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と き ／ 平成２７年１月２２日（木） 

ところ ／ 愛媛県総合社会福祉会館 

 

主催  愛媛県・愛媛県保健所長会 



平成２６年度愛媛県地域保健研究集会 プログラム 

 

 

日時：平成２７年１月２２日（木） 10：00～16：00 

会場：愛媛県総合社会福祉会館（松山市持田町三丁目 8-15 TEL：089-921-5070） 

       第１会場：２階 多目的ホール  第３会場：４階 視聴覚室 

第２会場：３階 研修室     第４会場：４階 第１会議室 

 

【午前の部】10:00～12:10 

 ２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 三木 優子（中予保健所 所長） 

10：05 オリエンテーション 

10：10 『地域包括ケアシステムの実現に向けて』 

座長：竹之内 直人（八幡浜保健所 所長） 

(10:10) 基調講演「保健所と市町の連携・協働による地域包括ケアシステムの推進」 

講 師：大江 浩（富山県砺波厚生センター 所長） 

(11:20) 報告「地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みから」 

○宇和島地域のがん医療連携の現状と今後の方向性 

 発表者：地下 俊江（宇和島保健所企画課 担当係長） 

○西予市地域包括ケアシステムの構築に向けて～はじめの一歩～ 

 発表者：井上 理恵（西予市高齢福祉課 介護保険業務係長） 

(11:50)  フロアとの意見交換 

 

12：10 ＊＊＊ 昼食・休憩 ＊＊＊ 
 

【午後の部】13:10～16:00 
 第１会場 

(２階 多目的ホール) 

第２会場 
(３階 研修室) 

第３会場 
(４階 視聴覚室) 

第４会場 
(４階 第1会議室) 

13：10 一般演題Ⅰ(６題) 

・精神保健福祉 

一般演題Ⅱ(６題) 

・健康づくり 

・母子保健 

一般演題Ⅲ(６題) 

・人材育成 

・地域課題と連携 

一般演題Ⅳ(６題) 

・感染症 

14：30 分科会Ⅰ 

地域包括ケアシステ

ム２ 

～愛媛の認知症対策

について～ 

分科会Ⅱ 

生活習慣病予防の

取組みから見える

地域の健康づくり 

分科会Ⅲ 

これからの公衆衛

生を担う専門職の

人材育成を考える 

～過去・現在・未

来～ 

 

16：00 閉会 

-1-



【一般演題】13：10～14：30 

 

 

■ 一般演題Ⅰ「精神保健福祉」   ★第１会場 ２階 多目的ホール 

座長：戒能 德樹（心と体の健康センター 医監）[演題番号１～３] 

   河野 英明（心と体の健康センター 所長）[演題番号４～６] 

 

 

１ 精神障害者家族のつどい終了にあたって～振り返りと今後の支援のあり方～ 

  ○羽藤里恵 有元梨絵 谷村千里 佐尾貴子 武田三十四 坂尾良美 廣瀬浩美 

   宇和島保健所 

 

２ 集団認知行動療法の地域での実践について（第３報） 

  ○松井いづみ 栗原美香 藤原美佳 兵頭昌子 戒能德樹 河野英明 

   心と体の健康センター 

 

３ ひきこもりデイケアの取り組みと課題 

  ○麓由香里 佐野希美 梶原万裕 藤原美佳 兵頭昌子 戒能德樹 河野英明 

   心と体の健康センター 

 

４ 地域移行支援事業におけるピアサポート活動への取組み 

  ○森絵美 小西真寿美 高須賀睦 篠原あゆみ 大谷正 加地裕子 武方誠二 

   西条保健所 

 

５ 精神障害者地域移行支援事業の取組みと課題～医療機関への研修及びアンケートより～ 

○石川由美 千羽明日実 山内繁樹 池田ひとみ 早田亮 地域移行支援会議構成員一同 

   四国中央保健所 

 

６ 高次脳機能障害者の在宅支援の取り組み～個別支援を通して学んだこと～    

○小原由佳 上甲千鶴 武内八千代 木原久文 河野太一 上甲圓 竹之内直人 

八幡浜保健所 
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■ 一般演題Ⅱ「健康づくり・母子保健」   ★第２会場 ３階 研修室 

座長：山内 善代（西条保健所健康増進課 主幹）[演題番号７～９] 

   山西 佳恵（八幡浜保健所健康増進課 主幹）[演題番号 10～12] 

 

 

７ 今治地域の企業に対する健康づくり支援について～職域の健康づくり応援事業を通して～ 

○髙畠由紀 川上三紀 阿部和子 檜垣裕子 井上弘美  冨田直明 

   今治保健所 

 

８ 松前町食育推進計画の推進におけるご当地バーガー等の開発と普及活動について 

○和田暁子 1） 徳居芳之 2） 久保美文 3） 松前町保健栄養推進協議会  

松前町健康づくり計画推進部会 
1）健康課 2）産業課 3）総務課 

 

９ ～高血圧・糖尿病予防対策「ハイリスク者を見落とすな」～の取組について 

○二宮真紀 1）   森本美重 2）   権田恭子 2）   本橋るみ子 2）   佐々木靖子 3）  上甲千代 3） 

宇都宮弥生 4）   松田禎子 5）   松田美加子 5）   宮本ふみか 6） 
1）西予市野村支所生活福祉課 2）生活福祉部健康づくり推進課 3）生活福祉部市民課  
4）城川支所生活福祉課 5）明浜支所生活福祉課 6）三瓶支所生活福祉課 

 

10 フッ化物洗口普及事業に係る保護者の意識調査の結果に関する一考察 

○三谷幸子１） 森本由美２）  曽我直世１）  三好里恵１）  木原久文１）  山西佳恵１）  

上甲圓１）   竹之内直人１） 

１）八幡浜保健所 ２）大洲市立大洲小学校 

 

11 「産後うつの予防啓発活動紙芝居」が初妊婦に与える影響と効果について 

～アンケート結果から～ 

○阿部美沙子 渡邉恵子 一色明美 越智寛子 達川まどか 越智華子 末永志保 

今治市健康推進課 

 

12 西条市における保護者支援の充実に向けて 

○吉久美紀 永井邦香 渡辺亜津砂 三浦恵美 大澤愛美 金子裕果 

西条市健康医療推進課 

 

 

 

 

 

 

-3-



 

■ 一般演題Ⅲ「人材育成・地域課題と連携」   ★第３会場 ４階 視聴覚室 

座長：佐川 壽美江（中予保健所健康増進課 主幹）[演題番号 13～15] 

   冨田 直明（今治保健所 所長）[演題番号 16～18] 

 

13 地域保健保健師等研修会（本庁実施分）の取組み～１年目・２年目保健師の交流が

もたらした効果～ 

○瀨戸裕一 1） 横井百合 1） 佐藤伸子 1） 清家珠子 1） 奥田美恵 2） 田中美延里 2） 

   １）医療対策課 ２）愛媛県立医療技術大学 

 

14 ―住み慣れた地域でより良く生活するための実態調査― 

○畑山優江 1）  前川恵美子 2）   井関憲利 3）   有友一恵 4）   石河敬子 5）   網干由美子 6）  

仲村一敏 7）  宮尾むつ子 8）   窪田好範 9）   黒田幸恵 10）  井上桂子 11）  菊池千代 12） 

   1) 伊方町地域包括支援センター     2)ウェル五反田居宅介護支援事業所 
3)内子町地域包括支援センタ-   4)大洲市包括支援センタ－（サブセンタ－）東大洲 
5)大洲市地域包括支援センタ-       6)西予市地域包括支援センタ-  
7)西予市社会福祉協議会宇和支所    8)訪問看護ステーション東宇和 
9)居宅介護支援事業所ひまわり     10)居宅介護支援事業所つわぶき荘 
11) 居宅介護支援事業所ことぶき荘  12)八幡浜市地域包括支援センタ- 

 

15 事例検討について考える―保健師研修会の機会を活用した取り組み― 

  ○小笠原真由子 1） 武内典子 1） 山西佳恵 1） 上甲圓 1） 武市真耶 2） 齋藤希望 2） 

西嶋真理子 2） 

   1）八幡浜保健所 2）愛媛大学大学院医学系研究科 

 

16 今治地域の医療・介護連携強化に向けた取り組みについて～医療・介護連携に関す

るケアマネアンケートから～ 

  ○田窪小夜 野間そま子 吉田慶治 冨田直明 

   今治保健所 

 

17 合併 10年目を迎える愛南町の地域診断１年目の取組み（第１報：健診データの分析） 

  ○松浦仁美 1） 植田真知 1） 井上和美 1） 加藤泉 1） 坂尾良美 1） 廣瀬浩美 1） 

     愛南町保健福祉課関係者 2） 愛南町地域包括支援センター関係者 2） 

   1）宇和島保健所 2）愛南町 

 

18 合併 10 年目を迎える愛南町の地域診断１年目の取組み（第２報：業務分担や所属を

超えた検討） 

  ○植田真知 1） 松浦仁美 1） 井上和美 1） 加藤泉 1） 坂尾良美 1） 廣瀬浩美 1） 

   愛南町保健福祉課関係者 2） 愛南町地域包括支援センター関係者 2） 

 1）宇和島保健所 2）愛南町 
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■ 一般演題Ⅳ「感染症」   ★第４会場 ４階 第１会議室 

座長：廣瀬 浩美（宇和島保健所 所長） [演題番号 19～21] 

   四宮 博人（衛生環境研究所 所長）[演題番号 22～24] 

 

 

19 社会福祉施設における感染症対策の向上を目指して～研修会の取組み～ 

  ○兵頭秀美 増原彰子 兵藤大輔 木原久文 山西佳恵 上甲圓 竹之内直人 

   八幡浜保健所 

 

20 今治保健所におけるエイズ検査・相談の現状と課題 

  ○竹内潤子 玉井幸子 西原正一郎 檜垣裕子 井上弘美 冨田直明 

   今治保健所 

 

21 宇和島地域感染予防対策ネットワーク基盤構築事業の取り組みについて（第２報） 

  ○早川光江 青木里美 續木太智 加藤泉 坂尾良美 廣瀬浩美 

   宇和島保健所 

 

22 宇和島保健所の接触者健診の現状について 

  ○續木太智 青木里美 早川光江 加藤泉 坂尾良美 廣瀬浩美 

   宇和島保健所 

 

23 愛媛県における結核菌臨床分離株の Variable Number of Tandem Repeat（VNTR）法

を用いた遺伝子型別 

○仙波敬子 木村千鶴子 服部昌志 大倉敏裕 四宮博人 

   衛生環境研究所 

 

24 愛媛県における重症熱性血小板減少症候群（SFTS)の発生状況について    

○菅美樹 溝田文美 山下育孝 服部昌志 大倉敏裕 四宮博人 

衛生環境研究所 
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■ 一般演題【誌上発表】 

 

 

25 高次脳機能障害者支援～社会的行動障害のあるケースへの支援を通して～ 

  ○岡田朋子 栗原寛子 竹内竜美 井上弘美 冨田直明 

今治保健所 

 

26 八幡浜保健所管内特定給食施設等のヒヤリハット・アクシデント報告活動の推進 

  ○三好里恵 三谷幸子 曽我直世 吉永明美 木原久文 山西佳恵 上甲圓 竹之内直人 

八幡浜保健所 

 

27 デング熱県内発生事例からみる保健所の対応と考察 

○青木里美 續木太智 早川光江 加藤泉 坂尾良美 廣瀬浩美 

宇和島保健所 

 

28 食品中における残留農薬等の摂取量に係る実態調査及び評価に関する研究 

○大西美知代 大谷友香 井戸浩之 宇川夕子 吉田紀美 大倉敏裕 四宮博人 

衛生環境研究所 

 

29 新居浜市におけるゲートキーパー養成講座の取り組みについて 

○山内富子 宮﨑洋子 木戸貴美佳 河野惠子  

   新居浜市保健センター 

 

30 今治市における幼児の食の現状と課題～幼児健診におけるアンケート結果より～ 

○小坂有希 越智由佳 松木遥子 

今治市役所 健康推進課 

 

31 愛南町における口腔関連の他職種連携について 

○高橋啓 宮田裕之 浅海裕紀 

南宇和郡歯科医師会 

 

32 起床時間・就寝時間と脳卒中発症及び死亡との関連－八西地区におけるコホート研

究から(PART⑤)－ 

○岡田克俊 1）   加藤亜希 1）   村上和恵 1）   渡部志保 1）   大西一恵 1）    鈴木弘子 1） 

  楠元克徳 1）   竹之内直人 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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【分科会】14：30～16：00 

 

■分科会Ⅰ「地域包括ケアシステム２」～愛媛の認知症対策について 

★第１会場 ２階 多目的ホール 
 

担 当：荒木 周一郎（中予保健所 健康増進課長）     

池田 ひとみ（四国中央保健所 保健課長）      

座 長：三宅 吉博（愛媛大学大学院医学系研究科公衆衛生・健康医学 教授） 
  

１ 認知症になっても安心して暮らせる街から認知症予防のできる街へ 

～地域ケア個別会議の取り組みに関する報告～ 

     則友紀子（四国中央市地域包括支援センター） 

 ２ 砥部町における高齢者の実態把握調査と、認知症サポーター養成事業の取組に 

   ついて～認知症サポーター養成講座を中心に～ 

     武田妙子（砥部町役場介護福祉課 保健師） 

 ３ 伊予市の認知症予防・地域ケアシステム構築の取組み 

～中山地区における認知症に関する調査から 

    福積秀子（伊予市地域包括支援センター 保健師） 

４ まとめ 

 「認知症対策から認知症予防へ」～保健部門と福祉部門の連携 

    講師：三宅吉博（愛媛大学大学院医学系研究科公衆衛生・健康医学 教授） 

 

■分科会Ⅱ「生活習慣病予防の取組みから見える地域の健康づくり」 

★第２会場 ３階 研修室 
 

担 当：加地 裕子（西条保健所 健康増進課長） 

    井上 弘美（今治保健所 健康増進課長） 

座 長：武方 誠二（西条保健所 所長） 
 

１ 情報提供 

   生活習慣病予防対策の動向  

   講師：武方誠二（座長） 

２ 事例紹介 

 （１）食生活改善推進員が取り組む生活習慣病予防の活動について 

藤渕定代（愛媛県食生活改善推進連絡協議会 副会長） 

 （２）中予保健所における糖尿病対策の取り組み～地域・医療連携をめざして～ 

     松下久美子（中予保健所企画課 保健師） 

 （３）東予地域の企業と協働した生活習慣病予防の取組みについて 

     野村一美（西条保健所健康増進課 管理栄養士） 

 ３ 意見交換 
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■分科会Ⅲ「これからの公衆衛生を担う専門職の人材育成を考える～過去・現在・未来～」 

★第３会場 ４階 視聴覚室 
 

担 当：戒能 德樹 （心と体の健康センター 医監） 

渡部 恵子 （松山市保健所 健康づくり推進課 主査） 

座 長：新山 徹二 （愛媛県保健福祉部健康衛生局 局長） 
 

 ●保健師の立場から 

  これからの公衆衛生を担う専門職の人材育成を考える～過去・現在・未来～ 

     清家珠子（愛媛県保健福祉部医療対策課 主幹） 

 ●行政栄養士の立場から 

  市町と連携した人材育成 

     大澤弘恵（愛媛県保健福祉部健康増進課 主任） 

 ●薬剤師・獣医師及び臨床・衛生検査技師の立場から 

  多分野・他部局にわたる人材育成 

     小野均（愛媛県保健福祉部薬務衛生課 課長） 

 ●中核市保健所の立場から 

  ～多くの職種を抱える中核市保健所の現状と人材育成～ 

     近藤弘一（松山市保健所 所長） 
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【会場案内図】 

 

【２階】 
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

【３階】 
 

 

 

 

 

     

          

【４階】                        

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 
会議室 

 

視聴覚室 

 

研 修 室 

 
 

多目的 
ホール 

第１会場：２階 多目的ホール 

第２会場：３階 研修室 

第３会場：４階 視聴覚室 

第４会場：４階 第１会議室 

午前の部 
一般演題Ⅰ 
分科会Ⅰ 

一般演題Ⅱ 
分科会Ⅱ 

一般演題Ⅲ 
分科会Ⅲ 

一般演題Ⅳ 
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基調講演・報告 

 

テーマ  「地域包括ケアシステムの実現に向けて」 

 

      担当：坂尾 良美（宇和島保健所･健康増進課長） 

上甲 圓（八幡浜保健所･健康増進課長） 

 

座長：竹之内 直人（八幡浜保健所･所長） 

 

【趣旨・概要】 

高齢化の進展や認知症の増加等が見込まれる中、住民が、住み慣れた地域で自分

らしい生活を最後まで続けるためには、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特

性に応じた包括ケアシステムを作り上げていくことが必要である。 

しかし、現状では、地域包括ケアシステムに対する認識は、各分野において様々

であり、その取り組みもまだこれからといったところである。今後、医療・保健・

福祉・介護など、多職種が連携して取り組むことが重要であることから、関わる者

が、地域包括ケアについて共通理解、共通認識を持ち、公衆衛生的視点で協働して

取り組みを進められるよう共に考える機会とする。 

 

 

【基調講演】 

 

  「保健所と市町の連携・協働による地域包括ケアシステムの推進」 

 

講師：大江 浩（富山県砺波厚生センター･所長） 
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【報  告】 

  

 「地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みから」 

 

１「宇和島地域のがん医療連携の現状と今後の方向性」 

発表者：地下 俊江（宇和島保健所･担当係長） 

 【内 容】 

がんの医療体制は、がん診療連携拠点病院を中心に医療連携をすすめており、が 

ん患者の意向を踏まえた在宅医療支援のための地域の連携体制整備が求められてい

る。宇和島圏域はがん拠点病院である市立宇和島病院を中心として、比較的まとま

りのある二次医療圏を形成しているが、在宅がん緩和ケアのネットワークが十分整

備されているとはいい難い。   

そこで、さらに地元医師会等と連携した多職種の医療連携をすすめるために、愛 

媛大学社会医学実習３班学生の協力を得て、公衆衛生的視点から関係機関に訪問や

インタビュー等を行った。その結果をもとに、在宅医療や緩和ケアが円滑に提供で

きる体制づくりに向けて地域の課題を明らかにして、必要な対策や方向性を考察し

たので報告する。 

 

２「西予市地域包括ケアシステム構築に向けたはじめの一歩」 

発表者：井上 理恵（西予市高齢福祉課･介護保険業務係長） 

 【内 容】 

西予市は、南予に位置し人口(平成 26年４月１日現在)41,469人、高齢化率

38.5％ 75 歳以上高齢化率 22.9％、県下第２位の 514 ㎢という広い面積を有する。  

当市は 75歳以上人口が昨年度ピークを迎え、65歳以上人口も平成 28年度には

ピークになると推計されており、すでに 2025年問題に直面している。 

なかでも、増加する認知症高齢者の地域での生活を支えるために、問題点を把握

し、それに対応した地域包括ケアシステムの構築が重要であると感じている。 

地域包括ケアシステム構築の『仕組みをつくる』ために必要なことは、①情報発

信と双方向のコミュニケーション②地域の目指す姿の合意形成③質の高い支援・サ

ービス実践の基盤整備④不足する支援サービスの把握と解決の場づくり⑤多様な担

い手の育成・サービス創出の５つであると言われている。 

まず、情報発信と双方向のコミュニケーションをとること、地域の目指す姿の合

意形成を目標に、国が示した地域ケア会議の５つの機能に合わせ、既存の会議を整

理した。このことから、不足している機能の会議を開催できるよう、会ごとに再検

討して定期開催をするように今年度から取り組み始めたので報告する。 
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分科会Ⅰ 

テーマ「地域包括ケアシステム２」～愛媛の認知症対策について  

 

    担当：荒木 周一郎（中予保健所･健康増進課長） 

池田 ひとみ（四国中央保健所･保健課長）  

 

               座長：三宅 吉博 

                 （愛媛大学大学院公衆衛生･健康医学,教授）

      

【分科会の趣旨・概要】 

 認知症高齢者は、今後さらなる増加が予測されており、地域包括ケアシステム

の構築が急がれる。現在の認知症対策は、国が示すオレンジプランに基づき医療

と介護との連携を地域包括支援センターが中心に事業を展開している。特に

2025年問題を見据えて、今後保健部門との連携やどんな働きかけが必要かを考

えたい。 

 

 

【内 容】 

 

１ 「認知症になっても安心して暮らせる街から認知症予防のできる街へ   

～地域ケア個別会議の取り組みに関する報告～」 

 発表者：則友 紀子（四国中央市地域包括支援センター） 

 

認知症高齢者は増加の一途をたどっており、2025 年には 470 万人に達すると

推測されている。 

  四国中央市でも要介護認定を受けている方のうち「認知症高齢者日常生活自立

度」Ⅱ以上の割合は、平成 21 年 11.7％から平成 26 年には 14.1％に増加してい

る。今後、急速な高齢化に伴い、認知症高齢者はますます増加すると予想される

ことから、「高齢者一人ひとりが自分らしく、笑顔で過ごせるまち」をキャッチ

フレーズに、認知症の方や家族が安心して暮らすことができるよう、認知症施策

に取り組んできた。 

  今回、地域包括ケアシステムの構築に向けて「地域ケア会議活用推進等事業」 

を実施し、「認知症」をテーマに生活圏域ごとで開催している「地域ケア個別会

議」について報告する。 
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２ 「砥部町における高齢者の実態把握調査と、認知症サポーター養成事業の 

取組について」～市町行動計画等の策定に向けて～ 

                      発表者：武田 妙子（砥部町役場介護福祉課･保健師）  

 

砥部町では、気になる高齢者を把握し対応すること、実態を把握し支援体制の

構築や健康寿命の延伸を目指し、介護予防や見守りが必要な高齢者の実態把握の

ために、独居及び高齢者世帯に対して、民生児童委員の協力により「基本チエッ

クリスト及び 19項目の健康や生活に関するアンケート」を実施した。高齢化が

徐々に進行する中、住み慣れた地域で可能な限り生活を続けていけるよう、今後

の地域包括ケアの方向性を検討するものである。 

一方、認知症に対する正しい知識を普及し、地域住民が日常生活の中でさりげ

なく見守りができる体制づくりをめざし、認知症サポーター養成講座を展開して

いる。平成 25年度から中学生を対象に、平成 26年度は愛媛県立松山南高等学校

砥部分校２年生を対象に養成講座を開催した。高校でも「地域に根差す活動につ

なげたい」との意向があり、講座開催後は普及啓発のための教材作りに取り組み、

住民向けの講座の展開を目指している。その取り組みの経過を報告する。 

 

 

３ 「伊予市の認知症予防・地域ケアシステム構築の取組み 

～中山地区における認知症に関する調査から」 

           発表者：福積 秀子（伊予市地域包括支援センター･保健師） 

 

中山地区をモデルに高齢者健康調査を愛媛大学医学部となかやま幸梅園と伊予

市で実施し、これからの認知症予防・地域ケアシステムの構築に向けて検討を行

っている。合併前の旧中山町の時代に平成９年より第１回目の調査を開始し、平

成 11年・16年と実施した経緯があり、合併後初めての調査を第４回目として平

成 24年から開始した。 

<健康調査の流れ> 

○一次調査（平成 24年 11月～平成 25年３月）対象者：中山町在住 65歳以上

の高齢者（1,497名）及びその家族調査票により医師から本人に聞き取り、保健

師・看護師からご家族に聞き取りを実施。 

○二次調査（平成 25年７月～12月）対象者：一次調査結果から認知症が疑われ

る高齢者（449名）とその家族調査票により医師から本人に聞き取り、保健師・

看護師からご家族に聞き取りを実施。 
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○三次調査（平成 26年１月～）対象者：二次調査結果から認知症が疑われる高

齢者（210名）CT検査の実施、医師による画像診断後、結果について個別に説明

実施。 

中山町で実施した調査を分析し、伊予市の認知症の取組体制の構築を図るために、

調査の内容から見えてくるものを把握し、予防事業へ展開していくよう、愛媛県

支援委員会の助言を受けながら、伊予市の認知症対策へ活かしていきたい。 

 

 

４ まとめ 

「認知症対策から認知症予防へ」～保健部門と福祉部門の連携 

 

          講師：三宅 吉博（愛媛大学大学院公衆衛生･健康医学,教授）  
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分科会Ⅱ 

テーマ 「生活習慣病予防の取組みから見える地域の健康づくり」 

 

   担当：加地 裕子（西条保健所･健康増進課長） 

井上 弘美（今治保健所･健康増進課長） 

 

座長：武方 誠二（西条保健所･所長）    

 

【分科会の趣旨・概要】 

第２次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり 21」では「生活習慣病の発症予

防と重症化予防の徹底」を目標の一つに掲げている。また、健康寿命の延伸のうえ

からも生活習慣病の予防は重要である。 

県内各地で、住民・行政・企業等の地域連携による生活習慣病予防活動が展開さ

れているので、好事例を紹介し今後の予防対策に役立てることを目的とする。 

 

【内 容】 

１ 情報提供 

「生活習慣病予防対策の動向」  

講師：武方 誠二（座長） 

 

 

２ 事例紹介 

（１）「食生活改善推進員が取り組む生活習慣病予防の活動について」 

発表者：藤渕 定代（愛媛県食生活改善推進連絡協議会･副会長） 

愛媛県食生活改善推進連絡協議会は、栄養学級修了者を会員として、地域の栄養

改善活動を目的に昭和 49年に設立され、本年度設立 40周年を迎えた。会員（食生

活改善推進員）は各市町で行政に協力して地域や人と人とのつながりを大切にしな

がら、積極的に健康づくり対策に取り組んできた。 

ソーシャルキャピタルとしての草分け的活動は 40年にも及び、その中でも特に

ライフサイクルに応じた生活習慣病対策に積極的に取り組んだので、その内容につ

いて紹介する。 

また、八幡浜市食生活改善推進協議会が生活習慣病の重症化予防の一環として、

市と協働で糖尿病対策に積極的に取り組んだので、その活動についても紹介する。 
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（２）「中予保健所における糖尿病対策の取り組み  

～地域・医療連携をめざして～」 

発表者：松下 久美子（中予保健所企画課･保健師） 

保健所の地域保健保健師等研修会は、市町支援の一環として健康づくりにおける

課題解決のためのソーシャルキャピタル育成の場でもある。そこで、特定健診・特

定保健指導の事後フォローを充実させて糖尿病の発症予防・重症化予防を図るため

に、25 年度から、地域保健保健師等研修会の中で、「糖尿病対策推進事業検討会」

を立ち上げた。保健・医療等の関係機関や関係職種等との連携を図りながら、地域

医療連携体制の構築に向けて、愛媛大学医学部の社会医学実習を活用した医療機関

と地域保健機関との意識調査等による情報収集や糖尿病の発症予防・重症化予防の

ための検討を行っている。今後も、えひめ健康づくり 21や各市町の健康づくり計

画で重点的に取り組むべき課題である糖尿病対策が、地域でより効果的に展開され

ていくために、「糖尿病対策推進事業」の取組みを継続していくことにしている。 

 

（３）「東予地域の企業と協働した生活習慣病予防の取組みについて」 

発表者：野村 一美（西条保健所健康増進課･管理栄養士） 

「えひめ健康づくり 21」の目標の一つに掲げられている「生活習慣病発症の予

防と重症化予防の徹底」のためには、働き盛りからの予防対策が重要である。 

職域では、労働安全衛生法に基づく健康診断、特定健診・特定保健指導、がん検

診等、従業員の健康管理に取り組んでいる。しかしながら、中小規模事業所におい

ては、主体的な取り組みが難しいのが現状である。 

そのため、地域において保健サービスを提供している保健所が事業者と連携して

職域保健の健康づくりに取り組むことは地域全体の健康増進のために不可欠である。 

 そこで、東予地方局管内の３保健所では、平成 24年度から職域の健康づくり

を支援するため、各企業へ健康情報メール「愛顔の応援レター」を配信するととも

に、健康教育の実施・社員食堂のメニュー改善などに取り組んだので紹介する。 

 
 

３ 意見交換 
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分科会Ⅲ 

テーマ 「これからの公衆衛生を担う専門職の人材育成を考える 

                   ～過去・現在・未来～」 

 

    担当：戒能 德樹（心と体の健康センター･医監） 

渡部 恵子（松山市保健所･主査） 

      

座長：新山 徹二（愛媛県保健福祉部健康衛生局･局長） 

  

【分科会の趣旨・概要】 

 新たな健康課題や多様化・高度化する住民のニーズに的確に対応するためには、

各職種の専門性とその専門性を活かした多職種連携で公衆衛生活動を展開すること

が不可欠である。 

しかし、現状は、行政の規模、年齢構成の偏り、分散配置や業務の多様化等職種に

より課題も様々であることから、職種ごとに人材育成が任されている。今後は、職

種別の人材育成とともに、職種を超えた公衆衛生を担う専門職を育てることが求め

られている。 

そこで、今回、所属別・職種別に、これまでの人材育成のあり方や考え方等の課題

を整理することで、これからの公衆衛生を推進するための人材育成の方向性を考え、

OJTも含めた体系的・効果的・実践的な人材育成について考える機会とする。 

 

【内 容】 

 

●保健師の立場から 

 

「これからの公衆衛生を担う専門職の人材育成を考える～過去・現在・未来～」 

発表者：清家 珠子（愛媛県保健福祉部医療対策課･主幹） 

 県内の保健師の人材育成は地域保健法のもと、保健所が市町と連携を取りながら

実施している保健師研修会や各事業担当が実施している業務別研修会等を中心に、

保健師の質の向上に努めていた。 

 そのような中、平成 10 年度に機構改革があり、地区分担から業務分担へ移行し、

福祉分野等にも保健師が配属されるようになったことや、急激な制度の変革や住民

の健康ニーズの多様化等により、保健師にはさらなる専門性と行政職としての能力
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が求められるようになり、県は 20年度から保健師継続教育検討会を立上げ、３年

