
第2回全国医学生特別離島実習
報告書

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター





◆対象◆

全国の医学部学生 ４・５年生対象

第2回全国医学生特別離島実習 概要

全国の医学部学生 ４・５年生対象

◆実習目標◆

離島医療の現場を体験し、地域医療のロールモデルの１つとして、離島医療体制と現場における医師の役割を

学習する。

１：離島医療現場における診療体制を見学する

２：離島医療現場におけるプライマリ・ケアを見学する

３：離島医療現場における保健・福祉活動を体験する

４：離島医療現場における全人的医療について考える

５：医師以外の職種の役割について考える

◆成果発表◆

8月8日（土） 奄美大島/奄美文化センターにてシンポジウム形式で発表し、お互いに情報交換をする。

（実習先で体験したことを紹介し、離島医療の魅力について発表する）

（各組の診療所での共通点・相違点について討論し、離島医療への理解を深める）

◆実習期間◆

平成21年8月3日（月）～9日（日）

◆指導教員◆

嶽﨑 俊郎 （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター センター長 兼 国際島嶼医療学講座教授）

大脇 哲洋 （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター 特任教授）

根路銘 安仁（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター 特任准教授）

新村 英士 （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際島嶼医療学講座 講師）





奄美大島コース



瀬戸内町へき地診療所

診療所外観 宇山 正 先生 橋口 正隆 先生 宇宿 真一郎 先生

郵便番号 894-1508 

住所/電話/FAX 大島郡瀬戸内町古仁屋1055-1/電話 09977-2-3211/FAX 09977-2-3762

管理者（院長・所長） 宇山 正

メールアドレス hekichi@amami-setouchi.org

診療科目 内科、外科

宇山 正 先生 橋口 正隆 先生 宇宿 真 郎 先生

診療科目 内科、外科

診療時間 8:30～11:00/13:30～16:00 

土午後・日・祝・年末年始休診

病床数

スタッフ

設備 心電図、人工呼吸器、エコー、レントゲン、手術室（あるが現在倉庫状態）、CT、生化学分析装
置、全自動血算器、呼吸機能検査装置、血ガス分析器、血管造影検査、Holter心電計

院長からのメッセージ へき地の診療所であっても都会の総合病院であっても基本的な考えは同じで、「自分がし
てもらいたいことを患者さんにも提供する」ということです。自分や自分の身内と思って検
査、診断、治療、説明、紹介などするように心がけること。

そうすることで医師として人として成長するのではと思いつつ、私自身日々努力している
ところです。なかなか容易にはできませんが‥‥。

実習施設の特徴・実習内容

当診療所は現在医師3人体制で、2人が診療所勤務、もう１人が巡回診療に当たっています。実習は巡回診療を

中心に行います。与路島・請島へは海上タクシーで移動し公民館および診療所で診療を行います。加計呂麻巡

回バス診療は、古仁屋から海上タクシーで加計呂麻に渡りそこからバスで巡回診療を行います。本島西部の診

療は 加計呂麻からバスを前もってフェリーで古仁屋に移動させておき 巡回バス診療を行います

か け ろ まよろ うけ

療は、加計呂麻からバスを前もってフェリ で古仁屋に移動させておき、巡回バス診療を行います。

請島・与路島診療では巡回バスを使用しませんので診療終了後、巡回診療バス見学をして頂きます。（バスが

診療所になっているのはかなり珍しいです。）

町内に東京大学医科学研究所奄美病害動物研究施設があり前もって希望し施設の了解が得られる場合はハ

ブなどの見学も可能です。



メンバー

【担当：離島へき地医療人育成センター 特任准教授 根路銘安仁】

雅道 前 学 年

（敬称略）

・石岡 雅道 （弘前大学６年）
・本村 恵理子 （帝京大学５年）
・栗本 育美 （大阪市立大学５年）

実習の流れ

8月3日（月） 8月4日（火） 8月5日（水） 8月6日（木）

18:00　鹿児島新港発 5:00　名瀬港着 瀬戸内町へき地診療所 瀬戸内町へき地診療所

関係行政機関

（中央公民館、母子セン

瀬戸内町：民宿「海」泊 瀬戸内町：民宿「海」泊 瀬戸内町：民宿「海」泊

8月7日（金） 8月8日（土） 8月9日（日）

ター）

タラソ教室、住民との交

流（瀬戸内） ※民宿での入力時間は7：00～22：00

（厳守）となっております。

地域診断実習 午前中　奄美訪問 8：30　鹿児島新港着

13:00～16:00　報告会 9：15　鹿児島中央駅着

解散

17:00～20:00 ビ チ

奄美文化センター：各グ

ループ30分、全体討論

30～60分

20：30 他のグル

夕方、奄美市名瀬に

移動→18：00～名瀬

保健所長の講話

8/8（土）のフェリー（名瀬港→鹿児島

県立大島病院

「むつみ寮」泊 21：20　名瀬港発

（県立大島病院

「むつみ寮」泊）

17:00～20:00　ビーチ

パーティー（ＢＢＱ）

20：30　他のグルー

プと合流し座談会
新港）に乗らず、その後自由行動する場

合、希望者にはむつみ寮を準備します。

【連絡先 】

●根路銘 安仁 携帯 090 2088 2977 アドレス @ k f k h●根路銘 安仁 携帯 090-2088-2977 アドレス nerome@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp

●嶽﨑 俊郎 携帯 090-1972-3912 アドレス island2@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp

●離島へき地医療人育成センター 099-275-6898



観光スポット

▼マングローブ群生地

島の東、住用川と役勝川が合流する河口に広がる。総面積は71ヘクタール。マン

▼奄美パーク

奄美の美しい自然や歴史・文化をわかりやすく紹介した「奄美の郷」と、奄美の

自然を描き続けた本画家・田中一村の作品を収蔵した「田中一村記念美術館」

島の東、住用川と役勝川が合流する河口に広がる。総面積は71ヘクタ ル。マン

グローブの群生地の北限とされている

の2つの施設がある

▼ヤドリ浜

奄美本島と加計呂麻島に挟まれた海域“大島海峡”の東のはずれに位置するポ

ピュラーな浜。浜沿いには大きなガジュマルが木陰をつくっている。

▼マテリヤの滝

海岸沿いに道が無かった頃、大和村と宇検村を行き来するのに、人々は山越

えしていた。その途中に福元盆地があり旅人がこの滝で癒されていた。「本当

に美しい太陽の滝つぼ：マティダヌコモリ」がなまって「マテリヤの滝」と呼ば

れるようになった。れるようになった

奄美大島の方言

ありがとう おはよう
ありがたさまりょうた

ありげてぃさまりょうた
きょうろ

どぅくさだりょんな

具合はいきゃしだりょうすか？
さようなら またきんしょれよ 具合はどうですか？

こんにちは きょうろ こんばんは きょうろ

海の駅せとうち イセエビ丼 （時価）



徳之島コース



医療法人南溟会 宮上病院

診療所外観 宮上 寛之 院長

郵便番号 891-7101

住所/電話/FAX 大島郡徳之島町7268/電話 0997-82-0002/FAX0997-82-0695

管理者（院長・所長） 宮上 寛之

メールアドレス nanmeikai@po5.synapse.ne.jp

診療科目 内科・外科・消化器科・小児科・産婦人科

診療時間 平日 午前 9：00～12:00 午後 14：00～18:00
日曜日・祝祭日： 休診

病床数 41床

スタッフ

施設の特徴・実習内容

医療法人南溟会 宮上病院は、明るくリラックスした雰囲気で受診できると高齢者のみなさまにも評判です。困った
事があれば、ベテラン看護師になんなりとご相談くださいませ。私どもは、親切、丁寧はもちろんのこと、正確な診
療を柱として、これらの充実に真剣に取り組む事が使命だと考えております。これからも地域の皆様一人一人の健
康と 幸せを見守り続けてまいります康と、幸せを見守り続けてまいります。
【関連施設】
○特別養護老人ホーム「南風園」
○ケアハウス「いこいの里」



