
それぞれ滋賀県、甲賀市、信楽町の歴史、信楽町の
現在、信楽中央病院の紹介です。

甲賀市内ではありませんが、守山市の立命館守山高
校より医療現場体験実習の提案をうけました。
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一般病院における高校生医療体験実習の試み

発　表　者 北川　貢嗣 滋賀県　甲賀市立信楽中央病院

共同研究者 倉田　佳彦、今枝　加奈子、中島　恭二

滋賀県  人口 １４１万人   
 人口増減率  Ｈ17-22  ＋2.17％  ⑤ 
 出生率                       9.6／1000人  ③ 
 男性平均寿命の延びH12-17 1.41歳① 

 
 県面積の自然公園割合  37.3％ ① 
 県内総生産中２次産業 41.8％   ① 
 あゆ種苗販売量  46000000尾余 ① 

 
 公共図書館 貸出 9.57冊/人   ① 
 Ｈ15-20年総住宅増加 12.6％    ① 
 下水道高度処理人口  85.0％   ① 
 琵琶湖は県土の 1／6       
に過ぎない 

出典 滋賀県民手帳 平成２４年版 

２次医療圏 

７つ 

信楽町 

信楽町  の現在 
 人口 １３１００人  高齢化率 ２７％ 
 最高齢 １１０歳女性（当時県内最高、H24年7月死去） 
 福祉の町 知的障害者  授産施設/更生施設    
   ８５人が入所 さらにｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ２０箇所約１００人 
 ゴルフ場が１１箇所   （滋賀県内４３、甲賀市内２０） 

 MIHOミュージアム  ミシュランガイドで☆ （宗教法人神事秀明会） 

 サラブレッド育成牧場  
  JRA栗東ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ傘下 
 新名神高速道路 信楽ＩＣ   
  車での交通至便 

 

信楽町  の歴史 
 紫香楽宮  
  740年（天平12年）に都を恭仁

京（現木津川市）に移した聖武
天皇が、その２年後に造営し
た離宮 

 朝宮茶  約１２００年前から 
 信楽焼  六古窯の一つ 
      （鎌倉時代以前）  
        狸の置物は最近 
 小川城址   
  本能寺の変翌日、家康が1泊 

 甲賀市 （こうかし） 
滋賀県（近江国）の南端 

古来より伊勢、伊賀、山城と往来は盛ん 

戦国の諜報・傭兵集団 甲賀５３家の本拠地 

 

広重、水口、名物干瓢 

広重、土山、春之雨 

人口９万４千人余 

２次経済圏の工業出荷額 滋賀県で１位 

三重県伊賀市との原付共同ナンバープレート → 

甲賀市立 信楽中央病院 
 救急指定 一般50床 
 常勤医師 4名 （全員自治） 
 一日外来120人在宅３０数名 
 平均在院日数 約16日 
 病床稼動率 50％台  
 出張診療所 ３箇所 
 特養ホームの嘱託、校医等 

院長 

中島 

 恭二 

７期卒 

 

北川 

 貢嗣 

２２期卒 

 

今枝 

加奈子 

２８期卒 

 

倉田 

 佳彦 

３２期卒 

信楽歴は・・・ 

２０年 ２年 ２年 １年 

立命館守山高校 

 滋賀県に３校あるｽｰﾊﾟｰ
ｻｲｴﾝｽﾊｲｽｸｰﾙの１つ 

 滋賀医科大学と高大連
携協定を結ぶ４高の１つ 

 中高一貫高 
 学費は年間１００万円 
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きっかけは、自治医大の学外広報委員として、勤務
医の北川が高校を訪問したことです。

高校生を、地域の一般病院である当院でどこまで受
け入れ可能か検討しました。

当院での医療機関実習のテーマを設定しました。

勤務先や、4名の常勤医の派遣元である滋賀県など
と相談・検討し、回答を得ました。

3日間・通いの実習の日程です。医師・専門職の空
き時間の組み合わせに苦心しました。

一日目のセッションです。「職人の道具」と銘打ち、
今は病院でも少ない水銀式の血圧計での測定手技な
どの習熟を図りました。（90分）

始まりは・・・ 

 病院勤務医の北川が「自治医大学外広報委員」
として、滋賀県の担当官と自治医大のアピール
のため高校に訪問した 

 フロンティアサイエンスコース主任教諭より提案 
 高校２年生の春休みに２名１組で３日間 
 医学部志望学生の動機を高めるため 
 医学部を目指す学生の課外授業の一環として 
 医療機関での体験実習    の要望があった 

