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選択科目１８、「地域保健」 

 

１ 概略 

このプログラムは、「地域保健」を選択研修する場合のプログラムである。 

２ 内容と方法 

医師は、臨床の場以外にあっても、常に、適切な保健指導をも行なうべきこと 

が求められている。また、今日の複雑な社会においては、医療の社会性や予防医療 

に関した基本的な態度、技能、知識を身につけることも求められている。 

「地域保健」プログラムの実践の場としての保健所、介護老人保健施設、 

あるいは産業保健活動を積極的に推進している産業保健推進センター・地域産業保 

健センターや献血に代表される血液事業を行なっている赤十字血液センターなどで 

の他種類の専門職による業務を理解し実践することは、研修医にとって、地域医療 

や公衆衛生に関する社会的ニーズを認識するとともに、こうした社会的ニーズに適 

切に対応できる経験を得ることが出きる絶好の機会である。 

「地域保健」研修においては、ヘルスプロモーションを基盤とした地域保健、 

健康増進活動、職場における健康管理及びプライマリーケアからリハビリテーション、 

更には福祉サービスに至る連続した包括的な保健福祉医療を理解し、公衆衛生の重要 

性を実践の場で学ぶと共に地域保健行政における医師の役割を理解することを目的 

している. 

 

３ 到達目標 

Ⅰ．一般目標 

（１）根拠法令に基づいた地域保健活動を理解する。 

（２）地域の健康づくりを経験し、ヘルスプロモーションの概念を理解する。 

（３）小児から高齢者までの生涯を通じた実生活に直結した健康づくりに関する保 

健指導について理解する。 

（４）患者が適切な医療を受けること、及び関係する制度を利用することが出きる 

ための連続した支援体制について理解する。 

（５）結核、食中毒、感染症等の事例への適切な対応を通じて、地域の健康危機管 

理を理解する。 

（６）安全な医療を実践するための体制について理解する。 

（７）医師が扱う死亡診断書等の公的文書を適切に記載できる。 

Ⅱ．具体的目標  

  本院では、地域保健研修として、「産業医活動の実践」「介護施設での研修」 

「血液センターでの研修」の３つを選択できる。１ヶ月間に複数のプログラムも 

 選択研修可能であり、特定医療現場での経験必須項目の一部を研修できる。 

 

（１）産業保健活動等の研修プログラム 

 職場における健康管理を中心に、健康教育、総括管理、健康増進活動、有害 

業務管理等について理解すると共に実践し、実際の産業現場における医師とし 

ての基本的な知識、技能、態度を身につける。 

 １、一般目標 

A,健康管理について 

１）健康管理システムの在り方を理解し説明できる。 

２）健康診断計画に参画する。 

３）健康診断結果の評価方法を行え、精度管理を理解する。  

４）健康診断結果の事後措置を実践できる。  
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５）企業内外の健康管理組織、健康診断委託機関の活動を理解する。  

６）メンタルヘルスを理解し、実践できる。  

７）一次予防や疾病管理について説明できる。  

８）災害時の救急処置について理解し、体験する。  

９）労働災害、業務上疾病、労災保険について説明できる。 

B.健康教育、健康増進、総括管理について  

１）個人の疾病予防、健康保持・増進のための健康教育に参画する。  

２）産業医活動に必要な倫理を理解する。  

３）産業保健活動の円滑な実施のための関連部署との連携について理解する。  

４）職場巡視を体験し、意義を理解する。  

５）衛生委員会に参加し、意見を述べる。  

６）産業医学に関する情報収集の方法を理解する。  

７）健康増進活動を理解し実践する。  

C.有害業務・安全管理について  

１）就業条件、作業工程、作業内容について理解する。  

２）作業管理の意義を理解し、参画する。  

３）有害条件をリストアップし、その評価に参画する。  

４）作業環境測定結果と健康診断結果を関連付けて説明できる。  

５）基本的保護具の目的を理解し、装着方法を体験する。  

６）安全管理の原理と方法を理解し、専門家への協力を説明・依頼できる。  

７）人間工学を理解し、実践できる。  

 ２、研修目標 

①労働衛生対策について 

労働衛生管理体制、作業環境管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育につ 

いて理解し、職場巡視などの経験をする。 

②快適な職場環境の形成について 

  安全衛生法に基づく快適職場づくりについて理解し、参加する。 

 ③健康確保対策の推進について 

    職場の健康診断の実施の意義を理解し、健康診断実施後の措置について指示 

が出せるよう経験する。また、企業における健康保持増進対策の組織と体制に 

ついて理解し、産業医の役割を経験する。 

④地域産業保健センター・都道府県産業保健推進センターの役割を理解し、その 

業務に参加・経験する。 

⑤職場における化学物質の管理について理解する。 

⑥騒音障害、職業性疾病である粉塵障害、電離放射線障害及び振動障害防止対策 

や職場における腰痛及び熱中症予防対策等について理解し、適切な指示が出せる 

よう経験する。 

 

