合っていた。また、その使い方の難しさを知り、医学分野の奥深さを感じてい
たようだった。
　セミナー中の質問時間には研修医も舌を巻くような多数の鋭い質問があり、予定していた内容の最
後まで行えないということもあった。
　一部の高校では、セミナー終了後に本講座の教官と生徒さんとの懇談の時間を設け、医師になった
後の将来の人生設計にまで踏み込んだ話にまで発展し、有意義な時間を持てたと思われた。
　多くの高校生が茨城県の医療の実情を知り、医療に興味を持って学業に励んでくれることを切に
願っている。

高校生に対する教育・広報活動
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高校生に対する教育・広報活動

筑波大学医学群医学類オープンキャンパスツアー
　県内高等学校に在籍する高校生に、医学への興味と茨城県の医療状況への理解を深めてもらうた
め、県保健福祉部医療対策課医師確保対策室が主催して、筑波大学のオープンキャンパスに合わせ特
別に企画されたツアーです。本講座ではこれに協力して、講演や実習体験を企画・運営しました。

2010年度    　　　2011年度
日時：2010年 7月 29日  　　　日時：2011年 7月 30日
定員：50名    　　　定員：50名
     　　　　　　応募者多数のため、急遽 80名に拡大しました

2011年度スケジュール
時間 場所 内容

8時 10分 茨城県水戸合同庁舎 集合しバスにて移動

9時 30分～ 筑波大学医学群棟内教室 講演：「医者は理系か文系か 医療の中のサイエンスとアート」
実習体験：（1）血圧測定　（2）内視鏡手術シミュレーター

12時 00分～ 昼食 各自

12時 30分～ 臨床講義室 オープンキャンパス参加

14時 30分～ 大学内見学 病理標本見学、過去問閲覧、在学生による相談コーナー等

15時 30分 筑波大学 発 （現地集合者解散）

16時 45分 茨城県水戸合同庁舎 解散

参加者の感想：「医師の責任感ややりがいを改めて認識するとともに、医師を目指す気持ちがさらに
強まった」「将来は、医師として、生まれ育った茨城に貢献し、恩返しをしたい」など

講演（担当：横谷） 血圧測定（担当：前野、阪本） 内視鏡手術（担当：大久保）
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茨城県地域枠推薦入学説明会

1．日時
　【平成 21年度】
　≪第 1回≫
　　日時：平成 21年 6月 22日（月）15時 30分～ 16時 30分
　　出席者および講演内容等：
　　　医学群長　大塚藤男先生　開会挨拶
　　　医学類長　原　　晃先生
　　　　　　・医学類地域枠推薦の概要について
　　　前野哲博教授
　　　　　　・筑波大学における地域医療教育プログラムについて
　≪第 2回≫
　　日時：平成 21年 8月 3日（月）15時 00分～ 16時 00分
　　出席者および講演内容等：
　　　医学類長　原　　晃先生
　　　　　　・開会挨拶及び医学類地域枠推薦の概要について
　　　前野哲博教授
　　　　　　・筑波大学における地域医療教育プログラムについて

　【平成 22年度】
　　日時：平成 22年 8月 5日（木）10時 00分～ 16時 00分
　　　　　（筑波大学の説明時間は 11時 00分～ 12時 00分）
　　出席者および講演内容等：
　　　医学類長　原　　晃先生
　　　　　　・地域枠入試の概要について
　　　前野哲博教授
　　　　　　・筑波大学が実施している地域医療教育プログラムの実際
　　　耳鼻咽喉科　和田哲郎先生
　　　　　　・卒後進路について

　【平成 23年度】
　　日時：平成 23年 8月 25日（木）10時 30分～ 16時 30分
　　　　　（筑波大学の説明時間は 15時 30分～ 16時 30分）
　　出席者および講演内容等：
　　　医学類長　原　　晃先生
　　　　　　・地域枠入試の概要
　　　前野哲博教授
　　　　　　・筑波大学における地域医療教育の実際
　　　　　　　―卒前・卒後・生涯教育を通したキャリア支援―
　　　大久保英樹准教授
　　　　　　・茨城県で学び、働くということ
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高校生に対する教育・広報活動

2．概要
　茨城県および本講座は、筑波大学を含めた 4大学の医学部に地域枠推薦入学制度に応募する高校生
や保護者に対する説明会を毎年夏季に行っている。これは、茨城県の医療状況やそれを踏まえた地域
枠推薦入学という制度に対する理解だけでなく、特に茨城県に位置する筑波大学では茨城県で学び、
その後の研修やキャリアパスを理解することを目的としている。
　筑波大学からの説明では、本学の医学教育の基本理念、特に将来の茨城県内医療を見据えたカリ
キュラムを紹介しつつ、実際の卒業生であり筑波大学の教官の感想を聞くことによって、将来の不安
を払拭し、より一層筑波大学医学類に入学を希望する高校生が増加することを願っている。
　筑波大学地域枠推薦入学生の 1学年当たりの人数も 2009年は 5人であったが、7人、8人と毎年
増加し、2012年 3月末時点で合計 20人となり、彼らの卒業を待つと共に、より一層茨城の医療を
中心的に担う地域枠入学生が増加することを切に願っている。
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【総合診療科】

