
平成２４年度 春の宿泊研修

In信楽等甲賀・湖南方面

2013/3/18（月）・19（火）





甲賀市内見学（甲賀流忍術屋敷・
大池寺蓬莱庭園）

甲賀流忍術屋敷

屋敷内のさまざまなしかけ（どんで
ん返しなど）を見学し、忍者の暮ら
しや役割などの説明等をききました

大池寺（だいちじ）蓬莱庭園



甲西リハビリ病院
～交流会１・２部

院長先生からは医療保険制度と介護保険制度
をめぐる現状についてのお話がありました

甲賀市立信楽中央病院 中島院長
ご講演「小病院は連携を力に地域
医療を支えよう」

交流会２部では、訪問先の先生や、市役
所やプチ里親の方などそれぞれの立場か
ら貴重なご意見をいただきました

リハビリテーションに特化した病
院ならではの工夫のなされた訓練
施設などを見学

NPO法人 みなくち訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
総括所長・認定訪問看護師 駒井氏
ご講演「訪問看護について」



甲賀市立信楽中央病院
・多羅尾診療所

信楽地域の特徴についての
お話を聞いた後、滋賀県最
南端出張診療所・多羅尾診
療所へ

多羅尾診療所内を見学

たぬき村で昼食を
いただきました



公立甲賀病院
数日後に移転される
新病院を見学させて
いただきました

４年生は様々な職種でお
こなわれる治療方針決定
カンファレンスを見学さ
せていただきました

２班にわかれて、
院内を見学



滋賀医科大学 医学科２年生
今回初めてこの里親の研修に参加させていただいたの

ですが、自分の中で、思っていた以上の満足感を得られ
たと思います。甲賀の観光はさることながら、一番印象
に残ったのは公立甲賀病院の見学です。
地域を支えている病院に行くのは今回２度目なのですが、
病院で抱えている大きな問題はやはり同じであり、医者
丌足、経営の赤字、高齢患者の増加、こういったことに
ついて真剣に考えることなど学生の間はあまりないので
非常にいい機会であったと思います。

自治医科大学 医学科３年生
今回訪れた甲賀市・湖南市は滋賀県出身でありながらほとんど足を踏み入れたことのない土地でしたが、自然あり、

歴史あり、そして文化・産業の栄えた非常に魅力的なところだと感じました。
甲西リハビリ病院、信楽中央病院、甲賀病院を見学させていただき、甲賀市・湖南市地域においてそれぞれの病院が

どのような役割を果たし、連携しているのかを知ることができました。
甲賀病院では中枢神経の手術を受けた患者さんの、退院に向けた話し合いに同席させていただき、急性期から回復期へ
の移行にあたって、どんな制度が用意されていて、利用可能な医療・福祉のサービスにどのようなものがあるのか具体
的に知ることができました。その際、甲西リハビリ病院で、回復期リハビリ病棟の概要や、医療保険と介護保険の関係、
それらの制度が持つ時間的な制約について教えていただいていたことが大変役に立ちました。急性期→回復期→維持期
へと途切れのない一貫した医療を提供するには、医療資源が地域に適切に配置され、それらがうまく連携をとれること
が非常に重要であるということを学びました。
信楽中央病院では、医師の確保や経営上の困難など様々な問題を抱えながらも、地域のニーズに真摯に応え続けてい

ることがわかり、自治医大生として自分が将来果たすべき使命を改めて認識させられました。
今回は訪問先や交流会で沢山の先生方のお話を聞くことができ、その熱い思いに触れることができました。地域医療

を志す者として多くの刺激をもらえる、大変有意義な研修でした。ありがとうございました。

滋賀医科大学 医学科２年生
宿泊研修の参加は今回で３回目になります。私は大阪

出身なので、宿泊研修はとても有難い企画だと思ってい
ます。普段はなかなか行けない滋賀のいろいろな地域を
回っていただけるので、卒業までに滋賀のすべての地域
を回れればと思って参加しています。今回は１日目だけ
の参加しかできませんでしたが、甲賀流忍術屋敷、大池
寺、甲西リハビリ病院、講演会、交流会に参加すること
ができました。また自治医大の方が毎回参加され、学生
のうちから交流できていることも大切だと思います。



