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常勤医平均年齢３１．４歳の病院で初期臨床研修医は何を感じるか？
～地域研修前・後アンケート結果を通して～

発 表 者 北村 亘 （高知県：梼原町立国保梼原病院）

共同研究者 伴 正海、上田 浩平、渡邉 聡子、宜保 美紀、内田 望
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梼原病院の北村と申します。

常勤医平均年齢３１．４歳の病院で初期臨床研修

医は何を感じるか？地域研修前・後アンケート

結果を通して考察したいと思います。

よろしくお願い致します。
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梼原町の概要です。高知県の北西部の中山間

地域に属し、町内の９０％以上は森林であり、高

齢化率は４０％を超えます。
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梼原病院は全国にも類をみない保健、医療、

福祉が一体となった造りになっております。
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梼原病院は、５人の内科常勤医で２４時間３６５日

診療にあたっております。

その他に、近隣の中核病院や大学病院から専

門の先生に来ていただいております。
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ここ１０年間の常勤医平均年齢と研修医の受け

入れ状況の推移です。

平成１８年より徐々に医師の平均年齢が上昇

し、２年前が３５．６歳とピークでした。その後、

２年間で４．２歳も若返り、今年はここ１０年間では

最も平均年齢が低い年となりました。

研修医の受け入れ状況は平成２０年より右肩上

がりです。

この５人が現在の梼原病院常勤医です。院長

が４０歳と非常に若い病院となっております。

�-

��

hn

Å

T51�Â
�F

�xO>?òó

Bm���

�

T51�Â
�F

T5�$

°Av�A
A®¯

�

ªÅ´$%&

;Æ�)ZÐQC�

 ���

òtu~

!

}¯$%&

D06
�Ï+¬

Ù

T51�Â
�F

��j§Ñ

¢£¼�A~

:;¢£~�

��j�Ø_�È

研修医の週間予定です。

四万川、松原診療所という２つの出張診療所、

当院が嘱託医をしている２つの施設への診察、

研修医外来などがあります。
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研修開始前のアンケート結果です。
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研修前から約半数の研修医は地域医療に興味

があるようです。
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なぜ当院を選んだかですが、梼原病院の地域

医療はどうやらいいという噂が流れているよう

です。
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当院の第一印象は、アットホームな雰囲気、

綺麗、大きい、官舎が素晴らしいとかなり好印

象でした。

その一方で、地域医療に対しては、医師、看

護師不足、自分のスキルアップが不安などといっ

たネガティブな意見がみられました。
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先ほどの意見にもあったように、働く場所、

住む場所が綺麗であるということは働く意欲に

繋がります。

当院では２年前に研修医用の官舎も建ち、天

井が高すぎてプロペラがついているような斬新

な造りになっております。これが当院の人気に

繋がっている一因と考えます。
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当院の研修に期待することとしては、指導医

からの指導、手技、訪問診療、地域住民との交

流などが挙がりました。

これらの要望を叶えるべく、当院では以下の

ような研修プログラムに取り組んでおります。

検査技師や、放射線技師の諸事情により院内

不在となり、研修医にその仕事を手伝っていた

だくという緊急的状況から始まった技師の仕事

１日体験ですが、意外にも好評であったため、

現在では研修医のカリキュラムに組み込まれま

した。

その他にも、当院の職員が月１回のペースで

各部落を出向き、そこに住んでいる方と意見交

換をする座談会への参加や、歓送迎会も欠かし

ません。
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研修終了後のアンケート結果です。
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当院研修後の印象としては、素晴らしい意見

が多数出ておりました。

我々が肌で感じていただきたかった地域医療

というものを感じることができたようです。
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研修終了後の満足度としては、概ね満足して

いただけるような内容だったようです。

特に指導に関しては研修医全員から満足した

との評価を得ることができました。

しかし、外来・病棟業務や救急初期対応は少

し物足りなかったようです。
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研修前後のアンケート結果を通しての評価で

す。

当院で地域医療を研修した多くの研修医は、

地域医療に対しやりがいがあり憧れると答えて

くれ、それを反映するように研修前には将来地

域で働く可能性が「どちらともいえない」と答

えていた研修医の約１／３は、研修後には「ど

ちらかといえばある」という意見に変わりまし

た。中には数年のローテイトとして働いてみた

いという積極的な意見もありました。

しかし、実際に地域医療の現場に触れたこと

により、地域医療に従事することへの敷居の高

さを感じたり、キャリア形成への不安が生じた

ためか、研修前に「かなりある」と答えた方が

研修後には「どちらかといえばある」という答

えに変わったり、「どちらともいえない」と答

えた方が「どちらかといえばない」という答え

に変わってしまったという事実は受け止めなけ

ればいけません。
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演劇を取り入れた糖尿病の参加型啓発活動

発 表 者 仲 元司 （長野県：佐久市立国保浅間総合病院 診療部）

当院での地域研修の満足度に繋がったものと

して、大きな病院ではあまり接することのない

他職種の仕事内容を経験できたこと、院内では

患者さんと呼ばれている方が院外では地域住民

となり地域のイベントで間近に触れ合うことが

できたことなどが挙げられます。

また、当院では若手医師が多かったことによ

り、困ったら誰にでも気軽に相談できたり、分

からないことを一緒に悩んでくれて良かったと

いう意見が出ており、医師として経験年数が浅

くとも我々若手医師が多いという環境が、研修

医の地域研修を満足いくものにする一要素に

なったと考えております。

"N

£A¢Cv"#P¼�sj*�Y}ÀÁ�
ÉÓTÒiPs������Pde���Ð
©i�]�l��

�á����s:;i-Û��S�S.P
��j
B=]��i��Ó�ke�

アンケート結果を通して、医師の平均年齢が

低い病院でも、有意義な研修を行うことは可能

であると感じました。大切なことは、地域で我々

が楽しく働く姿を研修医にみせることではない

でしょうか。
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最後に当院の医師は年齢が若すぎて、たまに

こんな逆転現象が起こったりします。

現在当院で研修中の彼ですが、当院最年長医

師として毎日充実した時間を過ごしているよう

です。

御静聴ありがとうございました。
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○目的。演劇を取り入れた参加型の糖尿病講演

会を企画しその効果について評価します。
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