 

準備・根回し 説明と面談 

 県→病院（甲賀市）へ協力依頼 
 大学→病院（甲賀市）へ協力依頼 
 院内スタッフへのお願い、指導レベルの設定           
 保護者同席の説明会2/17 生徒・保護者９組  
  担任教諭より小論文の課題（800字）あり  
 事前グループ面談（3/9）にて 
         論文を評価して学生に返す 
 ９名希望 → 説明後   －１名  
     → 小論文提出後 －１名  合計７名 

曜日 水曜日  木曜日  金曜日 

集合 9：00 図書室 9：00 各部署 9：00 図書室 

午前 

 実習 職人の道具 
（倉田医師） 

実習 
薬剤部 

実習 
放射線科    

講義 甲賀の魅力  
保険診療 

（平岡事務長）  

講義 禁煙  
感染症 予防医療 

（倉田医師） 

実習 
放射線科 

実習 
薬剤部 

実習 
検査機械に触れよう 

（超音波、内視鏡） 
（今枝医師） 

昼休憩 12：00～13：15 12：00～13：15 12：00～13：15 

午後 

講義 
医学の歴史  
（中島院長） 

実習 
検査科 実習・実践 

多羅尾出張診療 
（倉田・北川） ＢＬＳ実習 

AEDを使用して 
（北川医師） 

実習 
栄養科 

信楽駅 17：05 17：05 17：05 

実習 職人の道具 

 アネロイド血圧計と聴
診器を用いて血圧測定
を習得 

 ３日目午後の出張診療
所で患者さんを相手に
計測する機会あり 

 自宅に持ち帰り、家族
を相手にした測定練習
を課した 

検討 当院でどこまで可能？ 
 受け入れ学生の条件  
  ① 臨床医を志し、地域医療に興味がある 
  ② 将来県内で働くか自治医大を志望する 
 春休み 4名が１組  水～金の３日間   
 ＜実習のテーマ＞ 
 高齢者とのコミュニケーション 
 治らない疾患との関わり 
 救急への心構え  （体を動かす）  
 多職種がかかわる （医師だけでは限界）  

勤務先などと検討 

 県庁 健康推進課 ○ 一緒に訪問出た提案 
      医務薬務課  Ｘ  医師確保に高校生は対象外 
 院内 医師４名   ○  全員自治医大卒業生 
     コメディカル ○ 指導には慣れている 
       事務長    ○ 「お金はもらえませんね」 
 甲賀市 市外の高校 △ 将来医師確保の為なら 
 自治医大学事課   ○ 学外広報フォーラムで推奨 
 滋賀県卒業生同窓会 Ｘ 高校生の理想は「ドラマ」 
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院長による「医学の歴史」のひとこまです。現代
の医学はこれまでの積み重ねにより確立したという
メッセージを伝えました。（70分）

蘇生実習人形リトルアンを滋賀県医師会より借り、
Basic Life Support 実習を行いました。かなり講評
でした。（90分）

ここから2日目のセッションです。
放射線科で診療放射線技師より各機器の説明や、放
射線の単位について説明を受けました。（45分）

信楽焼の置物を透視したり、クリップを CT で解析
したりしました。（45分）

事前に看護師が採血した自らの血液検体を用い、血
算、血液増、ABO 式血液型の判定を臨床検査技師
より学びました。（90分）

事前に記録した一日の摂取カロリーを、栄養士の指
導の下分析しました。（90分）

講義  医学の歴史  

 医学の歴史についてスライド
を用いて講義 

 院長は日本医史学会の会員 
 西洋・東洋おりまぜ 
  今の医学は昔からの 
       積み重ねである 

実習 放射線科 ２ 

Ｑ＆Ａ   Ｘ線とﾚﾝﾄｹﾞﾝは同じ？  Ｘ線を人工的に発生させること
はできない？   Ｘ線撮影後すぐに扉を開けるとＸ線がもれる？ 
Ｘ線を浴びても身体にＸ線は残らない？  患者介助でＸ線撮影に
同室すると同じ料のＸ線を浴びる？  空港の手荷物検査ではＸ線
が使われている？  Ｘ線診療にはＸ線に対する免疫力が弱いと従
事できない？  Ｘ線は水に吸収される？  水道水がＸ線を浴びる
と汚染する？  Ｘ線写真には写りのいい人と悪い人がいる？  

