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平成２３年度愛媛県地域保健研究集会 プログラム 
 

日時：平成２４年１月２６日（木） 10：00～16：35 

会場：愛媛県男女共同参画センター（松山市山越町 450 番地 TEL：089-926-1633） 

      第１会場：１階 多目的ホール 

      第２会場：３階 研修室 

第３会場：２階 視聴覚室 

 

【午前の部】 

 第１会場（１階多目的ホール） 

9：30 受付 

10：00 開会あいさつ  愛媛県保健所長会 会長 竹之内 直人（松山保健所長） 

10：05 オリエンテーション 

10：10 基調講演 ｢被災地支援から学ぶ公衆衛生活動｣ 

講  師：田上 豊資 先生 （高知県中央東福祉保健所長） 

 
11：15 シンポジウム「被災地支援から学ぶ、今後の危機管理への取組み」 

 座  長  ：加地 裕子 （西条保健所 健康増進課長） 

 シンポジスト：岩本 久美 （久万高原町地域包括支援センター係長） 

        池田 ひとみ（愛媛県保健福祉部保健福祉課企画係担当係長） 

        野村 美千江（愛媛県医療技術大学保健科学部教授） 

 スーパーバイザー：田上 豊資 （高知県中央東福祉保健所長） 

 

12：20 ＊＊＊ 昼食・休憩 ＊＊＊ 
 

【午後の部】 

 第１会場(１階多目的ホール) 第２会場（３階研修室） 第３会場（２階視聴覚室） 

13：20 
 
 
 

一般演題Ⅰ（10 題） 
○健康づくり 

一般演題Ⅱ（８題） 
○精神保健他 

一般演題Ⅲ（８題） 
○危機管理 
○医療対策 
○感染症 

15：05 
 
 
 

分科会Ⅰ 
｢健康づくり計画 
 ～その評価に基づく 
次期計画づくりへ～｣ 

分科会Ⅱ 
｢自殺予防への地域での 
取り組み｣ 

 

16：35 閉会 
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【一般演題】13：20～15：00 

 

■一般演題Ⅰ「健康づくり」 《座長：新山 徹二（西条保健所長）》 

★第１会場 １階 多目的ホール 

 

１ 住民と協働した健康づくり 

  ○山口美晴 曽我部香織 大野里恵 仲原由利香 佐々木房江 中村清司 近藤弘一 

  松山市保健所 

 

２ 女性特有のがん検診推進事業の実施についての事業評価 

  ○宮内浩美 伯耆睦子 上田千里 内田条子 中村清司 近藤弘一 

松山市保健所 

 

３ 市町栄養士等業務推進支援事業における取組 

  ○田中こずえ（西条保健所市町栄養士等業務推進支援事業管理栄養士一同） 

   西条保健所 

 

４ ヘルスメイトを対象とした生活状況調査について（第１報） 

～体格及び各種健診受診状況について～ 

○中村久美子（西条保健所市町栄養士等業務推進支援事業管理栄養士一同） 

 四国中央市保健センター 

 

５ ヘルスメイトを対象とした生活状況調査について（第２報）～生活習慣について～ 

  ○田中丞子（西条保健所市町栄養士等業務推進支援事業管理栄養士一同） 

   西条市中央保健センター 

 

６ ヘルスメイトを対象とした生活状況調査について（第３報） 

～体格別及び年代別クロス集計結果～ 

○井手洋子（西条保健所市町栄養士等業務推進支援事業管理栄養士一同） 

 新居浜市保健センター 

 

７ 若者の食サポーター育成事業 

  ○鎌田裕佳子 1) 高橋直樹 1) 井上豊 1) 早田亮 1) 竹之内直人 1) 高岡亮 2) 
1)松山保健所 2)中予地方局健康福祉環境部 

 

８ 在宅高齢者の食事支援について 

  ○小笠原裕子 下田惠 冨永昌子 松本春美 

八幡浜保健所 
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９ むし歯予防の取り組みについて～フッ化物洗口事業の評価～ 

  ○森岡千恵 峰岡秀子 久保温美 中塚眞理子 上石由起恵 楠目仁美 上山美和 

山田光恵 

内子町役場 保健福祉課 地域医療・健康増進センター 

 

10 みかん(柑橘類)摂取頻度と循環器疾患及び死亡との関連 

－八西地区におけるコホート研究から－ 

○岡田克俊 1) 松下真弓 1) 楠元克徳 1) 村上和恵 1) 津野恭子 1) 大西一恵 1) 

鈴木弘子 1) 佐伯修一 1) 武方誠二 2) 

 1)愛媛大学総合健康センター 2)八幡浜保健所 
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■一般演題Ⅱ「精神保健他」 《座長：上田 昭（心と体の健康センター所長）》 

★第２会場 ３階 研修室 

 

11 一般診療科におけるうつ病治療及び精神科医との連携に関する現状と課題 

  ○宇都宮美和 小林友枝 成松順子 豊田泰正 佐川寿美江 古本峰子 廣瀬浩美 

   今治保健所 

 

12 うつ病医療体制づくり～精神科医とかかりつけ医との連携について～ 

  ○重松和子 入野了士 地下俊江 徳弘美智江 本田慎哉 荒木周一郎 松本春美 

八幡浜保健所 

 

13 精神障害者地域移行支援事業の取組みと効果～困難事例への支援を通して～ 

  ○星田ゆかり 森絵美 長井弘幸 福田博子 竹内豊  

四国中央保健所 

 

14 精神障害者の家族支援の取り組み 

～精神障害者（統合失調症）の初期家族教室「わかば家族のつどい」について～ 

○出森美和 平野愛 弓達純子 田窪小夜 近藤修 森本京子 早田亮 竹之内直人 

 松山保健所 

 

15 精神保健ボランティア講座とボランティアグループ支援について 

  ○中平澄子 1) 松浦美智子 1) 猪野ユカリ 2) 

1)鬼北町保健福祉課 2)宇和島保健所 

 

 

16 精神保健福祉法第３４条に基づく移送事例についての一考察 

  ○中村八重 前田幸 猪野ユカリ 林美紀 稲垣徳明 高橋悦子 大谷美代子 

   宇和島保健所 

 

17 東予地域「発達障害ネットワーク事業」の報告 

  ○岡田朋子 増原彰子 篠原あゆみ 横井百合 佐藤伸子 中本直子 山西佳恵 

青野桂子 武方収 井上弘美 加地裕子 新山徹二 

 東予地方局健康福祉環境部 

 

18 地域精神保健業務における成人期発達障害者の支援 

  ○松井いづみ 佐尾貴子 戒能德樹 上甲圓 上田昭 

心と体の健康センター 
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■一般演題Ⅲ「危機管理・医療対策・感染症」 《座長：竹之内 直人（松山保健所長）》 

★第３会場 ２階 視聴覚室 

 

19 愛媛県スクリーニングチーム第１班の活動報告について 

  ○山田貴輝 1)  三木優子 2) 安永章二 3)  菅成徳 4) 

   1)今治保健所 2)保健福祉部 3)原子力センター 4)南予地方局総務県民課 

 

20 愛媛県総合防災訓練における避難所運営訓練の取組について 

  ○武田妙子 西岡浩二 篠原万喜枝 西山三保 眞鍋ゆかり 田中彩 光井雅美 

篠原雅尋  

砥部町役場 保険健康課 保健センター 

 

21 愛媛県内の特定給食施設等における危機管理対策について 

  ○冨永昌子 愛媛県保健所管理栄養士 

   八幡浜保健所 

 

22 在宅難病患者の災害時支援体制の整備に向けて～アンケートからの一考察～ 

  ○鈴木久美子 山下理香 稲田美香 荒木周一郎 松本春美 

八幡浜保健所 

 

23 小児医療を守り支える輪を拡げる一歩！なんよ小児救急医療学習会の取り組み 

  ○早川光江 西山健一 柚村都世美 竹本逸一 竹田真彦 攝津和彦 溝田俊広 

   宇和島保健所 

 

24 医療費分析からみる効果的な保健事業の展開 

  ○河村千里 藤田恵女 下分彩加 星加朝美 高石裕子 石井千恵子 

新居浜市福祉部国保課 

 

25 ＨＩＶ検査陽性者の地域支援～事例を通した一考察～ 

  ○松下久美子 高田真希 上甲千鶴 高橋悦子 大谷美代子 冨田直明 

   宇和島保健所 

 

26 クオンティーフェロン（ＱＦＴ）による結核対策について 

  ○西原正一郎 越智幸枝 吉江里美 加地裕子 新山徹二 

   西条保健所 
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■一般演題【誌上発表】 

 

27 精神保健業務経験が 10 年未満の保健師を対象とした現任保健師研修会の効果の検討 

  ○松浦仁美 佐尾貴子 小方恵子 上甲圓 上田昭 

心と体の健康センター 

 

28 高次脳機能障害者の地域支援における西条保健所の役割 

  ○越智志珠 福田愛 玉井幸子 山下育子 鈴木一郎 加地裕子 

   西条保健所 

 

29 保健所「子ども医療情報」の配信について 

  ○西原伸江 1) 山本浩二 1) 倉田朋子 1) 栗山泉 1) 廣瀬浩美 1)  高津有美 2) 

真鍋美智雄 2) 

   1)今治保健所 2)四国中央保健所 
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【分科会】15：05～16：35 

 

■分科会Ⅰ「健康づくり計画 ～その評価に基づく次期計画づくりへ～」 

★第１会場 １階 多目的ホール 

 

 担当：竹内 豊 （四国中央保健所長） 

    山口 美晴（松山市保健所 副主幹） 

    早田 亮 （松山保健所 健康増進課長） 

 座長：近藤 弘一（松山市保健所長） 

 

 １ 国・県の動向について 

    築家 洋介（愛媛県保健福祉部健康増進課 健康政策係長） 

 ２ 調査結果報告 

    竹内 豊（四国中央保健所長） 

 ３ 新松山市ヘルスプロモーションプラン最終評価に向けての考察 

～次期計画の推進につながる評価体制づくりへ～ 

    髙田 美紀（松山市保健所 健康づくり推進課 保健師） 

 ４ 新居浜市健康増進計画「元気プラン新居浜２１」～中間評価から次計画へ～ 

    近藤 珠美（新居浜市保健センター 健康推進係長） 

 ５ 意見交換 

 

■分科会Ⅱ「自殺予防への地域での取り組み」 

★第２会場 ３階 研修室 

 

 担当：松本 春美 （八幡浜保健所 健康増進課長） 

    大谷 美代子（宇和島保健所 健康増進課長） 

    戒能 德樹 （心と体の健康センター 医監） 

    上甲 圓  （心と体の健康センター 次長） 

 座長：大谷 美代子（宇和島保健所 健康増進課長） 

 

 １ 地域自殺対策緊急強化事業を活用したメンタルヘルスに関するアンケート調査 

    水田 俊樹（松山市保健所 事務） 

 ２ ライフサイクルに応じた自殺予防対策の推進について 

    清家 友子（宇和島市 保健師） 

 ３ エジンバラ産後うつ（ＥＰＤＳ）質問紙を導入した新居浜市の報告 

    橋本 久美子（新居浜市保健センター 保健師） 

 ４ 人と人のつながりを生かして取り組む自殺予防 

    梶田 幸子（伊方中央保健センター 保健師） 

 ５ 意見交換 
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基調講演・シンポジウム 

 

担当：廣瀬 浩美（今治保健所･所長）       

古本 峰子（今治保健所･健康増進課長） 

加地 裕子（西条保健所･健康増進課長）   

 

座長：加地 裕子（西条保健所･健康増進課長）   

 

【趣旨・概要】 

 東日本大震災津波の被災地支援を経験した、講師・シンポジストを迎え、公衆衛

生の視点から災害時の対応・平時の備え・被災地支援を検証し、これからの危機管

理対策の方向性を探る。 

 

 

基調講演   「被災地支援から学ぶ公衆衛生活動」 

 

講師：田上 豊資（高知県中央東福祉保健所･所長） 

 

 

 

シンポジウム 「被災地支援から学ぶ、今後の危機管理への取り組み」 

 

スーパーバイザー：田上 豊資（高知県中央東福祉保健所･所長） 

  

【内 容】 

１「住民一人一人の防災意識を高める取り組みについて 

－今できることから始めよう－」 

シンポジスト：岩本久美（久万高原町保健福祉課長寿介護班(地域包括支援センター)･係長） 

 

 久万高原町は、県下で高齢化率（４３％）が一番高い地域であり、地域によって

は、２人に１人が高齢者という現状である。周りを急峻な地形に囲まれていること

から、災害時は孤立集落があちこちに見られると予測される。このような現状をふ

まえ、包括支援センターでは、被災地での支援活動を活かすべく、保健センターと

協力して、高齢者を対象とした防災ミニ講話を実施中。又、地域や各種団体からの
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要請を受け、「災害への備え」等について、講演会を実施している。このような活

動を通して見えてきた課題や問題点について報告する。 

 

２「被災地派遣での県の対応及び課題、今後の取り組みについて」 

シンポジスト：池田ひとみ（愛媛県保健福祉部保健福祉課企画係･担当係長） 

 

 愛媛県では、３月１１日の東日本大震災の発生後、過去３回の大規模地震の際に

保健師等を派遣した経験を活かして、県・市町合同の愛媛保健支援班を編成し、厚

生労働省の派遣依頼を受けて、岩手県釜石保健所管内へ３月１８日から８月２６日

までの、６ヶ月間で２６班（１２５名）を派遣した。 

 事務局として、愛媛保健支援班を派遣するまでの経過及び派遣する際の留意点、

派遣中の対応について報告するとともに、併せて今後の取り組みについて報告する。 

 

３「津波災害被災地（大槌町）での全戸訪問・社会資源調査活動を通して 

私が学んだこと」 

シンポジスト：野村美千江（愛媛県医療技術大学保健科学部･教授） 

 

 一般社団法人全国保健師教育機関協議会理事の立場で、岩手県大槌町での活動

（5月：全戸訪問、住民代表へのグループインタビュー、社会資源調査、9月：関

係者インタビュー）に参加した。一連の活動を通して私が学んだこと、①公衆衛生

従事者が行うローラー作戦は要援護者を発見してつなぐためだけではない、住基と

の連動や人口ピラミッド再生が復興計画に生かされる、②時間経過とともに変化す

る健康課題を予測的に捉え、その場にいる人材を活用しながら教育的に働きかける、

まさに PHC の基本、③外部支援者が掴んだ社会資源情報はマップにして置き土産、

地区診断となる、都市工学研究者のまちづくりの視点は我々の感覚に近かった、な

ど雑感を述べる。 

 



 - 11 - 

分科会Ⅰ 

テーマ  「健康づくり計画 ～その評価に基づく次期計画づくりへ～」 

 

   担当：竹内 豊（四国中央保健所･所長）      

山口美晴（松山市保健所･副主幹） 

早田 亮（松山保健所･健康増進課長）  

   

        座長：近藤弘一（松山市保健所･所長）   

 

【分科会の趣旨・概要】 

 平成 23 年 10 月 13 日、厚生労働省は健康日本 21 最終評価を公表した。次期国民

運動は 25 年度からスタートするが、それに伴い県・市町も、次期健康増進計画の

検討が必要とされる。 

今回、各市町の状況を調査し、シンポジストを交え討議することで今後の計画づ

くりへ参考となる情報を提供したい。 

 

【内 容】 

１「国・県の動向について」       発表者：築家洋介（県庁健康増進課） 

 厚生労働省の健康日本２１最終評価の内容及び次期プラン策定の動き、愛媛県の

中間評価、その後の進捗状況等を報告する。 

 

２「調査結果報告」           発表者：竹内 豊（四国中央保健所） 

分科会開催にあたり各市町へ調査票によるアンケートを実施したが、その集計結

果を報告する。 

 

３「新松山市ヘルスプロモーションプラン最終評価に向けての考察 

～次期計画の推進につながる評価体制づくりへ～」 

発表者：髙田美紀（松山市保健所） 

松山市では、生涯を通じた健康づくり計画「新松山市ヘルスプロモーションプラ

ン～健康ぞなもし松山～」を策定し、健康づくりの分野ごとに、ライフサイクルに

合わせた健康づくりを推進しているが、平成 24 年度にはプラン推進最終年を迎え

ることから、計画の評価、次期計画策定に向け検討を始めているところである。 

 平成 17 年度の中間評価をみると、目標値達成度では、全体的に目標に近づいて
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おらず、プロセス評価では、健康づくり組織の支援や、健康づくり計画を全庁的な

プランとして位置づけることの必要性が挙げられた。 

 その後、現在のプランを策定、推進してきたが、働き盛り世代への支援の必要性

や健診受診率向上への対策、健康づくり組織の活動支援等の課題が見られた。 

 そこで、これら 10 年間の取り組みから、次期計画の推進につながるよう、最終

評価について検討し、継続性のある評価指標を用い適切な事業評価につなげること、

「地区組織支援・環境整備」事業の評価から事業を強化すること、外部評価により

評価の精度を高めること、住民参加による計画の評価から、住民の健康づくり意識

の向上につなげることの必要性を挙げたので報告する。 

 

４「新居浜市健康増進計画「元気プラン新居浜２１」～中間評価から次計画へ～」 

発表者：近藤珠美（新居浜市保健センター） 

新居浜市では、平成１５年９月に新居浜市健康増進計画「元気プラン新居浜２

１」を策定し、平成１９年度には、計画の効果的な推進を図るため、中間評価を行

いました。 

当初の計画期間は、平成２２年度までとしておりましたが、医療費適正化計画な

ど関連する他の計画との整合性を図るため、２年間（平成２４年度まで）延長する

こととなりました。 

この計画を推進していく中で、国の動向をはじめとして、健康づくりを取り巻く

状況は大きく変化しており、これまで以上に健康づくり施策の見直しが求められて

いる状況を踏まえ、平成１９年度に中間年を迎え、本市のこれまでの取組みを確認

し、評価指標が目標に対し、どの程度達成できているかを分析・評価して、今後ど

のように計画を推進していくかの方策を検討することを目的に中間評価を実施しま

した。 

実施にあたり、事務局である保健センターを中心に、新居浜市健康都市づくり推

進委員会（副市長を委員長とした庁内健康づくり関係各課１６名の委員で構成）で

健康づくりに関するデータを集め、市民の意識を把握するためのアンケート調査を

実施して数値目標の達成状況や現状分析を行うための資料としました。これらの資

料や既存の保健統計をもとに、新居浜市健康都市づくり推進協議会（新居浜市医師

会長を会長とした健康づくり関係団体２４名の委員で構成）で検討、評価を行い、

今後の計画の推進に向けて、課題や取組の方向性についてまとめました。 

次期計画につきましては、本計画を、国、県計画を踏まえた地域計画と位置付け

ているため、平成２４年度に最終評価を行い、平成２５年度に次期計画の策定を予

定しています。
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新松山市ヘルスプロモーションプラン最終評価に向けての考察 

～次期計画の推進につながる評価体制づくりへ～ 
 

○高田美紀 樋ノ口実加 越智美穂 松村郁恵 

片岡美行 中村清司 近藤弘一（松山市保健所） 

Ⅰ．はじめに 

松山市では、平成 13 年 3 月に、健康づく 

り計画「松山市ヘルスプロモーションプラン

～健康ぞなもし松山～」（以下、旧プランと

する）を策定し、生涯を通じた健康づくりを、

推進しており、17 年度には中間評価を行い、

18 年度からは「新松山市ヘルスプロモーショ

ンプラン」(以下、現プランとする)を策定 

し、平成 24 年度までの計画として推進して 

いる。 

そのため、平成 24 年度には現プランの最 

終評価、次期計画策定を行うが、その評価項

目や体制等は今後詳細を決定していくところ

である。 

そこで、次期計画の推進につながるよう、

評価方法や体制等を考察したので報告する。 

 

Ⅱ．考察方法 

ヘルスプロモーションプラン推進の変遷か

ら、推進状況や評価の体制に関する課題等を

抽出し、今後の現プランの評価に必要な項目

や、人材、体制等を考察する。 

 

Ⅲ．ヘルスプロモーションプラン推進の変遷 

１．旧プランの策定と進捗管理 

 平成 11 年度に計画策定の基礎資料作成の 

ため「市民健康意識調査」を実施し、12 年 

度に設置された「松山市ヘルスプロモーショ

ンプラン策定検討会」と市民・担当課職員に

よるワーキング委員により、旧プランを策定

した。また、進捗管理として「ヘルスプロモ

ーションプラン推進委員会」（以下、審議会

とする）を年間 2回実施した。 

２．旧プランの評価（中間評価） 

（１）中間評価の方法 

旧プランの推進期間が 5 年間という短期間

であり死亡者数の減少など、量的評価が困難

なため、目標値達成度(結果評価)や、活動の

プロセスを評価した（プロセス評価）（図

１）。プロセス評価には、厚生労働省の「健

康日本２１評価手法検討会」の作成した評価

表に一部松山市独自の内容を加えた評価表を

活用した。 

図１ プロセス評価の概念   ＊は松山市独自の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価結果              

結果評価では、指標 170 項目中、目標達成

及び改善されたもの 83 項目、変化なしのも 

の 1 項目、悪化しているもの 46 項目、評価 

できないもの 40 項目で、全体的には目標に 

近づいておらず、プロセス評価では、「健康

づくり組織の支援が望まれる」「健康づくり

計画を全庁的なプランとして位置づけが必要

である」などが明らかになった。 

（３）評価体制と課題 

評価の時期は計画内に明記されていたが、

方法や項目については記載がなく、当時の課

内担当者が分担し、項目設定や評価を行い、 

審議会に諮った。しかし課内担当者の業務量

が増大し十分な検討が困難であった。 

３．現プラン推進について 

（１）現プランの特徴 

中間評価時の見直しにより、母子保健を包

括した生涯を通じた健康づくり計画へ拡充し、

分科会Ⅰ-３ 
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基本方針として、①乳幼児期からの取り組み

（生涯を通じた健康づくり）②ライフステー

ジに合わせた健康づくり③一次予防の重視④

市民・地域・行政が一体となった健康づくり

⑤啓発活動の重視を設定した。また、旧プラ

ンから引き続き「生涯健康づくりの推進」と

「地区組織支援・環境整備」を重要課題・施

策に位置づけた（図２）。 

図２ 重要課題・施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の推進と課題 

主に健康づくりを担当する課が事業により

推進するとともに、庁内関係課や関係団体等

の取り組みも推進の項目に位置づけた。しか

し働き盛り世代への支援の必要性や、健診受

診率向上への対策、健康づくり組織の活動支

援等、課題も見られた。 

（３）評価体制と評価に関する課題 

年度毎の事業評価は、事業担当者が行い、

全体の進捗管理は旧プラン同様の審議会にて

実施し、さらに今年度、「市民健康意識調

査」等の最終評価のための基礎データを収集

している。しかし、最終評価の詳細事項は計

画書には盛り込まれておらず、検討が必要で

ある。 

 

Ⅳ．最終評価に向けての考察 

 これら 10 年間の取り組みから、最終評価に

ついて考察した。 

１．継続性のある評価指標を用い、適切な事

業評価につなげる 

現プランは、旧プランの後期計画として継

続しており、中間評価と同様に最終評価を実

施することで、基準値（平成 13 年度）、中 

間値（平成 17 年度）、目標値（平成 24 年

度）の比較ができ、数値に基づく信頼性の高 

い評価が得られ、新たな事業計画へつながる

と考えられる。 

２．「地区組織支援・環境整備」事業の評価

を行い、事業を強化する 

「地区組織支援・環境整備」はヘルスプロ

モーションの考え方を広く啓発するために重

要な事業である。本市には、健康づくりに関

係する団体、組織が地域で活動しているが、

活動を地域全体へ広げることが困難な場合も

ある。そこで、十分に評価を行い、適切な組

織支援につなげることで、地域住民の健康づ

くりも支援されると考えられる。 

また、禁煙施設やヘルシーメニューの提供

に関する取り組みの評価も、社会環境の整備

や検討につながるため、評価方法の検討が重

要である。 

３．外部評価により評価の精度を高める 

 最終評価にあたり、担当課内職員による評

価のためのワーキング委員会を設置し、中間

評価で活用した審議会と同様の既存の会議に

て意見等をいただくとともに、新たに専門委

員（学識経験者等）を設置することで、精度

の高い評価を行い、次期計画策定につなげる

よう検討が必要である。 

４．住民参加による計画の評価から、住民の

健康づくり意識の向上につなげる 

近年、住民参加型の計画策定や評価の必要

性があげられ、「住民にしてあげる」ではな

く「住民力をひきだす」ことが言われている。

住民と協働で事業を実施するだけでなく、計

画の評価も協働で行うことにより、事業の目

的や効果等が理解でき、次の取り組みへの意

欲が湧いてくる。そこで、住民や職員等、多

くの関係者が重層的に評価に関わる体制づく

りが必要である。 

 

Ⅴ．今後に向けて 

 今回の考察を具体的に実施できるよう、さ

らなる検討を行い、評価体制を整備し、広い

視点で健康づくりを捉えることが必要と思わ

れる。今後、「松山」らしい取り組みによる

健康づくりの展開も念頭に置き、「松山のま

ちづくり」につなげていきたい。 
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分科会Ⅱ 

テーマ  「自殺予防への地域での取り組み」 

              

              担当：松本春美（八幡浜保健所･健康増進課長） 

                 大谷美代子（宇和島保健所･健康増進課長） 

                 戒能徳樹（心と体の健康センター･医監） 

                 上甲 圓（心と体の健康センター･次長） 

 

              座長：大谷美代子（宇和島保健所･健康増進課長） 

 

【分科会の趣旨・概要】 

 厳しい経済情勢等から自殺者が全国的には１３年連続で 3万人を越え、愛媛県に

おいても 300 人を超える状況が続く中、「自殺対策緊急強化基金」を活用し、地域

における自殺対策の強化を図るための取り組みが行われてきている。 

 23 年度からは、保健所及び県下全ての市町で自殺予防のための地域特性を活か

した様々な取り組みがすすめられてきている。 

 そこで、特色ある取り組みについて報告し意見交換を行なう。 

 

【内 容】 

１「地域自殺対策緊急強化事業を活用したメンタルヘルスに関するアンケート調査」 

     発表者：水田俊樹（松山市保健所･事務） 

松山市においては、平成２２年度より地域自殺対策緊急強化事業を活用し、自殺

予防対策事業を推進している。 

現在は、平成２２年度に実施した「メンタルヘルスに関するアンケート調査」

の結果の分析に努め、平成２４年度以後の効果的な事業実施について検討を重ねて

いるところである。 

そこで今回は、「メンタルヘルスに関するアンケート調査」の実施方法とその

結果を踏まえた今後の自殺予防対策の取組の方向性について、報告する。 

 

２「ライフサイクルに応じた自殺予防対策の推進について 」 

                  発表者：清家友子（宇和島市･保健師） 

宇和島市の保健事業においては、産後うつのリスクが高い人の増加や子どもの心

の問題の低年齢化、若い世代のうつやひきこもり・自殺関連の相談の増加等が見ら
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れ、各世代への心の健康づくり・うつ・自殺予防対策が急務となっている。 

 このため、当市では、宇和島市健康づくり推進計画・母子保健計画・食育プラン

に基づき、母子・成人・精神保健事業等の整合性を図りつつ、自殺予防に視点をお

いた事業に取り組んでいる。 

現在は、“心の健康相談”や“思春期の個別相談”などの既存事業の充実を図る

とともに、参加者同士の気づき・学び・支え合いのための“思春期の子を持つ親の

つどい”を実施している。 

また、市民一人ひとりがうつ・自殺予防を自分の問題として考え行動できるよう

パンフレットを作成し全戸配布するとともに、学校等と連携し、心の問題が急増す

る思春期へのアプローチを強化しているところである。 

 そこで、今回は、当市における「ライフサイクルに応じた自殺予防対策」の具

体的取り組みを振り返り、今後の方向性について報告する。 

 

３「エジンバラ産後うつ（ＥＰＤＳ）質問紙を導入した新居浜市の報告」 

発表者：橋本久美子（新居浜市保健センター･保健師） 

本市では、平成１８年度からは産後の母親のこころの健康を支援するためのツー

ルとして新生児訪問時に「育児支援チェックリスト」「エジンバラ産後うつ質問票

（ＥＰＤＳ）」「ボンディング（赤ちゃんへの気持ち質問票）」の３種類の質問票

を導入している。 

 導入から５年が経過し、これまでの活動を振り返ることを目的に、訪問を経験し

た職員の意見を集約したので、報告する。 

 

