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取 組 の 概 要  

地域医療を志向する優れた医師の養成を目標とし、入学初期 (1 年

次 )からの臨床前教育に始まり、臨床実習期 (5～6 年次 )までの一貫し

たプログラムを実施した。  

 具体的には、超早期教育として 1 泊 2 日の合宿研修、医療福祉施

設体験学習、夏期の地域医療機関での実習、地域の病院及び診療所

等での臨床実習のほか、各年次に応じた地域医療に関連した講義を

実施した。また、本学の教室と現場とを映像でつなぐテレビ会議シ

ステムを構築し講義等に活用した。  
 
１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況  

(１ )取組の実施体制について  

 取組の強力かつ円滑な推進を目的として、実施計画をさらに発展し、教育担当理事、

附属病院副院長、地域医療、社会医学の担当教授及び地域医療教育担当特任助教等を

メンバーとした地域医療教育推進実行委員会及びそのワーキンググループを設置し、

取組の検討を行った。さらに実施計画以外に、地域医療教育プログラムのあり方に係

る検討･大学内外を交えた意見交換を目的とし、現学長、教育担当理事、臨床研修セ

ンター長、同窓会長、附属病院副病院長、地域医療、社会医学の担当教授等、地域医

療機関の院長等の参加を得て地域医療教育研究会を開催し、検討を行った。本事業全

体の企画立案、実習先等の関係機関との連絡調整、事業の進行管理等については、実

施計画通りに特任助教及び事務補佐員を採用し担当した。  

(２ )取組の実施内容について  

【全体スケジュール】  

事業採択時期の関係から、平成 21 年度実施内容の一部は翌年度以降の実施のため

の準備を行った。事業初年度である平成 21 年度後半は、全体の計画策定と地域医療

機関等との調整業務を中心に行ったほか、地域医療教育の先進地への視察及び地域医

療実習に係る学生アンケートを実施した。平成 22 年度より合宿研修、医療福祉施設

等への訪問、夏期地域医療実習及び 1 年次から 6 年次に対する講義等を実施した。平

成 23 年度は前年の取組に加え、6 年次の学外臨床実習における地域医療プログラム

の追加及び地域医療フォーラムの開催を通じてこれまで推進してきた取組について

の成果を静岡県内の地域医療機関等に情報発信するとともに、シンポジウム・パネル

ディスカッションを通じて今後の地域医療のあり方について議論を深めた。事業の実

施内容の一部について、中間報告書 (平成 23 年 3 月 )、総括報告書 (平成 24 年 3 月 ). 
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として取りまとめを行い、関係機関等への情報発信のツールとして活用した。  

【各年次の実施内容】  

平成 21 年度は、全体の計画策定と地域医療機関等との調整業務を行った。具体的

には、地域医療機関との連絡調整、テレビ会議システムの設置 (5 か所 )、地域医療教

育研究会を実施した。また、地域医療教育の先進として長崎大学離島医療研究所、福

島県立医科大学地域･家庭医療学講座等への視察を行った。  

平成 22 年度は、1 年次を対象として入学直後の 4 月に、超早期教育として 1 泊 2

日の合宿研修を実施し、医学科 1 年次生 115 名、看護学科 1 年次生 60 名 (計 175 名 )