滋賀医科大学 医学科１年生
京都から通学している私は、滋賀医大に入学して一

年経ったにも関わらず、滋賀県のことについて何も知
らないと思い、この研修に参加しました。どこにいっ
ても私の知らないことを知ることが出来て本当に貴重
な体験だったと思います。実際に医療の現場で働く先
生方の話を聞けたことも本当に良かったです。地域医
療の現場で生と死と真正面から向き合う先生方の姿に
将来なりたい医師像というものを見たように思いまし
た。ありがとうございました。

滋賀医科大学 医学科２年生
３回目の参加です。甲賀信楽方面へはなかなか個人的に

は行くことがなく、とても楽しく研修できました。特に貴
重な経験だったのは、オープン前の甲賀病院を見学できた
ことです。新しい病院の、スタッフの意見を取り入れた工
夫や最新の機械について、詳しく教えていただくこともで
きました。「気持ちが荒まないように」と、手術室に窓が
作られていたのは特に驚きでした。組み立てる前のバラバ
ラのMRIなど、滅多に見られないものもたくさん見させて

いただき、得をした気分でした。
甲西リハビリ病院見学、忍者屋敷、信楽のたぬき村など、
盛りだくさんの内容で二日間、とても充実していました。
訪問先の方々や里親支援の先生方が、初歩的な質問にも優
しく丁寧に答えて下さったおかげで、多くのことを吸収で
きました。ありがとうございました。

滋賀医科大学 医学科３年
里親宿泊研修には今回が初めての参加となります。その参

加理由は、将来地元の地域医療に貢献したいと考えているた
め、地元甲賀市での医療とその地域連携について改めて学び
たく思ったためです。実際その研修内容として、甲西リハビ
リ病院での慢性期治療を学んだ後、信楽中央病院での地域医
療、また甲賀病院での急性期治療と慢性期への移行と一連の
地域連携の形を学ぶことが出来、大変有意義な研修となりま
した。ある地域に焦点を置くことで、その地域全体の医療連
携を見ることが出来る里親宿泊研修、今後とも機会があれば
是非参加させて頂きたいと思います。

滋賀医科大学 医学科３年生
宿泊研修は訪れる場所によって、毎回 異なった体験

が出来ます。そしてそのどれもが、其々の地域を支える
医療の現状を私に教えてくれます。今回で4度目の参加
になりますが、３年生の後期から臨床の勉強が始まった
こともあり、下級生の時よりも多くのものを吸収しよう
という気持ちで臨みました。
甲賀病院で、患者さんやご家族を交えた治療計画の

ミーティングを見学させて頂けたことも貴重な経験とな
りました。様々な医療関係者の方が、それぞれの視点か
ら患者さんにとってのベストな方法は何かを、制度上の
制約なども考慮にいれつつ話し合われていました。また、
医療側の意見だけでなく、患者さんやご家族のご希望も
最大限取り入れるように配慮しておられたのも印象的で
した。生の臨床の現場で「チーム医療」というものを少
し体験出来たのではないかと思います。



滋賀医科大学 医学科２年生
より地域医療の魅力を感じることが出来る研修旅行であったと思いました。

１日目に見学させて頂いた甲西リハビリ病院の田中院長のお話を通して、現在の医療保険制度が抱えるリハビリ難民
に対する問題点など、大学の座学だけでは学ぶことが出来なかった事実を理解することができました。
甲賀では病院の垣根を超えてクリティカルパスが取り組まれており、甲西リハビリ病院が最終的に患者さんを受け入
れ、患者さんが在宅で社会復帰できるまでを目標として、看護師の方々、コメディカルの先生方が一丸となって働く
姿に感動しました。
また訪問看護ステーションの駒井先生のなぜ地域医療に携わるようになったかのお話に心を打たれました。先生は