４「人と人のつながりを生かして取り組む自殺予防」 

             発表者：梶田幸子（伊方中央保健センター･保健師） 

伊方町の自殺予防対策は、自殺死亡者の状況把握・分析を行い、そこで、みえて

きたハイリスク要因を保健師間で共通認識を持ち保健活動を実施しています。既存

の事業に自殺予防の視点を取りいれた活動や、住民への自殺予防についての啓発、

地域組織にも理解・協力を得ることにも努めています。人と人のつながりが残る地

域で、住民それぞれがゲートキーパーとなり、命を守る。小さな町だからできる取

り組みを展開したいと考えています。
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地域自殺対策緊急強化事業を活用した 

メンタルヘルスに関するアンケート調査 
 

              ○水田俊樹 山岡美佐 中村清司 近藤弘一（松山市保健所） 

 

Ⅰ はじめに 

松山市における自殺者数については、平成

15 年以後、毎年 100 人を超えており、平成 

21 年の年代別の自殺死亡率を見ると、40～ 

59 歳が高く、次に 60～79 歳、三番目に 20～

39 歳と続いている状況である。（表 1） 

松山市においては、自殺対策基本法制定を

受け自殺予防対策事業を推進しており、平成

22 年度は、地域自殺対策緊急強化事業を活 

用し、市民の自殺についての考え方や心の健

康状態を把握するとともに、将来実施すべき

事業の方向性を検討するため、市民意識調査

として「メンタルヘルスに関するアンケート

調査」を実施した。 

そこで今回は、本調査の実施方法とその結

果を踏まえた今後の自殺予防対策の取組の方

向性について、報告を行う。  

表１　平成２１年松山市年代別自殺者数
年齢 ～19 20～39 40～59 60～79 80～ 合計
男 4 22 35 16 2 79

自殺死亡率 8.0 33.8 53.7 30.4 19.8 32.5
女 3 8 12 14 1 38

自殺死亡率 6.3 11.6 16.8 21.9 4.8 13.9
総数 7 30 47 30 3 117

自殺死亡率 7.2 22.4 34.4 25.7 9.7 22.7
（自殺死亡率については人口10万人対） 

 

Ⅱ 方法 

１．実施主体 

松山市保健所 

２．調査内容 

 ①調査対象と方法 

   市内に在住の 20 歳以上 89 歳以下の中

から 3,000 人を地区、性別、年代毎に無

作為抽出し、「メンタルヘルスに関する

アンケート調査」用紙を郵送 

 ②調査時期 

平成 23 年 2月 1～28 日 

 ③回収結果 

   発送数 3,000 

   有効回収票 1,547（51.6％） 

表２　回収結果

年齢 発送数 回収数 回収率

２０～２９ 418 152 36.4%

３０～３９ 536 214 39.9%

４０～４９ 484 242 50.0%

５０～５９ 494 265 53.6%

６０～６９ 521 337 64.7%

７０～８９ 547 323 59.0%

無回答 14

合計 3,000 1,547 51.6% 

 

Ⅲ 調査結果 

表３　過去１年以内に死にたいと思ったことがあるか
　　頻繁に  あまり 　答えたくない

・時々 思った ・全く思わなかった　　　　　・無回答

２０～２９ 15.3% 82.0% 2.7%

３０～３９ 17.4% 80.2% 2.4%

４０～４９ 10.1% 86.5% 3.4%

５０～５９ 9.0% 88.7% 2.3%

６０～６９ 4.4% 93.1% 2.5%

７０～８９ 8.5% 87.2% 4.3%

年齢

 

『過去１年以内に死にたいと思ったことが 

あるか』については、「頻繁に思った・時々

思った」と答えた割合が 30 代が最も多く、 

次いで 20 代となっている。 

 

 

分科会Ⅱ-１ 
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表４　１日の睡眠時間

年齢 ６時間未満 ６時間以上 無回答

２０～２９ 43.4% 55.9% 0.7%

３０～３９ 42.1% 57.5% 0.4%

４０～４９ 40.9% 58.7% 0.4%

５０～５９ 32.5% 66.8% 0.7%

６０～６９ 31.5% 67.9% 0.6%

７０～８９ 27.8% 68.4% 3.8%  

 『1 日の睡眠時間』については、6時間未 

満の割合は、年代が低いほど高くなっている。 

 また『朝目覚めた時に疲れを感じたり、気

分のすぐれないことがあるか』についても、 

年代が低いほど「ほぼ毎日ある、時々ある」

の割合が高い。 

表５　１週間の就業時間

 決まっていない

・無回答 　

２０～２９ 24.3% 73.8% 1.9%

３０～３９ 14.4% 83.8% 1.8%

４０～４９ 15.5% 83.1% 1.4%

５０～５９ 11.2% 84.5% 4.3%

６０～６９ 5.8% 85.5% 8.7%

７０～８９ 9.0% 72.7% 18.3%

年齢 60時間以上 60時間未満

 

『１週間の就業時間』については、60 時 

間以上の割合が、20 代が最も高く、次いで 

40 代となっている。 

 またその他、『町内や地域の人との交流』

や『規則正しい食生活』については、年代が

低いほど出来ていない状況である。 

表６　暮らし向き

 ゆとりがある・

 ややゆとりが

 ある

２０～２９ 16.4% 48.7% 33.6% 1.3%

３０～３９ 15.0% 52.3% 32.7% 0.0%

４０～４９ 11.2% 42.1% 46.7% 0.0%

５０～５９ 13.2% 48.7% 37.0% 1.1%

６０～６９ 14.8% 52.2% 31.2% 1.8%

７０～８９ 16.8% 54.1% 24.4% 4.7%

やや苦しい
・苦しい普通 無回答 　年齢

 

 

 『暮らし向き』については、「やや苦し

い・苦しい」と答えた割合が 40 代が最も多 

く、次いで 50 代となっている。 

表７　日常生活での悩みやストレス

年齢 あり なし 無回答

２０～２９ 68.4% 30.9% 0.7%

３０～３９ 78.5% 21.0% 0.5%

４０～４９ 84.3% 14.9% 0.8%

５０～５９ 67.9% 31.3% 0.8%

６０～６９ 64.1% 32.9% 3.0%

７０～８９ 52.8% 39.9% 7.3%  

『日常生活での悩みやストレス』について

は、「あり」と答えた割合が 40 代が最も多 

く、次いで 30 代となっている。 

 

Ⅳ 考察 

 今回の調査結果を見ると、自殺死亡率が最

も高い 40,50 代は、日常生活上の不安・悩み

を最も強く感じており、さらにこころの不調

につながりやすい因子を抱えていた。 

また 20,30 代は、40，50 代と同等以上に 

こころの不調につながりやすい因子を抱えて

いることが判明した。 

 松山市においては、40,50 代の自殺が多い

ことから、いわゆる「働き盛り」の世代を中

心に自殺予防対策を行っているが、今までの

取り組みに加え、今後は、20,30 代への働き

かけも必要であると考える。 

 

Ⅴ おわりに 

今回の調査の実施は、松山市における自殺

予防対策を推進していくうえで非常に有効で

あった。 

そこで、今後も継続して「メンタルヘルス

に関するアンケート調査」の結果を活用し、

今後の事業実施につなげていきたい。 
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住民と協働した健康づくり 

○山口 美晴  曽我部 香織  大野 里恵  仲原 由利香 

佐々木 房江  中村 清司  近藤 弘一  （松山市保健所） 

 
Ⅰ はじめに 

 松山市では、健康づくり計画「新松山市

ヘルスプロモーションプラン～健康ぞなも

し松山～」を策定し、市民・地域・行政が

一体となった生涯を通じた健康づくりを推

進している。その中で、平成 21 年 12 月に、

本市石井地区に、保健センター南部分室が

開設されたのを機に、平成 22 年度から、石

井地区において、健康についての意識を高

めるために、生活習慣病予防活動を通して

住民と協働した健康づくり活動を展開して

いるので報告する。 

Ⅱ 経緯 

 本事業は、まず地域の健康づくりを担っ

ている当課の関係団体を中心にして地域に

広めていくこととした。平成 22 年 5月に第

1回の会議を開催し、石井地区の地域保健

推進協力会・食生活改善推進協議会・母子

保健推進協議会の代表者 11 名の出席があ

った。参加者の同意を得て、「健康で安心し

て暮らしていけるまち」を目ざして、協働

で地区の健康づくり計画を策定し実施して

いくこととなった。同時に事業を進めてい

く上で各団体間の連携の必要性を共感した。

また、第 3回の会議において保健所長が「住

民自らの手で健康を！」と題した講演を行

い、市民と行政が協働で健康づくりを行う

必要性の意識付けを行った。 

その後は、1～２か月毎に会を開催し参加

者（以下メンバー）と一緒に目標を決めて、

健康づくり計画の策定をおこなった。 

対象地区 石井地区（人口約 58,000 人） 

実施年度 平成 22～25 年度 

Ⅲ 目標の設定と健康づくり計画策定 

１．初期の目標設定 

第２回の会において「健康で安心して暮

らしていけるまち」をできるだけ具体的に

考えてもらった。その中からメンバーと話

し合って「石井地区の人が定期的に友人と

一緒にウォーキングをする。」「石井地区の

人が毎日朝食を家族そろって一緒に食べ

る。」を目標に設定した。 

その後の会において、健診結果を分析し

話し合った。石井地区では、男女共に腹囲

や中性脂肪の有所見者が多く、カロリーの

摂取過剰が考えらる。また、夜遅くまで街

がにぎやかで生活リズムが夜型になりがち

で生活習慣の改善が必要等の意見があった。 

そこで、運動の習慣をつけることと、生活

のリズムを整えるためにまずは朝食をきち

んと摂取することを目標にすることとし、

「石井地区の人は週 2回以上ウォーキング

をしよう」「石井地区の人は、必ず朝ごはん

をたべよう」に目標を修正した。 

２．アンケート調査 

①目的・対象・方法 

 初期に設定した目標に対しての現状を把

握するために、平成 23 年 1月に保健センタ

ー南部分室で実施した「はなみずきセンタ

ーまつり」参加者、南部分室での事業参加

者及び南部児童センター利用者等にアンケ

ート調査を実施した。 

②アンケート内容 

朝食の毎日摂取の有無と朝食の献立及び

定期的な運動の有無と内容について。なお、

児童生徒については、朝食についてのみ実

施した。 

③結果 

児童生徒 230 名、20・30 才代 54 名、40

才代 42 名、50 才代 58 名、60 才代 125 名、

70 才代以上 75 名 合計 584 名 

毎日朝食を摂取する人は、児童生徒では

84.6％、成人では 94.7％だった。 

食事内容をみると、児童生徒のうち、主

１ 
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食・主菜・副菜のうち 1種類しか摂れてい

ない人が 47.6％であり、3種類とも摂取で

きている人は、14.8％だった。また、これ

は、20・30 才代と 40 才代にも同様の傾向

がみられた。 

 運動については年代があがるほど、週 2

回以上運動をしている人の割合が多かった。 

３．目標の再考 

アンケート調査結果により、朝食を毎日

摂取していても、献立内容に支援の必要性

があり、特に、児童･生徒とその親の年代と

考えられる 20～40 才代に、同様の傾向があ

ることがわかった。それにより、目標を「石

井地区の人は、バランスを考えた朝ごはん

を食べよう」に再考した。また、上位の目

標についても、メンバーで話し合いを行い

共有した。（図１） 

 

４．計画の策定 

メンバーと共に、目標を実現するための

条件、さらにその条件を整えるために地域

でどのようなことをすればよいかなど、常

に上位の目標を意識しながら話し合いを重

ねて健康づくりの事業計画を策定した。食

事については、特に小学生以下の子どもを

持つ親にターゲットを当てることとし、子

どもの生活習慣の確立と併せて親の生活習

慣の見直しを啓発していくこととした。 

Ⅳ 考察 

 毎回十数人の参加があり話し合いを重ね

る中で、活発な発言ができるようになり、

計画の策定に反映した。健診結果やアンケ

ート等を分析し、何度も目標を一緒に検討

しなおしたことで、事業の方向性を共有す

ることができた。 

また、地区の事業計画を策定したことで、

今まで個々に活動をしていた関係団体が、

同じ目標に向かって連携をとりながら活動

ができるようになった。その結果、地域保

健推進協力会が中心に実施したウォーキン

グイベントでも、他のメンバーも協力して

周知を行い、約 80 名の参加者があった。ま

た、小学生以下の子どもの保護者を対象に

実施予定の医師の講演会においても、チラ

シ・ポスターの作成や、当日実施の健康劇

等の準備をメンバーと協働で進めることが

できるようになった。 

 住民と協働で実施することの必要性につ

いては、講演や協議等を通じて理解は得ら

れたと思われるが、まだ、自分の役割が見

出せず負担に感じている方もいる。今後は、

事業を行っていく中で達成感を味わい、自

分の役割を見出して主体的な活動ができる

よう支援していく必要がある。 

さらに、健康づくりを広げていくために

関心のある人をメンバーとして増やしてい

く必要がある。 

Ⅴ おわりに 

 住民と目的を共有しながら、主体的な活

動ができるよう継続して支援していく必要

がある。また、健康についての意識を高め、

住民が潜在的に持っている力を発揮できる

ようサポートし、健康づくりからまちづく

りへと輪を広げていきたいと考える。 
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女性特有のがん検診推進事業の実施についての事業評価 
 

○宮内浩美 伯耆睦子 上田千里 内田条子 中村清司 近藤弘一 （松山市保健所）   

 

Ⅰ．はじめに 

平成 21 年度から「女性特有のがん検診推進
事業」が開始され、今年で 3年目を迎えた。女
性特有のがんである子宮頸がんと乳がんは、他
のがんに比べ、若い世代に多いがんであり、年
間 1万人以上の女性が死亡している。がん死亡
者を減少させるために、がん検診の受診率を向
上させ、がんを早期に発見することが重要であ
る。本市における実施状況をまとめ、今後の課
題について考察したので報告する。 

Ⅱ．方 法 

１．事業の対象者 
 前年度に特定の年齢に達した女性（子宮頸が
ん検診は 20、25、30、35、40歳、乳がん検診
は 40、45、50、55、60 歳） 
２．実施内容 
子宮頸がん、乳がんに関する「検診手帳」及

び「がん検診無料クーポン券」を送付した。 
３．実施方法 
（１）周知啓発 

市広報誌、市政番組、情報誌、ストリートビ
ジョン、まつやまインフォメーション、子育て
支援情報配信システムの活用、指定医療機関へ
の検診ポスターの掲示、企業と連携した検診チ
ラシの配布を行った。また、市内の 4大学で実
施している健康診断や学園祭にあわせて、子宮
頸がん等に関する周知啓発チラシを配布した。 
（２）受診しやすい環境整備 

集団検診では、土日実施の会場や、スーパー
やデパート、観光港等、人が集まりやすい場所
での検診を実施した。 

個別検診では、23 医療機関で実施している
子宮頸がん検診に加え、平成 22 年度より乳が
ん検診を 9医療機関で開始した。 
４．分析方法 
事業開始前の平成 20年度と開始後の 21年度、

22 年度の受診数の伸びを比較し、事業が受診
率に与える効果をみた。また、要精検率・精検
受診率・精検で発見された疾患について、本事
業での受診者（以下、クーポン受診者）とそれ
以外の検診受診者（以下、通常受診者）につい
て比較をした。 

Ⅲ．結 果 

１．クーポン受診の状況 

全受診者のうち、クーポン受診者が占める割
合は、乳がん検診が平成 21 年度、平成 22 年度
ともに 40％台であったのに対し、子宮頸がん
検診は平成 21 年度 33.3％、平成 22 年度
47.3％と 14ポイントの伸びとなった。（表
１） 
クーポン受診者の月別受診数をみると、両検

診とも配布直後に伸びたが、子宮頸がん検診は
乳がん検診に比べ、配布後の伸び悩みがみられ
た。一方で、平成 22年度 2、3月はあわせて
1,707 件と、他の月に比べて受診数が大幅に増
えた。（図１）（図２） 
表１ 受診者の内訳 

  子宮頸がん検診 
人（％） 

乳がん検診 
人（％） 

  クーポン 通常 クーポン 通常 

H21 
年度 

3,185 
(33.3) 

6,373 
(66.7) 

4,275 
(40.2) 

6,365 
(59.8) 

H22 
年度 

4,345 
(47.3) 

4,842 
(52.7) 

4,286 
(43.3) 

5,616 
(56.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．対象年齢別の受診率の推移 
どの年齢も顕著に受診率が伸びていた。子宮

頸がん検診は、事業開始前には若い年代の受診
者がほとんどいなかったが、20 歳が 0.03％か
ら 13.9％、25 歳が 0.24％から 22.7％と飛躍的
に伸びた。（図３）乳がん検診は、事業開始後
の受診率が、全年齢を通じて 22％台に伸びた。
特に両方の無料クーポン対象である 40歳は、

平成 22年度 
6 月配布 

平成 21年度 
10 月配布 

図１ 月別子宮頸がん検診無料クーポン受診者数 

図２ 月別乳がん検診無料クーポン受診者数 

平成 22年度 
6 月配布 

平成 21年度 
10 月配布 

２ 
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子宮頸がん検診 29.8％、乳がん検診 29.7％と
最も高い受診率となった。（図４） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．要精検率と精検受診率の比較 
要精検率については、子宮頸がん検診は、平

成 22 年度クーポン受診者 2.4％、通常受診者
0.6％であり、乳がん検診は、クーポン受診者
6.7％、通常受診者 4.5％であった。 
精検受診率については、子宮頸がん検診は、

平成 22 年度クーポン受診者 72.1％、通常受診
者 87.1％であり、乳がん検診は、クーポン受
診者 93.8％、通常受診者 94.8％であった。 

両検診とも、クーポン受診者の方が要精検率
が高い一方で、精検受診率が低い傾向がみられ
た。平成 21年度も同様である。（表２） 
表 2 要精検率と精検受診率 
  平成21年度 平成22年度 

 クーポン 通常 クーポン 通常 

  人 (%) 人 (%) 人 (%) 人 (%) 
子宮頸がん検診 

 要精検率 
59 

 ( 1.9) 
34  

(0.5) 
104  

(2.4) 
31  

(0.6) 
子宮頸がん検診 

精検受診率 
52 

(88.1) 
33 

(97.1) 
75 

(72.1) 
27 

(87.1) 
     

乳がん検診 
 要精検率 

211 
( 4.9) 

310  
(4.9) 

288 
 (6.7) 

252 
 (4.5) 

乳がん検診 
 精検受診率 

195 
(92.4) 

298 
(96.1) 

270 
(93.8) 

239 
(94.8) 

４．精密検査で発見された疾患の内訳 
子宮頸がん精密検査で発見された疾患の中で、

がんの割合は通常受診者の方が多い。がん以外
の疾患はクーポン受診者が多く、その中でも異
形上皮が多かった。また、異常なしと診断され
る割合も多かった。（図５） 
 乳がん精密検査で発見された疾患の割合も、
がんの割合は通常受診者の方が多く、がん以外
の疾患は、クーポン受診者の方が多い。その中
でも乳腺症が多かった。（図６） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅳ．考察 

 受診者の約半数がクーポン受診者であること
や、クーポン券の配布直後から受診者が増加し、
受診率が大幅に上昇していることから、本事業
は、受診率向上に対する効果が大きいといえる。  
子宮頸がん検診では、クーポン配布後、受診

者の伸び悩みが停滞したことから、若い世代は
個別通知だけでは受診につながりにくいが、平
成 22 年度 2、3月の子宮頸がんワクチン接種の
補助事業の開始や、震災直後に、子宮頸がん検
診受診啓発のテレビコマーシャルが頻回に放送
された時期に、受診数が大幅にふえていること
から、若い世代はマスメディアに影響されやす
く、検診費用が無料という点で、受診行動につ
ながりやすかったと考える。 
クーポン受診者と通常受診者では年齢層や受

診歴が異なるため、受診により発見された疾患
について、単純に比較することはできないが、
本事業をきっかけに初回受診し、潜んでいた疾
患を発見できたと考えると、本事業の効果は大
きい。 

Ⅴ．まとめ 

クーポン受診者が、本事業をきっかけに、検
診を継続して受診しているか、要精検者が精検
受診に適切につながっているか、分析が必要で
ある。 
さらに、がん検診は、がんの早期発見・早期

治療のための検診であると認識した上での受診
となり、継続した受診行動に繋がるための啓蒙
活動や、要精検者には精検受診の必要性を周知
啓発し、フォロー体制を整備する方策について
検討したい。 

（図６） 乳がん精密検査で発見された疾患の内訳 
     （平成 21年度～平成 22 年度 合計） 

図３ 子宮頸がん検診無料クーポン受診率（年齢別） 

図４ 乳がん検診無料クーポン受診率（年齢別） 

（図５） 子宮頸がん精密検査で発見された疾患の内訳 
     （平成 21年度～平成 22 年度 合計） 
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市町栄養士等業務推進支援事業における取組み 
 

○田中こずえ（西条保健所） 
西条保健所市町栄養士等業務推進支援事業管理栄養士一同 

 
Ⅰ はじめに 
 西条保健所及び四国中央保健所では、市
の健康づくりを支援するため、市行政栄養
士を対象に、専門的な知識や技術の習得、
また、業務に関する連絡調整を行うことを
目的として、定期的に研修会（以下「栄養
士定例研修会」とする。）を開催している。 
 今年度は、市の健康づくり活動を調査分
析して業務の評価を行い、今後の活動に生
かしていくとともに、行政栄養士として、
業務分析の重要性を再度認識してもらうた
めに、市栄養士が指導・養成している食生
活改善推進協議会の会員（ヘルスメイト）
を対象に、健康に関する意識や生活習慣に
ついて調査分析したので報告する。 
 
Ⅱ 管内３市の概要 
１ 管轄人口とヘルスメイト数   （人） 

 西条市 新居浜市 四国中央市 

人口 114,384 124,875 92,317 

ヘルス
メイト 

454 750 422 

 
２ 管内市栄養士の現状 
１）栄養士配置状況        （人） 

 正規職員 
（常勤） 

非正規職員 
（常勤） 

西条市 1 3 

新居浜市 2 － 

四国中央市 2 1 

 
２）保健センターでの勤務経験年数  （人） 

年数 5 年未満 5～10 年 10 年以上 
人数 6 1 2 

 
３）学会や愛媛県地域保健研究集会等での
発表の有無           （人） 
区分 ある ない 
人数 0 9 

 
４）栄養士が担当する業務について、評価 
や分析の有無          （人） 

区分 実施できて
いる 

実施できて 
いない 

どちらとも
いえない 

人数 3 5 1 
 
３ アンケート調査取組みの経過 
 テーマの決定については、県・他市との
比較検討もできることから、ヘルスメイト
を対象とした意識調査を行うことにし、以
下の流れで作業を行った。 

 内 容 
1 回目 
（6月） 

テーマの検討・決定 
アンケート内容の検討 

（7月） 
 

アンケート作成 
集計表作成 

（7～8月） アンケート実施 
2 回目 
（8月） 

集計方法についての検討 
役割分担（発表者等の決定） 

3 回目 
（10 月） 

アンケート結果のまとめ及
び分析 

4 回目 
（12 月） 

アンケート結果のまとめ及
び分析 

5 回目 
（1月） 

取組みの評価 

 
４ 調査及び分析方法 
 実施にあたっては、統一したアンケート
集計表をエクセルワークシートで作成し、
入力作業は市栄養士及び保健所栄養士が分
担して行った。 
 データの分析については、パソコンの活
用方法について、保健所長の指導も受けな
がら、全員で検討した。 
 また、調査の評価・分析等については、
市栄養士と保健所栄養士がメール等を活用
して、個々にやり取りしながら、行った。 
 
  

３ 
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５ 今回の取組みについての行政栄養士の 
感想 

・ヘルスメイトの生活習慣や健診受診状況
などの実態が把握でき、現在までの養成や
指導に関しての成果や課題が明確になった。
今後の取組みの参考にしていきたい。 
・それぞれの市の保健サービスや教室企画
などの違いから結果が異なっており、これ
からは、他市の良いところを取り入れるな
ど自分の市でできていないところは、今後、
研修等の内容に取り入れていきたい。 
・自分たちのやっていることの意味が良く
わかり、ある程度の成果も見られたので、
よかった。 
・普段は分析や事業の評価等をする余裕が
ないので、研修会で取り上げてもらって、
集計分析作業をはじめ、みんなで話し合う
ことができ勉強になった。  
・保健所栄養士と一緒になって検討する機
会は少なく、意見交換をする場にもなった
のでよかった。また、このような機会があ
ればよいと思う。 
 
Ⅲ まとめ 
 西条保健所、四国中央保健所管内では、
各市で栄養士の配置状況（雇用形態等）が
異なり、正規職員についても、福祉施設や
教育委員会等との人事異動があるため、行
政栄養士としての経験年数が浅い栄養士が
半数以上を占めている。 
 また、配置人数も少なく、日々の業務に
追われ、十分な事業評価が行われていない
のが現状である。 
今回、年間を通して、栄養士定例研修会

において、ヘルスメイトを対象にアンケー
ト調査を実施し、集計・分析・評価を行う
ことにより、ヘルスメイトの活動や今後の
課題について分析できるとともに、その分
析・評価方法についても理解できたようで
ある。 
 また、限られた人数である市栄養士が、 
他市と連携することで、アンケート調査が 
実施でき、そのためのネットワークも構築 
できた。 
 
Ⅳ おわりに 
 市栄養士の業務は、母子保健分野・成人 
保健分野等幅広く、活動の評価・分析の必 
要性は感じながらも、日々の業務に追われ、 

十分できていないのが現状である。 
 また、行政栄養士の配置数も少なく、経 
験年数等にも差あり、個々の知識や技術に 
も格差がみられる。 
 保健所としては、市栄養士がスムーズに 
業務を行えるよう、知識や技術の習得の場 
として研修会等を実施してきたが、今回の 
取組みを通じて、市栄養士の現状や市栄養 
士が抱えている問題等についても、改めて、 
認識することができ、研修内容や検討課題 
についての方向性が見えてきた。 
今後は、それぞれの栄養士の技量や知識 

に応じたきめ細かい支援を行うとともに、 
今回の取組みで構築できた、市栄養士同士、 
市栄養士と保健所栄養士のネットワークを 
活用し、地域保健事業の充実が図れるよう、 
支援していきたい。 



 - 26 - 

ヘルスメイトを対象とした生活状況調査について（第１報） 

～体格及び各種健診受診状況について～ 

○中村久美子（四国中央市保健センター） 

西条保健所市町栄養士等業務推進支援事業管理栄養士一同 

 

Ⅰ はじめに 

 昭和 49年に県の栄養学級修了生を対象として
発足した愛媛県食生活改善推進連絡協議会は、

県保健所の指導のもと「私たちの健康は私達の
手で」をスローガンに家庭や地域において健康

づくり活動を展開してきた。平成９年、地域保
健法施行に伴い、活動の場は市町に移り、会員

（ヘルスメイト）の養成指導が実施されている。 

 今回、市町栄養士等業務推進支援事業の研修
の一環として、西条保健所及び四国中央保健所

管内のヘルスメイトを対象として、日頃の生活
習慣の実態及び健康意識を把握するためにアン

ケート調査を実施したので、体格及び各種健診
受診状況について報告する。 

 
 

Ⅱ 調査方法及び内容 
【対 象】西条保健所、四国中央保健所管内３ 

市のヘルスメイト 1,626 名 

【時 期】平成 23 年 7月～8月 
【内 容】平成 22 年に実施した「愛媛県県民健 

康調査」の生活状況調査票を参考に 
作成したアンケート（21 項目） 

【方 法】調査票を推進員に配布し回収 
 

 
Ⅲ 結果 

 回収数は、1,101 名（四国中央市 361 名、新居

浜市394名、西条市346名）で、回収率は67.7％。 
 男性は 6.5％で女性は 93.5％、60 歳未満は

12.3％で 60 歳以上は 87.7％であった。 
 

１ 体格について 
１）体格の状況（図１） 

体格の状況については、男性はＢＭＩ22（22.0
～22.9）が 20.0％と一番多く、次にＢＭＩ21

（21.0～21.9）が 18.6％と多くなっていた。女
性は、ＢＭＩ21 が 14.5％と一番多く、次にＢＭ

Ｉ22 が 14.2％と多くなっていた。 
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（図１） 体格の状況 

２）ＢＭＩ25 以上の肥満者の割合（図２） 
ＢＭＩ25 以上の肥満者の割合はヘルスメイト

全体で24.1％、四国中央市28.1%、新居浜市21.2%、
西条市 24.5%で、愛媛県県民健康調査（以下愛媛

県という）の 21.9%より高かった。 
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（図２） ＢＭＩ25 以上の肥満者の割合 
３）体重測定状況（図３） 