メンバー

（敬称略）

【担当：離島へき地医療人育成センター 特任教授 大脇哲洋】

実習の流れ

・森田 充紀 （大阪医科大学５年）
・庄司 創馬 （聖マリアンナ医科大学４年）
・名井 栄実菜 （昭和大学４年）

8月3日（月） 8月4日（火） 8月5日（水） 8月6日（木）

18:00　鹿児島新港発 9：10　亀徳港着 宮上病院 宮上病院

関係行政機関

（徳之島保健所）

ブ

宮上病院内　泊 宮上病院内　泊 宮上病院内　泊

8月7日（金） 8月8日（土） 8月9日（日）

奄美

ハブ咬傷関係の講義、

レクチャーと雑談（上床

所長）、保健師体験談

地域診断実習 午前中　奄美訪問 8：30　鹿児島新港着

17：00　亀徳港発 13:00～16:00　報告会 9：15　鹿児島中央駅着

20：25　名瀬港着 解散

20：30　他のグルー

プと合流し座談会

奄美文化センター：各グ

ループ30分、全体討論

30～60分

17:00～20:00　ビーチ

8/8（土）のフェリー（名瀬港→鹿児島

新港）に乗らず、その後自由行動する場

合 希望者にはむつみ寮を準備します

21：20　名瀬港発

県立大島病院 （県立大島病院

「むつみ寮」泊 「むつみ寮」泊）

パーティー（ＢＢＱ）
合、希望者にはむつみ寮を準備します。

【連絡先 】

●大脇 哲洋 携帯 090-9569-4488 アドレス towaki@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp

●根路銘 安仁 携帯 090-2088-2977 アドレス nerome@m kufm kagoshima-u ac jp●根路銘 安仁 携帯 090 2088 2977 アドレス nerome@m.kufm.kagoshima u.ac.jp

●離島へき地医療人育成センター 099-275-6898



観光スポット

▼金見崎ソテツトンネル

島の北西部に位置する岬、金見崎。そしてその近くに樹齢３００年を越すとい

われるソテツがトンネル状に２００メートルも続いている。もともとは畑の境界

として植えられていたものだが、とても大迫力。

▼犬田布岬

島の南西部。東シナ海に向かって三角状に突き出ている岬芝地を下って

行くと、高さ24mの戦艦大和慰霊碑がそびえ立つ。戦艦大和は1945年（昭

和20）4月、この岬の沖合で撃沈され、今も海底に眠っている

▼犬の門蓋

（いんのじょうぶた）東シナ海に面したこの海岸一帯は隆起サンゴ礁が長

年にわたる侵食によりできた奇岩や断崖がある。犬が群れをなして人畜

に危害を及ぼしたので、捕らえてここから海中に捨てたことからつけられ

たという。

徳之島の方言

ありがとう おぼらだれん おはよう しとぅみぃてぃ うがめーら

　うっしーしーかや
ぐあいやいきゃしーだれんが?

こんにちは きゅう うがめーら こんばんは よーね うがめーら

さようなら 具合はどうですか？



沖永良部島コース



医療法人 朝戸医院

診療所外観 朝戸 末男 院長診療所外観

郵便番号 891-9112

住所/電話/FAX 鹿児島県大島郡和泊町和泊14番地 電話 0997-92-1131/ＦＡＸ 0997-81-4005

管理者（院長・所長） 朝戸 末男

メールアドレス sasato@nisiq.net

診療科目 内科、消化器科、外科、整形外科、眼科

診療時間 平日 午前9:00 ～午後12:30、午後2:00～午後3:30

土曜 午前9:00 ～午後12:30

休診・・・土曜午後、日曜、祝祭日

病床数 19床

スタッフ 医師2名、看護師10名、介護師6名、理学療法師1名 ほか

設備 ECG、内視鏡（上部、下部消化管）、エコー（腹部、心臓、表在兼用）、CT、CR、Holter_ECG、

遠隔画像診断システム 通所リハ 居宅介護支援 等遠隔画像診断システム、通所リハ、居宅介護支援 等

院長からのメッセージ 外科系有床診療所です。離島とはいえ地理的ハンディを除けば本土の医療機関と違わない医療
ができると思います。介護保険を含めて地域に根ざした自己完結的な医療を目指していますが
人口7500名の地域コミュニティで殆どすべての患者、家族が顔見知りであり家庭医としてはやり
がいがあります。離島医療の厳しさだけでなく一開業医としての楽しさも体感していただきたい
です。

施設の特徴・実習内容

昭和57年10月外科系有床診療所として開設。腹部外科、骨折、交通外傷等島内唯一の外科診療所としていろいろな外科、

整形外科的疾患に対応してきました。地域のニーズの多様化により 近は高齢者医療、介護保険事業のほか平成18年から

鹿大眼科医局より医師派遣を得て眼科診療も行っています。また離島診療というハンディの克服にIT技術を応用する試み

を行っており院内LAN構築、画像、診療データのデジタルファイリング、放射線科専門医による遠隔画像診断システムの導行 院内 構築、 像、診療デ タ デ タ ァ リ 、放射線科専門 隔 像診断 ステム 導

入、また高速通信回線を利用したリアルタイム映像送受信による遠隔診療の実験などを行っています。

1日半の実習ですので診療見学が中心になると思いますが訪問診療の同行、上部、下部消化管ファイバースコープ、腹部、

心臓エコー、CT、CRなど日常行っている検査、外来小手術などには一緒に入っていただきます。またデイケアの送迎車添

乗、利用者のバイタルチェック、リハビリ、なども見学、経験していただきます。

この実習を通じて第一線の開業医の医療活動を見ていただき、家庭医療、地域医療について考える機会となればうれし

いです。



医療法人英世会 大蔵医院

診療所外観 大蔵 英世 院長 大蔵 聡 先生

郵便番号 891-9214

住所/電話/FAX 鹿児島県大島郡知名町知名16-2/電話 0997-93-5033/ＦＡＸ 0997-93-5036

管理者（院長・所長） 大蔵 英世

メールアドレス ohkura@po3.synapse.ne.jp

診療科目 内科、胃腸科、循環器科、小児科

大蔵 聡 先生

診療時間 平日 午前8:30～午後5:00

土曜 午前8:30～午後0:00

休診・・・日曜、祝祭日

病床数 17床

スタッフ 医師2人、看護師7人、栄養士1人、事務2人、給食3人

設備 ＣＴ，エコー（2台）、レーザー、上下内視鏡、レントゲン、ホルター心電図

院長からのメッセージ 特殊なことはやっていません。標準的家庭医を目標としています。

施設の特徴・実習内容

地方の平均的家庭医として何でも診療しています。診療の内容もですが、診療のスタイル・やり方を見て

下さい。広く浅く、エラーを少なく診療していることが理解できると思います。



メンバー

【担当：国際島嶼医療学講座 教授 嶽﨑俊郎】

（敬称略）

（１班） （２班）
・渋谷 純輝 （富山大学５年） ・田中 仁美 （滋賀医科大学５年）
・柳澤 貴子 （東邦大学４年） ・芹田 陽一郎 （岡山大学５年）
・山戸 和貴 （弘前大学４年） ・菊岡 祐介 （川崎医科大学４年）