1．現状について
　茨城県における医師数は、平成 20年度のデータで 10万人対医師数で 153.7人と全国平均の 212.9
人と比較し、医師不足は大きな問題となっている。特に、神栖市のある鹿行地区では 92.3人（10万
人対医師数）と著明に少なく、また、内科医の数をみると、10万人対医師数において、神栖市のあ
る鹿行地区では 36.5人と全国の 49.2人より内科医の不足も同様に問題となっている。
　そのような事情から、2009年度の当地域医療教育学講座開設当時、神栖済生会病院ではマンパワー
の問題のため、午後の内科外来診療は閉鎖され、午前のみの診療となっていた。
　そこで 2009年 4月から医師不足地域における診療の充実化と地域医療実習の効果的運営のため、
本講座所属教員の総合診療医である阪本直人講師が毎週 2日間の出向を開始した。
　2010年度には、神栖市の委託事業として「神栖市地域医療研修ステーション」が設置され、2010
年 10月に総合診療医の横谷省治病院講師が新たに赴任した。このことにより、診療面でも大幅に強
化され、総合診療科外来および一般内科外来を月～木まで連続して設置することが可能となった。
　総合診療科は、健康に関するあらゆるニーズに対応することをモットーとしている診療科であり、
外来枠の増加により患者数の増加はもちろんのこと、地域住民の方々が、いつでも安心して質の高い
医療が受けられる医療の提供に貢献できるようになった。
　また、以前より強い要望をいただいていた常勤医の派遣について、県・市・神栖済生会病院と協議
を重ね、2011年度には総合診療科の常勤医師を派遣することも実現でき、これまでの外来診療に加
えて、病棟診療においてもさらなる診療の充実に貢献できた。（2012年度に関しては現在公募中）
　ただし、診療体制は、現在でも神栖済生会病院をめぐる診療体制はきわめて厳しいものがあり、今
後も診療体制のサポートを引き続き行ってゆく必要がある。

2．外来診療実績について
　2009年度から、本講座所属教官の総合診療医が、医師不足地域における診療の充実および地域医
療実習の効果的運営のため、毎週水曜日午前・午後に新たに内科総合診療外来を開設し、阪本医師が
診療を開始した。
　2010年度から神栖市による「神栖地域医療研修ステーション設置事業」が始まり、神栖済生会病
院に同ステーションが設置され、横谷医師が水曜、木曜に診療を開始した。
　それに伴い阪本医師は、月曜・火曜へと担当の曜日を変更し、結果、月曜から木曜まで連続して当
講座の医師が総合診療科外来を担当することが出来るようになった。
　この総合診療科外来の特徴は、糖尿病や高血圧、そして肺炎やうつ病、認知症など日常診療上よく
見られ、かつプライマリ・ケア上も重要と思われる疾患が、専門医資格を有する医師により質の高い
診療が行われていることである。
　また、指導教員が地域医療の現場において医学生に直接指導を行うことで、従来の大学内だけの教
育では、地域医療に触れる機会のなかった医学生が、将来の医師像として考える機会を提供すること
が出来ている。
　地域医療への貢献に関して、この地域では、各臓器を超えた総合的な診療が行える医療機関が近隣
にないことから、近隣医療機関からの紹介や評判で受診を希望する方も多く病診連携の強化に貢献し
てきた。またその中で、精神疾患や血液疾患、膠原病、悪性腫瘍などが判明することもあり、高度医
療機関へ紹介する症例も増え病病連携にも貢献できている。

神栖済生会病院診療実績
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神栖済生会病院診療実績

3．内科常勤医の派遣
　神栖済生会病院の内科医の減少に伴う診療体制の縮小に対して、同院からの要望を受け、病棟診
療に対する支援体制について協議し、2011年度より総合診療科の医師を常勤として 1年間派遣した。
さらに内科初期研修医が 2011年 1月から 3月末まで指導医のもとで研修を行った。

【耳鼻咽喉科】

1．本講座開設前の状況
　神栖市における耳鼻咽喉科常勤医は診療所にただ 1人のみであり、他の診療科同様極めて少ない
ため、神栖済生会病院では以前より日本医科大学より派遣された医師により週 2日間（月、木曜日）、
非常勤だが耳鼻咽喉科診療を行っていた。

2．本講座開設後の実績
（1）診療と教育の充実
　2009年 4月の講座開設により、本講座所属教員が耳鼻咽喉科医であることより、医師不足地域に
おける診療の充実および地域医療実習の効果的運営のため、新たに毎週水曜日に耳鼻科外来を開設し
診療と教育にあたっている。
　この外来の特徴は、急性中耳炎や急性扁桃炎など、日常診療上よく見られ、かつプライマリ・ケア
上も重要と思われる疾患を、指導教官が医学生に直接指導できることにある。
　外来患者数は、本講座開設前の2008年度が3536人だったのに対し、開設後の2009年度が4290人、
2010年度が 5286人と増加傾向にあった。
　しかし 2011年度は、それまで医師を派遣してきた日本医科大学耳鼻咽喉科の事情により、4月か
らは木曜日が、8月からは月曜日が休診となり、当病院の耳鼻科外来は基本的には本講座の教員が行
う毎週水曜日午前のみとなってしまった。
　従って 2011年度の患者数は 1991人と減少したが、喉頭癌の呼吸困難患者が来院し即日救急搬送
するなど耳鼻科診療は住民から切望されており、担当教員が学生の教育も行いながら可能な限り対応
しているのが現状である。

