
h t tp : / /www.gu j o - t v . ne . j p / ~ c l i n i c -wara/
kenshuiroom.htm を参照）。今後も医学生、研修医
を受け入れ、地域医療に興味を持つ一助にしていき
たいです。ひいては岐阜県の地域医療の活性化につ
ながればよいと考えられます。

かみいち総合病院では初期研修医の地域医療研修の
受け入れをおこなってきた。

平成22年度よりそれまで2週間であった地域医療
研修が4週間となることになり、よりプログラムの
充実をはかりました。今回地域医療研修プログラム
の研修医からの評価を知りプログラムの充実をはか
ることを目的に研修医から評価を検討しました。
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上市町人口：２２、１５２人  

 高齢化率：２８，６７％ 

   （平成 ２３年１２月１日現在） 

 

 
 
 

 かみいち総合病院 

  病床数  ２１９床 

  一般：１５９床 

  精神： ６０床 

・内科   ・外科 

・整形外科 ・脳外科 

・産婦人科 ・小児科 

・血管外科 ・耳鼻科 

・眼科   ・放射線科 

 平均在院日数 18.2日  
病床利用率７７％ （Ｈ２２年度） 

はじめに 

かみいち総合病院では初期研修医の地域医
療研修の受け入れをおこなってきた。 
平成22年度よりそれまで2週間であった地域
医療研修が4週間となることになった。 

目的 

地域医療研修プログラムの研修医からの評
価を知りプログラムの充実をはかること。 

郡上市地域医療センター 郡上市地域医療センター 

研修終了後のアンケートで、『医療福祉保健行政が一
緒になる地域医療を勉強できた』、『今まで見てきた医
療とは違うものを体験できた』など好意的な評価を受
けることができた。 
（詳しい感想はhttp://www.gujo-tv.ne.jp/~clinic-

wara/kenshuiroom.htmを参照）。 

今後も医学生、研修医を受け入れ、地域医療に興味
を持つ一助にしていきたい。 

しいては岐阜県の地域医療の活性化につながればよ
いと考えられる。 
 

結語 
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平成23年度にかみいち総合病院にて地域医療研修
を行った研修医（富山県立中央病院11名、富山大
学附属病院2名）に研修終了時に悪かった0、よかっ
た100mm の VAS にて研修全体について、および
各研修項目について評価してもらいました。また研
修に対する感想を自由記載してもらいました。

当院での地域医療研修の目的は患者、家族、地域社
会のニーズに的確にこたえるよう、医療、保健、福
祉のネットワークの中における医師としての実践的
な問題解決能力を習得することです。

院内での研修項目は、外来（内科、小児科、脳外科）、
病棟業務（主に内科）、へき地巡回診療、訪問診療、
救急外来（当直）、健診センター、総回診、カンファ
レンス、EBM 勉強会、院内研修会講師、振り返り、
ポートフォリオーシート記載などです。

院外での研修項目は、介護老人保健施設、介護老人
福祉施設、デイサービス、地域包括支援センター、
訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション、
訪問介護などです。

研修においては以下のような工夫を行っています。
上市町を知ってもらうために初日に上市町観光を
行っています。種々の医療、介護、福祉サービスを
利用しているひとりの患者さんを通しサービスがど
のような役割をもっているかを体感してもらいます。
入院患者さんにおいては主治医として入院から退院
後までかかわってもらいます。地域医療連携室ス
タッフとともに毎日の振り返りを行います。研修報
告会の開催、スタッフが作成した研修アルバムの贈
呈をおこなっています。
研修医からの評価は

方法 

平成23年度にかみいち総合病院にて地域医療研
修を行った研修医（富山県立中央病院11名、富
山大学附属病院2名）に研修終了時に悪かった0 、
よかった100mmのVASにて研修全体について、お
よび各研修項目について評価してもらった。 
また研修に対する感想を自由記載してもらった。 
 

研修内容 （院内） 
• 外来（内科、小児科、脳外科） 
• 病棟業務（主に内科） 
• へき地巡回診療 
• 訪問診療 
• 救急外来（当直） 
• 健診センター 
• 総回診 
• カンファレンス、EBM勉強会 
• 院内研修会講師 
• 振り返り、ポートフォリオーシート記載 

 
 

研修の工夫 
・上市町を知ってもらうために初日に上市町観光を
行っている。 
・種々の医療、介護、福祉サービスを利用している
ひとりの患者さんを通しサービスがどのような役割
をもっているかを体感してもらう。 
・入院患者さんにおいては主治医として入院から退
院後までかかわってもらう 
・地域医療連携室スタッフとともに毎日の振り返り 
・研修報告会の開催、スタッフが作成した研修アル
バムの贈呈 
 
