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～地域で育む　未来の医師～

臨床教員からのメッセージ
臨床教授　吉田　徹　先生（岩手県、久慈病院院長）
　地域実習は、医学部１年生の早期体験実習から始まります。学生の皆さんにとっては、出身県の地
域病院で働く先輩の指導を受ける事ができる貴重な機会です。全国の臨床教員は、毎年自治医科大
学に集って実習のレベルアップに向けて議論・検討を重ねています。この実習が学生の皆さんの糧と
なり全国の地域医療のレベルアップに繋がる事を信じています。

実習修了者からのメッセージ
卒業生　中山龍一　先生（北海道）

実習先：留萌市立病院、江別市立病院
　私は地域実習を通して、医師になる実感と覚悟を磨いたと思います。それまでの臨床実習では見
学を主体としていました。実習では外来患者さんに医療面接と身体診察をした後、上級医にプレゼン
を行いました。地域に入って実践で学ぶことがこの実習の醍醐味だと思います。出会う人々との対話
が成長を促すでしょう。指導をして下さる地域の皆様のフィードバックが学生を刺激します。是非、
日々の振り返りとして熱いメッセージを学生に伝えていただければ幸いです。
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実習責任者からのメッセージ
小谷和彦（自治医科大学地域医療学センター地域医療部門 教授）
　医療は、人と人、そして地域社会との関係の上に成り立っています。ゆえに、地域に
は医療人を育てる素晴らしい環境が備わっています。医の原点に立ち、医療人として
の姿勢と技能を身につけ、地域社会のリーダーとなっていくのに、地域は親なる場に
ほかなりません。
　自治医科大学は、全国に先駆け、臨床実習の一つとして地域実習を練り上げてきま
した。全国レベルで実施されるこの実習は独創的で、多くの先達によるご指導のもと
で地域医療を学ぶ格好の機会となっています。本実習の発展のために皆で手を取り
合って歩んでいきたいと思います。どうか宜しくお願い申し上げます。

●自治医科大学では、1999年から本実習を始めました。主に自治医科大学卒業生の勤務するへき地を中心とした地域の
実習施設（医療機関や介護施設など）にご協力をいただき、全学生が実習を行っております。

●地域で未来の医師を育む環境を整えるため、各都道府県の臨床教員は、学生の実習プログラムを作成するとともに、臨
床教員研修会（毎年）への参加を通して、実習プログラムの改善に取り組んでおります（臨床教員制度）。

●この成果が認められ、2007年には「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に「地域医療臨床実習」が追記され、全国の医学
教育においてこの種の実習は必須となりました。

臨床教員にお世話になる地域実習として、1年次に早期
体験実習（院外）、4年次に地域医療臨床実習（選択）、5
年次に地域医療臨床実習（必修）を実施しております。

臨床教員が実習プログラムを作成し、臨床教員から依頼を
受けた医療機関の医師に指導医としてご指導して頂いて
おります。平成29年度現在、73名の臨床教員と187名の
指導医が学生教育にあたっております。

1年：早期体験実習（院外）
　期間：1～3日（8月）
　実習場所：出身都道府県

4年：地域医療臨床実習（選択）
　期間：1週間（8月下旬～9月上旬）
　実習場所：自由選択

5年：地域医療臨床実習（必修）
　期間：2週間（8月下旬～9月上旬）
　実習場所：出身都道府県

1　地域医療（含へき地医療）を第一線の現場で体験する。
2　地域医療に対する動機を明確にする。
3　地域医療人としての将来を設計する。

概要

実習は、できるだけ複数の実習施設（医療機関や介護施設など）で、幅広いプログラム（外来診
療や入院診療、地域包括ケア、多職種連携など）を組むようにしております。また、単に見学す
るのみでなく、実際に体験する参加型の実習になるよう工夫していただいています。
※受け入れ先の実習施設の皆様には、学生が多様な経験をできるようご協力をお願いします。

実習項目

医学部5年　実習プログラム例　（2週間）

医学部5年　実習のスケジュール

目的

地域医療実習の種類 実習体制

【医療機関実習】
外来や入院の診療で
実習する項目
●医療面接、身体診察
●診断の進め方
（ありふれた疾患の鑑別診断）
●検査の選択
●患者への説明
●療養指導、服薬指導
●紹介の方法

【地域医療活動】
①　地域包括ケア

②　予防医療

③　在宅医療

④　介護・福祉系サービス

⑤　地域診断（社会医学的視点）

⑥　多職種連携とチーム医療

（地域の文化に接する機会も推奨）

外来診療指導風景

実習報告会

臨床教員研修会

月 火 水 木 金

月 火 水 木 金

1週目　診療所

外来 老健 行政機関 福祉センター 外来

訪問診療 訪問介護 予防接種 健康教室

午前

2週目　中小規模病院

外来

検査

救急

病棟

検査

リハビリ
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訪問診療

カンファ

病棟

午前

午後

4月

6月

7月

8月

9月

10月

大学 学生 臨床教員 指導医
第1回オリエンテーション
→臨床教員への連絡

実習施設／
指導医の選定 受け入れの受託

第2回オリエンテーション
→指導医への連絡
第3回オリエンテーション
→プログラム作成

実習プログラム作成
実習施設・大学と調整 受け入れ準備

教員派遣 実習 実習指導

実習
報告会

臨床教員研修会 臨床教員研修会

※各都道府県において、特色のあるプログラムを行っております。
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第19回地域医療臨床教員研修会より

午後 包括ケア
センター
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