
平成２７年度 

愛媛県地域保健研究集会 

と き ／ 平成２８年１月２１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２７年度愛媛県地域保健研究集会 プログラム 

 

 

日時：平成２８年１月２１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】10:00～12:00 

 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（中予保健所長） 

10：05 オリエンテーション 

10：10 『地域包括ケアを考える～時代にそった連携と協働』 

座長：武方 誠二（西条保健所長） 

(10:20) 

 

報告「地域の実情に応じた具体的な取り組み」 

○医療連携から進める難病保健活動～多職種チームによる相談事業の取り組み～ 

  発表者：大道 誠子（四国中央保健所 担当係長） 

○地域での切れ目のない母子支援の充実を求めて～民生児童委員と連携した取り組み～ 

   発表者：宮﨑 洋子（新居浜市保健センター 母子保健係） 

〇地域に開かれた精神科医療から広がる町づくり～愛南町の精神保健活動のネットワーク～ 

 発表者：池田 恵子（愛南町保健福祉課 健康増進係） 

(11:20) フロアとの意見交換 

 

12：00 ＊＊＊ 昼食・休憩 ＊＊＊ 
 

【午後の部】13:00～16:00 
 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) 

13：00 一般演題Ⅰ(９題) 

・健康づくり 

・地区診断、人材育成 

一般演題Ⅱ(８題) 

・歯科保健 

・母子保健 

一般演題Ⅲ(８題) 

・精神保健福祉 

・難病 

一般演題Ⅳ(５題) 

・感染症 

・思春期 

14：30 分科会Ⅰ 

がん検診の受診率向

上にむけて 

～地域・職域の特性を活

かした健康づくり報告～ 

分科会Ⅱ 

母子保健活動の未

来を考える 

～今、我々に求められ

ているもの～ 

分科会Ⅲ 

ミニシンポジウム 

：新しい肝炎対策 

 

16：00 閉会 
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【一般演題】13：00～14：30 

 

■ 一般演題Ⅰ「健康づくり・地区診断・人材育成」  ★第１会場 ２階 多目的ホール 

座長：村上 悦美（西条保健所健康増進課 主幹）[演題番号１～４] 

   吉川 多賀子（西予市健康づくり推進課長）[演題番号５～９] 

 

 

１ 企業と連携した働き盛りの健康教室における食事調査結果について    

○阿部和子 酒井由佳 川上三紀 佐川壽美江 井上弘美 冨田直明 

今治保健所 

 

２ 成果の見える施策を実施するための取り組みについて    

○高橋真由子 1) 阿部美香子 1) 藤田真美 1)  山内宏美 2) 池田ひとみ 2) 
1)四国中央市保健推進課 2)四国中央保健所 

 

３ 愛南町における地域診断事業の取り組み（第１報）40 代男性のグループインタビュ

ーを通して見えてきた生活習慣の課題と支援方法について    

○荒地ミドリ 1) 中川菊子 1) 池田恵子 1) 尾﨑年恵 1) 宮城美智子 1) 松浦仁美 2) 

 植田真知 2) 井上和美 2) 加藤泉 2) 坂尾良美 2) 廣瀬浩美 2) 
1)愛南町保健福祉課 2)宇和島保健所 

 

４ 愛南町における地域診断事業の取り組み（第２報）関係機関と協働で取り組む健康

づくり    

○中川菊子 1) 荒地ミドリ 1) 池田恵子 1) 尾﨑年恵 1) 宮城美智子 1) 松浦仁美 2) 

 植田真知 2) 井上和美 2) 加藤泉 2) 坂尾良美 2) 廣瀬浩美 2) 
1)愛南町保健福祉課 2)宇和島保健所  

 

５ 保健師の自主的な学習会で確認した意義～「ざくざく学習会」14 年間の軌跡～ 

  ○松岡和彦 1） 村上八千代 1） 渡邉美紀 1） 小林友枝 2） 田内睦 2） 瀨戸裕一 2） 

 河村千里 3） 石井千恵子 4）  武田妙子 5） 本橋るみ子 6） 齋藤希望 7） 

入野了士 8） 宮内清子 8） 他ざくざく学習会員 

   1)今治市 2)愛媛県 3)新居浜市 4)地域活動支援センター土居わかたけ 5)砥部町 

 6)西予市 7)愛媛大学医学部看護学科 8)愛媛県立医療技術大学保健科学部 

 

６ ざくざく学習会新居浜支部で体験した地区診断からの学び 

  ○河村千里 1） 石川久美子 1） 坂井彩加 1） 篠﨑美穂 1） 筒井芙美香 1）  

齋藤希望 2） 石井千恵子 3） 宮内清子 4） 

1）新居浜市 2）愛媛大学医学部看護学科 3）地域活動支援センター土居わかたけ  
4）愛媛県立医療技術大学保健科学部 
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７ 上島町新任期のつどいの実施～地区診断を目指して～ 

  ○高松有希 1) 柳原由美 2) 多木陽子 2) 濱田敦美 2) 松浦里佳 2) 竹林佳子 2) 

   1)上島町住民課 2)上島町健康推進課 

 

８ 地区分析から見た健康課題～住民と一緒に考える地区活動を目指して～ 

  ○武内あゆみ 1) 山下弘子 1) 森本美重 1) 吉川多賀子 1) 三好里恵 2) 

   1)西予市生活福祉部健康づくり推進課 2)八幡浜保健所 

 

９ 八幡浜保健所管内における保健師の人材育成を考える 

○武内典子 小笠原真由子 山西佳恵 上甲圓 河野英明 

   八幡浜保健所 
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■ 一般演題Ⅱ「歯科保健・母子保健」   ★第２会場 ３階 研修室 

座長：早田 亮（四国中央保健所長）[演題番号 10～13] 

   篠原 万喜枝（砥部町保険健康課 センター長補佐兼健康増進係長）[演題番号 14～17] 

 

 

10 西条保健所における口腔ケア実践研修の取組み 

○稲井由美子 富谷純子 野村一美 村上悦美 加地裕子 武方誠二 

   西条保健所 

 

11 高齢者関係施設等における口腔ケアの実態状況調査について 

○川上三紀 酒井由佳 阿部和子 佐川壽美江 井上弘美 冨田直明 

今治保健所 

 

12 松山法人会と協働した壮・中年期勤労者の歯科検診受診促進の取組み 

○高橋直樹 浦戸美緒 山内善代 荒木周一郎 三木優子 

中予保健所   

 

13 乳幼児期のう歯予防の取り組みを効果的に展開するための事業評価の試み－１歳６

ヵ月児健診・３歳児健診の記録分析から－ 

○曽根美幸 大空千津 米田京子 田中沙友里 牧野祥子 

八幡浜市保健センター 

 

14 母子健康手帳交付から始まる子育て支援 

○片山真寿 明比佳那子 黒川由美 宮﨑洋子 

新居浜市保健センター 

 

15 西条市における保護者支援の充実に向けて 

○松木由衣 永井邦香 館とも子 三浦恵美 梶原裕子 

西条市健康医療推進課 

 

16 かんがるークラブの取り組み―1 歳半健診後の育児支援教室― 

○橋本佳奈 栗栖美代子 池内恵美 中川早苗  

松山市保健所 

 

17 県内 10市町の３歳児健康診査の問診票からみた問診の現状と課題 

○西本絵美 1) 河原奈那 2) 曽我美月 3) 塩崎啓子 4) 清水桃子 5) 大城咲子 6)  

山本実季 7) 齋藤希望 1) 西嶋真理子 1) 

1)愛媛大学大学院医学系研究科 2)堀江病院 3)愛媛大学医学部付属病院 4)元愛媛

大学医学部看護学科 5)神戸大学医学部附属病院 6)徳島赤十字病院 7)岡山県真庭

保健所 
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■ 一般演題Ⅲ「精神保健福祉・難病」   ★第３会場 ４階 視聴覚室 

座長：戒能 德樹（心と体の健康センター 医監）[演題番号 18～22] 

   冨田 直明（今治保健所長）[演題番号 23～25] 

 

18 地域ネットワークで支える自殺未遂者支援の仕組みづくり 

○谷村千里 佐尾貴子 矢野公重 古谷光 中井定信 坂尾良美 廣瀬浩美 

   宇和島保健所 

 

19 西予市が取り組んだ「うつ病スクリーニング」による地域介入の効果 

○岡中栄子 1) 福岡美緒 2) 山本晶子 3) 赤松美保 4) 稲垣佐穂 5) 武内八千代 6)  

出森美和 6) 

1)西予市健康づくり推進課 2)明浜支所生活福祉課 3)野村支所生活福祉課 
4)城川支所生活福祉課 5)三瓶支所生活福祉課 6)八幡浜保健所 

 

20 心と体の健康センターにおける認知行動療法研修への取り組みについて 

  ○栗原美香 平野美輪 藤原美佳 兵頭昌子 戒能德樹 竹之内直人 

   愛媛県心と体の健康センター 

 

21 ひきこもり相談室における家族支援の成果と課題～事例からみた当事者の変化～ 

  ○佐野希美 梶原万裕 和田彩子 藤原美佳 兵頭昌子 戒能德樹 竹之内直人 

   愛媛県心と体の健康センター 

 

22 ひきこもり対策推進事業における取り組みについて～ひきこもり相談室を有するセ

ンターの役割から～ 

  ○和田彩子 佐野希美 梶原万裕 藤原美佳 兵頭昌子 竹之内直人 

     愛媛県心と体の健康センター 

 

23 行政が行う断酒例会の効果と意義に関する研究 

  〇宇都宮希代子 松本有加 中川綾 二宮京子 泉千晶 

 八幡浜市保健センター成人保健係 

 

24 認知症になっても住みなれた地域でくらせるまちづくりをめざして－今治市上浦支

所認知症等支援連絡協議会を設置－ 

  ○村上弘子 1) 田頭愛美 1) 中峠理香 2) 国木田人美 2) 野間かおり 3) 

 1)今治市上浦支所 2)今治市伯方地域包括支援センター 3)今治市伯方地域包括支援

センターサブセンター大三島 

 

25 ＡＬＳの事例から在宅神経難病患者の療養支援について考える 

  ○鈴木久美子 白石優海 稲田美香 山西佳恵 上甲圓  

 八幡浜保健所 
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■ 一般演題Ⅳ「感染症・思春期」   ★第４会場 ４階 第１会議室 

座長：廣瀬 浩美（宇和島保健所長）[演題番号 26～30] 

   

 

26 今治保健所における結核対策研修会の取り組みと評価 

  ○玉井幸子 竹内潤子 西原正一郎 佐川壽美江 井上弘美 冨田直明 

   今治保健所 

 

27 宇和島地域感染予防対策ネットワーク基盤構築事業（第３報）～感染予防できる地

域づくりへの促進要因～ 

  ○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 高校生へのエイズ・性感染症予防教室の取り組みについて 

  ○増原彰子 兵藤大輔 兵頭秀美 木原久文 山西佳恵 上甲圓 河野英明 

   八幡浜保健所 

 

29 中予保健所における思春期保健対策の取り組みと課題（第１報）～性感染症対策の

視点から～ 

  ○麓由香里 奥田幸男 森眞弓 山内善代 荒木周一郎 三木優子 

   中予保健所 

 

30 中予保健所における思春期保健対策の取り組みと課題（第２報）～中学生に対する

思春期教室を通して～ 

○正岡田江子 徳弘美智江 檜垣裕子 荒木周一郎 三木優子 

   中予保健所 
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■ 一般演題【誌上発表】 

 

 

31 保育所児童の生活リズムと食事について 

  ○阿部和子 井上弘美 今治保健所管内市町栄養士一同 

今治保健所 

 

32 医療観察制度における地域処遇事例の支援について 

  ○吉江里美 栗原寛子 竹内竜美 相原俊一郎 井上弘美 冨田直明 

今治保健所 

 

33 松山市節目歯周疾患検診受診結果の報告 

  ○福岡美貴 竹田美由紀 渡邊令子 中川早苗 中村清司 近藤弘一 

松山市保健所 
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【分科会】14：30～16：00 

 

 

■分科会Ⅰ「がん検診の受診率向上にむけて 

～地域・職域の特性を活かした健康づくり報告～」 

★第１会場 ２階 多目的ホール 
 

担 当：渡部 恵子（松山市保健所 副主幹）     

戒能 德樹（心と体の健康センター 医監）      

座 長：近藤 弘一（松山市保健所長） 
  

１ 愛媛県がん検診実態把握調査から見えてきた課題と今後の対策 

     森山真季（愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課 専門員） 

 ２ 働く世代を元気に！職場で行うがん対策 

     石田裕美（パナソニック ヘルスケア（株）松山地区健康管理室 看護師） 

 ３ がん検診を受診させるために必要なことは？ 

    梅原綾子（松山市保健所健康づくり推進課 保健師） 

４ 地区活動を活用したがん検診受診率向上対策 

    合田かすみ（西条市健康医療推進課 保健師） 

 

 

■分科会Ⅱ「母子保健活動の未来を考える～今、我々に求められているもの～」 

★第２会場 ３階 研修室 
 

担 当：上甲 圓（八幡浜保健所 健康増進課長） 

    坂尾 良美（宇和島保健所 健康増進課長） 

座 長：豊田 ゆかり（愛媛県立医療技術大学地域交流センター長） 
 

１ 子どもの健やかな成長を見守り育む地域の関わりから  

   玉井弓子（ＮＰＯ法人子育てネットワークえひめ 保健師） 

２ 松山市における子どもに関する切れ目ない相談支援への取組み 

～７年目の現状と課題～ 

佐伯佑子（松山市子ども総合相談センター事務所 保健師） 

 ３ 地域支援体制の構築に向けて 

～南予地域発達障害支援ネットワーク事業の取組みから～       

     中村八重（愛媛県発達障害者支援センター 担当係長） 

 ４ 医療的ケアを必要とする在宅療養児と家族の関わりから 

松本範子（四国中央保健所保健課 保健師） 

５ 意見交換 
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■分科会Ⅲ「ミニシンポジウム： 新しい肝炎対策」 

★第３会場 ４階 視聴覚室 
 

担 当：荒木 周一郎（中予保健所 健康増進課長） 

ほか保健所感染症対策担当者 

座 長：三木 優子（中予保健所長） 
 

  

１ ミニ講演 

   新しくなったＣ型肝炎治療  

   講師：日浅陽一（愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学 教授） 

２ ミニシンポジウム 

（１） 県の立場から 

愛媛県における肝炎対策について 

越智美保（健康増進課感染症対策係 保健師） 

（２） 市町の立場から 

肝炎対策：地域の最前線から ～過去・現在・未来～ 

     室潤子（伊予市市民福祉部健康増進課長） 

（３） 保険者の立場から 

職域保険者の肝炎対策にかかる取り組みについて 

     宮藤日出夫（全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループリーダー） 

 ３ 質疑応答 
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【会場案内図】 
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【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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シンポジウム 

 

テーマ 「地域包括ケアを考える～時代にそった連携と協働」 

 

                   担当：池田ひとみ（四国中央保健所･保健課長） 

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） 

 

【趣旨・概要】 

 少子高齢化の進展により２０２５年を目途に、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られるためには、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特

性に応じて地域包括ケアシステムを作り上げていくことが必要である。 

従来より市町及び保健所においては、高齢者のみならず、母子保健、精神保健、

難病というあらゆる分野でヘルスプロモーションの概念に基づき「地域づくり」に

取り組んできた経緯がある。しかし、地域保健活動の流れがヘルスプロモーション

の核である「地域づくり」から「メタボ及び危機管理対策」に移行してきた。 

今回は、今「地域包括ケアの推進」を契機に、医療・保健・福祉・介護・地区組

織等、多職種と住民が協働した「地域づくり」について共に考える機会とする。 

 

【今回の企画の目的】  

  キーワードは、ヘルスプロモーション？地域包括ケアシステム？ 

               座長：武方  誠二（西条保健所･所長） 

 

【報  告】 

  「地域の実情に応じた具体的な取り組み」 

  

１「医療連携から進める難病保健活動」 

～多職種チームによる相談事業の取り組み～ 

発表者：大道 誠子（四国中央保健所･担当係長） 

 【内 容】 

２０１４年「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、難病施策に

おいて改めて難病保健活動と保健所の役割が提示された。 

愛媛県では、従来から神経難病患者を中心とする在宅療養支援のネットワーク体

制が整備されてきた。当所では、そのネットワークを基盤としつつ、地域の実情に
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応じた難病対策の更なる推進のため、訪問看護ステーション、地域の中核病院、在

宅医療連携拠点センターとの連携強化を図っている。その取り組みの一つとして、

今年度は保健所の「難病医療相談事業」において、訪問看護ステーションから要請

のあった患者について、病院派遣の専門職種（理学療法士・作業療法士・言語聴覚

士）と共に実際に自宅を訪問し、生活支援を重視した相談事業を開始している。 

保健所事業の評価・見直しから、他機関の役割・機能を活かした活動への転換、

多職種による協働事業の実現、というプロセスを振り返り、地域包括ケアシステム

の構築に向けて難病保健活動に必要な視点を考察し、今後の方向性について述べる。 

 

２「地域での切れ目のない母子支援の充実を求めて」 

～民生児童委員と連携した取り組み～ 

発表者：宮﨑 洋子（新居浜市保健センター母子保健係） 
【内 容】 

 工業都市である新居浜市は、県下で松山市東温市に次いで転入者の割合が高く、

1 世帯当たり人口が２．１６人と核家族化が進んでいる。 
このような中、家族のあり方や価値観の多様化により、人間関係が希薄になって

いる社会での子育ては、相談相手も少ないため、育児不安や負担が増大し自信が持

てず、子育てに充分な満足感が得られていないなどの課題がみられる。 
新居浜市保健センターでは、社会全体で子どもたちの健やかな成長を見守り、子

育てしやすい地域づくりを推進するため、地域で核となる民生児童委員に協力を求

め、生後３か月の家庭に訪問する「子育てネットワーク事業」を開始した。この事

業で、孤立化している家庭への声かけや、民生児童委員が中心に開催している地域

子育てサロンの紹介などにより、地域の子育て支援体制を強化することができた。 
また、地域子育て支援拠点施設の開設など広がりをみせている中、保健センター

と地域の関係機関と連携を深め、切れ目のない支援を行うための活動について報告

する。 
 

３「地域に開かれた精神科医療から広がる町づくり 

～愛南町の精神保健活動のネットワーク～」 

発表者：池田 恵子（愛南町保健福祉課・健康増進係） 

 【内 容】 

愛南町は、平成 16年 10月南宇和郡５か町村が合併して誕生した人口 23,191人

（平成 27年 10月 1日現在）の愛媛県最南端の町である。南宇和郡は、昭和 30年

代に 1保健所、1精神科医療機関でスタートしたことから、精神保健福祉活動は、

連携しやすいという土壌があった。昭和 49年当時の御荘精神病院（現御荘病院）
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院長が、精神障害者が地域で自活の道を切り開くための取り組みとして、社会復帰

施設「平山寮」を開設した。これが精神科医療から地域支援に広がった活動の原点

といえる。 

その後、保健、医療、福祉関係機関のフォーマルな組織として、昭和 62年南宇

和精神衛生を考える会（現南宇和心の健康を考える会）が、さらに地域住民を含め

たインフォーマルな組織として、平成元年南宇和精神障害者の社会参加を進める会

（現南宇和障害者の社会参加を進める会）が設立されている。 

これらの医療、行政、地域が協働で取り組んだ経緯を大切にしながら、「共に生

きる街、愛南」の町づくりを展開してきた。 

今回は、時代の変遷とともに取り組んできた愛南町からの町づくり活動の一部を

町行政保健師の立場で報告する。 

 

４意見交換 

 

５まとめ 

 

 

 

-14-



分科会Ⅰ 

テーマ 「がん検診の受診率向上にむけて 

   ～地域・職域の特性を活かした健康づくり報告～」 

担当：渡部 恵子（松山市保健所・副主幹） 

戒能 徳樹（心と体の健康センター・医監） 

座長：近藤 弘一（松山市保健所・所長） 

【趣旨・概要】 

 がんは、昭和５６年より我が国の死因の第１位であり、人口の高齢化に伴い、今

後とも死亡数の増加が見込まれている。がんによる死亡者を減少させるためには、

早期発見・早期治療が重要であることから、自治体および企業は、がん検診の受診

率向上に資するよう対策を行っている。 

この分科会では、課題の明確化、ターゲットの絞り込み、周知啓発、受診環境の

整備、地区組織の活用をキーワードに、地域・職域の特性を活かしたがん検診受診

率向上対策を考え、今後の県民の健康づくりに役立てることを目的とする。 

【内  容】 

「愛媛県がん検診実態把握調査から見えてきた課題と今後の対策」 

発表者：森山 真季（愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課・専門員） 

 がん対策の中でも、検診による早期発見・早期治療（二次予防）は特に重要であ

るが、がん検診は法定検診ではないため、市町が健康増進法に基づき実施する検診

以外（職域、任意の検診）の実態は把握できていない状況である。このため、県で

は、職域等を含めたがん検診の実態把握調査を行い、そこから見えてきた課題を基

に、地域・職域が連携した効果的ながん検診の受診促進に取り組む。

「働く世代を元気に！職場で行うがん対策」 

発表者：石田 裕美（パナソニック ヘルスケア（株）

松山地区健康管理室・看護師）

パナソニックグループでは「健康パナソニック 2018」と題し今年度は 5 疾患 3
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予防活動を中心に健康管理・健康づくり活動を展開している。そのひとつに「がん