体重測定状況は、「ほとんど毎日」と回答した

者が四国中央市 33.1％，新居浜市 39.6％，西条
市44.5％であり、愛媛県の18.8％より高かった。 
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（図 3） 体重測定状況 

４ 
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２ 各種健診受診状況 

１）健康診断受診状況（図 4） 
この１年間に健康診断（市町の特定健診又は

職場の健診、人間ドック等）を受けた者はヘル
スメイト全体では 73.3％、四国中央市 68.1％、

新居浜市 74.1％、西条市 77.1％で、愛媛県の
62.6％より高かった。 

健康診断を受診した割合

62.6

73.3

68.1

74.1

77.1

0 20 40 60 80 100

愛媛県

全体

四国中央市

新居浜市

西条市

（％）

 
（図４） 健康診断受診状況 

２）がん検診受診状況（図 5） 

がん検診を受けた者はヘルスメイト全体では

69.0％、四国中央市 62.2％、新居浜市 69.1％、
西条市 75.6％で、愛媛県 44.6％より高かった。 

がん検診を受診した割合

44.6

69.0

62.2

69.1

75.6

0 20 40 60 80

愛媛県

全体

四国中央市

新居浜市

西条市

（％）

 
（図 5） がん検診受診状況 

３）がん検診を未受診の理由（図６） 

がん検診未受診理由は、「特に異常を感じな
い」が 50.0％、「面倒である」が 16.4％、「時間

がない」が 9.0％、「身内にがんになった人がい
ない」が 7.1％、「検診内容・手段がよくわから

ない」が 4.3％、「検診費用が高い」が 2.8％、「そ
の他」と回答した者が 10.5％であった。 
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（図 6） がん検診未受診理由 
４）歯科健康診査受診状況（図 7） 

この１年間に歯科健康診査を受けた者はヘル

スメイト全体では 60.9％、四国中央市 56.3％、

新居浜市 67.8％、西条市 58.7％で愛媛県の
42.9％より高かった。 

歯科健康診査を受診した割合

42.9

60.9

56.3

67.8

58.7

0 20 40 60 80

愛媛県

全体

四国中央市

新居浜市

西条市

（％）

 
（図 7） 歯科健康診査受診状況 

 

Ⅳ 考察 
 ヘルスメイトの体格の分布については、愛媛

県よりやや高めの傾向にあり、肥満者の割合が
愛媛県より多かった。 

 体重測定状況や健康診断、がん検診、歯科健

康診査の受診状況は、愛媛県より高く、ヘルス
メイトの健康意識が高いことが伺える。 

また、がん検診未受診の理由として、「特に異
常を感じない」と回答した者が半数あり、がん

についての正しい知識の普及と、がん検診の必
要性の周知が必要であると思われる。 

 
Ⅴ まとめ 

今回のアンケート調査結果により、ヘルスメ

イトの健康意識の高さが明らかになった。 
また、この調査結果を生かし、ヘルスメイト

の養成や指導に関するカリキュラムを検討し、
自分自身の健康づくりを進めるとともに、地域

におけるヘルスメイトの活動に生かせるものに
していきたい。 
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ヘルスメイトを対象とした生活状況調査について（第２報） 
～生活習慣について～ 

 
○田中丞子（西条市中央保健センター） 
西条保健所市町栄養士等業務推進支援事業管理栄養士一同 

 

 

Ⅰ はじめに 

本報では第 1報に続き、ヘルスメイトの生
活習慣について、平成 22 年度に実施した愛
媛県県民健康調査結果（以下：愛媛県）と比
較し検討したので報告する。 
Ⅱ 方法 
 第 1 報と同じ 
 
Ⅲ 結果 
１ 食習慣について 
1） 朝食の摂取状況（図 1） 
「毎日食べる」と回答した者は、四国中央

市 95.3％、新居浜市 94.4％、西条市 95.6％
と、3 市とも 90％を超え、愛媛県の 79.0％
より多かった。 

95.6

94.4

95.3

95.1

79.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

西条市

新居浜市

四国中央市

全体

愛媛県

毎日食べる ほとんど毎日食べる（週５～６日）

時々 食べる（週２～４日） ほとんど食べない（週０～１日）

 
（図 1） 朝食の摂取状況 
 
2）栄養成分表示を参考にしている割合（図
2） 
外食や食品購入時に栄養成分表示を参考 

にしている者の割合は、四国中央市38.5％、
新居浜市 52.3％、西条市 42.4％、愛媛県の
18.8％より多かった。 
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している していない 知らない  
（図 2） 栄養成分表示を参考にしている割合 
 
3）「主食・主菜・副菜」をそろえた食事をし
ている者の割合（図 3） 
「主食・主菜・副菜」をそろえた食事をし

ている者の割合は、四国中央市 78.1％、新
居浜市 81.3％、西条市 79.4％、で、愛媛県
の 64.6％より多かった。 
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西条市

新居浜市

四国中央市

全体

愛媛県

ほとんどしている 時々 している ほとんどしていない  
 
（図 3） 「主食・主菜・副菜」をそろえた食
事をしている割合 

 
4）自分の 1日に必要なエネルギー量(図 4) 
自分の 1日に必要なエネルギー量を「知っ

ている」と答えた者の割合は、四国中央市
54.4％、新居浜市 69.9％、西条市 59.6％、
愛媛県の 23.4％より多かった。 
 

５ 
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59.6

69.9

54.4

61.6

23.4

40.4

30.1

45.6

38.4

76.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

西条市

新居浜市

四国中央市

全体

愛媛県

知っている 知らない  
（図 4）自分の 1日に必要なエネルギー量 

 
２ 運動習慣について 
１）運動の状況（図 5） 
日常生活で「いつも意識して運動してい

る」と答えた者の割合は、四国中央市28.7％、
新居浜市 30.6％、西条市 36.2％で、愛媛県
の 14.3％より多かった。 

36.2

30.6

28.7

31.7

14.3

50.2

54.5

51.5

52.1

38.6

11.6

14.5

18.0

14.8

36.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

西条市

新居浜市

四国中央市

全体

愛媛県

いつも意識して運動をしている 少し意識して運動をしている

あまり意識していない まったく意識していない
 

（図 5） 運動の状況 
 
３ 健康意識について 
1）「8020 運動」の認知度（図 6） 
「8020 運動」を知っている者の割合は、

四国中央市 61.6％、新居浜市 62.8％、西条
市 66.9％で、愛媛県の 31.7％より多かった。 
 

66.9

62.8

61.6

63.7

31.7

25.3

29.4

31.3

28.8

61.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

西条市

新居浜市

四国中央市

全体

愛媛県

知っている

言葉は聞いたことがあるが、内容は知らない

知らない
 

（図 6）「8020 運動」の認知度 
 
2）「健康実現えひめ 2010」の認知度（図 7） 
「健康実現えひめ 2010」を知っている者の
割合は、四国中央市 22.9％、新居浜市 35.0％、
西条市 35.0％で、愛媛県の 3.2％より多かっ
た。 
 

35.0

35.0

22.9

30.9

3.2

21.1

24.2

28.7

24.7

15.7

43.9

40.8

48.4

44.3

81.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

西条市

新居浜市

四国中央市

全体

愛媛県

知っている

言葉は聞いたことがあるが、内容は知らない

知らない
 

（図 7） 「健康実現えひめ 2010」の認知度 
 
Ⅳ 考察 
 今回のアンケート調査により、生活習慣に
関する項目については、愛媛県県民健康調査
結果と比較すると、ヘルスメイトの方が健康
に対する意識レベルが高いことが確認でき
た。 
 特に食事に関しては、毎日の朝食摂取や、
「主食・主菜・副菜」をそろえた食事をして
いるものが愛媛県の結果よりも多かった。 
また、半数以上が自分の 1日に必要なエネ

ルギー量も知っており、意識的に運動もして
いることがわかった。 
現在、各市で行っているリーダー研修をは

じめ、地区での伝達講習やヘルスメイトの養
成講座の成果であることが伺われる。 
また、ヘルスメイトが家庭や地域で健康づ

くりの実践を行っている事も伺える。 
「8020 運動」や「健康実現えひめ 2010」

の認知度についても一般県民に比べ、知って
いる者の割合が高くなっているものの、知ら
ないと答えた者も多く、今後、さらに周知を
図っていく必要がある。 
 
Ⅴ まとめ 
 今回の調査により、ヘルスメイトの養成カ
リキュラムや指導内容に関して、一定の成果
が確認できた。 
今後も、ヘルスメイトが健康づくりに関す

る知識等を高め、活発な地域活動が推進され
るよう、指導カリキュラム等についてさらに
検討を重ね、ヘルスメイト自身の健康増進と
地域における健康づくりの推進に取り組ん
でいきたい。
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ヘルスメイトを対象とした生活状況調査について （第３報） 

～体格別及び年代別クロス集計結果～ 

○ 井手洋子（新居浜市保健センター） 
西条保健所市町栄養士等業務推進支援事業管理栄養士一同                         

 
Ⅰ はじめに 

本報では、第 1 報、第 2 報に続き、体格別（や
せ、普通、肥満）及び年代別（60 歳未満、60
歳以上）でクロス集計し、体格別、年代別の特
徴について検討したので、その結果を報告する。 

 

Ⅱ 調査方法 
第１報と同じ 
 

Ⅲ 調査結果 
１ 体格別クロス集計結果 
 やせ 60 人、普通 744 人、肥満 255 人について 
体格別クロス集計を行った。（以下、やせ：BMI＜

18.5、普通：18.5≦BMI＜25、肥満：BMI≧25 の
者をいう） 

１) 健康感 (図 1) 
健康であると答えた者は、肥満 19.0%､普通 

28.2%､やせ 41.7%であった｡ 
 

41.7%

28.2%

19.0%

45.0%

57.8%

56.5%

3.3%

1.8%

6.7%

10.0%

12.2%

17.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やせ

普通

肥満

健康である どちらかといえば健康である

どちらかといえば健康でない 健康でない  
（図１） 健康感 

２) 体重を測定する頻度 (図 2) 
体重を測定する頻度は、毎日測定する者が、 

肥満 48.2%､普通 37.9%､やせでは 23.3%であった｡ 

23.3%

37.9%

48.2%

18.3%

28.1%

23.5%

45.0%

26.2%

21.2%

11.7%

6.9%

7.1%

1.7%

0.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やせ

普通

肥満

毎日 週１回 月１～２回 年１～２回 ここ最近測ったことがない

 
（図２） 体重を測定する頻度 

 
３）自分の 1 日に必要なエネルギー量（図 3）  

自分の 1 日に必要なエネルギー量を「知って
いる｣と答えた者は、肥満では 69.4%､普通では
60.9%､やせでは 48.3%であった｡ 

48.3%

60.9%

69.4%

51.7%

39.1%

30.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やせ

普通

肥満

知っている 知らない
 

 （図３） 自分の一日に必要なエネルギー量 

４) 現在の食生活 (図 4) 
   現在の食生活に少し問題がある､問題が多い

と答えた者は、肥満 45.7%､普通 33.9%､やせ
32.7%であった｡ 

60.3%

62.5%

51.0%

29.3%

32.9%

43.7%

6.9%

3.6%

3.3%

3.4%

1.0%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やせ

普通

肥満

大変よい 良い 少し問題がある 問題が多い

 
（図４） 現在の食生活 

５) 運動習慣 (図 5) 
   日常生活でいつも意識して運動(歩行､自転車

など)をしていると答えた者は、肥満 27.1%､普 
通 33.2%､やせ 32.8%であった｡ 

32.8%

33.2%

27.1%

46.6%

52.6%

52.2%

19.0%

13.7%

16.4%

1.7%

0.5%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やせ

普通

肥満

いつも意識して運動している 少し意識して運動をしている

あまり意識していない まったく運動していない  
（図５） 運動習慣 

６ 
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６) 睡眠時間(図 6) 
睡眠時間が、６時間未満と答えた者は、肥満 

40.2%、普通 33.8%､やせ 25.9%であった｡ 

25.9%

33.8%

40.2%

53.4%

47.3%

43.1%

17.2%

16.2%

14.4%

3.4%

2.6%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

やせ

普通

肥満

6時間未満 6時間以上7時間未満 ７時間以上８時間未満

8時間以上9時間未満 9時間以上
 

（図６） 睡眠時間 

２ 年代別クロス集計結果 
60 歳未満 135 人と 60 歳以上 966 人について年

代別クロス集計を行った｡ 
１) 健康診断の受診 (図 7) 

この一年間に健康診断受診していないと答え 
た者は、60 歳未満が 32.0%、60 歳以上が 26.0%で
あった｡ 

68%

74%

32%

26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60歳未満

60歳以上

受けた 受けていない
 

 
（図７） 健康診断の受診 
 

２) 現在の食生活 (図 8) 
現在の食生活に、少し問題 がある､問題が多い

と答えた者は 60 歳未満が 50.0%、60 歳以上が
35.0%であった｡ 

47%

61%

48%

34%

3%

4%

2%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60歳未満

60歳以上

大変よい 良い 少し問題ある 問題が多い
 

（図８） 現在の食生活 

３) ｢健康実現えひめ 2010｣の認知度 (図 9) 
   「健康実現えひめ 2010」について、言葉も意味

も知っていると答えた者は、60 歳未満が 17.5%、
60 歳以上が 32.9%であった｡ 

17.5%

32.9%

27.2%

24.8%

55.3%

42.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60歳未満

60歳以上

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことはあるが内容は知らない

知らない  
（図９）「健康実現えひめ２０１０」の認知度 

Ⅳ 考察 
肥満の者は自分の１日に必要エネルギー量

を知っている割合や､体重を毎日計測する割合
が多かった。睡眠時間も６時間未満の割合が多
かった。 
また、現在の健康状態を健康であると答えた

者は少なく、食生活に問題があると答えた者が
多かった。日常生活においていつも意識して運
動していると答えた者も少なかった。 

知識はあっても、実践につながっていない事
が推察される。 

年代別の結果については、60 歳未満の者は、
60 歳以上と比べると、この一年に健康診断を受
診していないと答えた者が多く、現在の食生活
についても問題があると答えた者が多かった。
「健康実現えひめ 2010」についても、内容まで
知っていると答えた者は少なかった。県民の健
康づくりを推進していくボランティアとしては、
まだまだ認識不足が伺える。 

 
Ⅴ まとめ 

調査結果をクロス集計することにより､体格別､
年代別の特徴を具体的に把握することができた｡ 

肥満の人は、現在の健康状態に問題意識は持っ
ているが､行動には移せていないことや、年代別で
は６０歳未満の者は健康診断の受診率が低く､食
生活にも問題意識を持っている人が多いことなど
が分かった｡ 

このような結果から今後は､年代の特性に応じ
て実践につながるようなプログラム等を企画提供
していきながら、あらゆる機会を通して､健診の受
診勧奨、健康づくり計画の周知など情報提供等に
努め、ヘルスメイトの指導方法を検討し、地域の
健康づくりボランティア活動を推進していきた
い｡  
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中予地方局地域振興重点化プログラム 

若者の食サポーター育成事業の取り組みについて 

 

   ○鎌田裕佳子、高橋直樹、井上豊、早田亮、竹之内直人（松山保健所） 

            高岡亮（中予地方局健康福祉環境部） 

Ⅰ はじめに 

中予地方局管内には、約２万人の大学

生・専門学校生が在籍している。これらの

大学生を対象とした食育推進事業に取り

組み、21､22 年度に実施した食習慣調査の

結果「食事のバランスが悪い」等、若者の

食生活に問題が多い現状が浮き彫りにな

った。 

今年度は、地域振興重点化プログラム事

業として、大学生及び専門学校生を若者の

食サポーターに委嘱して、若者の食育推進

会議を開催した。彼ら自身への食に対する

研修を行うとともに、同世代の若者が主体

的に食育活動を行なえるようになるため

の方策や、11月に松山大学で開催した「食

彩フェスタin中予」について報告する。 

 

Ⅱ 取り組み状況 

１ 食育推進会議の開催 

栄養に関する正しい知識と食を選択する

力を身に付けさせ、同世代の若者に対して

主体的に食育活動を行なわせるため、若者

の食サポーター（10 校 20 人）を構成員と

した食育推進会議を年５回開催した。 

＜１回目＞ 6/9 

委嘱状交付 

グループワーク「えひめの食について」 

関係機関（ブランド戦略課、漁政課） 

 ＜２回目＞ 7/12 

講義「栄養情報の正しい理解と活用方法」 

＜３回目＞ 8/19 

体験学習（青年農業者との交流、ピザ焼

き体験、産直市、道の駅など） 

食彩フェスタイベント企画について協議 

 ＜４回目＞ 10/12 

食彩フェスタイベント企画を各班で協議 

＜５回目＞ 12/12 

 事業実施状況報告 

 食習慣調査票の集計結果報告等 

 

・構 成員 若者の食サポーター（20人）
（大学・短期大学、専門学校10校から学生各２名）

・検討内容 健康維持増進のための知識を定着させる方策
栄養に関する情報の収集及び活用方法
「食彩フェスタin中予」（11月）のブース設営・運営

食育推進会議の設置・開催（５回）食育推進会議の設置・開催（５回）

食の乱れ

若者の現状

食に関する知識と理解が不足

実践力の低下

表１ 若者の食サポーター育成事業の概要

 

表２ 【体験学習】（８月19日） 

 
時間 内容 備考 

8:00 

 8:45 

 

9:30 

10:20 

12:10 

13:00 

14:00 

17:00 

中予地方局集合 

地元生産農家と交流 

ナス農園見学（伊予市） 

産直市見学 

ピザ焼き体験（伊予市） 

双海シーサイド公園 

水産研究センター見学 

「食彩フェスタ」の企画 

中予地方局帰着 

貸切バス 

 

 

 

 

 

 

７ 
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２ 食彩フェスタin中予の開催 

 若者の健康維持増進を図るため、11月に

開催された松山大学熟田津祭を利用して、

若者の食サポーターが主体的に企画運営

する「食彩フェスタin中予」を開催した。 

このフェスタは、若者の食サポーターが

栄養講座や体験学習を通して研鑽した成

果を発表する場として開催したものであ

り、２日間で約1,800人の参加があった。 

「健康維持増進コーナー」では、健康チ

ェック（脳年齢・血管年齢・体脂肪等の測

定）や健康相談等を設け、より「食」を大

切にする動機付けとなる内容とした。また、

「電子レンジで簡単クッキング」の実演コ

ーナーでは、一人暮らしの学生でも簡単に

料理ができるレシピを紹介した。さらに、

初の試みとして、伊予牛絹の味や甘とろ豚、

鯛めしなど愛媛の代表的な食材や郷土料

理等を紹介する「えひめブランド産品試食

コーナー」設置や、宇和島市遊子漁業協同

組合のキッチンカー「遊子の台所」のご当

地グルメ販売など、若者への食育活動と合

わせて地産地消の啓発活動を行った。 

 

 
若者の食サポーターによるデザイン 

 

参加型講習会「電子レンジで簡単クッキング」の様子 

３ 体験学習（表２参照） 

４ その他 

  22 年度に実施した大学生が考えたお弁

当コンクールの優秀作品をサークルＫサ

ンクスと共同で10/27～11/9 に販売した。 

５ 各大学祭での食育啓発 

  各大学祭において、食育の啓発を行うと

ともに、聖カタリナ大学において、上記４

のお弁当の無料配布（50食）を実施した。 

 

Ⅲ 若者の食サポーター活動状況調査結果 

○ 食育に関する働きかけをした（52.9%） 

 ○ 県農水産物への意識が変化した（76.5%） 

 ○ バランスの取れた食事をする（58.8%） 

 ○ 今後も食育活動を続けたい（47.1%） 

 

Ⅳ まとめ・考察 

１ 若者の食育推進会議では、若者の食サポ

ーターが農水産関係団体・機関等と連携し、

学習を通じて食への意識を高めて、食彩フ

ェスタ in 中予を主体的に企画運営するな

ど、効果的に事業を展開することができた。 

 特に、体験学習に参加した学生は、生産

農家との交流や生産流通の現場体験によ

り、食育活動と合わせて地産地消の推進が

必要であることまで認識できた。 

 

２ 食彩フェスタin中予の開催においては、

若者の食サポーターの主体性を重視し、企

画や準備のための会議に十分な時間をか

けたことにより、責任感とチームワークが

芽生え、イベント実施の成果と意識を、参

加した学生一人ひとりが自分のものとす

ることができた。 

 

Ⅴ 最後に 

今年度から始まった若者の食サポーター

は、次年度以降も継続して育成し、「大学

祭」等のイベントを通じ、食育と合わせて

地産地消を推進するとともに、関係機関・

団体とも連携を強化しながら、各学校での

食育活動を支援することとしたい。 
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在宅高齢者の食事支援について 
 

○小笠原裕子、下田惠、冨永昌子、松本春美（八幡浜保健所） 

 

１．はじめに 

 高齢期は身体機能の低下や多様な機能障害

が出現する時期であり、生活の質の確保や身

体機能の保持のためには「高齢者の特性に合

わせた食事」が大切である。平成 23 年度制

定の「第２次食育推進基本計画」の中でも

「高齢者の身体機能・生活機能を維持できる

よう食育を推進するとともにその支援環境整

備の促進」があげられている。 

図１は地域高齢者の栄養ケアの推進体制の

一例である。今回、在宅における栄養ケアの

現状把握と課題分析のために介護の現場関係

者から聞き取りを行い、その結果を基に「在

宅高齢者への食事支援」について研修会を行

ったので報告する。 

地域高齢者の栄養ケアの推進

～行政・医療・介護・福祉サービスを通じて～

地域高齢者

生活習慣相談等・連携
体制づくり

（行政）

・市町：住民の栄養、その他
の生活習慣の改善について
の相談

・保健所：給食施設支援・連
携体制づくり支援

入院（入所）者の栄養
管理・栄養ケア

在宅（居宅）・地域に
おける栄養ケア

施設を退院（所）する時

・（医療）在宅患者訪問栄養食事指導

・（介護）居宅療養管理指導（介護予防を含む）

・（介護）通所事業者における栄養改善サービス（介護予防を含む）

・（介護：市町）地域支援事業

・（行政）市町、県の取組

・（介護）退院時指導等加算

・（医療）退院調整加算（退院支援計画書）

・（医療・介護・障害）退院時サマリーなど

・（医療施設）栄養管理実施加算

・（介護・障害施設）栄養マネジメ
ント加算

 

２．管内の状況 

八幡浜保健所は３市２町を管轄し、人口約

16 万人、高齢化率は 32.8％（H23.4）である。

要支援・要介護認定を受けている高齢者は約

9,500 名であり、ヘルパー等が生活支援をし

ているのは約 2,000 人で、要支援１、２、要

介護１、２の認定者が 8割を占めている。地

域では、地域包括支援センター（5ヵ所）を 

 

中心に、居宅介護支援事業者（43 ヶ所）訪 

問看護ステーション（7ヶ所）が連携しなが

ら在宅高齢者の療養の支援を行っている。 

 

３．方法及び結果 

（１）事前聞き取り調査 

食事に関するサービス提供の現状を把握す

るために、地域包括支援センターや訪問看護

ステーションなどに聞き取り調査を行った。

ヘルパーが日常業務の中で困っている問題を

表１にまとめた。 

表１）在宅高齢者の食事に関する課題 

分類 内  容 

食事 
形態 

・ソフト食の作り方がわからない 
・上手なとろみのつけ方がわからない 

献立 
・糖尿病、腎蔵病（透析患者）などの
食事づくりに困る 

・味付け、栄養バランスが難しい 

介助 
方法 

・食事の時のポジショニング、一口の
量など基本を再確認したい 

・むせた時の対応 

社会 
資源 

・相談窓口、嚥下機能評価のできる場
所がわからない 

人材 
育成 

・日々のケアの中で低栄養に関する視
点がほしい 

・ヘルパー養成の中で調理実習が少な 
 い 

そ 
の 
他 

・一度の訪問で食事支援以外もするた
め、時間が足りない 

・移動時間を要し 1 日の件数に限界が
有る 

・「利用者が食べたい食事」と「利用
者に食べてもらいたい食事」が違
い、ジレンマがある 

・「利用者の自立」への配慮が必要 

（２）研修会の企画 

関係機関への聞き取り調査の結果、「上述の 

課題に対する情報交換やスキルアップの場が 

少ない」という意見が多く、研修会を計画し 

（図１） 

８ 



 - 35 - 

た。実施に当たり留意した点は次のとおりで

ある。 

① 高齢者の食事の工夫と、とろみ材の上手

な使い方をテーマにする 

② 内容は具体的で、研修の翌日からでも実

際に利用できるものとする 

③ 実際にサービスを提供しているスタッフ

が参加できる時間帯にする 

④ 「家にあるもので、早く安く美味しく」

「食材を使いまわす」といった在宅なら

ではのレシピを取り入れる 

⑤ 情報交換のため、普段作っているレシピ

を募集し参加者で共有する 

（３）研修会 

研修会の内容及び参加状況は表２のとおり

である。 

表２）在宅高齢者食育研修会（平成２３年１１月２９日） 

内
容 

講義：高齢者の食事の工夫 
実習：とろみ材の使い方 

ミキサー固形食の作り方 
高齢者の食事について 

参
加
者 

居宅介護事業者   ２５名 
市町職員       ５名 
その他        ３名     

参
加
者
の
声 

・自分でやってみて、とろみ材を利用
者に説明しやすくなった 

・在宅でも取り組みが必要と分かった 
・献立のアレンジについて聞くことが
できた 

・施設でやっていることをすぐに在宅
に取り入れるのは難しい。でもサー
ビス提供者が知っておくことは大事 

・簡単なレシピなので作ってみたい 

 実際のサービスにすぐに活かせることを目

的とした「眼と耳と舌」で感じる参加型の研

修として有効であった。 

 

４.考察 

（１）「食事に関する支援」は支援者の養成 

過程の中では実習が少なく、個人の生活経験

や能力にかかっているところが大きい。支援

者の研修等は地域包括支援センターや事業所

でも個別に取り組まれているが、地域間の差

をなくし、施設と地域の連携を進めていく上

では、地域の関係機関が一堂に会しての情報

交換や研修の場が必要である。 

（２）施設と在宅の栄養ケアをスムーズにつ

なげていくためには施設の栄養士等との連携

による食事に関する意識、病態・食形態とい

った知識・技術の共有化が大切である。現在

は栄養管理の専門的な相談は、高齢者が関わ

っている病院や施設、居住している市町の栄

養士等が対応している。体調異常の早期発見

や誤嚥性肺炎の予防に意識して取り組み高齢

者の在宅生活の質を向上させるには、施設利

用の少ない高齢者や利用者以外の家族の相談

の場、口腔ケアや嚥下リハビリなどの相談の

場など多職種による支援体制作りが必要であ

る。 

（３）保健所には管理栄養士、保健師、歯科

衛生士といった「食」について多面的に取り

組むための職種が配置されており、それぞれ

の特性を活かしながら、管内の現状把握・課

題分析と企画・調整を繰り返し、関係機関を

支援することが可能である。今後も、市町、

施設や在宅の言語聴覚士、栄養士、歯科衛生

士など関係者と連携をし、研修・人材育成や

支援体制作りに取り組むことが重要である。 

 

５.おわりに 

「食べたい物を美味しく楽しく食べられ

る」という当たり前のことが、高齢期には

様々な理由で難しくなってくる。「口から食

べる」ことは栄養補給や身体機能低下予防の

ためだけでなく「生活の張りや生きる力の

素」である。今後も、高齢者がどういった身

体状況であっても「口から食べる幸せ」を維

持でき、いっそう充実した生活を送れるよう、

現場から上がった地域の課題について取り組

んでいきたい。 
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1.はじめに 
主な歯科疾患は、う歯と歯周疾患。全国でもフ

ッ化物洗口が実施される中、当町では、県のフッ
化物洗口モデル校指定をきっかけに平成 14 年度
から事業を開始した。 

以前は一人平均う歯数も多かったが、フッ化物
洗口事業を継続して実施し、現在はう歯有病率も
低下している。フッ化物洗口の予防効果がみられ、
事業を開始して 10 年経過することから、今回事業
の総括と評価をおこなうこととした。 

 

2.方法 
町内小学校 10 校・中学校 4 校の計 14 校のうち

小学校全校と中学校 2 校がフッ化物洗口事業をお
こなっている。開始して長いところで 9 年経過し
2 校の小学校（天神・立川小学校）と、開始して 5
年が経過する五十崎中学校の中学 1 年生の年次推
移を分析する。また、医療費の面から年次推移を
みて分析する。 