信楽の狸をＸ線で透視  クリップをＣＴで撮影 

実習 検査科 

 処置室で外来Ｎｓに      
静脈採血してもらう 

 検査室で自動血球分析 
 末血のスライド作成・染色 
  →顕微鏡で末血像を観察 
  体液、血球の役割を講義 
 ABO式血液型の判定実習 
 献血、骨髄バンクの紹介 

実習 栄養科 
 春休みのある一日の食事分析 
  ﾃﾞｼﾞｶﾒ・携帯で撮影 ｶﾛﾘｰ計算 
 高校生の食育（事前にﾘｰﾌﾚｯﾄ渡す） 
  基礎代謝量、ＢＭＩの計算 
 神奈川県教育局作成の高校生向け食

育リーフレットを用い、栄養士が高校生
のある日の食餌を分析・検討 

 コンビニ商品、ファーストフード、飲み物
のｶﾛﾘｰを砂糖に換算し実感 

 病院食の試食 
  看護部長から「嚥下」の講義後 
  ゼリー食の試食 
 

 ＢＬＳ実習  AEDを使用して 

 滋賀県医師会より無償にて
「リトルアン」２体 および 
AEDトレーナーを借り、2人１
組でのBLS実習 

 滋賀県医師会が作成した
2010年ガイドライン準拠の 
テキスト（26P）も無償で提供
あり 

 生徒たちは中学生時以来の
2回目の実習であった 

 終了後フェイスシールド、手
袋のセットをいざと言うとき
に使えるよう渡した 

実習 放射線科 １ 

 放射線、放射能、放射性物質の違い 
 セシウム、ヨウ素、ウランについて 
 放射線を扱う単位 
   放射能 Ｂｑ     照射線量 Ｃ/ｋｇ 
   吸収線量 Ｇｙ 線量当量 Ｓｖ  
 外部被爆、内部被爆、放射線防護に
ついて 

 装置の原理（ＣＴ装置を中心に） 
 撮影プロトコルの立て方 
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ここから3日目のセッションです。
超音波装置を用い、お互いが被検者になり腹部を検
索しました。また上部消化管内視鏡を用い、模型内
を検索しました。

病院より15分の位置にある多羅尾出張診療所で待
合室にて血圧を測定し、コミュニケーションをはか
りました。

実習中の課題です。公立病院ということで、学校の
教育実習などと同じで、実習者に資金負担を求めら
れないことがネックです。

学生からの代表的な感想です。

院内の関係職員からの評価です。実習で犠牲になっ
たものは特になく、初心を思い出すなどの効用があ
りました。

院内の評価を VAS でまとめてみました。大変だけ
ど、また受けたい。という結論でよいかと思います。

実習 検査機械に触れよう 

 超音波で腹腔内臓器を検査する実習 
   ある男子生徒の高度脂肪肝発見 

 
 内視鏡で手製の模型内を探査 
   食道  紙筒 
   胃   ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱＋ﾋﾟﾝｸのﾅｲﾛﾝ袋 
   潰瘍 胃内３箇所 ぽんぽこちゃん＊ 
   ﾎﾟﾘｰﾌﾟ カットした緩衝材ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾑ 
      → ﾎﾟﾘｰﾌﾟをクリッピング 
 
    ＊ 信楽観光協会のマスコット  

学生からの感想 
 医師の気分を味わえた 

 地域医療の必要性を知った 

 地域医療に従事して滋賀県のために何かしたいと強く感じた 

 患者と医師の信頼関係が強く、安心して暮らすことができる 

 医師と患者の歩みよる姿勢が医療を支え、地域を支えている 

 理想の医師像に近かった 

 高校生に対しても先生と呼ばれることに戸惑いと責任を感じた 

 医師は知力だけでなく体力も必要 

 患者一人一人とコミュニケーションをとれるようになった 

 信楽町の魅力を知り、友人や家族と訪れたい 

 家族の大切さがよく分かった 

スタッフからの評価 １ 
生徒の指導に参加した医療従事者１０名中、８名より回答 

 
 