対策」があり、がん検診受診率・精検受診率 100％を目指して取り組んでいるので、

その活動内容を報告する。 
 
 
「がん検診を受診させるために必要なことは？」 

発表者：梅原 綾子（松山市保健所健康づくり推進課・保健師） 
 
 松山市のがん検診受診率は、高くても約２０％、低いものでは１０％未満と、目

標とする値には到底及ばない状況である。周知・啓発等様々な取り組みを行ってき

たが、何が受診率を向上させるのか、市民の意識を受診に向かせることができるの

か、今までの取り組みの中から考察する。 
 
 
「地区活動を活用したがん検診受診率向上対策」 

 発表者：合田 かすみ（西条市健康医療推進課・保健師） 
 
西条市においても、がん検診の受診率を向上させるために、様々な対策を実施し

ている。受診勧奨通知、未受診者通知をはじめとして、ポスター掲示、各種イベン

トでの声掛け、受診しやすい検診体制の整備等に取り組んでいる。さらに、地区活

動の活用という事で、地域の健康づくり推進員による受診勧奨訪問を実施している

ので、その経緯について報告する。 
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分科会Ⅱ 

テーマ 「 母子保健活動の未来を考える 

～今、我々に求められているもの～ 」 

 

 担当：上甲 圓（八幡浜保健所健康増進課長）  

               坂尾良美（宇和島保健所健康増進課長）

            

    座長：豊田ゆかり 

（愛媛県立医療技術大学地域交流センター長）

【分科会の趣旨・概要】 

 急速な少子化の進行や核家族化、地域の繋がりの希薄化など母子を取り巻く環境

は厳しくなっており、子育てに不安を抱えている人が多い現状である。 

そこで、支援関係者が、最近の子どもや保育者等の実態を取組実践事例から学び

課題を共有することで、子どもの健やかな成長を切れ目なく地域で支えるため、

我々に求められている母子保健活動について考える機会とする。 

 

【内  容】 

 

１ 「子どもの健やかな成長を見守り育む地域の関わりから」           

   発表者：玉井 弓子（ＮＰＯ法人子育てネットワークえひめ・保健師） 

 

   子育てネットワークえひめは平成 12 年に設立したＮＰＯ法人である。現在、

地域子育て支援拠点事業を松山市（２か所）、新居浜市で運営するほか、病院内託

児ルームなどの預かり保育活動を実施している。今年度は、愛媛県から委託を受け

て「愛顔（えがお）の子育て応援アプリきらきらナビ」を製作しており、県内の子

育て家庭にさまざまな情報提供も行っている。 

平成 26年 4月より利用者支援事業をスタート。多くの相談に対応する中で、妊

娠期からのキレ目のない子育て支援活動として、産婦人科での赤ちゃん教室や離乳

食講座などの新しい企画も生まれた。また、ＮＰＯのみでは解決できないことも、

施設支援など関係機関との連携により少しずつ解決されていくようになった。親子

の健やかな成長を地域で見守ることの大切さをお話させていただきたいと思う。 

 

２ 「松山市における子どもに関する切れ目ない相談支援への取組み 

                       ～7年目の現状と課題～」 

発表者：佐伯 佑子（松山市子ども総合相談センター事務所・保健師） 
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  松山市では、平成 21年度に「松山市子ども総合相談」を開設、「福祉」と

「教育」が連携し、0歳から 18歳までの子どもに関する総合的な相談や、いじ

めや不登校、虐待などのさまざまな事案に対応してきた。平成 26年度には、平

成 27年 4月に施行の「子ども・子育て支援新制度」に対応し、「福祉」と「教

育」がより一体的に対応するため、相談窓口の一元化を図った。 

 窓口を一元化したことで、相談件数は平成 25年度に比べ約 2割増加。中学生

に関する相談が 41％と最も多く、学校関係に関する相談内容が約半数を占めて

いる。受け付けた相談は、継続支援の必要性や支援の方向性を福祉・教育の両方

で協議し、迅速かつ適切に対応している。 

 窓口に入ってくる相談の背景には、養育者の心身の疾病や障がい、家族関係の

複雑さ、経済不安、子どもの発達上の問題など、複雑かつ深刻化している実情が

みられる。このような状況に対応していくためには、さらなる職員の資質向上や

関係機関との連携体制の強化が課題としてあげられる。 

日々、児童福祉の分野で相談支援活動を行っている中で、虐待や不登校、問題

行動などの背景には、養育者の問題や環境要因が大きく影響しており、妊娠期・

乳幼児期からの早期支援により予後は変わるのではないかと感じている。松山市

子ども総合相談センター事務所の取組みから、切れ目ない母子保健活動の大切さ

について報告したい。 

 

３ 「地域支援体制の構築に向けて 

～南予地域発達障害支援ネットワーク事業の取組みから～ 」 

発表者：中村 八重（愛媛県発達障害者支援センター・担当係長） 

         

  発達障害者支援法が施行されて 10年が経過し、発達障害に対する認識は高ま

っていると感じるが、その支援については、地域差があるなど十分な体制が整備

されているとは言い難い。 

 愛媛県では、愛媛県発達障害者支援センターが平成 19年 4月に開設、東予地

域においては、各市町に発達支援の拠点となる専門の相談窓口が設置され、身近

な市町での相談・支援が可能となっている。しかし、南予地域においては、発達

障害に関して身近で相談できる機関が少なく、当事者や保護者が困窮している現

状がある。 

  当センターでは、平成 26年度から南予地域での支援体制構築のため「南予地

域発達障害支援ネットワーク事業」を実施。その中で「南予地域発達障害児（気
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になる子ども）に関するアンケート」を行い、地域の実態や課題を把握し、今後

の支援体制整備に向けた取り組みを行っているので報告する。 

 

４ 「医療的ケアを必要とする在宅療養児と家族の関わりから」 

発表者：松本 範子（四国中央保健所保健課・保健師） 

 

  近年の医療技術の進歩に伴い、医療的ケアを受けながら在宅で生活する子供が

見受けられるようになった。保健所では、小児慢性特定疾病の申請を受け付けて

いる中で様々な疾患を抱えている親子への支援を行ってはいるが、医療的ケアを

必要とする子供の実態は十分に把握できているとは言えない状況である。 

また、平成 27年度より小児慢性特定疾病児童等自立支援事業が県の新規事業

として開始された背景もあり、「医療的ケアを必要とする在宅療養児と家族が切

れ目ない支援を受けられる体制を構築する」を目的に ①在宅療養児及び家族の

実態や特性等を明らかにする ②地域ケアを担う関係機関が児や家族の実態につ

いて共通認識を持つ ③関係機関がそれぞれの支援内容や特徴について相互理解

を深める ④支援体制の課題について関係機関と検討し共通認識を持つ 以上４

項目を挙げ、介護者へのインタビューや関係機関との連絡会等をＰＤＣＡサイク

ルに基づき実施したので報告する。 

 

５ 意見交換 
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分科会Ⅲ 

テーマ 「ミニシンポジウム： 新しい肝炎対策」 

 

担当：荒木 周一郎（中予保健所健康増進課・課長） 

     森 眞弓  （同･感染症対策係長）ほか 

 

座長：三木 優子 （愛媛県中予保健所・所長）  

 

【分科会の趣旨・概要】 

肝硬変、肝がんの主因であり国内最大の感染症である肝炎は、永年、公衆衛生上

の課題であった。近年の肝炎治療の進歩には目を見張るものがあり、肝炎対策の新

時代（エポック）を切り開いたと言える。 

従来の肝炎対策からどう変わるべきなのか、異なる分野のオピニオンを聴き、私

たち住民の健康づくりを支援する立場にある者は今何をすべきかを明瞭にする。 

 

【内 容】 

１ ミニ講演 

「新しくなったＣ型肝炎治療」  

講師：日浅 陽一（愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学） 

 

 本邦において、C型肝炎は 180万人の患者がいると言われ、B型肝炎とともに国

内最大級のウイルス感染症である。これらの肝炎ウイルスは持続感染により肝線維

化を進行させ、肝硬変に至り肝癌を発生させる。肝がんの予防、肝がん死亡率の低

減のためには肝炎の治療が必要であり、とりわけ肝硬変の 6割を占める C型肝炎の

治療が重要である。 

 C型肝炎は今まで、インターフェロンを用いた治療が中心であった。しかし、イ

ンターフェロンは副作用が多く、そのためインターフェロンが使えない合併症のあ

る方や、高齢者など、不適応者が多く、また治療しても副作用と闘いながらの忍耐

を必要とした。しかし、近年、ウイルスに直接作用する Direct Acting 

Antivirals; DAA製剤が登場して治療は一変した。副作用は軽微となり、あらゆる

患者さんが治療導入できるようになり、また治療効果も 95%以上の成功率と格段に

向上した。DAA製剤も進化を遂げており、2014年 9月に発売されたダクラタスビル、

アスナプレビルの治療から、2015年 8月末に発売された、ソホスブビル+レディパ

スビルの治療、さらにパリタプレビル+オムビタスビルの治療が承認され、ともに
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高い治療効果を示している。また、開発が遅れていたジェノタイプ 2型の患者さん

にも内服のみの治療が発売され、ほぼ全員の C型肝炎患者さんでウイルス排除する

ことが現実的になってきた。C型肝炎の治療は治れば幸運だという時代から、全員

を治すべき時代に大きく変わりつつある。 

 愛媛県の肝がん 75 歳未満年齢調整死亡率は高い。2012 年に全国ワースト 1 位と

なった。肝疾患診療拠点病院である愛媛大学に設置された肝疾患診療相談センター

では、肝炎、肝がんの治療の現状および肝炎健診受検率向上を目指して、愛媛県と

連携して積極的な啓発活動に取り組んでいる。しかし、2014 年に再び肝がん死亡

率ワースト 1位に返り咲くなど、充分な効果が得られているとは言いがたい。今後、

愛媛の患者さんを肝がんから守るためには、医療機関のみならず、愛媛県および市

や町、特に保健所の積極的な協力が必要不可欠である。肝炎患者の迅速な囲い込み、

および正しい肝炎、肝がんの治療にどのようにして結びつけるか、議論できれば幸

いである。 

 

２ ミニシンポジウム 

（１）県の立場から 

  「愛媛県における肝炎対策について」 

発表者：越智 美保（健康増進課 感染症対策係・保健師） 

 

 肝炎患者の治療促進等を目的とした「肝炎対策基本法」が平成 21 年に制定され、

愛媛県においても、同法の趣旨に基づき、「肝炎対策推進計画」を 24 年７月に策

定し、肝炎の予防と早期発見、安心して治療が受けられる社会づくりを基本目標と

した肝炎対策を推進している。 

肝炎ウイルス検査の促進を目的として、県は、13 年度から保健所等に相談・検

査の窓口を設置し、県民の利便性向上の観点から医療機関における無料検査を実施

している。市町は、14 年度から、老人保健法に基づく老人保健事業基本健診とし

て肝炎ウイルス検査を導入し、20年度から、健康増進事業として実施している。 

また、20 年度から医療費助成事業を実施しており、今年度（27 年度）からは、

肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業を開始し、市町と連携しながら、早期治療

につなげるとともに検査費用を助成し、重症化の予防を図ることとした。 

一方、医療機関連携については、県内に１か所の肝疾患診療連携拠点病院と 13

か所の専門医療機関を指定し、地域における肝炎治療と患者の支援を目的として、

診療体制の構築を図っている。 

これまでの肝炎対策の取組みと今後の課題について報告する。 
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（２）市町の立場から 

  「肝炎対策：地域の最前線から ～過去・現在・未来～」 

発表者：室 潤子（伊予市市民福祉部健康増進課） 

 

本市における肝がんの標準化死亡比（SMR）は、昭和 58年老人保健法開始以降、

上昇傾向であったが、平成 15～19 年には、男性 352.8、女性 260.3、平成 20～24

年には、男性 328.8、女性 244.8 とやや減少に転じた。本市は、従来から肝がん、

慢性肝炎、肝硬変による死亡率が高く、肝がんの SMRも全国平均を大きく上回って

おり、肝炎対策は、本市の保健行政を進める上での重要課題として、その対策に取

り組んできた。特に、平成 9年度からの 3年間は、国の地域保健特別推進事業の採

択を受け、県、医師会、愛大医学部、四国がんセンターの支援のもと、全市的にＣ

型肝炎対策に取り組み、その手法は、現在の健康増進事業の肝炎ウイルス検診に引

継ぎ、実施・継続している。 

近年、肝炎に対する新しい治療法が次々と開発され、肝硬変、肝がんへの進行を

防ぐことが可能となってきた。このことは、地域の健康課題に取り組んできた私た

ちをはじめ、肝臓病で悩む人たちにとって画期的な出来事であり、将来、肝臓病が

公衆衛生上の課題でなくなる日が来ることを期待したい。 

 

（３）保険者の立場から 

  「職域保険者の肝炎対策にかかる取り組みについて」 

発表者：宮藤 日出夫（全国健康保険協会愛媛支部） 

 

全国健康保険協会のデーターヘルス計画においては、支部(県)毎に、地域の実情

にあわせた健康課題を把握し実施することになっています。そこで、愛媛支部では、

肝がん年齢調整死亡率の高さに着目し、「肝炎に関する普及啓発、肝炎重症化予防、

地域との連携」について、平成 27年度から平成 29年度までの３年間重点的に取り

組むこととしています。 

初年度である今年度は、県や愛媛大学医学部附属病院など関係機関のご協力をい

ただきながら、「県内事業所(2,600)への肝炎啓発リーフレット配布や肝炎対策実

施状況アンケート調査、肝炎ウイルス検査受検状況の現状把握(平成 23年度から平

成 25年度)、陽性者への受診勧奨等」を実施しましたので、その取り組み内容を報

告するとともに、地域自治体と職域保険者の協力連携を呼びかけたい。 

 

３ 質疑応答 

４ 総括   講師：日浅 陽一 
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企業と連携した働き盛りの健康教室における 

食事調査結果について 

 
○阿部 和子  酒井 由佳  川上 三紀  佐川 壽美江 

        井上 弘美   冨田 直明 （今治保健所） 

 

Ⅰ はじめに 

 東予地方局管内３保健所では、平成 24 年

度から働き盛りの健康づくりを推進するため

企業を対象に、「愛顔のけんこう応援レタ

ー」の配信、出前健康講座、地域職域健康づ

くり担当者会を開催し、健康診断・がん検診

受診率の向上、生活習慣病の改善など職域保

健の充実が図れるよう取り組んできた。 

 今治保健所においては、平成 25 年度には

管内企業従業員 1,054 名を対象とした「働き

盛りの健康づくりに関するアンケート」を実

施し、健康づくりに関する知識や習慣等の実

態を把握し、その課題について事業所担当者

と検討を重ね、従業員を対象に生活習慣改善

のための健康教室を開催した。 

また、平成 26 年度には、実際に企業に出

向き、働く世代の健診等の現状について聞き

取り調査を行い、健康診断等の問題点を明ら

かにした。そして、健康づくりのための職場

環境を整備するために、健康管理担当者を対

象に地域職域健康づくり担当者会を開催した。 

 今年度は、管内企業と連携し、特定健診で

動機づけ支援と判定されたの人を中心に、年

間を通じた健康教室を実施し、健康づくり支

援を行っている。その健康教室の中で、参加

者（男性 36 名：ＢＭＩ25 以上の人）を対象

として食事診断を実施したのでその結果につ

いて報告する。 

 

Ⅱ 方法 

1 調査時期 

  平成 27年 7月～8月 

2 調査方法 

  食事調査票を事業所から教室参加者（表

1のとおり）本人に配布し、教室の際に食

事状況を聞きとり、「食事しらべ 2014」

に入力し集計した。 
（表 1）教室参加者（人） 

年代
BMI

2 12 8 6 28
1 3 3 7

1 1
3 15 9 9 36

３５以上
計

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 計

２５～３０未満
３０～３５未満

 

 

3 調査内容 

  国民健康・栄養調査の「24時間食事摂

取状況調査」を使用し、調査した。 
 

Ⅲ 結果 

 1 栄養素摂取状況 

（1）年代別栄養素等充足率 

表 2のとおり、食事摂取基準の栄養素必

要量に対する年代別摂取割合は、エネルギ

ーは 70％、たんぱく質は 95％だった。 

  食物繊維は 50％で 50 歳代が少なかった。

カルシウム 42％、鉄 77％、ビタミンＡ

83％、ビタミンＣ43％であった。ビタミン

Ａは 40歳代が 182％と多く 20、30歳代は

33％、47％と少なかった。 

 （表 2）年代別栄養素等充足率 

エネルギー たんぱく質 脂質 食物繊維
20歳代 74% 85% 67% 48%
30歳代 78% 104% 98% 58%
40歳代 64% 89% 71% 52%
50歳代 61% 90% 81% 35%
全体 70% 95% 84% 50%  

 
カルシウム 鉄 ビタミンＡ ビタミンＣ

20歳代 39% 64% 33% 16%
30歳代 45% 86% 47% 43%
40歳代 38% 79% 182% 54%
50歳代 49% 62% 61% 41%
全体 42% 77% 83% 43%  

 

（2）勤務形態別栄養素等充足率 

勤務形態別では、表 3のとおりシフト勤

務有がたんぱく質、脂質、食物繊維、カル

シウム、鉄、ビタミンＡ、ビタミンＣとも

にシフト勤務無に比べて充足率は低かった。 
 

（表 3）勤務形態別栄養素等充足率 

エネルギー たんぱく質 脂質 食物繊維
70% 95% 84% 50%

有 62% 75% 56% 38%
無 73% 103% 95% 54%

全体

シフト
 

カルシウム 鉄 ビタミンＡ ビタミンＣ

42% 77% 83% 43%
有 36% 55% 30% 20%
無 44% 85% 103% 52%

全体

シフト
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2 食品群別摂取状況 

（1）年代別目標量と摂取量の比較 

表４～６のとおり、穀類・いも類は各年代

とも目安量に比べ少なかった。魚介・肉・

卵・乳類の摂取量では、肉類の摂取量が多く

30～50 代で目標の 2 倍も摂取していた。乳

類は、目標よりも特に少なく、30～50 歳代

の摂取が少なかった。 

 野菜の量については、どの年代ともに目標

より大幅に摂取量が少なかった。 
 

（表４）穀類・いも類の摂取量と目安に対する割合 
穀類 いも類

目安量 792ｇ 110ｇ
20 歳 代 602ｇ(76%) 17ｇ(15%)
30 歳 代 641ｇ(81%) 17ｇ(15%)
40 歳 代 561ｇ(71%) 25ｇ(22%)
50 歳 代 439ｇ(55%) 26ｇ(23%)  
 

（表５）魚・肉・卵・乳類の摂取量と目安に対する割合 

魚介類 肉類 卵類 乳類
目 安 量 50ｇ 40ｇ 50ｇ 220ｇ
20 歳 代 53ｇ(106%) 36ｇ(90%) 19ｇ(39%) 167ｇ(76%)
30 歳 代 33ｇ(65%) 111ｇ(279%) 37ｇ(73%) 22ｇ(10%)
40 歳 代 44ｇ(89%) 82ｇ(206%) 19ｇ(39%) 38ｇ(17%)
50 歳 代 44ｇ(89%) 99ｇ(247%) 38ｇ(75%) 24ｇ(10%)  
 

（表６）野菜類の摂取量と目安に対する割合 
野菜類 緑黄色野菜 その他野菜

目 安 量 350ｇ 120ｇ 230ｇ
20 歳 代 93ｇ(27%) 28ｇ(23%) 65ｇ(28%)
30 歳 代 173ｇ(49%) 56ｇ(47%) 117ｇ(51%)
40 歳 代 217ｇ(62%) 119ｇ(99%) 98ｇ(43%)
50 歳 代 149ｇ(42%) 57ｇ(47%) 92ｇ(40%)  
 

（2）勤務形態別目標量と摂取量の比較 

表 7～9 のとおり、シフト勤務有はシフト

勤務無に比べて肉類や卵類、野菜類の摂取は

少なかった。反面、表 10 のとおり、アルコ

ール飲料の摂取は多くなっていた。 
 

（表７）穀類・いも類摂取量と目安に対する割合 

穀類 いも類
792ｇ 110ｇ

567ｇ(72%) 21ｇ(19%)
有 588ｇ(74%) 9ｇ(9%)
無 559ｇ(71%) 26ｇ(23%)

目安量
全体

シフト
 

 

（表８）魚・肉・卵・乳類摂取量と目安に対する割合 

魚介類 肉類 卵類 乳類
50ｇ 40ｇ 50ｇ 220ｇ

40ｇ(80%) 95ｇ(237%) 31ｇ(62%) 39ｇ(18%)
有 43ｇ(87%) 37ｇ(93%) 18ｇ(36%) 60ｇ(27%)
無 39ｇ(78%) 117ｇ(292%) 36ｇ(72%) 30ｇ(14%)

全体

シフト

目安量

 
 

（表９）野菜類の摂取量と目安に対する割合 

野菜類 緑黄色野菜 その他野菜
350ｇ 120ｇ 230ｇ

171ｇ(49%) 69ｇ(58%) 102ｇ(44%)
有 79ｇ(23%) 21ｇ(17%) 59ｇ(25%)
無 207ｇ(59%) 88ｇ(74%) 119ｇ(52%)

シフト

目安量
全体

 
 