 

3.結果 

①中学 1 年生のう歯有病率 

表１      ％ 

  H18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

五十崎中 73.7 51.7 26.8 57.6 21.7 10.9 

愛媛県 55.7 55.4 48.7 48.8 44.5  

全国 56.5 55.0 53.2 49.7 47.5 45.4 

図１ 

 

 
中学 1 年生のう歯有病率については、事業開始

頃の平成 18 年の五十崎中は、県や全国に比べ 1.5
倍多かったが、平成 22 年には県平均の半数となり、
今年度（中学 1 年生 55 名）は 9 割がむし歯０（ゼ
ロ）となっている。 
 

②中学 1 年生の一人平均う歯数    

表２           本 

  H18 H19 H20 H21 H22 H23 

五十崎中 2.18 1.09 0.48 1.36 0.4 0.18 

愛媛県 1.58 1.49 1.33 1.29 1.2  

全国 1.71 1.63 1.54 1.40 1.29 1.20 

図２ 

 
 
中学 1 年生の一人平均う歯数も、平成 18 年の五

十崎中は 2.18 本で県・全国と比べると多いことが

わかるが、平成 22 年は 0.4 本、平成 23 年度は 0.18

本と減少してきている。 

 

 

 

③モデル校指定となっていた小学校における一人

平均う歯数の年次推移 

 

むし歯予防の取り組みについて  ～フッ化物洗口事業の評価～ 

  

峰岡秀子 久保温美 中塚眞理子 上石由起恵 楠目仁美 上山美和 ○森岡千恵 山田光恵         

（内子町役場 保健福祉課 地域医療・健康増進センター） 

９ 
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図３ 

 

 
平成 20 年からは 2 校とも全員 1 年生の時から

フッ化物洗口を開始している。一人平均う歯数は
平成 20 年から減少し、天神小学校については、一
人平均う歯数が平成 23 年（児童数 207 名）には
0.53 本と約４分の 1 に減少し、立川小学校につい
ては平成 23 年（児童数 57 名）には 0 本になって
いる。 
 

④0～18 歳における医療費（う歯）の年次推移 

図４             （国民健康保険 5月診療分） 

 
 
一人当たりのう歯についての医療費の年次推移

をみると県はほぼ横ばいであるのに対し、内子町
では増減はあるものの、減少傾向にある。 
 

4.考察（今後の課題） 
図１，２，３のグラフをみると、継続して実施

することでの成果が数値になって表れている。県
や全国ではほぼ横ばいに対し、平成 23 年の五十崎
中 1 年生では、一人平均う歯数が 0.18 本になって
いる。五十崎中の生徒は小学校の 6 年間だけでな
く、中学校でも継続している。図２のグラフから

平成 18 年からの 5 年間で 10 分の 1 以下となった
ことは、継続したフッ化物洗口の効果と考える。
あわせてう歯有病率の低下や、一人平均う歯数の
減少は、医療費の減少にも多少関係があるように
思われる(図４)。 
むし歯予防は自己管理が大切になってくる。保

護者と本人の意識にもよるが、乳幼児期からの食
生活と口腔ケアで決まるため、早い時期からの歯
科指導が大切になってくる。乳幼児健診でも歯科
衛生士によるむし歯予防についての話や個別に染
めだしをおこなっている。また、カムカム教室と
いう別枠でむし歯予防教室もおこない、ＲＤテス
トや仕上げ磨きの方法、おやつの取り方などの講
話、歯によいおやつ作りの実習をおこない、母親
への意識付けの機会としている。学童期には週 1
回のフッ化物洗口実施だけでなく、年 3～6 回の歯
科衛生士の歯科指導もあわせておこなっている。 

乳幼児期のむし歯予防の取り組みが基礎となり、
次の学童期のフッ化物洗口事業につながっている。
フッ化物洗口の効果を期待し、あわせてブラッシ
ング指導での正しい磨き方と歯磨き習慣の確立・
間食の取り方などで口の環境を整えることがむし
歯予防効果を上げるためには必要であると思う。 
 これからも内子町の子どもたちがむし歯 0 本に
なるよう、今後さらにむし歯予防に力を入れて取
り組んでいきたい。 
 

 

5.終わりに 
フッ化物洗口事業をおこなうにあたっては、保

健所、学校養護教諭、学校歯科医師、学校薬剤師
の理解、協力をしていただき、連携がなければ成
果はみられなかったことと思う。8020 運動推進の
ためにも、町内未実施の２校も実施に向けて理解
や協力を得られるようにしたいと思う。 
 今回、フッ化物洗口の評価をもとに乳幼児・学
童期のむし歯予防の取り組みについてまとめたが、
ライフステージに沿って自分の歯を守れるよう、
しっかり噛める歯を 1 本でも多く残せるよう、成
人・高齢期におけるむし歯予防についても、引き
続き取り組んでいきたい。 
 

 

 

＜参考資料＞ 

・フッ化物洗口ガイドライン 厚生労働省 

・めざそう 8020 運動 財団法人 8020 推進財団 

・フッ素洗口の手引き 新潟県歯科保健協会 
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みかん(柑橘類)摂取頻度と循環器疾患及び死亡との関連 

－八西地区におけるコホート研究から－ 
 

○岡田 克俊 1)、松下 真弓 1)、楠元 克徳 1)、村上和恵 1)、津野恭子 1)、 
 大西 一恵 1)、鈴木 弘子 1)、佐伯 修一 1)、武方 誠二 2) 
 1)愛媛大学総合健康センター  2)八幡浜保健所 

 

   

はじめに 

 果物類摂取が循環器疾患発症を抑制させる

ことは、欧米を中心としたコホート研究で明

らかとなっており、我が国においても同様の

報告が散見されるようになってきた。しかし、

いずれもベースライン調査が 1990 年前後も

しくはそれ以前であり、近年の食生活習慣等

を十分に反映しているとは限らない。 

 また、"旬のモノ"といった言葉が示す様に、

果物類は旬の時期にはよく食べ、一方で旬以

外の時期はほとんど食べないといった特徴が

あるが、こういった季節的な偏りが予防効果

にどのような影響を与えるかは不明である。 

 そこで、本調査では、2002 年から八西地

区の市町の協力によって実施しているコホー

ト研究により、果物類のうち、特にみかんに

焦点を当てて、その後の循環器疾患発症及び

死亡との関連の検討を行った。 

方 法 

 八幡浜市及び伊方町及び西予市三瓶地区の

主として 40 歳以上の住民を対象に、ベース

ライン調査として循環器検診及びみかん類の

摂取頻度(「平均的な摂取状況」と「１年間

のうちよく食べる時の摂取状況」)などに関

する聞き取り調査を 2002 年 4月から 2004 年

3月末の間に実施した。 

 また、追跡調査として、２次医療圏内の病

院におけるカルテ調査、異動･死亡状況(人口

動態統計の目的外申請済)に関する調査を実

施し、2009 年 12 月 31 日まで追跡を行った。 

 解析に際しては、調整因子としてメタボリ

ックシンドロームの７学会合同基準を参考に、

肥満(BMI≧25.0)、高血圧(SBP≧140mmHg 

and/or DBP≧90mmHg and/or 服薬中)、高脂

血症(TG≧150mg/dl and/or HDL＜40mg/dl 

and/or 服薬中)、高血糖(BS≧110mg/dl 

and/or 服薬中)を用い、さらに性･年齢･喫煙

有無･飲酒有無を投入して、COX の比例ハザ

ードモデルにて検討を行った。 

結 果 

 ベースライン調査前の脳卒中及び急性心筋

梗塞発症登録のあった者を除外した計

10,088 人(平均 60.9±12.3 歳)(男性 3,710

人、女性 6,378 人)について平均 6.8 年の追

跡を実施し、脳卒中 163 例、心筋梗塞 46 例

の発症、及び 675 名の死亡を認めた。 

 平均的な摂取状況からは、みかん摂取頻度

が週 1回未満の群と比べ、週に 4～6回以上

の群では、脳卒中発症の相対危険度(相対危

険度 relative risk; RR)は 0.659(0.448-

0.969;95%CI)、循環器疾患全体の発症では

0.688(0.490-0.967)と有意な低下を認めた。

また、死亡との関連においては、総死亡･内

因死死亡･循環器疾患死亡が低下を示した(図

示せず)。 

 さらに 1年間のうちよく食べるときの摂取

状況からは(表 1)、摂取頻度が週 1回未満の

群と比べ、脳卒中発症･循環器疾患発症、及

び総死亡、内因死死亡の低下を示した。一方

で、平均的な摂取状況と異なり、循環器疾患

死亡の有意な低下は認められなかった。 

考 察 

 欧米及び本邦のいくつかの報告と同様に、

みかん摂取は循環器疾患発症及び総死亡等の

抑制効果が認められた。 

１０ 
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 また、新たな知見として、普段から食べて

いる方がリスクの低下が大きく、また、よく

食べる時期に焦点を当てた検討においても、

普段から食べているよりもややリスクの低下

は少ないものの予防効果が認められた。 

 これらから、「できれば普段から食べるこ

とが望ましいが、せめて旬の時期だけでも食

べましょう」という指導は間違いでないこと

が示唆された。 

 さらに、前向きコホート研究であることか

ら、集団寄与危険割合を検討したところ、旬

の時期にみかんを週に 4～6回以上摂取する

ことは、脳卒中を 44.1%、全死亡を 41.7%減

少することに寄与していた。 

 本研究の限界点として、追跡人年がまだ少

ないため、普段の摂取頻度とよく食べる時期

の摂取頻度を組み合わせた解析が現状では難

しいことから、追跡期間を延ばしてさらなる

検討が必要である。 

謝辞及び補足 

 調査に協力頂いている八幡浜市･伊方町･西

予市の各保健センター及び八幡浜保健所に深

謝致します。なお、本研究の詳細は日本疫学

会(2011 年 1月)で報告予定である。 

表１. １年で最もよく食べる時期のみかん類の摂取頻度が循環器疾患発症及び死亡等に与える影響（平均6.8年の追跡から）

人数

人年(発症の追跡)

脳卒中発症

発症数

罹患率，(人口千対･年)

相対危険度（多因子調整後）* 0.463 ( 0.254 - 0.842 ) 0.405 ( 0.286 - 0.572 )

人口寄与危険割合，％

急性心筋梗塞発症

発症数

罹患率，(人口千対･年)

相対危険度（多因子調整後）* 0.568 ( 0.199 - 1.618 ) 0.510 ( 0.258 - 1.007 )

人口寄与危険割合，％

循環器疾患全体の発症(脳卒中＋急性心筋梗塞)

発症数

罹患率，(人口千対･年)

相対危険度（多因子調整後）* 0.482 ( 0.287 - 0.809 ) 0.423 ( 0.311 - 0.576 )

人口寄与危険割合，％

人年(死亡の追跡)

脳卒中死亡

死亡数

死亡率，(人口千対･年)

相対危険度（多因子調整後）* 0.230 ( 0.052 - 1.010 ) 0.453 ( 0.245 - 0.838 )

人口寄与危険割合，％

急性心筋梗塞死亡

死亡数

死亡率，(人口千対･年)

相対危険度（多因子調整後）* 0.220 ( 0.027 - 1.794 ) 0.575 ( 0.242 - 1.366 )

人口寄与危険割合，％

循環器疾患全体の死亡(脳卒中＋急性心筋梗塞)

死亡数

死亡率，(人口千対･年)

相対危険度（多因子調整後）* 0.227 ( 0.068 - 0.760 ) 0.494 ( 0.299 - 0.814 )

人口寄与危険割合，％

内因死死亡

死亡数

死亡率，(人口千対･年)

相対危険度（多因子調整後）* 0.748 ( 0.499 - 1.119 ) 0.580 ( 0.444 - 0.758 )

人口寄与危険割合，％

総死亡

死亡数

死亡率，(人口千対･年)

相対危険度（多因子調整後）* 0.520 ( 0.378 - 0.716 ) 0.436 ( 0.378 - 0.716 )

人口寄与危険割合，％

51 331

-41.7%

6.80 6.45

1.000

-5.2%

60

1.000

1.000

4.61

1.000

1.15

72

1.000

14.29

151

0.57

-4.7% -36.3%

130

-44.1%

12 5 29

7,388

101

50,923

週に4-6回食べる
もしくは、それ以上食べる

食べない
もしくは、週１回未満

1,606 1,094

48 14

週に１回食べる
もしくは、週に2-3回食べる

10,419 7,432

1.88

0.67

-5.8%

6.81 4.80

1.000

-8.4%

15 2

-8.4% -37.4%

-2.7% -31.1%

36 223

4.35

53

2.00 0.40 1.03

22 3

-31.4%

0.66 0.13 0.39

33

1.42 0.27 0.64

7,504 51,28810,569

2.55

1.000

2.565.76

-5.6% -42.7%

19

1.000

みかんの摂取頻度

7 1 20

-8.3% -40.4%

1.98
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一般診療科におけるうつ病治療及び精神科医との連携に関する現状と課題 
○宇都宮美和 小林友枝 成松順子 豊田泰正  

佐川寿美江 古本峰子 廣瀬浩美（今治保健所） 

1 はじめに 
 自殺と精神疾患、特にうつ病との間には深い関連性

が指摘されており、自殺対策を図るうえで、うつ病予
防や早期治療は重要な課題となっている。  

  また、うつ病は精神症状以外に身体症状として現れ
ることも多いことから、早期発見・治療のためには、

精神科医だけでなく、かかりつけ医である一般診療科

医の役割も大いに期待されている。 
  そこで、今治市医師会の協力のもと医師会個人会員

を対象に調査を実施し、今治保健所管内における一般
診療科医のうつ病治療の現状や精神科医とかかりつけ

医の地域連携についての現状把握を行った。また、そ

れら結果から得た課題を整理したので報告する。 
２ 調査方法 

対象者：今治市医師会個人会員の医師271名 
（一般診療科医259名、精神科医12名） 

方法：医師会の連絡網により一般診療科医用、精神

科医用の自記式質問紙票を配布し、郵送によ
り回収 

回収期間：平成23年7月28日～9月16日 
内容：一般診療科でのうつ病治療の現状と意識 

   一般診療科と精神科の連携の状況 等 

３ 調査結果 
１）回収率：157名（57.9％） 

  （一般診療科医148名、精神科医9名）   
 ２）回答者の基本情報  

 医療機関種別では、診療所68名（45.9％）、病院77

名（52.0％）、老人保健施設２名（1.4％）無回答１名
（0.7％）であった。 

表1 医師経験年数           
 経験年数   人数(％)    医師経験年数別では、 

 10年未満    3 （2.0）  40年以上が35名（23.6％）  

10～20年  20（13.5）  と最も多く、次いで30～ 
20～30年  31（20.9）  40年が34 名(23.0％)で 

30～40年   34（23.0）  あった。なお、無回答が    
40年以上  35（23.6）  25名(16.9％)であった 

無回答    25（16.9） （表１）。 

３）一般診療科におけるうつ病治療の現状 
「過去6ヶ月間にうつ病または抑うつ状態を疑う患

者の診察の有無」は全体の98名（66.2％）に診察経験
があり、そのうち、専門医を紹介した医師が 64 名

(65.3％）、抗うつ剤等を投薬した医師が52名（53.1％） 

        
   経過を見た医

師が30名
(30.6％）であ

った。 
   医師の対処内              

容を医療機関

種別に比較す
ると、「専門医

を紹介」「抗う
つ剤等を投薬」

は病院の医師

の割合が診療
所より高かっ

た（図１、２）。 
 

 

 
 

図３　一般診療科のうつ病治療に対する意識

19.6% 35.1% 19.6% 14.2% 8.1% 3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても必要 どちらかといえば必要 どちらともいえない
どらかといえば必要でない 必要でない 無回答

 
 

一般診療科がうつ病の治療を行うことに関しての意
識は、「とても必要である」「どちらかといえば必要で

ある」を合わせると全体の81名（54.7％）の医師が、

「必要である」と考えていた（図３）。 
一般診療科でのうつ病または抑うつ状態の患者の治

療で困ることは、「診療経験が乏しい」が82名（55.4％）、
「抗うつ剤の適切な処方が難しい」が75名（50.7％）、

「診断をつけにくい」が71名（48.0％）「他の精神疾

患との鑑別が困難」が68名（45.9％）で4割を超えて
いた（図４）。 

 この1年間で、うつ病の診断や治療について深める
ような研修に参加する機会があった医師は、41 名

（27.7％）であった。 

図１　機関別専門医紹介割合

76.0

55.3

0% 50% 100%

病院

診療所

あり なし
 

図２　機関別抗うつ剤処方割合

60.0

46.8

0% 50% 100%

病院

診療所

あり なし
 

１１ 
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図４　一般診療科のうつ病治療で困ること

48.0%
18.9%

45.9%

50.7%

11.5%
25.7%

20.9%

10.1%
10.8%

34.5%

27.7%

2.0%

36.5%

55.4%

0% 20% 40% 60%

診療時間がかかる

診断をつけにくい

診断名を告げにくい

他の精神疾患との鑑別が困難

うつ病の診療経験が乏しい

抗うつ剤の適切な処方が難しい

専門医に紹介するときの判断基準がわからない

カウンセラーや心理士が必要だと思うがいない

家族の協力が必要だと思うが調整できない

職場のサポートが必要だと思うが連絡できない

通院が継続しない

自殺の危険度の評価が困難

休職や復職の判断が困難

その他

 

４）一般診療科と精神科（心療内科）の連携 

図５　一般診療科と精神科と連携状況

7.4% 23.0% 27.7% 29.7% 7.4% 4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分にとれている ほぼとれている どちらともいえない
あまりとれていない 全くとれていない 無回答  

現在の一般診療科と精神科の連携状況については、

「十分にとれている」11 名（7.4％）、「ほぼとれてい
る」34名（23.0％）を合わせると、全体の30.4％の医

師が「連携がとれている」と感じていた（図５）。 

図６　一般診療科と精神科の連携がとりにくい理由

18.5%

9.2%

9.2%

8.5%

32.3%

36.9%

39.2%

3.1%

8.5%

0% 20% 40% 60%

相談できる精神科医がいない

一般診療科の近隣に精神科（心療内科）専門医療機関
がない

精神科医が忙しくて相談の時間がとれない

一般診療科が忙しくて相談の時間がとれない

どの段階から精神科医が診療すべきかわからない

紹介先の精神科（心療内科）での診療の状況がわからな
い

患者が精神科（心療内科）への紹介を望まない

必要性を感じない

その他

 
 一般診療科と精神科の連携がとりにくい理由として

「患者が精神科への紹介を望まない」が51名（39.2％）、 

「紹介先での診療の状況がわからない」48名（36.9％）、
「どの段階から精神科医が診療すべきかわからない」

42名（32.3％）が３割を超えていた（図６）。 
相互連携について「必要であり積極的にとっていき 

図７　今後の相互連携の必要性について

44.6% 45.9%
2.0%

1.4%
6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要であり、積極的に連携をとっていきたい 必要性を感じるが、具体的方法が不明
必要性を感じない その他
無回答

 
たい」と考えている医師が66名（44.6％）、「必要性を
感じるが具体的な方法が不明」が68名（45.9％）であ

り、「必要性を感じている」が90.5％であった（図７）。 

 また、精神科医の調査結果では、9 名全員が必要性
を感じていた。 

図８　連携をより円滑にするための対策

39.9%

37.2%

27.7%

44.6%

14.2%

31.1%

6.8%

4.7%

0% 20% 40% 60%

一般診療科から精神科（心療内科）へ紹介する基
準の作成

一般診療科で、うつ病診断をするための簡易なス
クリーニングテストの確立

一般診療科医師へのうつ病に関する研修会の定
着

うつ病診療に関する知識の共有（診断・治療方針
など）

うつ病に対する偏見の払拭

一般診療科医と精神科医が相談しあえる関係づく
り

その他

無回答

 
 今後の連携を円滑にするためには「うつ病に関する

知識の共有」66名（44.6％）、「一般診療科から精神科

へ紹介する基準の作成」59名（39.9％）、「一般診療科
でのうつ病診断をするための簡易なスクリーニングテ

ストの確立」46名（31.1％）が必要であると考える医
師の割合が高かった（図８）。「精神科医療連携加算」

について知っている医師は12.8％と少なく、算定した

ことがある医師は2.7％であった。 
 ４ 考察 

 一般診療科では、うつ病や抑うつ状態を疑った患者
を診察した医師が6割を超え、診断や治療に困難さを

感じながらも専門医の紹介や投薬等の対処をしていた。 

 今後は、うつ病のスクリーニングや診断、治療に関
する研修が必要であると考える。 

 また、一般診療科と精神科との今後の連携について
は、9 割の医師が必要であると感じており、より円滑

な連携を図るために、紹介システムの検討や医師間相

互の関係づくりが必要であると考える。 
５ おわりに 

 今回、明らかになったうつ病治療に関する課題につ
いて関係機関と検討し医療連携の推進に努めたい。 
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うつ病医療体制づくり 

～かかりつけ(一般診療科)医と精神科医との連携について～ 
 

○重松和子 入野了士 地下俊江 徳弘美智江 本田慎哉 荒木周一郎 松本春美（八幡浜保健所） 

 

 

１ はじめに 

八幡浜保健所では、地域自殺対策推進事

業の一環として、平成 21 年度に管内医師に

対して、「うつ病患者におけるかかりつけ

医と精神科医との連携に関する調査」を実

施した。その結果をもとに両者の連携を進

めるための研修会を開催したが、継続的な
取り組みには至らなかった。 

このような中、今年度、厚生労働省が地

域自殺対策緊急強化事業の中に「うつ病医

療体制強化事業」を追加した。これを受け

て愛媛県では、各保健所が中心となり、医

師会単位で「地域うつ病等支援連携推進検

討会」(以下、検討会)を開催し、うつ病患

者を一般かかりつけ医から精神科医へスム

ーズに繋ぐ医療連携体制の構築を目指して

いる。 
現在までに、八幡浜保健所管内３医師会

のうち 2医師会で検討会を行い、取り組む

べき課題を整理したので報告する。 

 

２ 管内の状況 

当保健所は八幡浜市、大洲市、西予市、

内子町、伊方町の 3 市 2 町を管轄している。 

管内には、八幡浜医師会・喜多医師会・

西予市医師会の 3医師会があり、医療機関

は 17 病院、186 診療所で、そのうち精神科
医療機関(精神科・心療内科を標榜)は、3

病院(八幡浜市 2、大洲市 1 認知症病棟の

みの病院を除く)、3診療所（八幡浜市１、

大洲市 1、西予市 1）である。 

 

３ 実施状況 

１）検討会開催に至るまでの過程 

地域自殺対策検討連絡会で検討会につい

て説明し、下部組織のワーキング部会(精神

科病院・地域活動支援センター・消防署・

労働基準監督署・警察署・教育事務所・市

町及び保健所担当者で構成)で目的、内容、

対象者等について協議した。その中で参加

対象者には、医師会会員の他に、うつ病患

者や家族の生活状況等を把握し、連携を進

めていくうえで役割が期待される医師以外
の医療機関職員・ワーキング部会構成員・

市町精神保健担当者等を加えることとした。 

また、地域自殺対策検討連絡会の構成員

である精神科医に、平成 21 年度に実施した

アンケート結果を踏まえ、検討会の内容、

進め方、構成等について専門的立場から助

言を得た。 

西予市医師会については医師会の学術講

演会と兼ねて、保健所との共催事業で実施

することとした。 
 

２）検討会の開催 

（１）検討会の概要及び参加者の状況につ

いて 

(表１)検討会の概要 

  八幡浜医師会 
 

西予市医師会 
 

H23.10.25(火） H23.11.2(水） 日
時 19：00～20：30 19：00～20：30 
場
所 

八幡浜医師会館 西予市医師会館 

①自殺の状況について説明（保健所担当者） 
②うつ病の現状について説明（精神科医師） 
③かかりつけ医と精神科医との連携について 
 ○精神科医の立場から  

内 
 
 

容  ○内科医の立場から 
④意見交換 

(喜多医師会を対象とした検討会はH24.1.18開催予定) 

 

１２ 



 - 43 - 

（表２）検討会参加者の状況 

  
八幡浜 
医師会 

西予市 
医師会 

医師 11 15 
（うち精神科医） （2）  （2） 

医師以外の 
コメディカルスタッフ 

23 25 

その他 11 1 

計 45名 41名 

(参考)医師会会員数 八幡浜医師会(117 名) 
          西予市医師会(56 名) 

 
（２）意見交換、アンケート結果から 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 考 察 
精神科疾患に対する関心の低さからか医

師の参加は少なかったが、参加した医師か
らは、現状への憂慮や今後に向けての取り
組み等前向きな意見が多く出された。 
 
【かかりつけ医と精神科医との連携の必要性】 
かかりつけ医への精神疾患についての研

修やかかりつけ医が精神科医との経験や情
報を共有していく場を設け、事例等を通し
て連携を深めていくことが必要である。 
【精神疾患・精神科への偏見対策】 
患者・家族に精神疾患・精神科への偏見

があるため、かかりつけ医がうつ病の告知、
精神科受診の必要性を伝える困難さを抱え
ている。 
精神疾患・精神科への偏見軽減のために

は、地域住民への心の健康教育等の中で、
医療のかかり方について、今後も粘り強く
啓発していく必要がある。 
【看護師の役割】 
かかりつけ医は、精神的サポートの難し

さ、ゆっくり相談する時間等診療場面での
限界を感じていることから、看護師も精神
疾患の理解や対応方法をさらに深め、役割
を担っていく必要があると思われる。 
【その他】 
地域特性により、遠隔地で精神科受診が

困難な場合は、市町で実施している精神相
談の場を活用するなど地域と連携して取り
組むことが有効である。 
 
５ まとめ 
うつ病は一般的な病気であり、自殺の危

険因子の一つであることから、かかりつけ
医の役割は大きく、うつ病医療体制づくり
は地域自殺対策の大きな柱と考える。 
このため、今後もこのような顔の見える

会を継続し、関係者との信頼関係を構築し
ていくことが必要である。 
また、精神疾患・精神科に対する地域住

民の偏見に対しては、住民への意識啓発を
長期的かつ計画的に実践するとともに、か
かりつけ医がうつ病患者の病状に応じて、
適切な時期にスムーズに精神科医へ繋いで
いくシステムづくりを推進していきたい。 

①うつ病の診断は難しく、また患者
　にうつ病の告知はしづらい。
②精神科医の受診・紹介は敷居が高
　く、患者が躊躇する。
③患者・家族がうつ病を否認し、主
　治医との信頼関係が悪化した。
④紹介しても遠隔地で精神科への
　移動手段がない地域がある。
⑤患者にうつ病だと説明しても否定
　され、看護師に対応を任せた。
⑥かかりつけ医から精神科への紹介
　が滞りなく行える体制づくりが必
　要である。

①遠隔地で精神科への通院が難しい
　場合は、市町の実施する精神相談
　の場を利用できるのではないか。
②かかりつけ医が精神科医を紹介す
　る場合、患者には「うつ病」だと
　言わず、うつ病の一歩手前とか自
　律神経失調症などの他の病名での
　紹介でも良い。
③簡易でも紹介状はあった方がいい
　が、必ずしも必要ではない。

①看護師としてうつ病患者への対応
　に戸惑っている。
②本検討会のような関係者との意見
　交換や交流の場が大切である。
③事例を通して連携を深める。

精
神
科
医
か
ら
の
意
見

そ
の
他
の
意
見

か
か
り
つ
け
医
か
ら
の
意
見
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精神障害者地域移行支援事業の取組みと効果 

～困難事例への支援を通して～ 

 

○星田ゆかり  森 絵美  長井弘幸 

福田 博子  竹内 豊 (四国中央保健所) 

 

