
■実習スケジュール（実習内容の一例です。診療予定、希望などにより自習毎に作成します。）

曜　日 診療内容 診療内容
医局朝礼・症例検討会 診療所外来（来島）
オリエンテーション 地域ケア会議
内科初診外来
医局朝礼・症例検討会 実習目標設定（松本）
胃カメラ・エコー 救急・時間外診療

医局朝礼・症例検討会 大腸カメラ
外科外来

医局朝礼・症例検討会 検体検査
訪問看護 大学レクチャー（鬼形） 

医局朝礼・症例検討会 診療所外来（志々）
内科初診外来

振り返り（牧石）

曜　日 診療内容 診療内容
医局朝礼・症例検討会 施設回診（特養）
内科予約外来

医局朝礼・症例検討会 振り返り・院内リハビリ
内科初診外来 英語医療面接レクチャー

マルガリータ（ルンド大）
医局朝礼・症例検討会 院内研修会準備
外科外来 院内研修会

医局朝礼・症例検討会 放射線
診療所外来（来島） 大学レクチャー（牧石） 

医局朝礼・症例検討会 訪問診療
訪問リハ 振り返り（牧石）

曜　日 診療内容 診療内容
医局朝礼・症例検討会 保育所・学校健診
小児科外来 地域ケア会議

医局朝礼・症例検討会 振り返り（松本）
外科外来 家庭医レクチャー

高橋（出雲市民） 
医局朝礼・症例検討会 訪問診療
胃カメラ・エコー

医局朝礼・症例検討会 福祉施設実習
福祉施設実習

医局朝礼・症例検討会 施設回診（養護）
地域体験 振り返り（牧石）
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月曜日
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飯南町立飯南病院実習プログラム
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曜　日 診療内容 診療内容
医局朝礼・症例検討会
内科初診外来

