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地域医療臨床実習において診療以外で地域住民とふれ合う機会

発 表 者 南 建輔 （栃木県：自治医科大学地域医療センター）

共同研究者 岡山 雅信、上田 祐樹、小松 憲一、森田 喜紀、山本 祐、見坂 恒明、
竹島 太郎、中村 剛史、梶井 英治
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よろしくお願いいたします。

背景ですが、地域医療臨床実習の一般目標お

よび到達目標に「地域住民との関係性」に係る

記述は見当たりません。

地域医療を実践する上で、地域住民のニーズ

や期待への理解は不可欠です。

しかし、これらを理解する機会となる地域住

民とのふれ合う機会の提供の詳細は曖昧なまま

です。

そこで地域医療臨床実習において住民とふれ

合う機会の実態を明らかにすることとしました。

はじめに、当大学における地域医療臨床実習

のプログラムについて簡単に説明します。

実習期間は２週間で、実習地は出身都道府県

の卒業生が勤務する機関となります。目的とし

ては地域とその医療を知ることと地域医療への

動機づけを明確にすることです。

実習施設はできる限り、病院と診療所の複数

の医療機関で実習を行います。実習内容として

は、外来診療および病棟実習に加え、在宅診療・

デイサービス・リハビリテーション・健診活動

などの地域医療活動を多く取り入れております。

方法に移りますが、質問紙調査による観察研

究を行いました。対象は医学部の５年生１０９人で

す。測定項目は、性別・実習施設・実習内容・

実習評価・診療以外で地域医療とふれ合う機会

の有無と内容です。実習評価は Visual analogue

scaleを用いて回答を得ました。

結果ですが、回答率は９７％でした。男女比は

男性が８５％、女性が１５％で実習場所は病院と診

療所の両方を経験した人が最も多く５６％でし

た。次に病院のみの実習が４０％、診療所のみの

実習は３％程度でした。

実習項目の経験した数は平均９．４項目で、外来

診療および病棟実習以外では、在宅診療、救急

医療、巡回診療、老健・特養を経験した人が多

かったようです。

実習評価に関しては「この実習は楽しかった

か」・「この実習は総合的に判断して意義があっ

たか」を VASスコアで測定したところ、いずれ

も８０前後の値となり、学生は概ねこの実習に満

足していたようです。

そして住民とふれ合う機会については、約半

数の人が経験していました。そのうち、どういっ

た場面でその機会を得ていたのかをいくつかの

カテゴリーに分類して、その割合を調べたとこ

ろ、１／４の学生は日常生活と回答し、以下懇親会
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「シームレスケア」への一歩
～保健師・看護師間の連携～

発 表 者 前田 博美 （鳥取県：大山町国民健康保険大山診療所）

共同研究者 香田 久美、進野 美穂子、小西 美樹、石指 智子

・社会行事・健康学習会・介護施設と続きまし

た。

最後にまとめですが、多くの学生が有意義で

あったと認める実習の中で、半数の学生が住民

とふれ合う機会を経験していました。その場面

は様々で、その多くが実習時間外で経験してい

ました。過去の学生レポートからの抽出では住

民とふれ合う機会は１５％と報告されており、

informalな実習と認識されている可能性があり

ます。そのため今回の住民とのふれ合う機会の

結果は意外にも多い印象を受けました。このふ

れ合う機会を通して学生の地域医療への思いに

どう影響しているかは今後の研究課題であると

思います。ご清聴ありがとうございました。
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［はじめに］

近年、地域医療に対し医療・行政・福祉のシー

ムレスケアが重要視されている。大山町でもス

ムーズな連携を行う目的でシームレスケアに着

目し「保健師・看護師連絡会」を行う様になっ

た。その取り組みと現状を報告する。

［動機］

全国的にシームレスケアの重要性が取り上げ

られているが、その必要性を理解していてもな

かなか上手く連携が図れないという意見が多

い。以前よりシームレスケアの必要性を抱いて

いた保健師がそれに共感し「保健師・看護師連

絡会」を開催する事になった。
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［目的］

・ 患者を取り巻く病状・環境の変化を把握で

きる様にする

・ 保健師・看護師間の連携が円滑に行える様

にする

・ 連携を保つ事で医療・行政・福祉の方向性

を統一し、患者への安心かつ充実したサー

ビスを提供出来る様にする

［意義］

大山町は過疎地であり、大山診療所の患者約

７０％を７５歳以上の後期高齢者が占め、他の３０％

もほぼ６５歳以上である。又、独居あるいは同居

の家族が居ても日中は一人で過ごす患者が大半

を占めているのが現状である。日々の診療業務

での患者との関わりを保健師（行政）と情報交

換し共有する事で、速やかに事例対応が行える。

その上、医師・保健師・看護師・ケアマネージ
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