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住民と行政そして大学との協同による次世代育成をとおした地区保
健活動とまちづくり

発 表 者 大下 ゆう子 （鳥取県：江府町福祉保健課）

共同研究者 盛山 絵理、山本 笑子、中村 智美、浦部 学、加藤 敦子、
武地 幹夫、藤森 史子、瀬島 明正、本高 善久
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１ はじめに

本町では、第４次江府町総合計画に基づく『次

世代の医療従事者育成』に取り組み、医学部生

に学びの場を提供するとともに、中山間地にお

ける“集落”を単位とした地区活動を行って１２

年目になる。

このたび、住民と行政そして大学との協同に

より、従来の単年ごとではなく３年間の活動に

したことで、住民、学生、行政の３者に有意義

な成果が見られたので報告する。
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１）江府町の概要とまちづくりの特長

■ 人口３，３４５人、１，１２７世帯、高齢化率４０．５％

の少子高齢化の進む中山間地の小規模自治

体である。

■ 保健福祉行政と国保直診が併設する総合健

康福祉センターを拠点に保健・医療・福祉

が協働した『総合保健活動』を展開してい

る。

■ 町内に点在する４０の“集落”を単位とした

住民主体のまちづくりを展開している。
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２）江府町における「次世代の医療従事者育成」

の位置づけ

■ 『第４次江府町総合計画』に明記して、町が

総力をあげて取り組んでいる

本町では、「地域医療や総合保健活動のこと

は地域の現場でしか学ぶことができず、それら

を担う次世代の育成は行政の役割であり責任で

ある」という理念から、「将来の医療スタッフ

の育成」を町の総合計画に明記して、“学生が

やってくる町”奥大山江府町として、町が総力

をあげて取り組んでいる。
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３）鳥取大学医学部地域医療研究部サークルの

概要

（１）形態・構成：５０年以上の歴史をもつ同

大学の「社会医療研究会」を前身とす

る学生任意のサークル活動で、将来医

師、保健師、看護師を目指す医学部生

（１～６年生）約３０名が所属する。

（２）基本活動（平成１５年度から）：学生に

よるフィールドワークは、�住民の生
の声を聞く「全戸家庭訪問」、�客観
的に統計分析する「留め置きアンケー

ト調査」、�地区診断の結果を集落に
還元する「住民報告会」、�住民とと
もに考え語り合う「座談会」を基本活

動としている。
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２ 従来の単年ごとの活動の課題 （地区活動

７年目の見直し）

� 住民の「気づき」の前に学生が“何かを教

えてあげる”構図になり「行動変容につな

がらなかった

学生は、住民の気づきの促しや「住民がどう

なりたいのか」の掘り下げがないまま、「高血

圧＝要減塩」という教科書的思考で一足飛びに

多くの健康教育を盛り込み、学生が期待する住

民の「行動変容」につながらなかった。

� 行政側の「学生教育」の位置づけが不明確

行政スタッフは、法的な位置づけのない学生

教育を業務にどう位置づけるかという戸惑いの

中、単年の学生の活動後は行政が引き継ぐ責任

を感じ模索していた。
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３ ３年間ごとの活動への転換

地域を診る手法の知識や経験のない学生との

協議は平行線と感じられることもあったが、と

にかく学生、大学と行政スタッフ間（医師、保

健師、事務職）で協議を重ねていった。この話

し合いを重ねた結果、学生と行政スタッフの双

方の認識が変わったことで、活動は見違えるよ

うに変わった。
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� 学生の気づきから３年間の活動に転換

学生は、「“知識を与える”だけでは、何一つ

―７１８―



住民の行動変容につながっていないことがわ

かった」と気づき、３年間で『住民とともに気

づき考える活動』に取り組みたいと３年間の活

動への転換を決断した。

� 地域と大学と行政のコーディネート役とし

て町保健師が業務を担当

「“行政が学生を受け入れてあげている”とい

う受け身ではなく、保健師活動の根幹である地

区活動に“学生の力を生かす！”」という能動的

な発想に転換し、地域を診る視点と総合保健活

動の後継者を育てる視点でコーディネートする

次世代育成担当保健師と業務を正式に位置づけ

た。
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４ 吉原集落における３年間の取り組みの結果

～集落も、学生も、行政も変わった！～

学生初めての３年間の活動を全面的に受け入

れてくださったのが、吉原集落だった。

【吉原集落の概要】

■ 標高５１１m、人口５５人、２４世帯、高齢化率

５７．１％のいわゆる限界集落である。

■ ６０代～８０代の高齢者が農業現役で集落の

中心である。
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【考察１】学生が江府町に訪れる頻度と内容の