かけて「新任期」「中堅期」「管理期」のガイドラインを策定した。 

「管理期」で作成した県全体の「愛媛県保健師継続教育体系」をもとに、23年度

から新任期、プリセプター研修を 25年度からは中堅期保健師研修を行い、県内保

健師の人材育成を行っている。 

 また、昨年の４月に厚生労働省健康局長から「地域における保健師の保健活動に

関する指針」が出され、本県でも分散配置により、地域全体をみる視点の弱体化や

保健師同士の横のつながりが弱くなるなどの弊害や、年齢構成に偏りがあるなど課

題が出てきており、愛媛県保健師のあるべき姿を検討し、具体的に示すとともに、

保健師が効果的に活動するための体制及び人材育成の在り方について検討すること

を目的に「地域における保健師の保健活動に関する検討会」を立上げ、「愛媛版保

健師活動指針」を作成中である。  

 今回、このような取り組みを振り返り、今後の人材育成の必要性やあり方を考え

る機会とする。 

 

 

●行政栄養士の立場から 

 

「市町と連携した人材育成」 

発表者：大澤 弘恵（愛媛県保健福祉部健康増進課･主任） 

平成 25 年３月に「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活

の改善の業務指針」が改定された。 

この指針は、行政栄養士の配置数が少ない中で、成果のみえる施策の実施に取り

組めるよう、組織体制の整備、健康・栄養課題の明確化と PDCA サイクルに基づく

施策の推進が重点とされている。 

愛媛県においては、市町栄養士と連携して地域の優先的な課題を明確にするとと

もに、その背景にある食事内容、食習慣及び食環境を特定し改善に取組むことが不

可欠であることから、今年度、研修の機会の少ない行政栄養士の資質向上を図るた

め、県下の市町栄養士を対象に県栄養士との合同研修会を開催したので、その取組

みと今後の課題について報告する。 
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●薬剤師・獣医師及び臨床・衛生検査技師の立場から 

 

 「多分野・他部局にわたる人材育成」 

   発表者：小野 均（愛媛県保健福祉部薬務衛生課･課長） 

現在、保健福祉部で所管している薬剤師は 77名、獣医師は 54名、臨床・衛生検

査技師は 30名である。 

 担当している主な業務は、許認可、取締り、監視・指導、調査・研究、検査、動

物愛護、及び調剤で、職種（免許）が限定される業務も含まれ、他部局との人事交

流もある中、県下一円の職場に従事し、様々な法律等に基づき業務を行っている。

職員（管理職を含む。）は、おおむね２年～４年を周期に転勤異動しているが、異

動後も同一業務を継続するとは限らない。 

 本県の現行システムにおける、個人の適正を考慮した人事配置、専門分野に関す

る人材育成（特に６年制大学出身者の専門性の考慮）等については、今後の公衆衛

生行政にとって大変重要な課題であると認識している。 

 これらの今後の方向性、具体的な方策について、他職種の方々の考え方も参考に

慎重に検討して参りたい。 

 

 

●中核市保健所の立場から 

 

 「～多くの職種を抱える中核市保健所の現状と人材育成～」 

発表者：近藤 弘一（松山市保健所･所長） 

松山市保健所は、松山市が平成 10 年４月１日に保健所政令市へ移行したことに

より開設され、市町村業務、保健所政令市業務の提供を一元化し、市民生活に身近

な母子保健、健康増進に関する保健サービスから、感染症対策、精神保健、医事薬

事行政などの専門的サービスおよび医療機関等への立ち入り、施設や食品の衛生指

導業務までを一体とした業務運営を行っている。 

平成 26 年４月１日現在、医事薬事課、健康づくり推進課、保健予防課、生活衛

生課、衛生検査課の５課に 16 職種 159 人の職員が配置されている。行政では、専

門職である以前に公務員としての資質が問われる一方、保健衛生分野では、より細

分化・高度化された課題への対応を迫られており、専門職、事務職ともに行政マイ

ンドと公衆衛生マインドを兼ね備える必要がある。 

今回は、多くの職種を抱える中核市保健所の現状と課題について、松山市保健所

を例に検討し、人材育成体制について抱負を述べたい。 
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か 
 
 
 
 
１ はじめに 

当所では、統合失調症の患者家族を対象

に家族教室を実施していたが、住民にとっ

て身近な市町で事業が開始された（管内 1
市 1 町）ことにより、平成 19 年度から新た

に発病後概ね 10 年以内の家族に対象を絞

り、「精神障害者家族のつどい」を実施して

きた。 
しかし、発病後 11 年以上経過した家族が

増加していること、平成 23 年度から新たに

1 町が事業を開始したこと、また、当初地

元への参加を躊躇していた家族も支援の継

続により、市町事業に参加できるようにな

ったことから、今年度で本事業を終了予定

としている。そこで、これまでの取り組み

を振り返り、今後の家族支援に生かせる点

について考察した。 
 

２ 「精神障害者家族のつどい」の概要 

（1）目的 
本人への関わり方や社会資源等を学びな 

がら疾病、障害への理解を深める場とする。 
仲間づくりを通して、家族自身の心の負

担を軽減し、ゆとりのある生活を送れるよ

うになる。 
（2）内容・実施回数・参加者数等 

表 1 
年度 回 実 延 内容 
19 4 ― 19 座談会を中心に実施。

時にビデオ学習、SST
トピックス的な話題を

取り上げ、学習会を行

う。 

20 12 7 42 
21 6 8 28 
22 6 10 33 
23 6 10 39 
24 6 9 30 
25 6 11 32 
26 4 10 ― 

 
３ 取り組みの振り返り 

（1）方法 
 家族のうち継続参加している 3 名の家族

について、個人記録（つどいでの発言の抽 

 
 
 
 
 
 
 
出）とアンケート（平成 26 年 11 月実施） 
から、つどいの目的に沿い、取り組みを振

り返った。 
（2）継続参加家族の状況 

表 2 のとおり 
 
４ 考察 

 これまでの取り組みを振り返り、3 名の

家族からは「共感」「不安の軽減」「障害を

理解することの大切さ」という言葉がみら

れた。これは家族が座談会や学習会に継続

参加した効果の表れと思われる。また、参

加当初は、家庭内での障害の受け止めや本

人への関わり方が異なり、相談できる人や

場が限られ、家族は孤立しがちであった。

しかし、つどいで本音を話して体験を分か

ち合うことで、不安や緊張が緩和され、前

向きに本人に接する行動変容がみられた。 
支援者は、①家族一人一人が安心して自

己表現し、他者尊重できる雰囲気づくりを

心がける、②家族が疾病や障害、対応方法

などについて正しい情報や知識を得て、家

庭内の緊張状態を軽減できるようにする、

③経過が長くなると家族は本人の変化に気

づきにくくなることから、その変化を伝え、

家族が客観的に本人の状態をとらえられる

よう支援することが必要である。 
 
５ まとめ 

当所では、平成 26 年度からひきこもり家

族のつどいを開始した。統合失調症とひき

こもりでは背景や経過は異なるが、回復ま

での経過が長期に渡り、将来の見通しが立

たないことへの不安や焦りや育て方、関わ

り方について自責感をもちやすいなど、家

族に共通する部分が多い。今回、家族のつ

どいの取り組みを振り返り、得た学びを今

後のひきこもり家族のつどい等の家族支援

に生かしていきたい。 

精神障害者家族のつどい終了にあたって 

～振り返りと今後の支援のあり方～ 

○羽藤里恵、有元梨絵、谷村千里、佐尾貴子、武田三十四、坂尾良美、廣瀬浩美 

（宇和島保健所） 
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 A さん B さん C さん 

本 

人 

年齢・性別 30 代・女性 30 代・女性 30 代・男性 

発病時の年齢 10 代半ば 20 代前半 20 代前半 

つどい参加当初の

様子 

・陰性症状が主体の病

状。対人緊張が強く

ストレスがかかると

不安定になる。 

・陽性症状が主体の病

状。幻聴に左右され

た行動をとる。 
 

・被害妄想があり、音

や臭いに敏感。状態

に波があり、イライ

ラが高まると、物を

投げ捨てる。 
 

家 

族 

参加家族 母親 母親 母親 
つどい参加年数 7 年 6 年 6 年 

 
つどい参加当初の

様子 

・母の子育てや本人の

発病時を振り返り、

今の本人の状況につ

いて、母のせいもあ

ると思うと話す。 
・本人は母がいないと

不安な面があり親子

で密着が強い。 
 

・家族だけでは本人を

抱えきれない。隠し

ても病状は改善しな

いため、対応につい

て学びたいと話す。 
・本人の病気に気が付

くのが遅すぎたと話

す。 

・本人の苦しさを理解

しながらも、いつ怒

り出すか分からない

状態に胸がはたはた

すると不安を訴え

る。夫から本人の状

態を聞きたくないと

言われる辛さを話

す。 

 
つどいに参加して

感じたメリット 

・つどい参加当初は退

院間もない頃だった

ため、病気について

勉強できてよかっ

た。家族が病気のこ

とをよく知ることが

大切だと思ってい

る。 
・家族の思いを話し、

共感ができ安心感を

もつことができた。 
 

・同じ病気を抱える家

族と話すことで、不

安や心配なことが少

なくなった。 
 

・ストレスの塊を少し

でもつどいで話すこ

とで気持ち的に和ら

ぎ、落ち着くことが

できた。 
・つどいの場で話すと

分かってもらえると

いう感覚がある。 

つどいに参加して

感じた変化 

・本人は自分の調子が

客観的に分かるよう

になり、少しずつ良

くなっている。 
・当初母子密着が強か

ったが、母自身が自

分の時間を作れるよ

うになった。 
・母以外の家族も本人

の気持ちに沿った対

応ができるようにな

った。 
 

・本人は母に外出先か

らすぐに帰るよう訴

える連絡はなくなっ

た。不安な時は連絡

をしてきて話をした

ら、帰宅しなくても

落ちくようになっ

た。 
・つどいで本人への関

わり方を学ぶこと

で、落ち着いて接す

ることができるよう

になった。 
 

・物を投げ捨てる回数

が減った。 
・つどい参加当初と比

較して、家族が明る

くなってきた。 
・父も本人のイライラ

が高まると、本人を

ドライブに連れ出し

たり、部屋で一緒に

過ごすなど、本人に

関わっている。 
 

 

表 2  参加家族の状況（個人記録およびアンケート結果から） 
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集団認知行動療法の地域での実践について（第３報） 

 
○松井いづみ 栗原美香 藤原美佳 兵頭昌子  

戒能德樹 河野英明 （愛媛県心と体の健康センター） 
 

はじめに 

認知行動療法を保健所や保健センター等

の地域に普及することを目的とし、当セン

ターではＨ24 年度よりモデル事業として

集団認知行動療法（Cognitive Behavior 
Group Therapy 以下 CBGT）を実施してい

る。 
これまで、プログラムの立ち上げから経

過までを第 1 報、第 2 報として報告してき

た。今回は、実績を加え、3 年間の取り組

みについて報告する。 
 

方 法 

集団認知行動療法を主体とした復職支援

プログラムとして実施した。 
（１） プログラムの概要 
週 1 回、計 14 回実施。場の雰囲気に慣

れるための作業療法から始め、徐々に活動

性を上げていき、CBGT に導入。 
CBGTは1回約90分で計8回実施した。

内容は、行動活性化、認知再構成法、問題

解決技法、アサーションの 4 つの技法で構

成し、テキストを用いた講義とともに、グ

ループワークを重要視し、参加者同士の意

見交換に重点をおいた。また、毎回ホーム

ワークを出し、CBGT で学んだことを実際

の生活の中で実践してもらうようにした。 
CBGT はテキスト及びスタッフマニュア

ル（タイムスケジュール及び実施に際して

の進め方や留意点）を用いて標準化を図り、

センター職員が交代で実施した。また、毎

回 CBGT 実施前後にはカンファレンスを

行い参加者の様子や実施状況を確認した。

CBGT 終了後は、職場場面を取り上げた

SST（Social Skills Training）を行った。

作業療法（マインドフル・ヨーガ、陶芸、

料理）及び SST は外部講師に委託し、職員

が補助に入った。 
表 1 CBGT の内容 

 
（２） 対象者 
 うつ病により精神科通院治療中で、主治

医より参加許可が得られた休職中（Ｈ24 年

度は離職者を含む）の患者であり、定員を

5 名とした。 
 3 年間でプログラム参加者 16 名のうち、

4 名は中断及び個別面接へ移行となり、

CBGT 終了者は 12 名。 
 中断及び個別面接に移行したのは、参加

直後の症状の悪化、プログラム実施期間途

中で復職が決まったといった理由である。 
 
（３） 評価 
 プログラム実施前後に客観的評価指標と

してハミルトンうつ病評価尺度（HAM-D）、

プログラム及び CBGT 実施前後に自己記

入式尺度としてベック抑うつ質問紙（BDI-

回数 テーマ

1
認知行動療法とは
考え方のクセを知ろう

2 状況・気分・考えのつながりを知ろう
3
4
5 生活をふりかえってみよう
6 問題解決能力を高めよう
7 自分の気持ちをうまく伝えよう
8 まとめ

バランスのよい考え方をしよう
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Ⅱ）を行った。評価指標の解析は、同一者

の前後について、Wilcoxon の符号付き順位

検定を用いた。また CBGT 実施後に内容に

関してのアンケートを行った。 
 

結 果 

（１） BDI 及び HAM-D、アンケート結果 
 CBGT の終了者 11 名（終了者 12 名の内、

1 名は都合により実施できず）に対して行

った実施前後の BDI では、抑うつ症状の減

少が有意（ｐ＜0.05）であった。またＨ24、
25 年度のプログラム終了者 7 名（終了者 8
名の内、1 名は都合により実施できず）に

ついて HAM-D のプログラム前後の比較に

おいても、重症度が有意に（ｐ＜0.05）減

少した。 
 CBGT 終了後に実施したアンケートによ

ると役に立つ内容だったとの回答がほとん

どであり、その他自由意見では「参加者の

意見を聞いて共感でき、また自分の考えを

見直すきっかけとなった」「同じ悩みを持つ

人に助言されたことが特に気持ちが楽にな

った」と集団療法の効果をあげる内容が多

かった。 
（２） プログラム終了時の転帰 
プログラム終了者 8 名のうち、5 名（63％）

が復職した。復職に至らなかった 3 名（37％）

についても、プログラムで学んだストレス

対処法を活用する、通院以外の外出が増え

るといった活動性の向上がみられるなどの

変化があった。 
 

考 察 

 以上の結果より、当センターで実施した

CBGT は症状の改善、復職支援に一定の効

果があると示唆されたことで、保健所等へ

普及し、CBGT 事業が展開できると考える。 

そこで、地域で実践するにあたって有用

であった要因について以下に述べる 
（１）スタッフマニュアルの作成 

実践に際して、CBGT テキストだけでな

くスタッフマニュアルがあることで、スタ

ッフ実施にあたっての標準化が図れ、取り

組みやすいという効果があった。また、担

当者だけでなく、他のスタッフも交代で実

施することができる。 
（２）毎回のカンファレンス 

CBGT 実施前後にカンファレンスを行う

ことで、スタッフ間で参加者の状況が把握

できるとともに毎回の進行・実施内容など

を共有し、確認することがで、実践に活か

される。 
（３） 集団療法の経験 

地域では、これまで統合失調症などのデ

イケアの経験があり、集団療法を行う素地

があることから、集団の効果を引き出し、

参加者がストレス対処法をより効果的に習

得でき、自分の考えや行動を見直すきっか

けとなり、普段の生活の中に活かすことが

できると考えられる。 
今後は、身近な場所で必要な人に必要な

時期に、うつ病の回復や復職に向けた支援

が受けられるよう、CBGT の地域での普及

に向けて、当センターのプログラムや実践

で得た知見を伝える研修会などを行ってい

きたい。 
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ひきこもりデイケアの取り組みと課題 

○麓由香里 佐野希美 梶原万裕 藤原美佳 

兵頭昌子 戒能德樹 河野英明（愛媛県心と体の健康センター） 

Ⅰはじめに 

ひきこもり支援には段階があり、個人的

な心の支援から、デイケアや居場所のよう

な中間的・過渡的な同世代集団との関わり

へと、一段ずつ登っていく過程が必要と言

われている。 

当センターでは平成 23年度「ひきこもり

相談室」を開設し、ひきこもりに悩む当事

者、家族への電話及び来所相談を実施して

きた。3 年目を迎え、個別相談を継続しな

がら、集団への移行も可能と思われる当事

者を対象に、今年度「ひきこもりデイケア」

（以下、デイケア）を実施したので、その

取り組み状況と、今後の課題について報告

する。 

Ⅱひきこもりデイケアの概要 

１目的：安心して集える場所を提供するこ

とにより、生活リズムを整え、日中活動の

活性化を図ること、さらにプログラムを通

じて当事者同士の交流を図り、コミュニケ

ーションの向上を促すことをねらいとした。 

２対象：18 歳以上で、精神療法的アプロー

チや生活支援が中心となる個別相談に定期

的に来所できている者とした。個別相談者

から候補者を選択し、所内スタッフ会議で

適否を決定後、本人の参加の意志を確認し

プログラムを事前に本人に渡して内容を確

認してもらった。 

３実施方法：隔週の全 5回コースで、1回 2

時間から始め、その後 10分ずつ延長してい

き、最終的には 2 時間半となるように設定

した。スタッフは、臨床心理士、精神保健

福祉士、保健師の計３名のうち、常時 2 名

が担当した。 

４実施内容：毎回のプログラムは、前半に

フリータイムと運動、後半に作品作りなど

集中できる作業を取り入れた。平成 26年度

デイケアの実績は（表 1）の通りである。

視覚構造化（目で見て分かるようにするこ

と）、ワークシステム（作業をどのような順

番でするかを分かりやすくすること）、スケ

ジュールの可視化に配慮をし、初回にデイ

ケアのルールを確認し、ホワイトボードに

提示した。（表 2）また、デイケアのない週

に個別相談を実施し、担当者とプログラム

内容について振り返りを行った。 

表１ H26年度実績（H26.11月末現在） 

表２ デイケアのルール 

５．実施内容の意義 

（１）フリータイム：交流の時間としてフ

リータイムを導入したが、対人関係に苦手

さがあり、緊張が強く自主的に動くことが

困難な当事者たちにとっては負担になると

実施内容 参加者数 担当

第1回
ストレッチ・ラジオ体操・
絵を描く・文字を写す

3名
保健師
臨床心理士

第2回
ストレッチ・ラジオ体操・
ＳＳＴ（自己紹介・挨拶）

3名
保健師
精神保健福祉士
臨床心理士

第3回
ストレッチ・ヨガ・ペン立て
作り

3名
保健師
精神保健福祉士

第4回
ストレッチ・ヨガ・パズル
作り

3名
精神保健福祉士
臨床心理士

第5回
ラジオ体操・卓球・バトミ
ントン・アイロンビーズ

3名
保健師
臨床心理士

①デイケアに遅れる、または欠席する場合、事前に連絡を

入れましょう。

②デイケア中に知り得たプライバシー情報は、デイケアのメ

ンバー以外には言わないで下さい。

③デイケア中にしんどくなった場合は、スタッフに声をかけ

て退室して下さい。
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考え、過ごし方をホワイトボードに提示し

た。（表 3） 

表 3 フリータイムの過ごし方 

 

 

 

（２）運動：リラックス効果をねらい導入

した。簡単なストレッチから始め、だれで

も知っているラジオ体操を毎回実施。最終

回では、体育館でバトミントンのミニゲー

ムができるまで活動が段階的に広がった。 

（３）作業：達成感を持ってもらうため、

できる作業を事前に決め企画した。絵画や

ビーズなどできるだけ集中して取り組め、

完成作品として持ち帰れるものとした。 

Ⅲ評価 

当初、スタッフ会議で 6 名が適切だと選

定していたが、参加の了承が得られたのは

3 名だった。（平均年齢 20.7 歳）遅刻欠席

なく 5回すべて全員が参加できた。 

最終回のアンケート結果では、リラック

スして過ごす、体を動かす、規則正しく生

活する、やったことないことでも集中して

取り組んでみる、他者と長い時間過ごすこ

とは達成できていた。 

しかし、フリータイムや休憩で会話に戸

惑うなど、参加者同士の交流までは至らず、

スタッフとの会話にとどまったことから

「目標としていた、自分から話しかけるこ

とができなかった」という者がいた。 

参加前は、プログラムの中の SST（自己

紹介）の実施に抵抗があり、個別相談で不

安を口にしていたが、実施後は「人の顔を

見て話すのは難しかったが、最後の方には

慣れたので、また SST をやってみたい」と

の声が聞かれた。運動は「相手がいないと

できないことだったので一番楽しかった」

との感想は共通していた。 

デイケアを通じ、小集団の中で他者と関

わりを持つことは、不登校からひきこもっ

ていた当事者にとって、他者から認められ

る経験となり、活動の幅を広げる機会とな

った。参加者のうち 1 名は、福祉的就労を

目指して事業所見学を支援者同伴で始めた。 

Ⅳ考察と課題 

 デイケア参加者は６名のうち３名にとど

まり、小集団で他者と同じ空間で過ごすこ

がは、ひきこもっていた当事者には支援者

が思っているよりハードルが高いことが分

かった。 

 しかし、設定回数を 5 回としたことで、

達成しやすい目標となり、参加者が 5 回全

部参加でき、自信につながったと考える。 

また、感情の表出が苦手で、対人緊張が

強いため、プログラムの内容や運営の様々

な工夫や配慮に対し「よかった」「楽しい」

と感じていても、スタッフにはそれが伝わ

っていないことも多かったが、隔週の個別

相談を組み合わせることで、参加者の状況

が把握でき、効果的な運営につながった。 

デイケアは、コース毎に参加者の特徴に

合わせたプログラム、意欲を出せるような

内容を組み立てる必要がある。また、評価

方法・スケールについての検討が課題であ

る。 

今回の経験を踏まえて、今年度もう１コ

ース、ステップアップした形で実施したい

と考えている。 

①お茶を飲む

②デイケア室にある本を読む

③持ってきた本を読む

④ソファーで休む

⑤テレビを観る

⑥スタッフや他の人と話をする
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地域移行支援事業におけるピアサポート活動への取組み 

 

○森絵美 小西真寿美 高須賀睦 篠原あゆみ 

 大谷正 加地裕子 武方誠二 （西条保健所） 

 

Ⅰはじめに 

 国は、退院後の生活に不安を抱える入院者

にとって、同じ疾患を抱えながら地域生活を

送るサポーターから受けるサポートが効果的

であると評価している。 

当保健所においては、H25 年度よりピアサ

ポート活動に取り組んでいる。活動を重ねる

度に、ピアサポーターの成長や関係機関の連

携強化も見られ、活動が広がりつつあるため、

その取組みや成果について報告する。 

Ⅱピアサポート活動開始までの経緯 

年

度 
会議等 研修会 

病院 

茶話会 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ

養成に向け

た研修会等 

21 
地域移行 

支援会議 

 

関係者の検

討会 

各病院   

22 各病院 A病院 学習会 

23 
各病院 A病院 

B病院 

 

24 
 B病院 

C病院 

学習会 

体験談発表 

 当保健所では、事業開始当初から管内精神

科病院で研修会を開催し、事業の周知徹底を

図った。そのことが病院職員の意識改革につ

ながり、病院茶話会(地域の当事者と入院患

者との交流会)開催に至った。同時に、ピア

サポーター養成に向けた学習会を開催し、茶

話会の中で体験発表を行うなど、ピアサポー

ト活動に向けた取り組みを進めた。一方、ピ

アサポーターが当事者として自らの経験を活

かした活動ができるよう、関係機関の職員と

ともに育成方法や位置づけ、役割分担の整理

を行ってきた。 

また、関係機関のそれぞれの役割やピアサ

ポーターへの支援体制として、①ピアサポー

ターの活躍の場の開拓②ピアサポート活動に

対するストレス軽減などの環境整備について、

何度も検討を重ねてきた。結果、平成 25年

度からピアサポーター養成講座により本格的

にピアサポーターを育成、位置づけし、ピア

サポート活動を開始していくこととなった。 

Ⅲピアサポート活動の概要 

１ピアサポーターの対象 

 地域で生活する精神障害者のうち、登録事

業所から推薦を受け、西条保健所が開催する

ピアサポーター養成講座を受講した者を、西

条保健所長がピアサポーターとして認定した。 

（ピアサポーター養成講座の内容） 

1回目 2回目 3回目 

『ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄ活

動について』 

・事業説明 

・ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰに

期待すること 

・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 

『ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰと

して活動して

みよう』 

・体験発表 

・患者さんと

の交流 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 

・活動の振り

返り 

・今後の活動

について 

２ピアサポート活動内容 

①地域移行支援対象者に対する退院・退所に

向けた情報提供及び相談・助言 

②院外活動（福祉サービス、外泊体験等）に

係る支援 

③地域移行・地域定着に関する啓発活動 

④その他、地域生活への移行及び地域定着に

向けた必要な支援 

３活動実績  ＊H26年度の活動回数：H26.11 月末現在 

年

度 

ﾋﾟｱｻﾎﾟ

ｰﾀｰ数 

活動

回数 
活動内容 

25 9名 29回 

啓発活動 

・各病院茶話会での活動(3回) 

個別支援 

・事業所等での作業体験の場

における支援 

・外出時における同行支援 

・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ見学における支援 

26 14名 53回 

啓発活動 

・各病院茶話会での活動(5回) 

（うち、1回は院外で実施） 

・自立支援協議会主催研修会
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での体験発表 

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座での体験発表

（予定） 

個別支援 

・外出時における同行支援 

研修会等 

・ﾋﾟｱｻﾎﾟｰト活動意見交換会

（松山市ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰとの交流） 

４結果 

 平成 25年度は茶話会中心の活動であった

が、ピアサポーターや関係機関から、入院者

との交流時間を増やしたい、茶話会以外の活

動の場を増やしたい、他地区のピアサポータ

ーと交流したいなどの意見があり、平成 26

年度は茶話会の回数を増やし、企画からピア

サポーターに関わってもらった。また、市の

研修会の中で体験発表を行うなど、活動の場

が広がった。他にも、松山市ピアサポーター

との交流の場を持ち、互いの活動状況を情報

交換することで刺激を受け、ピアサポーター

自身の意欲の向上につながった。 

 更に、26年度からは、ピアコーディネー 

ターを位置づけ、ピアサポーターの活動調整 

や、ピアサポーターの負担軽減などの支援を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担っている。 

Ⅳ考察 

 これらの取組みの成果として①ピアサポー

ターとしての自覚が芽生え、自信を得たこと

②関係機関もピアサポーターの成長を感じ、

茶話会以外での活躍の場を作ったこと③病院、

事業所など関係機関のつながりも強くなり、

所属を超えた連携ができたことがピアサポー

ターの育成や、活動の拡がりにつながったと

思われる。 

 病院への事業周知から始まり、病院茶話会

の開催、ピアサポート活動へと事業展開して

きたが、保健所が中心となり検討の場を設け、

関係機関の調整等を担ってきた役割は大きい

と考える。 

 こうした中、入院者の退院意欲の促進や病

院スタッフの意識改革は十分とは言えず、地

域の理解や受け皿など、課題も多い。今後も

関係機関と連携しながら、ピアサポーターの

活躍を期待し、事業に取り組んでいきたい。 

 

ピアサポーター 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ支援 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰの認定 

 活動手当の支給 

入
院 

 
 

 
 
 

外
出
・
外
泊 

 
 
 

 

地
域
生
活 

対象

 

ピアサポート体制図 

コーディネーター 

（ピア活動の調整等） 

相談支援 

事業所 

 

活動報告書

の提出 

相談 

病院 

保健所 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ派遣要請 

保健 

センター 

地域移行支援利用者への 

外出・外泊支援 

地域移行支援に関する啓発活動 

地域移行支援利用者への個別支援 

地域定着支援利用者への個別支援 

地域定着に関す啓発活動 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ 

派遣要請 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ派遣

 

 

 

ﾋﾟｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ及び 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰの推薦 

ﾋﾟｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの認定 

活動手当の支給 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄ活動の 

調整・支援 
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精神障害者地域移行支援事業の取組みと課題 

～医療機関への研修及びアンケートより～ 

 

○石川 由美  千羽 明日実  山内 繁樹  池田 ひとみ 

早田 亮  地域移行支援会議構成員一同（四国中央保健所） 

 

Ⅰ はじめに 

受入れ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、当保健

所においても、病院・施設・市等と連携し、

地域移行・地域定着支援を実施しているとこ

ろである。 

平成 26年 6月 30日時点で管内の入院病床

を有する精神科病院は 3か所、入院病床は

362 床、入院患者数は 260 人である。 

本県における退院促進・地域移行支援事業

の開始以降 6年間の状況は、病床数にほとん

ど差がない中で入院患者数は 67 人減少して

おり、各病院が積極的に取組んだ結果である

と言える。しかし、近年では職員からの退院

の促しにも関わらず退院意欲が芽生えづらい

患者への支援が課題であり、また、患者減少

に伴う病院運営・雇用に漠然とした不安があ

るとの声を聞くようになった。 

そんな中、管内の A精神科病院から、地域

移行を病院全体でさらに推進することを目的

に保健所に院内職員への支援を求められたた

め、院内研修会に保健所が講師として参加し、

院内の課題及び病院が地域に期待することに

ついてまとめたので、今回報告する。 

 

Ⅱ 方 法 

１ A病院職員への研修 

【企画】平成 25 年 4月に A病院 B精神保健 

福祉士より、病院全体で地域移行に取組みた 

いこと、医事課や看護職にさらなる理解を求

めたいとの相談があり、所内で検討の結果、

保健所が目指すものと一致するとの判断で協

力することとした。 

【対象】A病院全職員 182名。 

【方法】院内研修会の中で必須研修と位置付

けてもらい、3回に分けて実施。 

【期間】平成 25年 8月から 9月。 

【内容】①地域移行の現状、②地域移行の必

要性、③地域移行推進のメリット等について

保健所長による講話を行った。 

【評価】研修終了後、参加者に対し、自記式

質問紙により職種、A病院での勤務年数、研

修理解度、地域移行の進み具合、自分の役割、

院内の課題、地域への期待について記入を依

頼し、A病院研修委員の希望により院内研修

委員を経由して回収した。 

  

Ⅲ 結 果 

１ A病院職員への研修状況 

１）参加状況 

3回実施し 95名（57.1％）が参加し、ア

ンケート回収数 38、回収率 36.5％であった。 

 参加した職種は、医師、看護師、事務、薬

剤師、栄養士、臨床心理士、作業療法士、介

護職、精神保健福祉士、看護補助者、調理員

等、院内ほとんどの職種の参加があった。 

アンケート記入については、医師、調理員 

を除く職員から協力が得られた。 
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２）A病院の地域移行進捗に関する認識度 