（表 10）菓子類・アルコール飲料・その他の嗜好飲

料の摂取量 

菓子類　 アルコール飲料 その他の嗜好飲料

9ｇ 172ｇ 297ｇ
有 3ｇ 315ｇ 245ｇ
無 12ｇ 117ｇ 317ｇ

全体

シフト
 

3 朝食について 

 朝食は、36 名中 7 名（19％）が欠食して

いた。 
 

Ⅳ 考察 

 教室参加者は、年代や勤務体制の違いはあ

るが、全体的に野菜が不足していた。また各

栄養素が不足していて、栄養のバランスの悪

い食生活を送っている事が分かった。 

健康教室での食事診断は、自分の食生活を

振り返り、食生活の改善点を理解するために

重要であり、今回も野菜不足や主食+主菜＋

副菜の組合せができていないなど個々の改善

点が見い出せたようである。 

 しかし、1日のみの食事診断だったため、

シフト明けの休日等勤務日以外の日は食生活

が違うという声も聞かれたので、複数日の調

査が必要だと感じた。 

 

Ⅴ まとめ 

教室参加者は男性のみで、家族の協力が得

られず食生活改善が難しい人も見られた。 

食事診断は、自分の食事の改善点を明確に

し、今後の食生活改善に取り組む動機づけに

は効果的である。しかし、調理担当者の協力

は不可欠であるため、今後は家族を巻き込ん

だ支援を考えて行く必要があると思った。 

また、個人の食事診断結果から、社員食堂

のメニューや自動販売機の糖分の多い飲み物

等職場の食環境の問題点も見えてきたことか

ら、個々への食生活支援のみでなく会社の食

環境の整備についても指導していきたい。 

その結果を踏まえ、今後も企業と連携して

多職種協働で健康づくりに取り組んでいきた

い。  
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成果の見える施策を実施するための取り組みについて 

 

○高橋真由子 阿部美香子 藤田真美 （四国中央市保健推進課） 

        山内宏美 池田ひとみ （四国中央保健所） 

 

1 はじめに 

四国中央市では平成 18年３月、健康づく

り計画「健康でいこや！四国中央」を策定し

平成 26年３月まで食生活・運動・歯の健康

たばこ・こころの分野別に数値目標を設定し、

保健センター内の各職種が協働で事業の企

画・実施・評価に取り組んできた。 

平成 25年３月、「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

の基本指針」（以下、「基本指針」という）

が改正され、地域の優先的な健康・栄養課題

の明確化とＰＤＣＡサイクルに基づく施策の

推進が求められることとなり、それらを確実

に実施できるよう取り組みを始めたのでその

取り組みと課題を報告する。 

 

２ 現状 

 例年保健師・栄養士が協議して、母子保健

事業・食を通じた健康づくり事業・健康増進

事業等の企画を行ってきた。 

食を通じた健康づくり事業は、主に栄養士

が担当しており、食生活改善推進協議会員に

は協議会事業計画に沿って年間計画を立て、

入会促進を目的とする事業では、日本食生活

協会の推進員養成カリキュラムを参考に事業

の企画を行っている。 

健康増進事業については主に保健師が中心

になり、市の健康づくり計画の目標である高

血圧・糖尿病・高脂血症への健康課題達成に

向け「アンチエイジング教室」（表 1）や

「ヘルシー大学」等の事業を実施し、その企

画や評価の際に栄養士が連携してきた。 

 

 

３ 取り組み 

基本指針の改正後、平成 26年度から保健

所が実施している市町栄養士等業務推進支援

事業（以下、「支援事業」）という）の中で、

地域課題の探り方についての研修が始まった。 

はじめに、市の重点事業を書き出しその事

業の健康づくり計画での位置づけや事業の背

景、事業の目的を見直してみた。そこで四国

中央市の優先的に取り組むべき健康・栄養課

題が本当に高血圧、糖尿病、脂質異常症なの

かと言う根拠について十分な説明が出来ない

回数 内    容 

１ 
【内側から若返るための健康ライフ】 
講義「血管年齢・生活習慣について」 
グループワーク・血管年齢測定 

２ 【もっと健康になれる食事の仕方】 
講義「生活習慣病予防・おやつ・果物 

バランスのよい食事等」 
グループワーク ３ 

４ 【エンジョイ♪ウォーキング】 
講義「自分に合った効果的なウォーキング」 
運動実技「野外ウォーキングとストレッチ」 ５ 

６ 

【知っておきたいストレスとアンチエイジング】 
講義「ストレスとアンチエイジング」 
グループワーク「褒めちぎりゲーム」 
ストレス解消体操・血管年齢測定・唾液スト

レスチェック 

表 1 「アンチエイジング」教室カリキュラム 
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ことに気が付いた。また、事業の評価方法に

ついてもカリキュラムのテーマや講師、人集

めの方法、出席率等の評価は出来ていたが、

健康づくり計画の中の目標の評価につながる

事業評価ができていなかった。 

今年度は支援事業の中で、東予地域の 3市

が試行的に地域診断を実施することになり、

妊娠の届出をした方へのアンケートの集計を

行ってみたところ、健康・栄養問題の原因を

探るために必要な食事アンケート等のデータ

がないことがわかり、集計を断念せざるをえ

なくなった。 

次に、市が実施している特定健診のデータ

を使用して集計を実施した。ピポットテーブ

ルを使った集計方法についても勉強したこと

から、その技法を使用し合併前の地区別、年

代別、性別に分類して糖尿病、高血圧、高脂

血症、脳血管疾患の罹患数等について集計し

グラフ化を試みた。 
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４ 結果 

 今回の支援事業において地区診断を実施し

てみた結果、健康寿命の延伸や健康格差の縮

小を目指すためには、よりきめ細やかに地域

の現状を把握することが必要であることを痛

感した。 

 特定健診のデータ集計を行うことによって、 

市の様々な特徴が明らかになり、地区毎に差

があるのではないかということもわかり、課

題のある地域や階層には計画的に支援を行い、

健康状態が良好な地域や改善に成果を上げて

いる地域の取り組みは、他の地域に広げられ

るような仕組みも必要であると感じた。 

 

５ おわりに 

 保健センターに勤務する栄養士数は少なく

地域診断を実施することは困難であると思っ

ていたが、今回の支援事業の中で問題をひと

つずつクリアーにしていき、地域診断の手法

を学ぶことが出来た。この取り組みを生かし

て、センター内においても多職種協同により

特定健診等の結果や各種調査結果の総合的な

分析を通して、地域の優先的な健康問題を明

確にしていきたいと考える。 

 また、市町栄養士等業務推進支援事業にも

積極的に参加し、他市との情報共有や栄養士

として資質向上に努めていきたい。 

 

 

 

図 1 四国中央市の健診データ集計（年齢・性別・HbA1c） 

図 2 四国中央市の健診データ集計 

（年齢・性別・HLD・LDL・中性脂肪） 
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愛南町における地域診断事業の取り組み（第 1報） 

40 代男性のグループインタビューを通して見えてきた生活習慣 

の課題と支援方法について 
 

○荒地ミドリ  中川菊子  池田恵子  尾﨑年恵  宮城美智子 （愛南町保健福祉課） 

 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） 

 
はじめに 

 2013 年度から宇和島保健所との協働で地域

診断事業に着手した。1年目は愛南町の健康課

題を明らかにするために、健診データ等の量的

データの分析を行い、その結果、旧町村別、性

別、年代別に差異がみられた１）。特に肥満や脂

質異常、乱れた食生活習慣が 40 代男性に多い

ことが判明した。今のところ、40 代男性に焦

点を当てて、検査データが有所見となる生活習

慣や環境要因を具体的に示した報告は乏しく、

ましてや愛南町に特化した報告はない。そこで、

2 年目は、愛南町在住の 40 代男性に焦点をあ

てて質的データ（グループインタビュー）の収

集及び分析を行ったので、結果を報告する。 

対象 

愛南町在住の 40 代男性で、直近の特定健診

の結果、何らかの有所見が 1 つでもあった者、

または治療中の者。1年目の分析結果を踏まえ、

保険者ごとの特性を除外するため、保険者は全

国健康保険協会愛媛支部(以下､協会けんぽ)、

愛南町共済組合(以下､共済)、愛南町国民健康

保険(以下､国保)の 3つを対象とした。 

方法 

 対象者の選定は公平性を担保するため、協会

けんぽの保健師及び愛南町保健師が行い、その

結果、協会けんぽ 4名、共済組合 7名、国保 4

名、計 15 名の同意が得られた。特定保健指導

の支援レベルは、積極的支援 6名、動機づけ支

援 4名、情報提供 5名であった。 

15 名に対して、インタビューガイドを用い

た約 90 分間のフォーカス・グループ・インタ

ビューを実施した。インタビューは、①検査デ

ータに影響を及ぼす生活習慣や環境、②健康づ

くりに役立つ環境･支援について行い、内容は

IC レコーダーに記録し、逐語録を作成した。

分析は、愛南町、宇和島保健所、愛媛大学の 3

者で、質的記述的方法を用いてカテゴリー化し

た。 

結果 

①検査データに影響を及ぼす生活習慣や環境 

【Ⅰ食生活】、【Ⅱ飲酒】、【Ⅲ運動不足】、【Ⅳ喫

煙】、【Ⅴライフイベントなどの環境の変化】、

【Ⅵ健康情報の偏り】の 6カテゴリーに分類さ

れた。（表 1） 

 
②健康づくりに役立つ環境・支援 

【Ⅰセルフモニタリング】、【Ⅱソーシャルサ

ポート】、【Ⅲ個別性の重視】、【Ⅳ社会的役割遂

行に支障のない日程や時間調整】､【Ⅴ健康食

堂】の 5カテゴリーに分類された。（表 2） 

カテゴリー サブカテゴリー コード

Ⅰ食生活 味付けが濃い・甘い

他市で出された料理が相当薄味で、食べれんかった/魚の

煮つけは甘辛い/愛南の赤飯は甘い。よそで食べる赤飯と全

然違う/甘いのが普通に美味しいと思うとる

大食い・早食い・

ながら食い

高校時と同じ、毎食どんぶり２杯ずつ食いよった／おかずは

大皿でポンと出る／飲み会の「あて」は山盛りにした大皿を

皆がつついて食べる/5分未満で食べ終わる／足りんのはい

けん、余るほどつくる

寝る前の飲食

仕事で帰るのが23時、24時が1週間くらい続くと、それから

帰ってたべる/職場でも食べて、家に帰っても食卓に食事が

あるので、それを食べてしまう

偏食
肉がどうしても好きで野菜はとらん/嫌いなものは食べたくな

い/昼は基本ラーメン。楽で早い。手も込まない

間食が多い

皆がお菓子を買ってきて、大きい箱の中にいっぱい入れて、

お腹が空くたんびに取って食べる/職場で残業中にカップ

ラーメンまつり、菓子パンまつりをする。周りが食べているの

に自分だけ食べないのもなんなんで

Ⅱ飲酒
お酒はみんなでたるば

飲む

お酒は皆でたるば飲む/お酒が好きということはないけど、の

せられたら飲んでしまう/会議の後に懇親会があって、そこで

お酒が出てくる

「ふつう」と答える量が多

量飲酒

缶ビール350ｍｌなんて、もうほとんどジュースくらいかなと思

う/1次会では、ビール6,7杯はいくよね/2次会では、4,5人で

焼酎のボトル2本ぐらい空いとります

海端ではさらに飲む 愛南町でも、西海、内海の半島と山の方はさらに飲む

Ⅲ運動不足 車文化
バスが1時間に1本しかない/交通が不便だからみんな車/

ちょっとしたとこでも行くいうたらすぐに自家用車で行く

仕事の環境
仕事は座りっぱなしの仕事でほとんど体は動かさない/運動

する時間や余裕がないのが現実で、運動は毎日できない

必要に迫られていない 健診で指摘されるまでは全く運動をしていなかった/若い頃に

比べ、運動する量が少なくなっている/休日はほとんど家に

いてゴロゴロしている

継続の難しさ
運動しようとは思うけど続かない/１人でしようと思って決め

ると、寒かったり、暑かったりや感情の面で続かない

Ⅳ喫煙 喫煙
悪い悪いと言われるけど、止めることができない/食べた後と

飲んだ時のタバコは美味しかった

知識不足
やっぱ仕事なんかでイライラする時に必要/今、自覚症状も

ないし、90歳の叔父がタバコを吸っていた

結婚 結婚してから体重が増えた

職場の異動
仕事が忙しくなると生活が不規則になり、暴飲暴食になって

体重が増えた

子どもの成長
子どもが小さい頃は一緒に運動していましたけど、、高校生

になったらしてくれませんよ

とにかく減量 体重は減ったけど、持久力・筋力もなくなった

誤った方法
ご飯を食べないようにしています。言うても麺類はとるんです

けど/ご飯を減らす代わりに、ビールを飲むようになった

認識の誤り
毎日昼食がラーメンだが、家族皆が高血圧なので、遺伝的

なところがあるのかなと思う。

Ⅴライフイベントな

どの環境の変化

Ⅵ健康情報の偏り

表１　40代男性の特定健診データが有所見となる関連要因（抜粋）
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考察 

１ 検査データに影響を及ぼす生活習慣や環境 

40 代男性が有所見となる要因として、食生

活や飲酒、喫煙、運動といった先行研究と同様

のカテゴリーが抽出された。 

愛南町ならではのものとして語られたのが、

食事は「おかずは大皿でポンと出る」「足りん

のはいけんけん余るほどつくる」といった大皿

文化、「愛南町の赤飯は甘い」「魚の煮つけが甘

辛い」といった濃い・甘い味付けの特徴、「も

ともとの醤油も甘い」といった調味料の特徴、

「お酒は皆でたるば飲む」(たるば飲むは、思

う存分飲むという意)や「周りが食べているの

に自分だけ食べないのもなんなんで」といった

発言でみられるように、周囲とのつきあいや協

調性を大事にする文化、「交通が不便だからみ

んな車」という車文化の特徴がみられた。飲酒

は広く祝祭や会食などの場面で行われ、生活･

文化の一部として、また、コミュニケーション

の重要な手段となっている。これらからは職場

や地域の付き合いを大切に考える住民性、強み、

その一方、大皿に余る程の料理を用意し各自が

好きなだけ飲食する習慣や車移動による運動

不足の環境が挙げられる。その結果、肥満等に

つながりやすいと考えられた。生活習慣病は

日々の生活や暮らしを支える祝祭を含む地域

文化と密着に関係しており、文化の継承も含め

て地域の良さと生活習慣の改善、環境整備を住

民とともに考えていく必要性がある。 

２ 健康づくりに役立つ環境・支援 

セルフモニタリングや個別性の重視といっ

た先行研究と同様のカテゴリーに加えて、効果

的な介入時期について示唆を得ることができ

た。40代は、「60歳の人を見た時、健康な人も

おるしそうでない人もおる。今の生活が影響し

とるっていうのはなんとなく分かる。もう 10

年経ったらそこにいくけん今が大事」といった

語りが示すように定年後の自身の将来像と生

活習慣を関連づけられ、「体の限界が分かって

きた」という語りは健康への危うさを感じ始め

る時期であることが考えられた。 

【社会的役割の遂行に支障ない日程や時間

の調整】のカテゴリーは、時期や部署によって

社会的役割が様々であることから、仕事に支障

ない日程調整をする必要性があると考えられ

た。【健康食堂】は、「そこに通い詰めると必ず

健康に」といった希望に近い語りだと考えられ

るが、その背景には、容易に実行できる健康行

動をとりたいという気持ちの一つとして、そう

いった環境が述べられたと考えられた。「スマ

ホ管理で、同じ環境でみんなで話したりする」

といった語りも、仕事の遂行に支障のない時間

帯において、比較的取り入れやすいツールの一

つとして ICT の活用が述べられたと考えられ

た。 

個別や地域性の重視を基盤とし､ICT を活用

する等､個･仲間づくり･環境への働きかけが重

要であると考える。 

 
参考文献 
１）松浦仁美・植田真知・井上和美ほか：合併 10 年

目を迎える愛南町の地域診断 1 年目の取組み.愛媛県

地域保健研究集会：54-55.2015 

カテゴリー サブカテゴリー コード

活動記録をつける
ノートに日々書く習慣をつけていったら、体重が落ちていくし、

血圧を測ったりというのも今も続いている

健診勧奨
50代で人間ドックを1回も受けていない人がいる。自分の体を

分析することが大事

自分の状態を知ることが一番大事だと思うが、ずっとつける

のはしんどい、スマホ等でデータを管理してくれたらいい

歩数や摂取カロリーのアプリで自分の頑張りが見える

食事で摂ったカロリーや栄養バランスが知りたい、気にした

い

お酒を今日はこんだけ飲んだら、何キロカロリー摂取しまし

たよというような目安が知りたい

ICTの活用
スマホ管理で、同じ環境でみんなで話したりするといい、みん

なで競争すると違うんかな

成功体験を語る
禁煙して、どんだけ楽になったか、いいことがあったか言うよ

うにしています

自分らの年代のサークルみたいなのがあったらいい

一人やったら億劫やけん、歩くにしても走るにしても面倒くさ

い

無理のない目標を立て

る
無理な目標をせず、できるとよい

実行可能な方法を共に

考案
日常にプラスアルファするくらいでできるとよい

60歳の人を見た時、健康な人もおるしそうでない人もおる。

今の生活が影響しとるっていうのは、なんとなく分かる。もう

10年経ったらそこにいくけん、今が大事なのかな

病気になるとお金がかかる。軽いうちに治す方がよい

体の限界が分かってきた。それに合わせた改善をする

運動できるなら仕事を頑張る（と発言した背景にある思い）

規則正しい生活が分からない。自営をしていると、規則正しい

生活が難しい

健診結果は、支所に行ったら教えてくれるのか。自分の体の

ことなので聞きに行きたい

12月末から2月までは、仕事がオフなので体を動かさない

健康食堂的なものが各地域にあって、そこに通い詰めたら健

康になるというところがあるとよい

与えられたものを食べると、バランスよく摂れるというのが必

要

食事時間・食事内容 時間帯によって、これしか食べたらだめ。通い詰めて健康を

保てる

表２　40代男性の生活習慣改善に役立つ健康づくりのための環境や支援  （抜粋）

Ⅰセルフモニタリン

グ

40代を意識した支援

Ⅱソーシャルサポー

ト

Ⅲ個別性の重視

Ⅳ社会的役割遂行

に支障のない日程

や時間調整

Ⅴ健康食堂

ICTの活用

思いやプライドの重視

日程や時間の調整

食事バランス

仲間・場所がある
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愛南町における地域診断事業の取り組み（第２報） 

関係機関と協働で取り組む健康づくり 
 
○中川菊子 荒地ミドリ 池田恵子 尾﨑年恵 宮城美智子（愛南町保健福祉課） 

 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） 

 

はじめに 

 愛南町では合併２年後の 2006 年度に町の

健康増進計画を立案し推進してきた。ヘルス

プロモーションの理念を採用し、健康は個人

の健康観に基づき、一人ひとりが主体的に取

り組むこと、個人の行動変容を支援していく

環境整備のために家族や地域ができること、

行政ができることを示した。中でも、健康づ

くりのための地区組織リーダーの育成や関係

機関との協働での取り組みを重点に進め、一

定の成果は感じているものの、主体的な活動

の展開には課題を感じている。一方、市町村

合併の大きなうねりに直面し、この 10 年で

旧町村単位での健康課題を捉えづらい状況に

あった。 
 そのような中、2013 年度から宇和島保健所

との協働で「地域診断事業」に着手したので、

その取り組みの経緯と内容を紹介するととも

に、関係機関が共に地域の健康課題を共有し

検討することの効果について「県民健康づく

り運動地域推進会議」を通して整理したので

報告する。 
方法 

１．取り組みの経緯と内容（図１） 
経緯および内容の概要について、図１に示

す。 
 
 
 
 
 
  
 

２．県民健康づくり運動地域推進会議（図２） 
2014 年度の会議内容を図２に示す。 
 

 
 
 
１）対象 

愛南町役場内の関係各課、愛媛県国保連合

会、協会けんぽ愛媛支部、警察、消防署、PTA
連合の代表者、B&G 海洋センター、公民館

等の関係職員、計 40 名。 
２）分析方法 

会議前後に２回､同一内容のアンケート(７
項目）を実施し､Wilcoxon の符号付き検定で

前後を比較した。アンケートは、会議出席者

のうちスタッフを除いた 30 名に実施した。 
会議のグループワーク「愛南町の健康課題

に対して､実際に取り組める内容」で出された

意見（付箋紙）について分類し整理した。 
結果 

１．会議前後のアンケート結果（表１） 
アンケート回収数 29 名（回収率 90.6％）

「愛南町の働き盛り世代に共通する健康課題

を把握している」「新たな活動案の創設」等の

６項目が有意に向上した。一方、「健康課題に

対して自分の立場で何らかの活動を実施した

い」の項目に変化は見られなかった。 
２．グループワークで出された意見（表２） 

町で今後取り組めそうな対策案として 56
項目が抽出され､これらは｢運動｣ ｢アルコー

ル｣ ｢たばこ｣ ｢野菜｣ ｢カロリー｣ ｢砂糖｣ 
｢大皿盛り｣ ｢調味料｣ ｢間食｣ ｢食育｣ ｢イベ

ント｣ ｢働き盛り世代男性へのアプローチ｣の

  

図１ 取り組みの経緯と内容 

 

県民健康づくり運動地域推進会議 

図２ 2014 年度の会議内容 
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12 項目に分類された。その一部を表２に示す。 
考察 