はじめに 

受入条件が整えば退院可能な精神障害者の退院及

び地域生活の定着を目指し，全国で精神障害者地域

移行支援事業が展開されている。当保健所において

も，地域の病院・施設等と連携しつつ，一人でも多

くの長期入院者の地域移行・定着を図るよう支援を

進めているところである。 

長期に入院していると，患者は決められた日課を

日々繰り返すだけの特殊な生活技術しか持たなくな

り，地域生活への意欲も欠落してくる。これが長期

入院者の退院や退院後の生活をより困難にしている。 

今回，こうした長期入院による弊害に加え，妄想

や幻覚等病状的な不安定さも併せ持つ困難事例を本

事業の対象とし，地域移行支援を行った。本事業の

取組みがなければ，これからの一生を病院で過ごし

たかもしれない対象に，地域での暮らしを経験させ

ることができたこと，関係者間で協議を繰り返しな

がら支援を行う経過の中で，地域のネットワークの

拡充が図られたことは大きな成果である。事例の経

過と支援の実際を通じて，事業の取組みとその効果

について報告したい。 

対象の概要 

I氏43歳女性，統合失調症 

中学3年生(15歳)で統合失調症を発症し，精神科へ

の入退院を繰り返す(発病後28 年間中，入院期間合

計約10年間)。27 歳の時，妹(当時25歳)も統合失

調症を発症し，2 人で入退院を繰り返すようになっ

た。35 歳の時，父親死亡(母親は妹出産時に死亡)，

その後は近隣在住の叔母が姉妹の面倒をみていた。

最近の入院は地元A病院精神科にH20年6月から。

H22 年 6 月高齢となった叔母が，県外の長男宅へ移

住することとなり，身近な支援者がいなくなった。 

地域移行の実際 

 H22年8月地域移行支援協議会において，I氏を本

事業の対象とすることを決定した。本事業は本来，

病状が安定しているが，退院先がない等の理由によ

り退院できない長期入院者の地域移行を目的として

おり，I 氏は病状が不安定であることから一旦対象

外とされた。しかし，こうした事例であっても地域

移行が可能となるネットワークの体制整備をやって

みよう，本事例の地域移行が可能となれば，更に地

域移行が可能となる対象も拡がるだろうと協議し，

対象とすることを決定した。退院先は自宅とし，地

域移行推進員(以下，推進員)はA 病院精神保健福祉

士と社会福祉法人精神保健福祉士の2名が，地域体

制整備コーディネーター(以下，コーディネーター)

は市保健師が担うこととした。 

1. 退院まで（H22年8月～H23年7月） 

 I 氏の地域移行上の課題は①若年発病のため，独

居に必要な生活能力が身についていないこと，②支

援してくれる親類縁者が身近にいない自宅への退院

となることが挙げられた。これらを解決するため，

課題①に対しては，A 病院において，退院後の生活

を想定した生活訓練を強化すると共に，相当数の外

出・外泊訓練を行った。また，生活支援としてヘル

パーを毎日配置すること，金銭管理として社会福祉

協議会による成年後見人制度を導入することを進め

た。課題②に対しては，精神障害に対する偏見の強

い，隣家の親戚に対し，推進員等が再三足を運び，I

氏の受け入れを説得した。また，父親の生前より近

所づきあいのあった民生委員夫婦に対し，I 氏の支

援を依頼した。更に，ボランティアグループにも協

力を求めた。その結果，支援開始後1年が経過した

H23年7月自宅への退院に至った。 

１３ 
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2. 退院後（H23年7月～9月） 

 朝晩はヘルパーによる家事援助，日中は病院デイ

ケアもしくは地域活動支援センターの利用と，日々

の生活のほとんどをサービスで埋める形での生活が

開始した。万全の体制で開始した独居生活だったが，

開始してみると，意外な部分にI 氏の生活能力のな

さが露呈した。支援のない日曜日はヘルパーが前日

に作り置きしてくれている三食分を朝一度に食べて

しまう，水道の蛇口を目一杯回して洗い物をするた

め床に水溜りができる，一日にティッシュ１箱・ト

イレットペーパー１本を使い切る等入院生活中の訓

練では見えてこなかった困難が表在化した。しかし，

これらの問題にも関係者がいち早く気づき，臨機応

変に対応するとともに，連絡ノートや電話等で情報

交換を密に行っていった。また，夜間一人で過ごす

時間を不安に感じ，妄想が悪化する症状が見られた

ため，ボランティアに話し相手を依頼することもあ

った。多様なサービスが入るため，推進員がこれら

の調整を細めに行い，保健所等がサポートする中で，

インフォーマルな関係者を含め，支援者全員の意思

がより強く結びついていった。 

考察 

 地域における保健・医療・福祉のネットワークは，

異なる関係機関が情報交換しながら「点」のサービ

スを提供する「連絡」の状態，ひとつの目的に向か

って協力関係が構築され，「点」のサービスが「線」

で結ばれた「連携」の状態，更に，恒久的な繋がり

と「面」としてのシステム化が図られた「統合」の

状態へと進んでいく1)。当管内は人口規模が小さく，

精神保健を取り巻く関係機関やサービスの種類・量

に限りがあることが地域の課題の一つではあるが，

それゆえに，関係機関間に「顔が見える関係」が生

まれやすい利点も併せ持っている。これまで，既存

の事業や個別支援活動を通じて，既に「連絡」から

「連携」に移行しつつある状態だった地域ネットワ

ークが，更に，今回の困難事例への支援に取り組ん

だことによって，強く「連携」するに至った。 

「点」のサービスを「線」で繋ぎ，「面」にしてい

くには，サービスの隙間を埋めていく必要がある。

今回，推進員はI 氏の状態と提供サービスの状況を

細やかにつかみ，双方の調整に積極的に取り組んだ。

その結果，I 氏を含めた関係者間で情報がタイムリ

ーかつ十分に共有される中，各サービスがより効果

的に提供され，サービスの量が増えなくともサービ

スの隙間が埋められる状況が生まれたと言える。こ

れは，I氏と支援者，支援者同士の思いを強く繋ぎ，

皆でI 氏の地域生活をより充実したものにしていこ

うとする目的意識を生み，「連携」が強化された。 

更に，フォーマルな支援では補いきれない隙間に

インフォーマルな支援を導入したことも有効だった。

インフォーマルな支援は隙間を埋めるだけの機能で

はなく，I 氏と「まち」を繋ぐ役割も果たした。地

元住民である民生委員が「まち」でI氏に声をかけ

る，言葉を交わす，その何でもない自然な関わりこ

そが「まち」を味方に変えていく。「まち」を味方に

つける力は住民にしかない。「まち」を支援者に変え

てしまった時，地域移行は更に力を増す 2)。 

 そして，推進員の後方には常にコーディネーター，

更に，保健所という支援体制が存在し，サービスを

「面」にする役割を担った。サービスの調整役は推

進員に任せているものの，推進員に生じた迷いや支

援者間のちょっとした行き違いに第三者的立場で相

談にのりつつ，個別支援全体を俯瞰する視点を持っ

て，他の個別支援との調整を含めた地域ネットワー

クの「面」化に貢献した。 

今後の活動への示唆 

地域移行支援は，平成24年度より障害者自立支援

法による個別給付化が決定しており，「特別な取組

み」から「当たり前の支援」となるが，今後，更に，

入院の長期化自体が解消され，地域移行は通常の退

院支援へと移行していくことが期待される。そのた

めには，今回構築された地域ネットワークの中で個

別支援を積み重ね，支援者の自信とやる気を促進し

ながら，地域ネットワークの更なる発展を図ってい

く取組みが必要である。 

参考文献 

1)前田信雄「保健医療福祉の統合」勁草書房，1990 

2)精神障害者地域移行・地域定着支援のための官民

協働作戦ガイドライン，平成22年度厚生労働省障害

者総合福祉推進事業 
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精神障害者の家族支援の取り組み 

  ～精神障害者（統合失調症）の初期家族教室 

「わかば家族のつどい」について～ 
 

○出森美和 平野愛 弓達純子 田窪小夜 近藤修 

森本京子 早田亮 竹之内直人（松山保健所） 

   

Ⅰ はじめに 
統合失調症は 100 人に 1人の割合で発症

すると言われており、決して珍しい病気で
はないが、特に発症後初期においては、家
族が病気を受容することや、これからどう
なっていくのだろうかという将来に対する
不安と混乱は計り知れないものである。 
このようなことから、当保健所では、統

合失調症の発症後初期の混乱と不安の状況
にある家族に対象を絞り込み、初期家族の
ニーズにより近い情報提供や教育活動を市
町を越えた広域で実施した。 
今回、事業を実施する中で、地域におけ

る家族支援の取り組みのヒント等を得たの
で報告する。 
 

Ⅱ 事業の概要 
１ 目的 
統合失調症の発症後初期の混乱と不安の

状況にある家族を対象に、①学習（疾患の
基本的な理解を深め、回復力を高める家族
になること）②仲間づくり・交流（他の家
族との交流を深めることにより、家族だけ
で不安を抱え込まないようになること）③
家族のストレスマネージメント（同じ立場
の方と悩みを共有することで、自分自身の
心のゆとりの大切さを意識できるようにな
ること）、また、市町を越えた広域での実
施により、各市町で実施している家族教室
や家族会への参加をスムーズなものとする
ことを目的に実施した。 
２ 対象者 
統合失調症発症者の家族のうち、目安と

して、発症後概ね５年以内の家族、または、
発症後概ね５年以上であるが家族教室や家
族会等の参加歴がない家族や、参加歴が１
年に満たない家族等で市町の担当保健師が
適当と認める家族とした（別居の兄弟姉妹
等も含む。）。 

３ 対象者の選定と周知・申込み方法 
居住する市町の担当保健師を通じて対象

者へ周知及び申し込み受付を行った。 
なお、対象者については、市町と保健所

の地区担当保健師の連携のもとに選定し、
ちらし等を持参し訪問するなどして参加の
呼びかけを行った。 
４ 実施内容 
事業の計画にあたっては、参加家族がリ

ラックスし自己開示ができるよう、ピアカ
ウンセリングの手法により座談会を行った
り、家族 SST の考え方に基づいて、回復力
を高める会話の演習をするなど体験型の内
容により、より一層理解を深め主体的に参
加してもらえるような配慮を行った。なお、
第一回つどいの終了後には、電話等により
感想や意見を聞くなどフォローも行った。 
また、土曜日の開催も設定し、働いてい

る家族の参加を促す配慮を行った（表１）。 
 

Ⅲ 結果 
１ 目的の達成度（参加者の反応等より） 
１）学習 

 ①学習会（疾患の基礎知識） 
精神科医師を囲み、疾患に関する学習

会を行なった。あらかじめ情報交換会に
おいて参加家族より出してもらった質問
への回答も織り交ぜながらの、丁寧でわ
かり易い講話であった。日頃主治医には
聞きにくい疑問に対し、セカンドオピニ
オン的に丁寧に答えてもらえる機会とな
り、満足度の高い学習会となった。 
参加家族は、疾患の知識を得ることで、

現在起こっていることの理解ができると
同時に、今後の見通しを立てることがで
き、不安の軽減に繋がったようである。
特に初回入院後初期の家族においては、
早い段階での学習による不安の軽減効果
が顕著に見られた。 
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 ②学習会（家族 SST） 
DVD 学習で家族 SST の考え方を学んだ

上で、「ほめる」「幻覚・妄想」の対応
の実際について、「ありがちな例」「望
ましい対応の例」のドラマをスタッフが
実際に演じた後、「望ましい対応の例」
の実際を家族に体験してもらった。 
演習を交えた参加型の学習であったた

め、患者本人との日頃のよりよいコミュ
ニケーションについて具体的に学び、振
り返る機会となった。また、家族自身の
コミュニケーションの癖を認識する機会
にもなった。 
２）仲間づくり 

  意見交換会や家族の体験談等により、
同じ悩みをもつ家族の話を聞くことで、
「自分だけではない」と孤立感を和らげ
ることができた。 
３）ストレスマネージメント 

  ゆったりとした時間の中で、日頃自覚
し難い体の緊張を自覚することができた。 
また、リフレッシュの機会となり、家

族自身がリフレッシュすることの重要性
も認識する機会となった。 
 

Ⅳ 考察 
１）広域で開催したこと 

地元市町の教室には世間体等の理由に
より参加を躊躇していた家族の参加が得
られた。広域での開催は、参加し易い、
語りやすい場の提供になったのではない
かと思われる。 

また、市町の家族教室への参加体験に
もなり、今後市町が開催する教室への参
加のきっかけになったと思われる。 
２）対象者を絞って実施したこと 

発症後初期の家族は、案内があっても
参加の一歩が踏み出せない者も多い。ま
た、市町の家族教室は、発症後の時期や
疾患名も様々な家族が参加していること
から、発症後初期の家族のニーズに即し
た内容の教室の実施が難しいことも多い。 
今回、対象を絞って案内したことで、

より参加し易いプログラムの提供ができ
たのではないかと思われる。 
３）訪問による参加呼びかけの実施 

市町の保健師からは、「家族教室の案
内の送付中心で一方通行となりがちであ
ったケースの家族と、あらためて接する

機会となった」、「対象者の掘り起こし
や見直しの機会になった」等の声が聞か
れた。本事業が、既存の市町事業の活性
化の一助になったのではないかと思われ
る。 

 
（表１）プログラム内容 

第一回 
 日時：平成 23 年 11 月 14 日（月） 

15：00～17：00 
 内容：○意見交換会 ピアカウンセリング 

○学習会「精神疾患について知る 病
気の特徴と薬についての基礎知
識」（講師 精神科医師） 

第二回 
日時：平成 23 年 12 月 3日（土） 

10：00～12：00 
内容：○学習会 DVD「回復力を高める接し方」

家族 SST 
○実技・演習「体験してみよう！回復
力を高める会話」（ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 心
と体の健康センター保健師） 

第三回 
日時：平成 23 年 12 月 15 日（木） 

14：00～16：00 
内容：○演習「心も体もリフレッシュしよ

う！」ストレッチ、アロマ等＜講
師 精神科病院 作業療法士＞ 

○学習会 「家族の体験談～先輩家
族から学ぼう～」（体験発表者 管
内地域家族会会員） 

○意見交換会 

 
Ⅴ まとめ 
 本事業の計画・実施のプロセスにおいて、
“保健師活動の原点”に返ることができた
ことは大きな収穫であった。 
具体的には、対象者の自宅へ訪問し face 

to face で繋がることの大切さや、そこで
見えてくる個々のニーズ、そして、参加を
重ねる中での家族の変化等関わった保健師
に多くの気づきを与えてくれた。 
私達の活動は、ややもすると実施するこ

とが目的となりがちであるが、忙しい業務
の中にこそ、それぞれの事業の目的を明確
にしていくことの大切さを再認識した。ま
た、その過程の中で、内容等の工夫を重ね
ていくことが、活動のモチベーションアッ
プに繋がることを実感できた。 
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１．目的 
鬼北町精神保健の歴史は、旧広見町に遡り、

昭和 46 年精神障害者家族会（いぶきの会）が
愛媛県内で 3 番目に設立されたことから始ま
る。それ以降、当事者デイケアや精神保健ボ
ランティア講座、ボランティアグループ「つ
つじ」(以下「つつじ」と略す)の結成、家族の
つどいの開催など、様々な支援を実施してき
た。 
高齢化率 37％の鬼北町では、精神保健活動

でもその影響を受けており、様々な課題がで
てきた。特に精神障害者の家族の高齢化によ
る家族力の低下が否めず、家族だけで精神障
害者を支えることの困難さを痛感している。 

平成 17 年から実施している精神保健ボラ
ンティア講座では、精神障害者への理解を深
め、地域でともに暮らせる町づくりを目指し、
その方法の一つとして人材育成を実施してき
た。受講生は延べ 160 人となり、この講座を
通して今後の精神障害者への支援のあり方、
ボランティア講座の意義について検討したの
で報告する。 
                       

２．方法 
鬼北町の精神保健活動の課題を探り、現在

実施している精神保健ボランティア講座及び
「つつじ」への支援を通して今後の支援に向
けて検討する。                   

 
３．結果 
（１）鬼北町精神保健活動の取組み（表 1） 
  精神障害者当事者や家族に対しての支援を 
昭和 54 年から実施している。 

       デイケアは、平成 14 年に作業所開設に伴い
中止し、それ以外の事業は継続している。 

 
（２）ボランティア講座の取組み（表 2） 

    ○対象者 ：保健推進委員・民生委員等 
 ○協力機関：宇和島保健所・正光会宇和島病

院・地域活動支援センター柿の木 
 ○開講時のアンケート結果 

＜精神障害者へのプラスのイメージ＞ 
・大切にしてあげたい人 
・優しく接してあげたい人 

・自由に自分を表現できる人 
・その人の個性である 
・普通の人である 

＜精神障害者へのマイナスのイメージ＞ 
・どう対応していいかわらない 
・周囲との交流が難しい 
・こわいイメージ、近寄りにくい 
・誰かの助けを必要とする       
・社会の偏見が強い 

 
○閉講時アンケート結果（回答数 9） 
＜感想について＞ 
・障害のある方に対する優しい思いを知ること
ができ、私も臆せず行動したい。 

・知らない世界に足を踏み入れていくことに、
ありがたさを感じている。 

・地域における自分の位置を知ることが大切で
あり、何をどのように活動するか、少し理解
する事ができた。 

＜「つつじ」への入会＞ 
・入会希望 2名、賛助会員 4名 
 
(３）「つつじ」の支援 

  今年で 6年目を迎え、会員の増加、活動の拡
大を図っている。また、町外の研修会にて活
動を報告するなど地域のリーダー的存在と
なっている。（表 3） 

    
４.考察  
（１）精神保健ボランティア講座の取り組み 

今年度の課題としては、講話のテーマのバ
リエーションを拡げることで、身近に感じる
精神障害者へのイメージが変わるのではない
かと考える。講話のテーマについては地域の
関心をリサーチし、検討する必要がある。 

  対象者を民生委員と保健推進委員としてい
るが任期の違いもあり、開講する時期の選定
についても修正が必要である。 
この講座を通して住民への精神障害者への

理解を深める学習や情報収集の機会を提供し、
意識啓発に有効であると考えられる。 

（２）「つつじ」の支援 
活動費は、自主財源で賛助会費とフリーマ

ーケット、リサイクル活動による収入である。   

精神保健ボランティア講座とボランティアグループ支援について 
                 

                          ○ 中平 澄子  （鬼北町保健福祉課保健係） 
               松浦 美智子（鬼北町保健福祉課保健係）                     

猪野 ユカリ (宇和島保健所健康増進課精神保健係) 
     

１５ 



 - 49 - 

最近は社会福祉協議会との連携により赤い羽
根共同募金助成金の活用など、他の社会資源
との連携もできつつある。 
活動方針は、「出来る時に、出来る人が、出

来る事をする」であり、障害者や家族が安心
して暮らすために人と人の触れ合いや支えあ
いを大切にしている。 

  「つつじ」が継続できた理由は、会員の前
向きな取り組みや活動の場があり、そこでの
活動を通して、会員が精神障害者に対して感
じたことや学びを地域の人に伝えたいという
気持ちが持てるようになったのではないだろ
うか。 
「つつじ」はボランティア講座を受講した

あと、実際に行動に移せる場として重要な役

割を担っていると考える。 
 
５．まとめ 
  精神保健ボランティア講座受講生は、講座
を受けることで、精神障害者やその家族への
理解を深め、さらに「つつじ」と交流するこ
とにより、自分のできるボランティア活動に
ついて考える機会となっている。 
また、家族だけでは精神障害者を支えるこ

とが困難な場合が多く、ボランティア講座等
を通じ、地域住民一人一人が暖かい心でお互
いを認め合える地域を作ることが大切である。 
今後も地域の課題を明確にしながら地域保

健活動を展開していきたい。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1 鬼北町精神保健事業の経緯 

開始年度 精神保健事業 対 象 
開始時 
人数 

現在の状況 

S45 年 
広見町精神障害者家族会「いぶきの
会」設立 

精神障害者の家族 
会員 
48 人 

会員の高齢化により会員数が13名に減少
し、活動も衰退傾向 

H8 年 広見町デイケア 精神障害者当事者 12 人 14 年まで実施 
H13 年 心の健康講座 地域住民 31 人 4 回開催し、延べ受講者 31 人 
H14 年 広見町精神保健ボランティア講座 地域住民 25 人 5 回開催し、延べ受講者 33 人 

H14 年 
精神障害者作業所「わかば作業所」
開設 

精神障害者当事者 6 人 現在実人員 7人 

H17 年 
鬼北町精神保健ボランティアグルー
プ結成準備会 

ボランティア 8 人 6 回開催し、設立 

H17 年 
鬼北町精神保健ボランティアグルー
プ「つつじ」設立 

ボランティア 16 人 現在会員 26 人で継続的に活動中 

H23 年 精神障害者家族のつどい 
若い精神障害者を
持つ家族 

5 人 
保健所の家族のつどいをきっかけに 8 月
から隔月で開催 

 
表 2 鬼北町ボランティア講座実施状況 
開始年度 回数 延べ受講者数（1 回平均） 内容 
H17 年 5 回 37 人（29 人） 医師の講話、施設見学、ボランティアの活動報告 

H21 年 3 回 52 人（42 人） 医師の講話、施設見学、「つつじ」と交流会 

H23 年 4 回 37 人（19 人） 

①正光会宇和島病院医師の講話 
②地域活動支援センター精神保健福祉士の話 
③精神病院、社会復帰施設の見学 
④ボランティアグループ「つつじ」と交流 

＊つつじ入会希望者は、作業所実習を実施 
 
表 3 鬼北町ボランティアグループ「つつじ」の活動状況 

会員数 H23 年度活動内容 

会員 26 名 
賛助会員 200 名 

 

○例会：2ヶ月に１回実施 
○内容：作業所の支援・作業所レクの協力・七夕祭・クリスマス会・新年会など 
○保健師のつつじへの支援内容 

つつじ例会への参加、研修や活動支援     
    精神保健ボランティア講座を開催し、新会員の紹介 
    活動を広報へ掲載し、住民へ周知 
    家族会や作業所通所家族との交流の場を提供等 
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精神保健福祉法第３４条に基づく移送事例についての一考察 
 

   ○中村八重 前田幸 猪野ユカリ 林美紀 稲垣徳明  

高橋悦子 大谷美代子 （宇和島保健所） 

 

Ⅰ はじめに 

精神保健福祉法第 34 条（以下法第 34 条と

略す）に基づく「医療保護入院のための移

送」については、平成 21 年度以降県内で事例

はなく、受診困難の事例についてもほとんど

の場合保護者等の協力のもと受診援助として

対応している。 

今回、当保健所では「精神状態の悪化から

自宅に閉じこもり、金銭の支払い困難により

食料の配達が中断。家族の援助が不可能、生

命に危険を及ぼす状態に至った事例」につい

て法第 34 条に基づく医療保護入院のための移

送を行った。関係機関との検討を丁寧に重ね、

移送にかかるマニュアルの手順を確認した上

で実施したが、その過程において当事者への

支援、関係機関との連携・調整、実施経過に

おける対応等について考察したので報告する。 

Ⅱ 経 過 

１ 事例概要：Ｙ氏・女性・81 歳・統合失調

症・一人暮らし・家族は母親（104 歳・施設

入所）のみ。23 歳頃精神に変調あり、通院入

院歴を経て平成 11 年以降治療中断。平成 20

年、法第 34 条の移送により医療保護入院とな

るが、退院後は全ての支援を拒否、自宅に籠

る生活を継続していた。平成 23 年 2月、地域

包括支援センター（以下「包括」と略す）か

らの相談により移送の検討を開始する。 

２ 移送実施経過：表１のとおり 

Ⅲ 結 果 

 医療保護入院し治療した結果、Ｙ氏は会話

も成立するようになり、妄想は残存するが軽

快。退院後は服薬の継続が見込めないことか

ら訪問看護を導入し、後見人による金銭管理

も可能とした上で退院となった。Ｙ氏自身も 

安定した状態で在宅生活が送れている。 

Ⅳ 考 察 

 Ｙ氏は、親族が高齢の母親のみで援助者が

なく、現状を続ければ生命に危険を及ぼすた

め、法第 34 条の移送を実施する他に方法がな

かった。保健所が全体のコーディネートを行

い、役割分担を明確にしながら移送の手順の

確認や実施方法の検討を重ねた。その過程で

移送の目的を「在宅生活を可能にするための

適正な受診」と共通認識を持つことができ、

有効な連携をとりながら退院後の在宅生活を

イメージした支援に繋がったと考える。 

今回は、①当初から最終目標を退院後の生

活に視点をおいていたこと。②退院後の治療

中断を予測して対応したこと。③専門職だけ

でなく Y氏が利用していた食料品店にも役割

分担を依頼したこと。④最も課題となる金銭

管理については後見人がついたこと等が、退

院後の在宅生活継続の要因になっていると思

われる。 

法第 34 条の移送は、公的機関が保護者に代

わって医療保護入院のための移送を行うもの

である。そのため実施については、あらゆる

状況を想定した用意周到な準備、事前調査・

家族等の同意・関係機関との連絡調整・書類

の作成などかなりの時間を必要とする。また、

当事者の将来の生活目標を意識した課題の共

通認識、支援方法の検討など、実施前には充

分な議論が行われるべきと考える。 

Ⅴ おわりに 

 現在、当事者との良好な関係のもと各関係

機関が連携しながら支援は継続している。移

送を実施して終了ではなく、その後の生活を

見据えた支援の重要性を痛感する。 
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移送の相談（２月）
包括から連絡あり。食料品店への支払いが困難。訪問
しても窓越しで5分程度。独語あり。夜中に叫ぶため近
所からの苦情もあり。今後食料品の配達が中断し、生命
にも危険あり。

自傷他害の恐れの有無：なし

身体・精神状態の急激な悪化：なし
急激な悪化はなし。食料品の配達の継続がなければ、
生命に危険あり。

本人へのアプローチ（２月～４月）
家庭訪問５回（５分程度）、ケア会議４回
関係機関：保健所・包括・病院（医師）

事前調査
① 訪問を実施しても医療や公的サービスの受け入れは
拒否
② 現状のままでは、食料の配達がなく生命の危険あり
③ 病識は全くなく、自分自身の身を守れない状態
④ 金銭管理ができず、支払い不可能で後見人必要

⑤医療は必要であり、現状では強制的な入院が必要
⑥家族の援助による受診は不可能

移送対象基準　→すべてに該当
① 措置症状に該当する自傷他害行為が認められない
② 重篤な身体症状がない
③ 現在の状態の背景に幻覚、妄想あるいは病的な行
動があり、精神障害が疑われる
④ 本人の健康、生命に関わることで近い将来（概ね1ヶ
月以内）に重篤な状態が予測できる
⑤ 本人が経済的・社会的な被害を受ける恐れがある
（社会的な関係がもてないでいる）
⑥ 本人の状態により家族等が被害を受ける恐れあり
⑦ 関係者が十分な援助活動をしたにも関わらず、本人
が精神科受診や入院を強く拒否する
⑧入院治療を含めた精神科医療の濃厚な関与なしには
改善が期待できない

関係機関との連携（４月）
（保健所内での検討の後）
警察・心と体の健康ｾﾝﾀ ・ー病院・包括等

家族等相談者への説明（４月）
母に状況説明・移送についての同意あり
母と本人の間に訴訟関係あり、母は保護者にはなり得
ないことを確認。市町長同意が必要。

検討会議
病院・地域包括支援センター・保健所
診察の必要性の確認→診察必要
移送日時の決定、役割分担、当日の流れの確認等

保護者等の同意を書面でとる
市町長同意書依頼
自宅への立入に関する同意書（母親）

準備
診察指定医、補助者依頼、応急指定病院との調整依頼
家に入る手段（玄関を開けないため）の確認
（食料品店の協力・鍵の確認）
必要物品の確認・搬送車の手配
警察への連絡・依頼（緊急時の対応）等

連絡調整会議
移送についての関係者による最終確認。
（関係者の役割・動き・配置等）

　　　　　　　　　診察（４月）

　　　　　　　　　移送必要

応急入院指定病院への搬送
保健所公用車にて搬送

　　　　　　診察→医療保護入院

評価会議（５月）
移送後1ヶ月以内での評価及び今後の方向性の検討
（入院中の状況、成年後見制度利用、退院後の生活に
向けての検討）

ケア会議（６・８月）
退院に向けての生活基盤整備・方向性確認
後見人も含め関係機関の役割確認

　　　　　　　　　退院（８月）

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考文献） 

精神保健福祉法第 34 条に基づく移送にか

かるマニュアル：全国保健所長会精神保

健研究班 

＜表１＞移送実施経過（フローチャートより） 
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１．はじめに 
 東予地方局では、東予地方局地域振興重点
化プログラムとして、平成２１年度から３年
間にわたり「発達障害ネットワーク事業」に
取り組んだ。発達障害児支援の先進地である
四国中央市と新居浜市を核として、広域的な 
ネットワークの構築と発達障害児支援の体制  
整備を図るため、事業を展開し、その実績、
成果をまとめたので報告する。 
 
２．事業概要 
（１）東予地域発達障害ネットワーク会議   
○代表者会及び実務担当者会        
広域的な連携や体制整備の必要性について 

共通認識を図り、情報交換・意見交換を行っ
た。地域の課題や役割の確認、研修計画や今
後の対策について検討し、広域的な取り組み
についても協議した。 
○アンケートの企画･実施 
地域の実態を把握し、今後の施策を検討す