 47％が「進んでいる」、「進んでいない」

は 16％、「わからない」は 34％であった。 

 職種別にみると、薬剤師・栄養士・臨床心

理士・事務・精神保健福祉士は 70％以上が

「進んでいる」と回答していた。また、作業

療法士・看護師の 30～40％が「進んでいな

い」と回答しており、職種により認識の差が

あった。 

３）職員が考える A病院地域移行推進の課題 

 「職員の移行推進への理解」が最も多く

16％、「院内の意識統一」「地域を知る」

「地域と連携を図ること」を課題とした職員

は各 10％、他に「入院患者への支援」「院

内推進の体制」等の意見があった。 

４）職員が考える地域への期待 

 自由記載にもかかわらず内容はほぼ二分し

た。「地域住民の理解や病院行事への参加」

「地域職員等の院内事業への参加」「職員が

地域を理解する」等の“地域の理解や交流が

必要”と考える職員は 37％、「グループホ

ームを含めた生活の場や利用できるサービス

の拡充」等の“退院後の居住先や受入れ先の

充実”と考える職員は 33％であった。 

 

Ⅳ 考察 

精神科病院職員は、患者と接する時間が長

いことから、その役割は重要 1）であると言

われる。 

 今回は「地域へ送り出す力」2）を高めるこ

とを目的に A病院職員への研修会を実施した

結果、院内の“地域移行推進への理解”が職 

種により差があることが明確になった。また、 

それは院内の課題であると認識している職員 

も多く、地域での暮らしを見据えた院内の体 

制づくりが今後の課題になってくる。 

このことより、保健所は病院職員に対し周

知のみでなく積極的に取り組む意識改革へつ

なげるため、地域資源(人・施設・サービス

等)の情報提供、さらに、病院や地域の双方

から職員や入院者等が参加できる地域での暮

らしを具体的にイメージできるような交流の

企画など地域と医療をつなぐ役割が求められ

ていると感じた。 

地域の関係者・機関の協働により成立する

上記のような活動の継続は、厚生労働省が示

した今後の方向性 3）につながり、地域移行

支援が通常の退院支援になっていくのではな

いだろうか。 

 

Ⅴ おわりに 

精神障害者への支援は、多機関による息の

長い支援が不可欠である。 

当管内は物理的人員的資源が限られている

がゆえに「顔が見える関係」が継続しており

長所であると言える。だからこそ、一部関係

者だけが頑張るのではなく、個別支援から把

握された地域移行の課題として市自立支援協

議会等で協議できる場を設け施策化へ繋げ、

また現場や入院者へ戻すという循環する仕組

みづくり、地域力向上が必要とされる。 

 

参考文献 

1）精神障がい者の地域移行を進めるための

ガイドブック,大阪府障がい者自立支援協議

会地域支援推進部会 

2）精神障害者地域移行・地域定着支援事業

のまとめ（平成 20～23年度）,岡山県 

3）長期入院精神障害者の地域移行に向けた 

具体的方策の今後の方向性,厚生労働省 
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高次脳機能障害者の在宅支援の取り組み 

～個別支援を通して学んだこと～ 

 

○小原由佳 上甲千鶴 武内八千代 木原久文  

  河野太一 上甲圓 竹之内直人 （八幡浜保健所） 

 

Ⅰ はじめに 

当保健所では平成２２年度から支援協力機

関である大洲中央病院と協力して高次脳機能

障害者の支援に取り組んできた。記憶障害や

注意障害、遂行機能障害を生ずる高次脳機能

障害は、多方面で支援が必要であるにも関わ

らず、まだまだ周囲の理解が得られていない。

取り組み当初、当保健所への相談は年間１～

２件程度であったが、研修会（年１回）や関

係者検討連絡会（年２回）を通じた管内関係

者への普及啓発が進むにつれ、相談件数は

年々増加してきた。 

高次脳機能障害は交通事故に起因する事例

が多いが、当保健所管内ではヘルペス脳炎や

がんの脳転移など稀な事例や、家族への支援

に困難性のある事例が多く、在宅の生活を支

援する上で戸惑いが大きかった。そこで、1

年以上継続して支援を行った事例の中から、

在宅における個別支援を通して見えてきたこ

とや今後取り組むべき方向性を整理したので

報告する。 

 

Ⅱ ケース概要 

１ Aさん 30代（支援期間２年） 

疾患：脳梗塞 

症状：言語障害、遂行機能障害、記憶障 

害。 

本人の状況：会話がほとんど成立しな 

い、昼夜逆転、家族へのイライラの表出、 

希死念慮、金銭管理ができない。 

家族の状況：家族関係は良好で協力的で 

あるが困りごとは表出しにくい。子育てへ 

の協力あり。 

本人希望：働きたい（経済面で将来の不

安が大きい） 

 

２ Bさん 30代（支援期間 1年） 

 疾患：がんの脳転移 

 症状：記憶障害、見当識障害 

本人の状況：入院中に廃用症候群になる。

悪性腫瘍が再発したら命に危険あり。 

家族の状況：両親は高齢。キーパーソン

の父は本人の退院から３か月後に他界。母

は体調悪く、父他界後本人を支える力が弱

い。経済的な困窮がある。 

本人の希望：家でゆっくり過ごしたい。 

 

３ Cさん 40代（支援期間１年 7か月） 

疾患：ヘルペス脳症 

症状：記憶障害（保持時間１分） 

本人の状況：記憶障害のため順路が覚え

られず、病棟内で迷う。配偶者の実家に退

院するが、記憶障害のためその地域の記憶

をほとんど失っている。 

記憶障害があることを自覚しているが、ヘ

ルペス脳症後性格が楽観的になり落ち込む

ことがない。趣味はカラオケ。 

家族の状況：認知症の義母と２人暮らし。

単身赴任中の配偶者が、週末のみ会いに来

る。 

本人の希望：特になし（希望があっても

忘れてしまう） 

 

Ⅲ 支援内容 

１ Aさん 

 症状から、A さんの希望である就労は当初

とても難しいように感じた。そのため、その

希望につなげるためにはどのような支援がで

きるか悩んだ。まず、訪問を繰り返す中で、

じっくりと Aさんの生活リズムや希望を聞き、

その理解に努めた。また、障害者手帳や障害

年金など利用可能なサービスの情報を提供す

るとともに、早くから関係機関に一緒に関わ

ってもらうこととした。 

 課題を整理しながら、生活リズムを整える

ため、日中は地域活動支援センターの作業に

つながった。つながるまでに半年以上かかっ

たが、つながってからは人との交流機会が増

え、楽しみができ、言語障害も徐々に回復し、

表情が出てきた。子どもとの会話も増え、次

のステップである就労という目標が見えてき

た。すでに就労支援機関と連携が取れていた

ため、タイミングよく就労につながった。就

-32-

一般演題6



労後は身だしなみにも意識が向くようになり、

さらなる回復をみせている。 

 早期から、関係機関がかかわることで、い

ろいろな方向からの支援やタイムリーなかか

わりができた。結果として、当初は難しいと

思っていた「働く」という Aさんの希望につ

ながった。 

 現在も、継続して Aさんの支援を行ってい

る。 

 

２ Bさん 

 高次脳機能障害の診断はついているが、悪

性腫瘍という疾患が基礎にあった。保健所が

相談を受けたとき、悪性腫瘍の状況や治療経

過は十分に把握できていなかった。 

 記憶や見当識に障害はあるが、生活に大き

な支障はなく、むしろ、①経済的困窮、②廃

用症候群、③キーパーソンの他界による治療

継続の困難さが課題であった。経済的困窮か

ら在宅でのリハビリは拒否、障害年金は受給

要件外、悪性腫瘍は末期の状態でありながら

末期の診断がないため介護保険も利用できな

い状況であった。そのような中、地域の保健

師、社会福祉協議会、障害福祉課、生活保護

担当者など多くの機関と相談し合うことで、

様々な支援の方向性が見えてきた。 

 訪問を続けながら体制を整え、治療を続け

てきたが、悪性腫瘍の悪化で亡くなられた。

しかし、短期間ではあるが、B さんの念願で

あった在宅での生活を送ることができた。   

B さんの他界後は母のフォローのため、主

に地域の保健師が介入し、支援にあたってい

るところである。 

  

３ Cさん 

 C さんはヘルペス脳症後、楽観的になり、

困りごとも忘れてしまうため、C さん自身の

困り感は弱かった。しかし、支援者から見る

と、記憶障害が重度であること、義母が認知

症であることは、C さんが在宅生活をする上

で大きな不安要素であった。 

 また、C さんの希望も不明、家族の意見も

一致せず、何をどのように進めていけばよい

か皆が戸惑っていた。 

 そのような中、C さんへの訪問と義母の安

否確認等の支援を開始。訪問時は毎回 Cさん、

義母ともに「初めまして」とあいさつをする

状況であったが、訪問を継続し、少しずつ

「たまに来る人」になってきたころ、C さん

の好きなことや興味のあること、義母の負担

等を聞きながら利用できるサービスを本人・

家族、関係機関と検討した。 

 現在 Cさんは趣味のカラオケができる障害

者デイービスと、ホームヘルプサービスを利

用している。保健師として、継続して訪問や

状況把握を行い、その時々の課題の解決につ

ながるよう、フォローしている。 

 

Ⅳ まとめ 

高次脳機能障害者の在宅支援を通じて、高

次脳機能障害を理解した専門的な関わりを行

うことと併せて①早期から関係機関が連携し

て対応すること、②回復を信じ継続して関わ

り続けること、③高次脳機能障害という診断

だけに惑わされず基礎となっている疾患をフ

ォローできるよう、高次脳機能障害支援協力

機関のみならず、かかりつけ医との連携をと

り、住民の健康問題として対応する視点も大

切であると感じた。 

高次脳機能障害が働き盛りの世代に起きた

場合、症状への対応に加え、家計や子育てな

ど多くの課題に直面するため多岐にわたる支

援が必要と考えられる。そのため、多くの機

関が連携を密にし、継続して支援することで

介入のタイミングを逃さないことは重要だと

感じた。 

 

Ⅴ 今後の取り組みの方向性 

高次脳機能障害者とその家族が地域で安心

して生活できるためには地域住民への普及・

啓発をしていくとともに、高次脳機能障害支

援協力機関やかかりつけ医、地域の支援者同

士の連携強化をさらに進めていく必要がある。 

 

Ⅵ おわりに 

個別の事例を通して、徐々に関係機関や関

係者の関心や理解が深まったように思う。 

今後もひとりひとりの個別性を大切にした

かかわりを行いながら、当保健所管内の高次

脳機能障害者支援の輪を広げたい。 
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今治地域の企業に対する健康づくり支援について 

～職域の健康づくり応援事業を通して～ 

 

○髙畠 由紀  川上 三紀  阿部 和子  檜垣 裕子 

         井上 弘美   冨田 直明 （今治保健所） 

 

Ⅰ はじめに 

 今治保健所管内（今治市、上島町）は、人 

口 170,994人(平成 24年) で、生産年齢人口 

 (15～64歳)が 101,828人と全体の 58.5%を 

占めている。 

東予地域は県内最大のものづくり産業の拠 

点であり、とくに今治保健所管内は、造船や 

タオル関連産業などの製造業が多い地域であ 

る。企業規模は従業員 50人未満の中小企業 

が全体の 97.4%を占め、これらは労働安全衛 

生法に基づく産業医や衛生管理者は必置でな 

いため、企業が行う健康づくり対策は十分で 

ないと推察される。(図 1) 

(図 1) 今治管内企業の従業員数別内訳 

 

 

 

 

 

 また、介護保険法による第 2号保険者(40 

～64歳)の要介護認定者割合は､全国(0.36%) 

および県(0.45%)を今治市(0.58%)、上島町( 

0.64%)ともに上回っており、将来の介護予防 

の面においても、働き盛りの健康づくり対策 

を地域保健で担う事が重要であるといえる。 

 今治保健所では、平成 24年度から働き盛 

りの人々の健康づくりを支援するため、企業 

への出前健康講座、メールによる健康情報『 

愛顔のけんこう応援レター』の配信、地域職 

域健康づくり担当者会の開催を行っている。 

『愛顔のけんこう応援レター』配信先企業は 

10社から開始し､現在は 123 社へ増加させる 

ことが出来た。 

また昨年度は、働き盛りの人々の健康に関 

する意識の実態を把握するためアンケートを 

実施し、その結果をもとに企業へ健康講座を 

開催するなど職域の健康づくりに取り組んで 

いる。 

今回、管内の企業における健診の現状、従 

業員数による体制などの違いについて調査し､ 

企業への支援について考察したので報告する｡ 

Ⅱ 方法 

１．調査時期 

平成 26年 8月～9月 

２．調査方法 

保健所職員 2名が企業を訪問し、企業担当 

者(総務、人事担当等)と面接して聞き取り 

３．調査対象（表 1） 

『愛顔のけんこう応援レター』配信先企業を 

中心に、調査協力の得られた 15社 

 

 

 タオル 造船 建設業 
電機、 

機械 
その他 計 

50人未満 3 0 2 0 1 6 
50人以上 2 2 1 2 2 9 

４．調査内容 

加入医療保険の種類、労働安全衛生部門お 

よび産業医の有無、健康診断、がん検診実施 

状況、メンタルヘルス対策、受動喫煙防止対 

策、愛顔のけんこう応援レターの活用状況等 

25項目 

Ⅲ 結果 

１．健康診断、がん検診の状況(表 2) 

15社のうち 14社(93.3%)で定期健康診断 

が実施されていた。そのうち 10社(67%)は、 

健診受診率が 100％であった。 

企業が費用助成して行うがん検診につい 

ては、従業員数 50人未満の企業では実施さ 

れている検診種類は少なかった｡ 

 

 

種類 ５０人未満 ５０人以上 計 

胃がん 2 7 9 

肺がん 5 9 14 

大腸がん 3 6 9 

乳がん 0 5 5 

子宮頸がん 0 4 4 

前立腺がん 0 1 1 

腫瘍ﾏｰｶｰ 1 0 1 

出典：総務省統計局「経済センサス基礎調査」（平成 21 年） 

 

(表 2) 企業が費用助成して行うがん検診 

(表 1) 調査対象企業の業種および従業員数別内訳 
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２．産業医の選任(表 3) 

 産業医の選任義務を有する 50 人以上の企 

業 9 社のうち、7 社は産業医を選任していた｡ 

50 人未満の企業では､どの企業にも産業医は 

いない状況であった。 

 

 

 ５０人未満 ５０人以上 

産業医・有 0 7 

産業医・無 6 2 

 

３．健診事後指導の状況(表 4) 

 15社のうち、13社(86.7%)は事後指導を実 

施していると回答していた。 

健診事後指導を主に行う職種は､50人未満 

の企業では総務・人事担当者が健診結果のみ 

を伝えるというところが多かった。 

50人以上の企業では産業医、保健師･看護 

師などの医療従事者が医師の結果判定に基づ 

き指導を行い、医療機関へもつないでいた。 

 

 

 ５０人未満     ５０人以上     計 

産業医 0 2 2 

総務・人事担当者 3 1 4 

保健師・看護師 2 5 7 

計 5 8 13 

 

４．メンタルヘルス対策(表 5) 

メンタル不調者への個別相談は、従業員数 

50人以上の企業では 66.7%、従業員数 50人 

未満の企業は 33.3%で実施されていた。 

また、従業員数 50人以上の企業 4社(26. 

7%)では独自の問診票などを用いた従業員の 

ストレスチェックを行い、個別フォローにつ 

ないでいた。また、うつ病者への復職支援な 

ど具体的指導や助言を求める意見が多く出さ 

れた。 

 

 

 50人未満 50人以上 

個別相談によるフォロー・有 2 6 
ストレスチェック票活用・有 1 3 

 

５．『愛顔のけんこう応援レター』の活用 

 社内ＰＣ環境が整っている企業では、保健 

所が配信した健康情報をＬＡＮや社内メール 

で供覧していると回答したが、50人未満の 

企業ではＰＣが従業員個々人に整備されてお 

らず、紙に印刷して社内掲示板へ貼り出して 

いる、または従業員全員へ紙で回覧していた。 

情報量や内容（テーマ等）については概ね 

「現状でよい」と回答していた。 

Ⅳ 考察 

 今回の聞き取り調査結果を従業員数 50人 

以上、50人未満に区分して健診などの実施 

状況を整理した。 

 労働安全衛生法に基づく健診、特定健診は 

1 社を除く全ての企業で毎年実施されていた｡ 

しかし、がん検診は従業員数 50人未満の 

企業で充分ではないところが多く、これらに 

対しては､自治体のがん検診をすすめるなど 

の働きかけが重要であると感じた｡ 

また、従業員数 50人未満の企業では健診 

の事後指導は結果通知のみと回答したところ 

が多く､小規模の企業ほど健診内容や事後指 

導の体制は十分とれていないと確認できた。 

メンタルヘルス対策でも、企業規模による 

体制の違いが顕著にみられた。従業員数の少 

ない企業ほど「メンタルヘルス面での問題は 

ない」､「過去にフォローしていた者がいた 

が今はいない」と回答しており、これはメン 

タル面で問題を抱える社員がいても、自主的 

に退職されている状況が背景にあると推察さ 

れた。 

Ⅴ まとめ 

 企業における健康づくり対策が継続して実 

施されるためには、企業自体が従業員の健康 

増進が業績や生産性に良い影響を与えるとい 

うことも認識し、主体的に取り組めるように 

しなければならない。 

 基幹産業である今治タオルは近年ブランド 

化などにより、活性化の兆しもみえている。 

ある企業担当者は、「従業員の健康づくりは 

大切だが、業績向上が優先され経営者の考え 

もあるため、主体的な取組みは難しい」と話 

していた。今後このような企業に対しても、 

従業員の健康づくりの重要性をさらに認識し 

てもらい､主体的に社員の健康づくりに取り 

組めるよう働きかけを行いたい｡ 

 そのため、商工会議所会報誌を通じた事業 

のＰＲ活動や、健康情報配信先企業のさらな 

る増加、市町のがん検診等の情報を出前健康 

講座等の中で積極的に周知していく必要があ 

ると思われる。 

また、企業担当者間での研修や情報交換が 

行える機会にするため、地域職域健康づくり 

担当者会を一層拡充しつつ、関係機関とも連 

携を図りながら支援を継続したい。 

(表 4) 事後指導を行う職種 

(表 5) メンタルヘルス対策 

(表 3) 産業医の選任の有無 
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松前町食育推進計画の推進におけるご当地バーガー等の開発と 

普及活動について 

 

○和田 暁子（健康課） 徳居 芳之（産業課） 久保 美文（総務課） 

（松前町保健栄養推進協議会） （松前町健康づくり計画推進部会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 方法 

 ＜開発＞ 

１．産業課からの依頼 

町の産業を担う産業課と、食育の主担当で

ある栄養士で、今後の特産品の取り扱いや PR

について協議し、特産品を使った町独自のレ

シピを開発し、産業拡大につなげることとな

った。 

２．レシピ作成のポイント 

ⅰ）ブランド化を図りたい特産品 

「ハモ」・「はだか麦」 

ⅱ）消費拡大・促進を図りたい商品 

「フワフワのはだか麦パン」 

       篠崎ベーカリー（伊予市）開発 

①ⅰ）・ⅱ）に着目し、未来を担う若い世代

も受け入れられるように、全国各地で人気

のご当地もののバーガーを作成すること

に決定した。 

② ハモの漁獲期間が、５月～１月と長いと

いう特徴を活かし、他の食材もあえて季

節を問わないものを使用し、年中作れる

レシピとする。 

③ 商品化して販売することを主の目的とし

ない。素材そのものの味を大切に、栄養

バランスと健康感も意識した基本味とし

てのレシピを公開し、講習も実施する。 

④ 各家庭でも気軽に作れる楽しさや面白

さ、美味しさも家族ぐるみで味わっても

らい、次のステップとして自分にあった

味、我が家の味づくりへのアレンジも可

能とする。挑戦する過程で食材と向き合

い、そこから生まれるさまざまな食育効

果をねらう。 

 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

 平成 25年度に策定し、現在推進をしている

「第 2次松前町食育推進計画」（以下「計画」と

いう。）の策定時に行った住民アンケート（H24）

では、地場農水産物を食べる人の割合が

59.7%・伝統・郷土料理に関心のある人の割合が

52.7%と半数どまりである。 

また、郷土料理については、近隣で共有する

地方食のものが多く、町独自の料理としては特

別持っていない現状もある。計画の重点目標の

１つである「地域を愛し、食への理解を深める

（地域活性化）」の推進にあたり、まずは住民に

地元の食材や特産品について興味を持ってもら

い、地元の消費拡大を目指し、更に町としても

今後は特産品の PRやブランド化、新規開拓等、

町内外を問わず発信し、地域おこしを展開した

いと考えている。 

 そこで、計画の「好きです！松前産、つなげ

よう地元愛」のキャッチフレーズをもとに、栄

養士が地場産物にこだわって考案し、このたび

開発したご当地バーガー等「まさきバーガー」・

「まさきサンド」のレシピを普及すべく、計画

推進を担う関係部局・団体で編成する「松前町

健康づくり計画推進部会」で協議して、町の食

育アドバイザーとして活躍する「松前町保健栄

養推進協議会」（以下「ヘルスメイト」という。）

の協力も得ながら、今後の食育をみんなで協働

で推進し、将来的には町の新郷土料理への発展

を目指し、普及啓発することとなったので報告

する。 
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⑤ 関係職員や、理事者への試食会も実施 

  し、評価を受け、理解を得る。  

 

＜普及啓発＞ 

１．各種講習会の実施 

① へルスメイトのリーダー研修 24名 

② ヘルスメイトの伝達講習会  211名 

③ ヘルスメイトの外部委託事業 

男性の料理教室  20名 

児童館クッキング 30名 

  材料の提供機関へも見学に出向き、商品 

 や素材の特徴や、製造過程を学び、製造者 

 の技術や素材への思いを講習会で一部披露 

 していただく機会を持つ。 

２．広報周知 

特集記事として、町広報誌にレシピや講 

 習の様子等掲載 

３．町イベントでの販売 

文化祭：各７０食 

産業祭：各２００食 

 

 
       Ⅲ 結果・考察 

＜まさきバーガー＞    

エネルギー 450kcal 

たんぱく質 19.4ｇ 

脂  質 7.4g 

塩  分 1.3ｇ 

 

 身、皮、骨とハモを残すところなく使用。 

ハモバーグは、シンプルに塩のみの調味で、ライス

バンズは麦の触感も風味も楽しめるよう厚めにし、

日本食を意識し、梅肉ソースの和風に仕上げました。 

講習参加者からは、ハモの風味もさながら、麦ご飯 

がプチプチしてハモのだしがきいてとてもよくあっ

ていると好評である。 

 

 

1 個分栄養価 

＜まさきサンド＞  

エネルギー 448kcal 

たんぱく質 17.9ｇ 

脂  質 27.7g 

塩  分 1.3ｇ 

  

 香ばしい麦の風味でフワフワに仕上がったはだか麦

パンの美味しさと併せて、みんなが食べやすいよう細

目の間隔で骨切りした肉厚なハモの切り身を、ひまわ

り油の風味を閉じ込めフライにしている。講習参加者

からはパンとハモのフワフワ感とレタスのシャキシャ

キ感が絶妙であるとこちらも好評である。 

 広報を見た感想からは、作ってみたい、食べてみた

いという素直な反応が多く、文化祭での販売予告で 

買いに来られた住民も多く見られ、開始 1時間半で完

売となった。「商品化を」という意見も出ている。 

 ハモは初めて見る、食べる住民も多く、どう猛な風

貌に反した繊細で美味な味わいに驚きがあるようだ。 

 町の恵みをふんだんに使用したことで、地元への愛

着、好奇心も育みながら、特産品の学びや素材そのも

のに興味を持ち、知り、調理し、食し、素材の命に感

謝しながら、自分達の命につなげる。その過程を、 

繰り返して人も町も活性していくと考える。 

 現在、栄養教諭とも今後の学校給食や家庭科の調理

実習への導入が可能かどうか検討をしている。まずは

町内で広く普及を図り、いずれは町外に向けても松前

の特産品、新伝統料理として拡げていきたいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 個分栄養価 

Ⅳ おわりに 

計画スローガン「まっさきにひろげよう ひまわ

り笑顔と食育パワー」のように、住民みんなの笑顔

の輪が大きく拡がり、輝いていける松前町を目指し

ます。 
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～高血圧・糖尿病予防対策「ハイリスク者を見落とすな」～の取組について 

 
○二宮真紀（西予市野村支所生活福祉課）  

森本美重 権田恭子 本橋るみ子（生活福祉部健康づくり推進課）  

佐々木靖子 上甲千代（生活福祉部市民課）  宇都宮弥生（城川支所生活福祉課） 

松田禎子 松田美加子（明浜支所生活福祉課）  宮本ふみか（三瓶支所生活福祉課） 

 

 
１  はじめに 

 西予市では、平成 24 年度の第２期特定健康

診査等実施計画策定見直しから、課題が明らか

になった。①介護保険では 2号被保険者の原因

疾患が脳血管疾患と糖尿病で 8割を占める。②

医療では高血圧一人当たり費用額が県下で第

３位と高い。③特定健康診査では、どの年代で

も高血圧と糖尿病の有所見率が高い。しかし、

④特定保健指導の実施率と終了率は低く、この

介入方法や内容の検討が必要であった。そこで、

平成 24 年度の特定健康診査の高血圧と糖尿病

ハイリスク者へ予防対策に重点をおいた保健

指導を実施したので報告する。 

 

２  地区及び特定健診の概要 

 西予市は、南予の中心に位置し、面積は約 515

㎢県下２番目の広さと、海抜 0ｍ～1,400ｍの標

高差を誇っている。人口は（平成 26 年度４月

１日現在）41,469 人、高齢化率 38.5％。平成

24 年度の特定健康診査対象者は 10,732 人、受

診者は 4,021 人（37.5％）である。５月から 11

月末まで 90 日間の集団健診を実施し、医療機

関での個別健診の機会も設けている。 

 

３  実施内容 

１）目標  
平成 24 年度特定健康診査の結果、ハイリス

ク者に対して保健指導や受診勧奨を行う事に

より、重症化予防をはかる。同対象者の平成 26
年度の健診結果と比較し 10％減少を目標とす

る。 

２）対象 
 平成 24 年度特定健康診査結果、肥満の有無

に関わらず、①高血圧Ⅱ度以上で未治療の者

146 人、②HbA1c（JDS 値）6.1％以上で未治

療の者 114 人を対象とする。 
３）方法 
上記①②の者に対し、健康相談・健康教育・ 

訪問指導等あらゆる機会を活用し保健指導を

行う。指導ツールに「からだノート」「私の健

康記録」を用い、数値の表すものと体のメカニ

ズムに焦点をあてた指導を実施する。 
４）実施期間 
 平成 24 年 6 月～平成 26 年 10 月末（平成 26
年度 11 月実施健診数値は含めない） 
５）評価指標 
① 保健指導実施人数及び実施率 
② 改善者数及び率（平成 26 年度健診結果 
数値の変化） 
③ 高血圧Ⅱ度以上者数、HbA1c（NGSP 値） 
6.5％以上者数の年度比較 
＊これより以降 HbA1c は NGSP 値で標記 

 

４  結果 

１）保健指導実施人数及び実施率 
高血圧Ⅱ度以上は実人数 128 人（87.7％） 

延べ 429 回、HbA1c6.5％以上は実人数 103 人

（90.4％）延べ 395 回であった。最も多い保健

指導の手法は健康相談であり、4 割以上を占め

た。 
２）改善率 

分類は、日本高血圧治療ガイドライン及び日
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本糖尿病治療ガイドラインに基づいた。 
表 1 高血圧Ⅱ度以上年度変化 
 
 
 
 
 
 
          ＊改善は色付セルで表示 

表 2 HbA1c6.5 以上年度変化 
 
 
 
 
 
 
高血圧Ⅱ度以上は、特定健康診査継続受診者

84 人中改善した者は 62 人（ 42.5％）。

HbA1c6.5％以上は継続受診 72 人中改善した

者は 36 人（31.6％）。目標改善率 10％以上を

上回った。 
３）高血圧Ⅱ度以上者・HbA1c6.5％以上者の

年度比較（血圧・HbA1c共に治療中の者も含む） 

表 3 血圧の年度比較 
 
 
 
 
 
 
 
表 4 HbA1c の年度比較 
 
 
 
 
 
 
 

 

血圧Ⅱ度以上はわずかに減少しているが、

HbA1c6.5％以上はあまり変化がみられない。 

 

５  考察 

優先順位をつけて関わった人は、血圧・

HbA1c 共に改善者が多く、効果が現れている

が、受診者総数での年度比較をみると全体の改

善には至っていない。しかし、肥満の有無に関

わらず対象者を絞り、保健師栄養士が指導ツー

ルを統一しながら個々にあった内容を検討し、

一人ひとりに関わる事で数値の改善へと繋が

ったと考える。また、指導を重ねていくうちに、

受診状況や医師からの指導内容の確認等の必

要性を感じ、平成 26 年度に主治医連絡票の作

成に至った。保健指導や栄養指導の必要な者に

対し、主治医から具体的な指示を受け、個の状

態にあった指導ができるようになった。 
今後も個々を大切にし、医療機関等との連携

を図りながら、継続した質の高い保健指導を継

続していくことが重要と考える。 
 
６  おわりに 

 地区担当保健師が、特定保健指導の対象以外

にもハイリスク者の存在を再確認した保健指

導ができるようになった。また指導方法を工夫

する事で、対象者は自分の状態を自覚し、必要

に応じ受診し、生活習慣の見直しや改善をする

等の行動変容に繋がった。平成 26 年度の特定

健康診査未受診者への受診勧奨や現在の状況

確認等も行い、継続した関わりに繋がった。 
対象者を明確にし、保健指導ツールを使用す

る事で、保健師や栄養士の指導内容の統一や全

体のレベルアップが図られた。指導をより充実

させたい意識も高まり、自主的な学習や市内保

健従事者等研修会などにおいて学習の場を経

年的に設定している。 
今後は、ハイリスク者対策と同時に、地域全

体の健康を見据え予防的視点にたった活動を

推進していきたい。 
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フッ化物洗口普及事業に係る保護者の意識調査の結果に関する一考察 