 

⑦作業環境の評価に基づく作業環境管理について理解し、適切な指示が出せるよ 

う経験する。 

⑧職場における喫煙対策について理解し、事業場において関係者が講ずべき原則 

的な措置について指示することが出きるよう経験する。 

⑨労働衛生関係法令・通達等について理解する。 
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３、週間予定 

 

 午 前 午 後 

月 基本ガイダンス 推進センター業務見学・参加・実践

火 基礎研修 工場実地見学・巡視 

水 基礎研修 安全衛生委員会参加・健診 

木 基礎研修 職場の健康増進 

金 基礎研修 まとめ 

 

 ４、指導体制 

       川崎寛中    鳥取産業保健推進センター 

       中島雪夫    島根産業保健推進センター 

       徳盛 豊         王子製紙米子工場産業医    

          那須 吉郎    振動障害センター長（労働衛生コンサルタント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100

（２）介護保険制度、地域リハ、痴呆疾患対策等の研修プログラム 

１）介護保険制度の概要及び認定調査や審査会の実際を理解する。 

２）介護の現場や介護予防事業、地域リハビリテーション等を理解する。 

３）痴呆患者の現状及びその対策について理解する。 

済生会 地域ケアセンター 

鳥取県済生会介護保健施設 はまかぜ（週間予定） 

 

 午前 午後 医師 
理学療法 

作業療法 

月 

入所者・通所者の介護者 

（歯磨き、爪切り、入浴、

体操、リハビリ、おむつ交

換、おやつ摂取、レクリエ

ーション） 

入所者・通所者の介護者

（ゲーム、レクリエーシ

ョン、体操、おむつ交換）

環境調整 

（加湿器、換気、空調）

シーツ交換、作業療法 

 訪問リハビリ

火 

入所者・通所者の介護者 

（歯磨き、爪切り、入浴、

体操、リハビリ、おむつ交

換、おやつ摂取、レクリエ

ーション） 

入所者・通所者の介護者

（ゲーム、レクリエーシ

ョン、体操、おむつ交換）

判定会議  

サークル活動 

判定会議 訪問リハビリ

水 

入所者・通所者の介護者 

（歯磨き、爪切り、入浴、

体操、リハビリ、おむつ交

換、おやつ摂取、レクリエ

ーション） 

入所者・通所者の介護者

（ゲーム、レクリエーシ

ョン、体操） 

ケアセンター会議 

回診（神経内科 

処方 

ケアカンファレンス 
訪問リハビリ

木 
入所者・通所者の介護 

（同上） 

入所者・通所者の介護 

（同上）  訪問リハビリ

金 
入所者・通所者の介護 

（同上） 

入所者・通所者の介護 

（同上） 

回診（神経内科 

処方 

ケアカンファレンス 
訪問リハビリ

 

１、研修医は、期間内において在宅ケア事業の業務について習得する。ガイダン 

ス及び基礎研修を受ける。 

・介護保険制度の概要 

・介護予防、地域リハビリ、痴呆対策 

・介護老人保健施設の機能と役割 

・院内感染対策、医療安全対策について研修 

 

週間予定（月から金までの業務や随時の訪問について実地に経験する。） 

・在宅介護支援センター業務   総合相談、高齢者実態把握、介護予 

防プラン作成、緊急通報システム事 

業、家族介護教室（12 回／年） 

転倒予防（ふれあいの家）事業 
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・居宅介護事業所業務    訪問、連絡調整、サービス担当会議、 