１．協働で取り組むことの効果 
 健康課題について、所属や業務、立場を超

えて共有･検討することで、単独機関で展開す

るよりも複数機関と協働して行える実効的な

対策案が多数提示された。これは、グループ

ワークで、参加者が健康課題に対し意見を述

べ、自らが属する組織の課題であることも意

識できたためであると考えられる。 
２．関係機関の拡大と実践に向けての支援 

会議前後において｢新たな活動案の創設｣や

｢連携先の部署や人を知っている」の項目が向

上したことは、互いの意見交換により課題解

決の必要性を強く認識し、具体的な活動案に

繋がったものと思われる。一方、「健康課題に

対し自分の立場で何らかの活動を実施した

い｣の項目が向上しなかったのは、もともと、

意欲的に活動したい集団であったことを示し

ており、今回のように住民や各種団体等の幅

広いメンバーで協議することは健康づくりを

効果的に推進する上で有効であると考えられ

た。先行研究において、グループを支援する

際の行政の役割として「情報提供」「支援体制」

「機会の提供」の重要性が示されている。本 
活動においても、健康づくりに取り組む関係

機関の拡大、具体的な健康課題の情報提供、

活動場所の提案、各活動のコーディネートな

どの後方支援に努め、関係機関の主体性を引

き出す継続的な支援体制を構築する必要があ

る。 
３．今後の展望 

保健所と協働で実施した地域診断事業は今

年度終了となるが、会議の開催により、住民

の健康づくりを支援する環境づくりの基礎と

なる体制ができたと感じている。キックブッ

シュは、ヘルスプロモーションの役割は健康

的な組織やコミュニティを開発するところに

あり、ヘルスプロモーションの最終的な産物

は、単に健康を改善するだけでなく、

Well-being を高めるために必要なコミュニ

ティのエンパワメントの促進である１）と述べ

ている。今回の一連の取組みは、参加者や組

織、コミュニティのエンパワメントをもたら

すためのプロセスや戦略として活用可能であ

ると考えられた。 
引用参考文献 

１ ） Kickbusch I,Payne L.Twenty-first century 

health promotion:the public health revolution 

meets  the wellness revolution.Health Promot 

Int :18:275-278,2003 

 
 表１ 会議実施前後の変化 

 

 

表２ グループワークで参加者から出された意見（抜粋） Wilcoxonの符号付き順位検定 

評価項目 得点範囲
中央値
開始時

中央値
終了時

順位和 P値

１　健康づくりへの意識が高まっている 1-5 6.5 7.9 78.0 0.012

２　地域への愛着や関心が深まっている 1-5 0.0 5.0 45.0 0.004

３　町の働き盛り世代に共通する健康課題を把握している 1-5 0.0 9.0 153.0 0.000

４　町の働き盛り世代に共通する健康課題への取組みの必要性を感じている 1-5 4.0 6.4 58.0 0.022

５　町の働き盛り世代に共通する健康課題に対して自分の立場で何らかの活動を実施したい 1-5 12.0 7.0 84.0 0.140

６　町の働き盛り世代に共通する健康課題に応じた新たな活動案を生み出している 1-5 0.0 10.5 210.0 0.000

７　町の働き盛り世代に共通する健康課題に取り組むために連携すればよい部署や人を知っている 1-5 0.0 7.0 91.0 0.001

分類 取組み内容 実施機関

運転免許更新時や交通安全の事業等の機会に飲酒課題や適正飲酒についての情報提供を行う 警察署・総務課

PTAでの飲み会の終了時間を決める PTA

飲みすぎないよう地域で周知する 保健福祉課・地区組織・PTA

一人分ずつの盛り付けを勧める 保健福祉課・地区組織・PTA・保育所

おかず銘々皿盛付け運動をする 地区組織

保護者の健康についてPTAで学習する機会を設ける PTA

保険者の垣根を越えた健康教育を実施する 保健福祉課・協会けんぽ・共済組合

働き盛り世代男性
へのアプローチ

アルコール

大皿盛り
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保健師の自主的な学習会で確認した意義 
～「ざくざく学習会」14年間の軌跡～ 

 
○松岡和彦１） 村上八千代１） 渡邉美紀１） 小林友枝２） 田内睦２） 瀨戸裕一２） 河村千里3） 石井千恵子４） 

武田妙子５） 本橋るみ子６） 齋藤希望７） 入野了士８） 宮内清子８） 他ざくざく学習会員 

1)今治市 2)愛媛県 3)新居浜市  4)地域活動支援センター土居わかたけ   

5)砥部町 6)西予市 7)愛媛大学医学部看護学科 8)愛媛県立医療技術大学保健科学部 

 

はじめに 

保健師の活動分野が広がり、分散配置が進んだ結果、

配置される保健師の年齢の偏り、指導者の不在、一人

職場等といった課題が発生し、それに伴い保健師の人

材育成が重要となっている。 

人材育成は、第一義的に計画的な研修やジョブロー

テンション等、組織としての取組みが重要であるが、

専門職としての自己研鑽も求められている。 

しかし、市町村合併や行政の機構改革に伴い、保健

所と市町、市町間の保健師の交流の機会が減少し、活

動分野別研修が主となっている現在、保健活動全般に

ついて自己研鑽する機会づくりは難しい面もある。 

このような状況下、発足から14年目を迎えた県内の

保健師有志による学びの場「ざくざく学習会」につい

て、発足からの軌跡を振り返り、保健師が自主的に学

び合う場である本会の特徴と意義を明らかにする。 
 

方 法 

 平成14年度からの本会の活動について、会員数、会

員の所属、学習内容、次年度の活動計画のために毎年

度末に会員に実施しているアンケート結果の概要を

分析し、本会の特徴と意義について考察した。 

 
結 果 ・ 考 察 

１．活動の内容・変遷 
発足から14年間の活動の軌跡は、①準備・草創期（平

成14年度～17年度）、②発展期（平成18年度～20年度）、

③原点回帰期（平成21年度～24年度）、④再発展期（平

成25年度～現在）の4期にまとめることができた。 

①準備・草創期（平成14年度～17年度） 

県の健康教育に関する研修会を受講した保健師達

が、学びを深め効果的な健康教育に取り組めるよう、

Ｄ保健師が世話人となり準備会が開催された。Ｄ保

健師の呼びかけに共通の意識をもった保健師が集ま

り、場所は大学（当時は短大）、開催日は原則、偶

数月の第２土曜日とし「参加者の行動変容を促す健康

教育を深める」をテーマに学習会をスタートさせた。 
なお、本会は「ざっくばらんに、ざっくざっくとお

宝な知恵や情報がもらえる会」にしたいという思いを

込め、「ざくざく学習会」と名付けられた。 

②発展期（平成18年度～20年度） 
会員から、世話人に依存した参加姿勢は良くないと

の声があがり、それぞれが連絡係、毎回の当番などの

役割を担い、主体的に参加するようになった。受身の

学習会ではなく、会員相互で学びあう学習会へと変化

し、また、会員の精神的な支えの場としての機能も持

つようになっていった。 
③原点回帰期（平成21年度～24年度） 
会員の一人が自主的に自分の行った地区診断につい

て発表し、意見交換したことをきっかけに、「地区診

断」を年間学習テーマ（以下、テーマ）とする取り組

みが会員間に広がり、保健師活動の原点に立ち戻った。 
④再発展期（平成25年度～現在） 

誕生から10年、「保健師が集う場、年齢様々に話が

できる場が現場では取りにくくなっているのでこの

会は貴重な場」「横のつながりが希薄であったが、参

加することで顔見知りの保健師が増えてきた」「参加

するとパワーをもらいモチベーションが上がる」など、

会に対する肯定的な意見が多く、学習会継続の原動力

になっていると実感できた。 

会員に新任期保健師が増えたことから、相互学習に

加え、卒後教育の場の機能が求められるようになった。 
 

表１「ざくざく学習会」の内容及び会員数の変遷 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
期 年度 主な内容 会員数

14年 準備会を開催 16名

15年
「参加者の行動変容を促す健康教育を深める」をテーマに
学習会スタート

16名

16年 16名

17年 22名

18年
「県・市町・福祉・包括の連携を考える」を学習テーマに
モデル地区（Ｉ市Ｋ町）を決め意見交換しながら地区診断
のプロセスを実践的に学習

18名

19年
毎回単独の学習テーマで活動。各市の健康づくり計画の進
捗状況などの意見交換

21名

20年
新潟県中越沖地震の発生を受け、震災と保健師の在り方に
ついて雑誌などの特集記事、ガイドライン等を読み取り、
市町の防災対策に関連付けて検討

24名

21年
地区診断（Ｉ市Ｙ町）の実践的学習、困難事例を通して保
健師の関わりを検討

30名

22年
地区診断（Ｕ町）の実践的学習、年間学習テーマ「キャリ
アプラットフォーム」の作成・共有

30名

23年
地区診断（Ｉ市）についての実践的学習、東日本大震災で
の活動報告（2回）

32名

24年
地区診断（Ｎ市）の実践的学習、Ｅ先生の保健師活動を分
析し保健師活動の原点を再確認

35名

25年
保健師継続教育ガイドラインの確認・目標シートの共有・
一押し事業の紹介を素材に相互討論

38名

26年
「保健師活動の可視化」を学習テーマに、地域ノートの作
成、アセスメントの視点を重視しての事例検討

47名

27年
「保健師活動の可視化」を学習テーマに、地域ノートの作
成を継続実施中

49名

発展期

(新たな課題への
チャレンジ）

原点
回帰期

(活動の基盤とし
ての地区診断)

再発展期
(活動の意味を考
えるために「活
動の可視化」)

準備
・

草創期
(保健事業の
意味づけ) 参加保健師が実施した健康教育など保健事業を紹介し意見

交換（事業の企画運営上の原則、工夫等）
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２．学習の目標・テーマ 
①準備・草創期（平成14年度～17年度） 
当初は、効果的な健康教育の方法（どうやるか）に

ついての学習であったが、会員が実施した健康教育や

事業を紹介し意見交換を繰返す過程で、事業の企画・

運営の基本（誰のために、何のために）の重要性に気

づいた。また、住民への伝え方の工夫についても学習

を深めた。 
②発展期（平成18年度～20年度） 
会員は、市町村合併や行政機構改革の影響を受け、

自らの立ち位置を手探り状態で、「保健師のメンタル

対策が必要」「保健師同士、色々な想いの共有がした

い」という精神的な支えや想いの共有が希求されてい

た。また、地域包括支援センターの設置、特定健診・

特定保健指導の開始等の新たな制度や、新潟県中越沖

地震の発生といった公衆衛生上の課題へのチャレン

ジが求められていた。 
そこで、「県・市町・保健・福祉・包括の連携を考

える」をテーマにモデル地区を決め、意見交換しなが

ら地区診断プロセスを実践的に学習したり、「震災と

保健師の在り方」について市町の防災対策に関連付け

て、雑誌の特集記事やガイドライン等を読み取り学習

を深めたりした。加えて各自の自由な語りの機会をも

つことで、悩みや想いの共有を図ることができた。 
③原点回帰期（平成21年度～平成24年度） 

これまでの学習を通して、地域特性や住民の生活に

即した事業の企画や実施(運営)でなければ住民の心

に届かないと気づき、地区診断の重要性を再認識した。 
この気づきが「活動の基盤としての地区診断」のテ

ーマに繋がり、会員の担当地区を素材に、会員同士で

課題の明確化や住民へのアプローチ方法等について

意見交換し、実践的に地区診断のプロセスを学習した。 
「他の地域の情報を読み解くことで、自分の地域も

分析したいという意欲が湧いた」「意見交換すること

で、自分の考えを見直すことができる」「苦労してい

ること、悩んでいることをまとめ、会員からアドバイ

スをもらうことで、自分自身の中で整理できて良かっ

た」という意見が多く、この会に参加することで、会

員がエンパワメントされていることがうかがえた。 
④再発展期（平成25年度～現在） 
会員から「先輩方の経験や保健師活動の中で大切に

していることを聞きたい」という意見が出てきた。 
意見を受けて、担当地区を知り、活動の意味を知る

ことの大切さを明確化するため「保健師活動の可視

化」をテーマとして「私の地域ノート」づくりに取組

んだ。日常活動での取り組みと「ざくざく学習会」で

の討論を通して、日常業務の中で関心と課題意識を持

って地域を見る姿勢を育むことができ、より内容の濃

い実践的な取り組みに発展し、「地域ノートはとても

良かった。担当地区をより深く知るための良い機会に

なった」という意見が聞かれた。 
 

３．学習会から得られたもの 
会員資格は「愛媛県内で働く保健師」以外の縛りが

なく、県・市町などの行政保健師、地域包括支援セン

ターなどに勤務する民間の保健師など多様で、保健師

としての経験年数も新任期から管理期までと幅広い。 
会員各自が「他自治体の取り組みが聞ける」「事業

運営や個別事例の対応について悩みを相談できる」

「いろいろな刺激を受け、パワーをもらえる」「Ｅ先

生のアドバイスが聞ける」などそれぞれ自分の目的を

もって主体的に臨んできた。 
会の雰囲気は和やかで、かつ積極的な意見交換が行

われ、「発言しやすい雰囲気がこの会のいいところ」

「会員の活動や話に刺激を受ける」などといった学習

会の雰囲気に対して肯定的な意見が寄せられていた。 
大学内での学習に留まらず、年１回は県内各地の会

員のフィールドに足を運んで、現地を体験し実感する

ことを大切にした。加えて、各回の当番が自分の地域

ならではのお菓子を学習会の休憩時間に紹介するな

ど、「地域を知る」ことへのこだわりが学習会の細部

にまで現れ、真面目に学習するだけではなく、楽しみ

ながらも保健師の視点を忘れない姿勢が醸成されて

いることが感じられる。 
 

結論 
「ざくざく学習会での学び合い」の特徴は、 

①自主的で自由な学び合い 
②集うことでの相互作用による学び合い 
③単なる知識の習得ではなく、現場での実践を基にし

た学び合い 
④柔軟性を持った気軽に参加できる学び合い 
⑤保健師活動の原点、公衆衛生マインドを再確認する

学び合い 
の５点に集約された。 

所属や経験年数は異なるが、共通の問題意識を持っ

た保健師が交流し、日々の活動の悩みや迷い、時には

喜びを語り合うことで、多様な考えを聞くことができ、

互いの探究心が刺激されていた。また、参加者自身の

保健活動を振り返ることで、実践知を整理し実践の学

びを可視化する作業につながっていた。そして何より

も、パワーを貰い元気になるなど参加者自身がエンパ

ワメントされていて、会への参加の意義が大きかった。 

 発足から14年目を迎える「ざくざく学習会」も新任

期保健師の会員が増加する中で、牽引役の古参会員は、

保健師同士による学び合いを基本に、Ｅ先生から受け

た保健師マインドやわざを新任期の保健師に伝える

ことの大切さを実感している。
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ざくざく学習会新居浜支部で体験した地区診断からの学び 

○河村千里１） 石川久美子１） 坂井彩加１） 篠﨑美穂１） 筒井芙美香１） 齋藤希望２） 

石井千恵子３） 宮内清子４） 
１）新居浜市 ２）愛媛大学医学部看護学科 ３）地域活動支援センター土居わかたけ  
４）愛媛県立医療技術大学保健科学部 

 

はじめに 

 平成 14 年、愛媛県内で働く保健師有志の情報交換・

学習の場として「ざくざく学習会（以下、本会）」が発足し、

２か月に１回のペースで活動している。新居浜市（以下、

当市）からは、新任期保健師を中心に参加している。 

当市でも保健師の分散配置が進み、新任期保健師

が増加する中、普段の業務の中でどのようにして地区

診断を進め、健康課題の共有・連携を意識して業務に

あたればよいのか、また先輩保健師の活動のノウハウを

十分に体感できていないことに、問題意識を抱いてい

た。時期を同じくして、平成25年度の本会学習テーマと

して、当市の地区診断への取り組みを提案し採用され

たことに伴い、本会に所属する当市会員がチーム（新居

浜支部、以下支部）として、地区診断に取り組むこととな

った。 

今回、その学習の経過を振り返り、これを通して得た

学びを報告する。 

 

方 法 

平成 25 年度に実施した新居浜市での地区診断につ

いて、当時の学習会資料と従事した支部会員への聴き

取りから、学習の経過と学びについて整理・考察した。 

 

結果及び考察 

経過は、次の６段階に整理された。 

（１）地区診断のテーマ・方向性を検討する 

当時の支部会員は7人であり、経験年数10年以下の

保健師 6 人の中に１人いる 30 年超の保健師が、スーパ

ーバイズの役割を果たしながら、グループワークを進め

た。会員の所属は同じ福祉部内ではあるが、保健セン

ター、国保課、地域包括支援センター、地域福祉課と４

課にまたがっていた。 

まず、日ごろ皆が気になっていることについて意見を

持ち寄り、テーマを検討した。特定健診受診率や医療

費、介護予防等、多様な意見が集まる中で、「医療費や

介護給付費が低くなると、健康度が高いといえるのでは

ないか」と仮説を立てた。そして、各所属を越え、福祉

部全体で取り組めることとして、「お金をかけずに元気で

いるには」というテーマを掲げた。 

本市の特定健診受診率が県内で低水準（H24 年度

26.4％）であることに焦点を当て、さらに本市の中で特

に受診率の低いＡ校区を対象に、実態をつかんで、受

診率向上のための対策につなげようと考えた。 

 

（２）必要な情報を探す 

 初めに、コミュニティ・アズ・パートナーモデルを枠組

みに、既存資料から情報を集めた。情報を検索すること

で、所属課の業務への理解が深まるとともに、他課の業

務を詳しく知ることができた。分散配置が、様々な情報

を集めるのに役立った。 

これらを表に整理し、本会で意見を求めたところ、統

計的な数字をただ集めただけの情報収集だったために、

本市やＡ校区がどのような地域なのか姿が見えなかっ

たことに気づかされた。「受診率だけが課題なのか」との

意見を得て、本市やＡ校区を全く知らない人も「まちの

姿」が見えるような情報の整理を心がけ、改めて膨大な

情報を見直した。 

 本市やＡ校区の概要として、地理的情報、人口構造、

まちづくりの特徴や自慢を示し、さらに、国や県と本市、

Ａ校区を比較した。Ａ校区の特徴として、「１世帯当たり

の人数が少ない」、「高齢化率が高い」、「国保加入率が

高い」が明らかになった。これは日ごろ訪問や健診で校

区に出向いた時の印象と一致することだった。併せて特

定健診等事業を整理する中で、支部会員全員がＡ校

区では「勧奨するが、打っても響かない」という印象を持

っていたことを確認した。 

（３）情報を視覚化し、つなげる 

 対象者の分布を知るため、国保世帯を地図にプロット

した。会員の１人が建設部から入手した模造紙大の白

地図を使用し、色や印で世帯構成や受診状況がわかる

ようにした。また、小売店や河川、田畑、公園や学校と

いった公共施設、墓地等も色を分けて彩色し、平面から

立体的な景色を感じられるようにした。 

その結果、「市営住宅には意外と未受診者がいない」、

「学校や公民館周辺に民家が少ない」、「市内中心部に

近いながら田畑も多い」と、地図を使った視覚化により

情報がつながり、新たな気づきを得ることができ、具体

的に「まちの姿」が見えてきた。  

（４）実際に住民の生の声を聴く 

 １）聴き取り訪問の準備 

情報が整理され地域像がつかめてきたところで、実

際に住民の声を聴こうと、各種健診の受診勧奨を兼ね

た意向調査を目的に、訪問計画を立てた。 

Ａ校区の特定健診対象者を、受診者・未受診者に分

類し、さらに平成 24 年度未受診者のうち、60 歳代の者

51 名を抽出し、訪問対象者とした。 
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訪問目的を共通認識でき、訪問内容を標準化できる

よう、インタビューガイドや調査票を作成した。作成には

「定期受診しているから」「元気だから」という未受診理

由や「ハガキや訪問で知らせてくれたから受けた」といっ

た、支部会員が業務の中で聴いてきた住民の生の声を

参考にした。 

 訪問に先駆けて、本会では「Ａ校区の課題が受診行

動にどう影響しているのだろう」「訪問にはパンフレットな

ど“おみやげ”を持っていこう」「訪問前にロールプレイを

しよう」「Ａ校区がわかるような未受診訪問をしよう」など

様々な意見を得た。 

 再度、持ち帰って検討後、本会で訪問のロールプレイ

を行い、内容や方法について検討を重ねた。  

 ２）聴き取り訪問に行く 

12 月の土曜日、2 人 1 組でそれぞれ１時間程度、対

象者 51 名全戸に訪問し、23 名と会うことができた。  

訪問の結果、在宅者は午後だと多いことや、居留守、

居酒屋兼自宅では午睡中と思われる家もあった。一方

で、訪問が嬉しそうな人もいた。 

訪問で聴いた未受診理由には、「結果が悪かったら

暗い気持ちになって暮らさないといけないから、健診受

けずに楽しい気持ちのままピンピンころりといきたい」

「自分とは関係ない」「定期受診中なのでわざわざ健診

として受けなくてもいい」があり、健康に関心がなく、健

診の必要性を正しく理解していない人が多い印象を受

けた。 

 その他にも、転入前の市と本市の取組みの違いを聞

いたり、対象者が車いすを使用していたり、介護者を抱

えていたり、訪問して初めて知った現状があった。 

また、訪問時に見た街並みから、「小売店が多い」

「港町」「閑静な住宅街」と、同じ校区内でも各エリアでま

ちの感じががらりと変わり、他の校区ではあまり感じない

印象を受けた。これは、地図に彩色するだけでなく、地

区踏査により生の雰囲気を感じ気づいたことだった。 

（５）Ａ校区の実態と、これからを考える 

 以上のことから、特定健診事業の今後の対応につい

て、支部会員で次の３点を検討した。 

 「健診の必要性を感じていない人が、いざ受けてみ

ようと思った時、わかりやすいパンフレットなど健診の

情報が身近にあれば背中を押すだろうし、訪問なん

かで勧奨する際にも使える。」 

 「通知だけでは人の心は変わらない。日頃から顔と

顔が見えるように、いっぱい訪問しよう。」 

 「同じ未受診者でも、置かれている状況はさまざま、

それぞれに応じた対応が必要なのでは。」 

また、「健康に関心のない人たちに、どのようにすれ

ばもっと自分の健康を見つめてもらえるのかな。」という

意見も挙がった。このような気づきが健康課題の抽出と

対策につながっていくことを再認識した。 

（６）自分の家庭訪問・面接技術を振り返る 

 訪問で聴きとった住民の健康意識をまとめるプロセス

と並行して、自分の家庭訪問・面接技術を見つめる機

会ともなった。 

 ロールプレイをして臨んだので「導入から気負わず話

を展開することができた。」と振り返る者がいる一方、「思

っていたよりも面接時間が短かった。話が広げられず、

聴くので精いっぱい」、「話が弾まない」ため、「もっと事

前準備をしておけばよかった」と反省した者もいた。 

また、2 人 1 組の訪問により、「相手の訪問スタイルか

ら勉強できる」と他の保健師の訪問技術を学ぶ機会にも

なった。大半の新任期保健師が受診勧奨訪問を初めて

経験し、玄関先で訪問を断られることもあったが、「２人

で訪問したのでまだダメージは少なかった」と語った。 

さらに、全員が「訪問は楽しい！」と家庭訪問の面白

さを味わい、保健師活動の原点を再認識した。 

 