以前は救急医療に従事しており、患者さんが病院で亡くなっていく姿に疑問を感じ、人の死をもっときちんと受け止
めたいということで、現在看取りに携わっておられます。病院で死ぬ、家で死ぬ、どちらを是とするかは人それぞれ
ですが、地域医療に従事する先生方は様々な深い思いを抱いて働いていらっしゃるということが、交流会で実際にお
話をすることで知ることが出来ました。
２日目に訪れた公立甲賀病院の先生方はまだ学生の私達を温かく迎えて下さり、また病院見学の際に担当患者さん

の病状の説明をして下さいました。先生方が日頃患者さんとどのように接していらっしゃるかが間近で見ることがで
きました。先生は「患者さんは医師が顔を見せただけで喜んでくれるし元気になる」「それはこちらも嬉しいけど、
元気になったと思って自宅に帰すと、実はまだ患者さんには痛みがあったりするから注意しなければいけない」と話
して下さいました。先生方は患者さんと信頼関係を築くだけではなく、患者さんの変化を見落とさず常に注視して
らっしゃるのだと思いました。
２回目の研修旅行では地域で働くこととはどういうことか、より深く感じることができました。大学での勉学も大

切ですが、私は今後も、「医師とは病気を診るのではなく人を診るもの」という言葉を心に留めて医学生として精進
していきたいと思います。



詳しくは、「めでる４号」・
里親ホームページをご覧ください

“里親学生支援室” で 検索

滋賀県内の病院紹介や医学生・看護学
生向けの研修・実習・見学情報（全学
年対象）も掲載されています！！



平成２５年度 夏の宿泊研修

In 彦根・米原方面

2013/8/28（水）・29（木）





伊 吹 山

滋賀県最高峰の伊吹山へ登
頂 たくさんの高山植物が
咲いていました

山頂へ出発！！



彦 根 市 立 病 院

「医師が働きやすい職場づくり」
小児科 西島部長

内科カンファレン
スを再現いただき、
その様子を見学

緩和ケア病棟
を見学

彦根市内を一望できる屋上
ヘリポートで記念撮影

「彦根市立病院での救急
医療について」
循環器科 池田医長



交 流 会 １・２部

彦根市立病院 日村副院長 ご講演
「在宅医療支援への取り組み」

米原市福祉支援局 馬渕局長 ご講演
「米原市の現状と１０年後を見据えた
医療福祉の在り方」

平尾米原市長も駆
けつけて下さいま
した

訪問先の先生、市役
所の方々や里親・プ
チ里親の方などから
貴重なご意見をいた
だきました

サプライズゲスト「ひこにゃん」と



地域包括ケアセンターいぶき
（上板並地区タウンミーティング

「地域の人と語り合おう」）

万傳寺の敷地内にあ
る、出張診療所

地元の皆さんと学生が５班にわかれ、「地域の魅
力」や「ケアセンターいぶきと住民の関わり」に
ついてグループワークを行いました

昼食は、地元でとれ
た食材を使用した家
庭料理をいただきま
した



国 宝･彦 根 城 ～ 豊 郷 病 院

豊郷病院の特徴的な精
神科病棟や新しくなっ
たリハビリテーション
病棟を中心に見学

友吉名誉院長から豊
郷病院創設者のお話
や蔦本院長からのお
話を聞きました

豊郷町ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ
「よいとちゃん」



滋賀医科大学 医学科１年生
正直、参加前は彦根城とひこにゃんという地域医療を学ぶ

ということよりも観光に気を取られていた部分も大きかった
のですが、彦根市立病院ではカンファレンスの見学や緩和ケ
ア病棟の見学、ケアセンターいぶきでは地域の方々と直接語
り合う場所を設けていただいたり、最後の豊郷病院では精神
科病棟を見せていただくなど、普段の座学では得られない貴
重な体験をさせていただきました。さらに、滋賀の地域医療
という目標を同じくする自治医大の学生さんと色々とお話し
できたのが一番の収穫でした。また彼らと再会できることを
楽しみに、これからも機会が許す限り参加していきたいと思
います。
そして、私たちが短時間の見学をさせていただく為に非常