実習の流れ

8月3日（月） 8月4日（火） 8月5日（水） 8月6日（木）

18:00　鹿児島新港発 12：00　和泊港着 （１班）朝戸医院 （１班）朝戸医院

（２班）大蔵医院 （２班）大蔵医院関係行政機関

（和泊・知名町役場）

住民との交流

1班）朝戸医院内　泊 1班）朝戸医院内　泊 1班）朝戸医院内　泊

2班）民宿「屋子母」泊 2班）民宿「屋子母」泊 2班）民宿「屋子母」泊

8月7日（金） 8月8日（土） 8月9日（日）

地域診断実習 午前中 奄美訪問 8：30 鹿児島新港着

住民との交流

地域診断実習 午前中　奄美訪問 8：30　鹿児島新港着

14：30　和泊港発 13:00～16:00　報告会 9：15　鹿児島中央駅着

20：25　名瀬港着 解散

20：30　他のグルー

プと合流し座談会

奄美文化センター：各グ

ループ30分、全体討論

30～60分

17:00～20:00　ビーチ

パーティー（ＢＢＱ）

8/8（土）のフェリー（名瀬港→鹿児島

新港）に乗らず、その後自由行動する場

合、希望者にはむつみ寮を準備します。

【連絡先】

21：20　名瀬港発

県立大島病院 （県立大島病院

「むつみ寮」泊 「むつみ寮」泊）

パ ティ （ＢＢＱ）

【連絡先】

●嶽﨑 俊郎 携帯 090-1972-3912 アドレス island2@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp

●根路銘 安仁 携帯 090-2088-2977 アドレス nerome@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp

●離島へき地医療人育成センター 099-275-6898



観光スポット

▼日本一のガジュマル （和泊町）
明治31年【1898】に国頭小学校の第一回卒業生が植えたガジュマルが大木と
なって現存しています。高さが約７ｍに対して、枝張りが約22ｍ、そして幹回り
約6 となっています 日本 の大きさにもなったことから 新日本銘木百選約6ｍとなっています。日本一の大きさにもなったことから、新日本銘木百選
にも選ばれています。

▼西郷隆盛上陸の地
かつて島流しの刑にかけられた西郷隆盛は、この沖永良部島に流され、こ
の地に上陸しました。島の人たちはその謙虚さに島の人はとても感激し上
陸したという記念碑まで作りました。現在では伊延港という港です。

▼昇竜洞
島自体が石灰質なので、島全体に鍾乳洞があります。
とても広範囲で複雑に入り組んでいるので、全てを確認するのはなかな
か困難ですが観光向けに開放されている鍾乳洞のが「昇竜洞」です。

沖永良部島の方言

ありがとう みへでいろー おはよう おはよう

なーやー（仲間同士）

わーりょー（目上）

いきょー（目下へ）

ありがとう みへでいろ おはよう おはよう

具合はいちゃーよ

こんにちは うがみやぶら こんばんは こんばんは

さようなら 具合はどうですか？





与論島コース



パナウル診療所

診療所外観 古川 誠二 先生

郵便番号 891-9300 

住所/電話/FAX 大島郡与論町大字那間2747-1/電話 0997-97-2073/FAX 0997-97-5164

管理者（院長・所長） 古川 誠二 （こかわ せいじ）

メールアドレス simba@doctor.email.ne.jp

診療科目 内科・外科・小児科

診療時間 平日 午前 8:30～12:00 午後 16:30～18:00 ※月・木は16：00～18：00 
土曜日 午前 9:00～12:00 午後 休診
日曜日： 休診

病床数

スタッフ

設備 心電図、内視鏡（胃カメラ・大腸ファイバー・気管支ファイバー）エコー（腹部・心臓兼用）、単純レ
ントゲン、電子カルテ、全自動血算器、呼吸機能検査器、 Holter心電計,

動脈硬化測定器

院長からのメッセージ 1)人間とは、医師とは何者か？じっくりと自分自身に問いかけてほしい。

2)島嶼の医療システムを理解してほしい。3000年の歴史を持つ限られた島の

生活空間の中で築き上げてきた生活様式、文化、価値観、常識など全般の

理解と、そこに暮らす人間関係のあり方。

3)プライマリ・ケアとはなにか？その基礎から臨床まで。プライマリ・ヘルスケア

の実践との連携を考えて、世界の発展途上国のことにも関心を持ってほしい。

)在宅 療 現状と 問題点 地域社会 家族と 関係 お ど よう4)在宅医療の現状とその問題点 地域社会、家族との関係においてどのよう

に変化していくか。与論の現状とその変遷。

5)海と健康 代替療法、総合医療等を理解してほしい。

6)医療システムの中の開業医の立場とあり方について考えてほしい。

施設の特徴・実習内容

1)  木造平屋建築の外来と健康増進室があり、薬局は院内処方で対応。検査はSRL西日本に依頼。
検尿、赤沈、CBCは院内で。レントゲン室、牽引、SSP等の簡単なリハビリ実施。

2)  スタッフは医師1名、看護師3名、事務部4名。
3)  プライマリ・ケア医として地域とともにいかに生きるか。実技と地域の人間としての生き方についても

実習 実技 は内科 般 外科 小手技 小児 皮膚科 眼科など 治療を幅広く行 腹部実習。実技では内科一般、外科の小手技、小児、皮膚科、眼科などの治療を幅広く行い、腹部エ
コー、胃カメラ大腸ファイバーなどの実習も行う。

4)  島嶼医療のポイントであるトリアージについえも考えてもらう。救急搬送すべきか、時間の余裕は？
ターミナルケアの見取りなども機会があれば実習していただく。



メンバー

【担当：国際島嶼医療学講座 講師 新村英士】

奈津姫 前 学 年

（敬称略）

・毛内 奈津姫 （弘前大学５年）
・大澤 直人 （高知大学５年）
・宮川 亮 （慶応義塾大学５年）

実習の流れ

8月3日（月） 8月4日（火） 8月5日（水） 8月6日（木）

18:00　鹿児島新港発 14：20　与論港着 パナウル診療所 パナウル診療所

関係行政機関

（与論町役場）

住民との交流

活性化センター　泊 活性化センター　泊 活性化センター　泊

8月7日（金） 8月8日（土） 8月9日（日）

地域診断実習 午前中 奄美訪問 8：30 鹿児島新港着

住民との交流

地域診断実習 午前中　奄美訪問 8：30　鹿児島新港着

12：10　与論港発 13:00～16:00　報告会 9：15　鹿児島中央駅着

20：25　名瀬港着 解散

20：30　他のグルー

プと合流し座談会

奄美文化センター：各グ

ループ30分、全体討論

30～60分

17:00～20:00　ビーチ

パーティー（ＢＢＱ）
8/8（土）のフェリー（名瀬港→鹿児島

新港）に乗らず その後自由行動する場

【連絡先】

21：20　名瀬港発

県立大島病院 （県立大島病院

「むつみ寮」泊 「むつみ寮」泊）

パ ティ （ＢＢＱ） 新港）に乗らず、その後自由行動する場

合、希望者にはむつみ寮を準備します。

【連絡先】

●新村 英士 携帯080-3184-6410 アドレス niimura@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp

●根路銘 安仁 携帯 090-2088-2977 アドレス nerome@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp

