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地域課題としての地域医療に即した「ふるさと教育」の推進

発 表 者 山戸 由紀 （島根県：飯南町保健福祉課）

共同研究者 飯国 秀忠、三上 隆浩、五明田 祥司、桐原 敏、石飛 悦子、岩根 育枝、
神田 香阿里
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飯南町の人口は約５，４００人。高齢化率約４０％。中

山間地域で、過疎、少子高齢化の町です。県内

でも１位を争うほどの積雪地帯です。
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豊かな自然が特徴で、四季折々に変わる自然の

風景は、時には癒され、時には厳しく、この寒

暖の差がおいしい米、野菜を作っています。
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全国的に医師、看護師不足が叫ばれる中、島根

県においても医療関係者の不足が深刻化してい

ます。
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このような現状を踏まえ、平成２４年度から島根

県教育委員会と、島根県健康福祉部医療対策課

により、小中学校の「ふるさと教育」の中で「地

域医療教育」にも取り組むことになりました。

「地域医療」を「地域の課題」として子どもた

ちが関心を持ち、将来、医師や看護師など、医

療関係の仕事を目指したり、身近なところでも

家族や地域の一員として、周りの人たちの健康

を支える力を育てたいと考えます。
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もちろん自分の健康管理を大切にする態度にも

つながることが重要です。
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飯南町での地域医療の取り組みとして、特徴的

なのが、「生きがい村推進センター」の取り組

みです。

飯南町の地域医療教育は、この「生きがい村推

進センター」と町教育委員会が連携して、学校

での学習活動をバックアップしています。

地域医療教育が、地域包括医療の原点として位

置づけられ、講師として、飯南病院スタッフの

全面的な協力が得られています。
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具体的に、平成２４年度各学校で取り組まれた、

学習はご覧のとおりです。
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各学校での取り組みの様子です。

飯南病院施設長、院長、副院長、看護師など、

さまざまな職種が講師として出かけます。医大

の学生さんも講師として来ていただきました。
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具体的に保健師が行かせてもらった学校の取り

組みを紹介します。

小学校５，６年生に対し、２時間の講義、実技を交

えて話をしました。
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講義の内容としては、ご覧のとおりです。
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実際の様子です。みんな初めて使う血圧計に興

味津々で、積極的に参加してくれました。
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メモもしっかり残してくれていました。
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後から頂いた感想では、飯南町の現状がわかっ

た。特に出生が思ったより少ないこと、むし歯

が多いこと、人口が減っている、人口が少ない

などの意見が多かったです。

そのほかにも保健師、看護師の仕事がわかった、

自分の生活習慣を気を付けようと思ったと、現

状を理解し、自分のこととして考えてくれた人

もいました。

中でもうれしかったのは、保健師になりたい、

看護師になりたいという感想がありました。
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子どもたちはとても素直な感性で、現状や課題

を受けて、素直にどうにかしたい、まずは自分

の健康から、または医療従事者になって、飯南

町をよくしたいという思いを持ってくれまし

た。

このことから、職業を選択するにあたり、授業

の中で様々な職種に会うことは大変有意義な取

り組みです。もっと、医療従事者と身近に話を

したり、触れ合うことが多くなるといいと思い

ます。

また、飯南町がどんなまちかを知ることも重要

で、将来、町外、県外に出て経験したことを、

この飯南町でどう生かすかを具体的に考える

きっかけになり、実際帰ってきて活躍してくれ

ることにつながると考えます。

そして、地域医療を医療関係者の取り組みだけ

でなく、学校の学習を通して地域課題として取

り上げることは、地域医療を支える人材育成や、

自分が健康な生活を送ろうとする態度の育成を

図るうえで効果的だと考えます。
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多職種連携教育～IPE～つなごう連携、深めよう理解

発 表 者 瀧澤 陽一 （滋賀県：地域包括ケアセンターいぶき）
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最後に、地域医療教育を通して、地域包括ケア

の原点を次世代に伝えていく取り組みをさらに

広げていきたいと考えます。

飯南町では、医療関係者と住民がお互いに理解

を深めていく取り組みがもっともっと必要で

す。学校のみでなく、地域でもこのような地域

課題を理解してもらえるような PRが広がるよ

うに、「生きがい村推進センター」を中心に地

域に出かけたいと思います。

以上、発表を終わります。ご清聴ありがとうご

ざいました。
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最初に多職種連携教育「IPE」とは inter

professional educationの略で、意味は「複数の

専門職種が連携およびケア改善のために、同じ

場所で互いに学ぶこと」とあります。

まずはこの言葉だけでも覚えて頂けたら幸い

です。
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まずは地域概要ですが、ポスターをご参照く

ださい。

高齢化率がかなり高い現状ですが、地域に関

わる医療・介護・福祉スタッフ全体の目標が「在

宅生活を続けていく」を掲げています。しかし

高齢者の在宅生活を続けていくためには、必要

なサービスが切れ目なく提供できる環境が必要

だと言われています。つまり「利用者情報や介

護方法などの共有、サービス同士の連携が大切」

になってきます。
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