に多くの方々が事前に準備され、温かく迎えていただいたこ
とに心から感謝するとともに、私たちが将来の地域医療を支
えていくことへの期待をひしひしと感じました。また、実際
に活躍されている先生の表情からは求められている所で仕事
をすることの幸せについても感じました。これから医師とし
て自立するまでには先は長いですが、今回感じた温かい期待
に応えられるよう努力していこうと、モチベーションが上が
る良い研修となりました。

滋賀医科大学 医学科３年生
今回は4回目の参加です。今回の研修で特に勉強になった

のは、地域の方の生の声を聞けたことです。２日目の午
前中、ケアセンターいぶきに通っておられるお年寄りに
集まっていただき、お話する機会を設けていただきまし
た。
その中で、普段の生活についての本音を伺えたと思いま
す。例えば、米原のこの地域は冬になると積雪がひどい
こと、寒さのなか、雪をかき分け、屋根に登り雪を落と
さなければならないこと。それは特に一人暮らしの女性
にとって、肉体的に非常に厳しいです。しかし驚いたの
が、それ以上にそのことが、精神的な負担になっている
ということです。調子の悪い時は憂鬱で、ふさぎこんで
しまうこともあるそうです。それでもこの地域が、地域
の人々が好きでここに居たいとおっしゃっていました。
医療者として患者さんをどのように支えていくべきか、
そのヒントは普段思っておられることや辛かったこと、
嬉しかったことなどに隠れているのではないでしょうか。
このような機会を設けていただき、ありがとうございま
した。

滋賀医科大学 医学科１年生
今回の研修旅行で滋賀の地域医療に触れることが出来ました。特に印象的だったのが万傳寺での交流会でした。ここで感じた
のは地元の方の畑野先生への信頼でした。皆さん現在の医療体制に満足され先生に感謝されていまた。しかし、同時に将来へ
の丌安も抱いておられました。もし歩けなくなったら在宅医療が出来るのか、もし先生がいなくなったらどうなるかなどでし
た。今は先生たちや県の職員の方の働きによって地元の方に安心感をもたらすことが出来ていますが、医師の数が十分だとは
言えません。先生たちに続く医師が必要とされていると感じました。医師への必要性は万傳寺だけでなく、訪問する先々で感
じたものでした。それぞれの場所で皆さんとても熱心に魅力を伝えて下さいました。一緒に地域をよりよくしようという職員
の方の気持ちを感じました。僕は今回の研修で感じたことを忘れませんし、何らかの形で還元していかなくてはいけないとも
思いました。今回このような貴重な体験をさせて頂き研修に携わって頂いたすべての方に感謝しております。



自治医科大学 医学科１年生
今回の研修には、普段の大学における座学だけで
は学べない地域医療について学べると思い参加し
ました。今回は実際に彦根市立病院や豊郷病院と
いった医療施設に出向き、そこでどのような医療
やサービスが提供されているのかを知る良い機会
となりました。ただ単に病気を治すだけでなく、
患者さんが病院で快適な生活を送れるようなサー
ビスが行われていました。私はまだ１年生で医学
の知識が無い中での参加となりましたが、実際の
病院ではどのような医療サービスが求められてい
るのかということを知ることができ、医療を学ぶ
心構えを身につけることができたと感じています。
また、伊吹の集落の住民の皆様と交流させていた
だく機会を不えてもらい、滋賀県の僻地と呼ばれ
る地域に初めて行かせてもらいました。大学の先
生からレクチャーしていただくだけでは分からな
い僻地の住民の方の素朴な考えを聞かせていただ
くことができ地域医療についての問題点について
深く考えることができました。今回の研修だけで
なく他の医療施設との比較の中で気づける事もあ
ると思うので、機会があればまた参加したいと思
います。

滋賀医科大学 医学科３年生
今回で4回目の参加になります。

彦根市立病院、豊郷病院の説明と見学、地域包括センターいぶ
きでのタウンミーティングのほか、伊吹山登頂、彦根城見学、交
流会でのひこにゃん登場サプライズなど、盛りだくさんの内容で
した。また自治医科大学から今回4人の方が参加され、交流もで
きました。
とくに地域包括センターいぶきは一年生の時に『夏のワーク