●離島へき地医療人育成センター 099-275-6898



観光スポット

▼百合ヶ浜

大金久海岸から1.5km離れた海の中に干潮時に現れるビーチ。事前に潮見表

を確認しましょう。 （海上保安庁海洋情報部 http://www1.kaiho.mlit.go.jp/）

▼茶花海中宮殿

ギリシャ風の柱が3本あるダイビングスポット。人工ではあるが、サンゴが

付着して風合いがある。

▼タートルドリーム

海ガメに出会えるスポット！与論有数の大人気のダイビングスポット。

▼民謡酒場「かりゆし」 （電話：0997-97-4432 ）

ご当地バンド「かりゆしBAND」がライブをしている。与論にきたら一度は寄りたい酒場。

与論島の方言

な や （仲間同士） いち し いが

こんにちは こんにちは こんばんは こんばんは

ありがとう とうとうがなし おはよう おはよう

※家を訪ねるとき「ごめんください」→「さーびたん」といいます。
※ほとんどの言葉が違いますので辞典が必要です。（役場近くの観光協会でミニ本を販売しています。）

なーやー（仲間同士） いちゃしゅいがー
わーりょー（目上） あぐましくねーい
いきょー（目下へ）

さようなら 具合はどうですか？



事後アンケート
【Q:今回の実習全般を通しての感想 】
【Q:貴方の離島医療に対する関心はどう変化しましたか。】





◆◆◆奄美大島コース◆◆◆

【今回の実習全般を通しての感想 】

・とにかく１週間楽しかったです！

医療について 外来は大阪の開業医とあまりかわらないなと思いました ただ 名瀬の病院で大きな手術をした後のフォ・医療について、外来は大阪の開業医とあまりかわらないなと思いました。ただ、名瀬の病院で大きな手術をした後のフォ

ローの患者さんが多いのは特徴的でした。病棟は脳梗塞後遺症の方が多いのが印象的でした。積極的な治療をしないと

いうのが少し胸が痛くなりました。先生がおっしゃっていたように、ドクターコトーのような医療でなく、普通の医者が重症で

ない患者さんを普通に治療しているというのはよくわかりました。

・地元について、役場のみなさんとの飲み会で生の声をたくさん聞けました。いい部分だけでなく、ネガティブな部分も知る

ことができました。（私はちゃんと飲み会の記憶ありますよ。）

・観光について、楽しめたのは先生のおかげです。ありがとうございました。

・メンバーについて、同じ医学部生で全国に知り合いができたのは、うれしいです。こんなにも長い時間いっしょにいること

は、クラブをやっててもなかなか無いです。いい経験でした。他の島のメンバーとももっと知り合いになりたかったです。これ

から仲を深めていきます。

・実習内容自体も自分が見たいと思っていた、医師がほとんどいない地域での現場を見ることができて良かった。これで自

分が医療に対して悩むというか、ずっと考えてきたことに対して一つの答えを出すことができたのでとてもすっきりしました。

とても感謝しています。それと鹿児島大学の先生のサポートが充実していてとても驚いた。とりあえず島までの付き添いだ

けかと思っていたので、ここまで手助けしてもらっていいのかと思った。

・離島の医療を実際に自分の目で見学できてよかった。

・他大学の学年が近い方々と交流できたこともとてもいい経験になった。

【貴方の離島医療に対する関心はどう変化しましたか。】

・実際に現場に行ってみることで、少し身近なものに変わりました。瀬戸内町の医療は、そんなに特殊なものではなく、私の

将来の選択肢の１つになり得ると思いました。離島の方は予想していたよりもキレイな標準語を話され、外から来た人に対

してオープンでした 自分にもできるかもしれないという大きな一歩になりましたしてオ プンでした。自分にもできるかもしれないという大きな 歩になりました。

ただ、瀬戸内町しか見てないので他の島のことも知りたいです。少しだけ話を聞きましたが、お隣の徳之島はだいぶ違った

ようです。この実習は都会っ子にとっていい実習だと思います。もっと広めたいですね。周りの友達に「行ってきたよ」と言う

と「そういうのあるのは知ってたけど、よおひとりで行ってきたなあ」と言われました。‘離島’‘僻地’というのでビビッてしまう

んだと思います。それではよくないと思うので、私自身もがんばって広めていきます。

・もともと過疎地に行く経験が多かったので、大きな医療現場での差異は感じなかったので、もし離島で働くことになっても

ほとんどその点では不安 不満をもつことはないと思 た 唯 子供の教育が少し心配かなという点をどうにかできればほとんどその点では不安、不満をもつことはないと思った。唯一子供の教育が少し心配かなという点をどうにかできれば、

いつでも大丈夫です。

私が行かせてもらったのは奄美大島という大きな島で、島に大島病院という大きな病院もあり、全然本島の医療と変わらな

いんだということが分かりました。加計呂麻島も、徳洲会があるとはいえ診療バスに支えられてる人がたくさんいるんだとい

うことが分かりました。

離島医療というものには、やはりDr.コトーのようなイメージがありましたが、奄美は全然そんなことなく、生活するにしてもコ

ンビニやファミレスもあってほとんど不自由はしなそうという印象を受けました。だから、奄美ならきっと私も住めるっていう

のが率直な感想です。

ただ、瀬戸内町の僻地診療所は来年から医者の枠が２人になり、そういう僻地で医療をやりたいって医者がいても、金銭

面などの問題があって難しいということも分かりました。

離島医療に対しては、私は漠然とした興味しか持っていませんでしたが、実際に奄美に行ってその気持ちは更に現実的な

ものとなりました。長崎の離島医療についても更に興味を持っていきたいと思います。今回の離島医療はとてもいい経験に

なったと思っています。ありがとうございました。



◆◆◆徳之島コース◆◆◆
【今回の実習全般を通しての感想 】

・至れり尽くせりといった感じで、何不自由なく実習できました。ひとえに、実習の面倒をみていただいた先生方、スタッフの

方、島民の方のおかげです。

また、一緒に実習に参加した仲間たちも、志が高く、学年や年齢に関係なくフランクに接してくれる方ばかりで、良い刺激を、 緒 実習 参 仲間 、 高 、学年 年齢 関係 ラ 接 方 り 、良 刺激を

もらえて僕にとって本当に貴重な出会いです。様々な経歴の方がいて、もっと話を伺いたかったのが正直なところです。実

習が終わっても折に触れて付き合いを続けていきたいですし、そのためにしり込みせずに自分に出来る範囲のことをして

いこうと思いました。

・最初の予想をはるかに超える実習の充実ぶりと、観光も非常に楽しかった。大脇先生には最後までお付き合いくださり、

お忙しい中申し訳ありませんでしたが、すごく楽しくて観光名所にも連れて行ってくださり徳之島班は特に恵まれていた。

また 台風の影響でいろいろと予定が変更になったが 先生方 事務員の方のおかげで全く不自由することなく実習を楽しまた、台風の影響でいろいろと予定が変更になったが、先生方、事務員の方のおかげで全く不自由することなく実習を楽し

ませていただきました。

・離島における自分のイメージとの差が把握できた。様々な経緯で離島医療をなさっている多くの先生方の話を聞けて、ま

た色々と考え始めることができた。離島において、日々診察をする上で毎日適当に暮らすなんて考えは、忙しい先生たち

には無理な話であり、日々進歩していく医療においていかれないように、自ら学ぶ姿勢を忘れてはいけないんだなと実感し

た。また、離島実習においてDoctorだけでなく薬剤師の方や看護師の方、事務の方の仕事量も半端ではないことも分かっ

た また 今回様々な県から同じような志を持 た仲間たちが集まり 同じ体験をしたことが最大の良か た点である 大脇た。また、今回様々な県から同じような志を持った仲間たちが集まり、同じ体験をしたことが最大の良かった点である。大脇

先生もおっしゃっていたが、このような実習に来るのは、学校の変わり者で、積極性を抑えられない奴ら。らしいので笑（実

際そう思う）これからも、機会をみてそんな皆で集まって討論していきたい、と思った。

【貴方の離島医療に対する関心はどう変化しましたか。】

・僕の持っていたゆったりしたイメージと違い、宮上病院はすごく忙しかった印象です。病院の勤務においては、科にとらわ

れず全ての患者さんを診るので まさに全人的医療という感じで 勤務すれば診察の能力はどんどん向上するだろうと思れず全ての患者さんを診るので、まさに全人的医療という感じで、勤務すれば診察の能力はどんどん向上するだろうと思