 

○三谷幸子（八幡浜保健所） 森本由美（大洲市立大洲小学校） 

   曽我直世 三好里恵 木原久文 山西佳恵 上甲圓 竹之内直人（八幡浜保健所） 

 

 

Ⅰ はじめに   

愛媛県では平成12年度から「フッ化物洗口普

及事業」（以下、「本事業」という。）を実施し

ている。自律的応用法であるフッ化物洗口には、

フッ化物自体の齲蝕予防効果とともに、齲蝕のリ

スク要因となる生活行動の改善効果も期待されて

いる。 

大洲市立大洲小学校では、平成25年度から本

事業の指定校及び一般社団法人日本学校歯科医師

会委託「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり

推進事業」の推進校として、フッ化物洗口の取組

みが開始され、児童の口腔衛生状態や歯科保健行

動に変化が生じつつある。少年期における生活習

慣の定着過程には、学校、地域の関係機関及び家

庭の相互協力が重要であり、少年期の行動変容に

対し、保護者の意識は特に強く作用すると考える。 

そこで、同校の保護者に対し、本事業による歯

科保健活動についてアンケートによる意識調査を

実施し、今後取組むべき課題について考察したの

で報告する。 

 

Ⅱ 方 法 

1.実施期間 

第1回 フッ化物洗口開始前（平成 25年4月） 

第2回 平成26年9月1日から9月10日まで 

2.対象：大洲市立大洲小学校全児童の保護者 

 対象数 回収数 回収率 

第1回 304名 301名 99.0％ 

第2回 325名 302名 92.9％ 

3.方法 

 学校を通じ、全家庭に調査用紙を配布、回収。 

4.内容 

齲歯予防やフッ化物洗口に関する意識調査 

無記名、選択式（一部自由記載）で実施 

 

Ⅲ 結果・考察  

1.齲歯数に対する意識について 

 齲歯が「少ない」または「普通」と答えた保護

者は増加傾向にある（図1）。これは、表1に示

す歯垢付着や歯肉の状態の著しい改善及び未処置

歯保有者率の減少を反映したものと考えられる。

しかし、平成25年度の未処置歯保有者率は、県

平均の32.0％や全国平均の27.0％に比べると依

然として高い状態にあり、保護者の認識以上に、

更に改善余地があることが分かった。 

図1 子どもの齲歯数に対する保護者の意識 

 
表1 歯科健康診断結果                 （単位：％） 

 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

若干の歯垢付着がある

者の割合 
56.8 18.2 1.8 

歯肉の定期的観察が  

必要な者の割合 
62.5 3.2 1.8 

未処置歯保有者率 43.6 35.8 32.4 

 

2. 家庭における齲歯予防の取組みについて 

（1）取組み内容 

図2に示すとおり、家庭における齲歯予防活動

は、総じて増加傾向にある反面、「特に何もして

いない」と回答した保護者も0.3ポイント増加し

ている。これは、歯みがき以外の活動に意識を向

ける保護者が増える一方、歯と口の健康づくりに

関心の低い保護者が一定程度存在するためと考え

られる。また、「歯みがき」以外の取組みは、依

然として半数にも達していない。今後は、無関心

層を減らすための働きかけとともに、栄養バラン 
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スや間食等、歯みがき以外の取組みの重要性につ

いても普及啓発していく必要がある。 

（2）仕上げみがきと子どもの齲歯罹患率について 

図3に示すとおり、仕上げみがきの取組率が高

いほど齲歯罹患率が低い傾向にある。これは、仕

上げみがきに対する子どもの羞恥心や、子どもに

よる歯みがきに対する保護者の過大評価が、学年

が進むほど増えるためと考えられる。しかし、乳

歯と永久歯が混在する少年期は、特に高い歯みが

きの技能が必要となるため、子どもに対する正し

い歯みがきの指導とともに、保護者による子ども

の口腔内チェックを促すことが効果的である。 

図2 家庭における齲歯予防の取組み内容 

 
図3 仕上げみがきと子どもの齲歯罹患率 

 

 

3.フッ化物の知識を得た機会について 

 図4のとおり、「フッ化物洗口を始める時に初

めて聞いた」とする保護者が 19.2％、「学校」

が38.9％であった。この結果から、子どもの就

学前は、フッ化物に関する情報を得る機会に乏し

いという現状がうかがえる。家庭における歯・口

の健康づくりは、普及啓発の時期が早いほど効果

的である。このため、幼稚園や保育所、市町で実

施する1歳6か月健診や3歳児健診、更には妊婦

一般健康診査等も視野に入れ、歯と口の健康教育

を切れ目なく行える工夫が必要である。 

 

4.学校におけるフッ化物洗口について 

図5のとおり、94.4％の保護者が「希望して良

かった」と回答している。理由は、表 2のとおり

である。フッ化物の効果や健康行動の改善等を理

由に掲げる保護者がいた反面、「歯医者に行かな

くて良くなったから」「無料でしてくれるから」

等の理由を挙げている保護者もおり、本事業及び

フッ化物洗口の目的を正しく理解できるよう情報

の提供に工夫が必要である。 

図4 フッ化物の知識を得た機会       図5 学校におけるフッ化物洗口の評価 

  
表2 学校におけるフッ化物洗口に対する回答理由 （原文どおり） 

希
望
し
て
良
か
っ
た
理
由 

・友達と一緒に行うことで、楽しくむし歯予防できているよう

に思う。 

・みんなで同じことをするので、安心感もあるようだ。 

・学校で子どもたち自身が取り組んでいる事なので、親から言

うよりは身に付きやすい取り組みだと思う。 

・家庭ではなかなかできないので助かる。 

・むし歯予防に役立っていると思う。 

・自分でみがききれない所がケアできて良い。 

・ぶくぶくうがいが上手になった。 

・歯の健康に対しての意識が向上しているように思う。 

・親だけでなく子ども自身にも歯の大切さを知る機会がもて、

歯みがきに対する意識が高まった。 

・歯みがきをすすんでするようになった。 

・自分たちで考えてみがくようになった。 

・歯みがきを丁寧にするようになった。 

・みがき残しがないか考えながらみがきだした。 

・歯みがきの習慣がついた。 

・子どもが歯に対する大切さを学ぶ機会が多くなったので、将

来のためになると思う。 

・家庭でも前向きに取り組めるから。 

・本人が間食の種類に気を付けることができるようになった。 

                          等  々

無
回
答
の

理
由 

・まだ効果が分からないので何とも言えない。 

・フッ化物洗口について賛否両論の意見をきくと何とも言えな

い。 

                          等  々

 

Ⅳ まとめ 

 本事業を通した積極的な学校歯科保健活動によ

って、歯と口の健康を家庭でも守り育てていこう

とする態度が育ちつつある半面、保護者の意識変

容があまり顕著ではないことが今回の調査によっ

て分かった。歯科保健水準の更なる向上を図るた

めには、家庭、地域及び学校との連携を充実させ、

未処置歯保有者率が高いにも関わらず治療を受け

ていない家庭への支援等、予防と治療を結び付け

る仕組みが必要である。 

児童が生涯にわたって健康に過ごすことができ

るよう、今後も本事業を通して、学校、地域の関 

係機関、家庭に働きかけを行い、支援を継続して 

いきたい。 
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「産後うつの予防啓発活動紙芝居」が初妊婦に与える影響と効果について 

～アンケート結果から～ 

 

○阿部美沙子 渡邉恵子 一色明美 越智寛子 

達川まどか 越智華子 末永志保（今治市健康推進課） 

 

はじめに 

 今治市では、産後うつへの取り組みとして、保

健師による乳児家庭全戸訪問事業時にエディンバ

ラ産後うつ病質問票（EPDS）などの質問紙を用い、

産後うつの早期発見や、また予防事業として、「産

後うつの予防啓発活動のための紙芝居」を健康教

室などで実施、展示し、産後うつの普及啓発に努

めている。 

「産後うつの予防啓発活動のための紙芝居」は、

平成 23年に今治市健康づくり計画「バリッと元気」

こころ班が作成し、同年から今治市が実施するパ

パママ学級において、産後うつの普及啓発、予防、

早期発見のために紙芝居の活用を始めた。パパマ

マ学級は、初妊婦とその夫を対象に全 4回教室で、

年間 3クール実施している。 

 本研究では、紙芝居が産後うつの予防啓発とと

もに、妊婦にどのような影響を与え、紙芝居がど

のような効果をもつのかを調査したので報告する。 

 

実施方法 

 平成 26年度パパママ学級 2クール目、第 3回の

産後うつ紙芝居実施後に、アンケートを妊婦、夫

それぞれに実施した。第 3回は、土曜日に実施し、

夫婦で参加しやすい回となっている。 

1 アンケート調査の概要 

対象 パパママ学級に参加した妊婦 21 人（10 代

～40代）とその夫 16 人（20代～40 代） 

内容 産後うつについての認知度（選択式） 

普及啓発としての紙芝居の効果（選択式） 

紙芝居を聞いて感じたこと（自由記載） 

回答数 妊婦 20人（回答率 95.2％） 

夫 15人（回答率 93.7％） 

2 紙芝居の概要 

枚数 16枚 

実施時間 約 20分 

内容 県外出身の今治ココロさんは、夫の転勤を

期に、今治で初めての出産を迎える。ココ

ロさんは真面目な性格で家事と育児の両立

を 1 人で頑張るが、うまくできず次第にう

つ状態へとなっていく。保健師の訪問をき

っかけに病院受診をし、夫と協力しながら

回復に向かう。 

 

結果 

1 産後うつの認知度 

 「産後うつを知っていましたか」という質問に

対し、妊婦、夫ともに「名前だけは知っていた」

という回答が最も多かった。（図 1、図 2） 

 

 

2 普及啓発としての紙芝居の効果 

 「産後うつを理解するうえで、この紙芝居はど

うでしたか」という質問に対し、妊婦、夫ともに

すべての回答で「とてもわかりやすかった」、「ま

あまあわかりやすかった」だった。（図 3、図 4） 

 

よく知っていた 

2 

名前だけは知っていた 

16 

しらなかった 

2 

図1 【妊婦】「産後うつ」について知っていましたか 

単位：人 

よく知っていた 

2 

名前だけは知っていた 

9 

しらなかった 

4 

図2 【夫】「産後うつ」について知っていましたか 
単位：人 

もわかりやすかっ

5 

まあわかりやすか

15 

しわかりにくかっ

0 
わかりにくかった 

0 

図3 【妊婦】産後うつを理解するうえで 

この紙芝居はどうでしたか 
単位：人 
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3 紙芝居を聞いて感じたこと 

 自由記載の内容をカードに書き起こし、小カテ

ゴリ、大カテゴリを作成した。（表 1、表 2） 

 妊婦の感じた内容は、「支援」、「生活」、「気持ち」

に分類され、「支援」では、「支援を求める」、「家

族の協力」、「頼りすぎない」といった大カテゴリ

に分類された。「生活」では、「子育て・生活につ

いて」、「気持ち」では、「不安」、「楽しみ」に分類

された。 

 夫の感じた内容は、「支援」、「現状維持」、「気持

ち」に分類され、「支援」では、「支援者の必要性」、

「夫婦の協力」に、「気持ち」では、「楽しみ」、「不

安」といった大カテゴリに分類された。 

 
表 1 【妊婦】紙芝居を聞いて感じたことの分類 

 
 

 

表 2 【夫】紙芝居を聞いて感じたことの分類 

 
 

考察と課題 

 産後うつについて、「名前だけは知っている」と

いう回答が多く、産後うつへの関心は広がってい

るが、普及啓発については十分ではないことが考

えられた。また産後うつの紙芝居について、「とて

もわかりやすかった」、「まあまあわかりやすかっ

た」という回答を得ることができた。紙芝居は、

パパママ学級において、産後うつの普及啓発の媒

体として有効であると感じた。 

 紙芝居を聞いて感じたことについて、妊婦では、

「子育て・生活について」といった大カテゴリが

あった。これは紙芝居を聞くことで、主人公を自

分に置き換え、妊娠中、出産後の生活について具

体的に想像するきっかけとなったのではないかと

考える。 

また「支援を求める」、「家族の協力」、「楽しみ」

といったポジティブな思いと、「頼りすぎない」、

「不安」といったネガティブな思いがあった。こ

れは紙芝居を聞いて出産後の生活を想像したこと

で、赤ちゃんに会える楽しみと、家事と育児の両

立への不安といった気持ちを想起させることにな

ったと考える。 

夫については、「支援」のなかでも、「夫婦の協

力」といった大カテゴリが大部分を占めた。紙芝

居を聞くことで、夫は、妻へのサポートを考える

きっかけになったと考える。 

 今後は、産後うつについて広く普及啓発してい

くために、パパママ学級だけではなく、様々な健

康教室などで実施していきたい。 

もわかりやすかっ

8 まあわかりやすか

7 

しわかりにくかっ

0 

わかりにくかった 

0 

図4 【夫】産後うつを理解するうえで、 

この紙芝居はどうでしたか 単位：人 
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西条市における保護者支援の充実に向けて 

○吉久美紀 永井邦香 渡辺亜津砂 三浦恵美 大澤愛美 金子裕果 （西条市健康医療推進課）

1 はじめに 

西条市では、人口が減少傾向であるにもかか

わらず核家族世帯が増えており、身近な人から

子育てのサポートを得られにくくなっている現

状がある。そして、保護者自身のメンタル面の

問題から、母子ともに継続的なフォローが必要

なケースも増えている。また、乳幼児健診時の

アンケート結果から、「相談相手がいない」、「ゆ

ったりとした気分で子どもと関わる時間がない

と感じる」という人の割合が、児の年齢が高く

なるとともに増えている状況があり、児の成長

発達や社会環境の変化に合わせた保護者支援の

更なる充実が必要であると考える。 

今回、子育てに関する意識等を把握するため

に、乳幼児がいる保護者及び支援者にアンケー

トを実施したので調査結果と見えてきた課題、

今後の展望について報告する。 

2 平成 26年度西条市母子保健事業体制 

 

 

 

3 アンケート実施概要 

（１）目的 

 西条市が実施している子育て支援サービスの

利用状況・子育てに関する意識等を把握し、今

後の母子保健事業の充実を図る。 

（２）方法 

対象者：乳幼児がいる保護者及び支援者（保育

士、幼稚園教諭、小学校特別支援教育コーディ

ネーター、行政関係者）。 

方法：保護者に対しては、保健センターでの事

業に来所した時や保育所（園）・幼稚園の協力を

得て、実施した。支援者に対しては保健センタ

ー主催の子育て支援連絡会にて実施した。 

（３）結果 

①保護者アンケートの結果（回答数 690件）

 

年
齢 妊娠期　 ０歳 １歳 ３歳 ５歳 ６歳

妊娠届 妊婦健康診査 出生届
母子手帳交付 妊婦歯科健診 低出生・未熟児届 前期（５～６か月児） 後期（９～１１か月児）

育児のしおり交付 （モデル事業として10月から開始）

子育て総合相談窓口

ぽかぽか広場

乳幼児発達相談

（身体・精神）

新米パパママ
学級

こんにちは
赤ちゃん訪問

子育て連絡会 すこやか親子
ケア会議等 推進連絡会議

１歳６か月児
健康診査

３歳児
健康診査

遊び・食育・
むし歯予防講習

遊び・食育・
むし歯予防講習

５歳児相談

保
護
者
支
援
の
取
り
組
み

心理相談

母
子
保
健
事
業

電話相談

乳幼児相談会

乳幼児訪問妊産婦訪問指導

離乳食
講習

育児支援
にこにこ教室

育児支援
すくすく教室

乳児健康診査（医療機関）３か月児
健康診査

◎「子どもの円滑な就

学」に向けて、保護者

の気づきを促し、適切

な支援を行うことを目

的に、５歳児相談実

施の協議・検討をする。

◎妊娠期から出産・育児期へ

と切れ目のない支援を目的に、

妊娠届出時のアンケートや面

接により、心身の状況や生活

面の把握を行い、早期に支援

の必要性を見極め個別相談

につなげている。

◎子育て総合窓口（ぽかぽか広場）や乳幼

児健診の中で、子どもの発達に注目した健

康教育を実施し、具体的な子どもへの関わ

り方について伝えている。

◎乳幼児健診時配布するパンフ

レットを、保護者が子どもの成長発

達を確認できるようなものへと見直

しを行い、事後指導の充実を図っ

ている。また、子どもの発達段階や

保護者の思いに応じた情報を適切

に伝えていけるよう、保健師のスキ

ルアップを図るために研修会を実

施している。

◎育児支援教室では、教

室の目的や役割等の検

討を行い、それに応じた

スケジュールを企画し、

保護者のもつ困り感や気

づき、子育ての悩みへの

支援を行っている。

◎保健指導連絡票の活用により、医療機関

との連携を図り、適切に支援を行っている。

２歳 ４歳

特

定

不

妊

治

療

助

成

事

業
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子育て支援策へは、「保育所(園)・一時保育・

幼稚園・病児病後児保育」「医療費・児童手当・

保育料等」、「公園や遊び場」、「気軽に相談できる

場所」に関する要望があがっている。 

②支援者アンケートの結果（回答数 35件） 

 

4 考察 

 アンケートの結果、子育てに関する保護者の

要望は「保育園等の設備の充実・体制整備」、「保

育料や医療費等の経済的負担の軽減」、「安全に

遊べる場所の整備」等、育児環境に関するもの

が多かった。 

一方、悩みとしては、しつけや発育発達等、

子どもの毎日の生活に関するものが多く、「どう

すればいいのか。」「これでいいのか。」と疑問や

不安を抱きながら育児をしている保護者が多い 

ことが推察できる。 

 保健センターでは、妊娠期から乳幼児期にか

けてさまざまな事業を実施しているが、相談事

業の利用状況を見ると利用者はアンケート回答

者の約半数であった。悩みを抱えている保護者

に対して育児方法や、具体的なかかわり方等の

知識の普及を行い、保護者へ身近な相談や支援

を行う専門的な機関として、保健センターの役

割は重要であると考える。 

また、幼少期から一貫した支援を行っていく

ために、関係機関との連携をさらに強化してい

くことが必要であると考える。 

5 今後の課題 

① サポートファイルの作成 

地域のサービスや関係機関についての情報、

子どもの発育発達についての情報を一つにまと

めることができるサポートファイルを作成する。

サポートファイルを活用することで、子どもの

成長・発達が確認でき、家庭と関係機関との情

報の共有を円滑にし、より良い支援の提供を目

指す。 

② ホームページの充実 

情報機器の普及により、手軽な手段としてイ

ンターネットから情報を得ている保護者も多い。

西条市ホームページ内に保護者が求めている情

報も取り入れながら、必要時に活用できるよう

な子育て支援情報を整備していく。 

③ 既存事業の充実 

母子保健事業体制図に示したとおり、月齢に

応じた保護者支援に取り組んでいる。 

平成 26年 10月から 5歳児相談モデル事業を

実施し、児および保護者、保育所（園）・幼稚園

に対して、スムーズな就学に向けた支援につな

がるように、関係機関との調整を行っている。

平成 27年度からの実施に向けて保育所（園）・

幼稚園、発達支援を行うウイングサポートセン

ターとの連携体制を整備し、専門性を活かした

役割分担を行う必要性がある。 

6 まとめ 

今回明らかになった課題をふまえて、関係機

関と連携を図りながら、今後も保護者が自信を

持って子育てができるように寄り添い、切れ目

のない母子保健事業を展開していきたい。 

保護者が安心して子育てを
するために必要と思われる
こと

●小児科医療や療育機関の整備・充実
●相談窓口のわかりやすさ
●地域全体での子育てや見守り、コミュニケーション
●親業講座
●公園情報

保護者が育児をしていくうえ
で必要と思われる情報

●生活リズムなどの子育てに関すること
●保育所・幼稚園・支援センター等の情報
●就学に向けて、小学校の情報
●保護者同士の仲間づくりの場

他機関とのかかわりについ
て

●子育て連絡会は支援者同士がお互いの顔を見ながら情報を
共有することができて良い。
●コーディネートする部門を明確に。
●個人情報の保護。
●福祉・医療・教育の枠を超えて支援するのは難しい。
●各機関で取り組んできたことを次の機関へとしっかり引き継い
でいくことが大切。
●幼少期から継続した支援をしていくための機関を整備・充実さ
せることが必要。
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地域保健保健師等研修会（本庁実施分）の取組み 

～１年目・２年目保健師の交流がもたらした効果～ 

○瀨戸裕一 1） 横井百合 1） 佐藤伸子 1） 清家珠子 1） 奥田美恵 2） 田中美延里 2）

１）医療対策課 ２）愛媛県立医療技術大学 

Ⅰ はじめに 

 愛媛県では、平成 20 年度に作成した「愛媛

県新任期保健師継続教育ガイドライン」を活用

し、地域特性に応じた保健活動を実践できる保

健師育成を目的に地域保健保健師等研修会（本

庁実施分）新任期保健師研修会を実施している。 

 新任期保健師研修会は前期・中期・後期の３

回実施し、中期研修においては、１年目保健師

の地域特性に関する気づきや仕事上の悩みに

対し、２年目保健師が回答する特徴のある合同

研修を実施している（表１）。 

そこで合同で研修を実施していくことに対

しどのような反応があったか等を検証し、次年

度以降の計画に反映していくためにアンケー

ト調査を実施した。その結果から１年目・２年

目保健師の交流がもたらした効果について報

告したい。 

 

Ⅱ 方法 

対象者：計 29名 

１年目保健師（県保健所４名、市町 14名） 

 ２年目保健師（県保健所１名、市町９名） 

研究期間：平成 26年 10月 21日（火） 

調査方法：中期研修終了後、１年目・２年目保

健師にアンケートを配付し、その場で記載・提

出依頼した。 

倫理的配慮：個人が特定されないこと及び研究

発表に使用を限定することを厳守し、アンケー

トへの記載は自由とした。 

回答者：29名（回答率：100％） 

分析方法：〔交流の満足度等〕では質問項目５

段階にて表記し、図１とした。〔交流がもたら

した効果〕では抽出した意味データからその意

味内容を読み取り、カテゴリー化を行った。 

Ⅲ 結果 

１．交流の満足度等 

研修に満足できた者及び今後の活動に役立

つと回答した者が多かった（図１）。 

10% 80% 10% 
十分できた ある程度できた どちらともいえない 

33% 56% 11% 
十分満足できた ある程度満足できた どちらともいえない 

本日の研修について満足できましたか【１年目保健師】 

39% 56% 6% 
十分役立った ある程度役立った どちらともいえない 

地域特性に関する気づきの共有は今後の活動に役立ちましたか 

【１年目保健師】 

44% 39% 17% 
十分役立った ある程度役立った どちらともいえない 

Q＆A「１年目保健師からの疑問に答えよう」における２年目保健
師との関わりについて、今後の活動に役立ちましたか【１年目保健

師】 

40% 50% 10% 
十分満足できた ある程度満足できた どちらともいえない 

40% 50% 10%
十分満足できた ある程度満足できた どちらともいえない
自分の成長（１年前からの成長）について確認することができ
ましたか【２年目保健師】 

本日の研修について満足できましたか【２年目保健師】 

１年目・２年目 

合同 

グループワーク「気づきとアクションプランシ 

ートの共有」Ｑ＆Ａ「１年目保健師からの疑問 

に答えよう」 

１年目のみ 
課題説明「後期研修のねらいと準備」 

グループワーク「学びの共有」 

２年目のみ 

グループワーク「自分たちの学びを共有しよ

う」「２年目の先輩に聞きたいことシートの確

認」 

（表１）新任期研修会（中期研修）

内容

図１〔交流の満足度等〕 
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２．交流がもたらした効果 
≪１年目保健師が感じた効果≫ 
【自己肯定感の向上】：＜自分では「これが気

づきなのかな」と思っていたところを２年目の

先輩から「保健師として大切な気づき」と言っ

てもらえたのが嬉しかった＞ 
【身近な先輩からのアドバイス】：＜グループ

ワークでの気づき発表では、先輩に同席しても

らえたので、話の流れもスムーズとなり、具体

的な視点でアドバイスをもらえた＞、＜スケジ

ュール調整・地区管理について、具体的に話を

聞くことで、これから実践につなげられると思

った＞ 
【研修運営の課題】：＜Ｑ＆Ａ「１年目保健師

からの疑問に答えよう」の時間は、文章では表

現しにくいので、座談会形式の方がよいと思っ

た＞、＜グループワークでは、２年目の先輩に

司会をしてもらえると、先輩の貴重な経験談や

同じ１年目の人の意見を引き出しやすいので

はないかと思った＞、＜Ｑ＆Ａは少人数で話し

合った方がよかった＞ 
 
≪２年目保健師が感じた効果≫ 
【活動の中での良い気づき】：＜地域の文化や

背景を知ることにつながるような充実した気

づきができていた＞、＜地域住民の何気ないこ

とばをひろいながら、気づくことができていた。

住民１人１人の声は大事。それをもとに地域全

体をみていく必要性を再認識した＞ 
【成長の実感】：＜１年前は、自分も同じよう

なことで悩んでいたなと思った。１年間で成長

したこともあれば、変わっていないこともあり、

自分で振り返る機会になった＞ 
【一人で悩んでいる１年目保健師が多い】：＜

一人で抱え込んでいる１年目保健師も多いと

感じた＞、＜アクションプランは、自分ででき

るものをあげたのでもよいと思うが、先輩・職

場内を巻き込んだものにすると、課題をきっか

けに相談に繋げられるのではないかと思った

＞ 

Ⅳ 考察 

 〔交流の満足度等〕では、研修に満足できた

者及び今後の活動に役立つと回答した者が多

く、研修効果はあったと考えられる。 

〔交流がもたらした効果〕≪１年目保健師が

感じた効果≫では、【自己肯定感の向上】【身近

な先輩からのアドバイス】より１年目保健師に

とって身近な存在である２年目保健師から具

体的なアドバイス等をもらうことで自己の活

動の方向性に関して肯定感を与えることがわ

かった。 

 ≪２年目保健師が感じた効果≫では【活動の

中で良い気づき】より地域全体に対し、アンテ

ナを張り、真摯に取り組む姿勢を評価している

一方で、【一人で悩んでいる１年目保健師が多

い】よりＱ＆Ａ「１年目保健師からの疑問に答

えよう」では日常業務で発生した課題等に対し

一人で抱え込みすぎていることを危惧し、プリ

セプター保健師や上司に相談するよう促して

いる。 

 ２年目保健師は１年目保健師と交流するこ

とで、１年目保健師の気づきに関する学びの共

有や【成長の実感】よりＱ＆Ａ「１年目保健師

からの疑問に答えよう」等から自己成長の実感

や振り返りができたと考える。 

 

Ⅴ 今後の課題 

 今回の調査では、１年目保健師が質問した内

容や２年目保健師からのアドバイス内容に関

する分析は実施できていない。また１年目・２

年目保健師へそれぞれの役割を明確にするこ

とや具体的な進行内容を伝えることで、より効

果的な学びにすることが考えられる。 

 

Ⅵ 終わりに 

新任期保健師研修会（中期研修）において１

年目・２年目保健師の交流がもたらした効果か

ら合同開催する意義が見い出せた。次年度も抽

出した課題等を踏まえて継続して事業を推進

していきたい。 
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―住み慣れた地域でより良く生活するための実態調査― 

 

○畑山優江 前川恵美子 井関憲利 有友一恵 石河敬子 網干由美子 仲村一敏 

宮尾むつ子 窪田好範 黒田幸恵 井上桂子 菊池千代 

 

【はじめに】 

愛媛県介護支援専門員地域リーダー養成研修

において、八幡浜･大洲・西予・内子・伊方の 5

市町の主任介護支援専門員で構成されたグルー

プでは、23・24年度は、医療依存度の高い利用

者が活用できる地域資源の現状と、医療機関と

の連携をしやすくする為の各医療機関の相談窓

口等の把握を行った。25 年度は中心部から離れ

生活に不便と思われる地域を選定し、インフォ

ーマルサービス、通院・外出、買物・家事、生

きがい・地域の集いについて地域別に把握する

ことを目的に｢住み慣れた地域でより良く生活

するための実態把握アンケート調査｣を実施し

たので報告する。 

【方法】 

(1)アンケート内容 

在宅生活を継続するための医療機関の受診方

法、日常生活を維持していく為の項目として、

生きがい、日常生活の困りごと等。 

(2)アンケート対象者 

 対象地区の 75 才以上の高齢者 

(3)アンケート対象（実施）人数 

八幡浜市 中津川地区 27（22）名 

大洲市 河辺町北平地区 52（42）名 

西予市 都･藤之内･伊予之地・三上地区 37（26）名 

伊方町 釜木地区 35（32）名 

内子町 池田地区 33（22）名 

(4)実施方法 

サロンや個別訪問での面接 

※面接協力者として、地区の在宅介護支援セン

ター、介護支援専門員、保健師等に依頼。 

(5)アンケート実施期間 

平成 25 年 12月～平成 26 年 1 月末 

【アンケート集計】 

(1)5市町のアンケート対象者は184名、実施144

名、未実施 40名であった。 

未実施者の内訳は、入院・入所者 17 名、住所

地外 12 名、不在 9 名、死亡 2 名となっていた。 

(2)年齢別では 75〰79 歳 36％、80〰89歳 53％､

90歳以上 11％。7割が 80才以上であった。100

歳以上の高齢者が伊方町 1 名。性別では女性

69％と多く、世帯状況は単身 37％、高齢者世帯

38％で合わせると 75％を占めていた。 

その他の高齢者世帯（同居世帯）25％の内訳

は単身息子と同居が 6割を占めていた。 

(3)要介護認定者は 144 名中 23名(16％)と少な

かった。要支援：13 名、要介護 1：4 名、要介

護 2：2 名、要介護 3：3 名、要介護 5：1 名。 

伊方町では、認定者 7 名中 5 名が要支援、5

名全てが単身で訪問介護利用。 

八幡浜市は認定者 6 名中 4 名が要介護 1～3、

同居世帯で福祉用具貸与や通所介護を利用。 

(4) 5 市町でのインフォーマルサービス利用者

は 24％。その内容は、配食サービス、生きがい

デイサービス、緊急通報システム、サロン、地

域移送サービスなど。昔ながらの地域のつなが

りが強く隣近所助け合いながら生活されていた。 

大洲市は横だし介護保険サービスとしての診

療所までの高齢者移送サービス、第三セクター

として農業請負公社による草刈りや雪かきのサ

ービスが特徴。 

(5)病院受診者は 9 割、受診していない方は 144
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名中 9 名、9 名中 6 名が大洲市。伊方町では訪