ケアプラン作成、モニタリング、ケ 

アプラン見直し 

・ホームヘルプステーション業務 訪問による介護サービス 

・訪問看護ステーション業務 訪問診察、転倒予防事業への参加 

２、介護老人保健施設業務 

歯磨き、入浴、爪切り、オムツ交換、シーツ交換、食事介助体操、レクリ 

エーション、理学療法、作業療法 

３、在宅会議御支援センター業務 

１）総合相談 

高齢者又は家族の介護等に関するニーズに対応した保健・福祉サービ 

スが円滑に利用出来るように支援する。 

２）高齢者実態把握作成 

地域の要援護高齢者等の心身の状況及び生活の実態把握を行い、介護 

ニーズ等の評価を行なう。 

３）介護予防プラン作成 

要介護状態になる危険因子の高い方に対して、出来る限り寝たきり等 

要介護状態にならないための適切な介護予防サービスを利用できるよ 

うに支援する。 

４）緊急通報システム事業 

緊急通報システム設置者に対して、緊急時の適切な対応と月１回の定 

期的な訪問を行なうことにより安心した独居生活を行えるように支援 

する。 

５）家族介護教室事業 

地域住民で高齢者の介護をしている方、介護に関心がある方に対して、 

介護方法や介護予防の知識・技術を習得してもらうため、年間 12 回開 

催する。 

６）転倒予防（ふれあいの家）事業 

地域の集会所などで行なわれているふれあいの家事業に出向き、転倒 

予防等についての講話・健康相談、レクリエーションを行なう。 

４、居宅介護支援事業所 

１） 訪問 

心身の状況や本人、介護者の意向を把握し課題分析、問題の特定をする。 

２） 連絡調整・サービス提供担当者会議介護サービス提供機関の紹介、連絡 

やサービス担当者会議を開催しサービスを決定する。 

３） ケアプラン作成利用されるサービス内容を盛り込んだケアプランを作成 

する。 

４） モニタリング本人、介護者、事業者からモニタリングをする。 

５） ケアプラン見直しモニタリングの結果を再アセスメントしケアプランの見直しを

行なう。 

５、訪問看護サービスの内容     （訪問看護ステーション白鴎） 

１） 身体状態 

病状、症状の観察と看護 

療養生活指導 

服薬指導食事 

食事、水分、栄養摂取の管理、排泄ケア 

清拭、洗髪、入浴介助、陰部洗浄等清潔の看護 
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ターミナルケア 

リハビリテーション 

痴呆症や精神障害者の看護 

家族等の支援 

褥創や創傷の処置 

医療機器等の操作援助、管理 

その他医師の指示による診察の補助業務 

社会資源の活 

２） 訪問診察 

毎月１回第３月曜日に実 

３） 転倒予防事業への参加 

１～２回／月 

４） レセプト処理、利用料金の集金 

 

６、指導責任者研修実施責任者     

 

 研修責任者   粟木悦子  （専門医） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）鳥取県赤十字血液センター臨床研修プログラム 

１、プログラムの名称  

鳥取県赤十字血液センター臨床研修プログラム 

２、目的及び特色 

このプログラムは、血液センターにおいて、血液事業全般についての基礎的知 

識（採血、検査、製剤、供給業務等）を習得するとともに、善意・無償の献血者 

に接する献血現場での健診業務を通じて、血液製剤の安全性や献血者の保護、献 

血、輸血の重要性を認識することができることを特色としている。 

３、施設の概要と指導者 

（１）施設の概要 

所 在 地：血液センター    鳥取市江津３７０ 

西部出張所      米子市西町３６の１（鳥大附属病院内） 

          事業内容：献血による保存血液その他の血液製剤の製造及び供給 血液 

検査血液に関する相談 血液思想の普及その他献血に関する 

必要な事項 

年間献血者数：平成 14 年度 35,625 人 

移動採血状況：平成 14 年度の全血・成分併用車２台、成分専用車１台の 

稼働状況  696 回稼働 

（２）研修内容及び指導者 

・指導責任者：井上 公明（所長 医師） 

・血液事業全般の事務部門 

指導者：事務部長 

指導内容：血液新法、血液事業の現状、採血計画、献血者の確保 

・採血部門 

指導者：採血課長 （看護師） 

内 容 ：採血前の検査、全血・成分採血の実施、献血者への対応、 

副作用への対応 

・検査部門、製剤部門、供給部門  

指導者：製剤課長 （薬剤師） 

内 容 ：血算・白血球分離、血液型の判定・交差適合試験、血液生 

化学的検査、血液の分離及び製剤、輸血における副作用及 

び遡及調査、血液製剤の市場後調査 

４、研修の実施要領 

 （研修形態）研修期間  地域医療プログラムのうち１週間程度 

 

第１日目  午前 オリエンテーション 

  献血事業全般、採血部門 

 午後 検査部門、製剤部門、供給部門 

   第２日目以降 献血現場での健診業務の実習 

 

 

 

 

 

 

５、到達目標 

（１）一般目標 

①血液新法について理解する。 

②献血から医療機関までの血液製剤の流れを理解する。 

③血液の安全性について、血液事業で行なわれている対策について理解する。 

④少子高齢化社会の中での献血者の状況と献血者確保について理解する。 
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⑤献血の手順について理解し、実地に研修する。 

⑥献血基準について理解する。 

⑦血液の安全性向上のための検査について理解する。 

⑧血液製剤の種類について理解する。 

⑨血液の保管、供給について理解する。 

⑩献血者の保護、処遇等について理解する。 

⑪輸血とその後の対応について理解する。 

（２）行動目標 

①献血の手順を実地研修する。 

②献血基準を理解し、それに基づき採血を指示する。 

③血液の安全性に関する事項を献血者から聞き出し、その意義を理解し、採 

血を指示する。 

④献血者のプライバシーに関して理解し、実施する。 

⑤採血時や献血後の副作用を理解し、その対処を実施又は指示する。 

⑥輸血血液のスクリーニング検査について理解する。 

６、勤務時間等 

勤務時間は午前８時３０分から午後５時１０分までとする。 

（移動採血車の場合、時簡に変動有り） 

第１日目の研修は、鳥取赤十字血液センターにおいて実施する。 