まとめ 

以上から、今回体験した地区診断からの学びは、 

① 意図的な地域保健活動の体験と再認識 

② 組織横断的な地域保健活動への挑戦 

③ 本会での新たな視点の発見・広がり 

④ 業務時間外における交流を含めた支部会活動

への発展 

 の４点に集約された。 

ハイリスク者中心の家庭訪問に偏重し、住民の生の

声に触れる機会が減る中、今回の取り組みにより、地域

に赴くからこそ、既存資料と住民の暮らしを結び付ける

ことができると、改めて痛感した。 

また、チームとして活発に意見交換しながら地区診断

を進め、さらに本会で多角的な視点からの気づきが得ら

れ、それぞれの研鑽につながったと考える。 

今回の地区診断は、業務時間外に月に 1～2 回参集

して活動し、気づけば 20 時近くなるほど、全員が楽しん

で取り組んだ。これをきっかけに、現在では本会に加え、

支部での活動も広がっている。 

支部では、各自の担当事業についての相互学習や、

各々の地区診断の進捗状況報告と、ざっくばらんに意

見を言い合い情報交換できる場となっている。また、分

散配置から業務上の交流が少なくなっている中、親睦

を深める良い機会ともなっている。 

 

おわりに 

 今後は、ざくざく学習会での取り組みを、支部会員だ

けの学びに終始せず、本市の保健師全体で共有してい

きたい。 

-35-

一般演題6



上島町新任期のつどいの実施～地区診断を目指して～ 

      ○高松有希（上島町住民課） 

柳原由美 多木陽子 濱田敦美 松浦里佳 竹林佳子（上島町健康推進課） 

 

はじめに 

 平成 25年 4月に入庁した私たちは、2年

にわたり、新任期保健師の OJT（職場内研

修）を受けた。その中で出された課題につ

いて、私たちは OJT以外でも集まり、互い

に相談や助言を行った。 

 次第にそれが定例化し、2年目には各々

の担当地区の地区診断を実施するという共

通の目標を持ち、4人で自発的に取り組む

ようになった。 

 今回は、地区診断を目指して実施した「新

任期のつどい」（以下、つどい）のプロセス

を振り返り、メンバーや上司と一緒に行っ

た地区診断実施の工夫や、その学びについ

て整理することを目的とする。 

 

方 法 

 つどいの内容や経過から、地区診断実施

の工夫（実施できた要因）や、実際に地区

診断を行うことでの学びを記述する。 

 

結果と考察 

(1)第 1回 

 地区診断を実施するにあたり、メンバー

や上司と相談した結果、「地域ノート」＊を

全員で使ってみてはどうかということにな

った。また、メンバーから、サマリーを作

成し、上司に発表する機会をもつのはどう

かという提案があった。 

 実際に、全員で同じツールを使うことで、

互いに相談しながら地区診断を進めること 

 

ができた。また、「地域ノート」を使うこと 

で、どこまで地区診断ができるのか未知数

であったが、とにかく使ってみるという一

歩踏み出してみることの大切さを学んだ。 

 上司に発表するというメンバーの提案に

は、初めから全員が積極的ではなかったが、

発表という目標もまた、全員で地区診断を

実施できた要因だと考える。 

(2)第 2～3回 

 「地域ノート」を「かみじまのーと」と

命名することで、楽しく取り組むことを目

指した。また、メンバーから、「かみじまの

ーと」に何を書いて良いかわからない、な

かなか筆が進まないという意見が出された。

そこで、メンバーの 1人が「かみじまのー

と」を書くコツなど、Off-JT（職場外研修）

で学んだことをまとめ、全員で共有した。 

 このようにして、「かみじまのーと」の作

成を進めていくことで、「なぜ私たちは地区

を診るのか」について各々が初心にかえり、

「かみじまのーと」の作成や地区診断が目

的ではなく、自身の取り組むべき活動は何

かを明確にすることが目的であるというこ

とを再確認することができていた。 

(3)第 4～6回 

 メンバーから、サマリーをどのように作

成していけば良いかわからない、イメージ

がつかないという意見が出された。そこで、

Off-JTで発表されたサマリーを参考に、ま

とめ方のイメージを膨らませ、互いに助言

を行いながら、サマリーを作成していった。 
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ここで工夫したことは、サマリーのテー

マを絞ることである。地区診断を実施する

際は、広く地区を捉えるということが必須

であるように思えるが、テーマを絞ること

で、地区診断の目的を達成することが比較

的容易になった。 

(4)第 7回 

 上司の提案により、保健所から保健師が

来町する日に合わせて発表会を行った。発

表後、「日々の気づきを大切にして活動しよ

うとしているのがわかる」と講評をいただ

き、地区診断は日々の気づきから始まると

いうことを改めて実感するとともに、自分

たちのこれまでの取り組みに対して手応え

を得ることができた。 

 

まとめ 

 つどいのプロセスを振り返り、私たちが

地区診断を実施できた一番の要因は、メン

バーや上司に助言や意見を求め、それらを

取り入れながら実施したところにあると考

える。 

地区診断を始めて間もない頃、私たちは

保健師としての日々の気づきを「かみじま

のーと」に書くことができなかった。気づ

きがないと話すメンバーもいたが、互いに

助言を行い、今まで気づきとして認識して

いなかったことも実は大切な地区の情報で

あるということに気づくことができた。 

また、メンバーだけでなく、上司にも助

言や意見を求めることで、私たちは新たな

視点で日々の気づきの意味を捉えることが

できた。そして、最後の発表会において、

日々の気づきを大切にして地区診断に取り

組んできたことを上司に認めてもらったこ

とで、私たちは自分たちの活動に、より自

信をもつことができた。 

特に新任期の 1～2年目は、目の前の事業

を滞りなく進めることで精一杯の時期であ

る。そのため、事業をこなすことに対して

の達成感や自信は比較的得やすいかもしれ

ないが、地区を診るという保健師のコアの

部分に対しては、本当にできているのだろ

うかと不安になることも多い。 

今回、私たちはメンバーや上司と一緒に

地区診断に取り組み、日々の気づきを丁寧

に集めてアセスメントし、そこから地区の

強みを活かした活動を行うことが保健師の

コアであることを再認識した。 

また、地区を診ることへの自信がつき、

さらに地区のことを知りたい、事業をより

充実させていきたいという 3 年目への意欲

が湧いてきた。 

 

おわりに 

私たちは入庁から 3 年目に入り、新しく

担当となった地区の把握や、活動計画にお

いて、自分やメンバーの「かみじまのーと」

や、サマリーを活用している。また、つど

いを継続し、メンバー同士で情報交換や、

勉強会を行っている。 

 今後もつどいを継続し、一人ではできな

いことも、メンバーと一緒に作り上げるプ

ロセスを大切にしていきたい。そして、メ

ンバーや上司だけでなく、関係機関、住民

と一緒に事業を作り上げていくプロセスを

価値あるものとして事業に活かすことので

きる保健師を目指していきたい。 

 

＊地区診断ツール：平山・宮地ら（1999）

による「地区診断の視点」を基に愛媛県立

医療技術大学 入野助教が考案 
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地区分析から見た健康課題 

～住民と一緒に考える地区活動を目指して～ 
 

○武内あゆみ 山下弘子 森本美重 吉川多賀子（西予市生活福祉部健康づくり推進課） 

三好里恵 （八幡浜保健所） 

１．はじめに 

保健師として 3年目を迎えた。これまで、担当

地区の地区分析を行いながら地域保健活動を進め

てきた。住民の声を聞く中で、健康課題の背景に

はどのような生活習慣があるのか、それらに地区

の特性はないのだろうかと考え、さらに活動を進

めた。明らかになった健康課題を住民に伝え共有

すること、保健所や公民館との連携から共同して

地域保健活動を進めることの学びを報告する。 

２．地区概況 

担当する明間地区は、宇和町の 7地区の中で最

も人口が少なく高齢化率も高い。（H27.4.1 現在、

人口 592人・高齢化率 48.0％）地域を宇和川が

横断し、その両岸と、公民館や小学校がある中心

部から離れた山間部に集落が点在している。昔か

ら住んでいる人が多く、地区のつながりが強い。

名水 100選の観音水があり、そうめん流しをする

夏には大勢の観光客でにぎわう。

 

３．取り組みの経過 

 目標と取り組み 地域の健康実態と気づき・住民から得たこと 

一
年
目 

【地区活動をしていくために地区

の特徴を知ることができる】 

 

地区分析を行った 

・HbA1c 高値・腹囲基準値以上の割合が宇和町の中で最も高い 

 （JDS値で HbA1c5.2％以上の割合が 72％） 

・HbA1c 高値者の中に健診を継続して受けていない人がいる 

・健診未受診者が多い（受診率 明間地区 32.9％・西予市 37.5％) 

【住民が健康に関心を持ち、健診

を継続して受けることができる】 

 

未受診者を訪問し、地区の実態を

伝える 

・地区に出る機会になった 

・地区の様子や生活の様子を知り、住民の声を聞くことができた 

・健診結果をみて顔が浮かぶ人ができた 

・未受診者には受診しないさまざまな理由がある 

・若い世代の人は訪問してもなかなか会えない 

【保健推進員が地区の健康課題を

知り、一緒に健康づくりについて

考えることができる】 

 

保健推進員会で健診結果を報告す

る 

・保健推進員は地区の健康課題を知らなかった 

・若い世代の人にも健診結果を伝えるような機会はないだろうか 

→「地区の文化祭なら人が集まるよ」と教えてもらった 

【住民が生活習慣について振り返

る機会にすることができる】 

 

地区の文化祭で健康課題報告およ

び糖尿病予防教室を行う 

・地区の健康実態を伝えると住民は驚いた 

→まずは実態を伝え、健康に関心を持つ人を増やすことが重要だと

感じる 

・対象を絞っていない集団への健康教育は難しいなと思った 

【自分の健康に関心をもち、生活

習慣を振り返ることができる】 

 

健診後に相談会を行う 

・「2人暮らしで 1kgの砂糖が 1ヶ月もたない」という声があった 

→明間地区は砂糖の使用量が多いのではないか 

→これは地区の特徴ではないだろうか 

・健康課題の背景にはどのような生活習慣があるのだろう 

二
年
目 

【健康課題の原因が本当に砂糖の

使用量なのだろうかと思い、住民

の声を聞く】 

 

保健推進員会で砂糖を使う量につ

いて聞いてみる 

・「調味料は測らず目分量で使っている」 

・「明間地区の中でも地区によって砂糖を使う量に差がある」 

・「そもそも食べる量が多い」 

・「特に高齢者の作る料理は味が濃い」 
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４．考察および今後の取り組み 

地区を担当する保健師として最初に取り組んだ

のは、地区分析や訪問などを通して生活実態を知

ることであった。１年目に行った糖尿病予防教室

では、明間地区は糖尿病の割合が高いという実態

に住民がとても驚いていたことが印象的であった。

そこで、地区の実態を住民に伝え、ともに考える

機会を増やすことを意識して活動を行った。まず

は保健推進員に伝え、次に多くの住民が集まる文

化祭での健康教育をし、公民館の協力を得て公民

館だよりの裏面に健康だよりを掲載した。そして、

学校の協力を得て保護者に地区の実態を伝えるこ

とができた。これらの活動をとおして、住民から

「壮年会で健康について何かできないか」「文化

祭で体力測定をしてみてはどうか」などと声をか

けてもらうことが増え、保健師活動は地域の資源

を活用することで「つながる」「ひろがる」と感

じた。今後も、個別の関わりを大切にしながら、

地区の健康づくりの協力者である保健推進員等の

力を借りて地区活動を展開していきたい。 

 

５．おわりに 

地区分析・地区活動をすすめるにあたって、先

輩保健師や保健所からアドバイスをもらうことで、

様々な視点から活動を考えることができた。今後

もさまざまな関係機関と連携して地域保健活動を

進めたい。 

 目標と取り組み 地域の健康実態と気づき・住民から得たこと 

二
年
目 

【生活習慣の実態を知り、健康課

題についての解決策を考えること

ができる】 

 

生活習慣に関するアンケート調査

をする 

 

・健診受診者に調査する予定だったが、保健推進員から「健診を受

けない人の方が生活習慣に問題があるんじゃないか。協力するけん

みんなにアンケートをとったらいいのに。」という発言があり、健

診未受診者にもアンケート調査を実施した。 

・砂糖の使用量が「やや多い」「かなり多い」と感じている割合は

13％で思っていたよりも低かった 

・「お供え物を食べるのは間食ではない」と考えている高齢者がい

た 

→気をつけているつもりでも実際は違うのかな 

・お酒をよく飲む人(週に 5日以上)は腹囲基準値以上の割合が高い 

・30～50代で腹囲基準値以上の割合が高く、食習慣(腹八分の心が

け・よく噛んでゆっくり食べること)に気をつけていない割合も高い 

【地区の実態を知ってもらう】 

 

アンケート結果は最初に保健推進

員に報告し、次に広く住民に知っ

てもらうために地区の文化祭で報

告した 

・「砂糖の量は地区で差はなかったんやね」 

・「お酒は確かによく飲むけんなぁ」 

・住民とともに健康課題について考えることができた 

・さらに周知する方法はないか公民館に相談すると「公民館だより

なら地区に全戸配布するし、意外とみんな見よるよ」というアドバ

イスがあった→公民館だよりの裏面にアンケート結果を掲載する 

【本当に砂糖を使う量は少ないの

か調査し、地区の実態を知る】 

 

文化祭で酢の物の味覚調査をする 

3種類の酢の物を用意し、家庭の味付けに近いものを選ぶ 

・75名中 53名(71％)が最も味が濃いものを選び、意識と実態には

差があることが分かった 

・「うちは味が濃いけんなぁ」という声が多く、味付けが濃いと自

覚している人は多い印象があった 

三
年
目 

【保護者が地区の健康課題を知

り、生活習慣を振り返る機会にす

る】 

【小学生が良い生活習慣を知り、

将来の自分の健康を考えることが

できる】 

 

明間小学校で健康教室をする 

 

保護者の感想 

「明間地区の実態を聞いて驚いた。食事を見直さないといけないと

感じている。」「食生活は大事だと改めて思った。」 

小学生の感想 

「ジュースにあんなに砂糖が入っていると知って驚いた。」 

「朝ごはんに緑(野菜)がないことに気づいた。これからは 3色(赤・

黄・緑)を揃えて食べたい。」 

・子どもの朝食に偏りがある 

・保護者は自分の健康よりも子供の健康についての関心が高い 

・子どもの食育と合せて保護者の生活習慣について話すと効果的で

はないか 
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八幡浜保健所管内における保健師の人材育成を考える 

○ 武内 典子   小笠原 真由子  山西 佳恵  上甲 圓  河野 英明（八幡浜保健所）   

   

1 はじめに 

 保健所は、地域保健法施行の平成10年度から業

務分担制となり、市町との連絡調整も業務ごとの

連絡会や担当者会という形で行うようになってい

る。一方、市町においても市町合併後、介護・福

祉・医療分野等への分散配置が進み、保健分野で

は地区分担制をとりながらも、業務分担制が色濃

くなり、保健師の活動全体に目を配る役割は、暗

黙のうちに保健分野のベテラン保健師が担ってき

た。 

 このような中、保健師の世代交代が始まり新規

採用職員も増えてきている現状から「人材育成」

を意識した地域保健保健師等研修会（以下保健師

研修会と表記）のあり方や、統括的保健師の役割

等について検討したので報告する。 

2 管内の現状 

 八幡浜保健所は、3市 2町を管轄し、高齢化率

は36.25％と高く、2030年にはさらに少子・高齢・

多死化が進行している地域と予測されている。（図

１参照） 

人口 世帯数 出生数 死亡数

144,790人 61,345世帯 935人 2,349人

表１　八幡浜保健所管内の状況（平成２７年８月１日現在）

 

 市町保健師は８９名で、過去５年間で全市町に

新規採用職員が配置された。

表2　平成２７年度管内市町保健師配置状況

保健 介護 福祉 その他

八幡浜市 11 5 1 1

大洲市 17 6 2 1

西予市 21 1 1 2

内子町 8 3

伊方町 7 2

計 64 17 4 4

計（人）

（　　）内　５年以内の新規採用職員再掲

18（2）

26（3）

25（1）

11（2）

9（5）

89（13）

 

また、地域保健法以前の地区分担制における保 

健活動を経験している保健師は、約半数となって

いる。 

中堅期保健師は、地域包括支援センターを含む 

介護保険分野や福祉分野への配置が増え、さらに、

産前・産後休暇や育児休暇を取得する職員が重な

り、人員配置には苦慮する市町もある。（図２参照） 

 

3 人材育成に関する取り組み状況 

管内では、統括保健師連絡会（年３回開催）と

保健師研修会（年６回開催）を軸とした人材育成

を行っている。（図３参照） 

保健師研修会は、市町から推薦された「研修委

員」を中心に企画・運営し、世代別や業務別のグ

ループワークを取り入れた参加型の研修会とし、

他の市町や産業保健分野の保健師と交流できる機

会となっている。 
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表3　地域保健保健師等研修会開催状況

母子保健 成人保健 精神保健 感染症対策 危機管理
保健活動の

まとめ
資質向上 その他

H21 4 1 1 1 1 1 212（134）

H22 4 1 1 1 1 1 218（139）

H23 6 1 2 1 1 2 1 334（223）

H24 6 1 1 1 2 2 1 1 305（198）

H25 6 1 1 2 1 1 328（222）

H26 6 1 2 2 2 310（288）

参加延べ数

（市町再掲）

開催

回数

主なテーマ

 

保健師研修会のテーマは、近年、危機管理や資

質の向上を目的とした内容が多くなっている。 

保健師研修会の初回と最終回に実施する「重点

事業報告」は、課題の抽出から具体策等PDCAを意

識した実践の報告となり、市町がお互い刺激し合

い組織の活性化につながっている。 

また、中堅期保健師継続教育ガイドラインに掲

載されている「キャリアプラットホーム」に、毎

年全員が記入し、活動の記録やキャリアアップの

資料としている。 

項目 各市町の取り組み状況

保健分野の連絡会 毎月開催、随時開催

保健分野以外も含めた連絡会 年２～６回

保健分野以外も含めた連絡会の
開催にあたり工夫している点

・保健師の所属する上司への説明
・開催時期・開催時間
・情報交換の中から問題共有
・地域保健活動を考える機会となる内容

今後の連絡会開催について
・今後も継続
・お互いの業務の理解
・人材育成の視点を入れた内容

愛媛県保健師継続教育ガイドラ
インの活用状況

・新任期保健師の到達確認などに活用
・保健師活動を振り返りに活用
・年１回は地域保健保健師研修会で活用

ガイドラインについての意見
・保健師活動指針が出され、指針に沿った
　見直しが必要

統括保健師の位置づけ １市町のみ事務分掌に明記

（統括保健師連絡会アンケートより）

表４　管内市町継続教育・人材育成の取り組み状況

 
統括保健師連絡会は、平成２３年度から開催し、

各市町における保健師の人材育成や保健活動の総

合調整等の役割を担っている。 

市町では、保健分野の連絡会のほか、保健分野

以外の保健師も参加する部署横断的な連絡会を開

催し、分散配置となった保健師が孤立しない等の

配慮している。（表４参照） 

図3 八幡浜保健所管内人材育成の仕組み

統括保健師連絡会

業務連絡会・
研修会

＜市 町＞

・保健分野の連絡会（研修会）
・保健分野以外を含めた連絡会
・業務毎の連絡会等

地域保健保健師
等研修会

<保健所>
所内保健師連絡会

地区分析・

地区担当制

4 考察 

① 人材育成や継続教育を有効に推進するために

は、統括保健師を中心に、人材を育成する気風

を醸成する等意識した環境整備を行い、それぞ

れの会がつながる体制作りが必要である。 

② 部署横断的な会議の開催は、分散配置された保

健師をつなぐだけでなく、「地域まるごと」の

健康課題を意識して、組織全体で考える機会と

なることから、会議を調整する統括的保健師の

役割は大きい。 

③ 保健師研修会におけるグループワークは、同じ

土俵で保健活動について語る事ができると同

時に、先輩保健師から「住民の声を聴く」こと

や「保健師活動の醍醐味」等保健活動の技術を

伝承する貴重な機会となり有効な人材育成の

場となる。 

④ 新任期の２年間は、県主催の研修会等があり、

組織的な育成が行われているが、産休や育児休

暇の取得等により、従事年数と経験年数にギャ

ップがある中堅期への支援や、キャリアアップ

も含めた階層別の研修等継続的な教育体制の

整備は今後の課題である。 

５ おわりに 

管内の特性に応じて企画・運営する保健師研修

会は、今後も人材育成の場として活用するととも

に、県で実施する新任期・中堅期・管理期等研修

や業務別研修をリンクさせOJTとして位置づけし

ていきたい。 
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西条保健所における口腔ケア実践研修の取組み 