るうえでの基礎資料とすることを目的に、初
年度に東予地方局管内の保育所、幼稚園等
204 施設を対象に「発達障害(気になる子ど
も)に関するアンケート」を実施して、その
結果に基づき、事業を展開した。 
 
（２）市町への相談支援事業 

   ○支援専門スタッフの派遣    
発達障害児の支援に関わっている現場担当   

者の専門性を高め、対応力を強化するため、
医師、臨床心理士、相談支援員等専門スタッ
フを市町の関係機関に派遣し、健診、療育の
技術指導、支援に関する検討・評価・適切な
支援に関する助言などを実施した。 
○従事者及び家族に対する支援研修会 
担当者が保護者の不安な気持ちを受け止

め、家族への配慮、子どもの発達への気づき
のサポートをすることにより、親が発達障害
に向き合い早期療育に結び付くよう研修会
を開催した。 
 
 
 

 
 
 
 
（３）支援機関のスキルアップ研修会 

発達障害児の支援に関わっている現場担 
当者の専門性を高め、対応力を強化するた
め、発達障害児支援を実践している NPO に
委託し、より専門性の高い研修会を基礎
編・応用編と段階的に開催した。 
 

（４）一般住民等への普及啓発活動 
発達障害児の特性に対する理解を深め、 

地域全体で見守りができることを目的に、
一般住民を対象に講演会を開催した。 
また、リーフレット｢共に豊かに生きる 

為に｣を作成し、研修会等で配布した。 
 
 
（表１）年次別事業実施状況 

 
 
 
 
 
 
 

事  業  名 21 22 23 

(１) 東予地域発達障害ネットワーク会議 

代表者会 ○ ○ ○ 

実務担当者会 
（全体会） ○ ○ ○  

実務担当者会 
（地域会） 

 ○ ○ 

(２)市町への相談支援 

支援専門スタッフ 
の派遣 

○ ○ ○ 
 

従事者及び家族に 
対する支援研修  ○  

(２) 支援機関のスキルアップ研修会 

基礎編 ○ ○  
 

応用編  ○ ○ 

(４)一般住民等への普及啓発 

開催地 西条市 
四国 
中央市 

今治市 

「発達障害ネットワーク事業」における成果 
○ 岡田朋子 増原彰子 篠原あゆみ 横井百合 佐藤伸子 中本直子  

山西佳恵 青野桂子 武方 収  井上弘美 加地裕子 新山徹二  
（東予地方局 健康福祉環境部） 
 

１７ 
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３．事業の展開と成果 
（１）発達障害児（気になる子ども）に関す

るアンケートの結果 
初年度に実施したアンケートにより、気に

なる子どもの実態と、地域の課題が明らかに
なった。 
 保育者が「気になる」と感じている子ども
（診断されている子どもを含む）が、在籍数
の１２．２％であった。 
 保育者の困りごととして、「個性なのか障
害なのか、わからなくて戸惑う」「接し方に
戸惑う」「保護者が子どもの気がかりさを感
じない、認めない」「保護者にどのように伝
えたらいいか」など、多くあげられた。 
 また、今後の支援で必要なことは、「専門
職による園訪問」「専門機関との連携強化」
などがあげられた。 
 このような結果から、発達障害児への支援
のレベルアップと総合的な体制づくりの必
要性を改めて認識し、地域の課題と対策の方
向性が具体的になった。 
 
（２）事業へのつながりと成果 
アンケート結果を踏まえて、２年目からは、

地域会の開催と各事業の企画を行った。 
地域会は、既存の会を活用しながら、アン

ケート結果の報告、現場スタッフとの情報交
換、課題についての意見交換、今後の対応策
等について検討した。 
各市町で実施することにより、具体的な情

報交換・意見交換ができ、課題解決に向けて、 
各市町の実情に合わせた支援ができた。 
 効果的な連携方法や地域資源の活用、地域
における研修会や相談支援体制の確保など、 
市町が自主的に取り組む体制づくりの一助
ともなった。 
また、具体的な検討を進める中で、保育者

への困り感への対応や、保育・保健・療育の
現場で必要と感じている技術的な面への支
援として、「支援専門スタッフの派遣」につ
ながっていった。 
支援専門スタッフの派遣では、早期発見の

ため、保健師等を対象とした、「乳幼児健診
における大切な視点」の勉強会や「発達障害
児の理解と対応」の講演、保育士を対象とし
た「気になる子どもの対応について」の助言、
療育の場での実技指導など行った。 

療育の場での実技指導は、児と保護者を対
象に、専門家から具体的な指導受け、その指
導方法を学ぶとともに、スタッフを対象にケ
ースへの関わり方、具体的な技術の指導助言
なども受けた。これは、現場で直接指導を受
けることにより、日頃の活動に即活用でき、
支援者の資質向上につながり、非常に効果的
な事業であった。 
地域会や専門スタッフの派遣を通して、発

達障害児を支える支援者の意識の向上と支
援体制の強化にも効果があったと思われる。 
 更に、東予地域ネットワーク会議でこのよ
うな各市町の状況を情報交換することによ
り、市町を越えた顔の見える横のつながりが
確立されていき、この会で得られた情報と人
脈が大きな資源となり、また、それぞれの取
り組みが相互の刺激となり、各市町の動きを
活性化したと思われる。 
 

４．おわりに 
 事業を開始した当時は、四国中央市、新居
浜市だけであった専門窓口が、西条市にも開
設され、今治市の発達支援協議会の立ち上げ
や上島町の特別支援連絡協議会の活用など、
各市町の独自の体制整備が着実に進んでい
る。 
 また、市町を越えた広域的なネットワーク
も確立され、当初の目的であった東予地域全
体のボトムアップ、レベルアップが図られた。 
 ただ、専門的スタッフや療育機関の不足、
一般住民の理解の促進など、課題は残る。 
今後は県発達支援センターを核とした、人

材確保や広域的な支援ネットワークの確立、
また、支援担当者の更なるスキルアップや住
民の意識啓発のため、引き続き研修会の開催
などが望まれる。 
どの地域においても、幼児期から成人期ま

で一貫した支援が受けられるよう、各市町に
おける体制の充実と、市町を越えた支援ネッ
トワークの更なる広がりが重要である。 



 - 54 - 

 

地域精神保健業務における成人期発達障害者の支援 
 

○松井いづみ 佐尾貴子 戒能德樹 上甲圓 上田昭 （愛媛県心と体の健康センター） 

   

Ⅰはじめに 

成人の精神相談業務には、多様な相談がよ

せられ、うつやひきこもりを主訴とする相談

者の中には、面接を続けているうちに発達障

害の特徴をもつのではないかと思われる事例

が散見される。そこで今回、個別相談事例と

グループ支援を行った事例について検討した

ので、報告する。 

Ⅱ対象と方法 

当センターの H22 年度の発達障害の来所相

談件数は、実人数 56 名、延人数 183 名であ

る。H22 年度に新規来所した相談者のうち、

発達障害相談として継続相談となった者が

22 名。そのうち、特性理解及び診断希望以

外の主訴で来所したのは 9名である。（事例

の概要は表１） 

尚、事例はプライバシー保護のため改変し

ている。 

 

表１ 事例の概要 

個別相談 グループ
A 30代 男性 ひきこもり PDD ○
B 30代 女性 うつ ○
C 20代 女性 就労 PDD ○
D 20代 女性 うつ AS ○
E 30代 女性 就労 ○ ○
F 20代 男性 ひきこもり PDD ○ ○
G 20代 女性 就労 AS ○ ○
H 20代 男性 就労 AS ○ ○
I 30代 男性 ひきこもり AS ○ ○

診断名
（疑い含

支援方法
年齢 性別 主訴 性格特徴

 

 

１．個別相談 事例 A（診断名 PDD） 

保健師による家族相談から開始。本人が、

不安定な気分になるということで医師の診察

を促し、本人来所となる。診察場面で再度、

困ることを問うと、「ないです」と答えるが、

質問を具体的に問い直すと答える。 

週 1回の面接を約 2ヶ月継続した後、通常

の相談とともに、対人関係の練習のため、会

話の練習メニューを開始する。毎回の面接前、

体調チェックの自己記入を行うが、本人の表

情態度と記入内容に差がみられるため、体調

チェックをより具体的な内容のものに変更す

る。 

また本人の課題となっている感情体験につ

いて問うと、苦悩の表情を見せ、答えること

ができない。こちらからの問いかけに本人が

答える一問一答の状態が練習開始から半年ほ

ど続いていたが、本人の得意な作業を練習内

容に取り上げることで自ら話をすることがで

き始める。さらに、本人自身は得意なことと

して自覚がなかったが、作業を通して支援者

側が評価を示すとうれしそうな表情を見せ、

プラスのこととして自覚された。 

２．グループ支援 事例 F（PDD） 

初めは、台本を用いた会話の練習をする。

グループの他の人が台本を少し変えて読むと、

本人も語尾を自分の言いやすいように変えて

読む。ただし、ずっと紙を見ており、相手の

顔を全く見ない。 

台本を使わずにロールプレイを実施。詰ま

ることはあったが、練習を重ねるとスムーズ

になる。本人自身もうまくできたと満足した

様子で、グループでの発言もやや増える。グ

１８ 
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ループ以外では、他者と接することがなく、

実際に生活の中での般化は難しい。 

他の人の顔を見て話すことがほとんどなか

ったが、約半年間、回数を重ねていくうちに

慣れてきたこともあってか、他の人の顔を見

て会話の練習をすることができるようになる。 

Ⅲ考 察 

１．対象者の理解 

事例 Aにおいては、支援者側が本人の問題

や感情について聞きだそうとするが、本人は

答えることができない。広沢（2010）による

と、感情体験や苦痛をうまく言葉にできず、

また周囲もきわめて察しにくいため、感情体

験や苦痛の質が、自分たちの理解を超えたも

のでありうると述べている。 

本人を余計に傷つけてしまわないよう、そ

れらを踏まえて関わる必要がある。本人がう

まく表現できないため、面接回数を重ねて、

本人を理解していかなければならない。 

同じように、身体感覚においても、感覚過

敏など支援者側が予想する以上の問題を抱え

ていることも多い。十一（2007）は、生理学

的特性については、本人は言わなくても問題

を抱えているのではないかと支援者から聞く

ようにしているとあり、支援者側が発達障害

の特性を知っておくことは、アセスメントに

おいてとても重要であると考える。 

また、2事例ともおよそ半年を経過したあ

たりから自ら自分のことを話せるようになっ

てきており、信頼関係を築くまでにかなりの

時間を要した。 

発達障害の特性を持つ者が、表面化した問

題としてひきこもりやうつ、対人関係の苦手

さなどから仕事がうまく続かないといった就

労に関する相談などで精神相談に来所する場

合がある。発達障害の特性を理解しておくこ

とは精神相談従事者が相談者の理解を進める

上で重要なポイントであると考える。 

２．支援方法 

従来の言語のみの個別相談だけよりも、本

人の興味の持てる事柄を面接の中で実施した

り、グループ支援を取り入れたりすることで、

支援の幅が広がる。 

安心できる場で、苦手な対人関係の練習を

することで本人の自信につながることもある。 

さらに相談の場面では、本人のできていない

面や課題に目がいきがちであるが、本人ので

きる部分に目を向けることで本人の課題へ取

り組む動機付けも高まりやすい。（舳松，

2011） 

Ⅳ結語 

成人期発達障害者の場合、障害特性に加え、

これまでの生活環境から個々の状態や課題は

多様である。今後の課題としては、本人の特

性をしっかり見極め、個々の状態に合わせて

生活の中でいかせるような支援方法を考えて

いくことが必要である。 

 文献 

広沢正孝（2010）：成人の高機能広汎性発達

障害とアスペルガー症候群‐社会に生きる彼

らの精神行動特性 医学書院 

十一元三（2007）：レクチャー精神科診断学

‐サイコロジストのための「見立て」の基礎 

第七講広汎性発達障害の理解―アスペルガー

を中心に― 新曜社 

舳松克代（2011）：発達障害者支援における

SST 精神科臨床サービス，11，188-192 
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愛媛県放射線スクリーニングチーム第１班の活動報告について 

 
○山田貴輝（今治保健所） 三木優子（保健福祉部） 

安永章二（原子力センター） 菅 成徳（南予地方局総務県民課） 

 

Ⅰ はじめに 

東日本大地震に伴う福島第１原発事故では、

放射線による人体への影響が懸念されたため、

住民の希望により３月１３日から福島県の一

部で放射線スクリーニング検査が行なわれた。

３月１５日には、１日に１万人を超える住民

が検査を受ける状況となり、愛媛県では、厚

生労働省及び福島県からの要請を受け、放射

線スクリーニングチームを編成し、福島県へ

派遣した。第１班の活動内容について報告す

る。 

（１）目的 

避難住民に対する被ばく線量の測定（ＧＭ

サーベイメーターによるスクリーニング）に

よる健康チェック及び、除染指導、心理ケア

等による住民の安心・安全の確保。 

（２）チーム編成（派遣者） 

医師、原子力センター職員（薬剤師）、診

療放射線技師の技術職と事務職員の４名。 

（３）派遣期間 

平成２３年３月２１日～３月２７日 

（実活動期間 ２３日～２５日） 

 

Ⅱ 福島県の状況 

福島市内は、建物等から地震の影響がある

ようには感じなかったが、ガソリン不足の影

響で、閉鎖中のガソリンスタンドが多く、営

業中のところには、給油待ちの車が数キロメ

ートルに渡って並んでいた。ただし、緊急車

両として福島県の許可を受けた車は優先的に

給油ができる状況であった。 

当時、高速道路は陥没や隆起による段差が

多く、通行できる車は緊急車両に制限されて

いたが、震度４以上の余震が頻回に発生して

おり、緊急車両に対しても通行制限がかかっ

たこともあった。 

また、場所によってはラジオ等の受信状態

が悪く、余震や原発事故の被害状況の情報収

集に苦労した。 

福島県内の放射線量は空間線量率で１µ ・

/ｈ前後であった。（県内：0.025～0.086） 

 

Ⅲ 放射線スクリーニング検査活動について 

（１）スクリーニング検査基準 

 

スクリーニング検査を受けたという証明書

がなければ、会社への出勤を止められたり避

難所に入れないなどの弊害が起きていたこと

から登録票（検査済証明書）を発行すること

としていた。 

１９ 
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（２）活動状況 

福島県庁に隣接の自治会館に、全国から集

合した放射線スクリーニングチームを指揮す

る本部が設置されていた。毎日の活動の前後

には、本部でミーティングが行われた。スク

リーニング検査は、いわき市内の６避難所と

郡山市の総合体育館で実施した。 

表１活動状況 

（３）避難所等の状況 

いわき市は、福島第１原発から３０～５０

キロメートルに位置し、太平洋に面している

ため、津波の影響による被害が大きかった。

学校のほとんどが避難所になっており、教員

が中心になり避難住民の世話をしていた。 

当時はライフラインがストップし水道が使

用できない避難所が多く、学校のプールに溜

めてあった水をトイレに利用している避難所

もあった。また、手が洗えないなど衛生面の

確保に苦慮しており、チームに医師がいたこ

ともあって感染症の防止対策について質問さ

れたこともあった。 

郡山市総合体育館は、検査常設会場として

２４時間対応で自衛隊が常時滞在しており、

放射線除染目的のシャワー施設も完備されて

いた。支援作業を終えた自衛隊員もここでス

クリーニング検査を受けていた。 

（４）スクリーニングの状況 

水が出ない避難所の住民の手を私たちが携

帯していた水で洗い流すと、汚れとともに放

射線量の値も低下した。中には着用している

マスクのみ高い線量値を示した事があった。

替えがなく何日も使用している間に汚染され

た手で何回もマスクを触り放射性物質が付着

したと推測された。まだ寒い時期でもあり、

帽子にめがね、マスク、レインコート、手袋

という完全防護の親子がスクリーニング検査

を受けに来た。放射線から身を守るために外

出時は必ず完全防護しているということだっ

た。コートの内側を計測すると、他の住民の

３分の１程度と低かった。放射性物質は付着

していないといえる状態だった。身体の中で

一番高い数値を示したのは靴底だった。学校

の運動場の土を測定してみると靴底と同レベ

ルの線量値を示した。雪にサーベイメーター

を近づけると、少しではあるが線量値は上が

った。 

以上の状況から放射性物質は塵などに付着

し、空気中や雨、雪に混じり、やがて地面に

落ちてくると推測できた。 

 

Ⅳ まとめ 

ある避難所で最初に検査をした方に測定後

「大丈夫です。」とお伝えした時、避難所に

拍手が沸きあがった。見えない放射線に対す

る恐怖や被ばくに対する不安にずっと耐えて

いたのだと思った。スクリーニング検査によ

り安心していただけた瞬間でもあった。 

震災後、世界で日本人の秩序ある行動等が

賞賛された。どの避難所においても秩序を守

り相手を思いやり助け合っていた。 

また、支援班に対しては、避難所に限らず

福島のどこへ行っても感謝の言葉をかけてい

ただいた。 

地震、津波、原発事故の怖さとともに日本

人の素晴らしさを再認識した活動となった。 

活動状況 
日程 

全体ｽｸﾘー ﾆﾝｸ゙数 
(うち10万cpm以上） 活動場所 ｽｸﾘー ﾆﾝｸ゙数 

3/23 ４，０００人( 0人) 
いわき市内
３避難所 

２５０人 

3/24 ３，８９３人( 0人) 
郡山市総
合体育館 

１７５人(大阪府、
陸自と合同) 

3/25 ３，９５５人( 0人) 
いわき市内
３避難所 

２２９人(１避難所
は愛知県と合同) 
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愛媛県総合防災訓練における避難所運営訓練の取り組みについて 
 

○武田妙子 西岡浩二 篠原万喜枝 西山三保 眞鍋ゆかり 田中彩 光井雅美 
 篠原雅尋 長井麻未 河井恵（砥部町役場 保険健康課 保健センター） 
佐伯直子 （砥部町役場 総務課） 福見早苗（砥部町役場 介護福祉課） 

松山保健所・松山市保健所・伊予市・東温市・久万高原町保健師 
               

 

Ⅰ はじめに 

 

愛媛県総合防災訓練が砥部町陶街道ゆとり

公園をメイン会場として平成 23年 9月 1日に開

催された。今回の訓練は、震災 2 日目（フェー

ズ 1）を想定し、91 機関の約 4,600 人が訓練に

参加した。東日本大震災後初めての防災訓練で

あり、従来の展示型の訓練とは異なり体験型の

訓練を実施した。 

訓練後の台風 15 号による実際の避難所開設

の体験も交え、取り組みの経緯及び今後の課題

について報告する。 

Ⅱ 方法 
 

愛媛県総合防災訓練の主催は愛媛県・松山

市・伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥

部町の各防災会議であり、今年度は当町の現地

実行委員会を立ち上げ、近隣市町間連携訓練と

して、通信訓練と近隣市町の保健師の派遣を受

けて避難所運営訓練を実施するに至った。 

保健師の派遣については、災害発生時の保健

活動についての具体的なマニュアル等を策定し

ていないため、暫定的な保健師の派遣要請スキ

ームを基に実行委員会長名で近隣市町へ派遣依

頼をした。また、総務課の防災担当がリーダー

シップをとり全体をまとめた。 

避難所の運営訓練については、一般避難所と

福祉避難所の 2 ヶ所を開設し、松山保健所・松

山市保健所及び管内市町の保健師が集まり、避

難所設営・運営の留意点や、具体的な訓練内容

等について協議を重ね、当日の役割分担をして

準備をした。 

訓練は、まず総合受付で要援護者のリストと

照らし合わせて受付名簿を作成し、住民を各避

難所へ誘導した。 

一般避難所は陶街道ゆとり公園の体育館に

設置し住民 71 人が運営訓練に参加し、自助・共 

 

助・公助の考え方に基づき、住民が自主的に行 

動する体験型の訓練を行った。運営は実行委員

会形式とし、運営委員会を開催し、避難所運営

の代表者や 1 日のスケジュール、掃除当番等の

役割分担を協議決定した。 

福祉避難所は保健センターに設置し、高齢者

や障害者の災害時要援護者登録者や人工透析な

ど医療機関との連携支援が必要である人を対象

とし 27 名が参加した。これらの対象者は、自主

的な避難所の設営は困難であり、職員が中心と

なり設営を行った。 

保健師は被災状況に応じて複数の避難所の

開設や運営と、平常業務を並行して行わなけれ

ばならず、巡回しながら相談・支援をする必要

がある。健康手帳や問診票を作成し、各自が血

圧や体重・排便の有無・アレルギーの有無・服

薬の有無などを記載し、自動血圧計や体温計で

健康チエックができるよう配慮した。 

食事については、被災地支援に派遣された保

健師から、「嚥下機能が低下している避難者が誤

嚥しそうになった。」と報告があり、不安定な身

体状態の方も一般避難所に来られる事を想定し

て準備する必要があると感じ、アレルギー（特

に食べられないもの）の記載欄を付け加えた。 

健康管理訓練では、健康チエックや衛生管理

訓練として避難所で発症し易い病気（感染症・

生活不活発病等）と予防についての健康教育を

被災地支援経験のある保健師を中心に展開した。 

感染症予防では、特に手洗いや断水時のトイ

レの使用方法について説明や実技を実施し、排

泄を我慢することによる身体への影響について

説明をした。 

また、健康運動指導士が生活不活発病予防の

ための健康体操を行い、生活スペースの設営や

非常食の試食、栄養士による被災地の食事の紹

介や健康管理の留意点についての説明を行った。 

２０ 



 - 59 - 

Ⅲ 結果 

 

準備期間が短期間であったが、広域の保健師

が連携し健康運動指導士や栄養士と共に、それ

ぞれの専門性を生かし実りのある訓練を実施出

来た。準備の段階から関係者が連携を図り協議

を重ねる中で、色々な気付きを得た事も訓練の

大きな収穫であった。 

一般避難所対象者のアンケート結果では、

「防災訓練に参加して良かったと思う内容（図

1）」について、「トイレの説明・見学」、「手洗い

の説明・練習」、「健康体操」と続き、今回体験

した主な訓練（図２）について、8 割以上の人

が「実施できそう」と回答した。 

一般避難所併設の救護所担当の保健師より、

「精神的に不安定な避難者の支援等、健康管理

部門と連携の必要性を感じた。」と報告があった。 

 

Ⅳ 考察 

 

今回の訓練に参加できたのは、要援護者の中 

でも、自力で避難所に避難できる人達である。

障害者計画策定委員会やアンケートからは、「今

回のような震災が起こったときにどうすればよ

いのか？」「地震等が起こったら集団で避難所に

いることは無理です。安心してプライバシーを

守ってもらえる場所を提供してもらえるのだろ

うか心配である。」という声も出ている・・・・。 

「在宅難病患者要援護者」に対しては松山保 

健所や町の介護福祉課保健師を中心に、身の回

りの安全策や避難方法などを記載した『防災カ

ード』の作成が始まっている。 

今後は、関係機関と連携を取り自主避難が困 

難な住民の把握と支援方法を具体的に検討し 

たい。大規模な災害を想定し、市町間の連携が 

取れるよう計画等の体制整備も必要である。 

訓練実施後の 9 月 20 日に、台風 15 号の被害

の為に避難所が開設された。今回の訓練を活か

し、落ち着いて準備や対応が出来た。また、そ

の後直ちに町の防災担当と相談し、災害に備え

て紙おむつやＴ字杖等を追加して備蓄すること

とし、ポータブルトイレの購入等も検討してい

る。 
また、「防災週間」の関連行事として、庁舎

ロビーでパネル展が開催され、災害時の避難所

における健康管理や普段からの備えを呼びかけ

た。いざという時に適切で迅速な対応が出来る

よう、関係機関と連携を取りながら、防災意識

を高め平常時からの備えをして行きたい。 

0 50 100 

救援物資の受け入れ

ゴミ置き場の設置

炊出し

生活不活発病

血圧測定

生活スペースの設置

健康体操

手洗いの説明・練習
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図1．防災訓練終了後アンケート
訓練に参加して良かったと思う内容
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図2.防災訓練アンケート
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     特定給食施設における危機管理体制について 
 

○冨永 昌子（八幡浜保健所）愛媛県保健所管理栄養士 

   

１ はじめに 

平成 23 年３月 11 日の東日本大震災以降、

日本全域に自然災害に関する危機管理の重要

性と大規模災害対策の見直し等の必要性が指

摘されている。特に病院、介護保険施設、福

祉施設(保育所を除く)においては、災害時に

は通常の喫食者に加え、被災した住民等で収

容者の増加も考えられることから、食事提供

施設としての危機管理対策が求められるとこ

ろである。 

そこで、これらの施設の危機管理対策の状

況について検討したので報告する。 

 

２ 方法 

愛媛県保健所では、健康増進法に基づき特

定給食施設から提出される「栄養報告書」に

より、栄養管理、衛生管理に加え危機管理マ

ニュアルの策定や非常時等食糧備蓄について

把握している。 

このたび県内特定給食施設等の危機管理対

策の状況について、平成 18 年から 22 年まで

の５年間の推移をとりまとめ、現状と課題に

ついて考察した。 

 

３ 結果 

(1)５年間の危機管理対応状況は、図１～３

のとおり、マニュアルの策定及び食料備蓄と

もに配備がすすんでいた。特に、食糧備蓄に

ついては、平成 22 年度には病院 94.1％、介

護保険施設 85.1％、福祉施設 93.7％に整備

され、平成 18 年度から 22 年度の５年間のう

ちに、病院 29.1 ポイント、介護保険施設

31.5 ポイント、福祉施設 20.6 ポイント増加

した。  

図１　病院における非常時等対応状況の推移
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図２　介護保険施設における非常時対応状況の推移
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図３　福祉施設における非常時対応状況の推移
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(2)非常時の食事提供体制は、図４のとおり

水、食器の整備が約８割であるのに対し、熱

源、調理器具の備蓄体制は、病院で約６割、

福祉施設では約８割と差がみられた。 

また、具体的な備蓄内容については、図５ 

～７のとおり、水の備蓄率が最も高かった。

主食は、米、α化米、レトルトご飯（粥）、

２１ 
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乾パン類の備蓄率が高く、主菜、副菜は、缶

詰、漬物・佃煮類の備蓄率が高く、レトルト

おかずやフリーズドライの備蓄率は低い傾向

であった。 

 

４ 考察 

県内給食施設における危機管理体制は年度

を追うごとに整備がすすんでいる状況であっ

た。災害時には地域住民の受け入れや職員の

食事の確保も想定されるが、今年度は、東日

本大震災で得た教訓により、非常時給食設備

や食料備蓄の整備がこれまで以上にすすんで

いると実感している。また、非常時には備蓄

に加え、ランニングストックしている食材を

活用した食事を提供することも求められる。

これまでの多くの災害事例に学び、平常時か

ら情報収集とシミュレーションを繰り返しな

がら、非常時に機能する危機管理体制が構築

できるよう施設ぐるみで研修や訓練を行って

おくことが重要である。 

また、非常時には病態に対応した治療食や、

嚥下食の確保が必要となることから、これら

の対応を踏まえた施設間協力体制が求められ

るとともに、さらに地域における防災体制と

しても重要な位置づけにある。 

保健所では身近に起こる可能性のある風水

害による断水、停電をはじめ、食中毒発生時

の対応、また、これまでに震災をうけた施設

の発災から復旧までの記録を事例とする研修

会の実施や、セルフチェック表等を用いた危

機管理意識の向上、施設の特性に応じた個別 

指導などを行っている。 

今後は、ライフライン遮断時の対応や地域

の災害対策体制の把握等も踏まえたより具体

的なマニュアル策定や、共有献立や支援能力

の検討など、施設間給食支援ネットワーク構

築を踏まえた危機管理体制づくりの支援に努

めたい。 

図４　平成２２年度非常時食事提供体制
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図５　病院における非常時等食糧備蓄
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図６　介護保険施設における非常時等食糧備蓄
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図７　福祉施設における非常時等食糧備蓄
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在宅難病患者の災害時支援体制の整備に向けて 

～アンケートからの一考察～ 
 

○鈴木久美子 山下理香 稲田美香 荒木周一郎 松本春美（八幡浜保健所） 

 