問診療を受けている方が 8名。 

受診科は内科 67％、整形外科 14％、眼科 7％ 

脳外科 6％であった。 

(6)病院までの距離は 0～3 ㌔未満：11 名（11

名中 10 名が伊方町）、30 ㌔以上：39 名（39 名

中 22 名が大洲市）。 

どの地区においても専門医療機関は 30 ㌔以

上となっていた。 

(7)通院の交通機関として自家用車 47％、デマ

ンドバス等 21％、タクシー14％。自家用車の本

人運転が 39％、家族 62％であった。 

(8)買物の購入先は地元の商店が 41％、移動販

売 11％。購入手段として外出、通院時に買物を

している 78％であった。 

(9)預金の出し入れについては本人 69％、家族

25％、行員の訪問 3％。本人が出し入れしてい

る方の手段は自家用車 41％、外出・通院時 19％、

徒歩 11％。 

徒歩は、大洲市・伊方町のみで金融機関の出

張窓口があり利用されていた。 

(10)食事、掃除、ごみ出しについては本人、家

族で行われていた。訪問介護利用者は大洲市、

西予市、伊方町合わせて 4名であった。 

(11)生きがいについては、ある 84％、ない 16％。

集まる機会･場所については、ある 49％、ない

51％とほぼ半々であった。八幡浜市では、みか

ん愛好会、狩猟の会がある。 

【考察】 

どの地域においても虚弱になっても利用でき

る交通機関の確保が在宅生活を支えるうえで大

切な問題であると感じた。みかん栽培等をされ

ている現役高齢者は、車の運転は欠かせなく警

察との連携で高齢者の交通事故防止対策を検討

していくことが必要と感じた。また、対象者は

何らかの要因で状態悪化する年齢層が多く予防

活動と同時に必要な時にすぐサービスに繋げる

ようなシステムの構築が急がれる。 

アンケート実施にあたり、3 市 2 町同じ条件

で対象地区、対象者を選定したが、共通する課

題と、それぞれの地域毎の課題を捉えることが

できた。生活に不便と思われた地域であったが、

元気で力強く前向きな気持ちを持ち、地域全体

で助け合って生活している現状も知ることがで

きた。 

私たちの所属や置かれている環境もそれぞれ

異なることから、各地区別演習の取り組み方、

実施方法等については、検討の必要がある。 

 

【おわりに】 

私たち介護支援専門員は日常業務では元気な

高齢者との関わりが少ないのが現状であるが、

今回のアンケート調査では、対象地区の 75歳以

上の高齢者全員の生活実態を様々な視点から把

握でき、地域の中で生活している個人としてと

らえることの大切さを学ぶ良い機会となった。

26年度は、実態把握アンケートの結果を地域に

戻すことを目的に、意見交換を含めた報告会を

開催し、その様子を年度末の地域リーダー養成

研修全体会で発表する予定である。住み慣れた

地域でより良く生活するために、地域包括ケア

システムの構築に向けた研修となるよう取り組

んでいきたいと考える。 

 

 

 

-49-

一般演題14



事例検討について考える 

―保健師研修会の機会を活用した取り組みー 

○小笠原真由子 武内典子 山西佳恵 上甲圓（八幡浜保健所）

武市真耶 齋藤希望 西嶋真理子（愛媛大学大学院医学系研究科） 

はじめに 

事例検討会は、情報共有や支援方法を検討

する機会であるほか、「社会資源を知る」

「個別から地域の課題が見える」「保健師の

資質の向上にもつながる」等、保健師活動を

深める 1つの手法として重要である。しかし、

業務分担制が進む中で中堅期の保健師が保健

分野以外の部署に配属となり、新任期保健師

にとって身近な先輩保健師のアドバイスを得

る機会が減ってきている。 

八幡浜保健所の地域保健保健師等研修会

（以下、研修会と記す）は、業務を超えた学

びの機会として各市町から選出された研修委

員とともに企画し、年間６回実施している。

今年度、研修会で事例検討をテーマに取り組

むこととなり、意義を再確認するとともに、

人材育成における保健師研修会のあり方を考

える機会となったので報告する。 

管内の状況 

当保健所は管内３市２町を管轄し、平成 26

年 4 月 1 日現在推計人口は 147,893 人、高

齢化率 33％を超え、人口減少、少子高齢化

が進む地域であり、保健師は保健以外に介護

や福祉部門など分散配置となっている。平成

26年 4月 1日現在、研修会の対象保健師は

市町（図１参照）86人のほか、委託の地域

包括支援センター2人、保健所 13人、産業

保健師 4人の計 105人となっている。 

取り組みの経緯 

年６回の研修会のうち表 1のとおり第２、

３回のテーマを事例検討会とし、３月に出版

された「実践力 UP事例検討会」(日本看護協

会)の活用と併せて関連する内容を企画した。 

講師として、教育的立場からパート１概論

編、パート２実践編の２回シリーズに愛媛大

学医学部看護学科の教授らの協力を得た。ま

た、「日本学術看護学会の事例検討に関する

意識調査」を参考に研修会前後にアンケート

（表２参照）を実施した。 

結 果 

①研修会には、概論編 36人、実践編 38人の

参加があり、うち地域包括支援センターから 

の参加もあった。2回とも参加したのは 23 

人であった。 

表１ 平成 26年度地域保健保健師等研修会(抜粋) 
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②実践編では、前回の手法の振り返りを行い、

事前打ち合わせが出来やすいように「事例提

供者」「ファシリテーター」「板書係」の役

割を同じ市町で担ってもらい、グループ別に

事例検討を実施した。 

 

③アンケートは研修会の参加の有無に関わら

ず対象者に実施した。アンケートの年代別回

答状況は表３のとおりである。 

 

 

④事例検討に対し「否定的な意見が多いので

はないか、特に若い年代に多いのではない

か」と予測していたが、図２「苦手意識があ

る」は、否定的な回答が少なく、経験年数が

高くなるほど肯定的な回答が多かった。 

⑤「企画や資料づくりが大変である」との回

答が中堅期に多いのは、それを担う機会が多

いためと思われる。 

⑥研修受講後の事後アンケートでは肯定的な

意見が増えるのではないかと予測していたが、

事前の結果と同様であった。 

まとめ 

今回の取り組みについて愛媛大学医学部大

学院医学系研究科教授らの協力により、事例

検討の意義を改めて確認できた。実践力を高

めるためには、仲間との話し合いや事実の整

理が有効であり、参加者の意見を聞くことで

事例提供者に限らず参加者自身の振り返りや

気づきができ、自信や希望が持てるようにな

るなどの評価を得ることができた。 

また、事例検討会は、保健師が OJTのひと

つとして馴染んできた家族理解や地域理解な

ど対象理解を促す手法の一つであり、支援の

密室化を避け、保健師の人材育成・支援技術

の向上、支援者間のエンパワメントにつなが

るなどの効果が期待されていることから、保

健師活動の向上や人材育成の手法として有効

であり、保健師研修会の内容として適切であ

ると実感した。さらに、前後のアンケートを

実施することで研修会への意欲を高め、講義

や手法の学びの機会となった。 

おわりに 

今後、職場内や多職種との事例検討を実施

の機会が増えると予想される。経験を重ね社

会資源等課題の整理や提言など行えたらと考

える。また、保健師研修会については今後も

業務を越えた情報共有や保健師の資質の向上

につながる内容を市町とともに企画していき

たい。 

 参考文献 

１）実践力 UP事例検討会～みて・考え・理

解して～ 日本看護協会 平成 26年 3月 

２）野中猛：事例検討の開き方について．保

健師ジャーナル 2009.3 

３）米山奈奈子：なぜ事例検討を行うのか．

保健師ジャーナル 2009.3     

表３ 事前及び事後のアンケート回収状況  

表２ 事例検討に対するイメージについて(抜粋) 

     

図２ 苦手意識がある  
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今治地域の医療・介護連携強化に向けた取り組みについて 

 ～医療・介護連携に関するケアマネアンケートから～ 
 

○田窪小夜 野間そま子 吉田慶治 冨田直明（今治保健所） 

 

１．はじめに 

超高齢化社会への進展に伴い、今治圏域にお

いても住み慣れた地域で自分らしい生活をおく

ることができるための地域包括ケアシステムの

構築がすすめられている。その中でも、医療機

関から在宅への円滑な移行を可能とする体制整

備は急務であり、この観点からも医療・介護連

携がますます重要となってきている。 

当圏域において、介護支援専門員(以下、ケ

アマネとする。)の資質の向上及び関係機関相

互の協力体制の推進を図るため、「今治圏域介

護支援専門員連絡協議会」が中心となって活動

しているところであるが、医療との連携におい

ては、福祉系のケアマネが増えていることもあ

り進みにくい状況にある。 

そこで、今治圏域の居宅介護支援事業所等に

所属しているケアマネに対し、「退院支援」に

おける医療との連携に関する現状把握のための

アンケート調査を実施し、課題及び保健所保健

師として今後取り組むべき役割や方向性につい

て検討したので報告する。 

 

２．アンケート調査の概要 

■対象者 

今治圏域の居宅介護支援事業所（60 ヵ所）

・地域包括支援センター（7ヵ所）のケアマネ

210人 

■方法・回収数 

 H26.9.16開催の「ケアマネ交流会」にて、

アンケートの主旨を説明し配布。返信用封筒に

て回収。回収数は189（回収率90％）。 

■調査内容 

 「担当ケース数・病院からの退院ケース数」

「1か月間に関わった退院者数・関わり状況」

「退院後のケアプラン作成依頼方法」「主治医

意見書について」「退院調整でうまくいった点

・課題、病院への要望」等 

 

３．結果 

①回答者の属性 

回答したケアマネ189名の職種別内訳(図1)

は、社会福祉士7％、介護福祉士62％、看護師

（以下、Ns。）19％、保健師3％、作業療法士2

％、栄養士2％、歯科衛生士1％、その他4％で

あり、福祉系が71％、医療系が29％であった。

（ダブルライセンス者についてはそれぞれを1

として計算した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②担当ケース数・病院からの退院ケース数 

ケアマネ担当ケース数は、介護保険関係では

1人あたり平均22.8件、介護予防では平均8.4

件であり、介護・介護予防をあわせると、おお

むね1人当たり31人前後を受け持っていること

がわかった。また、担当しているケースのうち、

病院から退院してきたケースの割合については、

介護16.3％、介護予防3.8％で、全体では12.9

％であった。 

③1ヶ月間に関わった退院症例の状況 

H26.5.1～5.31の1ヶ月間に担当した病院からの

退院症例は、全体で90件であった。関わった理

由としては、「介護度が高い」30.9％、「家族

の介護力が低い」26％が多かった。90件のうち、

「地域の保健・福祉サービス連携窓口の設置

有」は63.3％であり、「退院調整連絡有」は72.2

％であった。しかし、「連絡」はあったものの、

連絡時期(図2)については、「退院2～7日前」

が48％と最も多く、「在宅療養への準備期間が

短すぎて困った」等の意見があった。退院調整

連絡方法としては、「口頭（電話）連絡」が66.2

％と最も多く、連絡者は、「地域連携室」46.2

％、次いで「病棟」が38.5％であった。退院時

ケア会議参加「あり」は、38.2％であり、その

他、情報収集方法として、「退院時サマリーの

活用」「家族からの聞き取り」が多かった。「

入院時の情報提供有」は46.2％であり、「無」

の理由としては、「新規」「家族が説明」「MSW

がいない」等があった。 
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④ケアプラン作成依頼形式

 病院からケアマネへの退院後のケアプラン作

成依頼形式については、「口頭と書面による依

頼がよい」が62.4％と多かった。 

⑤主治医意見書

ケアプラン立案や情報収集手段として、主治

医意見書を参考にしているかについては、96.3

％が「はい」と回答したものの、意見書内容に

ついて問い合わせしたい場合、40％が「確認し

ていない」と回答していた(図3)。確認してい

ない理由としては、「敷居が高い」「忙しそう

で連絡が取りにくい」「医療知識がないので聞

けない」等があった。 

また、「利用者の身体状況や病歴を把握でき

るので参考になっている」「在宅での注意事項

を分かりやすく説明してもらえる」等肯定的意

見がある一方で、「字が達筆すぎて読めない」

「(利用者の)身体状況が変わっても、前年の内

容と同じことがある」「経過や薬など、知りた

い情報・在宅で必要なサービスや状況を記入し

てほしい」「特記事項には、病気の説明ではな

く、介護への意見を書いてほしい」等切実な意

見もあった。 

⑥退院調整における問題点と要望

 退院調整に関しての自由記載意見(複数回答)

は、「退院調整体制に関すること」「退院前カ

ンファレンス」「退院時期」「情報提供」「そ

の他」に分かれた。 

まず、「退院調整体制」に関しては、「地域

連携室やMSWがいる病院では情報共有・連携が

取りやすく、退院後のサービス利用がスムーズ」

等、地域連携室やMSWに関する肯定的な意見が

多かったが、「MSW、病棟Ns両方から連絡があ

り、双方の意見が違い、対応に困った」等、院

内での情報共有化への要望もあった。次に、「

退院前カンファレンス」に関しては、多職種連

携の情報共有と調整の大切さについての意見も

あった。さらに、「退院時期」については、「

退院が急に決まったり、退院した後に報告を受

けることがある」といった、急な退院への苦情

が見られた。その他、情提提供等について、様

々な意見や要望が寄せられていた。 

⑦退院調整でうまくいった点

退院調整の際の「ケアマネの動きでよかった

こと」については、「病院へ積極的に連絡を入

れる」「担当Ns等とのコミュニケーションの機

会をなるべくとって情報収集」を行い、かつ、

「入院時に、自宅の状況を伝えておくことで情

報が得られやすい」等の意見があり、ケアマネ

側からの積極的なアプローチも連携強化には必

要と思われた。 

４．まとめ 

今回のアンケート結果より、今治圏域におけ

る医療から在宅への支援課題がいくつか見えて

きた。「医療への敷居が高いと感じているケア

マネが多いこと」、また、退院調整連絡者が「

地域連携室」に次いで「病棟」が多い状況であ

ったことから、今後連携方法等検討が必要と思

われた。「主治医意見書」について、日常生活

自立度の、実際の状況との判断のズレを多く指

摘していたが、医療側は、病棟や外来でしか患

者を観察していないことが多く、自宅に戻った

時の活動を予測することに限界があると思われ、

在宅時の状況について、ケアマネから医療側に

積極的に情報提供していく努力も必要だと感じ

た。その他さまざまな課題があるが、その解決

には、今治圏域の実情に合わせた方法で、医療

とケアマネの協議の場・ルール作りが必要であ

る。保健所保健師として、今後協議の場の設定

や医療への敷居を低くし、積極的なアプローチ

ができるための支援（人材育成）について、市

町や医師会等関係機関と連携しながら検討して

いきたい。 

最後に、今回のアンケートに協力してくださ

ったケアマネの皆様に深謝します。 
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合併 10 年目を迎える愛南町の地域診断１年目の取組み 

（第１報：健診データの分析） 

 

○松浦仁美 植田真知 井上和美 加藤泉 坂尾良美 廣瀬浩美（宇和島保健所） 

    愛南町保健福祉課関係者 愛南町地域包括支援センター関係者（愛南町） 

   

はじめに 

 町村合併後、愛南町は 10年目を迎える。

合併に伴い効率的な事業展開ができるものの、

その反面、活動範囲が広域化したことで、愛

南町のおしなべた健康課題は把握できても旧

町村ごとのきめ細かい健康課題の把握は困難

な状況にある。また、近年、特に従事年数の

短い保健師は地域診断を実施しない者が多い

ことが報告されている１）。 

 2008 年からは、特定健診･特定保健指導が

施行された。これにより、特定健診は医療保

険者に実施が義務付けられたため、市町村は、

国民健康保険（以下、国保）の健診結果は把握

できるが、保険者の枠を超えた健診結果は把握

できず、地域全体の健康課題が捉えにくい。 

 このような中、宇和島保健所では 2013 年から

市町との連携・協働による地域診断事業に着手

した。 

 今回、本事業の一環として、旧町村、医療保険

者における健康課題を明確にすることを目的に、

国保、健康保険協会（以下、協会けんぽ）、愛南

町共済組合（以下、共済）の健診データを結合・

分析したので報告する。 

方法 

１）対象：2011 年の特定健診を受診した 4,656

名。愛南町は、2004 年に旧 5 町村が合併。人

口 24,239 名、高齢化率 34.8％（2014 年 4 月現

在） 

２）方法：国保､協会けんぽ､共済より提供を受け

た匿名化された健診データを結合させた。デー

タは、旧町村（地区）別、性、年齢、身体計測値、

血圧、脂質・血糖検査、生活習慣項目（22 項

目）。 

３）分析：旧町村別、医療保険者別に分類し、比

較検討した。 

４）倫理的配慮：各保険者に口頭と文書で目的、

匿名性確保、協力の自由意思尊重等を説明し

それらを遵守した。 

結果 

１）属性（表１）：40 代未満 278 名（国保 47､協会

けんぽ 149､共済 82）､40 代 503 名（国保 143､

協会けんぽ 300､共済 60）､50 代 875 名（国保

444､協会けんぽ 363､共済 68）､60 代 1512 名

（国保 1382､協会けんぽ 126､共済 4）､70 代以

上 1488 名（国保 1482、協会けんぽ 6）。 

データの概況 N=4,656

n （ ％ ）

データ提供元

国保（総合保健協会） 2949 （ 63.3 ）

国保（厚生連） 549 （ 11.8 ）

愛南町共済組合 214 （ 4.6 ）

協会けんぽ 944 （ 20.3 ）

保険種別

国民健康保険 2720 （ 58.4 ）

後期高齢者 710 （ 15.2 ）

その他 68 （ 1.5 ）

愛南町共済組合 214 （ 4.6 ）

協会けんぽ 944 （ 20.3 ）

性別

男性 2146 （ 46.1 ）

女性 2510 （ 53.9 ）

地区別

内海 366 （ 7.9 ）

御荘 1494 （ 32.1 ）

城辺 1644 （ 35.3 ）

一本松 686 （ 14.7 ）

西海 466 （ 10.0 ）

職業

農業 459 （ 9.9 ）

自営業 388 （ 8.3 ）

主婦 772 （ 16.6 ）

無職 986 （ 21.2 ）

中小企業（協会けんぽ） 944 （ 20.3 ）

公務員 214 （ 4.6 ）

その他 330 （ 7.1 ）

不明 563 （ 12.1 ）

ＢＭＩ分類

やせ（18.5未満） 299 （ 6.4 ）

ふつう（18.5～25.0未満） 3072 （ 66.0 ）

肥満（25.0以上） 1285 （ 27.6 ）

項 目

 

表１ 対象者の属性 
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2）旧町村別：ＢＭＩ（25 以上）、ＨｂA1ｃ（5.2mg/ｄｌ

以上）、コレステロールを下げる薬の服用割合等

で差異がみられた。40 代男性の LDL コレステロ

ールが高かった内海と西海地区（表 2）は、コレ

ステロール薬服用者も多く、ＢＭＩ、ＨｂＡ1ｃも高

い傾向にあった。

85

95

105

115

125

135

145

155

165

40代未満 40代 50代 60代 70代 80代以上

表２ 地区別LDLコレステロール（男性）

内海 城辺 御荘 一本松 西海

＊＊

＊＊：one-way  ANNOVA p<0.05

40代の中でも西海、内海が課題

 

3）医療保険者別：最高血圧(130mmHg 以上)、Ｈ

ｂＡ1ｃ、既往歴（脳卒中･心臓病）、治療歴（降圧

剤･ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ薬の服用）は、他の保険者に比べ

国保が、ＢＭＩ、ＬＤＬコレステロール（120 mg/ｄｌ

以上）は協会けんぽの割合が有意に高かった。

γ-GTP（51IU/ℓ以上）は協会けんぽと共済が有

意に高く、また１日あたりの飲酒量も多かった。 

生活習慣項目（表 3）は、協会けんぽが他の医

療保険者に比べて、喫煙習慣、朝食の欠食、運

動不足、就寝 2 時間以内の夕食が週 3 回以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある等、生活習慣病の発症や進行に関連する

項目の割合が高かった。 

考察 

１）旧町村別 

旧町村別に異なる健康課題がみられたことは、

町統一のメニューどおりの活動ではなく、旧町村

の優先すべき健康課題に沿って地域活動に強

弱をつける必要性があることが示唆された。 

２）医療保険者別 

協会けんぽ及び共済は壮年期層が 8 割以上を

占め、生活習慣病の発症や進行に関連する危

険因子（生活習慣項目）が多かった。一方、国保

は退職・定年で切り替わる場合が多いが、実際

に高齢者が 8 割を占め、既に生活習慣病を発

症し、治療している者が多いことが判明した。 

特定健診の目的が将来的な生活習慣病の発症

予防であることを考えると、国保だけを対象に対

策を講じるだけでは十分な効果が出ないことが

推測される。今後、医療保険者間で相互に現状

や課題を共有・検討し、保険者の枠を越えて有

機的な連携を推進していく必要がある。 

引用文献  

１）村松照美，他：市町村保健師の地区診断実施の実態：Y 県における

アンケート調査から.保健師ジャーナル 2004；60：260-266 

 
表３　保険者別生活習慣項目（男性）（一部抜粋）

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

はい 634 30.3 551 37.6 9 19.6 74 12.8
いいえ 1455 69.7 913 62.4 37 80.4 505 87.2
計 2089 100.0 1464 100.0 46 100.0 579 100.0

現在、たばこを習慣的に吸っている**

吸っている 571 27.3 303 20.7 17 37.0 251 43.4
吸っていない 1518 72.7 1161 79.3 29 63.0 328 56.6
計 2089 100.0 1464 100.0 46 100.0 579 100.0

はい 1586 78.4 1360 92.9 46 100.0 180 35.1
いいえ 437 21.6 104 7.1 0 0.0 333 64.9
計 2023 100.0 1464 100.0 46 100.0 513 100.0

はい 436 21.6 284 19.4 9 19.6 143 27.9
いいえ 1586 78.4 1180 80.6 37 80.4 369 72.1
計 2022 100.0 1464 100.0 46 100.0 512 100.0

お酒を飲む頻度**

毎日 765 38.3 568 38.8 11 23.9 186 38.0
時々 522 26.1 338 23.1 24 52.2 160 32.7
ほとんど飲まない 712 35.6 558 38.1 11 23.9 143 29.2
計 1999 100.0 1464 100.0 46 100.0 489 100.0

飲酒日の１回あたりの飲酒量**

１合未満 980 50.1 792 54.1 13 28.3 175 39.2
１～２合 645 33.0 482 32.9 17 37.0 146 32.7
２～３合 235 12.0 139 9.5 12 26.1 84 18.8
３合以上 96 4.9 51 3.5 4 8.7 41 9.2
計 1956 100.0 1464 100.0 46 100.0 446 100.0

はい 270 13.4 109 7.4 9 19.6 152 29.7
いいえ 1751 86.6 1355 92.6 37 80.4 359 70.3
計 2021 100.0 1464 100.0 46 100.0 511 100.0

Kruskal Wallis検定，**＜0.01

共済組合 協会けんぽ

血圧を下げる薬を使用していますか**

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある**

朝食を抜くことが週に３回以上ある**

日常生活において歩行又は同等の身体活動

を１日１時間以上実施している**

全体 国保
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合併 10 年目を迎える愛南町の地域診断１年目の取組み 

（第２報：業務分担や所属を超えた検討） 

 

○植田真知 松浦仁美 井上和美 加藤泉 坂尾良美 廣瀬浩美（宇和島保健所） 

    愛南町保健福祉課関係者 愛南町地域包括支援センター関係者（愛南町） 

   

はじめに 

近年、市町においては、母子、老成人、介護

保険、精神障害者福祉担当など、技術職員の

分散配置や業務分担が進行し、それにより「地

域全体や保健活動全体を捉えることが困難」「他

の部署の業務内容を理解することが困難」などと

いった課題が報告されている１）。 

このような中、第１報で報告した愛南町の地域

診断結果や健康課題について、県民健康づくり

運動地域推進会議で報告し、他課に跨る技術

職員で検討した。 

本研究は、所属別による地域診断の捉え方

や変化を明らかにするとともに、職種や所属が

異なるメンバーが共に検討する効果について示

唆を得ることを目的とした。 

方法 

2014 年 2 月、所属や職種が異なる愛南町技

術職員 19 名を対象に会議（図１）を開催。その

効果判定の方法として、会議前後に自記式「地

域診断アンケート」を行った。質問紙項目は、コ

ミュニティアズパートナーモデルを参考に 56 項

目作成し、前後比較には、Wilcoxon の符号順

位検定で比較した。 

 

 

 

 

グループワークで出された内容「健康課題」

「暮らしぶりや原因」「愛南町の強み」は、保健所

職員 2 名が意味内容を解釈し、サブカテゴリ、カ

テゴリを抽出した。 

組織横断的に地域課題を検討する効果につ

いては、アンケート結果に加えて参加者から得

た感想も加味して検証した。 

結果 

１）属性（表 1）：平均年齢 43.4±6.5 歳、保健部

門 10 名（保健師 6、栄養士 4）、地域包括部門

9 名（保健師 5、介護支援専門員 2、社会福祉

士 1、看護師 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）会議前の所属別の比較（表 2）：介護保険認

定者数、高齢者サロンの把握は地域包括部門

が有意に高かったが、その他の項目は保健部

門が高かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）所属別における会議前後の変化（表 3･４）：地

域診断アンケートの結果、会議後、「価値観・信

念・宗教」（1 項目）、「人口動態等統計」（11 項

目）等で有意差が見られ、測定値の向上がみら

れた。 

 

 

表1 対象者の属性

 

平均年齢（歳） 43.4 ± 6.5 44.8 ± 5.8 42.0 ± 73
愛南町での暮らし（年） 34.4 ± 11.9 38.7 ± 8.4 30.2 ± 13.9
職種

保健師

栄養士

介護支援専門員

社会福祉士

看護師

地区

内海

御荘

城辺

一本松

西海 2 1 1

1

5 3 2
3 2 1

5 3
4

-

- 1

4

2
1 3

1 - 1

全体
（ｎ＝19）

保健部門
（ｎ＝10）

地域包括部門
（ｎ＝9）

2 - 2

11 6 5
4

 

表２　所属別の地域診断アンケート結果(会議前）

評 価 項 目
有意確率

Ｆ値

③人口動態等

６愛南町の年間出生数を知っている 2.3 ± 0.8 0.9 ± 0.6 0.001
７愛南町の年間死亡数を知っている 2.1 ± 0.9 1.0 ± 0.9 0.014
８愛南町に多い死亡原因を知っている 2.3 ± 0.8 1.4 ± 0.5 0.016
９愛南町の介護保険認定者数を知っている 1.2 ± 0.6 1.9 ± 0.6 0.027
15愛南町の高血圧､高脂血症､肥満

の割合を知っている
2.0 ± 0.8 0.8 ± 0.7 0.002

22愛南町の成人の喫煙率を知っている 1.9 ± 0.9 0.7 ± 0.7 0.004
⑧保健医療と社会福祉

49愛南町の禁煙外来施設を知っている 2.2 ± 0.9 0.9 ± 0.6 0.002
56各種健診の実施場所や時間帯を知っている 2.5 ± 0.7 1.6 ± 0.5 0.005

⑪ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

52愛南町の高齢者サロンの数や場所を知っている 1.0 ± 0.7 1.7 ± 0.5 0.026
54愛南町の育児サークルの数や場所を知っている 2.3 ± 0.7 1.2 ± 0.8 0.006

※一元配置分析

※有意差のあったもののみを一部抜粋している

保健部門
（ｎ＝10）

地域包括部門
（ｎ＝9）
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   ※各質問項目は「全くあてはまらない」０点から「とてもよくあてはまる」３点の４段階評価

0

0.5

1

1.5

2

2.5
歴史､文化

価値観､信念､宗教*

人口動態統計*

物理的環境

教育

安全と交通政治と行政

保健医療と社会福祉

情報

経済

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

表４ 地域診断アンケートの前後比較（地域包括部門）

会議前 会議後

＊：P<0.05

 

4）グループワークの結果：健康課題（表 5）は、

143 コード抽出され、13 カテゴリと 18 サブカテゴ

リに分類できた。 

表5　健康課題（一部抜粋）

カテゴリ サブカテゴリ

脳血管疾患の死亡が多い（SMR：男123　女123）

糖尿病の死亡が多い（SMR：男178　女154）

介護認定の原因疾患の第１位が脳卒中

肝臓がん 肝臓がんの死亡が多い（SMR：男142　女141）

４人に１人が肥満

西海は３人に１人が肥満

協会けんぽ（若い人）に肥満が多い

家族で肥満（太っている子の親は太っている

高血圧 国保の高血圧が多い

喫煙 協会けんぽの喫煙者が多い

循環器疾患

肥満

 