Ｑ１ 指導時間   45分：１名  90分：７名 

Ｑ２ 準備時間   0分；１名 10分；１名 60分；１名 120分；２名 180分；３名 

Ｑ３ 作成資料の他からの流用  100％；１名 50％；１名 30％；１名 0％；５名 

Ｑ４ 資料を他に流用できるか 100%；１名 80％；１名 50％；１名  

                                      30％；2名 0％；１名 

Ｑ５ 実習の副次的な効果  高校生の興味を理解 交流できた 初心を思い出す  

Ｑ６ 実習でなにか犠牲になったか  記載なし；７名  時間でしょうか・・・！；1名   

Ｑ７ 改善点  業務が突然入って場所を変更しドタバタした   

          もっとディスカッションしながら進行した方がよかった   

          3月末・4月始めは点数改定と重なり大変   

          看護師とのかかわりが少ない   

          今後も続くなら資料のツール化が必要  

スタッフからの評価 ２ 
生徒の指導に参加した医療従事者１０名中、８名より回答    

Q8 高校生の実習は病院にとって  

負担が大きい 利益が大きい 

            

    

Q9 来年度実習の話がきたら？ 

受けたい  受けたくない 

            

    ３５．３ 

４５．６ 

実習・実践 多羅尾出張診療 

 待合室でのコミュニケー
ション重視 

 各自１台ずつの血圧計お
よび聴診器を渡し練習の
成果を発揮 

 血圧測定は目的ではなく
コミュニケーションの一助
として 

 送迎時の事故リスクを考
えバスの利用を考慮した
が、結局公用車で往復 

実習中の問題 と 課題 

 反省点  服装（白衣・ジャージ） 名札 履物 
 トラブル  初日に1名乗り遅れのみ 
 生徒に疾患が見つかった   
   鉄欠乏性貧血１名、脂肪肝１名 
 ある生徒の希望「もっと患者さんと触れ合いた
い、理想の医師像について直接聞いてみたい」 

 費用面 高校生から資料実費１人５００円のみ 
   自治医大から施設使用費１万円とバッグ、
鉛筆、ハンカチなど学外広報のグッズ  
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地域医療研修評価あれこれ

発　表　者 奥野　正孝 三重県　紀南病院・三重県地域医療研修センター

共同研究者 三石　貴之、山口　寛子

【はじめに】　地域医療研修の目標は他の研修と異
なり「技術の会得・疾患の経験」ではなく「理解
と実践」であるため評価するのは難しく、さらに
我々の行っている研修は研修医個々にプログラムを
アレンジして行っているために、公平・均質なプロ
グラムを提供する一般的な研修に比べて評価がより
難しくなっている。そのため現時点では独自方法で
評価を試み、どのようにしたら評価ができるのかを
探っているのが現状である。そこで今回は、これま
で行ってきた評価を振り返りそこから何が得られて
いるかを示すこととした。

【方法】　本年9月時点で地域医療研修を終了した
研修医105名（21年度22名・22年度33名・23年度
34名・24年度16名）のうち、評価表を使用しなかっ
た21年度全員、研修期間が1ヶ月未満の者、評価
表の記入に不備があった者を除く68名を対象とし、
評価表・研修報告会での発表内容・事前の連絡状
況・宿泊場所の使用状況等々を基にして分析した。
評価表については、記入者は研修医自身・指導医・
事務担当者で、記入方法は簡便化して記入しやすい
ように100点満点で記入してもらうこととした。

【結果】　医師の評価・事務方の評価・研修医自身
の評価を、男女別・研修した年度別・地域医療研修
を行った期間別・大学入学までに要した年数別・親
元研修病院別・出身大学別に集計しポスターではそ
の平均点を表記した。結果としては、研修年度別の
評点と地域医療研修を行った期間別の事務方の評点
に優位の差がみられたのみで、他の項目においては
差がみられなかった。このことから、研修医に対し
て当初その背景をもとに往々にして先入観を持って
しまいがちだが、それは誤りであることがわかった。
　評点についてはできるだけ正規分布することがよ
いが、記入者の記入した全評点の分布をみてみると、
事務方の評点は80点をピークとして正規分布に近
く利用可能であったのに対し、医師・研修医の評点
は高得点に偏っており評価方法としては要改善で
あった。
　また、医師の評点と事務方の評点の差をみてみる
と、その差が20点以上に達する場合があり、たと
えば医師の評価が高く事務方の評価が低いときがそ
の例で、そういった場合は医師からは見えていない
研修医の別の側面を明らかにすることができると思

まとめは記載の通りです。今後も継続・発展させた
いです。

まとめ 

 一般病院において、医学部を志望する高校
生を受け入れ、３日間の実習を提供した 

 体験型の実習、患者である地域住民とコミュ
ニケーション機会が好評であった 

 このような実習の体験が、他の都道府県の医
学部へ進学した後も記憶に残り、彼らに出身
都道府県の地域医療に関心を持ってもらえる
可能性がある 

 より効果的な高校生向け実習を模索したい 
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