（2）乳幼児難聴専門外来の新規開設
　講座開設初年度の 2009年 9月からは乳幼児難聴専門外来を新規に開設した。これは、現在まで鹿
行地域で殆んど行われていないために水戸および県南地区の医療機関まで紹介されていた乳幼児聴覚
検査（聴性脳幹反応検査、保険診療点数 670点）を実施可能とした。
　当外来への紹介元は、乳児健康診断後の神栖市保健センターや千葉県もふくめた周辺医療機関だ
が、時に言語発達遅滞を認めた子供の両親が新規開設を知り、自主的に外来を受診することもあった。
　これら患者数の年次推移は、2009年 9月からから 3月までの 7ヶ月間で 10人だったのに対し、
2010年度は 17人、2011年度は 19人と微増している。
　但し、乳幼児の聴性脳幹反応検査の性質上、1人の患児に時期を変えて 2回行うこともあり、検査
件数が増加傾向にある。
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　地域医療教育学における地域活動、教育活動、研究活動を広く紹介するために、40ページで構
成されるウェブサイトを作成し、2011年 5月に公開した。公開後 10ヶ月で 5,000アクセスを超 
え、多くの方に参照していただいていることがわかる。
　URL: http://pcmed-tsukuba.jp/

ウェブサイトの作成と公開
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論文・学会発表

学位論文（修士）
堤円香：児童・生徒への喫煙予防教育が保護者に与える影響について～こどもの言葉で親は変わる 
か～．2010

要旨（結論のみ）
保護者のタバコに対する「新たな心がけ」は「子供からタバコの話を聞いたこと」と関連していた。生徒
への喫煙予防教育は保護者のタバコに対する新たな行動をもたらし、ひいては、子供の防煙に有用である
可能性が示唆された。

原　　著
横谷省治、堤円香、高屋敷明由美、中村明澄、阪本直人、前野貴美、前野哲博：中学生の喫煙に対す
る認識に及ぼす父母の喫煙の影響．日本プライマリ・ケア連合学会誌、35(1): 23-26、2012

要旨
【目的】中学生がもつ喫煙に対する認識について､ 家族の喫煙､ 特に父母の喫煙との関係を明らかにする｡
【方法】中学生を対象として、家族の喫煙者および加濃式社会的ニコチン依存度調査票（KTSND）により
喫煙に対する認識を調査した。KTSNDスコアと学年、性別、家族の喫煙、父および母の喫煙との関係を
分析した。
【結果】842名中 761名（90.4％）の有効回答を得た。家族に喫煙者がいるのは 543名（71.4％）、父の喫
煙は 394名（51.8％）、母の喫煙は 214名（28.1％）だった。KTSNDスコアと関連があったのは、家族の
喫煙（10.55 vs 9.46、p=0.009）および母の喫煙（11.18 vs 9.87、p=0.002）であった。
【結論】中学生の、喫煙を肯定的にみる認識には、家族の喫煙、特に母の喫煙が関連する。喫煙予防として、
子どもをもつ世代の女性に対する禁煙推進が有効である可能性がある。

総　　説
前野哲博：魅力ある大学－地域医師循環システムの構築－地域で活躍する医師は地域で育てる－．鹿
児島大学医学部医師会報，30: 32-35，2010

学会発表
堤円香、中村明澄、阪本直人、前野貴美、前野哲博：中学生への喫煙予防教育が保護者に与える影響
について．第 1回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会（東京）、6月、2010

抄録
　子供に喫煙予防教育を実施することで、保護者のタバコに対する意識および行動に変化があるかを評価
する目的で研究を行った。茨城県神栖市の小中学校 7校で実施された喫煙予防教室の実施前後に、生徒及
び保護者を対象とした自記式質問紙で調査した。参加した生徒は 1149名で、回答のあった 1056名（保護
者 718家庭）を解析対象とした。『新たな心がけがあった』と回答した保護者は 226名（18.8％）であり、
子供から話を聞いた群と喫煙者の方が有意に多かった。 生徒への喫煙予防教育は保護者のタバコに対する
新たな行動をもたらし、ひいては、子供の防煙に有用である可能性が示唆された。

論文・学会発表
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阪本直人、大久保英樹、前野哲博：医学生から見た、将来地域医療を行う際に必要な勤務環境とは．
第 42回日本医学教育学会大会（東京）、7月、2010

抄録
　医学生からみて、将来医師不足地域で勤務する際にどんな環境が整備される必要があるのかを明らかに
することを目的として、神栖市への泊まり込み実習を終えた直後の医学生 5年生を対象として、自由記載
アンケートを行った。9月 14日～ 3月 12日までに実習を行った 77人中、回答があった 67人（回答率
87％）を集計した。
　回答のカテゴリーおよび回答数は、指導体制（42％）が最多で、医師間での業務シェア（24％）、住みや
すさ（21％）、地域全体の医療体制の充実（15％）と続いた。また、給与については、全回答数の 6％であっ
た。医師不足地域での勤務を考える際に、トレーニングが必要な時期は、教育や症例相談が受けられる体
制を最も希望し、その後もスキルアップなど診療スキルの維持などのジャンルへの希望を示す傾向にあり、
それが、男女共に 2位までを占めた。
　このことから、医師不足地域における若手医師をサポートする体制を整えるには、まず第一に教育が受
けられる環境や症例相談が出来る仕組みを重視した環境整備がより強く望まれる傾向にあることが見えて
きた。

皆吉智之、阪本直人、前野哲博：企業での喫煙者を対象にした行動変容のステージ分布とタバコの害
に対する認識調査．第 5回日本禁煙科学会学術総会（徳島）、11月、2010