いました。プライマリーケアや老年医学を行うにはぴったりで、裏を返せばそういった医療が特に島で必要とされているの

を感じました。実習以前は離島であるがゆえに知識や能力の遅れが心配だと思っていましたが、インターネットの普及に

よって情報は即座に入ってくるし、全ての分野を対応しなければならないので、むしろ鍛えられる状況であるのが分かりま

した。医師と患者さんたちの距離が近いのも印象的で、信頼関係がしっかりと出来上がっているのがよく分かりました。島

の患者さんのニーズも都会に住んでいる患者さんとは微妙に違い、離島という与えられた環境を受け入れて、その中で出

来る限りの事をしようといった感じでした。医療も、患者さんのニーズに合わせて行っていく事が大事だと教えられました。

患者さん と 良 療を行う は 知識や技術はもちろん 相手を本当 意味 理解する とが大切な だと分かり患者さんにとって良い医療を行うには、知識や技術はもちろん、相手を本当の意味で理解することが大切なのだと分かり

ました。

・当初の離島医療のイメージはまさにドクターコトーであり、もし私が離島で勤めることになれば全て一人でやっていかなけ

ればならないし代わりの人もいないので相当の覚悟が必要なんだろうなと思っていた。もちろん、離島の数だけ離島医療

はあると言われるように、一概に離島医療とはこんなのであったとは言えないが、少なくとも宮上病院のようにドクターコ

トーとはまた異なり、本土の病院とほぼ同様の病院もあることを知った。また、離島と連携をとる本土の病院も含めての離

島医療全体を考える必要があることも知った。

また当初、離島では十分な医療を受けることは難しいのではないかと思っていたが、上述のようにほぼ本土に近い医療を

されていた。島の方も病院を非常に信頼しており、先生方も島民が医療で不利益がおこることのないように日々研鑽されて

おり、またそのための環境も整っていた。私たちにとっても離島で一定期間研修を積むことは非常に勉強になると思う。

しかしながら、確かに本土と比べ、専門性に欠けるところがあるのは当然であるがやはりあった（もちろんその分幅広い分

野をカバーされているのであるが）。そのあたりが今後の課題となるのでしょうが、島民は島の病院を信頼し、島で治療す

ることを希望する方が多く、医師もその期待に応え、可能な限り最大限の医療を提供する。なにか、医療の根源をみごとにる とを希望する方が多く、医師もその期待に応え、可能な限り最大限の医療を提供する。なにか、医療の根源をみ とに

凝集しているように思えた。医療だけでなくその生活もすべて包括して見ることができ非常に面白く興味深く思えた。

まず、離島とは何もないところ。ドクターコトーのいる場所。先生は、一人。手術なんてとんでもない。CT??そんなものあるは

ずない・・なんていうのが私のイメージでした。このイメージは、すぐに覆されました。病院には、人が溢れかえっており、

様々な分野を得意とするドクターがいらっしゃいました。レントゲン技師さんなどもいて。そして、様々な疾患をさばいてらっ

しゃった。年齢層もばらばらの患者さんを相手に次から次へとカルテを書いて、本当に多忙でした。



離島だからって、医療が遅れているわけじゃない。大腸ファイバーをやれたり、手術もできる必要がある。適当な知識を持

ち合わせ、経験値が少ない医者は役に立たないということが分かりました。また、地域に根ざした病気をみてらっしゃる。例

えばハブに噛まれた患者さんなど。これは、ひょっこり、都会から離島に顔をだした医者には診れません。そこで生きてこそ

できる職業だなと思いました。でも、そこにいることに満足することなく、常に新しい医療を把握する必要もあるということが

分かりました。

やっぱり、私はこういう自然と人に囲まれた中で仕事をしたいと思いました。しかし、若手の時にするのは無理だと思いまし

た。経験も少ないし、自分が地域の皆さんに役に立てないと思うからです。何歳になったら、こういうへき地医療に関わる自

信が湧いてくるか分かりません。でも、将来必ずやこういうへき地に住んでいる方たちのお役に少しでもなりたい、と思える

実習でした。

このような貴重な経験をさせてくださった鹿児島大学の先生方、事務のお嬢さん方、また徳之島の宮上病院のみなさん、

地域の方、他色々お世話になった方々に感謝の意を表したいと思います。ありがとうございました。

◆◆◆沖永良部コース（1班）◆◆◆
【今回の実習全般を通しての感想 】

・1週間という短い期間でしたが、台風でフェリー欠航というアクシデントがあったことで、離島がより身近に感じられました。
船が来ないばかりにスーパーで生鮮食料品が品薄になることなどは離島ならではの光景だと思いました。しかし、実習す
る上ではじっくりとひとつの島を満喫することができたので、むしろよかったです。また、先生方のご配慮で島内では自分た
ちが楽しむ以外のお金は使うことがなかったので、遠方から参加した私にとってはとても助かりました。沖永良部島での実
習はもちろん素晴らしく、これ以上ないというくらい大満足でしたが、今回の実習に参加した他大学の医学生のみんながそ
れぞれ魅力的で 彼らと一緒に旅行できたことも自分にとってはいい思い出になりました 特に 今回実習で一緒になった

◆◆◆沖永良部コ ス（1班）◆◆◆

れぞれ魅力的で、彼らと 緒に旅行できたことも自分にとってはいい思い出になりました。特に、今回実習で 緒になった
渋谷君と柳澤さんとは実習でいろいろ楽しい時間を共有し、実習後も先月、今月と東京で会って遊んだりしていて、もう随
分前から友達のような仲の良さなのでこれも離島実習ならではなんだあと思いました。大学に戻って周りの人達に実習で
の思い出を話すととてもうらやましがられるので、参加したい人はもっとたくさんいると思います。来年以降もぜひ全国の医
学生にこのような機会があればいいなと思います。

・離島へき地医療人育成センターのスタッフの皆さんの面倒見のよさに感動した。台風接近の非常事態でも安心して実習

を楽しめた。

・高い志を持った仲間たちと出会えたことが自分自身にとって非常にいい刺激になった。

・「医学の実習も大事だけど、それよりもとにかく島のことを知ってください」という旨の言葉を冒頭に頂けたことで肩から力

が抜けてよりよい実習ができたと思う。（抜き過ぎ？）

・ここで出逢えた仲間は一生の宝ものです。この縁を大切にこれからもお互い切磋琢磨し高めあってゆけたらと心より願っ

ております。今回の台風による足止めも、本当の意味での離島らしさを実感することができ、大変貴重な体験となりました。

おかげで島のお祭りに参加でき地域の方たちとの交流も深まり、メンバーともより結束が強くなったこととてもうれしい限り

です。これも先生方の至れり尽くせりの手厚いサポートのおかげであり、安全かつ安心して実習に参加することができまし

た。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

私は東京の巨大コンクリートジャングルに住み、夜空の星空を見上げたり、土を踏みしめることも草木の香りをかぐことも

少ないカリカリした生活を送っていましたが、島へ来て、台風が来ようともジタバタせずにしばしゆったりと自然に身をあず

け、元気で明るくあたたかい島の方たちと話していると、なんだか自分がとってもちっぽけな存在に思えてきました。嶽崎先け、元気で明るくあたたかい島の方たちと話していると、なんだか自分がとってもちっぽけな存在に思えてきました。嶽崎先