１ はじめに 

八幡浜保健所では、在宅難病患者の災害支援体制

の整備に向け、当事者及び家族の災害に対する意識

を把握するため、平成２３年度特定疾患医療受給者

証更新時にアンケート調査を実施した。 

また、その結果を踏まえ、災害時における難病患

者に対する支援の現状と課題の整理を通して、関係

機関の役割を明確にし、災害支援体制の構築を図る

ため、関係機関と連携会議を開催したので報告する。 

２ 管内の状況 

管内は３市２町を管轄し、面積が1474K㎡と県総

面積の約1/4を占めている。高齢化率も県下で最も

高く（H23.4現在32.8％）、特定疾患治療研究事業

の医療受給者1033名（H23.3現在）のうち65歳以

上が約半数を占めている。 

また、海に面した地域や山間地帯、急崚な地形も

多く、地震発生後の津波の心配や土砂災害、肱川流

域では水害の危険もある。 

３ 取り組みの概要 

①アンケート調査 

・対象 H23年度医療受給者更新対象者983人 

・方法 郵送法による自記式アンケート 

・項目（5項目） 

避難場所の認識、避難勧告時の対応、避難所

生活における不安、災害に備えての準備 

災害に備えての要望 

・期間 平成23年6月中旬～10月中旬 

②関係機関との連携会議 

【表１：会議の概要】   (H23.11.7実施)   

４ 結果及び考察 

①アンケート調査 

【回答者の状況】 

回収率は56.6%（556人）で、男性41.2%（229 

人)、女性58.8%（327人）であった。男性は、

70歳代、女性は60歳代が最も多く（図１）、 

疾患群別では「神経・筋疾患」28.6%、｢消化器 

系疾患」19.8%、「免疫系疾患」18.2%の順に多 

かった。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険の認定者、身体障害者手帳所持者はど

ちらも約３割で、そのうち要介護３以上の方、

身体障害者１・２級の方は約１割であった。 

社会活動の状況は、｢在宅療養」33.9%、｢家事

労働」29.0%「就労」28.6%であった。 

 

参加者 
（21名） 

保健所・病院・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ職員
市町地域包括保健師、 
市町保健師、難病ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

内 容 
・話題提供「訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの防災 
ﾏﾆｭｱﾙの準備と実際」 

・現状報告 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 

血液系疾患
3.2%

免疫系疾患

18.2%

神経・筋疾患

28.6%

視覚系疾患
7.0%

循環器系疾患5.2%

呼吸器系疾患
3.2%

消化器系疾患
19.8%

皮膚・結合組織疾
患6.8%

骨・関節系疾患

6.8%

その他

1.1%

【図２：回答者の疾患群別】 

n=556 

 

【図１：回答者の年齢・性別】 
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【避難場所について】 

「知っている」68.7%、「知らない」31.3% 

【災害時に備えての準備】 

「備えあり」52.1%、「備えなし」47.9% 

災害に対する危機感が薄い現状であり、平常時か

らの意識啓発活動が重要である。 

【災害時に備え心がけていること】 

｢災害についての情報収集につとめている」57.9%、

｢病院等の連絡先をメモしている」47.9%、｢近

隣・民生委員に避難時の協力を依頼している｣

9.4% 

災害直後には、近隣住民による共助に依らざるを

得ない場合があるため、平常時から地域の支援者

を増やす必要がある。 

【避難勧告時の対応について】 

「自分で対応可」55.3%、「人の手を借りる」

35.0%、「手立てが無い」「考えていない」9.7%

の中には、要介護度が高い人も含まれていた。

（図３） 

【避難することが支障となる理由について】 

「身体が不自由である」84.2%、「高度医療機器

の装着」13.6% 

医療ニーズ（酸素機器・胃ろう、経管栄養等）や

介護度の高い難病患者は最も配慮が必要であるこ

とから避難支援体制の整備が急務である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【避難所生活において心配な点について】 

「薬」19.4%、「ﾄｲﾚ」10.3%、「ｽﾄﾚｽ」6.5% 

薬は欠かせない存在であるため、お薬手帳の活用や

医療処置リストなど日頃からの準備が必要である。

また、外見では判りづらい難病患者にとって集団生

活を強いられる避難所でのプライバシーの確保や設

備面での配慮が必要である。（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【災害に備えて行政に希望すること】 

「正確・迅速・確実な災害情報の伝達体制の整

備」58.2％、「災害時の緊急入院・入所に備えて、

病院や社会福祉施設との協力関係づくり」44.3% 

難病患者のニーズが把握できた。 

②連携会議を通して見えてきた課題 

● 患者・家族の防災意識の向上 

 各関係機関の関わりにおいて、ケアだけでなく、

防災に対する心構えや意識啓発が必要である。 

● 地域住民を交えた啓発の必要性 

 近隣住民や地域の支援者への情報不足もあり、

連携が不十分である。 

● 関係機関における災害支援の共有 

 各関係機関が独自で災害支援のﾏﾆｭｱﾙ等を作成し、

支援を考えているが、お互いの動きが把握できて

いない。また個人情報保護を意識するあまり、難

病患者における情報の共有・活用が進んでおらず、

避難支援計画が具体化していない。 

 以上のことから、保健所の今後の役割として下

記の点が考えられる。 

●患者・家族自身が主体的に防災に対して取組み、

自ら支援の意思表示ができるよう、日頃の関わり

の中で啓発していくこと。 

●地域住民が難病患者支援の必要性について理解を

高めるよう働きかけること。 

●平常時から関係機関と情報の共有化を図り、有効

迅速な対応ができるよう、役割を明確化すること。 

５ おわりに 

  今回、ｱﾝｹｰﾄ調査・関係機関との連携会議を行

うことにより、在宅難病患者の災害支援の現状、

課題をある程度整理することができた。 

 今後は、これを踏まえて、関係機関との連携を

さらに深め、難病患者・家族に安心をあたえる地

域ｹｱｼｽﾃﾑの構築を図りたい。 

【図４：避難所生活において心配な点】 ※複数回答 
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【図３：要介護度別にみた避難勧告時の対応状況】 
（40歳以上） 

n=484 
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１ はじめに 

南予地方局では、平成２１年度より医療確保 

対策事業に取り組んできたが、その実態として

二次救急医療機関において軽症患者の比率が

小児科で特に高く医師の疲弊も限界にあり、小

児救急医療体制を維持するためには、受診者自

身の意識や行動を変えることが重要な課題と

なっていた。 

このため、今年度「南予小児救急医療支援事

業」において、住民の力を活かし地域で継続し

た活動への動機づけとなるよう「なんよ小児救

急医療学習会」を開催した。学習会の結果、医

療現場の窮状を知り、考え、行動化に向けた小

児救急医療を守り支える輪の拡がりが見られ

たことから、その住民力の促進要因について考

察したので報告する。 

２ なんよ小児救急医療学習会の取り組み 

（１） 目的 

  逼迫する小児救急医療を守るため、医師の

負担軽減に向けてその窮状について地域住

民の理解を深め、適正受診についての啓発を

はかるとともに、地域住民による小児救急医

療サポート体制構築の核となるリーダーの

育成を図ることを目的とした。 

（２）対象及び参加内訳 

対象として南予圏域の一般住民や市町関

係者等とし、保健師や保育士、民生児童委員、

子育て支援ボランティア、母親等の参加を得

る。 

（３）展開方法 

①取り組みの必要性と目的の共有 

  管内市町、保育所、子育て広場等に出向き、

学習会参加推奨とともに小児救急医療の実

状を伝え取り組みの必要性について共有す

る場をもった。また、保育所の健康管理の現

状や就労しながら子育てをする母親の実情

等地域把握にも努めた。 

②プログラムの概要 

  小児救急医療の窮状を現場の医師が生の

声で伝えるとともに、ごく普通の母親達が地

域を動かした先進事例紹介（西脇小児医療を守

る会）を行う。また、自分達で考えることを

主軸においた活動プラン提案までを盛り込

んだ。 

 表１ なんよ小児救急医療学習会プログラム 

日程 内　　　　容 講師等 参加人数

第１回
話題提供Ⅰ「勤務医及び住民の意識
調査からみえる南予地域医療の課題」

宇和島保健所
職員

話題提供Ⅱ「南予の小児救急医療現
場で今何が」

市立宇和島病
院小児科科長

グループワーク「病院から小児科がなく
なるかもしれない？！」

第２回
実践報告「子どもを守るために、今、母
親の私たちに出来ることは・・・」

9/27
グループワーク「これならやれる！自分
たちにも・・・」

第３回
グループワーク「活動プラン提案にむけ
て」

（兵庫県）
西脇小児医療
を守る会代表

活動プラン提案「これならできる！私た
ちにも・・・」

市立宇和島病
院小児科科長

講評 保健所長

11/22

４８名

8/26

５０名

（兵庫県）
西脇小児医療
を守る会代表

５８名

 

小児医療を守り支える輪を拡げる一歩！ 
―なんよ小児救急医療学習会の取り組み― 

                     

○ 早川 光江 西山 健一 柚村 都世美 竹本 逸一 竹田 真彦 

攝津 和彦 溝田 俊広        （宇和島保健所企画課） 
 

２３ 
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 ３ 結果 

 （１）小児救急医療サポートグループの結成 

  学習会で学んだことを地域に暮らす母親

達に伝え、地元小児科医を囲んだ座談会を行

った地域や保育所保護者会で話し合う場を

もった地域もあり、中には子育てグループが

主催で講演会を企画するなどの活動がみら

れ、現在、圏域３市町においてグループ化に

つながっている。  

（２） 参加者アンケートからの評価 

 表２ 学習会参加者の声からみる行動変容 

回 ねらい 参加者の声 行動変容

地域医療の実情を伝える 今後の行動が具体化していない

（小児科医からの現場の声） できることを少しずつできればいい

情報提供 小児救急の現状を伝えていきたい

場づくり 正しい知識を身につけたい

考える土台づくり 適正受診の心がけ

『これならやれる！自分たちにも・・・。』 人とのつながり、仲間づくり

気持ちを動かす成功例 子どもたちを守りたい熱き思いに感動

（西脇小児医療を守る会） 宇和島でも芽がでて地域に広がる活動へ！

「きっかけ」をつくってくれてありがとう！

とにかくすごい！

勇気をもらいました。

子どもたちを自分たちの手で守っていきたいと決意！

活動プラン提案 住民が主体となった活動紹介

地域グループの結束力（仲間） 小児救急医療の実情を伝える、＃８０００の啓発

行動化への意欲向上 母親同士の話し合う場の設定、小児医療を守る会の立上げ

講評（行動への後押し） 母子保健連絡会の開催

無関心期
＜危機感＞

１回

２回

３回

関心期
＜私にもできる＞

準備期
＜実行したい＞

 

 参加者アンケート、西脇小児医療を守る会

への「ありがとうメッセージ」、活動プラン

からも無関心期から関心期へ、そして行動化

への準備期への行動変容がみられた。 

４ 考察 

 母親を中心とした学習会参加者が、なぜ小

児救急医療に主体的に取り組むようになっ

たのか、その要因について整理した。 

（１）明確な地域課題と目標設定         

  現場で働く小児科医からの声を受け、こ

のままでは小児科がなくなるかもしれな

いという危機感と、昼夜問わず多忙ななか

でも真摯に子供たちに向き合う医師の姿

勢にふれたことで、何とかしたい気持ちの

変化となった。 

「子どもの命、小児科医を守りたい」とい

う共通の明確な目標があったことで、考え

る土台づくりにつながった。 

（２）同じ立場で地域まで動かした成功例 

育児サークルに参加していたごく普通

に暮らす母親達が子どもたちを守るため

に立ち上がったことで、「人を動かし、行

政を動かし、地域までも動かした」現実に

感動し、「自分たちにもできる」という行

動化につながった。 

（３）共感できる仲間の存在と決意表明 

  地域ごとのグループを設定し、子どもた

ちの将来のため、地域で何ができるかを話

し合い、共通の目標をもった仲間の存在が

あったこと。活動プランの提案においても

具体的行動計画を発表することで、今後の

行動に向けて一歩踏み出すこととなった。 

  学習会参加者は、地域医療の当事者とし 

て、地域の人財として、今後の地域展開の

推進力として期待されるようになった。 

５ おわりに 

 地域の医療確保に向けて、住民・医療機

関・行政が問題を共有し、課題解決に向けて

取り組んできた。目指す方向性の確認やそれ

ぞれをつなぐことが保健所の役割である。 

今後は結成されたグループと医療との橋

渡しや継続して活動ができるように、市町と

ともに協働していくことが求められる。 

 お互いの立場を理解し、協働していくこと

で、人が変わり、地域が変わっていくことが

できることを信じて地域保健活動を展開し

ていきたい。 

【参考文献】 

井関友伸：まちに病院を！住民が地域医療をつくる                                                   
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医療費分析からみる効果的な保健事業の展開 

○河村千里 藤田恵女 下分彩加 星加朝美 高石裕子 

石井千恵子（新居浜市福祉部国保課） 

 

は じ め に 

新居浜市では、伸び続ける医療費を適正化

することを目的に、平成１９年度から国保課に

医療費適正化係を設置した。保健師、管理栄

養士を専任で配置し、国保被保険者の健康づ

くりを支援している。当市は一人あたり医療費

が県下１１市で最も高いため、これまでも給付

事務の一環として事務職が医療費分析を行っ

てきたが、保険者として医療実態に即した適切

な保健事業を展開しているとは言い難かった。 

 国保には４０～７４歳の市民の約４０％が加入

するため、国保の医療費分析の結果は新居浜

市の健康課題、市民の潜在的ニーズとして捉

えることができる。そこで平成２１年度から、保健

師による医療費分析を行っている。 

 医療費分析の結果を保健事業に携わる多職

種で共有し、認識を深めたことで、根拠に基づ

いた保健事業の展開につながったので、報告

する。 

 

 

方 法 

 『愛媛の国保病類別統計データ』（平成２０年、

２１年、２２年の５月診療分レセプトが対象）を活

用し、高医療費の原因となっている疾患や受

診動向を把握するために、入院・入院外の疾

病を年齢階層別に分析した。 

 

 

結 果 

（１）医療費分析の結果 

 医療機関や病床数は県下で特に多いわ

けではなく、１１市の中では中位 

 医療費の３要素を県内１１市で比較すると、

受診率及び１件あたり日数は上位（表１） 

 通院件数の上位は、高血圧性疾患、歯

肉炎及び歯周疾患、糖尿病 

 入院件数の上位は、統合失調症、虚血

性心疾患、糖尿病、悪性新生物、骨折 

 ４０歳以上の受診件数が全体の８割を占

め、費用額では９割を占める 

表１：医療費の３要素 県下１１市の比較（平成２２年５月データより） 

保険者 
受診率
（％） 

順
位 

１件あたり 
日数（日） 

順
位 

１件あたり 
費用額（円） 

順
位 

松 山 市 85.7 3 2.4 3 12027.5 5 
今 治 市 85.6 4 2.3 5 12069.5 3 

宇 和 島 市 82.4 9 2.2 10 10688.3 11 
八 幡 浜 市 87.2 2 2.3 5 12101.0 2 

新 居 浜 市 84.9 5 2.5 1 11633.4 6 
西 条 市 82.4 9 2.4 3 11485.6 7 

大 洲 市 84.1 7 2.3 5 12206.4 1 
伊 予 市 89.4 1 2.3 5 11427.6 9 

四国中央市 80.5 11 2.5 1 12060.3 4 
西 予 市 84.6 6 2.1 11 11081.2 10 

東 温 市 83.8 8 2.3 5 11480.4 8 

以上から、当市の医療費を押し上げる要因は、

次の５点が考えられる。 

・ ４０歳を境に急増する生活習慣病の通院 

・ ６０歳代以上での国保加入者の急増 

・ 疾病の長期化・重症化 

・ 精神疾患での長期入院 

・ 被保険者側の受療意識・行動要因 

このことは、新居浜国保のみならず、当市の健

康課題とも捉えられる。専門職間でこの結果を共

有し、認識を深めた。 

 

（２）取り組むべき保健事業の整理・検討 

 年齢階層別に分析したことで、若年層からの基

本的な健康づくりの基礎知識の普及や受療意識

の啓発が必要であり、さらに壮年期には生活習

慣病の発症・重症化の予防対策の必要性を感じ

た。また、平成２０年の分析で骨折による入院が

多かったことから、転倒予防・介護予防への取り

組みも重要と考えた。 

市民が医療費の実態を市民自身の問題として

実感できるように、衛生部門や介護部門と連携し

２４ 



 - 67 - 

て、医療費分析の結果報告を行った。市政だより

等の広報、校区ごとのミニ健康まつり、ケアマネジ

ャーの研修会や地域ケアネットワークでの講習、

出前講座の場を活用し、新居浜国保の医療費の

実態、新居浜市の健康課題を伝えた。 

特定健診では国が定める内容に加えて、集団

健診で全員に心電図等を実施している。また、健

診受診者全員を対象に健診結果説明会を実施

し、健診結果の見方や生活習慣の改善ポイント

を伝えている。また、衛生部門の歯科衛生士から、

歯周疾患予防について説明している。 

当市が実施する健診としては、特定健診の他

に、１８～３９歳女性対象の女性健診、３０歳以上

の市民対象の一日人間ドック、国保被保険者を

対象の脳ドック検診の機会がある。若年層につい

ても、疾病の発症・重症化予防のためのスクリー

ニングや健康意識の向上に努めている。 

特定保健指導は、保健指導レベルに関わらず

一律のプログラムで、グループ支援を主体に実施

している。歯周疾患予防やこころの健康も、指導

内容に加えている。 

また、重複受診・頻回受診者には、受療行動

の適正化、また疾病の重症化・長期化予防を目

的に、個別に訪問指導を行っている。訪問後は

レセプトから通院状況・服薬状況を通年で把握し、

必要時には訪問を重ねて経過観察している。 

さらに、医療費分析の結果からテーマを絞って

国保被保険者への健康教室を実施している。平

成２２年度は骨折予防、平成２３年度は高血圧症

予防を目的に行っている。 

 

 

考 察 

保健師による医療費分析を始めて３年が経過

した。分析を重ねることで、経年的に市民の健康

課題を把握してきた。これにより、専門職間での

活動の連携を図ることができ、市民に一番近いと

ころで情報を伝える活動に結びついた。 

また、報告内容をまとめる中で、根拠に基づい

た保健事業を展開したことを再確認できた。 

特定健診・保健指導事業の必要性が浮かび

上がったと同時に市民の潜在的ニーズが把握で

き、地域に求められる活動につながった。。 

さらに、国保担当課に専門職が配置され、日

常的にレセプトに触れられる環境にある。被保険

者の生活と医療、健診を結びつけて保健事業が

実施できることの強みを再認識した。 

 

 

今後の課題 

社会情勢の変化とともに、生活習慣病、母子

保健、感染症等健康課題が複雑多様化し、保健

師に期待される活動領域は拡大する中で、当市

でも保健師の分散配置が進み、事務処理量が増

大している。「市民の健康づくり」という共通した目

的を持って、各々の部署で保健師活動をしてい

るが、市民と接する時間は限られてきている。 

限られた時間の中で、市民の潜在的ニーズを

把握するには、医療費分析を含め、既存のデー

タを加工し読み解くスキルの向上が重要となる。

これにより役割分担を明確化でき、さらに連携を

図り協働することで、市民の健康づくりに分散配

置を効果的に生かすことができる。さらに、経年

的に分析結果を把握し、保健事業につなげてい

く必要性を感じている。 

また、今後は糖尿病などの疾病に特化した分

析内容も加え、保健所の支援や国保連合会の

保健師との連携を図りながら、より深く地域特性

を把握できるものとしたい。 

加えて、この分析資料を用いて財政担当課や

管理職に実態を伝え理解してもらうことで政策に

反映され、保健師が活動しやすい基盤がつくられ

ると期待できる。 

これからも、根拠に裏づけされた保健事業を実

践し、市民の健康度向上、医療費の適正化に努

めたい。 
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ＨＩＶ検査陽性者の地域支援 

～事例を通した一考察～ 

○ 松下久美子 高田真希 上甲千鶴 高橋悦子 

大谷美代子 冨田直明 (宇和島保健所) 
 

１ はじめに 
ＨＩＶ感染の拡大が懸念されている状況

の中、住民への感染防止、エイズ患者・ＨＩ
Ｖ感染者に対する誤解や偏見･差別をなくす
普及啓発活動は継続しているが、ＨＩＶ検査
相談窓口利用者は減少傾向にある。今年度、

当保健所のＨＩＶ検査受検者の中から陽性
者があり、受診援助を行った後も、地域での
支援を継続している。事例を通して、エイズ
対策及び今後の地域支援について考察をし

たので報告する。 
 
２ 現  況 
 全国の HIV 感染者及びエイズ患者の新 

規報告数＊は、依然として増加傾向が続い 
ている。愛媛県においても、平成 12 年以 
降の統計では、年間約 6 件ほどで推移し、 
平成 19 年には過去最高の 11件に追いつく 

勢いで、平成 23 年は 11 月 24 日現在で既に 

10 件の報告がある。(愛媛県感染症情報セン 

ター統計より抜粋) 

 

 

 

 

３ ＨＩＶ検査相談体制  
ＨＩＶ相談体制に基づき、検査相談を 

行っている。(図２) 

陰性の場合 追加・確認検査を必要とする場合　

結果の捉え方 判定保留の意味を説明し、理解の確認
リスク低減への支援　等 追加･確認検査の説明

追加･確認検査結果通知の日程調整等

結果が出るまでの不安軽減と支援　等

陰性の場合 陽性の場合

結果の捉え方 陽性の意味を説明し、受容が促されるよう十分見守る
リスク低減への支援　等 今後についての相談

受診についての説明と医療ルートの確保・調整
有用な情報と資料の提供　　　等

検査当日

後日

受付・問診票の記入

検査前カウンセリング（５～１０分）

結果通知 ･ 検査後カウンセリング

スクリーニング （迅速） 検査

採血　（約５分） 保健師

（原則）医師

感染症対策係

＜従事者＞

保健指導（必要者・希望者）

医療機関へ紹介（受診援助）

（原則)医師

検査技師

結果通知 ・ 検査後カウンセリング 医師と保健師の２名

保健指導（必要者・希望者）

追加 ・ 確認検査 衛生環境研究所
にて実施
（２～７日）

 

２５ 
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検査相談件数については、近年減少傾向にあ
る。(図３) 
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宇和島保健所の状況

４ 事例への支援の実際 

 
 
  

【スクリーニング(迅速)検査当日】 

○検査結果「判定保留」の説明は、医師と保

健師の２名で対応する。 

○受検者の告知までの精神的負担を軽減す

るための連絡体制を確保する。 

 
【確定検査結果告知当日】 
○確定検査｢陽性｣告知後、医療機関と連絡調

整し、受検者の受診までの援助をする。 

※従来はここで終了 
 

【受診後からの支援】  
○エイズ患者としての気持ちの受容 

○地域でエイズ患者が使えるサービスの
コーディネート 
 例 身体障害者手帳取得時の援助 

○必要時の健康相談 

 
５ 考 察 
【事例でみるキーポイント】 
（１）検査相談はＨＩＶ感染対策の一部とし

て重要な位置にある。 
 

図４ HIV検査相談の位置づけ

予防啓発

医療

心理社会的支援

（ケア）

検査相談

 
（２）検査相談には、検査・相談・紹介の役 

割があり、さまざまな要素がある。 

 
 
 
 

 
 
 

図5 HIV検査相談の要素

予防行動支援

検査相談

電話予約

相談

採血・

検査 他サービ
ス紹介

検査前

情報提供

広報

受付 受検意志

確認

検査時

相談

結果説明

陽性結果
後支援

陽性者支援

（３）予防行動支援、陽性者支援の視点や 
姿勢を持って担うことが大切である。 

 
６ おわりに 

今年度、ＨＩＶ検査相談窓口で検査結果
が陽性の事例とのかかわりを通して、陰性

結果が常という観念を捨て、今後、保健所
の機能として、中長期的な視点で陽性者の
地域支援を行っていくためのマニュアル
整備と、地域での心理社会的支援を継続す

るネットワークの構築を図っていきたい。

 
・予防、医療、支援がつながるところ 
・予防啓発活動の受け皿 
・医療への窓口 
・心理社会的支援サービスへの窓口 

事例 男性 ３０歳代  
ＨＩＶ検査 陽性 

・個人のニーズに応じたサービスを利
用できるよう支援 

・陽性とわかった人を病院につなぐこ
とだけに限らない 

・信頼できるところを紹介するため、
地域資源の開発と連携が必要 

参考･引用文献等： 
愛媛県感染症情報センターＨＰ 

 (財)エイズ予防財団 HIV 検査相談研修
会資料等 

※23 年度４～12 月 
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クオンティーフェロン（QFT）による結核対策について 
 

○西原 正一郎 越智 幸枝 吉江 里美 加地 裕子 

新山 徹二  （西条保健所） 

   

はじめに 

近年愛媛県では、ツベルクリン反応検査に

替わり、BCGの影響を受けない結核予防対策上

有用性が期待される、クオンティーフェロン

（以後QFTとする）を活用した接触者健診を実

施している。 

今回我々は、QFTを用いた喀痰塗抹陽性の初

発肺結核患者の接触者健診を、集団感染の危

険性が高い高齢者施設において実施したので

報告する。 

方 法 

今回の QFT を用いた接触者健診は、感染症

法に基づく結核の接触者健康診断の手引き

（改訂第４版）に基づき、塗沫検査陽性又は

呼吸器症状を有し、胸部 X線検査において空

洞性病変を確認する肺結核の患者に対して飛

沫核感染予防策なしで接触のあった者に対し

実施した。 

QFT の実施時期については、最終暴露後か

ら概ね 1ヶ月以内を目処にベースライン検査

を実施し、ベースライン検査で陰性及び判定

保留と判断された者については、暴露後 2ヶ

月以降に再度 QFT を実施（暴露後検査）した。 

結 果 

平成 23 年 6月に届出のあった以下の 2事

例について検討した。 

事例 1 

特別養護老人ホームに入所中の肺結核患者、

最大ガフキー号数 4号、咳症状有り、胸部 X

線検査における学会分類ｂⅢ2の接触者 48

名に対してベースライン検査を実施したとこ

ろ、陽性 5 名（陽性率 10.4％）、陰性 33 名、

判定保留 10 名であった。 

陰性 33 名、判定保留 10 名の計 43 名につ

いて暴露後検査を実施したところ、陰性 41

名、判定保留 2名であった。 

結果、ベースライン検査で陽性と判断され

た 5名は過去に結核感染の可能性があると判

断した。 

また、医療機関を受診したところ、主治医

との相談の上、潜在性結核感染症の治療はし

ないと判断された。 

判定保留の 2名は、暴露後検査の陽性率が

0％であったことから、感染の可能 

性が低いと判断し、1年、2年後の定期健康

診断による経過観察とした。 

事例 2 

在宅で訪問介護、デイサービスを利用中の

肺結核患者、最大ガフキー号数 9号、咳症状

無し、胸部 X線検査における学会分類ｌⅡ2

の接触者 13 名に対してベースライン検査を

実施したところ、陽性 1 名（陽性率 7.7％）、

陰性 10 名、判定保留 2名であった。 

陰性 10 名、判定保留 2名の計 12 名につい

て暴露後検査を実施したところ陽性者数 1名

（1 回目判定保留だった者、陽性率 8.3％）、

陰性 9名、判定保留 2名であった。 

結果、ベースライン検査で陽性と判断され 

２６ 
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た 1名は過去に結核感染の可能性があると判

断した。 

また、医療機関を受診したところ、主治医

との相談の上、潜在性結核感染症の治療はし

ないと判断された。 

暴露後検査で陽性と判断された 1名（60

歳代、女性）は、今回の肺結核患者との接触

によるに感染の可能性があると判断した。 

この感染者は、患者が結核と診断される前

日、前々日の 2日間に各 1時間程度、自宅で

食事介護、口腔清掃、服薬支援等を実施して

いた。 

また、医療機関を受診したところ、主治医

との相談の上、潜在性結核感染症の治療はし

ないと判断された。 

暴露後検査の判定保留 2名は、暴露後検査

の陽性率が 8.3％であり、感染の可能性が低

いと判断したが、胸部Ｘ線検査で 6ヵ月後、

1年、2年後の経過観察とした。 

 

 

接触者健診（QFT検査）結果表 

考 察 

今回、QFTによるベースライン検査、暴露後

検査を実施することにより、施設職員の中で

も、結核感染暴露の機会が多く、濃厚接触者

となる介護職員等の集団感染の防止に努めた

結果、潜在性結核感染症の治療には至らなか

ったが、一定の成果が得られた。 

QFT検査の実施に当たっては細心の注意が必

要であるが、濃厚接触者の潜在性結核感染症

の早期発見、早期治療が感染拡大防止の鍵で

あることを考えるなら、QFT検査の普及拡大は

重要であり、今後さらに、適正な対象者の把

握、検査精度の向上等に努め、検査結果の集

積と分析評価を行う必要がある。 

 

