
　島根県浜田市は県西部に位置し、北は日本海、南
は広島県にはさまれた人口59,000人、高齢化率
31% の市です。浜田市には弥栄診療所、波佐診療所、
あさひ診療所、大麻診療所の4つの国保診療所があ
ります。市内の中核病院として国立病院機構浜田医
療センターがあり、連携を取りながら診療を行って
います。

島根県では、県西部を中心に、離島や中山間地域の
みならず、都市部の中核的な病院や、産科・外科な
どの特定の診療科において、医師不足が深刻化して
います。2010年に国が実施した「必要医師数実態
調査」では、島根県の必要求人医師数の倍率は、
全国1位の1.24倍となっています。

2002年頃からは、地域の中核的病院の産婦人科、
精神科などの診療科で大学からの医師供給が受けら
れなくなり、診療を継続するために県立病院などか
ら医師を派遣したり、やむなく診療態勢を縮小せざ
るを得ない状況も起こったりしました。
2004年の臨床研修必修化などにより、麻酔科、小
児科、内科、外科などにおいても、大学からの医師
供給が困難になり、島根県における医療提供体制の
維持・存続が脅かされる状況になってきました。
また、看護職員の不足のため、中核病院の一部では
病棟閉鎖の状態が続いています。

　島根県の医師数密度は100平方キロメートルあた
り28人と全国平均の78人を大きく下回っています。
県庁所在地のある松江圏と大学病院のある出雲圏を

弥栄自治区 
人口： 1,500人 
高齢化率：44％ 

金城自治区 
人口： 4,700人 
高齢化率：34％ 旭自治区 

人口： 3,200人 
高齢化率：38％ 

浜田自治区 
人口：43,200人 
高齢化率：29％ 

三隅自治区 
人口： 6,600人 
高齢化率：37％ 

浜田市の人口：59,214人 
高齢化率：31％ 
（2012年8月1日現在） 
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島根県の医師・看護師不足 

• 島根県では、県西部を中心に、離島や中山間地域のみ

ならず、都市部の中核的な病院や、産科・外科などの特

定の診療科において、医師不足が深刻化している。 

• 2010年に国が実施した「必要医師数実態調査」では、島

根県の必要求人医師数の倍率は、全国1位の1.24倍と

なっている。 
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県庁所在地の松江圏と大学
病院のある出雲圏を除き、
医師数密度は全国平均を
かなり下回る。 

• 2002年頃からは、地域の中核的病院の産婦人科、精神

科などの診療科で大学からの医師供給が受けられなくな

り、診療を継続するために県立病院などから医師を派遣

したり、やむなく診療態勢を縮小せざるを得ない状況も起

こってきた。 

• 2004年の臨床研修必修化などにより、麻酔科、小児科、

内科、外科などにおいても、大学からの医師供給が困難

になり、島根県における医療提供体制の維持・存続が脅

かされる状況になってきている。（島根県のウェブサイトから一部改変） 

• 看護職員の不足のため、中核病院の一部では病棟閉鎖

の状態が続いている。 

｜1104｜



除く地域はさらに全国平均を下回っている状態です。

【目的】医師、看護師不足のため地域医療に支障が
現れ、人材育成は急務です。子どもたちは中学生の
時期に将来の進路について考え始めますが、生徒の
多くは医療従事者の業務を想像できないと思われま
す。私たちは医療機関での体験学習により、中学生
の時期から医療に関心を持ってもらう取り組みを考
えました。

【方法】　浜田市では、2008年から長期休暇などを
利用して「中学生のための夏休み医療体験学習」
を行いました。
学習は1日かけて、待合室の患者さんにアンケート
を取りながら話を聞く、診療や看護を見学する、往
診に同行することなどを行いました。
学習に参加した中学生の感想、活動の広がりについ
て分析し、中学生が診療所で医療体験学習を行う意
義について考察しました。

参加した中学生は、5年間に合計38名で、2011年
以後、増加しています。
中学校別では、市内9つの中学校のうち8つの学校
から参加がありました。国保診療所のある金城中及
び弥栄中は生徒数の割に参加者が多い傾向がありま
した。
中学生の将来の希望は、医師志望7名、医療関係者
志望5名、看護師志望1名、未定・不明25名でした。