○稲井由美子 富谷純子 野村一美 村上悦美  

加地裕子 武方誠二（西条保健所） 

  

Ⅰ はじめに 

平成２７年度の介護報酬改定により施設

入所者の経口摂取の維持に関して多職種協

働での取り組みが促進されることとなり、

口腔ケア・マネジメントのサービスに歯科

専門職が大きく関わってきている。       

西条保健所では、口腔ケアを日常的なケ

アとして導入することで入所者の QOL の

維持・向上を図るとともに施設職員のスキ

ルアップを目指し、口腔ケア実践研修を開

催している。本研修に参加した職員の研修

評価と口腔保健行動並びに施設における口

腔ケアの取り組み状況をもとに、今後の方

向性を検討したので報告する。   

Ⅱ 口腔ケア実践研修 

1 研修の取組み 

平成 21 年度の開始当初は保健所を会場

としていたが、23 年度より直接施設に出

向き実施している。平成 26 年 2 月に行っ

た希望調査では、16 か所（41%）から研修

希望があり､26・27 年度の 2 か年で 13 か

所（実施済除く）で実施した。打合せを細

かく行い、各施設のニーズに応じた内容や

職員が参加しやすい時間帯を調整したこと

により、計画を上回る参加者数になった。

施設管理者をはじめ、介護・看護のみなら

ずリハビリ関係、栄養士等多職種の参加も

得られた。参加者体験型の研修にするため、

口腔ケアの必要性等の基礎知識と介護みが

きの相互実習や舌ケアのほか食事介助など

の演習を中心とした内容にした。口腔機能

管理認定歯科衛生士を講師とし、事前に施

設から得た基本情報（施設概要・口腔ケア

実施状況等）や施設からの質問（認知症患

者・開口困難者等困難事例、経口維持加算

等）に対する回答を当日の講話に組み入れ

ている。 

2 口腔ケアの実態調査 

〇対象:管内施設 36（介護保険施設 26・障害

者支援施設 10) 

〇期間・方法等:H26 年 2 月にｱﾝｹ-ﾄ配付

32 施設から回答を得た(回収率 88.9%) 

〇調査結果 

【歯科健診の実施状況】 

歯科健診は 69%が実施しているが（図 1）、

定期的に行っているのは 23%にとどまった

（図 2）。 実施機関は、介護保険施設で

は協力医療機関（59%）、障害者支援施設

では県の巡回歯科診療車（88%）が多かっ

た。 

【口腔ケアの実施状況】 

口腔清掃介助は、全ての施設が毎日実施

しているが、口腔粘膜のマッサ－ジ、嚥下

訓練や口腔体操を毎日実施する施設は 20

～40%にとどまった。全く取り組んでいな

い施設は 35～60%であった（図 3）。 

【歯科専門職との連携】 

口腔ケアの実施に際し、介護保険施設で

は 88%が連携していると答えたが、障害者

支援施設では 50%にとどまった。連携の頻

度では、全ての障害者支援施設が定期的に

行われている一方、介護保険施設では半数

となっていた（図 4）（図 5）。 

3 職員への意識調査・研修評価 

平成 26・27 年度本研修に参加した職員

265 名へ研修終了後にアンケ-トを実施し、

236 名の回答を得た（回収率 89%）。職員

の属性は介護職 113 名（48%）ケアマネ・

相談員 44 名（19%）､看護職 33 名（14%）

理学療法士・作業療法士・栄養士 22 名
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（9%）である。研修評価は、とても参考

になった 91%、今後の活動に活かせる 83%

と好評を得た。実施時間についても 93%が

適当であると答えた。 

また、職員の歯科保健行動結果は、3 回

以上歯をみがく者 43%、2回以上 47%、1回が

10%だった（図 6）。歯間清掃用具の使用

状況は、使っていないが 58%、週 5 回以上

が 16%だった（図 7）。この 1 年間に歯科

医に行った者は 58%であった。介護保険施

設と障害者支援施設職員との差はほとんど

見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 考察・課題 

施設に直接出向いたことにより、施設の

取り組みの現状や課題を共有することがで

きた。現場ではマンパワ－不足が日常化し、

口腔ケアに十分取り組めない施設があるこ

とも把握できた。研修を希望する理由とし

て、職員のスキルアップを図ること、特に

技術面の要望が多く、今後も演習を中心と

した内容を組み入れる必要がある。 

職員の歯科保健行動結果から基本的な歯

みがきはできているが、歯間清掃用具の使

用が半数程度だったことから職員のセルフ

ケア対策の指導も必要である。研修後の感

想では、普段疑問に思っていることを直接

確認し、問題解決出来たことが高評価につ

ながったと考える。 

口腔ケアの実態調査では、定期的な歯科

健診が実施されていないことより、利用者

の口腔状況が十分把握されていない状況だ

った。また、口腔清掃介助は日常のケアの

中に組み入れられているが、口腔機能向上

に関わるケアや歯科専門職との連携は十分

でない状況がわかった。 

Ⅳ まとめ 

認知機能や摂食・嚥下機能が低下し、経

口摂取が困難になっても口から食べる楽し

みが得られるよう多職種による支援の充実

が求められている。しかし、施設での現状

はまだまだ歯科専門職との連携不足がある

ことから、協力歯科医や地元歯科医並びに

歯科衛生士による定期的介入の必要性を施

設に理解してもらう働きかけが必要である。 

適切なケアによる口腔衛生管理は全ての

施設利用者にとって大切である。本研修会

を継続して実施し、施設が持つ課題や情報

の共有を通して意識啓発を図り、実践に結

び付く人材の育成を行うとともに、長期に

口腔ケアに取り組める環境・体制づくりに

努めていきたい。

 

図 1 歯科健診の実施 

図 6 歯みがきの状況（職員） 

図 3 口腔ケアの実施状況 

図 5 連携の頻度 

図 2 歯科健診の頻度 

図 4 歯科専門職との連携 

図 7 歯間清掃用具の使用（職員） 
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（表 1）施設一覧 

 

不定期
45%

入所・初回
34%

何か月1回
定期的5%

その他
16%

歯・口腔内の把握頻度

高齢者関係施設等における口腔ケアの実態状況調査について 

 
○川上 三紀  酒井 由佳  阿部 和子  佐川壽美江  

            井上 弘美  冨田 直明 （今治保健所） 

 

Ⅰ はじめに 

 急速な高齢化が進む中、利用者の視点に立

った切れ目のない医療及び介護の供給体制を

構築するために国においては医療介護総合確

保推進法が制定され、様々な施策が検討、実

施されている。このような中、歯科保健にお

いても高齢者の歯と口腔の健康づくりを推進

するために、口腔機能の保持・増進及び誤嚥

性肺炎の予防が必要とされている。そのため

保健所においても施設職員の口腔衛生管理能

力の向上を図り高齢者の歯の健康づくりに寄

与するための口腔ケア研修会を実施している。 

  そこで、今治保健所管内の高齢者施設の取

り組みを確認し、歯・口腔の健康づくりを推

進するため、介護保険施設、居宅介護施設等

の高齢者関係施設における施設職員の口腔ケ

アの研修状況や利用者への口腔ケアの実施状

況及び歯科専門職との連携状況について調査

をしたので報告する。 

Ⅱ 方法 

１ 調査時期 

平成 27年 10月 

２ 調査方法 

自記式として高齢者関係施設等に調査票を

郵送配布し、FAXにより回収 

３ 調査対象  

管内の高齢者関係施設 101施設 

 

施設名 配付数 回収数 
回収率

（％） 

特別養護老人ホーム 14 14 100 

養護老人ホーム 2 2 100 

有料老人ホーム 8 8 100 

介護老人保健施設 12 11 92 

介護療養型医療施設 7 7 100 

サービス付き高齢者向け住宅 5 5 100 

小規模多機能型居宅介護施設 22 21 96 

グループホーム 25 25 100 

訪問介護ステーション 6 6 100 

合計 101 99 98 

 

４ 調査内容 

・施設職員の口腔ケア研修等の実施状況 

・利用者の歯・口腔内状況の把握方法 

・口腔ケアや口腔機能向上の取り組み 

・歯科専門職との連携状況等 

Ⅲ 結果 

１ 施設職員の口腔ケア研修等の実施状況 

研修会の実施施設は 51 施設 52％、今後実

施予定施設は 23％であった。 

職員の口腔ケアに対する知識として「口腔

ケアが誤嚥性肺炎・低栄養の予防に効果があ

ることを知っていますか」との質問に対して

図１のとおり「事務職等までほぼ全員知って

いる」が全体の 57％であった。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 利用者の歯・口腔内状況の把握方法 

口腔内の把握状況として「ほぼ全員の口腔

内を把握している」施設は 74施設 75％、

「必要な利用者のみ」は 24施設 24％であっ

た。把握の頻度は図 2のとおり「不定期」が

57施設 45％、「入所・初回時」が 43施設

34％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 把握の方法としては、「職員による口腔

観察」が 45％、「本人・家族の訴え」が 

（図１）職員の口腔ケアに対する知識 

（図２） 

-44-

一般演題11



（表 3）困難症例 

連携先 施設数(件) 

入所者のかかりつけ歯科医 39 

施設協力歯科医師 61 

その他 3 

 

38％、ついで「かかりつけ歯科医の歯科健

診」は 12％であった。 

把握する職種としては、施設職員が 74％で 

内訳は介護職、看護職がほとんどであり、外部

の歯科専門職は 25％であった。施設職員で歯

科専門職と回答した施設が１施設あった。 

３  口腔ケアや口腔機能向上の取り組み 

（１）介護保険施設における入所者の日常生

活での清掃介助は、表 2 のとおりで、97％の施

設が毎日実施していた。 
（表 2）取組状況                  （施設数） 

内容 毎日 
3～4 
回/週 

1～2 
回/週 

して
いな
い 

その
他 

無回
答 

歯みがきや

入れ歯の清

掃介助 

45 1 1 0 0 0 

口腔粘膜・

唾液腺マッ

サージ 

10 3 9 21 10 3 

口腔体操 17 3 2 19 5 1 
嚥下訓練 7 6 3 24 6 1 

       

口腔ケア・歯科治療についての困難症例と

しては、表 3とおり認知症が 61％、次いで

運動障害が 19％であった。 

 
             （複数回答） 

施設名 
認 知

症 

意識

障害 

運動

障害 

その

他 

特別養護老人ホーム 14 6 6 2 

養護老人ホーム 2       

有料老人ホーム 7 1 1 1 

介護老人保健施設 10 4 6 1 

介護療養型医療施設 5 7 3   

サービス付き高齢者向け住宅 3   1  1  

小規模多機能型居宅介護施設 20 1 7 1 

グループホーム 24   2 1 

訪問介護ステーション 4 1 2 1 

合計（数） 89 20 28 8 

合計（％） 61 14 19 6 

介護保険施設が感じる困難としては、「担

当者の知識不足」が 36％、「職員不足」が

31％、「洗面所等の水回り構造上の問題」が

21％、「歯科専門職との連携」が 10％であ

った。 

（２）高齢者施設での歯科的な対応が必要な

ケースの割合については、1割から 9割と幅

広くあり、1割が 21 施設、ついで 2割が 12

施設あった。また、9割と回答した施設も 4

施設あった。 

その歯科的処置内容としては入れ歯 38％、 

むし歯 19％、歯周病 13％、嚥下困難 10％、

摂食困難 10％であった。 

４ 歯科専門職との連携状況等 

 施設協力歯科医有無については、「あり」

と回答した施設は 90施設で、「なし」は 6

施設、無回答が 3施設であった。 

 口腔ケアの実施については、歯科専門職と

連携している施設が 91％であり、その連携

先は表 4のとおりであった。  

 

 

 

 
 
連携の頻度は、「不定期」が 56％で、「定

期的」は 16％、「その他」は 19％、「無回答」

が 6％であった。 

連携のきっかけとしては、89％が「施設から

のアプローチ」であった。 

今治市歯科医師会、越智郡歯科医師会が

「訪問診療・口腔ケアを行っていること知ってい

る」と答えた施設は 83％で、そのうち「利用また

は、紹介したことがある」と回答した施設は

39％であった。 

 また、施設において口腔衛生管理体制加算

と口腔衛生管理の両方を算定している施設は、

6施設であった。 

Ⅳ 考察 

今回の調査では、施設の 91％に施設協力

歯科医がおり、歯科医療体制が確立されてい

ることが分かった。 

職員の口腔ケア研修会を実施している施設

は 53％、口腔ケアの必要性を事務職員まで

知っていると答えた施設は 57％であった。  

このことから、施設の口腔衛生管理体制の充

実を図り、高齢者の歯の健康づくりを推進す

るため、今後は対象を介護・看護に携わる者

のみではなく、施設職員すべてに拡大し、口

腔ケアの重要性を周知していきたい。 

また、口腔ケア・歯科治療が困難な原因と

して、担当者の知識不足を挙げている施設が

多くあることから、担当者の資質向上のため

の研修会を開催するとともに、「施設職員に

よる日常的口腔清掃」と「歯科専門職による

口腔ケア」が連動して実施できるよう指導を

して行きたい。 

Ⅴおわりに 

今後は、この結果を基に今治市歯科医師会、

越智郡歯科医師会と協力し、歯科における医

療介護保健がより効果的に展開でき、高齢者

が最後まで「口から食べる」ことができるよ

うに連携の強化に努めたい。 

 最後に、アンケートに協力いただいた高齢

者施設等の皆様に感謝します。 

（表 4）連携先        （複数回答） 
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松山法人会と協働した壮・中年期勤労者の歯科検診受診促進の取組み 

○高橋 直樹、浦戸 美緒、山内 善代、荒木 周一郎、三木 優子（中予保健所） 

目 的 

 平成22年の愛媛県歯科疾患実態調査によれば成人

期の歯周疾患の有病率は高く、将来の歯の喪失につ

ながる重要な歯科口腔保健上の課題である。  

また、近年、歯と口腔の健康が全身の健康に影響

していることが明らかとなり、歯科保健対策は生涯

にわたる健康づくりの観点からも重要である。  

従来小児・学齢期及び高齢期の歯科保健対策事業

は行われているものの、働く世代である壮・中年期

の歯周病対策事業は行われていなかった。愛媛県中

予保健所では松山法人会及び愛媛県歯科医師会と連

携し、産、官、医の協働による、事業所従業員の歯

科検診受診促進「中予モデル」構築事業に平成25年

度から取組んでおり、その経過を報告する。 

 

方 法 

 松山法人会、愛媛県歯科医師会、及び当所の三者

の合意のもとに協議会を設置し、協力事業所の認定

区分や、企業経営者に対する啓発など、事業推進の

方針を協議、決定した。 

松山法人会は支部会総会等を通じて企業経営者に

向けた事業の周知と協力依頼を行い、愛媛県歯科医

師会は歯科医療機関への協力依頼を行うとともに、

通常より低料金の設定で歯科検診を行った。当所の

歯科保健担当は法人会支部総会へ出向き、歯科保健

の意義について講演や唾液を用いた簡易スクリーニ

ング検査（ペリオスクリーン）の体験学習による企

業経営者の意識づけ等を行った。認定事業所の従業

員は勤務時間内外に個人で歯科医療機関を訪れ歯科

検診を受け、検診結果報告を歯科医療機関及び事業

所に提出することとした。 

 また、モデル事業の評価として、事後のアンケー

トを事業所向けと従業員向けに作成し、今後の課題

を検討する予定である。 

 

結 果 

 本事業に積極的に協力を希望した92事業所を認定

し、認定事業所での歯科検診受診予定者1,658人のう

ち、230人（受診対象者の13.9％）が実際に歯科検診

を受診した。認定事業所のうち79%が従業員数50人未

満の事業所であった。事業所ごとの受診率には大き

な格差があり、従業員数50人以上の事業所について

は、全て10％未満であった。（図1） 

 

図１ 事業所従業員別歯科検診受診率 

 
 

事業所からは、従業員に対する歯科保健の啓発の

難しさ、検診費用の負担、検診後の歯石除去等の治

療等についての意見があった。  

また、歯科医療機関から愛媛県歯科医師会に報告

のあった106名（男性65名、女性41名、平均年齢41.4

歳）の歯科検診結果を集計・分析したところ、①未

治療のう歯を有する者は63名（59.4％）、そのうち10

本以上のう歯を有する者が4名（3.8％）おり、最も

多かったのは、20代男性の21本であった。 

 

図２ 歯の状況 

 

 

②歯肉の状況では、歯周病中等度以上の所見を有す

る者は55名（51.9％）と半数を超えており、年齢階

級別では20代男性の85.7％が最も高く、40代女性

72.7％、60代男性71.4％と続いた。 
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図３ 歯肉の状況 

 

 

③総合判定では、異常なしが35名（33.0％）、要指導

が24名（22.6％）、要精密検査が47名（44.3％）であ

った。 

図４ 総合判定結果 

 

今回の歯科検診結果では、要治療者の割合が高く、

改めて有病率の高さを裏付ける結果となった。特に

他の年代に比べ20代男性の口腔内状況の悪化が顕著

であった。 

 また、企業経営者に対する意識付けとして行った

ペリオスクリーンによる簡易スクリーニング検査で

は、被験者合計489名中365名が陽性で、陽性率74.6％

であった。 

 

考 察 

 勤労者の歯科検診受診行動には、経営者の意識が

大きく影響すると考えられた。現在法定健診に歯科

検診がないため、歯科保健への意識が薄く、労働衛

生の観点からも受診を促す何らかの介入が必要であ

る。本事業では松山法人会を通じて企業経営者に対

する意識啓発を行い、各事業所における歯科検診の

受診促進を図った。勤務時間内に歯科医療機関で歯

科検診を受診させ、高い受診率を達成した事業所も

あったが、一方で従業員への周知が十分できなかっ

た事業所もあった。歯科検診受診率の低い事業所へ

のアプローチとして、事業所に出向いて講演やペリ

オスクリーンによる従業員の意識啓発や、県歯科医

師会の協力を得た上で、集団歯科検診を行う方法に

ついて検討したい。 

検診費用の負担も、受診促進の上で重要な課題で

ある。本事業で検診費用として設定した金額につい

て、個人負担として大きいこと、また、受診した歯

科医療機関からも採算が合わないなどの問題が挙げ

られた。検診費用を企業側が拠出すべき法的根拠は

なく、事業所にとってもその負担は大きいと考えら

れる。また、自治体によっては歯科検診の助成事業

行っているところもあるが、対象年齢の限定など、

制約もある。むしろ壮・中年期の高い歯周病有病率

を踏まえると、自覚症状に基づいて保険診療を受け

るよう勧めるべき従業員も多くいると思われる。 

本事業の主旨は、働く世代の歯科保健の意識啓発

であり、ひいては産業衛生風土の醸成である。当所

では松山法人会会報誌に健康づくり情報を掲載させ

ていただき、健康づくり全般の意識啓発にも取り組

んでいる。歯科保健を契機とする「中予モデル」が、

生活習慣病予防を含む健康づくりへと展開すること

を期待したい。 

 

まとめ 

松山法人会と協働した歯科検診受診促進は効果的

な戦略であると考えられた。課題として、企業経営

者だけでなく従業員の意識啓発により検診受診率の

向上を目指すとともに、歯周病が単に歯科口腔衛生

の問題に留まらず全身の健康影響要因の一つである

ことを認識し、有症状者には時機を失することなく

歯科医療機関で受診させることが重要である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   愛媛県ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟｷｬﾗｸﾀｰみきゃん 
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乳幼児期のう歯予防の取り組みを効果的に展開するための事業評価の試み 

－１歳６ヵ月児健診・３歳児健診の記録分析から－ 

 

○曽根美幸 大空千津 米田京子 田中沙友里 牧野祥子 （八幡浜市保健センター） 

 

はじめに 

八幡浜市では、乳幼児期のう歯予防を重点

課題として取り組んでおり、う歯罹患率は

年々減少傾向にある。しかし、平成 25 年度

の県平均値と比較すると、１歳６ヵ月児健診

のう歯罹患率は 1.3％で県平均 1.9％より低

いが、３歳児健診では 25.5％で県平均 21.8 

％よりも高く、経年的に見てもこの状態が続

いている。 

１歳６ヵ月児健診の際にう歯が増加する可

能性のある児をスクリーニングし、適切な指

導を継続できれば、う歯の増加を予防し、う

歯罹患率を低下させることができるのではと

考えた。 

そこで、幼児期の生活習慣とう歯罹患率の

関連の有無を分析することにより、う歯予防

のポイントや優先順位の高い対象を明確にし、

効果的に事業を展開することを目的に、ＰＤ

ＣＡサイクルの考えを用いて、事業評価に向

けての検討を行った。 

 