暮らしぶりや原因（表 6）は、94 コード抽出さ

れ、8 カテゴリ、18 サブカテゴリに分類できた。 
表6　暮らしぶりや原因（一部抜粋）

ｶﾃｺﾞﾘ ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘ コード

内海は真珠の作業時、10時と15時におやつと缶コーヒー

みかんが年中食べられる

飴を常に持っている

西海は、よく餅をつくる

皿鉢料理、とりわけて食べる

大皿出しが多い。大皿なので自分の食べた量が分からない

足りないのはいけない、いつも余るような量を作る

愛南町の飲食店は、量が多い

おもてなしの習慣から食事提供の機会が多い。
いつも余るような量を作る

味付けが甘い（濃い）

刺身醤油、醤油、味噌が甘い

お寿司や赤飯に砂糖を沢山入れる

こまめに墓参りに行く

仏壇にお供え物をかかさない（菓子、果物）

肝臓がん
の原因

B肝・C肝の
ｷｬﾘｱが多い

B肝・C肝のｷｬﾘｱをもっている人が海側の地域に多い

価値観・
信念

仏様を大事
に考える

食習慣

間食が多い

大皿文化

食べる量が
多い

味付けが
甘い

 
愛南町の強みは、15 コード抽出され、3 カテ

ゴリ（おもてなしの精神、地域・家族間の繋がりが

強い、人がよい）と 12 サブカテゴリに分類できた

（表省略）。 

5）感想（表 7）：「健康課題と地域特性、強みは

密に関連する」「山、海、街で健康に影響する要

素が異なる」「若い頃の過ごし方が高齢者の健

康に影響する」「母子を担当しているが、母子の

切り口から健康課題（肥満）に取り組みたい」な

どが語られた。 

 

 

 

 

 

考察 

1）所属別による地域診断の捉え方や変化 

全体的に事業を通して把握しやすい人口動

態や保健医療情報の項目の平均得点は高かっ

たが、一方、経済状況、情報、価値観・信念等の

項目は低く、これは意識して把握しなければ捉

えられない項目であることが推察される。また、

所属別では、自分が関係する分野の項目は平

均点が高いものの、分野外の項目は低く、分散

配置により生ずる課題の一つと考えられた。しか

し、会議終了後に価値観・信念などの項目が有

意に改善したことから、１回の介入であっても、

組織・職種横断的に集まり、健康課題を検討す

るは有益な効果が得られることが確認された。 

2）職種や所属が異なるメンバーが共に検討

する効果 

 職種や業務を超えた健康課題の共有は、普段

当たり前だと思っていた町特有の生活背景や強

みを広範囲に抽出でき、健康課題との関係性を

考え、地域診断を深めることにつながった。 

また、「母子の切り口から健康課題に取り組み

たい」といった感想でみられるように、どの所属

でどの事業を担当していてもライフサイクルに応

じたそれぞれの役割が明確になる効果が得られ

たと考えられる。 

引用文献 

１）厚生労働省：専門技術職員の分散配置における活動体

制及び人材育成体制に関する調査結果.2007；

www.mhlw.go.jp/shingi/2007/02/dl/s0209-6a.pdf 

（2014.11.25 アクセス） 

 

表7　会議終了後の参加者の感想（一部抜粋）

内容

愛南町の健康課題やその背景について改めて認識することができた。課題と地域性、地域の強みは密に関係し
ていると思った（よい強みも悪いことも）
日頃、高齢者を対象に関わっているので、若い頃の過ごし方が老後に影響しているのをみていると、若い人にもっ
と意識してもらうことが大事だと気づいた。愛南町でも、山、海、まちで少しずつ健康に影響する要素が違っている
と思った

多くの異職種で現状を共有することで、沢山の意見が出た

他の人からの意見で自分が気づかなかった課題や背景を知ることができてよかった

母子を担当しているが、母子の切り口から愛南町の健康課題（肥満）に取り組みたいと思った

健康づくりは、若い頃からが大事だと思った  

 ※各質問項目は「全くあてはまらない」０点から「とてもよくあてはまる」３点の４段階評価

0

0.5

1

1.5

2

2.5
歴史､文化*

価値観､信念､宗教*

人口動態統計*

物理的環境

教育*

安全と交通政治と行政

保健医療と社会福祉

情報

経済

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

表３ 地域診断アンケートの前後比較（保健部門）

会議前 会議後

＊：P<0.05
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社会福祉施設における感染症対策の向上を目指して 

～研修会の取組み～ 

 

○兵頭 秀美  増原 彰子  兵藤 大輔  木原 久文 

        山西 佳恵    上甲 圓   竹之内 直人  （八幡浜保健所） 

 

   

はじめに 

八幡浜保健所管内では、平成 24 年度に多

くの社会福祉施設で感染性胃腸炎の集団発生

が起こり、実地指導を行ったところ、職員の

知識不足や対応の不備などの問題が明確にな

った。 

 そこで、平成 25年度から、平常時の予防

知識とともに発生時に適切に対処するための

知識を習得することで、各施設の実情に応じ

た対応力の強化を図ることを目的として、感

染症対策研修会を開催し、社会福祉施設にお

ける感染症対策の向上に取り組んでいるので

報告する。 

 

方 法  

①対象者：人材育成のため、社会福祉施設の

感染症対策リーダーと市町の福祉施設担当職

員とした。 

②事前アンケート：参加希望者全員に「社会

福祉施設における感染症予防チェックリス 

ト」を記入させ、困った事例や研修会への質 

 

 

 

 

 

 

問事項とともに事前に保健所に提出させた。 

③企画：管内の医療機関に勤務する感染管理

認定看護師に、企画の段階から参加を得た。 

④構成：知識習得を主な目的とした講話等と、

施設相互の情報交換や各施設の改善事項の検

討を目的とするグループワーク等の、二部構

成とした。 

⑤追跡調査：研修会参加後に必ず自施設で復

命を行った後、検討した内容や実践した改善

事項を課題アンケートに記入し、提出させた。 

 

実施内容 

 研修会は、事前アンケートからみえてきた

問題等をもとにしながら、感染症対策の基本

である手指衛生や吐物処理等にポイントを絞

った内容とした。 

 グループワークでは、自施設の感染症対策

マニュアルを持参し、各施設での対応状況に

ついて情報交換をしたり、実際に起こった施

設内集団発生事例をもとに、望ましい予防策

や対応策を話し合い、感染管理認定看護師等

がラウンドしながら助言を行った。 

 新型インフルエンザ等が発生した場合、施

設の運営に様々な支障が生じることが予測さ

れるため、平成 26年度は感染症危機管理対

策への備えについて話題提供を行った。 
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考 察 

 事後の追跡アンケートの結果、参加した全

施設で、研修復命と課題アンケートの検討を

職員勉強会や施設内委員会において実施して

いた（図 2）。その後、職員への知識啓発や

施設の感染対策の向上に向けた具体的な取り

組みを全施設で実施しており、行動変容につ

ながっている（図 3）。 

 参加者からは、「自施設における感染症対

策マニュアルの不足部分がわかり、改善すべ

き事項が具体的にわかった」「他施設の取り

組み状況が聞けて刺激を受けた」等の意見が

多く聞かれた。また、平成 26年度の研修会

では「昨年度の研修会を活かして、施設内職

員研修を実施している」という意見があった。

ポイントを絞った研修内容や意見交換等によ

り、意識啓発が図られ、何をすべきかが具体

的にみえてきたためと考えられる。 

 改善割合が低かった、手指衛生、職員間の

報告体制や健康管理体制等については、平成

26年度の研修会にも取り上げた。大切なポ

イントは、いろいろな機会を通して、繰り返

し啓発して行き、行動変容につなげていきた

い。 

 また、施設内感染症対策に関する問合わせ

や、施設内職員研修会の企画の相談等が増え

るなど保健所との連携強化が図られてきた。 

 研修会の運営等に経験の浅い管内医療機関

の感染管理認定看護師と、研修会の企画段階

から教材作成などを共同して行うことにより、

連携強化や人材育成を図ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりに 

 正しい知識の習得や情報の共有を通して、

意識啓発を図り、即実践にうつせる人材を育

成する研修会活動は、社会福祉施設における

感染症対策の向上にとって効果が大きいと考

える。 

 今後ともこのような取り組みを通じて、関

係機関との連携を強化し、社会福祉施設にお

ける感染症の集団発生や重症化の予防に努め

たい。 
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今治保健所におけるエイズ検査・相談の現状と課題 

 

○竹内潤子 玉井幸子 西原正一郎 檜垣裕子 

井上弘美 冨田直明  （今治保健所） 

   

はじめに 

HIV 感染者・エイズ患者の新規報告数は、全

国、愛媛県ともに増加傾向にあり、依然として予

断を許さない状況にある。平成 25 年末現在の

累積報告数のうち、検査時にすでにエイズを発

症している「いきなりエイズ」の割合が愛媛県で

は 43.4％と、全国の 31.3％と比べ高い水準にあ

る。一方で、感染の早期発見や行動変容の機会

となる保健所におけるエイズ検査・相談の件数

は、全国的に頭打ちの状態が続いている 1）。 

今治保健所では、毎週火曜日に無料・匿名で

受検することができるエイズ検査・相談を行って

おり、受検者に対し問診を兼ねたアンケートを実

施している。 

今回、検査・相談体制の充実及び受検者数

の増加を図るため、過去 3 年分の受検者アンケ

ートの集計結果を基に、受検者の背景及び今後

の啓発活動の方策について検討したので報告

する。 

 

方  法 

アンケートは、平成 23 年度～25 年度の 3 年

間に、今治保健所でエイズ検査を受検した 386

名を対象に、検査前の問診を兼ねて実施した。

質問項目は、「特定感染症検査・相談マニュア

ル（愛媛県保健福祉部 平成 22 年 4 月作成）」

に従い、表 1 のとおりとし、回答は、選択形式と

自由記載で構成した。 

 

結  果 

本研究の調査対象となる受検者数は、平成

23 年度 132 人、平成 24 年度 106 人、平成 25

年度 148 人の合計 386 人で、全員からアンケー

トの回答を得た。 

受検者の性別は、男性 69.7％（269 人）、女

性 30.3％（117 人）であった。年齢は、16 歳から

81 歳と幅広く、30 代（139 人）と 20 代（138 人）

が全体の 71.5%を占めた（図 1）。居住地は、県

内が 92.2％（356 人）であった。 

 

(1) 年齢（年代）・性別

(2) 居住地（県内・県外・外国）

(3) 保健所のエイズ検査の情報源

(4) エイズ検査の受検回数

(5) 受検理由

(6) 感染時期（心配なことがあった時期）

(7) 検査を受けるまでの悩み

(8) 風俗店の利用

(9) コンドームの使用

(10) 性感染症の既往

(11) エイズに関する知識の有無

(12) エイズに関する質問（自由記載）
 

保健所でのエイズ検査に関する情報源として

は、「インターネット」が最も多く（64.8％）、次い

で「新聞・広報誌」（15.8％）、「口コミ」（10.9％）

であった。また、その他の情報源としては「知人

からの勧め」「保健所のチラシ・講演」、「テレビ・

ラジオ」「学校」等が挙げられた。 

過去に受検歴がある者は 40.4％（156 人）で

あり、受検場所は「今治保健所」が 55.1％（86

人）と最も多く、他の保健所での受検歴がある者

を含めると、保健所での受検者が 79.5％（124

人）を占めた。受検回数は、1 回 65.4％（102

人）、2 回 18.6％（29 人）、3 回以上 10.3％（16

人）であり、最多は 10 回であった。 

受検の動機としては、「性行為による感染不

安」が最も多く、全体の 89.1％（344 人）を占めた。

次いで「心配な症状がある」8.8％（34 人）であり、

4.6％（17 人）は「念のため」又は「特になし」と回

表 1 アンケートの調査項目 

図 1 受検者の年齢と性別 
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答した。「性行為による感染不安」のうち、「コンド

ームなしでの性行為」が 57.6％（198 人）と最も

多かった。また、男性では「風俗店の利用」を挙

げるものも多く、男性受検者の 51.7％（139 人）

を占めた。 

感染の可能性のあった時期は、「3 ヶ月～1 年

前」が 37.3％（144 人）と最も多く、「1 年以上前」

25.1％（97 人）、「2～3 か月前」19.2％（74 人）、

「2 ヶ月以内」10.4％（40 人）、「特になし」6.0％

（23人）であった。 

受検までの悩みとしては、「陽性と言われたら

どうなるか」が 75.9％（293 人）と最も多く、次い

で「人に顔を見られるかもしれない」と「職場や家

族に検査を受けたことが知られるかもしれない」

がそれぞれ 7.0％（27人）であった。 

風俗の利用歴について、男性受検者の

72.9％（196 人）が「あり」と回答した。風俗でのコ

ンドームの使用については、「あり」が 36.0％（71

人）、「なし」または「不規則」が 41.8％（82 人）で

あった。 

普段の性行為でのコンドームの使用状況では、

77.2％（298 人）が「あり」と回答しているが、その

うち「常に使用」は 24.8％（74人）に留まった。 

エイズに関する知識の有無については、「よく

知っている」9.6％（37 人）、「まぁまぁ知っている」

60.9％（235 人）、「あまり知らない」28.5％（110

人）であった。 

保健所での受検歴の有無で、「エイズに関す

る知識」と「コンドームの使用」を比較すると、保

健所での受検歴のある者のほうが、「エイズに関

する知識」及び「コンドームの使用」があると回答

した割合が若干高かった（図 2、3）。 

 

考  察 

今治保健所におけるエイズ検査の受検者は、

感染拡大が懸念される 20 代から 30 代が中心

であるが、「いきなりエイズ」の割合が高いとされ

る中年層の受検者は少なく、全世代を対象とし

た啓発が必要と思われた。 

保健所でのエイズ検査に関する情報源につ

いて、インターネットを利用した受検者が多いこ

とから、インターネットでの情報発信は重要な啓

発手段と考えられる。一方で、インターネット以

外から情報を入手することも多く、口コミや保健

所のチラシにより受検に至った例も見られており、

インターネット以外の媒体による潜在的な受検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者への呼びかけも受検者の増加を図る上では

必要である。今後も、検査普及週間や予防週間、

保健所の出前講座や地域のイベント参加等の

機会をとらえた啓発を実施するとともに、フリー

ペーパーや市町広報誌など多彩な広報媒体を

活用した情報提供を行いたい。 

受検までの悩みを見ると、陽性と診断されるこ

とへの不安が強い傾向にあり、診断への恐怖心

が受検の障害になっている可能性が示唆された。

また、プライバシーの問題を挙げる受検者も多く、

疾患や治療及び陽性時のフォローを含めた情

報提供や、プライバシーに配慮した検査体制を

整備する必要がある。 

過去に保健所での受検歴のある受検者が、な

い者と比較して、「エイズに関する知識がある」と

回答した割合が高いことから、受検時が情報提

供の一機会となっていることが伺われた。しかし

ながら、14.4％がコンドームを使用していないと

回答しており、得られた知識が予防行動へはつ

ながっていないと思われる。受検者の多くが、性

行為による感染不安、特にコンドームなしでの性

行為による不安を訴えていること、男性受検者の

半数以上が風俗を利用している現状から、感染

予防の基本である「セーファーセックス」の啓発

の重要性を再認識した。感染拡大の防止を図る

ためには、単に検査を実施して結果を伝えるだ

けでなく、受検者のリスク行動に沿った行動変容

につながる働きかけが重要と考える。 

 

参考文献 

1）平成 25 年エイズ発生動向年報.厚生労働

省エイズ発生動向委員会,2014. 

図 2 保健所受検歴による知識の有無の比較 

図 3 保健所受検歴によるコンドーム使用の比較 
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宇和島地域感染予防対策ネットワーク基盤構築事業 

の取り組みについて（第２報） 

○早川光江 青木里美 續木太智

加 藤 泉 坂尾良美 廣瀬浩美 (宇和島保健所健康増進課)

Ⅰ はじめに 

宇和島保健所管内では地域で感染予防対策に

協働して取り組むことのできるネットワークづ

くりにむけて、平成２５年度より３か年計画で基

盤づくりを目指しているところである。 

平成２５年度は管内拠点病院や福祉施設の代

表者で宇和島地域感染予防対策連絡会と管内３

つのエリアに分けた地域ブロック会を立ち上げ、

「持ち込まない・拡げない・重症化させない」を

テーマに、地域で感染予防対策に協働して取り組

む基盤ができた。 

そこで、平成２６年度は高齢者福祉施設の感染

予防地域リーダー育成を目指し、各地域ブロック

の特性に合わせた研修等を企画し実施すること

ができたのでその成果について報告する。 

Ⅱ 内  容 

宇和島地域感染予防対策連絡会では、３ブロッ

ク間の情報共有を行い、地域ブロック会は各々が

自主的企画運営を行った。

表１ 地域ブロック会の取組み 

 

１ 宇和島地域感染予防対策連絡会（年２回） 

保健所は地域ブロック企画メンバーの所属

長へ協力依頼し、メンバーが業務として参画で

きるよう配慮した。平成２５年度感染症集団発

生報告から施設内発生終息期間の短縮や職員

の持ち込み件数の減少等の評価を共有した。ま

た、各地域ブロック会から企画書を報告し合い、

改善点を検討した。 

２ 宇和島地域ブロック会 

  宇和島市は施設数も多いが、医療機関と高齢 

者福祉施設との連携が少ない地域である。そこ 

で、まず研修会で学んだ感染予防対策を現場で 

ラウンドし実践モデルとして施設職員に伝達 

し還元できるリンクスタッフの育成を目指し、 

２年間の研修企画をたてた。 

今年度は、参加者が自施設での行動目標を設 

定し、ブロック会で実践報告会を行った。あわ

せて「標準予防策」をテーマとし、対策として

必要とされる理由を納得しながら学べる研修

とした。また、参加施設ごとに標準予防策にお

けるチェックポイント表を提出させ得点の評

価をした。 

３ 鬼北・松野地域ブロック会 

 感染管理認定看護師や感染症発生動向定点 

医療機関はないが、医療機関と各施設との地域 

連携の土台のある利点を活かし、お互いがタイ 

ムリーな情報共有ができる連絡網を作成した。 

また、施設内職員が誰でも対応できる鬼北・ 

松野版感染性胃腸炎発生時対応マニュアルを

作成した。 

宇和島地域ブロック会 鬼北・松野地域ブロック会 愛南地域ブロック会

テーマ
リンクスタッフの育成

（標準予防策の徹底）

地域の迅速な感染症情

報連携体制の構築

専門技術強化スタッフの

育成（手指衛生）

目標

①各施設感染予防対策

実践者として自己研鑽

②施設の感染予防対策

レベルアップにつながる

ために必要な感染予防

対策の基礎知識と実践

力の習得

③福祉施設と医療機関

とのつながり強化

①簡単ですぐに使える

マニュアル

②発生時の、初動期の

効果的対応のための情

報の流し方のルール作

成

①手指衛生の専門的知

識と技術の習得

②自施設内の手指衛生

の問題点の抽出及び解

決に取り組む

③自施設内で手指衛生

の指導、啓蒙活動がで

きる

研修会

講義及び実技

「標準予防策」

「おむつ交換」

感染性胃腸炎発生時の

施設における初動対応

講義及び演習「手指衛

生」

自施設の問題点抽出及

び取組み評価

研修終了試験と認定証

の発行等

企画会 ５回 ７回 ５回

開催場所 ＪＣＨＯ宇和島病院 鬼北町立北宇和病院 老人保健施設なんぐん館

-62-

一般演題21



４ 愛南地域ブロック会 

 感染予防技術の専門職員（施設長推薦）の育成

を目的に、愛南地域で特に実践できていなかった

「手指衛生」をテーマに研修プログラムを企画し

た。毎回手洗いチェッカーによる評価を取り入れ

た。また、手指衛生チェックポイント（表２）を

活用し施設全体の手技実践評価を行った。 

自施設の問題点の抽出と行動目標を設定し課

題解決型の研修とした。技術・到達度を確認する

ためのテストを行い、合格者には独自の認定証を

発行することとした。 

表２ 正しい手洗いと手指衛生のチェックポイント（抜粋）

Ⅲ　成　　果 

１ 地域ブロック会メンバーの自主的企画運営 

地域ブロック企画メンバーで話し合うことに 

より、ブロックの課題が浮き彫りとなり、また企

画メンバーである看護師・介護職員・行政職員等

の職種を超えたつながりが強化された。  

また、参加者の行動変容をみることで企画メン

バーが手ごたえを感じ研修運営へのモチベーシ

ョン向上につながった。 

２ 自ら行動目標設定できる施設リーダー育成 

地域ブロック会への参加は自施設の感染予防 

対策の課題を診ることができ、課題解決に向けて

取り組む人材育成となった。また、自施設内に研

修内容を周知・伝達する役割をもち、施設の感染

予防リーダーとして能動的に判断し動くことが

でき始めた。 

３ 取り組みの「見える化」の徹底 

手指衛生・個人防護具・おむつ交換等の実施に

おけるチェック項目を各施設で確認し合計点   

をグラフ化（図１）し、取組み評価の見える化を

図った。 

このことは、自施設の問題点の気づきとなった。

企画メンバーが参加者の理解度に合わせた企画

内容としたため、参加者が施設で具体的な取り組

みを行い、その効果がグラフに反映され更なる改

善に向けた動きにつながった。他施設の比較も参

加者にとっては良い意味での刺激となった。 

図１ 正しい手洗いと手指衛生のチェックポイントデータ 

Ⅳ まとめ 

地域ブロック会において、異なった組織・職種

の人々がつながり地域の感染予防対策における

課題解決に向けた取り組みを通じて、参加者が一

体感をもちつつ実践活動をエンパワメントして

いくことができた。 

今回感染予防対策の地域リーダーを自主的に

育成することができた。今後も施設内外で実践で

きる人材育成を継続し、感染予防できる地域づく

りを推進していきたい。 

チェック項目 月 月 月 月

1 腕時計、指輪、装飾品を外して手洗いを行っている

2 手指、手首を流水で濡らしている

3 石鹸を手に取りよく泡立てている

4 手の甲の洗浄を行っている

5 指の間の洗浄を行っている

6 親指の間の洗浄を行っている

7 指先と爪の間の洗浄を行っている

8 手首の洗浄を行っている

9 冷水で30秒以上かけて行っている

10 ペーパータオルで良く拭いている

11 ペーパータオルで蛇口を閉めている

正しい手洗い方法と手指衛生のチェックポイント

手
洗
い
方
法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○できる or　×できない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  6 月 ９月

７ 指先と爪の洗浄 

9 冷水で３０秒以上 

11 ペーパータオルで蛇口を閉めている 
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宇和島保健所の接触者健診の現状について 
 

○續木太智 青木里美 早川光江  

        加 藤 泉 坂尾良美 廣瀬浩美 (宇和島保健所健康増進課)               

Ⅰ はじめに 

宇和島保健所管内のH25年結核新登録者数は23

人、罹患率 19.4 であり、経年的にみると減少傾向

ではあるが、全国（16.1）、県（12.2）を上回ってお

り、結核発生が多い地域である。また、新登録患者

を年代別にみると、65 歳以上は 78.3％、そのうち

80 歳以上は 52.2％と高齢者が多くを占めている。 

感染症法第 17 条第 1 項に基づく接触者健診は、

従来、ツベルクリン反応(以下ツ反)及び胸部 X線

検査を中心とした健診から、インターフェロンγ

遊離試験（以下 IGRA）もしくは胸部 X線検査を基

本とする検査に変化してきた。 

IGRAは「感染症法に基づく結核の接触者健康診

断の手引き」の初版（2007年 4月）以降、結核感

染診断の第一優先とされ、当時は、中高齢者（50

歳以上等）に対して限定的な適応が望ましいとさ

れていたが、2010年 6月の改訂により適応年齢の

上限は撤廃された。また、2014年 3月の改訂では

IGRAの乳幼児に対する適用拡大、高齢者にも積極

的な実施が推奨されるようになってきている。 

そうした中、管内結核患者における接触者健診

の現状について分析し、考察したので報告する。 

Ⅱ 管内結核接触者健診の現状 

  H24 年に当保健所が実施した接触者健診 276 人

（延べ）から肺結核 1人、潜在性結核感染症 4 人が

発見された。H25年には、接触者健診 213人（延べ）

から潜在性結核感染症が 4人発見された。 

 H24 年に比べて H25 年に接触者健診数が減少して

いるのは、罹患率が H24（23.2）、H25（19.4）と減

少していることと、接触者健診の検査内容が IGRA

の増加により胸部 X線検査数が減少していることが  

影響していると思われる。（図 1） 

 

 年代別では、10 歳未満ではツ反を実施しているが、

10 歳～39 歳は IGRA を多く実施していた。また、高

齢者に対しても一部 IGRA を実施していた。（図 2）

 

Ⅲ H25 年新登録患者における接触者健診の現状 

H25年の新登録患者 23 人のうち、感染性ありと判

断した 11人の接触者数は 124 人で、健診実施数（保

健所実施分以外を含む）は、131 人（延べ）であっ

た。内容は IGRA が半数以上で（図 3）、対象者は、

医療職や同居

家族が多く(図

4）、医療職は

IGRA を多く実

施していた。 
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Ⅳ 集団で接触者健診を実施した事例 

1 患者概要 

 平成 26年 9月下旬、管内の症例Ａが海外において

結核で治療開始した情報を把握し、濃厚接触者に 30

代以下の者が多いことから、IGRAを主体とした接触

者健診を実施した。   

 
喀痰塗抹検査結果は把握できなかったが、両肺野

に広汎空洞があり、高感染性の肺結核であった。平

成26年4月下旬の胸部Ｘ線検査では「異常なし」で、

およそ 5 か月の間に急速に進展していた症例である。 

2 接触者健診の実施（図 5 のとおり） 

接触者の一部は症例 A と共同生活をしており、接

触者および関係者の不安の解消を図る必要があった。 

そこで共同生活者を濃厚接触者とし、それ以外を

非濃厚接触者とした。さらに非濃厚接触者を接触状

況から 2 群に分けた。 

濃厚接触者（共同生活者）の年代別内訳 

また、濃厚接触者やその家族は結核について知識

が少なく、今後の生活に不安を持っていたため、接

触者健診の予定等を含めた説明会を開催した。 

特に濃厚接触者については、症例 A の連絡後間も

なくから情報提供するなど不安の解消に努めた。 

図 5 接触者健診の対応 

Ⅴ 考察 

1 IGRAの有効活用による質の高い接触者健診へ 

地域 DOTS（直接服薬確認療法）が導入され結核患

者に対して退院後も確実な治療が実行され、新規患

者数は減少してきた。また接触者健診では、BCG 接

種の影響を受けない IGRAを的確に実施し、潜在性結

核感染症として発病予防することが大変重要である。 

管内の接触者健診においても IGRA の実施数が増

えつつあり、IGRA を有効に活用していく必要がある。 

2 事例に応じた接触者健診の在り方 

今回の事例では、症例 A の病状が急速進展してお

り、共同生活をしていた濃厚接触者の不安軽減のた

め、直後及び 3 か月後に IGRA 実施とした。また、家

族が肺結核と診断されているが、患者との発病時期

の関連は不明であった。 

 濃厚接触者は不安・動揺が大きかったが、説明会

の開催後は、「最初は不安であったが、今は心配して

いない」との声が聞かれ、迅速な説明会の開催は有

効と思われた。また健診計画を当初から知らせたこ

とで安心につながっている。患者と接触していない

集団にも結核の衛生教育を行い、接触者が偏見を受

けないよう配慮することも重要である。 

Ⅵ 終わりに 

 結核の感染診断には IGRA が最も有効であり、高

齢者においても結核の未感染者が増加することが予

測され、今後 IGRA を活用した積極的な接触者健診の

実施が蔓延防止に大きく寄与するであろう。 

合併症

症状・経過

菌検査
画像所見
感染性 高感染性

症例Ａ　40代　男性　　　　　　　　   
B型肝炎、糖尿病

H26.4下旬 職場健診 胸部Ｘ線検査:異常なし
　　9上旬 体重減少
　  9中旬 発熱、食欲低下
    9下旬 肺結核と診断され、4剤治療開始
喀痰塗抹検査結果不明、TB-PCR（+）
両肺野に空洞影

10代 20～30代 40～50代 60代

29 11 8 1
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愛媛県における結核菌臨床分離株の Variable Number of Tandem Repeat

（VNTR）法を用いた遺伝子型別                                                                                       

 

         ○仙波敬子 木村千鶴子 服部昌志 大倉敏裕 四宮博人 

        （愛媛県立衛生環境研究所） 

    

 

はじめに 

結核は、現在も公衆衛生上重要な感染症である。

平成 25 年（2013）の全国の新登録結核患者数は、

約 2万人であり、罹患率（人口 10万人対の新登

録結核患者数）は 16.1である。愛媛県において

も罹患率 12.2で、全国の罹患率よりは低いもの

の低蔓延の指標とされる罹患率 10以下を達成し

ていない（図 1）。 

このような状況の中、平成 23年 5月、「結核

に関する特定感染症予防指針」が改訂されるとと

もに、平成 24年 3月に「愛媛県結核予防計画」

が改正された。その内容として、保健所における

積極的疫学調査を補完するため、分子疫学的手法

による病原体サーベイランスの構築に努める必要

性があげられている。 

 これらをうけて本県では昨年度から、「結核菌

の分子疫学調査（VNTR解析）事業」を開始し、

これまでに結核菌 98株のVNTR解析を実施した

ので報告する。また、国内で分離される結核菌株

の遺伝子系統別分類では、7～8割が北京型結核

菌と報告があるが、本県の状況についても調査し

たので併せて報告する。 

 

方 法 

1. 供試菌株及びDNA抽出 

平成24年9月～平成26年7月の間に県内医療機関

で患者から分離された結核菌98株（小川培地）を

用いた。DNA抽出は、結核菌VNTRハンドブック

追補版に準じて行った。すなわち、菌懸濁液を9

5℃10分間加熱し、13,000rpmにて10分間遠心後、

上清を使用した。 

2. VNTR法 

分離された98株について前田らの方法によりJA

TA12-VNTR解析法1）（以下「JATA12」という）

を実施し、さらに詳細な型別が必要な場合は、J

ATA15とHV（hypervariable）領域の6領域を追加し

た。 解析は、BioNumerics ver6.5(APPLIED MATHS)

を用いた。 

3. 北京型、非北京型結核菌の分類 

Warrenらの方法2）に従い、PCR法により北京型

株と非北京型株の分類をした。さらに、北京型株

については、Wada Tらの報告3）に従って、PCR法

によりAncient型とModern型に分類した。 

 

結 果 及 び 考 察 

1. VNTR解析 

JATA12の結果から 13組のクラスターを形成し

た（クラスター形成率 28.6％）。さらに、この

13組について JATA15とHV領域の 6領域につい

て追加解析をしたところ 8組が一致した（クラス

ター形成率 16.3％）。このうちの 2組のクラスタ

ーに属する患者については、疫学調査から接触関

 