抄録
　従業員への効果的な禁煙支援の為、喫煙者におけるタバコの害に対する認識度および行動変容ステージ
の分布について明らかにする目的で、2010年 5月 27日～ 2010年 6月 3日の期間に自記式アンケート調
査を行った。
　全従業員 284名のうち 226名（80％）から回答があり、うち喫煙者は 93名（男性 91名（43％）、女性
2名（14％））であった。喫煙者のうち有効回答者 84名（90％）で、その内訳は、無関心期 44名（52％）、
関心期 36名（43％）、準備期 4名（5％）であった。タバコの害を軽減する手段についての認識に関する
質問について、「健康被害軽減に効果的である」と回答した割合は、「本数を減らす」が 70名（79％）、「ニ
コチン、タールのmgが少ないものにする」が 49名（56％）、「深く吸い込まないようにする」が 29名（33％）
であった。行動変容のステージにおいて、関心期・準備期群が、喫煙者の 14.3％（12人）いることが明ら
かになった。禁煙のメリットを強く認識して、きっかけや手助けがあれば具体的な行動に移すとされる準
備期群が 5％（4名）いることが分かった。タバコの害に関する認識度調査では、喫煙者全体でみると、“本
数を減らす”を効果的としたのが最多で 76.8％（63人）であった。
　総じて、ステージに関わらず、喫煙者のタバコの害に対する認識はまだ不十分であり、適切な情報提供
が必要であると考えられた。
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論文・学会発表

高屋敷明由美、前野哲博、小林志津子、前野貴美、阿部倫子、阪本直人、横谷省治、大久保英樹：地
域枠医学生の将来の進路希望の実態～非地域枠学生との比較．第 2回プライマリ・ケア連合学会学
術集会（札幌）、7月、2011

抄録
【目的】医学部定員増に伴い、地域枠を設ける動きが全国的に広まっており、平成 22年度には 1000人以上
が地域枠で入学している。本調査では、地域枠医学生の将来のキャリアイメージ・希望の診療科を非地域
枠の学生と比較することを目的とした。
【方法】対象は、1）地域枠学生：全国の医学部（自治医科大学を除く）のうち、平成 22年度に地域枠を
導入していた大学（63大学）の中で同意の得られた 38大学の平成 22年度地域枠入学生全員（542人）2）
非地域枠学生：前述の 38大学のうち同意の得られた 8大学（国立 3校、公立 2校、私立 3校）の平成 22
年度入学生のうち地域枠学生を除く全学生（770人）。調査時期は平成 22年 6月～ 10月で、自記式の質問
票を用いて、将来の進路希望として、希望の専門科を 18診療科について希望する科を選択させた（複数回
答可）。更に、専門医の取得希望を 5段階で尋ねた。
【結果】回収数（回収率）は地域枠 440人（81.2％）、非地域枠 570人（74.0％）有効回答者それぞれ 415人（男
237人、女 178人）、563人（男 378人、女 185人）であった。進路希望として選択者が多かった診療科
は、地域枠学生では内科 50.8％、総合診療（家庭医、PC医）47.5％、小児科 42.4％、外科 36.4％、救急
19.8％、産婦人科 19.8％、非地域枠学生では、内科 48.0％、外科 37.3％、小児科 32.7％、救急 22.9％、総
合診療 22.7％の順であった。専門医取得はそれぞれ 83.6％、83.7％が取得したいと回答した。
【結論】地域枠学生では、将来の進路として内科に匹敵す数の学生が総合診療科を希望しており、その割合
は非地域枠学生の 2倍以上であった。今後学年が上がってもこのモチベーションを維持して、確実なキャ
リア選択につなげていくための支援が重要である。

横谷省治、阪本直人、大久保英樹、前野哲博：医学生の地域医療実習と融合させた小中学校での喫煙
防止教室の実施．第 2回プライマリ・ケア連合学会学術集会（札幌）、7月、2011

抄録
　われわれは茨城県および神栖市との共同事業で、地域を基盤とした医学生教育やヘルスプロモーション
を行っており、その一つとして 2009年より神栖市内の小中学校で喫煙防止教室（以下、本教室）を開催し
ている。
　学校における一次予防教育の基盤はライフスキルやセルフエスティームを育むことであるとされている。
それをふまえて本教室は、喫煙による害や依存性についての正しい知識の理解に加え、ロールプレイをま
じえて、喫煙の誘いを断るスキルを身につけることを目標とした。また自分を大切にし、身近な人を大切
にする気持ちを育むメッセージを込めた。講師は主に実習中の医学生 3名が務め、指導医がサポートした。
医学生にとっては、喫煙に関する医学的な学習と共に、対象にあわせた健康教育、教育における子供への
配慮について学ぶ機会となった。
　2010年度は小学校 9校（5または 6年生）、中学校 4校（1または 2年生）から依頼があり実施した。
対象人数は学校の規模によって約 40から 200名であった。
　終了後のアンケートで、内容のわかりやすさについて、小学生では 88.2％、中学生では 82.7％が「とて
もわかりやすい」と回答し、子供たちに伝わりやすい授業ができたものと考える。中学生へのアンケート
では、今後タバコを吸おうと思うかについて、「絶対吸わない」78.2％、「吸わないだろう」16.4％、タバ
コを勧められたら断ることができるかについて、「絶対断る」74.1％、「断るだろう」22.1％だった。
　本教室中の質問や、アンケートに記載された質問では、「害のあることがわかっているのに、どうして売
るのをやめないのか」という疑問が多く出された。また、「やめたくてもやめられない人はどうすればよい
か？」などの現在喫煙している家族を念頭においた質問も多く、本教室に参加した子供たちから、身近な
大人への禁煙のアプローチも期待できると考えられた。
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前野哲博、高屋敷明由美、小林志津子、前野貴美、阿部倫子、阪本直人、横谷省治、大久保英樹：地
域枠医学生の入学動機と将来の進路選択に関する全国調査．第 43回日本医学教育学会大会（広島）、
7月、2011

阪本直人、大久保英樹、横谷省治、前野哲博：医学生から見た将来医師不足地域で勤務する際に求め
られる環境．第 43回日本医学教育学会大会（広島）、7月、2011
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報道・取材