方 法 

１．調査時期：平成 26 年 4 月～27 年 3 月 

２．調査対象 

平成 24～25 年度３歳児健診受診者のうち、

１歳６ヵ月児健診を受診している 383 名。 

３．調査項目・方法 

１）1 歳６ヵ月児健診時アンケートの分析 

（アンケートは事前配付、健診前日に保

護者が記入→当日問診の場で内容確認） 

主な項目：性別、出生順位、日中の養育者、 

歯みがき状況、生活リズム、卒乳の状況、食事時 

間の規則性、1回の食事時間、間食の時間・量・ 

回数、夕食後の飲食、食事作りの興味。 

２）１歳６ヵ月児・３歳児健診の歯科健診

結果による項目 

生歯数・う歯数・う歯罹患型・歯の汚れ・

咬合異常。 

３）方法 

歯科健診結果より、1 歳６ヵ月児健診から

３歳児健診にかけてう歯の増加がある群（う

歯増加群）と、う歯が増加していない群（う

歯非増加群）に分け、各調査項目との関連性

を見るためにχ²検定を行った。 

調査結果を基に、現在の乳幼児期における

う歯予防の取り組みについて母子保健係内で

検討し、計画から評価に至る一連の過程の見

直しを行い、27 年度の事業に反映させた。 

 

結 果 

１．生活習慣とう歯増加との関連性(表 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活習慣とう歯増加に有意な差が認められ

た項目は、『寝る前の歯みがき』『仕上げみ

がき』『就寝時間』『間食の時間』『間食の

量』であった。 

う歯増加群の特徴として、『寝る前の歯み

がき』『仕上げみがき』を「毎日している」

者の割合が非増加群に比べて顕著に低く、

『間食の時間』『間食の量』についても「欲

しい時いつでも」「欲しいだけ」与えている

者の割合が顕著に高かった。また、『就寝時

う歯増加群 う歯非増加群

116 267

毎日する 78 227

毎日しない 38 40

毎日する 84 227

毎日しない 32 40

２１時台まで 77 206

２２時以降 35 52

決めている 69 212

欲しい時いつでも 47 49

決めている 84 219

欲しいだけ 29 42

表１　う歯増加群とう歯非増加群との比較検定結果

寝る前の
　  歯みがき

＊＊

仕上げみがき
＊＊

１歳６ヵ月児健診時点 χ²検定

＊

＊＊

＊＊

　　　　　　　　　　　＊：ｐ＜0.05，　＊＊：ｐ＜0.01

寝る時間

間食の時間

間食の量 
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間』については「21 時台まで」の割合が低

かった。 

２．う歯予防の取り組みの見直し・修正 

アンケート結果の分析に基づき母子保健係

内で課題を共有し、平成 27 年度の事業の見

直しや新規の取り組みを計画した。 

1)集団歯科保健指導（平成 27 年 6 月～） 

本市の幼児期のう歯の傾向をまとめたチラ

シを作成し、市の１０ヵ月児相談・１歳６ヵ

月児健診・２歳児相談・３歳児健診で行って

いる集団歯科保健指導で配付し、歯科衛生士

の講話にあわせて、保健師から八幡浜市のう

歯の傾向と生活習慣等の関連について説明す

ることとした。 

2)う歯ハイリスク家庭への個別指導 

（平成 27 年 6 月～） 

調査結果からう歯増加の要因と考えられた

歯みがき習慣及び間食習慣の項目について、

改善に向けての支援を強化することとした。   

１歳６ヵ月児健診以降の健診・相談におい

てこれらの項目を指導の重点項目としてスク

リーニングを行い、該当する児の家庭をハイ

リスク家庭として、『寝る前の歯みがきや仕

上げみがきを毎日しよう』『間食の時間や量

を決め、だらだら食べない』等のポイントを

まとめたチラシを基に個別に指導することと

した。 

3)う歯ハイリスク家庭への健康教育 

（平成 27 年 10 月～） 

１歳６ヵ月児健診から２歳児相談までの間

に新たに『歯ぴかぴか教室』を事業化し、１

歳６ヵ月児健診時のう歯ハイリスク家庭を対

象として健康教育を実施し、未受診者に対し 

ては、個別に指導することとした。 

３．評価方法の検討 

う歯予防の取り組み計画の見直し・修正に

あわせて、長期・中期・短期目標を立て、各

段階の評価指標を作成し評価することとした。 

 

考 察 

１．データから見えたう歯の要因 

既存のデータ分析から、１歳６ヵ月から３ 

歳児までの歯みがき習慣や間食の規則性、就 

寝時間等の生活リズムを含めた児や家庭の生

活習慣がう歯の要因となることが明確になり、

本市におけるう歯予防対策の課題が示唆され

た。今回は単年度の分析であり、経年的に分

析や評価を重ねる必要があるが、データとそ

の意味づけを重ねることによって、乳歯の萌

出期にある乳幼児のう歯予防を根拠のあるも

のにすることが可能になると考える。 

２．う歯予防の取り組みの見直し・修正 

１０ヵ月児相談・１歳６ヵ月児健診・歯ぴ

かぴか教室・２歳児相談・３歳児健診と歯科

保健活動の流れを切らず、歯みがき習慣をは

じめ、正しい間食の取り方や生活リズムなど

をくり返し伝え、保護者のう歯予防に対して

の意識改革・行動変容を促していくことが、

乳歯が生えそろう３歳児までの本市のう歯罹

患率を減少させるうえで効果があると考える。 

３．評価方法の改善とＰＤＣＡサイクルに

基づく活動の展開 

何となく、漠然と立てていた目標から、計

画策定段階での目標設定へと活動方法を修正

し、長期・中期・短期目標を立てて、評価指

標の作成を試みたことを契機に、ＰＤＣＡサ

イクルの考えを用いながら活動を進めること

の意義に気づくことができた。今後は担当者

間で計画から評価までの一連の過程を大切に

することで、より効果的な事業展開ができる

ものと考える。 

 

今後の展望 

う歯予防の取り組みを見直し、事業の修正

を行った効果については、今後も継続してデ

ータ分析や評価をしていく必要がある。ＰＤ

ＣＡサイクルを回しながら、う歯予防の取り

組みを一層充実させていきたい。 

 

（この報告は、愛媛県健康増進課主催の母子保健担

当者研修会報告の一部である。 

本研究に御指導・御助言いただきました愛媛県立

医療技術大学 宮内清子保健科学部長をはじめ、愛

媛県健康増進課の皆様に感謝申し上げます。） 
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母子健康手帳交付から始まる子育て支援 
 

〇片山真寿・明比佳那子・黒川由美・宮﨑洋子（新居浜市保健センター） 

 

はじめに 

新居浜市は人口１２２，７５１人、出生数９８８人

（平成２６年度）である。母子健康手帳交付及び健康

相談は、保健センターにおいて保健師等の専門職が行

っている。近年、乳児家庭全戸訪問事業を実施してい

く中で、養育環境や養育能力等の問題により早期から

の支援が必要な家庭が増えているが、妊娠中のフォロ

ー体制は充分とはいえない状況である。そこで、ハイ

リスク妊婦の状況について問題を抽出し、今後の妊娠

期からの支援のあり方について検討した。 

 

分析方法 

平成２６年度、母子健康手帳交付時に記入した妊婦

健康相談票をもとに、当市でハイリスク要因と考えた

「未入籍」等の１８項目のいずれかに該当する妊婦を

抽出した。その中でも支援の必要性が高いと考えられ

る【予想外で戸惑った妊婦】、【２０週以降に届出が

あった妊婦】、【要保護家庭の妊婦】の３つの要因に

焦点を絞り、該当している妊婦８４人を匿名化し、支

援の状況・重複要因・特徴などの傾向を分析した。ま

た、平成２７年７月から妊娠期のニーズ把握のために

「妊娠期間中を振り返ってのアンケート」を行い、同

意が得られた産婦３５９人の妊娠中の気持ちや相談

先、保健センターに望むこと等について調査した。 

 

結果１ 

母子健康手帳交付者１，０４８人中、ハイリスク要

因（１８項目）に１項目でも該当した妊婦は４６７人

（４４．６％）である。ハイリスク要因の延べ人数を

図１に示す。 

 

図１ ハイリスク要因（延）      Ｎ＝467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、支援の必要性が高いと考えられる【予想外で

戸惑った妊婦】、【２０週以降に届出があった妊婦】、

【要保護家庭の妊婦】の３つの要因についての傾向及

び保健師の対応方法について述べる。 

 

（１）【予想外で戸惑った妊婦】 

「予想外の妊娠」は、妊娠がわかった時の気持ちが

“予想外で戸惑った”、“嬉しくなかった”、“未記

入”を含めた予期せぬ妊娠を言い、７６人（交付者全

体の７．３％）であり、その詳細は以下の通りである。 

① 若年妊婦５人（内４人が未入籍） 

② 高齢妊婦２５人（内６人が経済的不安あり、６人

が未入籍、１０人が流産経験あり） 

③ 経済的不安のある妊婦２５人（内９人が初産、９

人が４人以上の多産、７人が未入籍、２人が若年） 

④ 支援者が少ない妊婦１１人（内４人が未入籍） 

⑤ 精神不安のある妊婦１１人（内１０人が身近に支

援者がいる環境にある） 

以上、【予想外で戸惑った妊婦】のほとんどが家庭環

境に不安を抱える要因がみられた。 

 

（２）【２０週以降に届出があった妊婦】 

【２０週以降に届出があった妊婦】１１人（交付者全

体の１．０％）については、７人が予想外で戸惑った、

５人が妊娠に気づかなかった、５人がシングル家庭・

未入籍であった。 

 

（３）【要保護家庭妊婦】 

【要保護家庭妊婦】７人（交付者全体の０．７％）に

ついては、３人がシングル家庭・未入籍、３人が精神

科通院歴あり、３人が経済的不安ありであった。母子

健康手帳交付時では、母親から困り感や心配を訴えな

い事が多かった。 

 

（４）保健師の対応方法 

支援の必要性が高いと考えられる妊婦８４人に対

する保健師の対応時期をみると、「新生児訪問で確認」

が５６人（６６．７％）であり、妊娠期から訪問や電

話等で介入できていたケースが２３人（２７．４％）

であった。 

 

結果２ 

「妊娠期間中を振り返ってのアンケート」３５９人

の結果は、妊娠がわかった時の気持ちが、“予想外で

戸惑った”は２５人（７．０％）であった。妊娠中、

出産を楽しみに待つことができなかった人は１０人

76 
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（２．８％）、不安が多かった人は１８１人（５０．

４％）であった。妊娠中に希望する支援内容としては、

「食育・赤ちゃんとの関わりなどの教室を開催してほ

しい」が９５人（２６．５％）、「訪問や電話などで

話を聞いてほしい」が８８人（２４．５％）、「妊婦

の集まりを定期的に希望」が４８人（１３．４％）等

であった。また、不安な時の相談相手として、保健セ

ンターを含め誰にも相談できなかった人が２人いた。 

今回のアンケートは、年度途中から開始したため、

ハイリスク３要因の対象とした妊婦で追跡できた人

数は２０人となっている。その２０人中１２人が妊娠

中に妊婦の集まりや、話を聴いてほしいという要望が

あった。また、２０人中８人が妊娠に対する受けとめ

方が母子健康手帳交付時には「予想外の妊娠」であっ

たが、出産後には「嬉しかった」や「驚いたが嬉しか

った」という出産を待ち望むような気持ちに変化して

いた。 

 

考察 

１ 【予想外で戸惑った妊婦】の傾向と支援 

【予想外で戸惑った妊婦】では、予想外の妊娠によ

る生活環境の不安定さや今後の育児に対する不安だ

けでなく、夫や家族間の関係、経済面や支援者の有無

などいくつものハイリスク要因を重複して持ちあわ

せ、問題が生じてくることが推測される。 

特に、若年妊婦の多くは未入籍であること、高齢妊

婦に関しては、若年妊婦と同様に未入籍や経済的不安

がみられ、さらに、流産経験者が多い。このことから、

生活基盤が安定せず、経済的不安が生じてくる可能性

があること・妊娠や出産に関して強い不安を持つこと

を念頭に、母親の育児環境や育児能力を含め、長期的

に経過を見守る必要がある。また、妊娠期から関わり、

行政のサポート体制を周知するとともに、より良い関

係性を構築する必要がある。 

支援者の少ない妊婦については、入籍の有無に関わ

らず、適切なサポートがないことで孤立化する恐れが

あり、不安が解決しないまま過ごすことになりかねな

い。出産後も同様の心配が生じる可能性があるため、

妊娠期からのサポート体制を強化していくことが必

要である。 

精神不安のある妊婦は、過去の精神科受診の既往歴

を念頭に置き、現在安定していても、妊娠中や産後の

体調の変化に配慮していく必要があると考える。今回

の対象者については、精神不安のある妊婦のほとんど

に支援者がいる結果であったため、その身近な支援者

の理解・協力を得るよう努める。また、妊婦自身が自

ら助けを求められるような関係づくりや、産後のリス

クを考慮した精神科医との連携・強化も必要である。 

 

２ 【２０週以降に届出があった妊婦】の傾向と支援

【２０週以降に届出があった妊婦】は、妊娠に気づ

かなかったなど自身の身体に対しての無関心さや、

家族関係の希薄さに注目していく必要がある。妊娠

期から関わる産科医等と妊娠届出書や連絡票を活

用した連携を持つこと、また、学校等とも連携し、

望まない妊娠を予防するような取り組みが必要と

なる。 

 

３ 【要保護家庭の妊婦】の傾向と支援 

【要保護家庭の妊婦】では、複雑な家庭環境にあり

ハイリスク要因も複雑に絡みあっている家庭である。

関係機関と密に情報共有を行うことで、早期に妊娠に

気づくことができる環境にもある。家庭環境の整備を

含め、総合的な支援体制の構築と、それぞれの関係機

関の役割を再認識して支援をしていく必要がある。 

 

４ 「妊娠期間中を振り返ってのアンケート」の分析

と今後 

「妊娠期間中を振り返ってのアンケート」からは、

不安な時、誰にも相談できなかった妊婦もいたことか

ら、妊婦に対して、保健センターの母子保健サービス

や地域の中で幅広く妊娠期・産後に関わる関係機関に

ついての有効な周知方法を検討していくことが必要

である。また、今回見えてきた妊婦のニーズをもとに、

現在実施している事業の改善を検討することで、より

ニーズに沿った支援ができると考えられる。妊娠に対

する気持ちの変化からは、妊娠期から何らかの関わり

を持つことで、望まない妊娠から望む妊娠へと気持ち

を切り替えていく事ができる可能性があると考えら

れる。今後は、妊婦の思いに変化が生じた要因につい

て引続き調査していきたい。 

 

まとめ 

妊娠期からの支援のあり方については、妊婦との出

会いの場である母子健康手帳交付時の健康相談にお

いて、家庭環境を含めた丁寧な聴き取りによる状況把

握をするとともに、産後も視野に入れて、妊娠期から

対話を通して信頼関係を構築し、出産を待ち望めるよ

うな支援をしていきたい。また、現在は支援が必要で

ある妊婦にも関わらず、妊娠期から介入できているこ

とが少ないため、要支援妊婦に関する基準の作成及び

支援体制を早急に確立し、切れ目ない支援に繋げてい

きたい。 
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西条市における保護者支援の充実に向けて 

○松木由衣 永井邦香 館とも子 三浦恵美 梶原裕子（西条市健康医療推進課） 

 

1 はじめに 

核家族世帯の増加に伴い、若い世代の保護者

が近隣者などから子どもの発育発達や育児に関

する情報が得られにくい現状があり、育児不安

に対する継続的支援者が増えている。これらの

状況を踏まえ、平成 26年度に、子育て支援サー

ビスの利用状況、子育てに関する意識などを把

握するためのアンケートや聞き取り調査を実施

した。その結果、保護者の悩みとしては、しつ

けや発育発達等、子どもの日常生活に関するも

のが目立ち、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された。また、支援者

からは、保護者の育児・発育発達等についての

知識不足や保護者と関係機関とのつながり・信

頼関係の重要性についての意見が多く聞かれた。

そのため、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

作成し、活用していくことで、保護者が子ども

について理解し、自信をもって育児に臨めるだ

けでなく、必要に応じて各機関が適切な支援を

行い、家庭と関係機関との情報共有の円滑を目

指すことが望まれた。 

今年度は、以上のような現状を踏まえ、サポ

ートファイルの作成を行ったので、その過程や

見えてきた課題および今後の展望について報告

する。 

2 アンケート、聞き取り結果 

 

 

 

 

 

3 サポートファイル作成の過程 

 昨年度のアンケート・聞き取り調査の結果を

踏まえ、保健師から、保健福祉部長・健康医療

推進課長・子育て支援課長に提言を行い、サポ

ートファイルの作成が採択された。 

結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」

の先駆的な取組として行う「地域少子化対策強

化事業」を支援するものとして、子育て支援課

より内閣府地域少子化対策強化交付金の申請が

行われ、サポートファイルを作成する予算が獲

得された。 

① サポートファイル作成委員会の立ち上げ 

①保護者アンケート結果　（回答数　690件）

利用したことが
ある

利用したことが
ない

ぽかぽか広場
乳幼児相談会

295人
（42.8％）

323人
（46.8％）

電話相談
57人

（8.3％）
542人

（78.5％）

保健センターで行っている相談事業の利用状況

項目 1位 2位 3位 4位

子育てについて
悩んでいること

しつけ 発育・発達 生活習慣 出費

子育てについて
相談できる相手

親、兄弟
配偶者

パートナー
友人 保育園の職員

子育てについて
知りたい情報

公園、遊び場
親子で交流
できる場所

子育てに関する
イベント

助成制度

子育て情報の
入手先

友人 親、兄弟 広報さいじょう インターネット

子育てに関する意識等について

はい いいえ

22人
（73.3％）

8人
（26.7％）

9人
（30.0％）

21人
（70.0％）

10人
（33.3％）

20人
（66.7％）

3.保健センターで実施している電話相談・訪問による相
談を利用されたことがありますか？

質問項目

②こんにちは赤ちゃん訪問時の保護者への聞き取り　（回答数　30件）

保健センターで実施している育児支援サービスについて

1.出生手続き時に配布している、「子育て支援ハンド
ブック」・「育児のしおり」は使われていますか？

2.保健センターで実施している ぽかぽか広場・乳幼児
相談会 を利用されたことがありますか？

保護者からの要望

・色々な相談窓口や子育て支援サービスを知らない人がいる。もっと広報すればよいのでは。
・子育て情報をどこで入手したらよいか分かりにくい。入手方法を分かりやすくしてほしい。
・もっと、気軽に相談できるようになればよい。
・安心、安全な子育てができる環境を作ってほしい。

③　関係機関への聞き取り

女性児童福祉課
（子育て支援係）

ウイングサポート
センター

保育所

子育て支援
センター

・乳幼児健診の隙間の期間に、育児や発育・発達についての情報提
供ができる場があれば良い。
・就園、就学時に乳幼児期の必要な情報がきちんと伝わっていない
ことがある。関係機関との連携強化が重要である。

・訪問、乳幼児相談等での、保健師と保護者、地域のつながりや信頼関
係は重要。関係機関との連携には地域差が感じられるため、市全体
として連携の強化に取り組んでいけたら良い。

・育児や発達等について保護者の知識不足を感じる。乳幼児相談、
健診の機会に、その時期に必要な知識や情報を提供できたら良い。

・「子育て支援ハンドブック（市内子育て支援サービス冊子）」について
「情報があり過ぎて分かりにくい」等の声がある。各支援機関の情
報を整理・充実させ、一つにまとまったのものができると良い。
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11 月にサポートファイルの作成委員会を実施

した。作成委員会のメンバーとして、国保医療

課、子育て支援課、社会教育課、学校教育課（ウ

ィングサポートセンター）、社会福祉課、保健セ

ンターから、各課担当者が集結した。内容検討

の当初、各課で考え方の違いもあったため協議

を重ねた。 

昨年度、当課で実施したアンケートの結果を

作成委員会のメンバーにも伝えることで、保護

者が実際に必要としている情報を、できるだけ

分かりやすく伝達できる内容として検討してく

ことが重要であると、共通認識を持つことがで

きた。 

② 西条市の独自性 

サポートファイルのような子育て支援情報の

提供は、既に作成している自治体もあるが、西

条市では、子育て期のみならず妊娠中から活用

できるサポートファイルを目指し、不妊相談等、

妊娠出産における正しい知識等の情報も盛り込

むこととした。また、このファイルにより保護

者が子どもの成長過程で得た情報を継続的に集

約管理でき、必要に応じて、健診、受診、就園、

就学などの際にも関係機関に情報提供できるこ

とでスムーズな支援に結びつくものとする。 

③ 保健センターでの話し合い 

平成 26年度実施のアンケート内容から、保護

者が必要としている情報と各担当課から伝えた

い情報を照らし合わせ、サポートファイルに掲

載する内容を検討した。 

小児科医や臨床心理士にポイントとなる発達

過程を教示してもらい、発育発達の様子が分か

る目安表や予防接種の接種時期早見表を作成し

たり、子育て支援サービスの情報を写真付きに

するなど掲載方法の工夫を重ねた。 

4 今後の課題と展望 

今回作成したサポートファイルは、母親の妊

娠中から出産を経て、その子どもが 18歳になる

までの長期にわたって利用できる内容となって

いる。 

サポートファイルを活用してもらうための具

体策として、初回配布時には保護者に、使用方

法、必要性などの啓発を徹底して行い、すべて

の情報を一括して渡さず、時期に応じて説明を

実施したうえで渡していく。また、健診の度に

持参するよう呼びかけ、健診の際の保健指導で

活用していくことなどの説明を丁寧に行う必要

がある。 

サポートファイルは加除式となっているため

個別の情報も増やすことができる。家庭環境シ

ートや相談記録シートを取り入れることで個別

性のある情報を関係機関との共通認識や連携強

化として活かすことができると考える。そのた

め地域の幅広い関係機関との共通認識のもとに

活用していくことが大切である。   

今後は幼稚園・保育所、学校関係、医療機関、

療育機関等との情報共有のためにも活用してい

きたい。さらに、サポートファイルというツー

ルの有効性を高めるため、西条市の子育て情報

サイトなどで、サポートファイルの情報を自由

に入手できるような工夫を行っていくことも検

討していきたい。 

５ まとめ 

今回作成したサポートファイルが、家庭と関

係機関の情報共有や信頼関係の橋渡しになるよ

う、活用していく必要がある。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。 

 