ショップ』で実習させていただいており、それ以来の訪問となり
ました。今回は米原市上板並地区の方々とのタウンミーティング
を設定していただき、また地元の食材を使用した料理をいただく
ことができました。上板並地区は医療施設がなく、地域包括セン
ターいぶきの出張診療が週に一回あるだけで、しかもその診療所
は医療器具が何もない小さなプレハブの建物です。冬には積雪が
多いため、若い人は職場近くに転居している人も多いようです。
タウンミーティングでは、地区での生活について「遠方から嫁

いできて、全く知り合いがなかったけれど、周囲の人たちがとて
も親切にしてくれたので耐えることができた」こと、一人暮らし
の高齢の女性は（職場近くに住む息子に心配かけないように）で
きるだけ歩くようにし、畑仕事も自分でしたり、地域包括セン
ターいぶきに通うのもバスを利用していることなどを語られまし
た。また私たちの昼食のために朝から川魚を釣ってくださって、
たくさんのおいしい料理を出してくださいました。地区のみなさ
んのそれぞれが周りの人を気遣い、いたわり合って生活されてい
ることがよくわかりました。そしてこのような周囲の人への気遣
いやいたわりが、地域の人々の目線であり、地域の人々の目線に
たった医師とは、周囲の人への気遣いやいたわりを医学の知識を
使って行う人なのだろうと思いました。



滋賀医科大学 医学科１年生
宿泊研修には初めて参加しました。私は岐阜出身な

ので米原・彦根地域はよく通るのですが、実際に滞在
したことは今までほとんどなかったため今回の研修は
とても楽しむことができました。特に初日に行った伊
吹山は、岐阜県民にとっては冬に伊吹おろしという冷
たい風が吹きつける少し嫌な山ですが、夏に行くと色
とりどりの花々や壮大な風景を楽しむことができ、冬
の伊吹山とは全く違う表情にとても驚きました。
また、彦根市立病院、豊郷病院、地域包括ケアセン

ターいぶきの見学もさせていただき、とても勉強にな
りました。万傳寺で行った地域の人たちとの交流会で
はお年寄りたちと膝を交えて話しあい、上板並地区の
特色やその地方ならではの医療についての意見を聞く
ことができてよかったです。
今回の研修では自治医科大学の学生さんが4人も参加

してくれて、夜には自治医の話も色々と聞くことがで
きておもしろかったです。たった2日間でしたが、色々
なことを体験できてとても有意義な研修となりました。
ありがとうございました。

滋賀医科大学 医学科４年生
彦根・米原方面への宿泊研修に参加させて頂いたのは、
私が一年生の夏以来、二度目になります。一年生の時は
何もかもが目新しく、訪れた病院や伊吹山、彦根城（そ
してひこにゃん…）、すべてが鮮明に記憶に残っていま
す。
この３年半の間、滋賀県の全ての地域を研修で回り、地
域ごとの特色や、また各地域の共通点なども学んできた
つもりです。その経験をした後に、再び彦根・米原地域
における地域医療に触れられたことは、私の大きな財産
となりました。
一年生の時に書いた、研修旅行後の感想文に私は以下の
ように記しています。「今、何が求められているのか、
医療者として自分がその地域に何が出来るのか、常に問
うことを忘れない医師になりたいと強く感じた」
３年半経った今も、この気持ちを忘れないでいられるの
は、里親研修にコンスタントに参加させて頂けていたか
らだと改めて感じています。
最後になりましたが、今回の研修にご協力・ご尽力下
さった多くの皆様に厚く御礼申し上げます。

自治医科大学 医学科１年生
宿泊研修に初めて参加し、貴重な体験をさせていただきました。
彦根・米原方面の病院・観光地を回ったということで、最も印象に残ったのは、米原市上板並地区の方々とのタウンミー

ティングでした。この地域の方々にとって、この地域の診療所である「地域包括ケアセンターいぶき」が生活の安心を支え
ている要であるのだと感じ、地域での医療の重要性を認識しました。
また病院のほかにも、伊吹山や彦根城などを観光し滋賀の魅力を新たに発見することができました。今回の研修で学んだ