変化

■ ３年間の活動にすることで、表のとおり、

住民の生活を知るための農業体験や、座

談会で住民の生の声を聞いたり、行政ス

タッフと協議したりする機会が圧倒的に

増えた。
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【考察２】住民と学生と行政の変化

１）集落の反応と変化

� 「家庭血圧記録」が普及した
高血圧の課題について、「まずは自分の血圧

を知ってもらうことから始めよう！」と学生が

血圧相談会や座談会を複数回設けたことによ

り、家庭血圧記録をつける人が１１人から２５人に

増えた。２０歳以上の５３．２％が実践し、そのうち

半数は学生の働きかけがきっかけで始められた

という大きな変化が見られた。

―７１９―
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� 「住民自助組織」が立ち上がった
学生の取り組みが動機づけとなって、６０歳以

上の方を中心とした「笑和会」というたすけあ

いを目的とした住民主体の自助組織が立ち上が

り、交流会やボランティア、視察研修など高齢

者を中心に活発に活動され、現在では吉原集落

を支える重要な組織になっている。
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２）学生の変化

� 「住民のこうなりたい」に寄り添い、住民の
力を引き出し動かす“地区保健活動”を学

んだ

学生は、住民の声に耳を傾けるうちに、吉原

集落住民にとって『農業が生活の一部であり、

いきがいであり、社会的交流の場』であること

やその人生観に気づき、“農業を生涯続けるため

の健康づくり”という切り口を見出した。この

切り口をもとに、住民に「動機づけ」と家庭血

圧記録による「気づき」を促したあと、３年目

にして初めて減塩教育（しょうゆ使用量線引き

測定など）に踏み切った。
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� “町行政の保健福祉施策や手法を知った上で
活動しよう”という姿勢に変わった

学生は、運動ストレッチの DVDを作成した

が、教育ツールを作っただけでは住民の行動変

容につながらないという失敗経験を経て、行政

の保健施策や手法を知った上で活動しようとい

う姿勢が見られるようになった。
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３）行政の変化

� 学生の活動をつなげる働きかけを意図的に

行うようになった

学生が来られない間には、「出張福祉保健講

座」で医師や保健師が家庭血圧記録の啓発を行

うなど、活動をつなげる働きかけを意図的に行

うようになった。

� 「保健師の現任教育」であるという能動的な
認識に変わり活動の質が向上した

住民と学生と行政の三者の思いを調整する中

で保健師自身が地域を知り、住民に学び、学生

への教育的関わりをとおして成長する＝「保健師

の現任教育」であるという能動的な認識に変わっ
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臨床研修医を受け入れて～９年間のあゆみ～

発 表 者 小村 哲永 （長崎県：平戸市立生月病院）

共同研究者 鈴木 淑男、河部 英明、鳥谷 弘、山下 雅巳

たことで、学生との活動の質も向上した。
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５ まとめ

■ 「住民とともに気づき考える活動にした

い」という学生の思いをもとに、住民と

行政と大学の３者が協同して３年間の活

動にしたことで、調査を中心とした“地

区診断活動”から、住民の力を引き出し

動かす“地区保健活動”に発展した。

■ 学生は住民を生活者として捉える視点や

地域全体を診て動かす視点を学び、地域

は地域力を増し、行政は“学生という外

部からの風”を全面的に生かしたまちづ

くりを図ることができた。

■ 住民のいのちと健康を守る次世代を育て

るために、今後も住民と行政そして大学

が協同して「地域版の教科書」を作り続

けたい。

はじめに

当院は、６０床の小規模病院である。H１７年から

地域医療枠の臨床研修医を受け入れており、現

在まで１００名以上の研修医が当院を訪れている。

この間の研修内容を振り返り、これからの受け

入れに向けての一助にしたい。
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わが町生月町は、長崎県の北部に位置し、人口

約６，５００人の小さな町である。２００５年に旧平戸市

と合併し、平戸市となった。

基幹産業は水産業で、町の多くの人が水産業と

何らかのかかわりを持っている。

町内には、他に一つの診療所と、３つの歯科診

療所があり、町内に唯一入院施設を持つ当病院

は、地域医療の中核を担っている。

平戸島と生月島は唯一生月大橋で結ばれてい

る。H３年にこの橋ができるまでは、島外への

移動手段は船であった。
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