1．テレビ取材・報道
　2010年 2月 2日（火）午後 6:10～午後 7:00　NHKデジタル総合「ニュースワイド茨城」
　2010年 2月 8日（月）午後 6:10～午後 6:52　NHK総合「首都圏ネットワーク」
　　　　　テーマ：「医師不足解消へ　医学生派遣」
　　　　　取材場所：神栖済生会病院、柳川小学校、筑波大学、のぐち旅館など

2．新聞報道
　（1）常陽新聞新社
　　神栖市内で健康教室（地域医療実習）を行う
　筑波大医学群の取り組みが紹介された。

報道・取材
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（2）読売新聞　2010年 10月 1日（茨城版朝刊 31面）
　　医師確保新事業「神栖を知って」
　　医学生滞在し現場体験 筑波大病院から指導医
　　　神栖市で医学生の地域医療教育を行う「神栖地域
　　　医療研修ステーション事業」の開始が報道された。

（3）茨城新聞　2010年 8月 5日（1面）
　　地域医療研修の場 10月設置、養成へ
　　医師確保図る神栖市　筑波大病院が指導医
　　　神栖市で医学生の地域医療教育を行う「神栖地域医療研修ステーション事業」が報道された。

（4）茨城新聞記者 2011年 3月 3日
　　神栖に泊まり込みで行っている医学生の地域医療実習について、取材を受けた。
　　　取材先：医学生、神栖済生会病院、神栖市健康増進課、のぐち旅館

3．視察
　　2009年 12月 2日 ･ 3日　松下政経塾の高橋宏和先生
　　　神栖市での筑波大医学生を対象にした地域医療実習の取り組みについて
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茨城県地域枠医学生の一言

～～スプリングセミナーに参加した感想など～～

1．2009 年度入学生
（1）奥脇　駿（スプリングセミナーについて）
　2012年春の周産期医療をテーマにしたセミナーに体調不良のため参加できなかったのは、大変興
味を持っていただけに残念だった。というのも、現状で小児科医・産婦人科医の不足だとか高齢出産・
低出生体重児の増加などに伴う高度な医療の需要が増大して茨城のみならず全国で周産期医療という
のが厳しいということを自分の目でみて、自分なりにどう感じどのようなことを思うのかを病院実習
が本格的に始まる前に体験したかったからだ。
　年に一回あるこの春セミナーは改めて茨城県の医療について考えさせてくれるいい機会であるし、
今後も楽しみにしている。自分が将来どのような形で茨城県の医療に貢献していくのかは未定ではあ
るが、さまざまな経験を積んで、抽象的だが、コミュニケーション・人とのつながりを大事にして進
んでいきたいと思う。

（2）小野田　翼（県北周産期実習後の感想）
　今までは病院と地域に住む人口の年齢割合などとの関係は考えたことがなかったが、近くに大きな
あるいは便利な病院があるかなどの与える影響は大きいと感じた。地域医療は現在の地域を助けるだ
けでなく、将来にわたって地域を作り上げていくものだと学べた。従って、地域枠の一人として、地
域の病院に勤める際、良い腕の医師になる責任があることを感じ、また地域の特色も学んでいき、地
域の人々にとって「良い医師」になれるよう努力したいと改めて感じた。
　また、地域枠にはあまり県北の出身者はおらず、将来県北で働こうと思っている人は少ないかもし
れない。その中で、県北、日立の出身者として、水戸以北の地域医療を支えていけるよう努力し、い
ずれは県北でも、地域の中核をしっかりと担える医療体制をつくっていけたらと感じた。

（3）川嶋久恵（県北周産期実習後の感想）
　産科医が少ないために分娩が停止してしまった病院を見学し
た。分娩停止は非常に残念だが、地元を支えるのは私達なんだと
いう意識を“実感として”持てるようになれたのが何より嬉しく、
自分の実習の成果の中ではとても大きかった。産科も小児科も少
数の先生がかろうじて支えている状態であり、子供が元気に生ま
れ育っていくことが地域活性化の基盤であるという点で、憂慮す
べき事態だ。解決のためには、医師を呼ぶということも 1つの
手だが、基本は、地元の人が地元を支えるべきだと思った。その
点、地域枠は医局制度に代わる素晴らしい制度だと思える。
　今回は、地域枠の学生として、地域の実情を把握でき、自分達
に期待されている責任も実感でき、患者さんへの配慮や社会人と
してのマナーが適切にできるようになりたいという臨床の意識
も高まり、産科を将来の選択肢に入れるきっかけともなる、とても楽しい、有意義な実習だった。将
来、茨城県の医療を担う者として恥ずかしくない医師になれるよう、積極的に実習や勉強会に足を運
び、今後とも精進していきたいと思った。

茨城県地域枠医学生の一言
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（4）高須莉子（県北周産期実習後の感想）
　筑波大学に地域枠として入学し、早くも 3年が経過した。2012年春は北茨城と高萩の医療を見学
した。今までは比較的、医療機関がある地域の病院を見学したが、それに比べるとやはり県北地域は
少ない医師で、多くの様々な患者さんの診察を行わなければならないのが分かった。
　手術ができるだけでは不十分で、患者さんの話に耳を傾け、そこから治療の糸口となるポイントを
抽出するといったスキルが高く求められることを実感した。
　スプリングセミナーでは毎回、座学だけでは患者さんの期待に応えることができないということを
痛感させられる。それと同時に自分の目標を早い段階から考えるきっかけとなるため、モチベーショ
ンを高く保つことができると思う。
　9月から始まる病院実習では、各症例についてだけではなく、医師のコミュニケーションスキルに
ついて、より敏感に学びとりたいと思った。