　中学生の感想は、スライドの通りで学習をして良
かったという声が多く聞かれました。

結果３ 中学生への事業の広がり 
浜田市 島根県 島根大学 

2008年 浜田市独自の事業として開始。 少数の医療機関
が独自の事業を
実施。 

2009年 

2010年 島根県が全県の
医療機関で体験
学習を開始。 

2011年 市役所に直接連絡するほかに、学校
を通して取りまとめ行うことで参加者
が増加した。（中学校が積極的に協
力） 

島根県の事業と
して浜田市も参
画。 

島根大学医学部
附属病院が体験
学習を開始。 

2012年 

2008年に参加した中学生が高等学校を卒業後、医療技術専門学校に進学した。 

結果２ 中学生の感想 
• 先生は、すごく患者さんのことを考えておられ、こういう

ことが大切なことなんだと思いました。 

• 医師も看護師さんも知識もだけど、コミュニケーション能

力も必要と思いました。 

• 先生が患者さんと楽しそうに話していましたが、病気を

治すことだけが診療所の役割ではないことを知りました。 

• この医療体験を通して、人の気持ちが分かる人になりた

いと思いました。 

結果１ 参加した中学生 
• 年度別 
 2008年 2名、 2009年 2名、 2010年 5名、 2011年 16名、 
 2012年 13名   （5年間で合計38名） 
• 学年別  2年生 20名、 3年生 18名 
• 男女別  女性 21名、 男性 17名 
• 中学校別 
 第一中 8名 (411)、第二中 5名 (179)、第三中 9名 (308)、 
 第四中 0名 (55)、東中 4名 (157)、金城中 3名 (203)、旭中 2名 (54)、 
 弥栄中 4名 (38)、三隅中 3名 (135)   （ ）は2012年の生徒数 
• 受け入れ診療所別 
 あさひ診療所 20名、弥栄診療所 9名、波佐診療所 9名 
• 将来の希望 
 医師 7名、医療関係 5名、看護師 1名、未定・不明 25名 

方  法 
• 2008年から長期休暇などを利用して「中学生のための

夏休み医療体験学習」を行った。 

• 学習は1日かけて、待合室の患者さんにアンケートを取

りながら話を聞く、診療や看護を見学する、往診に同行

することなどを行った。 

• 学習に参加した中学生の感想、活動の広がりについて

分析し、中学生が診療所で医療体験学習を行う意義に

ついて考察した。 

目  的 

• 医師、看護師不足のため地域医療に支障が現れ、人材
育成は急務である。 

• 子どもたちは中学生の時期に将来の進路について考え
始める。 

• 生徒の多くは医療従事者の業務を想像できないと思わ
れる。 

• 医療機関での体験学習により、中学生の時期から医療
に関心を持ってもらう取り組みを考えた。 
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　中学生を対象にした医療体験学習の取り組みは、
従来から中学校の授業の一環である職場体験学習と
してありましたが、1つの診療所に数年に1人受け
入れる程度でした。
2008年、浜田市の独自の事業として医療体験学習
を開始しました。2010年に島根県が全県の医療機
関で体験学習を開始し、2011年から浜田市も島根
県の事業に参画しました。
2011年以降、参加希望人数が増加しました。中学
校に事業が定着し、申し込みを市役所に連絡する方
法から、中学校で取りまとめる方法を取り入れたこ
とが良かったものと思われ、中学校の協力が欠かせ
ないと思われます。
2008年に参加した中学生が高等学校を卒業後、医
療技術専門学校に進学したという情報を得ています。

文部科学省の「中学生職場体験ガイド」によると、
職場体験には、生徒が「直接働く人と接すること」
や「実際的な知識や技術・技能に触れること」が
重要とされています。

　医療現場では、患者と医師との関係、患者と医療
スタッフとの関係から学ぶことが大きな意味を持ち
ます。さらに、待合室などで実際に患者と接するこ
とで、コミュニケーションの難しさと大切さを理解
できます。患者や住民が求めている医療について、
地域で生活している人々の声として直接聞き取るこ
とに意義があると思われます。特に、診療所では、
病院以上に中学生に暖かい人間関係を築くことの大
切さを感じさせることが期待できます。

【結論】浜田市で始めた事業が島根県全体の医療機
関に広がり、県内の各地で中学生を対象にした医療
体験学習が行われるようになりました。
病院でなく、診療所で行われる医療体験学習は県内
では浜田市だけです。患者さんとより深く接する診
療所での実習は、学習効果が高まることが期待でき
ます。
中学生のための医療体験学習により、医療従事者へ
の道が選択肢の一つとなり、実際に医療系の学校へ
進学した人が現れました。

結  論 
• 浜田市で始めた事業が島根県全体の医療機関に広が

り、県内の各地で中学生を対象にした医療体験学習が

行われるようになった。 

• 病院でなく、診療所で行われる医療体験学習は県内で

は浜田市だけである。患者さんとより深く接する診療所

での実習は、学習効果が高まることが期待できる。 

• 中学生のための医療体験学習により、医療従事者への

道が選択肢の一つとなり、実際に医療系の学校へ進学

した人が現れた。 

医療現場での職場体験 
• 医療現場では、患者と医師との関係、患者と医療スタッ

フとの関係から学ぶことが大きな意味を持つ。 

• さらに、待合室などで実際に患者と接することで、コミュ

ニケーションの難しさと大切さを理解できる。 

• 患者や住民が求めている医療について、地域で生活し

ている人々の声として直接聞き取ることに意義がある。 

• 特に、診療所では、病院以上に中学生に暖かい人間関

係を築くことの大切さを感じさせることが期待できる。 

中学校職場体験の中で 

• 職場体験には、生徒が直接働く人と接することにより、

また、実際的な知識や技術・技能に触れることを通して、

学ぶことの意義や働くことの意義を理解し、生きることの

尊さを実感させることが求められる。また、生徒が主体

的に進路を選択決定する態度や意志、意欲など培うこ

とのできる教育活動として重要な意味を持っている。 

     （文部科学省 中学生職場体験ガイド 2005年から） 
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