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●●●●●●●●●●●●●●●鳥取県のマスコットキャラクター
とっ とり けん

子ども子ども子ども
因幡の白うさぎを助けた大国主命は医療の神様として、患者さんの

病気やケガが治るよう一生懸命頑張っているよ。

またそのパートナーの八上姫も治すお手伝いをして活躍しているよ。しょうちゅうがく  せい    む　                とっ  とり  けん　       とり   くみ        しょうかい　           

こ けん
せい

小中学生向けに鳥取県の取組を紹介しています。

（介護福祉士について） 県庁長寿社会課 電話 0857-26-7176　FAX 0857-26-8127
（看護師について） 県庁医療政策課 電話 0857-26-7190　FAX 0857-21-3048
（薬剤師について） 県庁医療指導課 電話 0857-26-7203　FAX 0857-26-8168

問合せ先

医療の神様「大国主命」（左）
そのパートナー「八上姫」（右）

～命に寄り添う、命を守る～

介護福祉士の
紹介

看護師の紹介

薬剤師の紹介

❶入浴、排泄、歩行補助などの「身体介護」　❷食事、洗濯、掃除などの「家事援助」
❸介護を受ける人やその家族に、専門知識を生かした「相談・助言」
❹介護を受ける人が、家族や近隣の人たちと良い関係を築けるよう支援する「社会活動支援」

　看護師は、病気やけがに苦しむ人や心身に障がいがある人、妊婦さんなどに、不安や痛みを

和らげるケアをしたり、食事やお風呂などの身の回りのお世話や、医師から指示をもらって、注

射、点滴、採血などの治療を補助したりしているんだよ。

　人の命に関わるとても大変な仕事だけど、患者さんにとって、寄り添って、元気づけてくれる

とても身近な存在なんだ。

　病院や医院だけでなく、訪問看護ステーション、福祉施設、

会社や事業所での健康管理室でも働いているんだよ。

　薬剤師は、病気やけがなどで薬が必要な人に、医師からの

処方せん（患者さんごとに薬の種類や量、使い方などを決める

こと）にもとづいて、薬を調剤して、使い方や副作用などを説明

して渡したり、一般用の薬（医師の処方せんがなくても買える

薬）を購入する時の説明やアドバイスなどをしたりしているよ。

　患者さんが自宅で療養している場合に、薬剤師が自宅での

薬の管理や飲み忘れ防止の支援などを行うこともあるんだよ。

　薬は正しく使うことがとても大切なので、薬剤師は、患者さ

んとしっかりお話をしながら、薬のことで困っていないか、心配

なことがないかなどについて注意しているんだよ。
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　中高生を対象に、夏休み

中に介護の職場を見学し

たり、実際にお年寄りの話

し相手やレクリエーション

などを体験できるよ。

　中高生を対象に、県内

の病院などで、看護師の

仕事についての話や白衣

を着て実際に患者さん

のお世話体験をするよ。

　県内東中西部で看護

フェアが行われ、記念グッ

ズが配られたり、

白衣を着て記念

撮影もあるよ。

　毎年10月に、医薬品を正しく使用

することの大切さや薬剤師が果たす

役割について知ってもらうために、

講演会や展示、健康相談、調剤体験

コーナーなどの催しを行っているよ。

中高生夏休み介護体験 一日看護師体験 毎年5月12日は看護の日 薬と健康の週間

どんな仕事をしているの？

どんな仕事をしているの？

どんな仕事をしているの？

どんなところで働いているの？

どんなところで働いているの？

　薬剤師は、薬のことを専門に学んで国家資格（薬剤師免許）を取得しているよ。薬局や病院で働い

ている人が多いんだけど、そのほか、薬の販売業、製薬メーカーの工場や研究所、大学などの研究

機関、保健所などでも働いているんだ。

どんなところで働いているの？

修学資金貸付制度のお知らせ
　介護福祉士などを目指す人で、学校で知識や技術を学んで卒業後に県内で介護職として働

く意思のある人に、学校で勉強する費用を貸し付ける制度（介護福祉士等修学資金貸付制度）

があるよ。お金を返さなくても良い制度もあるので、くわしくは担当課に問い合わせてね。

　高齢者の家を直接訪問したり、高齢者が日帰りで介護を受ける「デイサービス」と呼ばれるところや、
高齢者が暮らす「老人ホーム」の施設など様々な種類の職場で働いているよ。

　「介護福祉士」は、介護の仕事の専門職なんだ。国家資格なんだよ。主に4つの
業務を行っているよ。

※看護師になるには、専門の学校で知識や技術を学んで国家資格

（看護師免許）をとることが必要だよ。また、看護師を目指す人で、

将来県内の病院などで働く意思がある人に専門学校や大学で勉

強する費用を貸し付ける制度があるよ。

　日本は世界の中でも長寿の人が多い国なんだ。

　でも、長く生きていると、中には病気になったり、身体が思うように動かせなくなったりする人もいるよ。

　そんな時に暮らしを支えてくれる専門家の中から「介護福祉士」「看護師」「薬剤師」を紹介するよ。

たくさんの人から必要とされる大切な仕事なんだ。
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　また、高齢者と一緒にレクリエーションをしたり、体調の変化がないか観察したり
して、心豊かな生活が送れるよう仕事をしているよ。
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　　ひと　　いのち　  かか　　　　　　　　　　 たいへん　　　し ごと　　　　　　　　かん じゃ　　　　　　　　　　　　　　よ　　　そ　　　　　   げん  き

　　　　　　 み   ぢか　　そん ざい
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