医局朝礼・症例検討会 振り返り（松本）
胃カメラ・エコー 家庭医レクチャー

佐藤（浜田）
医局朝礼・症例検討会 内視鏡処置
地域サロン

医局朝礼・症例検討会 実習報告会準備
内科予約外来 実習報告会

医局朝礼・症例検討会 褥瘡回診
内科初診外来 入院カンファレンス

オレンジ部分は大学等からのオンラインでのライブ講義になります。

■実習内容詳細

外来検査

午後の時間外診療、救急対応に参加します。入院があれば患者を
担当し、入院管理を経験します。

内視鏡検査の見学、超音波検査を経験します。

褥瘡回診

入院カンファレンス

医局朝礼時に、前日からの時間外、入院患者についての症例検討
を行います。受け持ちの患者があった場合は、報告を行います。

外来での医療面接を経験します。あわせて、午前救急対応に参加し
ます。入院があれば患者を担当し、入院管理を経験します。

予診をとり、バイタル計測、カルテ記載を行います。

外科処置を見学いただくとともに、処置介助を行います。

小児科診療を経験します。

診療所で外来診療（来島診療所、志々出張診療所、谷出張診療）を
経験します。

院内でのリハビリテーション、検体検査室、放射線室の業務を経験し
ます。

ERCP、ESDなどの処置を見学します。

金曜日
8：00-8：30 13：00-16：00
9：00-12：00 16：00-17：00

9：00-12：00 17：15-17：45

症例検討会

内科初診外来

内科予約外来

外科外来

小児科外来

リハビリ、検体検査、放射線

訪問診療

保育所・学校健診

内視鏡処置

入院患者の回診に同行します。

入院患者の合同カンファレンスに参加します。受け持ちの患者があ
る場合は、報告を行います。

診療所外来

救急・時間外診療

在宅への訪問診療に同行します。

保育所又は、小中学校で健診に同行します。

4
週
目

火曜日
8：00-8：30 13：00-14：00
9：00-12：00 14：00-15：00

9：00-12：00

木曜日
8：00-8：30 13：00-17：00

水曜日
8：00-8：30 13：00-17：00
9：00-12：00

月曜日
7：45-8：30

午　　　　　前 午　　　  後
時　　間 時    間



■実習場所

■初日集合場所・時間
・飯南病院1階　総合受付
・7時40分（7時45分からの医局朝礼に参加していただきます。）

■連絡先
・実習プログラム連絡先

福祉施設実習

地域サロン

特別養護老人ホーム又は、養護老人ホームの診療を経験します。

飯南町地域ケア会議に参加し、多職種でのケースに応じた医療、介
護、福祉の連携を経験します。

内視鏡検査の見学、超音波検査を経験します。

飯南町地域包括支援センターの職員とともに地域サロンに参加しま
す。

飯南病院、来島診療所、志々出張診療所、谷出張診療所、在宅、町内福祉施設、保育所・小中学
校、地域など

地域体験

院内研修会

実習報告会 実習内容をまとめ、報告会を開催し発表します。

施設回診

地域ケア会議

在宅への訪問看護、リハビリに同行します。

介護福祉施設（特養、小規模多機能等）においての業務を経験しま
す。

飯南町の自然、伝統技術などを体験します。

自由なテーマにより、病院職員向けに講義を行います。
※地域住民に対する健康教室に変更する場合もあります。

外来検査

訪問看護・リハビリ



■病院紹介

■概　要

■設　備
一般撮影、ＣＴ、内視鏡、エコー、生化学検査機器、眼科診療機器など

病床数 一般病床48床（うち包括ケア病床10床）

連携病院等 来島診療所、志々出張診療所、谷出張診療所
　※スタッフは全て飯南病院から派遣しています。
飯南町訪問看護ステーション

地域での役割 『いつまでも住み慣れたこの地域で生活してもらい、
　　　　　　　　　　　　　　　　そのために必要な医療を持続的に提供する。』

○いつでも、必要な医療を受けることの出来る医療機関であること。
○地域住民の健康を維持し、質の高い生活を支える医療機関であること。
　　・身近な「かかりつけ医」
　　・総合的な医療サービスの提供（複数の診療科、在宅支援、保健活動など）
　  ・救急告示病院（２４時間３６５日の救急受入、時間外診療）
　  ・町の医療・保健・福祉の施策および町内の他の医療機関、福祉施設との連携

住所・連絡先 〒690-3207　島根県飯石郡飯南町頓原2060　TEL 0854-72-0221　FAX 0854-72-1333

診療科 内科、心療内科、外科、整形外科、精神科、小児科、産婦人科、眼科、リハビリテー
ション科、歯科口腔外科

医師数 常勤医師5名

病院長 角田　耕紀



■メッセージ
　院長の角田耕紀です。
　飯南病院は、島根県と広島県の県境の町、飯南町にある地域医療拠点病院です。一般医科医院
がゼロとなった飯南町の医療は、公立病院である当院がしっかり守っていく、という強い使命感のも
と、地域医療体制の中心となる機能を担っています。当院はこの地域で唯一の入院設備を有した救
急告示病院であり、中山間地域の住民の皆さんが日々安心して暮らせるために、欠くことのできな
い医療機関です。また、地域の健康教育、疾病の予防、検診などへの取り組みから、復帰支援、看
取りケアなどまでを一貫して担当する役割が期待されており、『総合』と『プライマリケア』をキーワー
ドに、地域で活用してもらえる病院を目指し、スタッフみんなで協力しながら活動しています。
　医師は、住民の日常を支える『かかりつけ医』の役割と、二次医療を守る『総合医』の役割を併せ
持つ視点での診療が求められ、地域のニーズと特性を総合的に考えながらバランスを保っていく、
そんなフィールドを目指し成長したいと考えています。
　また、保健・医療・介護・福祉の連携による『飯南町版地域包括医療・ケア』が実践されています。
ぜひ皆さんも体験して下さい。