が参加した。夏期休業期間中に地域医療実習を実施し、2 年次 18 人が 2～5 日間の日

程で参加した。また、静岡県庁の地域医療担当理事等の参加及び実習先病院のテレビ

会議システムを用いての参加を得て、夏期地域医療実習報告会を 9 月に実施した。そ

の他、「医学概論Ⅰ」 (1 年次 )、「医学概論Ⅱ」 (2 年次 )、「健康社会医学講義･実習･基

礎配属」 (3 年次 )、「医学概論Ⅲ」 (4 年次 )、「医療と社会」 (6 年次 )等の講義等におい

て地域医療教育に係る内容を取り扱い、地域の現場の感覚を教室で展開することを目

的として、テレビ会議システムを活用した地域医療機関の院長等による講義を行っ

た。学生の反応を見ながら双方向授業を行うため、オーディエンス・レスポンス・シ

ステムを整備し、参加型授業により、集中力、思考力、コミュニケーション能力を高

めることができるようにした。  

 平成 23 年度から、6 年次の学外臨床実習先として公立森町病院、菊川市立総合病

院を加え、地域医療に係る内容の充実を図り、延べ 6 人の学生が当該プログラムを選

択した。1 年次を対象とした合宿研修には医学科 1 年次生 115 名、看護学科 1 年次生

62 名 (計 177 名 ) が参加し、テレビ会議システムを活用し東日本大震災に関連し現地

の地域医療の状況調査にあたった本学教員が宮城県南三陸町から現地の地域医療の

状況を報告した。また、夏期休業期間中の地域医療実習には、1 年次 3 人、2 年次 23

人、3 年次 3 人、4 年次 7 人の計 36 人が 1～3 日間の日程で参加した。静岡県庁の地

域医療担当理事等の参加及び実習先病院のテレビ会議システムを用いての参加を得

て、夏期地域医療実習報告会を 9 月に実施した。その他、「医学概論Ⅰ」(1 年次 )、「医

学概論Ⅱ」 (2 年次 )、「健康社会医学講義・実習・基礎配属」 (3 年次 )、「医学概論Ⅲ」

(4 年次 )、「医療と社会」 (6 年次 )等の講義等において地域医療教育に係る内容を取り

扱い、地域の現場の感覚を教室で展開することを目的として、テレビ会議システムを

活用した地域医療機関の院長等による講義を行った。  

(３ )社会への情報提供活動について  

 本事業の取組に係る情報提供については、ホームページを作成した。地域医療実習

報告会及び地域医療フォーラムについては、テレビ会議システムを用いた地域医療病

院への発信を行うとともに、報道機関への情報提供を行い、新聞記事やテレビによる

ニュースとして取り上げられた。また、中間報告書、総括報告書等については全国の

医学部の地域医療担当、静岡県医学修学研修資金貸与制度における奨学金返還免除対

象医療機関、静岡県庁、地域医療支援センター支部を有する保健所、報道機関等に発

送を行った。  
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②取組の成果  

・夏期地域医療実習における成果について  

平成 22 年度及び 23 年度に地域医療実習に参加した全 54 人に実施した実習前後の

アンケート結果の比較において、『「地域医療」についてどれくらい知っていますか ?』

(36 ポイント⇒58 ポイント )、『将来「地域医療」に従事したいですか？』 (60 ポイン

ト⇒68 ポイント )と有意に向上しており、また、『地域医療に対するイメージ』につ

いても「夢がある」、「やりがいがある」の項目で有意に向上していた。また、自由記

載の内容から、「今まで座学で一般教養ばかり学習してきたので、大きな刺激となっ

た。」、「今まで自分が念頭に置いていたへき地医療とは異なる、新しいモデルを見学

できて本当によかった。」、「大学病院のような所で見るのとは違う働きを見られる。

地域医療に従事している人々の声が聞ける。」、「医師だけでなく看護師の話を聞くこ

とが出来た。地域医療のことを理解できた。」等の好意的なコメントが寄せられた。

 

・「医療と社会」 (6 年次 )における成果について  

 6 年次における「医療と社会」では、講師のへき地医療の経験談等を踏まえつつ、

講義を行い、オーディエンス･レスポンス･システム Turning Point を用い調査を行っ

た。「あなたは 20 年後に地域医療に従事していると思いますか」との質問には 62%

の学生が「はい」と解答した。また、「あなたが 20 年後に、どのようなところで働い

ていると思いますか」との質問には、100～500 床の中病院との回答が最も多い結果

であった。  

 

・学外臨床実習 (6 年次 )における成果について  

 平成 23 年度から始まった地域医療に特化した実習プログラムについて、「往診･

訪問看護の見学によって、医師の視点と看護･介護の視点の両方を見ることが出来

た。」、「病棟の患者を診るよりももっと広い視点で医療について考えることが出来

た。」、「医師が不足する地域における地域医療の視点は、都会で働くことを希望する

学生にも必要な視点であると感じた。」等の好意的なコメントが寄せられた。  

 

・地域医療フォーラムにおける成果について  

 平成 23 年 11 月に実施した地域医療フォーラムについては、参加者のアンケート結

果では、 95%が「参加して良かった･まあ良かった」と回答し、 92%が「地域医療教

育に理解が深まった･まあまあ深まった」と回答した。また、自由記載として、「地域

医療はそこにいる住民の声を重視しての医療としていただきたい。」、「地域医療に関

して漠然としか分かっていなかったのだが、いかに地域医療が大切で重要であるか分

かり、非常に貴重な講演だった。」等の建設的なコメントが寄せられた。  
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③評価及び改善・充実への取組   