図1. 愛媛県および全国の結核罹患率の推移 
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係が判明している。これは、保健所の疫学調査結

果を裏付ける科学的根拠となった。VNTR解析は

感染事例の感染源究明において有用な疫学指標と

考えられた。また一方、患者間の関連性が見出せ

ない 6組がクラスターを形成していた。その原因

としては、結核菌の特徴として、感染後すぐに発

症せず何年も経過して発症、再発を繰り返すこと

などから患者間の接触が認識されていない可能性

や、より広範囲な領域の解析の実施によって同一

クラスターでなくなる可能性等が考えられる。ま

た、多発性大規模感染株の存在も報告されており、

本県においても、今後のデータベースの一層の蓄

積が必要である。 

2. 北京型（Ancient型、Modern型）と非北京型

株の分類 

日本で分離される結核菌の 7～8割が北京型株

であるとの報告がある。4）また、北京型株の特徴

として、感染伝播力が強い、薬剤耐性との関連性

が高い、発病・再発を引き起こしやすい、等の報

告がある。今回愛媛県で分離された結核菌株の特

徴としては、北京株が 78.6％（Ancient型 81.8％、

Modern型 18.2％）・非北京型株 21.4％であり、全

国的な傾向と一致した。結核菌を分離した患者年

齢と遺伝子型（図 2）については、70歳以上で

72.4％と非常に多く、どの年齢区分でもAncient型

が最も多かった。しかし、中国等ではModern型

が北京型株中 70％と分離比が高く、日本におい

ても若年層で増加傾向にあるなど、感染伝播・発

病においてAncient型よりも病原性が強いことが

示唆されているので、今後Modern型の動向には

注意が必要である。 

 

ま と め 

1. 結核菌 98 株の VNTR 解析のクラスター形成

率は JATA12では 28.6％、JATA15とHV領域を追

加すると 16.3％であった。 

2. JATA15と HV領域でクラスターを形成した 8

組中、患者間で疫学的な関連があるものは、2 組

であった。                                                                                              

3. 愛媛県で分離された結核菌は、78.6％が北京

型株であり、そのうちの 81.8％が Ancient 型、

18.2％がModern型であった。 

 

お わ り に 

本県において、昨年度から結核菌株のVNTR

等の遺伝子型別を実施し、次第にデータが蓄積さ

れつつある。このことにより、結核感染事例に関

して、よりきめ細かい分子疫学情報を公衆衛生行

政の場に提供することが可能となった。これらの

分子疫学情報は、実地疫学調査と相まって、今後

の地域の結核対策に非常に有用と考えられる。 

 

謝 辞 

本研究は、愛媛県結核菌の分子疫学調査（VNT

R解析）事業として実施されたものである。また、

本研究を進めるにあたり、ご協力いただきました

医療機関、保健所、健康増進課の皆様に深謝いた
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図 2. 愛媛県で分離された結核菌株の 

各遺伝子系統の年代別頻度 
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愛媛県における重症熱性血小板減少症候群（SFTS)の発生状況について 

 

○菅 美樹 溝田 文美 山下 育孝 服部 昌志 大倉 敏裕 四宮 博人 

（愛媛県立衛生環境研究所） 

 

 

はじめに 

重症熱性血小板減少症候群（以下 SFTS：Sever 

Fever with Thrombocytopenia Syndrome）は、2011年

に中国で初めて確認された 1）新たなダニ媒介性感

染症である。2013 年 1 月、日本でも初めて確認され、

2013 年 3 月 4 日から感染症法による 4 類感染症に

指定された。検査体制が整う以前に国立感染症研究

所で確認検査を行った症例を含めると愛媛県での

陽性者数は 20 例で（平成 26 年 11 月 14 日現在）、

全国でも最多である。そのうち 8例が死亡しており致

死率は、40％（8/20）である。SFTS の診断をする上

で臨床的特徴に一致しているかがポイントとなること

から、今回は、現在までの検査状況に加え、陽性・陰

性症例の特徴についても検討した。また、検出され

た SFTS ウイルスについて、遺伝子解析を行ったの

で合わせて報告する。 

 

方 法 

1. 対象 

2013 年 3 月～2014 年 11 月 14 日までに、SFTS

を疑い当研究所に搬入された検体及び、検査体制

が整う以前に国立感染症研究所で検査を行った 53

例（男性 22 例 62.4±23.0 歳、女性 31 例 68.7±

15.8歳）とする。 

2. 検討方法・検査方法 

患者の年齢、発生時期及び、SFTS の臨床的特徴

とされる 6 項目 2）「（1）発熱、（2）血小板減少（10 万

/mm3未満）、（3）白血球減少（4000/mm3未満）、（4）

血清酵素（AST、ALT、LDH）の上昇、（5）消化器症

状（嘔気、嘔吐、腹痛等）、（6）頭痛、神経症状、リン

パ節腫脹、出血傾向」等について陽性群、陰性群に

大別し比較検討を行った。 

遺伝子検査陽性例については、NP領域の塩基配

列をダイレクトシークエンス法により決定し、NJ 法に

より系統樹解析を行った。 

 

結 果 

1） 患者の年齢、発生時期及び臨床的特徴  

  SFTSを疑った 53症例の背景と臨床症状の比

較について表 1に示した。解析に用いた 53例中

SFTS陽性は 20例で、そのうち 9名が八幡浜保健

所管内、6 名が宇和島保健所管内に居住していた。

陽性群での年齢は 73.9±13.4歳、陰性群 60.7±

21.9歳であった。発症月は、4月～8月が多く3～4

名であり、冬季である 12月にも 1名の陽性者を認

めた。発症日から遺伝子検査検体採取日までの日

数は、陽性群3.6±2.6日、陰性群6.1±6.3日であ

り、陽性群の方が短かい傾向であった。臨床症状

では、ほぼ全例で発熱が認められた。一般症状で

は、全身倦怠感、出血傾向、神経症状、リンパ節腫

脹において、陰性群に比べ陽性群の出現率は高

率であった。嘔吐・下痢などの消化器症状につい

て、下痢症状を呈した症例が最も多かったが、陽

性群の約半数は症状を呈していなかった。発疹は、

陽性群では 1例も認めなかった。 

血液検査データについて表 2に示した。白血球

数減少、CRP値低下の出現率は、陽性群、陰性群

それぞれ90％（18/20）と52％（17/33）、67％（8/12）

と 16％（3/19）であった。血小板数減少、AST、

ALT、LDH上昇の出現率は、70％以上に認められ
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た。 

2） 遺伝子解析 

検出された SFTS ウイルスの NP 領域の系統樹解

析の結果、愛媛で検出された株は中国株とは異なる

クラスターに分類された。 

 

考 察 

今回、2年間の調査で、陽性者の平均年齢が 78.9

歳と高く、全てが 50 歳以上で高齢であることが明ら

かとなった。患者発生地域は、八幡浜保健所管内が

45％、宇和島保健所管内が 30％を占めていたこと

から、地域集積の特性が示唆された。陽性を示唆す

る指標として有用であると考えられた検査データは、

白血球数減少、CRP 値低下であった。一般的に細

菌感染症では、白血球数、CRP 値がともに高値を示

すが、ウイルス感染症では一部のウイルスを除いて、

維持又は減少することが知られている。今回の検討

において、合併症等が無い場合、白血球数、CRP値

が有意に低下していたことから SFTS の感染を示唆

する一指標としてこれらの値が重要であると考えられ

た。 

 
文 献 

1）Yu XJ,Liang MF, Zhang SY et al; Fever with 

thrombocytopenia associated with a novel 
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2）医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知

事に届け出る基準（平成 26 年 4 月 28 日改正 5
月 12日施行） 

          

 

 

      
 

  

陽性（n=20) 陰性（n=33)

9：11 17：16

73.9±13.4 60.7±21.9

3.2±2.3 5.8±6.1

3.6±2.6 6.1±6.3

発熱 100% 97%

全身倦怠感 55% 18%
出血症状 20% 6%
神経症状 45% 0%
リンパ節腫脹 20% 0%
嘔気・嘔吐 45% 42%
下痢 60% 45%
腹痛 40% 27%
食欲不振 50% 33%

発疹 0% 15%
刺口 45% 18%

臨床症状 出現率

一般的症状

消化器症状

その他の症状

性別　（男：女）

年齢

血液検査採取日-発病日

遺伝子検査採取日-発病日

背景

陽性（n=20) 陰性（n=33)

白血球　＜4000/ｍｍ3 90% 52%

血小板　＜10万/ｍｍ3 85% 85%
AST　　＞30　IU/L 95% 91%
ALT　　＞30　IU/L 80% 78%
LDH　　＞250IU/L 95% 88%
CRP　　≦1.0mg/dl 67% (n=12) 16%(n=19)

血液検査

生化学検査

血液検査データ

表 1. SFTS を疑った 53 症例の背景と臨床症状の比較 

表 2. SFTS を疑った 53 症例の血液検査結果の比較 
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高次脳機能障害者支援 

～社会的行動障害のあるケースへの支援を通して～ 

○岡田朋子  栗原寛子  竹内竜美  井上弘美  冨田直明（今治保健所）

 

１ はじめに 

高次脳機能障害は、脳に何らかの損傷をうけた

ことによりおこる、言語、記憶、注意・認知、情

緒機能等の障害である。その個別性が大きく複雑

な症状により、本人や家族は日常生活や社会生活

において多大な困難さを伴う。中でも、情緒のコ

ントロールや意欲に問題をきたし、状況に適した

行動がとれなくなる「社会的行動障害」は、社会

復帰の重大な阻害因子であり、その支援は、多機

関で連携した継続的な関わりが重要である。 

種村１）は社会的行動障害について「臨床的対

応が立ち遅れた社会的行動障害は、症状や社会的

背景、環境等を十分に配慮した上での有効な介入

を考慮すべきである」と述べている。 

今回、本人の「仕事がしたい」との思いを実現

するため、地域の相談支援事業所ケースワーカー

を中心に、保健所・医療機関・事業所等で継続支

援している社会的行動障害の強いケースについて

支援の振り返りを行ったので報告する。 

２ ケースの概要 

【事例】 

２０代男性。脳振盪後後遺症。バイク事故によ

り３年前に受傷。1年４か月間の入院治療リハビ

リを経て在宅に戻る。両親と同居。記憶障害・遂

行機能障害・注意障害・昜怒性・暴力・興奮あり。

本人には事故の記憶や障害認知がなく「何でも出

来る。働きたい」との思いが強い。 

 

【支援のきっかけ】 

 母の強い希望により、A事業所（B型）の利用

を病院が調整後、退院。事業所にて利用者とトラ

ブルを起こし利用中止となったことから、相談支

援事業所担当者より保健所に相談があった。 

 

表 1 利用中止になった理由と対応の工夫 

 

３ 支援の内容と経過（平成２４～２５年） 

以下の支援を継続しながら、関係機関と協働し

て支援を行ったが、社会的行動障害の軽減には至

らず、３か所の施設が利用中止となり、個別支援

となった。（表１） 

① ケア会議の実施 

各関係機関からの発信により、問題解決のため

のケア会議をタイムリーに実施した。スタッフ間

でケースの特性理解を深めるとともに、暴力行為

の引き金となった要素について振り返りを行った。

拠点機関からのスーパーバイズを参考に試行錯誤

しながら具体的な対応方法（時間を決めて休憩を

取る・終了時間を最初に伝える・表情が険しくな

った場合は散歩やお茶に誘う等）や環境設定の工

夫（正面には人が座らないようにする・大きな音

を出さない・触れるときは声をかける等）を検討

した。情報交換だけでなく支援者間で学び合う機

会となった。 

② 「障害特性シート」の作成及び活用 

 家族と相談事業所スタッフで作成し検討された 

「障害特性シート」を事業所に提供し、ケースの 

特性や対応方法を具体的に伝えた。随時、内容を

修正することで、ケースの変化が捉えやすくなっ

た。シートに長所を加えることで、家族の前向き

な捉えに繋がった。 

③ 家族への支援（家庭訪問など） 

家族の負担感、とりわけ母の疲労感や焦りが大

きく、母が不安定になると本人の状態も不安定と

なった。そのため、母への支援として、家庭訪問

や対面での相談対応を関係機関がそれぞれ必要時

行うよう心がけた。また、他の家族と話がしたい

という母の希望から「家族のつどい」を相談支援

事業所と協力して開催した。継続開催により家族

間の繋がりができつつある。 

 
事業所 利用中止理由 きっかけ 事業所での対応 ケア会議で検討された対応の工夫 

Ａ 利用者への暴力 
利用者が 

突然体にふれた 

その場から遠ざける 

本人への振り返り 

利用者への説明 

環境調整（音など） 

障害特性シート作成 

利用前ケア会議の実施 

Ｂ スタッフへの暴力 
スタッフ 

の命令口調 

本人への振り返り 

作業時間の短縮（疲労の予防） 

指示を短く伝える 

ｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝｶー ﾄ゙ の利用（ｲﾗｲﾗ･疲れた 等） 

気分転換方法の導入（ココア・散歩等） 

見通しを伝える 

Ｃ 利用者への暴力 不仲な通所者 本人への振り返り・通所日の配慮 服薬調整（増量）・日課（予定）の提示 
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④ 医療機関との連携・調整 

試行錯誤しながら環境調整を続けたが、突然の 

興奮、暴言、暴力は改善せず、精神科での対応を

検討した。母同意のもと、精神科主治医と関係機

関スタッフでの話し合いの場をもち、服薬増量が

検討された。関係機関の担当者は、主治医意見を

直接聞くことで、安心に繋がった。 

４ 支援による効果 

 社会的行動障害のため、集団活動は難しいと予

測したケースだったが、主治医のアドバイス通り

Ｂ型事業所通所を通して「人と関わる楽しさ」や

「役割意識の獲得」等得られたことが多かった。

また「振り返りができるようになる」「作業時間

が徐々に長くなる」など、短期記憶や集中力の改

善も見られるようになり、そのことが関わるスタ

ッフ全員の支援のモチベーションに繋がっていた。 

しかし、「社会的行動障害」の症状は、様々な

環境の工夫や配慮、服薬の調整等を行っても軽減

しないため、支援者間でも「これからどう支援し

たらいいのか」という疑問が強くなった。 

５ 今後の支援の方向性の検討 

～神経心理ピラミッドに基づく評価から～ 

今後の支援について悩んでいた時期、拠点機関

の研修会で「神経心理ピラミッド(図 1)」が紹介 

された。参加した関係者と「神経心理ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ」 

に基づきケースの症状等の整理を行った。(表2) 

ケースの場合、一番底辺にある「神経疲労」が

強いことが、抑制困難・注意や言語を含めた情報

処理能力、さらには記憶力にも悪影響を及ぼして

いると考えられた。また、気付きが乏しい（認知

機能が低い）状態であることから、見通しが立ち

にくいことも不安や焦りにつながっていると考え

られた。そのため、現在の状態では本人が安心で

きる個別の関わりがベストであり、集団という場

ではどんなに配慮をしても「神経疲労を軽減させ

る支援」は難しいことが理解できた。 

表 ２ 高次脳機能の機能段階に基づく分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのことから、支援の方向性として①訪問

等による家族（母親）支援の継続 ②本人の「神

経疲労の改善」を目的とした訪問リハビリによる

個別支援が適当であると判断された。 

また、疲労の改善が図れれば、集中力を高める

働きかけを促すという方向性も確認できた。 

 現在、週 1回の訪問リハビリと、相談支援事業

所を中心とした訪問や来所相談等による継続支援

を行っている。母からは「本人が安心できる家で

関わってもらうことで、落ち着いて生活できてい

るように感じる。焦りすぎていたかもしれない」

等の言葉が聞かれるようになり、母自身の障害理

解にもつながった。 

 機能の回復にともない、必要な支援はどんどん

変化していく。今後も、関係機関でタイムリーな

情報共有を図りながら評価を行い、長期的な支援

の方向性を含めた検討をしていくことが重要であ

ると考える。 

６ おわりに 

多機関で協働している「社会的行動障害の強い

ケースへの支援」を振り返り、支援の内容として

は反省する点もある反面、このケースがきっかけ

となって今治地域の支援関係者間の連携が密とな

り、顔の見える支援ネットワークが広がっていっ

たことを実感した。 

また、「神経心理ピラミッド」による評価を行

うことで、見えている症状に振り回されることな

く、短期・長期的な支援の方向性の検討が可能で

あることが分かった。 

社会的行動障害への対応は、息の長い継続的か

つ個別的な支援が必要である。「障害を持ちなが

らも住み慣れた家で生活できる地域づくり」を実

現するため、個別支援と組織支援の取り組みを両

輪とし、今後も関係機関と連携しながら、地域支

援体制整備を進めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1)「ニューヨーク大ラスク研究所神経心理ピラミッド」  

文献：種村純「社会的行動障害に対するリハビリテーション体系 

と我が国の現状」 高次脳機能研究 第２９巻第１号 

マイナスの要因（課題）

自己の気づき 病識の低下

注意力と集中力 集中力の持続が困難

指示に従うことができる
ヒントにより思い出せることが
増えている

遂行機能障害（+）
記憶障害（+）

高次脳機能の機能段階
ケースの状況

「障害者になった」という説明
に対しての拒否はない

プラスの要因

論理的思考・まとめ力
記憶
多用な発想力・遂行機能

情報処理・速度・効率性

集中できる時間が伸びている

受信：正確な把握が難しい
　　　複数の指示で混乱
発信：断片的表現

人との会話が好き

抑制・発動性

覚醒・警戒態勢・心的エ
ネルギー・精神疲労

疲れやすい・疲労の自覚(-)
警戒心がない

脱抑制：加減が分からない
昜怒性・暴力（+）欲求↑

発動性（+）
明るく朗らか

分かりやすいサイン
（表情が険しい・貧乏ゆすり）
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八幡浜保健所管内特定給食施設等のﾋﾔﾘﾊｯﾄ・ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ報告活動の推進 

〇三好里恵 三谷幸子 曽我直世 吉永明美 

            木原久文 山西佳恵 上甲圓  竹之内直人（八幡浜保健所） 

 

Ⅰ はじめに 

八幡浜保健所管内では特定給食施設、そ

の他の給食施設及び小規模給食施設（以下、

「特定給食施設等」という。）を栄養指導

員が訪問し、個別指導を行っている。平成

24 年度から、危機管理対策の一つとして

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ・ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ報告（以下、「ﾋﾔﾘﾊｯﾄ等報

告」という。）活動の推進に取り組んでき

たが、給食部門内のみの報告に終わり、施

設全体で分析していない、また、報告活動

を行っていないなど施設間での差が見ら

れたため、給食従事者の資質向上を目指し、

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ等報告活動に取り組むようさらに

指導を行ってきた。そこで平成 26 年度は、

安全に安心して給食・栄養管理業務を行う

ことにより食中毒等の防止を図るため、平

成 24・25 年度のﾋﾔﾘﾊｯﾄ等報告の状況を調

査把握するとともに、特定給食施設等関係

者研修会において調査結果の情報提供を

行い、意識向上を図ったので報告する。 

Ⅱ 調査方法 

対象：管内特定給食施設等 152施設 

時期：平成 26年 6月 10日（火）～ 

平成 26 年 7月 4 日（金） 

 方法：郵送により調査用紙を配布・回収 

 回収数（回収率）：150施設（98.7％） 

Ⅲ ﾋﾔﾘﾊｯﾄ等報告調査及び特定給食施設

等関係者研修会の実施結果 

１．ﾋﾔﾘﾊｯﾄ等報告調査の結果 

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ等報告を実施した施設は、平成 

24年度の 119施設（79.3％）から平成

25年度の 129施設（86％）に増加。また、

その実施施設のうち、給食部門の報告は、

58 施設から 70施設へと増加していたが、

回答のあった 150施設からみると 80施設

が未実施であった。（図 1） 

 

 給食部門のﾋﾔﾘﾊｯﾄ及びｱｸｼﾃﾞﾝﾄ報告はそ

れぞれ平成24年度の2.7％及び1.2％に対

し、平成 25年度は 7.1％及び 2.0％と、増

加傾向にあった。（図 2） 

 

 給食部門を除く 1施設当たりの平均件

数は、ﾋﾔﾘﾊｯﾄは平成 24年度 157.0件から

平成 25年度 159.9件、ｱｸｼﾃﾞﾝﾄは 42.1件

から 41.0件と、ほぼ横ばいであった。 
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 一方、給食部門の 1施設当たりの平均報

告件数は、ﾋﾔﾘﾊｯﾄが平成 24 年度 11.6件か

ら平成 25年度 28.7件と 2.5倍、ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ

が 5.1件から 8.2 件と 1.6倍になり、報告

が活発に行われたことがわかった。 

 また、給食部門のﾋﾔﾘﾊｯﾄ等の内容を 14

項目に分け、その内訳を調べた結果、上位

5項目は表 1のとおりであった。 

表 1 H24・25年度給食部門ﾋﾔﾘﾊｯﾄ等内容 

 H24年度内容 件 H25年度内容 件 

1位 配膳ミス 492 その他 963 

2位 その他 193 配膳ミス 818 

3位 異物混入 105 異物混入 202 

4位 業者納入ﾐｽ 36 業者納入ﾐｽ 125 

5位 けが・やけど 30 けが・やけど 82 

 給食部門のﾋﾔﾘﾊｯﾄ等の内容について対

前年度比を見たところ、「けが等の未遂」

9.3 倍、ついで「発注数のミス」5.3 倍、

「その他」5.0 倍、「発注忘れ」4.4 倍であ

った。（表 2） 

表２　給食部門の内容項目別の報告状況

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ等内容項目
平成24年
度（件数）

平成25年
度（件数）

前年度との
差（件数）

対前年度比

1：発注忘れ 16 71 55 4 .4  倍
2：発注数のミス 18 95 77 5 .3  倍
3：業者納入ミス 36 125 89 3.5 倍
4：納入確認ミス 11 25 14 2.3 倍
5：ガス関係（ガスの小爆発等） 7 17 10 2.4 倍
6：ガス以外 5 7 2 1.4 倍
7：けが等の未遂 3 28 25 9 .3  倍
8：けが・やけど 30 82 52 2.7 倍
9：異物混入の恐れ 18 53 35 2.9 倍
10：異物混入 105 202 97 1.9 倍
11：時間管理（提供の遅れ） 23 32 9 1.4 倍
12：配膳ミス 492 818 326 1.7 倍
13：食器等の割れや汚れの提供 25 69 44 2.8 倍
14：その他 193 963 770 5 .0  倍

計 982 2,587 1,605 2.6 倍  
２．特定給食施設等関係者研修会実施結果 

１の調査結果は平成 26年 8月 5日・6

日、管内特定給食施設等 152 施設を対象と

する特定給食施設等関係者研修会におい

て情報提供を行った。参加施設数は 114

施設、参加率 75％であった。研修会終了

後にｱﾝｹｰﾄを行ったところ次のような意見

があった。（表 3） 

表３ ﾋﾔﾘﾊｯﾄ等報告に係る意見等
原文どおり（一部抜粋）

・給食では取り組んでいないので、取り組んでいこうと思いま

す。

・これから実施予定だった為すごく参考になりました。書数の事

例を出していただけると参考になるのかなと思いました。

・どの様なのがヒヤリハットかということがよくわかりました。

様式があったらもっと取り組みやすいかなと思いました。

・ヒヤリハットの大事さがわかりました。実際、ヒヤリハットを

書くことがいやでした。この話しがあり、考え方が変わり、ヒヤ

リハットを書くことの大切さがわかりました。

・ヒヤリハットは報告する事も大切だが、その後の対策がもっと

重要ということがよくわかった。

・対策をみんなで考える事が大切なのだと良くわかった。

・業務の改善のためにも、もっとヒヤリハットが出やすい環境づ

くりをしていきたいです。

・昨年施設に来ていただいてからヒヤリハット実施しています。

本当に言葉をえらびながらの記録でしたが自分の言葉でかいてよ

いとのことを聞き、気持ちの中でも書くことが楽になりました。

・今まで、目的を言われず、ヒヤリハット報告するように言わ

れ、正直、めんどうだと思っていたが、なぜ報告した方がいいの

か良く分かった。

・ヒヤリハットはすごく難しく考えていたけど、書く事で反省に

なるし、だめだとあきらめていた器具とかの購入へのきっかけに

なるという事ですごく参考になりました。

・今から取り組むには、その他の内容も明確にしてもらうと助か

る。

・ヒヤリハットの書き方などの説明をして頂きたい。こんな風に

書いてみてはというような例も紹介してもらいたい。

・ヒヤリハットで起こった事に対して犯人扱いをしない。皆で真

剣にとりくむ対策をたてる事に意味があると、その通りだと思い

ました。　　等々

 
Ⅳ 課題 

１．平成 25年度時点で 80施設において、

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ等報告活動が取り組めていない。 

２．給食部門の報告内容を 14項目に分け

把握したが、その他の件数が多いため、分

析や対策を考えるうえで項目分けの見直

しをする必要がある。 

３．ﾋﾔﾘﾊｯﾄ等の情報共有を図り、対策を真

剣に考えるｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸや、取り組みやすく

する様式の提案が必要である。 

Ⅴ まとめ 

給食部門のﾋﾔﾘﾊｯﾄ等報告活動により、施

設・設備面の安全性に配慮することや適切

な空調設備の導入、手洗い設備の変更検討

など、また、小さな出来事でも意識し報告

活動を行うことが、食中毒等の防止につな

がることを意識することが大切である。 

職員全員が事案を共有し、対策を真剣に

考えることは給食ｽﾀｯﾌ等の資質向上につ

ながるため、今後もﾋﾔﾘﾊｯﾄ等報告活動の推

進に取り組みたい。 
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デング熱県内発生事例からみる保健所の対応と考察 

 

○青木里美 續木太智 早川光江 

          加藤 泉 坂尾良美 廣瀬浩美 （宇和島保健所健康増進課） 

 

Ⅰ はじめに 

平成 26年 8月 27日、デング熱に感染した

患者が約 70 年ぶりに国内で見つかって以降、

感染者は 159名(10月 15日現在)となった。 

当初は、海外渡航歴がなく、代々木公園及び

その周辺を訪れたことのある者の発生であっ

たが、その後、代々木公園周辺以外で感染し

た患者も報告され、国は、代々木公園等の蚊

の病原体保有調査や公園の封鎖を行った。 

国内で感染報告が相次ぐ中、9月 2日、当

保健所管内の医療機関を受診した 10 歳代男

性の感染を確認した。医療機関から第 1報を

受け、関係機関との情報共有及び連携のもと

疫学調査及び患者家族支援等に取り組んだ保

健所の対応について考察したので報告する。 

Ⅱ 経過 

 「デング熱疑い患者」（症例 A）は、合宿

先である代々木公園内で 8月 6日に野外活動

をしており、報道されていたデング熱を疑っ

た医師から、8月 28 日に検査の可否につい

て保健所に問合せがあった。所内及び県庁健

康増進課、衛生環境研究所と対応について協

議を行った結果、国立感染症研究所において

検査を実施することとなり、検体採取後、衛

生環境研究所から国立感染症研究所に検査依

頼を行い、結果、9月 2日にデング熱患者で

あることが確認された。症例 A情報は表 1の

とおりである。 

その後、同行者 29名の健康調査を八幡浜 

 合宿には 30名（生徒 28名、教

 

保健所と協力して実施した結果、1名の発熱

等有症者が確認された（症例 B）。症例 Bは

9月 17日に陰性と判明し、その他の 28名の

健康状態には異常はなかった。症例 A及び症

例 Bの 2名は、受診以外では外出しておらず、

同居家族の健康状態も良好で、他に新たな患

者の発生は確認されなかったため、感染拡大

の可能性は低いと考えられた。 

Ⅲ 保健所の対応 

1 医療機関・県庁健康増進課との連絡 

国の通知を受けた同日に、医療機関よりデ

ング熱疑い患者の連絡を受けた。 

デング熱診療マニュアルをもとに診断基準 

と合致しているか所内検討し、県庁健康増進 

 

年齢等 10歳代，男性

海外渡航歴 なし

＜症状＞発熱（40.3℃）・発疹、筋肉痛・

　　　　　　関節痛・頭痛・嘔気・嘔吐等

＜経過＞症状回復し8月29日退院

（8/18）白血球：1800/μｌ　血小板：10.3万/μl

　　　　　麻しん（-），水痘（-），パルボウイルス（-）

（8/28）白血球：6800/μl　血小板：4.7万/μｌ

　　　　CRP　0.21mg/dl

蚊の刺咬歴 不明

同行者 生徒27名　教員2名

患者行動
8月5日～8月13日　部活合宿
（代々木公園内宿泊施設）

8月14日 発症
8月15日 医療機関受診
8月18日入院

発症・受診

症状・経過

検査値

表 1 症例 A情報 
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課及び衛生環境研究所と検体搬送方法、同行

者調査、蚊の防除策について対応を決定した。 

 医療機関とは、症例 Aの病状確認はもとよ

り家族面接の調整や有症者（同行者）の受診

サポート等協力を得ることが出来た。 

2 同行者・同居者の健康調査 

 8 月 29日に症例 Aの母親との面接で有症

者の情報を得たため、学校において同行者に

調査をすることの情報開示の同意をとり、健

康調査を実施した。症例 Aと同行者の症例 B

については、2週間の健康調査と検査を依頼

した。2名の同居者については 52日間の健

康観察を実施し、特にデング熱を疑わせる感

染例はなかった。 

3 マスコミ対応 

 県内初発事例であったことから、主にマス

コミ対応は本庁健康増進課とし、保健所にお

いてはマスコミの現地取材も念頭に置き、管

理職が対応した。また、マスコミからの二次

被害防止のため、県の報道発表前に本人、家

族、学校へ電話連絡した。 

4 関係機関及び県民への適切な情報 

 医師会と医療機関へはデング熱診療マニュ

アル等を送付し情報提供を行い、管内市町へ

は情報提供とともに住民への注意喚起を依頼

した。 

 県民については、県ホームページに注意喚

起を促す情報を掲載し、デング熱相談電話窓

口対応により、住民の不安解消に努めた。 

5 蚊の防除対策 

 蚊の駆除等の検討も行ったが、行動調査等

の結果から症例 A、症例 Bの 2名は、刺咬蚊

が人への感染性を獲得する時期に受診以外で

は外出していなかったため、蚊の駆除はしな

いと本庁が判断し、学校や家族に連絡した。 

 Ⅳ 考察 

今回の症例 Aは、県内初発事例で関係者の

知識及びマニュアルが不十分な中での対応が

求められた。調査、対策を行う上で情報共有

の徹底、報道対応等、感染症への偏見、差別

のないよう患者、家族の人権を守ることの大

切さを改めて感じた。 

デング熱が発生した場合は、市町、所内関

係課（生活衛生課）との連携を図り、公園等

の蚊駆除、消毒等についても取り組む必要が

あると思われる。また、医療機関および市町

や関係機関と情報共有し住民への的確な情報

発信を行うことが重要である。 

＜参考資料＞ 

国立感染症研究所：デング熱国内感染事例発生時

の対応・対策の手引き（第 1版） 

（平成 26年 9月 12日） 

 厚生労働省健康局結核感染症課：デング熱診療ガ

イドライン（第 1版）について 

（平成 26年 9月 16日） 

医療機関より疑い患者の連絡

診断基準との合致を所内で検討

 　国立感染症研究所で検査

 同行者及び同居者の把握

県庁健康増進課及び衛生環境研
究所に相談

医師会、病院、住民への
情報提供及び注意喚起

蚊の駆除検討

図 1 保健所の対応 
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食品中における残留農薬等の摂取量に係る実態調査 