ことを今後の勉強に活かしていきたいです。
ありがとございました。



自治医科大学 医学科４年生
今回も地域で医療をすることの魅力を感じることので

きるとてもいい研修でした。
ケアセンターいぶきを訪問した際にはタウンミーティン
グの場を設けていただき、地域の魅力やケアセンターと
住民との関わりについて、上板並地域の住民の皆さんか
ら直接お話を聞くことができました。ご近所どうし助け
あいながら生活する人情味あふれる地域の雰囲気や、地
域の医師と住民の方々が日頃から厚い信頼関係で結ばれ
ている様子がとてもよく伝わってきました。
米原市の行政の方、彦根市立病院の先生による講演では、
高齢者が在宅で安心して暮らせる地域包括ケアに向けた
取り組みや、患者情報共有化などによる病診連携の推進
など、地域医療を支える様々な仕組みがあることを学び
ました。
今回の研修では、「ひこにゃん」や「よいとちゃん」の
歓迎を受けたり、地域の住民の皆さんの手料理でもてな
していただいたり、市や病院のトップの方から直々にお
話をいただいたりと、関係者の皆様の地域医療への意気
込み、我々医学生に寄せる期待の大きさを感じさせられ
ました。そうした思いに応えられるように、しっかりと
医学を学び、また地域医療への関心も持ち続けたいと思
います。

滋賀医科大学 医学科１年生
私は今回初めて宿泊研修に参加させていただきました。
研修のプログラムには、医療施設見学と地域の名所巡り
がバランスよく含まれていたので、地域の人々の生活と
ともに医療について学ぶことができたと思います。
研修で最も印象に残っているのは、米原市上板並地区の
方々とのタウンミーティングです。お元気な住民の方と
お話しすることは少ないので貴重でした。美しい上板並
地区を愛し、守っていきたいという住民の方々の思いが
とても強く感じられました。そこでの医療は決して最先
端の高度医療ではないけれど、住民の生活に根づき、強
い信頼関係のある、まさに地域医療だと思いました。
滋賀県出身でも、なかなか他の地域の医療や風土に触れ
ることはないので、すごく良い機会でした。また違う地
域にも訪れて、様々な体験をしてみたいです。

滋賀医科大学 医学科１年生
私は今回初めて、宿泊研修に参加させていただきまし

た。せっかく滋賀県にある大学に通っているのに滋賀県
のことを知らないのはもったいないと思っていたので、
とても良い機会になりました。 私が特に印象に残った
のは上板並地区の方々との交流会でした。都会に住んで
いてはあまり感じることのない地域の人たちとの結びつ
きや、地域包括ケアセンターいぶきのような地域に密着
した医療の重要さやありがたみについて知ることができ
ました。



滋賀医科大学 医学科１年生
地域里親学生支援事業の宿泊研修に参加させて頂くのは今回が初めてとなります。各所の名所・旧跡に訪れたのはも

ちろん素晴らしい経験でしたが、何よりも医院、診療所を見学し、地域の住人の方々にお話を伺えたのは何よりも嬉し
いことでした。
医療機関の見学が興味深いものであるのは言うに及ばず、学生の身の上にて地域の住人の方々のお話を伺うのは、専

門家のフィルターを通さずに医療を眺めることができること、相手に専門家に対する遠慮を持たせずに話が聞けること
等において有益と思います。今回の活動は私にとって、医療へのイメージをより明確化し、医学への動機を強めてくれ
るものになったと思います。
医療機関へは、彦根市立病院、地域包括ケアセンターいぶき、上板並診療所、豊郷病院を見学させて頂きました。と

くに上板並においては地域の住人の方々が地域について思うところ、また医療について思うところを話してくださいま
した。上板並地区は高齢化が進んでいること、地域に若者が就職する場が少ないこと、しかし比較的近辺に長浜市民病
院等の大きな病院があり、ケアセンターいぶきとの連携があるので、医療的には恵まれた地域と思われること、こうし
たことは地域を知る上で興味深いことでした。時間があれば、住友大阪セメント伊吹工場のこともお伺いしたかった。
工場がかつて地域の文化に深く関わっていたのか、関わっていたならどのような印象を地域の方は有しておられたのか、
知りたいと思ったからです。地域の色を知ることは、医師としても他の職業と同じく、重要なことに違いありません。
職業や生活様態もまた、疾病や健康状態に関わると思うからです。
上板並の方々には地域の料理、わさびいなりやイワナのてんぷら、まつたけご飯もご馳走になりました。いずれも滋