平成 21 年度は、将来的に静岡県内で勤務することが義務付けられる静岡県医学修

学研修資金貸与制度利用者のうち、1 年生を対象として地域医療実習に係るアンケー

トを実施した。また、地域医療機関の院長等を含めた地域医療教育研究会では、地域

医療実習についての議論と検討を行った。さらに自主財源による FD 活動として、ウ

ィスコン大学 Gordon M. Green 教授による講義「PBL に関して何をすべきか ?」、聖ル

カ･ライフサイエンス研究所･ハワイ大学医学部 Joshua I. Jacobs 准教授による講義

「Teaching clinical reasoning」を実施した。  

平成 22 年度は、FD 活動として、森町家庭医療クリニック佐野潔医師による講義「家

庭医療 WOMB to TOMB のケア」を行い、事務系職員の参加を含めた SD 活動として

の取組も行った。また、自主財源による FD 活動としては、本学の小出幸夫理事によ

る演習「TBL を体験する」、白鴎大学教育学部の赤堀侃司教授による講義「授業にお

ける効果的な教授技法」を実施した。さらに、テレビ会議システムの追加設置 (3 か

所 )及び中間報告書のとりまとめを行った。  

 平成 23 年度は、FD 活動として、武蔵野国分寺公園クリニック名郷直樹医師、公立

森町病院中村昌樹医師、森町家庭医療クリニック佐野潔医師による講義を行い、SD

活動を兼ねて実施した。また、自主財源による FD 活動としては、東京医科大学医学

部教育学講座三苫博兼任教授による講義「病態を解析する力の重要性」、岐阜大学医

学部医学教育開発研究センターの藤崎和彦教授による講義「学生の成長を促す

reflection の重要なツールとしてのポートフォリオ」を実施した。なお、教育実践に

関するインセンティブとして、FD 出席者全員に「受講証書」を交付している。さら

に、事業の最終年度に当たるため、これまで推進してきた取組についての成果を静岡

県内の地域医療機関等に情報発信するとともに、シンポジウム･パネルディスカッシ

ョンを通じて、今後の地域医療のあり方についての議論を深めることを目的として、

『浜松医科大学教育 GP 地域医療フォーラム「住民の求める地域医療とその教育」』

を開催し、近隣の医療関係者及び一般住民等 108 名の参加を得た。また、総括報告書

のとりまとめを行った。  

また本学では、教育企画室に検証･調査･評価部門を設け、定期的に学生による講義、

実習評価アンケートを実施し、講義や実習の改善に努めている。学生による講義評価

と実習評価アンケートの結果については、各教員にフィードバックをし、授業内容の

向上を図っている。さらに自己評価及び所属責任者等による教員評価を実施してい

る。  

教育結果の質保障として、平成 21 年度から医学部履修規程を改正し、学年ごとに

移行基準を設け、必要単位を修得していないと次年次への移行ができないこと、並び

に卒業試験の成績に GPA (Grade Point Average)を導入したことで、学生の卒業時での

質の保証をこれまで以上に厳格にし、優れた医師の人材養成を図った。  
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④財政支援期間終了後の取組  