生が実習のはじめにおっしゃっていた「島では島のルールに従いなさい」というお言葉、そのとおりだと思いました。島の

人々が健康に対して求めること、命に別状がなければそこまでの深侵を加えた治療を求めないこと、1週間に2回も痛め止

めの注射をするほどの病状でも生活のために農業を続けること、私自身が持っている価値観と島の方たちの価値観は違

いはあります。たとえ価値観を変えることはなかなかできなくても、島の生活に身をゆだね自らの価値観を取り払って島の

人々と関わろうとすることがお互いの距離を縮めることだと思いました。私たちはこれから先、多様な患者さんに出逢うこと

となります。医師になってからもこの気持ちを忘れずに常に柔軟でありたいと思います。



【貴方の離島医療に対する関心はどう変化しましたか。】

・今回の実習のことを知った時、4年で病棟実習もしたことがないので医学的知識もたいしてなく、離島のこともよくわからな

い状態で果たして参加してよいものなのか迷いました。しかし、百聞は一見にしかずという言葉通り実際に島に訪ねること

で、たくさんのことを学ぶことができて、やはり思いきって参加してよかったなという気持ちでいっぱいです。

今回の実習では離島で活躍されている朝戸先生というロールモデルを通して、島での医師の役割について考えさせてい

ただきましたが、診療という面に関しては沖永良部島であろうと他の土地であろうとあまり差はないと感じました。しかし、ひ

とりの患者さんを診るにあたって、そのご家族のことも考えて治療方針を立てていらっしゃったり、他地域（鹿児島や沖縄な

ど）との円滑な医療を心がけていらっしゃることを知りました。最近、医療訴訟が全国的に増えてきて、大学の講義では「こ

れを怠ると訴訟になるので気をつけましょう」みたいなことを多くの先生方が話されるので、朝戸先生が「島では医療訴訟

が起こったという話はないです。」とおっしゃっていたときはとても驚きましたが、先生の診療を拝見して納得できました。

また、朝戸先生はウミガメの保護活動や天体観測の会など地域活動に熱心に取り組んでいらしたり、毎朝ラジオ体操に

ご夫婦で参加されていたりと診療だけでない医師の生き方について触れることができ、素晴らしい先生に教わることができ夫婦で参加されていたりと診療だけでない医師の生き方に いて触れる とができ、素晴らしい先生に教わる とができ

てとてもよかったです。私はこの実習でさらに離島医療に興味をもちました。

・もともと離島医療へ関心を持っていたが、今回の実習を通して将来実際に離島の医療に携わりたいと思えるほどに惹か

れた。しかし、その強い想いとは裏腹に、離島のお医者さんまでの道筋が描きづらいなぁーとも感じている。どこの土地で、

どんな風に、いつから･･･

皆目見当がつかないことがたくさんある。ただ、これらの答えはすぐに見つけられるものでもないと思う。とにかく今は、離

島医療に係わりたいという気持ちを自分の中で持ち続け 今回の離島実習のような素晴らしい企画に出会えた時にまた積島医療に係わりたいという気持ちを自分の中で持ち続け、今回の離島実習のような素晴らしい企画に出会えた時にまた積

極的に参加していくことが大切だと感じている。

・より関心が深まりました。今回の実習で強く感じたことは場所は海に囲まれた限られた空間であっても、行っている医療は

本土と大きな違いはないということでした。使用している機器（CT,エコー、筋トレマシーン、etc…）も最新式のものも多く驚

きました。患者さんの家族のこともよくわかっているため介護に当たるご家族の心労を汲み取って治療・入院計画をたてた

りと、まさに地域に根ざした医療が行われておりました。そういった心遣いができるのは内科、外科、整形外科、眼科をはじ

めとしてデイケア リ ビリなど介護保険事業も含めた施設を持ち合わせた朝戸医院だからこそ 可能なのだと痛感いたしめとしてデイケア、リハビリなど介護保険事業も含めた施設を持ち合わせた朝戸医院だからこそ、可能なのだと痛感いたし

ました。消化器外科のスペシャリストとであり、併せて整形外科、二つの核を持ちかつジェネラリストとして医療を行ってい

らっしゃる朝戸先生はプライマリケアのあるべき姿として私の心に強く刻まれました。これは離島医療に限らず、世界中の

どこで医療を行うにあたっても共通していることだと思います。また、台風などの影響で物資が途絶えてしまったら、限られ

たなかで全て先生お一人で対応しなくてはならないという厳しさも実感いたしました。

【今回の実習全般を通しての感想 】

◆◆◆沖永良部コース（2班）◆◆◆
【今回の実習全般を通しての感想 】

・なによりも、今回出会った仲間たちは一生もんだと思います。

そういうことを踏まえると、台風の影響で奄美大島で過ごす日々はなかったですが、十分フェリーなどで交流を持てたのは

良かったです。先生がおっしゃっていた様に、志の高い人間が集まればこのような企画を立てるに関して内容は自分らで

決めさせて先生方はツーリスト役で成り立つのだなと感心しました。もちろん先生方がやってくださったことはとても多く、感

謝の気持ちを文章で書き表そうとしても良い言葉が見つからないくらい感謝しています。

・鹿大の先生方、スタッフの方に本当に貴重な機会を作って頂けたこと鹿大の先生方、スタッフの方に本当に貴重な機会を作って頂けたこと

・鹿大の先生方、スタッフの方に、緊急時など本当に親切なサポートをして頂けたこと

・何かを持っている濃い参加学生と濃い時間を過ごすことができたこと

・遠さ、船の大変さを含め、島が本当に好きになったこと

・(東京での発表会？に行けなかったのですが)島で頑張られている先生方がとても充実した気持ちでいらっしゃることがと

ても心にきました。

・いろいろな大学から、いろいろな経歴を持っている人たちが集まって、日常では経験できないような離島の医療を体験す

る。とても面白い経験でした。この出会いを大切にしたいです。



【貴方の離島医療に対する関心はどう変化しましたか。】

・びっくりしました。まさか離島の診療所にCTなどの機械があるとはと。聴診器とけいけんに裏打ちされた問診がメインだと

勝手に想像していました。明らかに無知からくる偏見ですね…

これをいい意味で覆してくれたこの実習は僕にとって良い経験だったと思います。

必要とされる場所で医療行為。離島だからといってベースラインを低く医療を行うのではなく、できる限り他と遜色ない医療

をしようという志を先生方からも感じました。

また離島医療とは、家庭医の目指す場所なのかもしれないとも強く感じました。

今の僕はもし離島で医療をしなければならない状況に置かれても、拒否ではなく受け入れてかついかに島の健康を良くし

ようかと考えられると自負します。とてもいい経験でした。

・関心は高いままです。島も島に住む人も文化も本当に好きですし、求められている医療である、地域との家族的つながり、

家族背景を含めた関わり、幅広い疾患に対処できるプライマリケア能力、徳州会などの専門医や関西の病院の専門医へ家族背景を含めた関わり、幅広い疾患に対処できるプライ リケア能力、徳州会などの専門医や関西の病院の専門医

のコンサルや紹介、沖縄にヘリ要請する場合などの、自分に期待されているラインと責任など自分がぜひ将来的に関わり

たい医療のイメージに近いと思いました。

・ただ、前述の通り、良い側面、体験ばかりが目立ったような感じがしまして、本当に実情を知れたのだろうか、という思い

もまだあるはあります。

・具体的に離島医療に関わりたいと思った場合 アンケートにもありましたが どのような関わり方が現実的なオプションと・具体的に離島医療に関わりたいと思った場合、アンケートにもありましたが、どのような関わり方が現実的なオプションと

してあり得るのか、そういうところにも興味があります。

・離島医療というとドクターコトーのイメージからどうしても抜け出せなかったのですが、実際に行ってみると、自分のまわり

の医療機関とそうはかわらない、むしろ小さな医院の中に医療機器が充実していて、先生方はそれらを自ら操り診療され

ていて、驚きました。大学病院では、検査はすぐに検査部や放射線科にまわしてしまうので、ひとりで全部こなす離島の先

生方の方が、医師としてできることが多いのではないかと思いました。インターネットもきちんと整備されているし、沖永良

部島から鹿児島までは飛行機で 時間しかかからないし 先生方は勉強のためによく本島にもいら し るということで部島から鹿児島までは飛行機で一時間しかかからないし、先生方は勉強のためによく本島にもいらっしゃるということで、