（5）本木麻衣子（県北周産期実習後の感想）
　地方の産婦人科は、忙しく、訴訟も多いなど過酷な職場であるというイメージがとても強かったが、
今回の実習を経てそのイメージが大きく変わった。忙しいなりに、手術を時間・場所ともに集中させ
るなどの工夫がなされており、忙しさにメリハリのある職場であると感じた。また、病院の設備に合
わせて、仕事内容を分業していることも効率的と感じた。
　ただ、都会の大病院などを体験したことがないので、人手不足の中で地域の医療を効率化するため
の工夫には他にどのようなものがあるのか、都心と地方の比較も含めて、自分の将来の為にももっと
知りたいと思った。
　地域医療のいいところは、患者の方々との距離が近いところだと思う。今回実習させていただいた
病院も、基幹病院といいながら、診療所のようなアットホームな雰囲気があり、将来はこういう病院
で働きたいと思った。

2．2010 年度入学生
（1）秋山浩輝（県立中央病院実習後の感想）
　搬送されてきた患者の一覧を見せて頂いたが， 多くの基幹病院の受け入れ拒否の後に搬送されて来
るという患者が非常に多かった。テレビのニュースで「患者のたらい回し」ということが取り上げら
れたこともあるが， 報道されないところでも同様の事態が起きているのは驚いた。
　また、救急医療では他の医師との間とのコミュニケーションが大切であり、また逆に、他の科から
協力していくことも大切だと感じた。
　実習後、今まで持っていた救急のイメージが大きく変わった。救急というのは 1人の個人プレーが
重要なのではなく、救急の医師が総合医的な視点を持ち、他の専門医や看護師、技師などと協力して
行なうというチームプレーであることを知った。実習でご指導をいただいた関先生の「救急の医師は
患者のために他の医師に頭を下げてお願いする。」という一言が印象的であった。今まで， 救急医に
なろうと思ったことはなかったが， 自分の将来の選択肢の 1つになった。また， もし救急医にならな
かったとしても， 救急に少しでも協力して， 患者のたらい回しという事態をゼロにしたいと思った。

（2）河村彰久（県立こども病院実習後の感想）
　救急では意外にも内科的処置を行うことが多く、外傷などが無い限りは、診察・検査・薬物療法等
などが行われていた。外傷の場合は、その外傷を治療できる分野の医師が医療行為を行った。つまり、
一般的に内科医の仕事は多く、外科的処置を必要とするときのみ専門医に託し、内科医がフォロー
アップを行うということらしい。
　今回私は県立こども病院を訪問し、今まで学習してきたことは主に大人の疾患であることが分かっ
た。小児は、大人とは違う疾患にかかる場合もあり、それについて正しい知識を有していなければ診
断ができない。つまり、今後学習を進める上で、小児はどのような疾患にかかりやすいのかも知って
おくべきことである。
　また、座学でせっかく学んだ知識も病棟ではすぐに思い出せなければ意味がないため、しっかりと
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復習することも大切だ。血液検査などの基準値もしっかり
と覚えておくと回診のときなどに患者さんの状態を把握し
やすい。その他、特に私は苦手な X線写真や超音波画像
の見方も学習する必要性を改めて感じた。
　基幹病院では超音波検査や細菌培養を行う専門の医師は
いるものの、小規模な病院ではそうもいかないため、それ
を行えるようにしておけると役立つと思われる。
　県立こども病院では朝の回診の時間を長く確保し、それ
ぞれの患者さんの今後の治療方針について担当医だけでな
く、多くの小児科の医師が決めることができるようにして

あり、全ての医師が一つの治療方針に沿って患者さんを治療できるようにしてあるのは印象的であっ
た。また、外来において患者さんの主訴以外にも、患者さんをよく観察して疾患が無いか調べること
も大切であることを知った。これは授業でも言われているが、患者さんには必要以上の検査を行わず、一
方で最低限の検査を必ず行うようにしなければならないということも重要であることを改めて認識した。

（3）齊藤未佳（茨城県内の医療状況について）
　大学入学後の 2年間で地域医療についてイメージが変わったことがいくつかある。
　その中で一番大きな衝撃を受けたのは、茨城県のへき地はイメージしていたほどのへき地ではな
かったことだ。入学当時は、へき地と言うと、漠然としたイメージだが、いわゆる離島とか、コンビ
ニもスーパーもなくて人がほとんどいなくて道路もあまり整備されてないような所を想像していた。
しかしよく考えてみると、茨城県に離島はなく、陸続きなのである程度車で走っていけばコンビニや
スーパーがあるし、ネット注文などでも買い物はできると思った。
　茨城県はほとんどが医師不足地域で、私の出身地である日立市も同様であることを考えると、その
程度はさまざまあるのだなということにも気づいた。
　次に研修について、入学前はへき地での研修に少し不安を感じていたが、実際に研修を受けている
研修生の方にお会いして話を聞くことで不安は解消された。
　先生方のお話を聞いて納得したことは、地域の特性によって必要とされる医療が異なってくるとい
うことだ。子供が多い地域、高齢者が多い地域など、それぞれの地域にはどのような人たちがいて、
どのような病気が多くてそれにともなってどのような医療が必要なのかを考えて医療体制を組んでい
くのが大切なのだということを知った。