財政支援期間終了後は以下の取り組みにより地域医療教育を継続していく計画で

ある。 

【寄附講座  (地域医療学講座 )の開設】  

  本学では、地域医療学講座を開設している。静岡県内でも特に医師不足対策の重要

性･緊急性が高い中東遠および志太榛原の二次医療圏を対象地域として、①集団災害

医療に関する人材の育成、②災害におけるメンタルヘルス対策の確立、③中東遠およ

び志太榛原の両医療圏の病院運営の安定化に向けた人材の育成、の研究活動を行って

いる。また、 “いつでも、どこでも、誰でも最善の医療サービスを受けられる体制の

実現を目指して ”をテーマに、地域住民を対象とするシンポジウムや病院職員を対象

とするセミナーを開催している。本事業においても、地域医療教育推進実行委員とし

て参画しており、財政支援期間終了後は中核的に担当していく予定である。 

【静岡家庭医養成プログラムとの連携】 

  磐田市立総合病院、菊川市立総合病院、公立森町病院、菊川市家庭医療センター、

森町家庭医療センターが米国ミシガン大学等の協力を受け、世界標準の家庭医療専門

医養成コースを実施している。当該プログラムは、内科、心療内科、小児科、産婦人

科、外科、整形外科、皮膚科等、ほぼ全科にわたる診療をレベル高く行える “明日の

家庭医 ”の養成を目指し、平成 22 年度から立ち上がった。一次救急や在宅ケア、小児・

産科医療、高齢者医療で中心的役割を果たす医師の養成が期待されている。地域医療

実習では、これらの医療機関にも学生の受入れをお願いしており、参加した学生から

は指導医と研修医のハイレベルなやり取りに対する評価の声が寄せられている。今後

連携を強化する予定である。 

【ふじのくに地域医療支援センターとの連携】  

  静岡県が指定している公的医療機関での地域医療実習を、静岡県医学修学研修資金

貸与制度による奨学生を対象に実施している。また、健康社会医学の臨地実習として、

当該センターと共催で地域医療機関をまわるバスツアーを実施している。本学は、ふ

じのくに地域医療支援センター業務の一部である、医師の就業･キャリア形成等の相

談及び医学修学研修資金のコーディネートなどの業務の委託を受ける予定である。 

【医学教育推進センター・臨床医学教育学講座との連携】 

  本学の医学教育推進センター･臨床医学教育学講座では、質の高い臨床医学を学ぶ

ために、総合的問題解決能力を育てるための PBL (Problem Based Learning)を取り入

れ、医学生が臨床実習に出て患者さんと接する前には、 “OSCE (Objective Structured 

Clinical Examination): 客観的臨床能力試験 ”を行い、臨床医学を学ぶための能力を評

価した上で臨床実習に臨むようにしている。当センター･講座と連携しながら地域医

療教育を実施していく予定である。 

【臨床研修センターとの連携】 

  静岡県医学修学研修資金貸与制度による奨学生、また家庭医を志す学生等のキャリ

ア形成について、当センターと連携しながら支援を行っていく予定である。  
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【事業の目的】 

本学の教育目的及び使命である「地域医学・医療の中核的役割を果たす」人材養成

機能の強化を図ることである。 

【具体的な取り組み】  

入学直後の超早期教育から始まり、夏期地域医療実習、高学年での臨床実習までの

種々の実習、また、適宜、テレビ会議システムを活用した講義を含めた下表に示す内

容で地域医療教育を行った。事業の推進においては、地域医療教育推進実行委員会及

びそのワーキンググループを設置して検討を行った。また、地域医療教育研究会、夏

期地域医療実習報告会、地域医療フォーラム、先進地視察、FD 等を行った。さらに、

社会への情報提供活動として、ホームページの作成、地域医療実習報告会及び地域医

療フォーラムのテレビ会議システムを用いての発信、報道機関への情報提供、中間報

告書、総括報告書の作成を行った。  

【本事業の成果】  

夏期実習前後のアンケートによると、「地域医療」への理解が実習前の 36 ポイント

から実習後の 58 ポイントに増加した。また、「地域医療に対するイメージ」について

も、「夢がある」や「やりがいがある」といったプラスのイメージに転換していた学生

が多くみられた。地域医療フォーラムの参加者のアンケート結果では、92%が地域医療

教育に理解が深まったと回答した。  

【今後の展開】  

今後も引き続き地域医療教育を継続し、特に、学外の静岡家庭医養成プログラム、

ふじのくに地域医療支援センター、また学内の医学教育推進センター・臨床医学教育

学講座、臨床研修センター・キャリア形成支援センターとの連携を強化して、地域医

療や家庭医を志す学生等のキャリア形成を推進していく予定である。  

 講 義  実 習  

1 年次  医学概論Ⅰ (地域医療など ) 超早期教育 (合宿研修、医療福祉施設体験学

習 )、医学概論Ⅰ (臨地実習 )、夏期実習 (地域

医療実習 ) 

2 年次  医学概論Ⅱ (コミュニケーシ

ョンスキルなど ) 

夏期実習 (地域医療実習 )、医学概論Ⅱ (臨地

実習 ) 

3 年次  基礎・社会医学 (健康社会医

学 ) 

基礎・社会医学 (健康社会医学学外実習 )、基

礎配属 (健康社会医学 )、夏期実習 (地域医療

実習 ) 

4 年次  医学概論Ⅲ (地域医療など ) 夏期実習 (地域医療実習 )、合宿研修  

5 年次   臨床医学Ⅰ (必修ポリクリにおける地域医

療病院での実習 ) 

6 年次  医療と社会 (倫理観、社会的

責任、地域医療、地域保健 )

臨床医学Ⅲ (選択ポリクリにおける地域医

療実習 ) 

 

２．取組の全体像  
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