 

研修内容（院外） 

• 介護老人保健施設 
• 介護老人福祉施設 
• デイサービス 
• 地域包括支援センター 
• 訪問看護ステーション 
• 訪問リハビリテーション 
• 訪問介護 
 

 

地域医療研修の目標 

患者、家族、地域社会のニーズに的確にこた
えるよう、医療、保健、福祉のネットワークの
中における医師としての実践的な問題解決
能力を習得する 
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全体の評価は90±7.3とおおむね良好であった。総回
診は69±18と評価が低かった。院外の施設は介護老
人福祉施設76.1±21.5介護老人保健施設63.7±21.4
とやや低く評価にばらつきが大きいものがあった。

自由記載では
・（研修先で）事前の説明なく1時間の講演を依頼された。
・施設ではお客さんのように接してもらうことが多

くもっと使ってくれてもいいのにと思った。
・施設でスタッフが忙しそうで見て感じるしかなかった。
・防寒対策が不十分だった。

・外来診療研修はとても勉強になったが症例が少なかった。
・訪問診療はもう少し背景を知ってから行くべきだった。
・看護師さんとのコミュニケーションがうまくとれなかった。

・ポートフォリオはなかなかたいへんだが毎日ふり
かえることでよい研修ができたと思う。

・地域医療連携室はなんでも相談しやすい雰囲気を
つくってくれた。いつも気軽に声をかけてくれて
ありがたかった。

・外来看護師さんは不慣れな外来業務をフォローしてくれた。
・普段はリハビリの方のかかわりがあまりないので、

交流をもててよかった。
・（施設について）介護の現場をみせてもらった。

施設の問題点を教えてもらい、連携を図るうえで
参考になった。

などの意見がありました。

【結論】かみいち総合病院での地域医療研修はおお
むね良好な評価を得ていましたが、研修医にとって
魅力あるものとするために内容や院外施設との連携
に改善を要するものもあり、よりよいプログラムに
するため検討を続けていきたいと思います。

結果 ２ 
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・ポートフォリオはなかなかたいへんだが毎日ふり
かえることでよい研修ができたと思う。 
・地域医療連携室はなんでも相談しやすい雰囲気
をつくってくれた。いつも気軽に声をかけてくれてあ
りがたかった。 
・外来看護師さんは不慣れな外来業務をフォローし
てくれた。 
・普段はリハビリの方のかかわりがあまりないの
で、交流をもててよかった。 
・（施設について）介護の現場をみせてもらった。施
設の問題点を教えてもらい、連携を図るうえで参考
になった。 

自由記載から 
• （研修先で）事前の説明なく1時間の講演を依頼され
た。 

• 施設ではお客さんのように接してもらうことが多く
もっと使ってくれてもいいのにと思った。 

• 施設でスタッフが忙しそうで見て感じるしかなかっ
た。 

• 防寒対策が不十分だった。 
• 外来診療研修はとても勉強になったが症例が少な
かった。 

• 訪問診療はもう少し背景を知ってから行くべきだっ
た。 

・ 看護師さんとのコミュニケーションがうまくとれな     
かった。 
 

結論 

かみいち総合病院での地域医療研修はおお
むね良好な評価を得たが、研修医にとって魅
力あるものとするために内容や院外施設と
の連携に改善を要するものもあった。 

結果 １ 
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上市町を知ってもらいましょう。 
ここは「あなんたんの霊水」 

 

「デイサービスで利用者の血圧測定 

 

上市町の名所「大岩の滝」 

 

住民を対象に健康セミナーを 
 テーマは「高血圧について」 

 

上市町の名所の一つ、「栂並木」 

 

「わしがげんきなうちは面倒見るんじゃ」 
と言って笑ったお父さん 

 

「おおかみおとこと雨と雪」の 
モデルになった古民家 

 

受け持ち患者さんの退院前訪問に同行 
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育てた騎手が新人賞をとった。一瞬指導者の顔になる 

 

巡回診療で集う住民の方と談笑中 

 

退院前訪問で主介護者の夫の思いを受け止めます 

 

生きがいデイサービス利用者と昼食の準備 

 

大雪の日もデイサービスを利用する方の送迎 

 

ヘルパーさんのマウスケア「あ～ん」してください 

 

受け持ち患者さんの多職種参加の退院前カンファレンス 

 

最終日、研修の思い出のアルバムを 
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