及び評価に関する研究 

 

○大西美知代  大谷友香  井戸浩之  宇川夕子   

  吉田紀美  大倉敏裕  四宮博人 （愛媛県立衛生環境研究所） 

 

はじめに 

県民に食の安全・安心をもたらすための科

学的知見を得ることを目的に、日常の食事を

介しての残留農薬や食品添加物等の摂取量を

調査・解析し、データとして集積した。より

精度の高い残留農薬分析法を確立し、平成

23～25 年度の 3年間にマーケットバスケッ

ト方式による食品中の残留農薬等の一日摂取

量実態調査を実施したので報告する。 

 

方 法 

試料は、東・中・南予の小売店で購入した

食品を、簡易な調理加工を加えた上で、国民

健康・栄養調査集計 1）(表 1)に基づき 14種

類に群別し、食品群ごとに均一に混合粉砕し

た。平成 23年度は県内に流通する食品を産

地等に偏りがないように 173品目を、平成

24年度は県内で生産、製造された食品を中

心に 161品目を購入し、使用した。平成 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度は、過去 2年間の知見に基づき県内で流

通する 7、10～12群の食品を購入し使用した。

加工食品については、県内で流通する 22品

目(表 2）について調査した。 

測定対象物質のうち、残留農薬はマーケッ

トバスケット方式による実態調査で 202項目

を、冷凍食品等の加工食品の実態調査で、95

項目を測定対象とした 2）。食品添加物は保

存料 8項目、漂白剤 1項目の 9項目を、放射

性物質はセシウム-134及びセシウム-137を

動物用医薬品は 19 項目を測定対象とした 2）。 

実験操作は以下のとおりである 2）。 

(1)残留農薬 

マーケットバスケット方式による実態調査

では、厚生労働省の通知法 3)を元に、精度の

高い QuEChERS法及び固相抽出カラムによる

抽出・精製で調製した試料をタンデム型質量

分析計付ガスクロマトグラフ（GC/MS/MS）、

タンデム型質量分析計付高速液体クロマトグ

ラフ（LC/MS/MS）により測定した。また加工

食品については、より簡便で低濃度まで測定

可能な STQ法の応用法により精製し、LC/MS 

/MSにより測定した。 

 

 

 

 

No. 加工食品の種類
回収率

70～120％の
農薬成分数

No. 加工食品の種類
回収率

70～120％の
農薬成分数

1 冷凍メンチカツ 50 12 冷凍ハッシュドポテト 71
2 冷凍牛肉コロッケ 51 13 冷凍さぬきうどん 72
3 冷凍トンカツ 54 14 冷凍えびピラフ 73
4 レトルト合わせ調味料 55 15 冷凍きつねうどん 73
5 冷凍餃子 57 16 冷凍えびフライ 73
6 冷凍あらびきハンバーグ 58 17 レトルト釜飯の素 74
7 レトルトカレー 60 18 レトルト乳児用食品　大根と豚角煮 74
8 冷凍鶏からあげ 62 19 冷凍海老しんじょ 75
9 冷凍クリームコロッケ 66 20 レトルト　チキンライス（介護用） 75
10 チルド餃子 66 21 冷凍焼き飯 76
11 冷凍グリルの野菜ハンバーグ 68 22 レトルト乳児用食品　ドリア 79

表 2加工食品の種類及び良好な回収率の得られた農薬

 

平成23年度 平成24年度

1 米、米加工品 3 3 363.8
2 穀類、芋類、種実類 22 22 163.4
3 砂糖、菓子類 9 9 32.3
4 油脂類 4 － 9.0
5 豆類 8 8 67.7
6 果実類 16 14 144.2
7 緑黄色野菜 12 12 103.7
8 淡色野菜 18 18 211.9
9 嗜好飲料 17 16 669.0

10 魚介類 27 26 90.6
11 肉類、卵類 15 14 111.8
12 乳類、乳製品 8 8 110.5
13 調味料 14 11 87.4
14 飲料水 〔1〕 〔1〕 600.0

合計 173 161

食品群 分類名 一日摂取量(g/人・日)
*食品数

　

*　平成19年国民健康・栄養調査集計,四国

食品数

平成25年度

7 緑黄色野菜 12 90.6
10 魚介類 26 77.0
11 肉類、卵類 17 107.3
12 乳類、乳製品 8 85.1

合計 63
**　平成20-22年国民健康・栄養調査集計(平均）,四国

食品群 分類名
一日摂取量

(g/人・日)
**

表 1 対象試料食品群 
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(2)食品添加物 

保存料はパラオキシ安息香酸エステル類の

溶媒抽出法 4)により調製し、液体クロマトグ

ラフ（HPLC）による測定を、漂白剤は二酸化

硫黄及び亜硫酸塩類の比色法 5)により分光光

度計で測定した。 

(3)放射性セシウム 

 食品群ごとに均一化した試料を U-8 容器に

隙間なく詰め、文部科学省の放射能測定シリ

ーズ No.7に準じてゲルマニウム半導体検出

器によるガンマ線スペクトロメトリーを行っ

た。測定時間は 80,000秒とした。 

(4)動物用医薬品 

魚介類，肉類・卵類，乳類・乳製品につい

て HPLC による動物用医薬品等の一斉試験法

Ⅰ(畜水産物)3)により試料調製し、LC/MS/MS

による測定を行った。 

結 果・考 察 

マーケットバスケット方式による食品の実

態調査により一部の残留農薬及び食品添加物

が検出されたが(表 3）、放射性物質、動物

用医薬品は検出されなかった。また、県内で

流通する加工食品の残留農薬については、表

2に示すとおり、加工食品の種類によって良

好な回収率を得られた農薬数に差があるもの

の 50～79成分全て不検出であった。 

さらに、検出された農薬等の一日摂取量は、

一日許容摂取量（ADI）を下回っており（対

ADI比 0.003～24.3％）、安全性に問題はな

いと考えられた（表 3）。 

また、通常よりも農薬等の影響を受けやす

いと思われる乳児や高齢者及び妊婦・授乳婦

における安全性評価の結果、対 ADI比は、農 

薬については 0.002～60.0％、食品添加物に

ついては 0.26～5.28％と、すべての年齢層

及び妊婦・授乳婦における ADIを下回ってお

り、安全性に問題はないと考えられた。 

なお、本研究は愛媛県立衛生環境研究所特

別研究調査事業によるものである。 

 

文  献 

1）厚生労働省：平成19,20-22年国民健康・栄養調

査報告 

2）宇川夕子ほか：愛媛県における食品中の残留農

薬等の一日摂取量実態調査(第1報)愛媛県立衛

生環境研究所年報，15，17-22（2012） 

3） 厚生労働省：食品に残留する農薬，飼料添加物

又は動物用医薬品の成分である物質の試験法  

4）厚生労働省：「食品中の食品添加物分析法」の

改正について 

 5）社団法人日本食品衛生協会：食品衛生検査指針 

食品添加物編 

年度 食品群 農薬名
検出濃度

(ppm)
食品摂取量

（g/日）

一日摂取量*1

(μg/人/日)
対ADI比

　(%)

一日許容摂取量

（ADI*3）

(μg/人/日)
6 イマザリル 0.0072 144.2 1.04 0.07 1500
7 メソミル 0.0043 103.7 0.45 0.03 1400

アゾキシストロビン 0.0013 211.9 0.28 0.003 9000
インドキサカルブ 0.0018 211.9 0.38 0.15 260
ヘキシチアゾクス 0.0018 211.9 0.38 0.03 1400
ボスカリド 0.0018 211.9 0.38 0.02 2200

13 アバメクチン 0.0029 87.4 0.25 0.84 30
イマザリル 0.0044 32.3 0.14 0.01 1500
チアベンダゾール 0.0042 32.3 0.14 0.003 5000

5 プロシミドン 0.0053 67.7 0.36 0.02 1750
ジフェニルアミン 0.0051 144.2 0.74 0.02 4000*5

テブコナゾール 0.0068 144.2 0.98 0.07 1450
EPN 0.164 103.7 17.0 24.3 70
ピリダベン 0.0085 103.7 0.88 0.35 250
ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ（Z) 0.0015 103.7 0.16 0.03 485＊4

ボスカリド 0.0053 103.7 0.55 0.03 2200
メソミル 0.0016 103.7 0.17 0.01 1400

8 プロシミドン 0.0104 211.9 2.20 0.13 1750
クロチアニジン 0.0015 600.0 0.90 0.02 4850
チアメトキサム 0.0022 600.0 1.32 0.15 900

　

  

23

 

24

8

3

 
 

6

7

14

 

年度 食品群 農薬名
検出濃度

(ppm)
食品摂取量

（g/日）

一日摂取量*2

(μg/人/日)
対ADI比

　(%)

一日許容摂取量

（ADI*3）

(μg/人/日)

7東予 フェニトロチオン 0.0607 90.6 5.50 1.83 300*5

テフルベンズロン 0.0027 90.6 0.24 0.05 500
フルフェノクスロン 0.236 90.6 21.4 1.16 1850
エトフェンプロックス 0.223 90.6 20.2 1.31 1550
トルフェンピラド 0.0208 90.6 1.88 0.67 280
フルフェノクスロン 0.109 90.6 9.90 0.54 1850

*2  平成20-22年国民健康・栄養調査集計(平均）,四国

*5 FAO/WHO合同残留農薬専門会議（JMPR）のADI値参照

*1 平成19年国民健康・栄養調査集計,四国

*3 ADIは人の平均体重を50kgとして算出

7南予

*4 E体及びZ体の和

7中予
25

年度 食品群 食品添加物
検出濃度

(ppm)
食品摂取量

（g/day）

平均一日
摂取量(mg/day)

対ADI比
(%)

一日許容摂取量

（ADI*1）

(mg/人/day)
8 ソルビン酸 29.9 211.9 6.33
10 ソルビン酸 63.3 90.6 5.74

ソルビン酸合計 12.07 0.97 1250
12 安息香酸 11.6 110.5 1.28 0.51 250
8 ソルビン酸 29.4 211.9 6.23
10 ソルビン酸 49.2 90.6 4.45
11 ソルビン酸 106 111.8 11.86

ソルビン酸合計 22.54 1.80 1250
3 安息香酸 3.6 32.3 0.12
7 安息香酸 5.01 103.7 0.52
12 安息香酸 14.0 110.5 1.54
13 安息香酸 1.14 87.4 0.10

安息香酸合計 2.28 0.91 250
13 パラオキシ安息香酸イソブチル 5.60 87.4 0.49
13 パラオキシ安息香酸イソプロピル 8.15 87.4 0.71
13 パラオキシ安息香酸ブチル 5.65 87.4 0.49

パラベン類 19.4 87.4 1.70 0.34 500*2

　　　*1 ADIは人の平均体重を50kgとして算出

　　　*2 パラオキシ安息香酸のエチル及びメチルエステルのGroup　ADI値参照

24

23

表 3検出農薬・食品添加物及び一日摂取量 
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新居浜市におけるゲートキーパー養成講座の取り組みについて 

 

○ 山内富子 宮﨑洋子 木戸貴美佳 河野惠子（新居浜市福祉部保健センター） 
 

１ はじめに 

  新居浜市における自殺予防の取り組みは、新

居浜市健康増進計画に基づき、心の健康づくりと

して周知啓発を行っていた。平成２３年度から地

域自殺対策緊急強化事業を実施するにあたり保

健センターに精神保健係が新設され、人材養成事

業・普及啓発事業、平成２５年度からは対面相談

事業に取り組んできた。また、悩んでいる人への

早期対応介入を目的に、初年度からゲートキーパ

ー養成として、民生児童委員・健康都市づくり推

進員・食生活改善推進員を対象に、３年目からは

市職員を対象に養成講座を実施した。今後もゲー

トキーパー養成を広げ、必要に応じて支援につな

ぐなど地域での見守り体制を充実させるため、こ

れまでの活動を振り返り、その成果と今後の課題

について報告する。 

 

２ 実施状況 

１）ゲートキーパー養成講座 

初年度は民生児童委員等を対象に、年に１回

の勉強会として取り組み、翌年度はフォローア

ップ講座として具体的な対応の仕方を取り入れ

た。平成２５・２６年度は市役所職員を対象と

した特別研修として取り組んだ。 

Ｈ

23

年

度 

テーマ：「笑って！笑って！！こころとからだの 

健康づくり」 ゲートキーパーとしての心構え 

講 師：村松つね（こころ塾 塾長） 

対象者：全民生児童委員（２９４人） 

参加数：２８８人 

Ｈ 

24

年

度 

テーマ：ゲートキーパー養成講座～相談の実際～ 

講 師：村松つね （こころ塾 塾長） 

対象者：民生児童委員（専門部会員）１５０人 

参加数：１０２人 

Ｈ

25

・

26

年

度 

テーマ：うつ病の基礎知識とゲートキーパーの役割 

講 師：村松つね （こころ塾 塾長） 

対象者：市職員（消防職員を含む）９７１人 

参加数：８８９人 

※講師の講演前に保健師より、自殺の状況と新居浜市に

おける自殺予防の取り組みについて説明 

２）医師講演会 

民生児童委員の養成講座では、ゲートキーパ

ーとしての心構えに加え、うつ病等の精神科疾

患の基礎知識を習得するため、精神科医師によ

る講演も合わせ研修内容の充実を図った。 

Ｈ

23

年

度 

テーマ：「自殺予防とうつ病について」 

市内３か所で地元医師が同テーマで実施 

対象者：民生児童委員（専門部会員が校区割で参加） 

参加者：１３５人 

Ｈ 

24

年

度 

テーマ ①「思春期・青年期のこころの病気」 

    ②「アルコール関連障害と自殺」 

    ③「高齢期のこころと健康」 

対象者：民生児童委員（青少年専門部会・民生専門

部会・高齢者専門部会の部会員が関連する

テーマの講演会に参加 

参加者：延べ１２９人 

 

３ 結果 

アンケート結果 

 受講者(人) 回答者（人） 回収率(％) 

H23 288 249 85.5 

H24 102 70 68.6 

H25 311 235 75.6 

H26 578 480 83.0 

 「自殺問題への関心」について、「高まった」

と答えた人は、民生児童委員の初年度講座では、

213 人（85.6％）であったが、２年目のフォロ

ーアップ研修時は６１人（87.1％）と 1.5 ポイ

ント増加した。 

 また、平成２５・２６年度の職員研修では、「高

まった」と答えた人は 622 人（87.0％）であ

った。（図１） 

図１ 自殺問題への関心は高まりましたか 
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「心の悩み相談」について、「受けたことがある」

と答えた人は、民生児童委員の初年度講座では、

56 人（22.5％）であったが、２年目のフォロー

アップ研修時は 17 人（24.3％）となった。 

（図２） 

この相談を受けたことがあると答えた 17 人に

相談後の対処を尋ねたところ、「受診を勧めた」

は 10 人（47.6％）、「随時話を聞く」は 9 人

（42.9％）、「専門家に相談した」は 2 人（9.5％）

であった。（図３） 

また、平成２５・２６年度の職員研修では、

「受けたことがある」と答えた人は 158 人

（22.1％）であった。（図２） 

図２ 心の悩み相談を受けたことがありますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 相談後の対処について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 考察・課題 

 １）ゲートキーパーの役割の周知 

民生児童委員は、日頃から地域の見守りや相

談を受けるなどの活動をしているため、自殺問

題への関心は高かったと思われる。 

しかし、ゲートキーパーということばを初め

て知った人もおり、ゲートキーパーの役割につ

いて一般に向けても周知啓発が必要である。 

２）相談機関のネットワーク構築 

つなぎ先がわからないなどから、相談を受けた

後に専門家までつないだ人は 2 人（9.5％）と少

なく、相談機関一覧の作成及び複数の相談窓口が

連携することにより問題解決へとつながるよう、

相談支援のネットワーク構築が必要である。 

３）実践的な講座の開催 

民生児童委員の初年度アンケートから心の相

談を受けたことがあると答えた人が 22.5％いた

ため、「聞き方スキル」の演習を取り入れた研修

をフォローアップとして 2 年目に実施した。軽く

聞き流される時とじっくり聞いてくれる時の違

いを実感し、傾聴の大切さの理解につながった。 

これまでの講座は知識の普及啓発の要素が強

く、今後は必要な知識を得るだけでなく、地域で

実際に使える技術の習得が必要と考え、ワークシ

ョップなどより実践的な講座を取り入れたフォ

ローアップ研修を継続して実施し、見守り体制の

強化を図っていく。 

４）関係機関との連携 

平成２４年度に実施した精神科医師による講

演会では、テーマにより小中高等学校養護教諭や

地域包括支援センター、ケアマネージャーなど関

係団体へ参加を呼びかけた。引き続き庁内関連部

署や関係機関と連携して人材養成の拡充を図っ

ていく必要がある。 

 

５ おわりに 

 ゲートキーパー養成講座を民生児童委員、健康

都市づくり推進員、食生活改善推進員や市職員に

実施したことで、個人ではなく地域全体で自殺予

防に取り組むことの重要性を理解してもらえた

と思う。 

今後も「第２次元気プラン新居浜２１」に基づき、

市民が心の健康を維持して行けるよう、地域にお

けるネットワークを広げ支援を進めていきたい。 
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今治市における幼児の食の現状と課題 

～幼児健診におけるアンケート結果より～ 

 

○小坂有希 越智由佳 松木遥子（今治市役所 健康推進課） 

 

Ⅰ はじめに 

乳幼児期は生涯の食生活の基礎を作る重要

な時期であり、将来の生活習慣病発症を予防

するためにも、正しい食生活を身につけてお

く必要がある。 

当市では現在、離乳食講習や乳幼児健康相

談時に、保護者の持つ様々な不安や悩みを解

消し、正しい食生活の知識が身につけられる

よう支援を行っている。 

今回、各事業の実施にあたり、当市の乳幼

児の食生活の現状を把握し今後の支援に活用

するため、幼児健診時に実施しているアンケ

ート調査のうち、食に関する項目について集

計し、結果を検討したので報告する。 

 

Ⅱ 方法 

１ 調査時期 

・平成 25年 4月・10月の１歳６か月児 

健診時  

  ・平成 25年 9月・平成 26年 3月の 3歳

児健診時 

２ 調査対象者 

３ 調査内容 

健診時の体格、起床就寝時間、食事時

間、食欲、偏食、間食、むし歯 

 

Ⅲ 結果 

１ 体格（図１） 

体格は、肥満度については、ふつう（肥

満度-15%超～15%未満)が１歳６か月 97.5%、

３歳児で 96.4%であった。やや太りすぎ

（20%以上）が１歳６か月児は 0.6%、３歳

児は 2.2%であった。 

 

 

 

 

 

 

２ 生活習慣 

起床時間（図２）は、1歳 6か月児で

93.6%、3歳児で 97.1%が決めていた。時間 

帯（図３）は、７時台が 1歳 6か月児、3歳

児ともに 49.0％、59.7％と最多であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就寝時間（図４）は 1 歳 6 か月児で 87.3%、

3歳児で 85.5%が決めていた。時間帯（図

５）は、21時台が 57.7％、66.9％と最多で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事時間帯（図６）は、1歳 6か月で

93.6%、3歳児で 90.6%が決めていた。 

 

 

 

 

 

受 診 児 内 訳 男 女 計 

１歳６か月児健診 74 83 157 

３ 歳 児 健 診 72 66 138 
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３ 食事について 

食欲については、１歳６か月児は 83.4%、

３歳児は 79.7%で食欲があると答えている。

また、１歳６か月児の 14.0%、３歳児の

19.6%にむらがあると答えている。（図７） 

 

 

 

 

 

 

 

偏食（図８）については、１歳６か月児は

41.4%、３歳児は 39.1%で偏食があると答え

ている。その内容については、１歳６か月児、

３歳児ともに野菜が最も多く、次に牛乳とい

う結果であった。（図９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間食（図 10）については、１歳６か月児

で 87.2%、３歳児で 85.5%が摂取していた。

その種類は１歳６か月児では果物、ビスケッ

ト、３歳児ではスナック菓子、ジュースの順

に多くなっていた。また、３歳児になるにつ

れてチョコレートやあめを食べる児が増えて

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 口腔の状況 

むし歯のある児（図 11）は、１歳６か月

児は 0名、３歳児では 31名(22.5%)であった。 

 

 

 

 

 

 

 

３歳児のむし歯と食事時間帯（図 12）に

ついては、むし歯がある児に食事時間帯を決

めている割合が低く、間食の時間帯を決めて

いる（図 13）割合も低かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

むし歯と間食の種類（図 14）については

牛乳、果物、乳酸菌飲料、アイスクリーム、

スナック菓子、あめ、チョコレート、せんべ

い・清涼飲料をむし歯の児の方が多く食べて

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ まとめ 

幼児の生活習慣や食生活の状況を把握でき

た。生活リズム、偏食など、１歳６ヶ月児と

３歳児でほぼ同様の傾向がみられた。しかし、

３歳児になるとむら食いやむし歯のある児の

増加もみられ、より効果的な指導や媒体の検

討が必要であると感じた。今回の結果をもと

に、実態に沿った適切な支援が行えるよう分

析・評価も継続しながら検討して行きたい。 

図９ 偏食の種類 
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愛南町における口腔関連の他職種連携について 

 

○高橋 啓 宮田裕之 浅海裕紀  

（南宇和郡歯科医師会） 

 

はじめに 

 愛南町では，3年前に立ち上げた他職種連携

勉強会（愛南町口腔ケア研究会）をきっかけ

に，口腔関連の他職種連携が少しずつ広がっ

ています。それは行政，医師会，介護施設や

事業所，歯科医師会など関係職種の積極的な

関わりによるものです。積極的と言うと簡単

ですが，関わる人がとても頑張ってくれてい

ます。これは歯科医師会の活動だけでは難し

くいろんな人の協力があってのことです。 

 現在，多くの医療・介護関係者は，高齢

者にとって口から食べることが大事なことを

知っています。しかし地域では，なかなか垣

根が越えられないといった声も聞かれます。

私たちの具体的な関わりや活動が何かの参考

になれば幸いです。今回４つの取り組みを紹

介したいと思います。①愛南町口腔ケア研究

会②愛南町ケアマネ連絡会口腔部会③愛南町

の介護予防事業④施設での勉強会です。愛南

町では，このような活動を続けることで，い

ろんな垣根が低くなりつつあることを報告し

ます。 

① 愛南町口腔ケア研究会 

 愛南町では，南宇和郡歯科医師会有志

が中心となり 3年前に他職種連携勉強会

が立ち上がりました。コンセプトは「顔

が見える連携」です。過疎の町での勉強

会ですので，30人ぐらい参加者で進めて

いくことを考えていました。実際に勉強

会を始めてみると毎回約 100人の参加者

がある勉強会になっています（写真１）。 

（写真１：実際の愛南町口腔ケア研究会

の会場） 

勉強会の内容は，「現場で使える情報

を」と考えてプログラム作りを行ってい

ます。また，自分達がとても嬉しく感じ

ていることの一つに地域の多くの人達が

協力してくれることです。愛南町職員の

方々の運営協力，医師会，南宇和病院，

各病院や施設，事業所の参加協力があっ

ての勉強会です。この期待に応えるため

にも参加する皆に現場で役に立つ有益な

情報を整理して伝えていきたいと考えて

います。 

② 愛南町ケアマネ連絡会口腔部会 

 愛南町ではケアマネージャーの勉強会

が存在します。その中に口腔部会なる勉

強会（担当 7人，写真２）を作ってもら

い，歯科医師会と一緒に活動しています。 

2〜３ヶ月に 1 回の割合で予定を決めて，

13時〜14時 30分までの 90分間の勉強
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会を開催しています。今まで行った内容

としては，模擬ケースを使用してロール

プレイ実習を実施し，問題点を整理した

りしています。他には利用者や家族に説

明を行う際に使用する郡内統一の説明用

資料作りを行っています。

 

（写真２：ケアマネ口腔部会担当のケア

マネージャーのみなさん） 

③ 愛南町の介護予防事業 

 愛南町では，介護予防事業導入当初よ

り「運動」「栄養」「口腔」の 3部門の

実施にこだわって実践してきています。

口腔に関しては 4 回担当があり，１，３，

４回目を歯科衛生士 2名が担当し，2回

目を歯科医師が担当して実施しています。

講話も高齢者が退屈しないように，グル

ープワーク（写真３）を最初に取り入れ

て，その後講話へとつながるように工夫

しています。また，愛南町の介護予防事

業のすばらしい所は，愛南町高齢者支援

課のメンバーが内容を毎年バージョンア

ップされていくところです。歴代の各担

当者の少しでも良くしようという向上心

には頭が下がりますし，こちらも大いに

刺激になっています。その年の反省会を

開き次年度につなげていく姿勢がとても

すばらしいです。 

 

（写真３：グループワーク中） 

④ 各施設での勉強会 

 愛南町内の施設から愛南町口腔ケア研

究会に依頼があると施設内勉強会に出向

いています。事前に施設の方と打ち合わ

せを行って，リクエストに応じた内容を

アレンジして話しています。また，実際

の利用者での相談なども一緒に考えたり

しています（写真４）。 

 

（写真４：実際の利用者の問題を皆で一

緒に考える。） 

おわりに 

愛南町では，職種に限らず皆で一緒にいろ

んなことに対応して行けたらと考えています。

私達は口腔を通じてですが，連携は口腔に関

係が無くても協力して盛り上げていきたいと

日頃から話しています。連携に上下はありま

せん。お互いを尊重し合って，顔の見える連

携をより広げていけるように努力していきた

いと思います。 
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起床時間・就寝時間と脳卒中発症及び死亡との関連 

－八西地区におけるコホート研究から(PART⑤)－ 
 

○岡田 克俊、加藤 亜希、村上和恵、渡部 志保、大西 一恵、 

 鈴木 弘子、楠元 克徳(愛媛大学総合健康センター) 

 竹之内 直人(八幡浜保健所) 

 

   

はじめに 

 一般論として「早寝早起き」が美徳とされ

ているが、この生活習慣が健康によいかどう

かの見解は確立しているとは言い難い。 

 そこで今回、2002-4年のベースライン調

査に基づくコホー研究により、「早寝早起

き」が脳卒中発症及び死亡に及ぼす影響につ

いて検討を行った。 

 

方 法 

 これまでの報告と同様に、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 10,090 人(平均 60.9±

12.3歳)(男性 3,709 人、女性 6,381人)につ

いて、2010 年 12 月 31日まで平均 7.8 年追

跡した循環器疾患発症調査(病院におけるカ

ルテ調査)及び異動･死亡データ状況をもとに

検討を行った。 

 起床時間･就寝時間は、「普段、午前･午後

何時何分頃に起きているか(寝ているか)」の

設問に基づき聴取した情報をカテゴリー化し

た(Table1)。 

 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)、さらに性･年齢･喫煙有無･

飲酒有無を投入し、COXの比例ハザードモデ

ルを用いた。 

 

結 果 

 グラフに示すとおり、起床について、朝 5

Table 1. Characteristics of Subjects at Base Line Questionnaires.

起床時間(朝)
p for
 trend

n
Age, mean±S.D. 62.2 ± 11.6 63.3 ± 10.9 60.5 ± 12.5 58.7 ± 12.1 60.9 ± 12.7 59.7 ± 13.9 58.6 ± 14.5 ***
Male, % ***
脳卒中発症, n

総死亡, n

就寝時間(夜)
p for
 trend

n
Age, mean±S.D. 60.8 ± 13.6 71.4 ± 8.9 70.0 ± 8.8 67.3 ± 8.9 62.3 ± 11.2 56.1 ± 11.4 50.5 ± 12.0 ***
Male, % ***
脳卒中発症, n

総死亡, n

*Means and percentages (exept of age, sex) were adjusted in analysis of covariance for age and sex.
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001: Comparison of characteristics between same lines of categories, anlysis of covariance.
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時より早く起きる者では脳卒中発症がやや高

い傾向にあり、また死亡については、朝 7時

30分台の起床が最もリスクが低かった。 

 就寝について、早い時間に寝る者は脳卒中

発症及び死亡のリスクが高く、また特に死亡

については夜 10 時台が最もリスクが低く、

きれいなＵ字型のパターンを示した。 

 グラフ２に、各々を 3分位に区分した組合

せと死亡との関連を示す(就寝：寝る時間早

い(<夜 10時)、普通(10時台)、遅い(11時以

降))(起床:起きる時間早い(<6時)、普通(6

時～6 時半)、遅い(6 時半以降))。その結果、

夜 10時台に就寝し朝 6時半以降に起きる者

のリスクが最も低かった。寝る時間が遅い者

のうち、起きる時間が普通もしくは早い者で

は総死亡リスクが有意に増加を示した。 

 

考 察 

 本研究対象者の結果からは、寝る時間によ

っては「早起きは三文の得」まではいかない

という結果であった。しかしながら、そもそ

もなぜ早起きになっていたのか？等について

は検討ができておらず、この解釈については

今後とも慎重に検討する必要がある。 
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グラフ２．就寝時間･起床時間別の総死亡リスク
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