 

 事例１ 
特別養護
老人ホー
ム 

事例２ 
デイサー
ビス施設
等 

患者情報 

入所者 
Ｇ４号 
bⅢ2 
咳（+） 

通所者 
Ｇ９号 
lⅡ2 
咳（-） 

対象者 48 13 
陽性 5 1 
陽性率％ 10.4 7.7 

陰性 33 10 

ベースラ
イン検査 

判定不能 10 2 
対象者 43 12 
陽性 0 1 
陽性率 0 8.3 
陰性 41 9 

暴露後検
査 

判定不能 2 2 
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精神保健業務経験が10年未満の保健師を対象とした 

現任保健師研修会の効果の検討 

○松浦仁美 佐尾貴子 小方恵子 上甲圓 上田昭（心と体の健康センター） 
   

Ⅰ.はじめに 
 市町村合併や保健福祉関係法の改正は、保健師

の活動体制に大きな影響を与えている。保健師の
分散配置や業務分担制が進む中、保健師に対する

精神保健福祉事業への対応は、より高い専門性が
求められている。 

 新任期保健師は就職と同時に即実践力として期
待される中、昨今の看護系大学の急速な増加に伴

い、家庭訪問を十分に体験せずに保健師になって

いる場合も少なくない。よって、中でも精神障害
者への対応、特に一人での判断に迫られることが

多い個別相談は苦手なこととして挙げられている
文献１）も多い。 

 そこで今回、精神保健の実務経験が通算で10
年未満の保健師を対象に「現任保健師研修会」を

企画・実施し、研修生に対して自己評価票を用い
て研修の効果を検討したので報告する。 

 

Ⅱ.方 法 
調査対象は、精神保健の実務経験が通算で 10

年未満の県保健師 5 名、市町村保健師 16 名の計
21名であった。 

研修生には、研修前後の 2 回調査を行い、2 回
の調査票は同一用紙とした。調査票は、国立保健

医療科学院の公衆衛生看護学部が作成した評価票
を、一部精神保健分野に置き換えて使用した。研

修生には、研修の評価に用いることを口頭で説明
し、回答が得られた者を対象とした。分析は、同

一者の前後について Wilcoxon の符号付き順位検

定を用いた。 
 

1.研修の概要（表1） 
 自治体に勤務する保健師30名を定員として、6

月末から 10 月上旬までの間に計 4 回の研修を実
施した。研修は、精神保健福祉施策の動向、主な

精神疾患の基礎知識、知っておきたい法令などの
講義を8.5時間、精神障害者の家族支援に関する

演習を3時間、事例検討を7時間で構成した。 

事例検討は、対人支援能力の向上に繋がると考
え、講義が事例と関連づけて考えられるよう特に

重要視し、事例検討の時期や内容等を工夫した。  
事例は、自分が関わっている個人･家族の事例に

ついてまとめることを課し、情報整理、そのアセ
スメント、なぜその事例を提出したのか、検討課

題は何かを研修前に抽出するところまでを必須と
した。検討は、1 グループ７人編成とし、それぞ

れのグループに当センター保健師が終始ファシリ
テータとして入った。研修2回目に各事例を発表

した後、グループメンバーやスーパーバイザーか
ら、アセスメントの視点や個人･家族の捉え方、

保健師としての関わり方についてのコメントをも

らった。研修生は、各自治体に戻り、事例検討で
協議したことを、自ら何らかの形で支援し、4 回

目の事例検討でその実践報告を行った。スーパー
バイザーは、精神保健かつ公衆衛生看護活動に造

詣が深い守田孝恵先生(山口大学)に依頼した。 

 

 

 
 

 
 

 

Ⅲ.結 果 
 回収数(率)は、19人(90.5％)であった。 

 研修の効果（表 2）：研修前後を比較した結果、
「得られた情報から個別支援計画が立てられる」

「アセスメントしたケースの支援ができる」
「様々な情報収集の手段をもっている」「関係す

る人･機関を特定しグループに働きかけることが
できる」（P<0.01）、「支援に必要な社会資源を

把握している」「個別のケース会議を実施でき

る」「適切な情報をタイムリーに発信できる」
（ｐ＜0.05）など、28 項目中 13 項目において研

修後のほうが研修前より有意に高く変化したこと
が認められた。 

表１　平成23年度 現任保健師研修会プログラム
1回目(6月） 2回目（7月） 3回目（7月） 4回目（10月）

10:00～11：00 開講式
ｵﾘｴﾝﾃー ｼｮﾝ

講義
高次脳機能障
害の理解

講義
精神障害者
の
家族支援

11:00～12：00

講義
愛媛の精神保
健福祉施策の
経緯

事例検討 演習
（家族支援）

14:00～15：00
講義
精神保健福祉
法

まとめ
（家族支援）

閉講式

事例の経過
報告
発表

13:00～14：00
講義
障害者自立支
援法

事例検討

座談会
家族の思い

事例のまと
め

16:00～17：00

15:00～16：00 講義
統合失調症の
疾病の理解と対
応

講義
保健師が捉える
精神障害者の
生活とその支援
～事例を援助し
ていく上でのヒ
ント～

情報交換会

２７ 
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Ⅳ.考 察 

１． 質問紙調査結果からみた研修の評価 
研修目標である【Ⅲ.精神障害者のアセスメン

トができる】【Ⅳ.精神障害者を支援するのに必

要な知識があり、支援することができる】【Ⅵ. 
精神障害者の活動状況を示すことができる】の項

目において、「できる」と変化している者が有意
に高かった。これは、今回の研修が、精神障害者

のアセスメント、実際の支援、活動状況を示すこ
とができるまでの一連のプロセスを学ぶことに役

立ったことが感じられ、研修内容が実践的なもの
であったことが示唆された。 

ただ、研修効果を評価する上では、時間経過も
考慮する必要があると考えられる。今回は、研修

直前後の変化を確認しているが、人の能力には、

すぐに身につくものと、実務体験を通して始めて
理解できるものがあるとされ、一定期間後の変化

は持続性で左右されるとされている２）。したが
って、研修終了後の一定期間の変化を測定する必

要があるかもしれない。 
２．事例検討の有効性 

新任保健師には個別支援を中心に指導すること
や職場の中でのコミュニケーションが取れやすい

環境作りが重要であるとされている３）。一方、

保健師の業務は多様化し増大し続けており、新任
期であっても少人数で分散配置されているケース

もあり、不安が解決できないまま多忙な日常業務
に追われていることも指摘されている１）。その

ような中で、事例検討は個別支援のプロセスを学
ぶのに役立つとともに、副産物として、保健師同

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

士が同じ悩みや不安を肩肘張らずに語れる場とな

り、グループの意見交換を活性化させていた。 
事例検討は、【個別のアセスメントをするきっ

かけ】となり、【地区把握の体験】や講義で学ん

だ【疾患と結び付けて考える体験】等から、【具
体的な支援方法の模索】や【住民や関係機関等の

力を引き出す体験】などが行われていた。加えて
【グループワークからの学び】が効果的であり、

保健師の【互いの学び】【横のネットワークづく
り】につながっていたと考える。 

また、【Ⅴ.個別から得られた健康課題の共通
する部分について施策化できる】の項目でも「で

きる」方向に変化していることをみると、個別援
助を通して把握した情報から共通点や課題を捉え、

より広い視点に発展させることができたのではな

いかと考える。以上のことから、事例検討の実施
はとても有効であることが示唆された。   

今後個別支援スキルの向上に結びつくには、さ
らなる職場内の支援とコミュニケーションが取れ

やすい環境も重要と考える。 
 

引用参考文献 
１） 頭川典子：学士課程卒業後の保健師が新任期

に感じる困難と対処状況.長野県看護大学紀要
2003；5：31-40 

２） 平松陽一：教育研修の効果測定と評価の仕方.

東京：日興企画；2006.P49-53 
３） 後藤順子：山形県における行政に勤務する新

任保健師の実践能力向上.山形保健医療研
究.2008.P15-29 

表2　　研修評価（前後）の内容　（ｎ＝19）
p値

1 2 3 4 1 2 3 4
1 様々 な情報収集の手段を持っている(情報媒体、人、組織等）　** 5.3 47.4 47.4 0.0 0.0 26.3 63.2 10.5 0.005
2 地域の健康問題に関する幅広い情報を収集している 15.8 47.4 36.8 0.0 5.3 47.4 47.4 0.0 0.206
3 集めた情報は、文章化・資料化し、整理している 0.0 52.6 47.4 0.0 0.0 47.4 47.4 5.3 0.480
4 集めた情報を過去の情報や他の自治体等の状況と対比し科学的に分析している 63.2 31.6 5.3 0.0 26.3 68.4 5.3 0.0 0.052

5 統計等を活用して客観的に地域を把握している 42.1 36.8 21.1 0.0 21.1 52.6 26.3 0.0 0.218

6 職場内の仲間で情報の共有をしている 0.0 15.8 42.1 42.1 0.0 21.1 42.1 36.8 0.564
7 精神障害者（個別）のアセスメントができる　* 15.8 42.1 42.1 0.0 0.0 26.3 73.7 0.0 0.014
8 得られた情報から、個別支援計画が立てられる　** 26.3 57.9 15.8 0.0 0.0 42.1 47.4 10.5 0.002

9 アセスメントしたケースの支援ができる　** 15.8 52.6 31.6 0.0 0.0 36.8 57.9 5.3 0.004

10 支援に必要な社会資源を把握している　* 15.8 52.6 31.6 0.0 0.0 47.4 47.4 5.3 0.011

11 個別のケース会議を実施できる　* 21.1 57.9 15.8 5.3 10.5 36.8 47.4 5.3 0.033
12 定期的に関係職員と精神保健に関する健康課題について検討している　* 26.3 52.6 10.5 10.5 5.3 42.1 42.1 10.5 0.013
13 国,都道府県及び所属する自治体の障害者計画の概要を理解している 57.9 26.3 15.8 0.0 26.3 63.2 10.5 0.0 0.096
14 施策化のために関係機関との調整を行っている。 63.2 26.3 10.5 0.0 36.8 47.4 15.8 0.0 0.058
15 施策化に当事者や家族が参加できるような働きかけを行っている　* 57.9 42.1 0.0 0.0 47.4 31.6 15.8 5.3 0.020
16 適切な情報をタイムリーに発信できている　* 42.1 26.3 31.6 0.0 5.3 47.4 47.4 0.0 0.020

17 対象に合わせたわかりやすい情報の提示をしている　* 26.3 42.1 26.3 5.3 5.3 31.6 52.6 10.5 0.022

18 住民に必要な情報が公開されるよう働きかけている　* 36.8 52.6 5.3 5.3 15.8 42.1 36.8 5.3 0.026
19 広報担当やマスコミ等と情報発信のための方策を把握している　* 52.6 36.8 10.5 0.0 36.8 21.1 42.1 0.0 0.021
20 所属内で、自分の仕事のプロセスや成果を伝えている 10.5 42.1 36.8 10.5 5.3 36.8 42.1 15.8 0.360

21 所属外で、自分の仕事のプロセスや成果を発表している 52.6 36.8 10.5 0.0 36.8 57.9 5.3 0.0 0.527

22 研究の企画、実施、評価ができる 57.9 36.8 0.0 5.3 47.4 47.4 5.3 0.0 0.739
23 研究の成果を実践に活かすことができる 63.2 26.3 5.3 5.3 42.1 47.4 10.5 0.0 0.366
24 関係する人・機関を特定し、グループに働きかけることができる　** 42.1 21.1 31.6 5.3 5.3 36.8 52.6 5.3 0.008

25 協働への参加を働きかけることができる 31.6 36.8 21.1 10.5 10.5 36.8 47.4 5.3 0.053
26 参加、発言、本音での話し合いを促すことができる 31.6 42.1 26.3 0.0 15.8 47.4 36.8 0.0 0.284
27 適宜、活動をまとめ学会等で発表（投稿）している 84.2 15.8 0.0 0.0 78.9 21.1 0.0 0.0 0.578
28 業務に関連する研究会等に参加している 21.1 10.5 57.9 10.5 26.3 10.5 31.6 31.6 0.478

注１）Wilcoxonの符号付き順位検定　**:p<0.01 *:p<0.05　        注２）１＝できない　２＝あまりできない　３＝およそできる　４＝できる
注３）精神保健業務経験年数：2.7±2.1年

研修直前(％） 研修直後（％）項目
Ｎｏ

評 価 項 目目標

Ⅰ.精神保健に関する情報
収集ができる

Ⅱ.精神保健情報が管理で
きる

Ⅲ.精神障害をもつ人のア
セスメントができる

Ⅷ.調整的な役割を発揮で
きる

Ⅸ.必要な自己研鑽を行っ
ている

Ⅳ.精神障害者を支援する
のに必要な知識があり、支
援することができる

Ⅴ.個別から得られた健康
課題の共通する部分につ
いて、施策化できる

Ⅵ.精神保健活動を示すこ
とができる

Ⅶ.研究的な視点を持った
取り組みができる
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高次脳機能障害者の地域支援における西条保健所の役割 

〇越智志珠 福田 愛 玉井幸子 山下育子 
鈴木一郎 加地裕子（西条保健所） 

 
１ はじめに 

   高次脳機能障害は、外傷性脳損傷や脳血管障

害により記憶障害、遂行機能障害、社会的行動
障害などを伴う。 
障害そのものによる生活上の困難に加え、外

見からでは障害が理解されにくいなどの特徴
があり、当事者・家族は地域生活を送る上で大

きな悩みや不安を抱えている現状である。 
 平成１８年度より障害者自立支援法が施行と

なり、地域生活支援事業の中に高次脳機能障害

支援事業（以下、「支援事業」）を位置づけ、地
域社会において様々な取り組みが始まった。 
愛媛県では平成２０年度から支援事業を開

始し、西条保健所においては、平成２２年度よ

り高次脳機能障害についての普及啓発や保健所

における支援体制の整備を目的に担当者会や研
修会を実施した。 
今回、これらの取り組みを振り返り、保健所

の果たす役割や機能について考察したので報告

する。 
２ 取り組み状況（表１のとおり） 
平成２１年度に管内の保健、医療、福祉関係

機関を対象に、高次脳機能障害者支援状況につ
いての調査を実施した。これより、支援事業や

相談支援窓口の認知度の低さ、関係機関での相

談内容や相談後の紹介機関が、医療、障害福祉、
就労等の多分野にわたることが明らかになった。

また、調査を実施したことにより、関係機関に
対する普及啓発となり、相談窓口の確認ができ

たことで、次年度への取り組みにつながった。 
平成２２年度は、地域の支援者となり得る保

健・医療・福祉の関係者を対象に、高次脳機能

障害についての『普及啓発』を目的に担当者会
を実施した。内容は、高次脳機能障害の総論や、

社会資源・制度について等、講話形式で行った。 
また、当事者・家族などを対象とした研修会

も開催し、高次脳機能障害の理解や対応、家族

会の活動報告などの講演を実施した。高次脳機
能障害の支援を目的として、管内の関係機関に

呼びかけたのは初めてであったが、関係者の関

心は高く、普及啓発の第１歩となった。 
 平成２３年度の担当者会は『地域における支

援体制の整理』を目的に実施した。各機関より
高次脳機能障害に支援できることを紹介し、各

機関の特徴を共有した。また、実際に支援して

いる事例の検討をした。この地域で果たしうる
支援について考察され、担当者会は、活発な意

見交換の場となった。 
 研修会では、関係者が地域における支援をイ

メージできる事を目的に、愛媛県の支援体制の

説明や、実際に支援活動をしている事業者の講
演を実施した。その際、この地域で高次脳機能

障害者を支えるにはどうしたら良いか、具体的
に考える機会にするよう心がけた。 
３ 考察 
普及啓発における研修会や担当者会には、医

療、福祉、保健関係者が多数参加しており、障

害を理解する良い機会となっていると感じる。 
担当者会では、各関係機関が役割や実施して

いる支援を明確化することで、地域の人材や資

源を発見できた。さらに、事例を基にグループ
ワークを実施することで、具体的にどのように

関係機関と連携できるのか明確にすることがで
き、当初より目的としている、地域支援体制の

整備の基盤になったと感じる。 
個別支援に関しては、拠点病院との連携によ

り、退院前に当事者・家族と面接することで、

地域での相談支援の関わりがスムーズに行えた。 
一方、地域での社会資源の利用においては、

地域に利用できる資源があっても当事者が行き

たがらなかったり、施設に対する抵抗や拒否感
情を持っている場合が間々ある。施設の内容を

十分理解できるように話したり、利用について
の動機付けを支援しないと、施設をうまく利用

できず定着が難しいと感じる。 
これより、障害を持つ当事者、家族が安心し

て地域で暮らすためには、医療、保健、福祉関

係者が研修会や担当者会を通して適切な知識を
共有し、地域で連続したケアを実施していく必

要があると考える。 

２８ 
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４ まとめ 
次年度は、医療・保健・福祉関係者だけでな

く、当事者・家族に対する普及啓発も進めてい
きたい。 
また、関係機関と検討のうえ、当事者や家族

向けに、管内の地域資源の紹介や、支援体制の
フロー図を掲載したパンフレットを作成できれ

ば良いと考える。 
個別支援においては、病院から地域への生活

に向けて、当事者や家族との信頼関係を築き、 
 
表１ 平成２２年度からの取り組み状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
個々に合ったサービスや関係機関との連絡調整、 
家庭訪問を継続実施していきたい。 
高次脳機能障害における今後の西条保健所

の役割とは、①当事者・家族、支援者、一般住

民に対する普及啓発、②個別支援にて当事者・
家族の相談に応じていくこと、③地域での生活

を支えていくための支援体制の構築であると考
え、今後も積極的に取り組んで行きたいと考え

る。 

 平成２２年度 平成２３年度 

目

的 

〇地域の支援体制、サービス基盤の整備 
〇関係機関の情報交換の場を設け、ネット

ワークの構築を目指す 
〇普及啓発 

〇地域の支援体制の整備を目的に、各関係

機関の役割の明確化を図る 
〇事例を基に、管内の地域支援のあり方に
ついて検討し、ネットワークの構築を目

指す 
〇普及啓発 

対

象 
西条管内の保健・福祉・医療関係者 
 約３０名 

西条管内の保健・福祉・医療関係者 
 約３５名 

支
援
担
当
者
連
絡
会
（
担
当
者
会
） 

内
容 

〇事業紹介 
〇高次脳機能障害の理解 
総論 
社会資源、制度 

〇支援拠点機関の取り組み、事例紹介 
〇先進地視察報告 
〇グループワーク 
〇年４回開催 

〇高次脳機能障害について総論 
〇高次脳機能障害者における手帳申請の
診断書について 

〇事例を基にグループワーク 
（毎回実施） 
〇各関係機関紹介 
〇高次脳機能スクリーニング検査（愛媛
版）について 

〇年３回開催 

目
的 

知識の取得及び普及啓発 知識の取得及び支援の実際について学ぶ 

対

象 
西条管内の当事者、家族、保健・福祉・医

療関係者  ５６名 
西条管内の家族、保健・福祉・医療関係者  

６９名 
研

修
会 

内

容 

〇講演 
「高次脳機能障害の理解とその対応～リ
ハビリテーション、本人へのかかわりに

ついて～」 
〇家族会活動状況報告 
〇年１回開催 

〇講演 
「高次脳機能障害の理解と愛媛県での対
応」 

「地域で暮らす高次脳機能障がいの方々
との出会い」 

〇年１回開催 

個別 
支援 

〇電話相談 〇電話相談 
〇家庭訪問 
〇関係機関と連絡調整 
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小小児児救救急急医医療療電電話話相相談談のの御御案案内内 子どもの急病などでどうしたらよいか分からない場合などにご利用ください。 
 利用できる時間帯：毎日 19：00～23：00 
  短縮ダイヤル→＃8000（固定電話プッシュ回線・携帯電話）  ダイヤル回線など→089-913-2777 
 
休休日日・・夜夜間間にに受受診診ででききるる病病院院をを探探すすとときき 
いまばり テレホンブラウザ 0898-32-3300 かみじま 上島町消防本部  0897-77-4118 

 

配信月 今治保健所　配信タイトル 担当課 配信月 今治保健所　配信タイトル 担当課

４月
お子様と地域医療を守るために
　かかりつけ医・受診の心がけ・救急医療の仕組み

企画課 ９月
子どもに薬を飲ませるときの注意点
考えてみよう、目の未来　・　結核予防

企画課
健康増進課

５月 家庭でできる食中毒予防対策
～食肉について～

生活衛生課 １０月 感染症予防について（感染症情報＆感染予防策）
子育てストレスを減らすヒント

健康増進課

６月 親子で楽しく食べよう朝ごはん
～子どもの健やかな心と体を育むために～

健康増進課 １１月 親から子へつなぐ、歯と口の健康
～１１月は、歯と口腔の健康づくり月間です～

健康増進課

７月
夏の食中毒予防について
熱中症の予防について　・　感染症発生状況について

健康増進課
生活衛生課 １２月

感染症予防について（インフルエンザ・感染性胃腸炎）
ノロウイルスによる食中毒予防

健康増進課
生活衛生課

表１ 平成23年度 「子ども医療情報」配信タイトル

今治保健所

リーフレット ・ 掲示板等による啓発

教育関係機関 保育関係機関 保健関係機関 救急関係機関

保
健
セ
ン
タ
ー

関
係
機
関

中
学
校

小
学
校

幼
稚
園

保
育
所

児
童
館
等

地域住民・保護者

講習会
リーフレットの活用

消
防
署

私
立
幼
稚
園

　　　　　　　　　　　　　　　　　保  護  者
かかりつけ医の必要性・健康に関する知識（健康管理や疾病予防等）・育児不安の解消

　　　　地域の小児医療をみんなで守り、支える！
☆医療資源を守る　　☆適正な受診行動　　☆予防医療・保健の推進

私
立
保
育
所

配信機関
10機関

配信先

保健所「子ども医療情報」の配信について 
 

○西原伸江 山本浩二 倉田朋子 栗山 泉 廣瀬浩美（今治保健所） 
高津有美 真鍋美智雄（四国中央保健所） 

                        
１ はじめに 

今治保健所では、「子どもを守る医療応援事

業」の一つとして、平成21年度から管内関係機関

の協力を得て、小児救急医療体制を維持するた

め、「子育て世帯への情報配信事業」を実施して

きた。 

今回、情報配信機関等を対象に、情報の活用

状況や効果等についてアンケート調査を実施した。

四国中央保健所においても医療情報を電子媒体

で配信しているので、その状況とも比較しつつ、

当保健所のより一層効果的な医療情報の配信活

動とその必要性について考察したので報告する。 
 

２ 今治保健所「子ども医療情報」配信の概要 

  配信のフローを図１に示す。平成21・22年度は

感染症情報の配信、今年度は広く「子ども医療情

報」（以下「情報」という。）を配信することとした。 

（１）目的 

配信機関・配信先を通じて、保護者に正確で

きめ細かな医療情報をタイムリーに提供し、子ど

もの健康管理、感染症対策、疾病予防に関する

知識を習得するとともに、育児不安を解消するこ

とにより、適正受診の啓発を行う。 

（２）情報の対象者 

小児科受診年齢の子どもを持つ保護者 

（３）配信内容 

原稿は、所内各課・係の協力を得て作成した。

Ａ４サイズ１枚（カラー）にまとめ、図２の「小児救

急医療電話相談の御案内」及び「休日・夜間に

受診できる病院を探すとき」を必須項目とした。 

平成 23 年度に配信したタイトルを表１に示す。

（４）配信方法及び配信機関 

毎月１回、20日頃、図１の配信機関10ヶ所及

び私立幼稚園協会等３ヶ所にメール配信する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 「子ども医療情報」配信フロー図 
  
 
 

 
 

図２ 原稿に記載する必須項目 
 
３ アンケート調査の概要 

（１）目的 

今年度で終了する当事業の効果を検証し、継

続実施の検討に資する。 

（２）調査内容 

 ・「情報」の提供方法、活用方法及び配信内容 

・情報配信事業の効果、自由意見 

（３）調査方法 

  「情報」配信ルートによる調査票のメール送信 

（４）調査期間  平成23年11月14日から25日 

（５）調査及び回答数 （回答数/アンケート実施数） 

今治保健所  配信機関（9/10）配信先（87/87） 

四国中央保健所 配信機関（3/3）配信先（28/33） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９ 
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感染症予防

疾病予防
健康関係全般

食中毒予防

救急医療相談

感染症予防

疾病予防健康関係全般

食中毒予防

救急医療相談

４ アンケート調査の結果 

（１）「情報」の提供方法について 

今治及び四国中央保健所ともに、配信機関等

は、現在のメールでの「情報」提供について特に

支障がなく、今後事業を継続しても、現在の提供

方法で協力してもらえることが確認できた。 
 

（２）「情報」の活用方法について 

今治保健所から配信している教育・保育等関

係機関では関係施設への配信やホームページへ

の掲載、救急搬送に携わる消防署では講習会の

資料等として活用されていた。 

配信先の保育所・幼稚園、小・中学校では、印

刷してリーフレット配布や施設内掲示により「情

報」が保護者に伝達されていた。また、「保健だよ

り」等に「情報」の内容を一部選択掲載する施設も

多く、健康管理や疾病予防等の情報として、教職

員の手を経て保護者に伝達されていた。 

 四国中央保健所でも教育・保育等関係機関や

配信先において当所と同様に活用されていた。 
 
（３）「情報」の配信内容について 

 どのような内容が役に立ったか、役に立つと思

われるか、５項目（感染症予防・疾病予防・健康関

係全般・食中毒予防・救急医療相談）の中から選

択してもらったところ、両保健所ともに、子ども達

や集団生活を守る上で危機感が強い感染症予防

が多く（図３）、具体的には、管外も含めた生活圏

域の情報、最新情報、家庭での予防方法、予防

接種等様々 な情報を期待していた。その他にも学

校保健や保健関係行事のお知らせ、医療機関へ

の受診方法等あらゆる分野へのニーズがあり、

保健所の専門性を生かした、簡潔でわかりやす

い情報が求められていた。 
 

（４）配信事業の効果について 

「業務や子育て」、「医療を守る啓発」に役に立

っているかどうか、配信事業への効果について、５

段階の評価では、両保健所ともに、ほとんどの施

設が「役に立っている」又は「どちらかと言えば役

に立っている」との回答であった。 

今後の配信について、５段階の希望調査でも、

「あった方がよい」又は「どちらかと言えばあった方

がよい」との回答が今治保健所では９割以上、四

国中央保健所では全施設であり、この情報提供

が一方向の配信事業であるにもかかわらず、配信

機関や配信先に受け入れられていることがわかっ

た。 
 

今治保健所             四国中央保健所 

 

                                

 

 

 

 

 

（アンケート回答機関又は施設数：今治96四国中央31） 
 

図３ 役に立つ（と思われる）配信内容について 
                  （複数回答あり） 

（５）自由意見 

両保健所とも配信を希望する上での自由意見

が多く、「職員は勉強になる。保健所目線での情

報が参考になる。保護者も気にかけて読んでいる。

情報を得ることで不安が和らぐ。関心が深まる。」

との評価や、「年間計画（内容、配信日）を教えて

ほしい。校種別の作成を希望する。保護者は文章

が長いとあまり読まない。」等の声が聞かれた。 
 

５ まとめ  

今治及び四国中央保健所で実施したアンケー

ト調査では、両保健所の結果に大きな違いは見ら

れず、次のようなことがわかった。 

（１）「情報」は、一方向の提供であるが、関係機関

の連携と職員の協力によって広がり、ネットワ

ークが成立している。 
（２）「情報」は、配信機関や配信先等で、保護者

の健康に関する知識の習得のために活用され、

「医療を守る啓発」にも役立っている。 

（３）配信機関や配信先等の要望も取り入れながら、

保健所の専門性を生かした上で、簡潔でよりわ

かりやすい「心やさしい」情報配信に努める必

要がある。 
また、地域に根ざして定着し、期待されているこ

の「配信ルート」は、平常時には、医療、保健、

衛生、環境等様々な情報を地域住民に広く提供

することが可能であり、緊急時には、健康危機

管理上、重要な情報発信の役割を果たすことも

期待できる有効な情報伝達の手段である。 
今後とも、住民の健康を守り、医療を守るた

め、事業内容の改善を図りながら、関係機関と

連携し、継続して「子ども医療情報」を発信（ゼロ

予算事業）していきたい。 
 
終わりに、アンケート調査に御協力いただきま

した関係者の皆様に心からお礼申し上げます。 