隔絶された場所での医療というイメージは払拭されました。仕事があるなら島で医療をすることは、幸せなのではないかと

思いました。

【今回の実習全般を通しての感想 】

・移動について、島までの物理的・時間的距離を直接体で感じることができることができたことが大きいと思います。船でし

◆◆◆与論島コース◆◆◆

移動について、島までの物理的 時間的距離を直接体で感じることができることができたことが大きいと思います。船でし

か味わえない「あの感覚」も何とも言えず。

・地元の方との交流について、何といっても皆さんフレンドリー。役場の方には本当にお世話になりました。

・幸か不幸か台風によってじっくりと島を回ることができて良かったです。しかも風を浴びながら自転車で回ることによって、

島の地形・集落などなど、自転車でしか見えない島をみることができました。・何といっても離島医療を実際に肌で感じるこ

とができたことです また 他大学の人たちと交流するのは初めてに等しかったので 様々な意見を聞くことができて良かっとができたことです。また、他大学の人たちと交流するのは初めてに等しかったので、様々な意見を聞くことができて良かっ

たです。

【貴方の離島医療に対する関心はどう変化しましたか。】

・「全員が知り合い」という環境では色々人間関係が大変かとも思っていたのですが、そこは与論島の人たちの気質かそれ

とも古川先生のご人徳か、おそらくその両方でしょうが非常に良好な関係を築けているようでした。

自分が同じ立場に立 たらどうだろうか？？ということを考えさせられました自分が同じ立場に立ったらどうだろうか？？ということを考えさせられました。

これは先生が離島医療における「継続性」を強調しておられたこととも関係すると思いますが、５年程度やって飽きたら帰る、

という姿勢では絶対にいけないのだな、ということが印象的でした。



・僻地医療には多少なりとも「免疫」があったので、すんなりと実習に入っていけたような気がします。高知に多い山間部と

離島との違い・大変さは、偶然にも今回の台風によって実際に体験することができて良かったです。台風万歳！！また、与

論は鹿児島県であるのだが位置的に沖縄の方が近く、ヘリでの救急搬送の手続きの不便さも知ることができた。現場だけ

でなく、上層のシステムも変えていかなければならないと感じました。

古川先生ほど「まちづくり」に関わっている先生と出会ったのは初めてで、当たり前のことですが、医療があって生活があ

るのではなく、生活があって医療があることを実感できました。決して「○○という病気の△△さん」ではなく「どこそこの気

△△さんが○○という病気になった」という大病院との感覚の違いも実感できました。地元の方との距離が近い分、お互い

プライバシーがないのですが、古川先生は上手く付き合っているように感じました。いろんなバランス感覚のすごさには驚

きです。

実習前は離島や僻地医療に携わるには、「覚悟」や「住民になる」という意識が必要であると思っていました。実際古川先

生にお会いし、短い時間でしたがご一緒させていただいて、本当にそうなんだと確信しました。

将来いつ僻地医療に携われるかは、今はまだ具体化はしてないですが、「覚悟」を持った医師になれるよう、今まで以上

に頑張りたいと思いますに頑張りたいと思います。



事前・事後アンケート結果



実習参加者 背景

弘前大学 3名
帝京大学
昭和大学
東邦大学
慶應義塾大学

6年生 1名
5年生 9名
4年生 5名

参加大学 学年 性別

男 9名
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夏季全国医学生離島実習を実施し夏季全国医学生離島実習を実施して

離島へき地医療人育成センター

センター長 嶽崎 俊郎

夏季全国医学生離島実習は、これまでに鹿児島大学が取り組んできた離島実習の経験と鹿児島の

地域性を活かした教育プログラムを、全国に広く門戸を開いて行っている取り組みである。今年で２年

目になる同実習は、昨年度の経験と、情報収集と意見交換を行ってきた他大学の情報が活かされ、プ

ログラム内容がより深く幅広いものになった。今回の実習項目は医学的実習に加え、地域を知る実習

と行政との関連実習が意識的に加えられた。離島をモデルとして、地域医療を理解するためには地域

を知ることが重要である。学生達の反応を見ても、地域との交流が実習をより印象深いものにしている

ことが感じられた。

全国の医学部から応募してくる学生なので、モチベーションが高いことは容易に想像できる。実際に

受け入れ側も随分と刺激を受け、離島の先々方も同様であった。彼らの興味をより高め、維持するた

めに有用であったのがメーリングリストの存在である。実習前の自己紹介、実習中の報告、実習後の感

想や情報交換を通じて、彼らの生の声が聞けたのは、実習の改善に大いに役だった。解らないことに

よる不安を減らすために 情報交換や意見交換のパイプを用意することの重要性を改めて感じたよる不安を減らすために、情報交換や意見交換のパイプを用意することの重要性を改めて感じた。

台風のため、奄美大島に集まっての発表会が中止になったのは、離島実習ならではの出来事で

あった。しかし、メーリングリストを通じて、東京と大阪でそれぞれ発表会の機会が得られたのは、素晴

らしかった。今回の実習では、自ら学ぶための良い機会と場を与えることができたと考えられる。

今後の課題として、対象者数を増やすことがあげられるが、スタッフのマンパワーからして実習の質を

担保するには１グループの人数は現行のままが望ましく、回数を増やすことは、地域枠学生の実習が

あることより難しい。

この実習は、学生はもとより受け入れ側の医療関係者や地元住民にとっても有意義な実習であり、さ

らに、当センターで開発した教育プログラムを改善・発展させるためにも有用な実習である。今後とも、

是非、継続したいと考えているが、そのためには医療機関だけでなく、行政と地域の積極的な協力が

必要である。この点も含め、今回の実習にご協力頂きました、地元医療機関、行政、住民の皆様方に

深謝するとともに 今後ともご協力の程 宜しくお願い致します深謝するとともに、今後ともご協力の程、宜しくお願い致します。



年夏季 第 回全国医学生離島実習を通し 考える2009年夏季 第2回全国医学生離島実習を通して考える

研修先のご協力により、今年の夏季離島実習は、多少の問題もありましたが、大きな事故もなく、大

離島へき地医療人育成センター

特任教授 大脇 哲洋

きな成果を上げ修了できました。感謝申し上げますと共に、主催側としての報告を記します。

【運営面】

今年は、参加人数を15名に限定しましたが、昨年の16名の反省の上に立つものです。昨年度は、甑

島に4名1組、屋久島に4名1組、種子島に4名2組として臨みました。しかし、往診車に乗れる人数が、

医師1名、看護師1名とすると、残りの座席として通常は3名しか乗れず、実習者4名という人数は多す

ぎました。また、種子島に2組をお願いしましたが、少し人数が膨れて小廻りが利かず、また宿舎に男

女の別部屋の設置ができなかったことが反省点でした。そこで今回は、5か所（これが現人員にてケア

できる最大の研修先数）と決め、最大1か所3名としました。そして、できるだけ男女混成に致しました。

異性がいるとやる気も出、盛り上がるものだからです。はたして今回は、研修場所、人員はうまくいった

ようです。

天候は、台風の発生ため崩れ、最後の合同報告会はできませんでしたが、これは最悪の場合の予

想の中に入っていました。研修中に台風が発生し、北上することはあり得ると考えていたのです。しか

し まさかその台風が巨大で 台湾上陸後は一つの村を飲み込むほどの被害を出すものであろうとはし、まさかその台風が巨大で、台湾上陸後は一つの村を飲み込むほどの被害を出すものであろうとは

