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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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そこで、近年の医療・介護・福祉分野での連

携不足問題が指摘されている中で、実際に教育

現場では学んでこなかった「連携のやり方」こ

れを学ぼうということで取り組み始めました。

最近は、教育現場でも取り入れているところ

が増えてきていますが、浸透はしきれておらず、

同職種同士で話し合う機会はあっても、まだま

だ他の職種と話し合う機会は少ない現状にあり

ます。そこで現職者に対し、連携しやすくなる

ためにはどのようにしていけばいいかを検証し

てみました。
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方法としましては IPEの研修会として米原市

近隣に勤めている医療・介護職に声掛けをし、

１８職種総勢約６０名を集めました。９～１０人の多

職種でグループを作り PBL方式でグループワー

クを行い、アンケートを取りました。
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IPE研修前に参加者に提示した目的です。連

携を取りやすくするためにはまずはお互いが知

り合うこと、役割を理解すること、そして職種

間の枠を取っ払い、フラットな関係になってグ

ループワークで活発に話してもらえるよう、楽

しんで研修を受けてもらえるように促しまし

た。
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研修風景です。左上がアイスブレイクの時の

もの、この時はじゃんけんをして勝った人が司

会や発表役になってもらい、司会・発表になっ

た人は「やった！発表者になった！」と前向き

発言をしてもらう「ポジティブジャンケン」を

行いました。「男気じゃんけん」って知ってい

ますか？あれの応用です。ジャンケン中は盛り

上がり、グループ内も和やかな雰囲気になりま

した。また研修中は軽食や飲み物を用意し、アッ

トホームな雰囲気づくりに心がけました。
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この研修会では医師、看護師はもちろん介護

士、社会福祉士、福祉用具専門相談員から歯科

医師、歯科衛生士、管理栄養士、ヘルパー、保

健師など様々な人が、リアルケースを題材にし

た課題に対してグループで話し合ってもらいま

した。研修中は若手・ベテラン関係なく、自分

の意見が言えるようにファシリテーターが発言

を促しに行きました。
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アンケート結果です。５２人が回答してくださ

いました。「他職種の業務に対しての理解」「コ

ミュニケーションを取れたか」は多くの賛同が

得られました。連携をするためには、「どのよ

うな場面で、誰に相談すればよいか」を判断す

るために、まず他の部門の方々がどのような業

務をしているかを理解することが大切です。そ

のためにもお互いが顔見知りになり、上下関係

のない、連絡しやすい関係を築き上げていくこ

とが重要であると考えています。

また、継続したいと言われる方がほとんどで、

継続して参加することでグループメンバーを変

えながら、より地域で活躍している多くのスタッ

フと知り合いになれる、とも考えています。

理解度は６～１０が半数を占めていました。

―７３１―



÷ø

�UVW�ã_!8!8áâão39#¯!
�Ã¿ùÕ�»��¥¦:;<Û+¢�

�ù�`��Ô�l�� �=¶�Ã_>!
ùÕ�»?���Fz¿¯j ��zr»�
�lm@ABC�Ý Q�

��¤�DhE_F3sÞâz�é®uáâ
ão�s�_Fz¿ùr»IÙB`�¤ÎG
�Ý�üáB�s�zu�µ }Éüýrs
�_zHÇ�I¿JÕFKÕzÉLâµ9_
>!ùr»��3ÂäMÙ+¢�

÷ø
�N4�õöFJ¯OPB��ùÕ�»?µQ
µ�RxzõöoÃ#¯j ��zr»��S
TU¥MÜ+¢�

�ÉÞKÕVWFXÕ!»Y�Z[�6\�]
^FXÕ!»_`z¿�_!Þ[oat¯b!
cdzÕ�»��F_Þ"e!ùÕ�»��Á
fß+¢�

�.�VW��_"ors�_zu��jÞ�
çè�ãäghF�s�Ã�i_I÷ÕùÕ
�»IÙB"oÕ¯Ü�!_3 }�!�_F
U¶u_`�x`°�Ã_>!ùr»��lm
ò�=�Þ+¢�

アンケートに感想を書いてもらいました。い

ろいろな感想を見ていると、「まずはコミュニ

ケーションづくりだと思いました」「多職種の視

点から考えた意見が聞けてよかった」「自分の引

き出しが増やせた」「それぞれの立場で意見が出

せてよかった」などの声がありました。

研修を開催した自分自身も、他のグループの

話し合いに耳を傾けていると、介護方法の違い

や新しいケアの方法などが聞くことができ、良

い刺激になりました。
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では、「連携は大切だけどどのようにしてい

けば…」「相談相手がどんな人かわからないので

相談しづらい」「敷居が高く感じる」と思われて

いる方も多いと思います。

「医師会」や「ケアマネ協会」「リハビリ協会」

もですけど、同職種で話し合うことはあっても、

改めて多職種と話し合う機会は少ないかと思い

ます。そこで誰かが「楽しく」「気楽に」をモッ

トーにコミュニケーションが取れる「場」を提

供していくことが大切かと思い、実践してみま

した。連携の方法を改めて学ぶのではなく、連

携できる場を提供していくこと、それ自体が

「IPE」の本質だと考えています。
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そして IPEに対して IPWという言葉がありま

す。IPWは inter professional workの略で意味

は「多職種が専門的な役割を担いながらも、共

通の目的・目標に向けて協働する」ことを言い

ます。IPEを踏まえて IPWを実践することで、

より地域高齢化が進んでも、安心できる在宅生

活を支えられるのではないかと考えています。
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診療所の立場から考える紹介状の役割とは？

発 表 者 鈴木 忠広 （岡山県：哲西町診療所）

共同研究者 佐藤 勝、村瀬 奈美、河村 智子、高尾 順圭、桑原 ひとみ、太田 雅恵、
安陪 こず恵、高瀬 佳子

そしてこの画像のように、コンビニで売って

いるような枠のあるおでんではなく、多職種が

ごちゃまぜになって、いい出汁の出る家庭のお

でんのように連携が取れたらいいなと考えてい

ます。
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新見市哲西町は人口２，８００人、高齢化率４０％の町

です。
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きらめき広場・哲西は、診療所も備えた複合施

設であり、各機関がひとつ屋根の下に集まり連

携をとる事で、地域包括ケアを推進しています。
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診療所は無床ながら、町内唯一の医療機関とし

て、あらゆる科の一次医療を２４時間体制で行い、

病診連携にも努め、保健・福祉などと連携し住

民の健全な生活を支えるよう努力しています。
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紹介状には、精査を依頼する場合、継続加療を

依頼する場合、緊急で紹介する場合、検査結果

などをかかりつけ医に報告する紹介など多種類

あります。当院では月３０～４０通の紹介状を記載

していますが、その中では、病院に精査を依頼

する紹介状、緊急で入院加療をお願いする場合
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