味深く、特にわさびいなりの、口にしたとたん鼻が通るような、わさび菜の持つ爽やかな辛みは、実に絶品でした。そ
うした素晴らしいご飯をいただきながら、滋賀医科大学の学生ということで、ここまで心を尽くしてくださるというこ
とに感謝と責任とを感じたものです。国費で勉強する身の上の意味は、こうしたことでもあるのでしょう。
教養課程のうちは医療に関わる経験を積む機会が少なく、医学への意欲を維持しがたいこともあるかもしれません。

私も数学や物理が苦手ですので、時折悩まないでもないですが、こうした経験があれば初心を思い出すという意味にお
いても、自らの道を進むという意味においても、利益は少なくないと思いました。

滋賀医科大学 医学科３年生
今回の宿泊研修では、彦根、米原方面の医療施設を訪問させていただいた他、伊吹山、彦根城を訪れたり、市役所、保

健所や住民の方と懇談する機会もいただき、彦根、米原地区を多面的に理解することができたと思います。大学のある大
津市や草津市とは、産業、人口動態や気候の点で異なることを実感し、滋賀県の持つ奥深さの一端を知ることができまし
た。伊吹山の麓にあるお寺の境内で住民の方とお話しさせていただいた時、これから医師となって支えていく人の存在を
実際に心に刻むことができました。



滋賀医科大学 医学科４年生
宿泊研修には前回の甲賀・湖南地域に引き続き、今回で
2回目の参加となります。今回の研修では彦根・米原方

面における、様々な形の医療を目にすることが出来まし
た。
救急医療に力を入れておられ、彦根市を中心として周辺
4町に15万人が住む医療圏での救急をほぼ全て担ってお
られる彦根市立病院。それとは対照的に、精神科やリハ
ビリに力を入れておられる回復期病院の豊郷病院。そし
て、地域の皆様に寄り添う形の医療を展開されておられ
る地域包括ケアセンターいぶき。そのような、一地域を
支えるそれぞれ役割の事なった医療施設をまわらせて頂
くことで、その地域全体の医療システムを捉えることが
出来たように思います。
また、今回は訪問先で多くの先生方、そして地域の方々
とお話しする機会を設けて頂きました。いつも医療者側
と患者側という2つの視点から物事を考えるよう教わっ
ている私たちにとって、そのどちらの立場でもない地域
の住民の皆様とお話をする機会というのは非常に貴重で
あり、また地域医療を考えていく上で非常に有意義な体
験となりました。

滋賀医科大学 医学科１年生
今回初めて宿泊研修に参加し、幾つもの貴重で充実した
体験をさせていただきました。その全てが鮮明に思い出
されますが、その中でも私は、米原の山奥に暮らしてお
られる人々と直接お話し、そこでの暮らしや文化、医療
について生の声が聞けたことが最も印象深く、地域医療
について考えさせられる良い経験になりました。米原の
山奥に住んでおられる人々は訪問診療所という小さな施
設で生活に必要な医療を受けておられます。そのシステ
ムの利点は近くに診療所があることで地元の住民が安心
できることや、遠くの病院に通う負担がなくなることで
す。地元の人々の今の思いや、今後の丌安を聞くことで、
人々が安心して生活できる地域づくりには何が必要か、
何を改善していくべきか深く考えさせられました。また、
生活環境が異なると必要な医療も異なる、その地域に見
合った生活の支え方があることを知りました。地域の
人々の温かな繋がりを感じることもできました。宿泊研
修は貴重な体験を通して自分の感性を磨き、志を高めら
れる良い研修です。今後も是非参加したいです。



研修の様子がメディアに
取り上げられました

京都新聞 平成２５年８月３１日 地域面

医学生 山間集落で懇談
http://www.kyoto-np.co.jp/education/article/20130831000046