思っていませんでした。与論島・沖永良部島などを直撃していたら、事故なども起こり得たでしょう。も

ちろん、島でたくさんの台風の経験をしている先生方にお預けしているのですから心強いですが、台

風銀座の台湾でさえ被害が拡大したほどですから、万が一はあり得たわけです。避けられない点もあ

りますが、今後更なる台風対策を講じたいと思います。旅程の変更に関しては、経費の負担が相当に

増すところでしたが、根路銘安仁准教授が、株主優待券で一部補助してくれました。個人的な補助で

あり、このような事態についても、予め対策を立てておく必要があるようです。あり、このような事態についても、予め対策を立てておく必要があるようです。

【引率の感想】

私は徳之島へ、男性2名女性1名の医学生を宮上病院での離島実習の引率をさせてもらいました。

宮上病院では、内科・外科・救急の専門家に付いて、離島の現状と対処について、多くのことを学ん

だようです。しかし、なんというか、この3人はでこぼこコンビで、まさか一番年長の学生が一日目の歓

迎懇親会で飲みつぶれるとは考えなかったし、各々のキャラクターは実に愛すべきものでした。詳細

は彼らの報告に記載されています。自分と興味が一緒の医学生には、一つの大学内ではなかなかめ

ぐり合えないものです。その場を彼らに提供できたことは実に有意義であると実感できた医学生たちで

した。

全員ではありませんでしたが、徳之島班の学生は、瀬戸内班と奄美市名瀬で合流でき、また視野が

広がったことでしょう。瀬戸内班の3人は、古仁屋（瀬戸内町の中心地）や加計呂麻島での彼らのいろ

んな体験、感想を話してくれました。全員での報告会が開催できなかった分、関東地区では今回の参

加医学生が自主的に報告会を企画してくれました。根路銘安仁特任准教授、新村英二講師が参加で

きたことは私たちにとっても、非常に有意義でした。皆、旧知の友人のようにコミュニケーションを取って

いる様子は、彼らの能力の高さと、今後の彼らの臨床医としての資質の高さを示すものです。今後の

彼らの活躍が楽しみであると共に、少しでも彼らに離島医療・家庭医療の楽しみを伝える一助になる

実習が提供できていたら幸いです。



第 回全国公募夏季離島実習を終え第2回全国公募夏季離島実習を終えて

第2回全国公募夏季離島実習を終えての感想は、今年も人々に恵まれたということにつきます。今回

離島へき地医療人育成センター

特任准教授 根路銘 安仁

の実習は、これまでに鹿児島大学医学部6年生の実習でお世話になっている瀬戸内町へき地診療所、

朝戸医院、大蔵医院、与論パナウル診療所、県立大島病院に加え、徳之島の宮上病院、徳之島保健

所、大島保健所にも受け入れをしていただきました。台風8号の接近により予定していた日程総てを消

化できなかったのですが各受け入れ先でご配慮いただき無事実習が終了できたことは大変ありがたい

ものでした。ご協力いただいた先生方、看護師さん、事務スタッフ、役場や地域の方々、鹿児島県、お

よび鹿児島大学の関係者の皆さんのお陰であり、感謝を申し上げます。

今回の実習は、「台風8号」により、良くも悪くも影響を受けました。悪い影響は、勿論予定通りに実習

できなかったことです。しかし良い影響も与えてくれました。第1に台風により交通機関が停止したこと

で島の住民が感じている離島の不便さを身をもって実感することができたことです。また、第2には沖永

良部の学生は島へ足止めとなったために、島の祭りに参加して住民との交流を深めることができたこと

です また 第3には最後に集合して交流できなかったために8月末に東京で集まれる人々だけではあです。また、第3には最後に集合して交流できなかったために8月末に東京で集まれる人々だけではあ

りましたが、報告会を自主的に開くことができるくらいに学生同士の絆が深まったことです。その後も交

流が続いているようでうれしく思っています。こういうのを「雨降って地固まる」とでもいうのでしょうか。

残念ながら今回予定通り実習ができなかったのですが、内容について今後も今回の計画に沿って

建てることでうまくと思われる手ごたえを得ることができました。彼らの実習前後のアンケート結果では、

全体として「離島で勤務してみたい」方向に移動していて「したくない」と答えたものがいないことは、少

なくとも離島医療に興味のある学生に対して、離島実習を行うことは良い影響を与える可能性が考えら

れると思います。また、彼らの感じる「離島医療の魅力は何ですか？」の設問では大きな変化はありま

せんでしたが、「離島医療で不安に思うことは何ですか？」では、変化が認められました。実習前には

「自分の能力の遅れ」が最も多く、「医療レベル」や「医療の相談が出来ない」など医療面の項目が多く

挙げられていました。しかし実際に実習した後には、最も多かった「自分の能力の遅れ」は半減するな

ど 「医療レベル」の不安が解消していったと考えられましたど、「医療レベル」の不安が解消していったと考えられました。

このように、企画に応募してくる学生さん達は、良い実習場所を提供することで自ら学んでくれること

を再認識しました。これまでに学生さん達を受け入れてくださった施設に加えて、受け入れてくださる

施設を増やしていきたいと思います。関係する皆様のご支援、ご協力を今後ともよろしくお願いいたし

ます。これらの活動を通じて、少しでも離島医療の楽しみや素晴らしさを全国に向けて伝えることが提

供できれば幸いに思います。



全国公募離島医療実習2009全国公募離島医療実習

昨年度に続き本年度も学生が夏休みの期間を利用して、全国公募の離島医療実習が実施されまし

国際島嶼医療学講座

新村 英士

た。昨年度は初めて全国の医学生に募集をかけることもあり、いったい何人くらいが応募してくるかも

わからず手探り状態で企画しましたが、募集定員を上回る応募があり嬉しい誤算でした。昨年度は全

国から鹿児島までの交通費が結構かかることなどを考えて、なるべく学生の経済的負担を減らすため

に比較的県本土に近い甑島、屋久島、種子島でのプログラムを組みましたが、昨年参加した学生達と

色々と話をしたところ「折角はるばる鹿児島まで来たのだから、経済的な負担は少しくらい増えても離

島医療の現場を十分に経験したい」という気持ちが強いことがわかり、その実績を踏まえ本年度は本

土より遠方の奄美大島、徳之島、沖永良部島、与論島で実習を行うこととなりました。本年度も募集定

員の15名を越える17名の応募があり実習参加を断らないとならなかった学生2名には大変申し訳なく

思います。

奄美群島までは鹿児島からフェリーで一晩かけて移動することになりますが、その間に全国から集

まった 見ず知らずの学生同士がお互いを知る時間を十分に持つことができました 実習先では医療まった、見ず知らずの学生同士がお互いを知る時間を十分に持つことができました。実習先では医療

機関での実習のみならず、地元の自治体や住民の方々との交流の時間も取るようなプログラムが組ま

れ、離島における医療の現場だけでなくそれを取り囲む島の状況、生活背景まで十分に学び、経験し

てもらえたことと思います。一つ残念だったことは各島での実習の後、全員が奄美大島に集まりそれぞ

れが実習してきたことを発表、討論し、お互いの経験を共有する予定だったのですが台風8号の接近

により船が欠航し、報告会が出来なかったことでした。しかし、逆に台風で足止めをされたことで、離島

での台風の雨風の強さや船が欠航すると商店の棚から品物が消えていく様子など貴重な経験ができ

た事と思います。しかもその後、立ち上げてあったメーリングリストを利用して学生達が自主的に東京

で報告会をする話がまとまり、9名もの学生が東京に集まりました。その中にはこの報告会のためだけ

に夜行バスで遠くから参加した学生もおり、この報告会に鹿児島から急遽参加した私と根路銘先生も

大変感激しました。

最後になりますが実習に参加した学生さん達には今回の実習で学んだことやこの実習を通じて出来最後になりますが実習に参加した学生さん達には今回の実習で学んだことやこの実習を通じて出来

た仲間との連帯を大事にして将来の日本の医療を担う立派な医師となってもらいたいと思います。
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