（4）中島里佳子（県立こども病院実習後の感想）
　小児科の見学は初めてだったので、大人に比べて違う点を知ることができ、その点に留意しつつ診
察をしていく必要があることを知った。特に、大人の診察に比べて外来の診察時間が長かったのが印
象的だった。それは、患者（小児）の診察だけではなく、親御さんへの説明も含めた診察であったた
めだと思われる。親御さんに患者（子供）の病状を把握してもらって不安を取り除いたり、患者にう
まく診察させてもらうために和やかな雰囲気を作ることなどが必要なためだと感じた。また、養育環
境があまりよくない小児の外来の診察を見学したが、その子のために外来診察の継続を行い十分なケ
アができているか医師が確認していて、小児科医師が行う
べき仕事が多くて大変だと思った。これから 3年生で小
児科を学んでいく際に成人と小児の比較をしつつ、興味を
持って幅広く学んでいきたいと思った。
　さらに、他の病院に転院する患者の見学をすることがで
きた。初めて救急車に乗ることができたし、ドクターヘリ
の内部を見学することができたことは有意義だった。
　実習を通して、救急医療では幅広い知識・的確な診断力
が求められてくると思われ、症候学をもっと勉強する必要
があると思った。
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（5）長友一樹（県立こども病院実習後の感想）
　自分の知識も多少増え、先生方のおっしゃることも多少
は理解できるようになったと感じた。医学の知識が増える
ことで実習からも得ることが増えるというのを感じた実習
だった。しかし、知識や病気ばかりに目が行ってしまう前
に純粋に患者の方々やさまざまな検査の持つ意味について
疑問を呈することのできる今の感性を大切にすることも重
要だと感じた。
　茨城県の医療について、診断に必要な装置の偏在に対し
てそれを求める患者は県全体に存在していることを鑑みる
と基幹病院への迅速なアクセスと交通ネットワークの整備は必要不可欠なのは間違いないと思う。茨
城県はもともと医師数が少なく、さらに県南方面に顕著な偏在が見られるため、県北における基幹病
院へのアクセスの向上が特に求められると思う。
　実習を担当してくださる先生はみな親切で、診察の際にもポイントや質問の意味など丁寧に説明し
てくださった。そうして質問しやすい環境を作ってくださったこともあり、普段大学病院では見るこ
との出ない施設をみることができた。
　地域枠学生として将来茨城県で勤務することを考えると、今回の実習で見た救急の現場はそのまま
将来の自分の姿に重なると感じた。

（6）福田智史（県立中央病院実習後の感想）
　救急医療であっても患者一人ひとりにストーリーがあり、それを医師が把握しているかどうかで治
療の質が変わるということだった。つまり、救急医療においても疾患だけを診るのではなく、その
“人”を診る医療が求められていると感じた。
　救急救命士、看護師、技師等の“team”内で情報が伝えられ、一体となって治療が行われていた。
そこで感じたのは、迅速さであった。救急は一刻を争うものであり、１秒でも早く治療検査をするた
めに救急病棟は設計されていると先生もおっしゃっていた。
　また、今まで大学で学んできた知識がこの実習で役に立って嬉しかった。自分もこの世界に少しで
も足を踏み入れられたかと思うと感慨深いものがあった。
　スタッフ皆さんが優しく、指導して下さった関先生はとても落ち着いていて頼れる先生という印象
だった。自分も医療チームのリーダーとして働ける様なコミュニケーション能力、技術を身につけ、
信頼され、患者さんが安心して医療を受けられるような医師になりたいと感じた。

3．2011 年度入学生
（1）石田芽生（診療所実習後の感想）
　今回の実習で大学病院を見学した時と違うと感じたのは、医師と患者という関係ではなく、医師と
患者とその家族という関係があることだった。患者さんの生活により近い医療となるので、家族やヘ
ルパーさんといかに協力して医療を行うことが出来るのかということが大切だと思った。
　求められているのは、患者さんの病気だけでなく家族の状態、生活環境等もきちんと配慮できる医
師であり、様々な年代・職種の人と関わっていくことが大切だと思った。今後も学外の活動にも積極
的に参加していきたいと思う。

（2）宇佐美恭平（診療所実習後の感想）
　求められている医師は、広く様々な分野の知識を持ち、分らない病態に対しても懸命に原因を探り、
いつまでも医療を学ぶ姿勢を持っている人ではないかと思う。
　これから医学知識を学ぶ以前に様々な医療機関（地域の病院、大学病院、保健所等）で実習を重ね、
現在の医療現場の状況や医療機関の雰囲気を体感し、自分の働くイメージを構築しておきたい。その
中で、何をどれだけ学ぶべきかがより明確に見えてくると思う。また、勉強だけではなく、できるだ
け多くの人と接する機会を増やしてゆきたい。



37

茨城県地域枠医学生の一言

（3）アマディヤール・アヴィスタ（診療所実習後の感想）
　地域医療を行うにあたって必要なのは、患者さん一人一人の理解（性格や人間関係など）と、患者
さんの成長をみることに喜びを感じることが出来ることではないかと感じた。院長の中澤先生が仰っ
ていた、「地域で長い間医療をし続けられるのは、その地域の人にとって自分がかけがえのない存在
であり、また患者さんが成長していく姿を見ることが楽しい」という一言が印象的であった。
　患者さんをよく理解するためには患者さんとコミュニケーションをとることが何よりも大切だと感
じた。そのためには、患者さん一人一人を機械的ではなく、じっくりみてゆく必要がある。疾患だけ
でなく生活環境や人間関係などについても話を聞き、相手をよく理解した上で適切な治療を施すこと
で、医師と患者さんの信頼関係を築いていけると思う。このコミュニケーション能力は、今後も大学
の実習を通して学んでゆきたい。
　最後に印象的だったのは、ある患者さんが日常の悩みことを相談するために診療所に訪れていた
シーン。このような光景は、地域医療ならではだと感じた。

（4）石塚菜摘（診療所実習後の感想）
　診療所の医師として求められていることは、内科と外科どちらの知識や経験も持ち、その上で自分
のいる医療機関で対応できない患者さんは適切に判断して大きな病院に紹介出来ること、往診で機器
に頼らなくても対応出来ること、長くそこに暮らし、患者さんの家族構成や人との繋がりを理解して
いることではないかと思った。また、レントゲン、内視鏡、採血など看護師や技師が手伝ってくれる
ところもあるが、自分で出来るようになっていたほうがよいと感じた。
　これから 6年間の大学生活の中でしっかりと診療能力を身につけたい。その中で、県内の医療事
情に興味を持って、積極的に地域医療の実習を選択したい。
　県西や鹿行地区などの実習もしてみたいと思った。

（5）遠藤周祐（診療所実習後の感想）
　地域で望まれている医師は、ある特定の分野に対して専門的な知識をもっている医師よりも広い分
野に精通している医師でなければならないと思う。今回の実習を通して、それを改めて感じた。何科
の医師になってもその科にくる患者の病気だけでなく、色々な病気を知るために、積極的に自分で学
習してゆくことが大事だと思う。
　これから幅広い医学的な能力を学んでゆきたい。患者とのコミュニケーション能力は、現場に出て
徐々に学んでいきたいと思う。

（6）佐藤良滉（診療所実習後の感想）
　僕は小児科志望だが、その小児を専門とするところ生かしたいと思っている。
　中核都市、中都市などでは人口の増加が大きい地域もある。そこでは、やはりこどもが多いのでは
ないかと思う。しかし、それに比して小児科の病院が多くなると限らない。そのような地域で個人病
院を営めればと考えている。
　医師像としては地域の人が気軽に来られるような親しみのある医師になりたいと思う。
　そのために大学での実習に積極的に参加し、技術や知識を学んで行きたい。
　また人としての感性は早期実習などで養っていきたい。

（7）木下瑛貴（診療所実習後の感想）
　地域で必要とされているのは、自分の専門外でも診断出来る、生活習慣病等の予防を助言できる、
病院が遠くて体が不自由な人には在宅診療も積極的に行ってあげられる医師ではないかと思った。
　従って自分の専門だけを深く勉強するのではなく、色々な分野にわたって広く深く勉強し、総合的
に診療出来るようになりたい。そして、患者さんと話す能力を高めたい。
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（8）礒﨑光宏（診療所実習後の感想）
　私の行った実習先では、医師全員で患者さんの情報の共有をしていた。情報をしっかり把握し、そ
の患者さんにどんな病気の可能性があるかを十分に考察されていることが、常に求められていると思
う。また、患者さんやその家族とうまくやっていくためのコミュニケーション能力が必要だと思う。
　場慣れということで沢山実習に出ることが大切だと思った。さらに学生のうちに色々な知識をもっ
ておくことが重要だと思った。

（9）小田充思（診療所実習後の感想）
　病気を見るのではなく人を見る医者になりたいと面接で話し入学したが、その思いは今も変わらな
い。実際、実習中に患者さんへ「医者に一番求められるものは何ですか？」と聞いたが、どの患者さ
んもはじめに「優しいお医者さん」と言っていた。もちろん同時に「腕のよさも」という患者さんも
いた。医師である前に人として患者さんと接することを忘れてはダメだと思った。
　今回のスプリングセミナーを通して患者さんとのコミュニケーションの力がとても重要であると感
じた。「腕のよさ」は大学での授業、実習をしっかりこなしていけば良いと思う。「人間性」に関して
はそれ以外の所で色々な人と出会い沢山のことを経験することが大切だと思う。
　最後に、一般的な病院とは違い、患者と医師との間での強い信頼関係が印象的であった。
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あとがき

　筑波山のふもとに 6歳時に移り住んでから 40年余りが過ぎた。小学生の私は喘息がちで、発作が
起こると幸いなことに近くに開業医がいて母に自転車で連れて行ってもらった。しかし、私の専門で
ある耳鼻咽喉科医は周囲にはいなくて、かつて土浦・岩瀬間を走っていた筑波鉄道というローカル線
（現在はつくばりんりんロード）で 1時間かけて土浦まで行ったこともよくあった。
　その後もつくば市に住み、筑波大学を卒業し母校で教官となり、筑波大学や茨城県内のあちこちで
診療をしている。
　出張などからつくばに帰り、幼い頃に何気なく見ていた筑波山をふと眺めると、妙になつかしく感
じる。年を感じるが、と同時に故郷を感じる時でもあり、そう思えることをありがたく思う。

　私の幼少時である昭和 50年の茨城県人口 10万人当たりの医師数は、全国平均 118.4人に対して
77.2人で、47都道府県別で 45位であった。多少は改善したかと思ったが、2010年 12月末現在、
全国平均で 230.4人に対し茨城県が 166.8人で、都道府県別では 46位と残念ながら変化がない。

　茨城県の医療を支える人材の養成や定着の必要性がそこにあると思う。

　筑波大学に 2009年 4月に開設された「地域医療教育学」では、茨城県、神栖市、神栖済生会病
院を初めとする県内各機関と協力して医療の充実や医学生全員に対する教育活動を行ってきた。同
時に設置された茨城県地域枠推薦入学制度で県内から大志を持った若者が筑波大学医学類に集まり、
2012年 4月現在で計 31人となった。今後の成長が待ち遠しい。

　我々の活動がより多くの関係者に影響を与え、茨城県の医療情勢が良くなり住み良い環境となっ
て、ここにすむ人々に大きな安心と幸福がもたらされることを切に願っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年 5月
　　　　　　　　　　　　新緑のキャンパスから筑波山を望みながら　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大久保英樹　　　

あとがき
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