 

【保健センターからの情報】 
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表１ 教室のプログラム 

 

 

かんがるークラブの取り組み 

            ―1 歳半健診後の育児支援教室― 

〇橋本佳奈  栗栖美代子 池内恵美 中川早苗（松山市保健所） 

 

Ⅰ はじめに 

松山市の 1 歳 6 か月児健康診査(以下 

「1 歳半健診」とする)の結果、言語等の発

達に遅れが認められる児は平成 25 年度の受

診者 4,533 名のうち 384 名(8.5％)で、平成

20 年からの 5 年間で 1.5 倍に増加している。

さらに近年では、児の発育・発達面で気にな

るところがあり、育児の困難さを感じている

母が多くみられる。1 歳半健診で身体発育や

精神発達に遅れ等が認められる場合は、2 歳

時点で発達の確認及び助言をしてきたが、母

は 2歳までの半年間、不安を抱えながら過ご

し、早期支援の機会を逃しているという問題

があった。 

そのため、平成 27 年度から 1 歳半以降 2

歳までの児を持つ母を対象とした教室「かん

がるークラブ」を開始した。 

そこで母を対象に実施しているアンケート

結果を基に、教室の効果について報告する。 

Ⅱ 概要 

1 目的：母の育児不安の解消と児への関わり

方に対する支援を行い、状況に応じた育児が

できるよう支援する。 

2 対象：1 歳半健診で発育発達が気になる児

や育児の困難さを感じている母を対象とした。 

 

3 実施方法：1 コース 3 回、隔週金曜日午前

に行い、平成 27 年度は 8 コースを計画して

いる。1 回の受け入れ人数は 12 組までとす

る。プログラムは表１に示す。基本理念は

「他の親子と比較せず、自分の子どもに合っ

た育児を楽しむ」「今日からできる育児のヒ

ントを見つける」としている。教室前後には

講師とスタッフで事例検討を行い、修了後は

地区を担当している保健師に情報提供する。 

4 アンケート内容：表 2 に示す内容を教室

の前後に母の自記式で実施した。 

Ⅲ アンケート結果と教室の効果の考察 

1 参加者数及びアンケート回答数 

4月～10月の参加者は、児は 1組の双胎を

含む実 31 名、延 78 名、母は実 30 名、延 75

名であり、アンケートは延 75 名全員の母か

ら回答を得ることができた。 

回 テーマ 講師 スタッフ 内容 

1 ことば 言語聴覚士 

保健師 2名 

心理判定員 2名 

保育士 3名 

母子保健推進員 2名 

1．受付・事前アンケート記入 

2．集団遊び(母と児合同) 

3．講師による講話 

※児は別室で託児。分離～再会の様子を観察する 

4．事後アンケート記入 

5．講師またはスタッフによる個別相談 

2 栄養・歯 
栄養士・歯科衛生士 

※歯科は平成 27年 9月～ 

3 生活全般・遊び 
児童発達支援センターの 

児童指導員または保育士 

〈事前アンケート〉 
問 1：今日のテーマについて聞いてみたいことはありますか 

(自由記載) 

問 2：個別相談の希望はありますか(有・無) 

問 3：2、3回目の方は前回の話を聞いてやってみたことはあ

りますか(自由記載) 

問 4：あると答えた方はやってみてどうでしたか(自由記載) 

〈事後アンケート〉 
問 1：今日からやってみたいと思うことはありましたか 

(有・無) 

問 2：有と答えた方は具体的に何をやってみたいと思いまし

たか(自由記載) 

問 3：2で書いたことは実際にやっていけそうですか 

(はい・いいえ・分からない)  

問 4：感想・意見(自由記載) 

表 2 アンケート項目 
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2 アンケート結果と教室の効果 

1）母の気持ちの変化 

事前アンケートでは 75名中 58名(77.3％)

が気になることを記載し、75 名中 37 名

(49.3％)が個別相談を希望していた。1 歳半

健診で受診者全員に個別相談しているが、そ

の後も育児に対する不安が続いていることが

表れていた。教室に参加することによって、

多くの母から「初めての育児で不安だったけ

ど安心した」「自分の心が楽になった」とい

う感想が聞かれた。これは、基本理念や講話

が母のニーズに合っていたこと、3 回の通室

期間でスタッフと母が一緒に児の成長を共有

できたこと、また、個別相談希望の方は丁寧

に対応し、希望がない方にもスタッフが母に

積極的にコミュニケーションをとっていたこ

とで安心感が得られていると考える。             

2)具体的な育児の情報の取得 

事後アンケートで「今日からやってみたい

と思うことはあるか」に対して「有」と答え

た者は 75名中 74 名(98.7％)であり、「実際

にやっていけそうか」に対して「はい」と答

えた者は 74名中 68名(91.9％)であった。 

これは、事前アンケートで母の要望を把握

し、各専門職種がそれを活かした講話をして

いること、託児があり集中できること、また、

スタッフが児の発達状況を直接観察し、児に

合った助言を丁寧に行うよう意識したことで、

母は具体的な育児の情報を取得でき、さらに

行動変容に向けての意欲が高まったと考える。 

3）行動変容 

事前アンケートで「前回の話を聞いてやっ

てみたことはあるか」の問いに対し、延 45

名中 34 名(75.6％)が取り組んだことを記載

していた。その内容と児の反応を一部抜粋し

表 3に示す。これは、教室が隔週であるため、

講話で得た具体的な育児の情報を家庭で実践

する時間が十分にあり、母の行動変容とそれ

に伴う児の変化がみられたと考える。また、

スタッフと母が一緒に成長を共有することで、

安心感を得て心にゆとりができ、児に対する

見方の変化が生じ、より児の反応に気づくこ

とができたのではないかと推察される。 

表 3 母の行動変容と児の反応(一部抜粋) 

母の行動変容 児の反応 

本の読み聞かせをした 少しずつ言葉が増えてきた 

食事中親もうろうろし

ないようにした 

以前よりも座っている時間

が長くなった 

児が感情的になった時

にまず受けとめてしっ

かりクールダウンさせ

るようにした 

かんしゃくを起こしても長

引かなくなった 

Ⅳ 課題とまとめ 

教室の目的である、母の育児不安の解消と

児への関わり方に対する支援は効果があった

と考えられる。教室に参加した母の 75.6％

に行動変容があったが、具体的な育児の情報

を取得した結果(98.7％)と比べると、行動変

容の割合が下がったことが課題である。母が

講話の後はできると感じても、家庭で実践す

る難しさがあったと推察する。 

一方で、表 3のように母が行動変容するこ

とによって児にも変化がみられるケースがあ

ったことから、児の発達を促すためにも母親

への丁寧な支援が重要であると改めて認識し

た。健やか親子 21(第 2 次)では重点課題と

して「育てにくさを感じる親に寄り添う支

援」が挙げられている。この教室が、多職種

で連携し親子それぞれが発信する様々な育て

にくさのサインを受け止め、寄り添う支援の

場として、松山市の母子保健の向上につなが

っていると考える。今後も引き続き教室の充

実を図り、質の高い育児支援に努めたい。 
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県内 10 市町の３歳児健康診査の問診票からみた問診の現状と課題 

○西本絵美１） 河原奈那２） 曽我美月３） 塩崎啓子４） 清水桃子５） 大城咲子６） 山本実季７）  

齋藤希望１） 西嶋真理子１） 

１）愛媛大学大学院医学系研究科  ２）堀江病院  ３）愛媛大学医学部附属病院  ４）元愛媛大学医学部看護学科  

５）神戸大学医学部附属病院  ６）徳島赤十字病院  ７）岡山県真庭保健所 

 

Ⅰ はじめに 

 ３歳児健康診査(以下３歳児健診と称す)

は、1961 年に開始され、1994 年の母子保健

法の改定及び地域保健法の制定により市町

村が実施主体となった。３歳児健診の目的

や健診の項目については規定されているが、

実際に健診において使用されている問診票

の内容等は自治体の実情によって異なって

いる。雄島らも指摘する１）ように、乳幼児

健康診査等における問診票は、他地域の比

較可能性を保持しつつ、それぞれ地域特性

を踏まえながら内容を精選することで、健

診の質向上の一助となるのではないかと考

える。そこで本研究では、健康･発達の個人

的差異が比較的明らかになり、保健･医療に

よる対応の有無が、その後の成長に影響を

及ぼす３歳児健診に焦点をあて、問診票を

比較･分析し、県内 10 市町それぞれ領域別

項目の充足状況を分析することで、問診票

からみた問診の現状と課題を明らかにし、

問診の質の向上への示唆を得ることを目的

とした。 

Ⅱ 研究方法 

 １．対象：県内 10市町の３歳児健診問診

票および９市町の母子保健担当保健師。 

 ２．データ収集の方法：各市町担当課長

へ文書により研究を依頼し、直接訪問

し問診票を受け取った。また、そのう

ち９市町の母子保健担当保健師にイン

タビューを行った。インタビューの内

容は、問診の現状、問診票の見直しの

時期とその契機、今後問診票に追加す

べきと考えている内容とした。 

 ３．データ収集：平成 26年 11～12月 

 ４．問診票の分析方法：問診票の全質問

内容を①栄養②運動発達③精神発達④

生活習慣⑤予防接種⑥子育て状況⑦自

由記載欄の７領域別に集計した。また、

スクリーニング項目の有無と表現方法

は愛知県の文献２）を参考に、３歳児健

診で見逃したくない項目として記載さ

れている６項目(以下、重要視すべき項

目と称す)に該当する内容の有無及び

有の場合はどのような表現で記載され

ているかについて抽出し比較した。 

Ⅲ 結果 

 １．問診票について 

１）分量・質問数 

   問診票の分量はＡ４換算において２

～７枚、全質問数は 33～83 問であり、

各市町により開きがあった。 

 ２）質問領域別の分類 

質問領域別の分類：領域別の質問数か

ら栄養型、育児型、バランス型、精神

発達型の４つのパターンに分類できた。 

 栄養型は、全質問数における栄養に

関する質問数が最も多く、次いで精神

発達に関する質問数も多かった。育児

型は、子育て状況に関する質問数が極

めて多く、次いで精神発達に関する質
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問数も多かった。バランス型は、栄養、

精神発達、生活習慣、子育て状況に関

する質問数がほぼ等しく、全質問数が

少ない。精神発達型は、質問数におけ

る精神発達に関する質問の割合が非常

に多く、５割を占めていた。栄養に関

する質問数は極端に少なかった。 

 ３）重要視すべき項目の有無：どの市町

の問診票にもみられた項目は①言葉が

遅い、②落ち着きがない、④友達遊び

が困難であった。③言うことを聞かな

い、⑥子育てが楽しくない、の２項目

は９市町に記載があった。⑤こだわり

が記載されているのは２市町に過ぎな

かった。 

 ４)スクリーニング項目の表現方法 

    「自分の名前(愛称でもよい)をいうこ

とができますか」など具体的にできる

か問う表現が多く、「言葉が遅れている

という心配がありますか」など自由記

載できる表現が組み合わされていた。 

 ２．インタビュー内容より 

  問診票に記載しており問診時に最も重

視していること、問診票に記載してお

らず問診時に直接質問・確認している

こと、を問診票の質問領域分類ごとの

４つのパターンごとにまとめた。 

Ⅳ 考察 

 問診票の分類パターンで栄養型であった

市町の中に、苦手な食べ物の有無の項目、

それを苦手でも食べているか、の項目の追

加を検討している市町があった。栄養に関

する質問をさらに充実させるだけでなく、

児の食へのこだわりや対応を把握し、栄養

の面から特徴のある児への支援・対応も意

図していることが考えられた。育児型は、

育児支援を重視していることが考えられた。

生活習慣に関する質問数は少ないが、問診

時に生活リズムについて重要視して確認し

ている市町もあり、問診票を補う工夫が行

われていた。バランス型は、全質問数が少

なく記入者の負担が軽減されていると考え

られた。精神発達型は、見逃したくない項

目において児のコミュニケーション能力に

焦点を当てることで、発達障害等のスクリ

ーニングを行っていると考えられた。 

 保健師へのインタビューの中で「他の市

町がどうしているのか気になる」が複数あ

り、今回の研究結果の開示を求められるこ

とが多かった。 

 平成 27 年度より、健やか親子 21 の指標

把握に向けて、全国共通の問診項目が 3歳

児健診においても定められた。このことに

より、市町によっては３歳児健診の問診票

に変化・見直しを行い、領域別の分類パタ

ーンが変わったところもあると考える。全

国共通の項目、県内の他の市町との類似･

相違点、地域特性を活かしたその市町独自

の項目の必要性という複数の視点を考慮し

ながら、問診の質の向上に向けて取組んで

いく必要がある。 

引用･参考文献 

１）尾島俊之，（2002），乳幼児健康診査に

おける問診票の効果的活用に関する研究

[検索日：2015年 11月 24日]，

http://www.aiiku.or.jp/~doc/houkoku/

h13/h1320907.pdf 

２）平成23年度愛知県母子健康診査マニュ

アル(第９版第７節)，[検索日2015年11

月24日]，

http://www.achmc.pref.aichi.jp/secto

r/hoken/information/file/screening_m

anual/manual11.pdf 
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地域ネットワークで支える自殺未遂者支援の仕組みづくり 

 

○谷村千里 佐尾貴子 矢野公重 古谷光 中井定信 坂尾良美 廣瀬浩美（宇和島保健所） 

   

Ⅰ はじめに 

当所管内における自殺予防対策を検討する

中で、自殺未遂者の情報把握ができにくい現

状が課題として挙がり、平成 25 年度のワー

キング部会において自殺未遂者向けリーフレ

ット及び相談窓口連絡票を作成し、26年度

から「自殺予防対策相談支援事業」として運

用を開始した。 

本報告では、救急告示病院や精神科病院と

連携した本事業における取り組みをまとめる

とともに、今後の課題について考察する。 

 

Ⅱ 自殺予防対策相談支援事業の概要 

 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐことを

目的として、自殺予防対策の一環として、自

殺未遂者やその家族に対する相談支援を行う。 

管内の自殺未遂者やその家族（以下、未遂者

等）で本事業による支援について了承が得ら

れた者を対象とし、医療機関等から情報提供

を受けた保健所は、病院訪問や、電話・面接

等による相談支援を行う。 

図 1 事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 運営体制（図 1） 

①未遂者等の覚知と同意 

自殺未遂等により受診または入院し、継続

した地域支援が必要と判断された者に対して、

救急告示病院スタッフが支援介入の同意を本

人・家族から得る。 

②未遂者等へのアプローチと支援 

情報提供を受けた保健所職員は、未遂者等

と面接を行い、その後、保健所を含めた行政

機関及び精神科病院等支援機関が連携して、

未遂者等に応じた相談や支援を行う。 

２ 事業の工夫点 

①救急告示病院からの迅速な情報提供 

病院から保健所に対する連絡は電話で行い、

双方が共通の窓口連絡票を手元に置き、電話

で聞き取りながら連絡票を作成する。 

②保健所から未遂者等へのタイムリーな初回

面接 

入院中の事例の場合、数日で退院すること

が多い。そのため、保健所では連絡を受けて

から退院までの数日内に病院を訪問できるよ

う、係内でスケジュール調整するなどの協力

体制をとっている。その際、未遂者等との面

接調整や主治医等院内スタッフの調整は、地

域連携室等の協力を得ている。 

③関係機関の理解促進 

本事業開始時には、救急告示病院等に、保

健所職員が直接出向き、地域連携室等のスタ

ッフに事業説明を行うことで、顔の見える関

係づくりに努めた。また、関係者等への研修

-58-

一般演題18



会を開催し、本事業による取組をミニシンポ

ジウムとして発表し、理解促進につなげた。 

④救命救急センターを担う中核救急告示病院

の理解促進 

中核救急告示病院には、管内精神科病院の

精神科医が嘱託医として勤務しており、入院

患者の精神面のフォローや病院スタッフに対

する助言など、日頃から病院間の支援・協力

体制が構築されている。また、救急外来を受

診した患者のうち、介入が必要なケースにつ

いては、救急外来や ICU・HCUなどから院内

の地域連携室に連絡が入る体制が整っている。

地域連携室のスタッフは、必要に応じて、精

神科病院への受診や転院の調整、保健所事業

の紹介などを行っている。また、病院職員を

対象とした院内研修会を開催したことで、支

援が必要なケースが地域連携室へスムーズに

つながるようになった。 

 

Ⅲ 事業取り組みの成果 

平成 26年度の支援依頼に関する連絡は、8

件であった。全て入院中の事例であったこと

から、連絡のあった日もしくは数日以内に病

院にて、保健所スタッフが未遂者等にタイム

リーな面接を行うことができた。退院後は、

保健師による訪問や来所相談、精神科病院へ

の受診等につながっている。8件のうち 4件

は 27年度も支援継続中であり、定期的な訪

問や来所相談により、再企図することなく経

過している。 

表 1 医療機関からの未遂者等連絡件数(件) 

 

 

 

 

また、本事業開始時に、各救急告示病院の

地域連携室等を回ったことで、未遂者等以外

にもメンタル不調をきたしている患者等の相

談が保健所に寄せられるようにもなった。さ

らに、管内の精神科病院においては、救急告

示病院等から未遂者等の紹介があった場合に

は、優先的に外来・入院の調整をする体制が

整えられた。これらは、本事業を通じて関係

機関が自ら内部体制を調整し、保健所と病院、

また病院同士のよりスムーズな連携体制が構

築されたと言える。 

 

Ⅳ 今後の課題 

本事業を開始したことで、先に挙げた成果

が得られたが、一方では、未遂者等への対応

やリスク評価、アセスメント等に保健師や病

院関係者は不安を抱えている。そういった不

安払拭を目的に、支援者のスキルアップ研修

会や事例検討会を開催している。 

また、支援を拒否する事例や、休日や夜間

に救急外来のみで帰宅する事例が多くある。

事例検討などの開催を通じて、保健所の支援

の実際を病院関係者が理解し、支援の必要な

未遂者等への適切な働きかけを行っていただ

くとともに、救命救急等のスタッフへの情報

提供などを含めた救急告示病院内の体制整備

に向けた支援も継続して行っていきたい。 

なお、今後、支援件数の増加も予想される

ことから、重症度や緊急性を踏まえた対応の

職員体制を所内で検討する必要がある。 

今後も、「顔の見える関係づくり」を通じ

て、地域ネットワークの連携強化を図り、救

急告示病院・精神科病院・保健所が一体とな

り、それぞれの強みを活かした支援体制を築

いていきたい。 
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西予市が取り組んだ「うつ病スクリーニング」による地域介入の効果 

 

○ 岡中栄子(西予市健康づくり推進課) 福岡美緒(明浜支所生活福祉課) 山本晶子(野村支所生活福祉課） 

   赤松美保(城川支所生活福祉課) 稲垣佐穂(三瓶支所生活福祉課) 武内八千代 出森美和(八幡浜保健所)  

 

 

 

１ はじめに 

平成16年度の5町合併時、自殺のSMRは159.9(平

成10～14年)と高く、重要な健康課題として平成18年

度から本格的に自殺対策を開始した。うつ病スクリー

ニングを中心とした自殺予防対策を継続し積みあげる

中で、事業の効果及び今後の課題について考察した

ので報告する。 

 

２ うつ病スクリーニングについて 

  自殺対策の取り組みを開始するにあたり、①個別支

援体制の確立②普及啓発③地域との連携を自殺対策

の三本柱として各事業を位置づけ、それぞれのつなが

りを明確にした。うつ病スクリーニングは、①個別支援

体制の確立におけるハイリスク者支援に位置づけてい

る。 

平成26年度うつ病スクリーニングの概要 

(1)対象者： 933人の男女  

(2)実施方法 

①１次スクリーニング 

全対象者に「こころの健康アンケート」20 項目

による自記式質問紙を配布した。 
②２次スクリーニング 

評価得点が23点以上の人等を１次陽性者として、

保健師が訪問により半構造化面接を実施し、不在者

には電話による確認を行った。（図1） 

 

 

（３）結果 

 回収は 643 人(68.9%)で、そのうち 73 人(11.4%)が陽性

者であった。点数が23点に満たなくても、睡眠障害、食

欲低下のある人も陽性者とした。 

 ２次スクリーニング対象者 73 人のうち、異常なしが 53

人(72.6%)、経過観察が 9 人(12.3%)、専門医紹介はなか

った。(表１)得点が高かった人は人間関係や介護、健康

等にはっきりとした問題がみられた。 
表1 平成26年度 うつ病スクリーニング結果           (  )内は％ 

地区 宇和 野村 城川 三瓶 計 

年齢(歳) 50・70 40～74 40～85 35・50・70  

対象者数 443 59 198 233 933 

回収 292(65.9) 40(67.8) 149(75.3) 162(69.5) 643(68.9) 

１次陽性者 33(11.3) 5(12.5) 19(12.8) 16(9.9) 73(11.4) 

２
次
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
結
果 

異常なし 24(72.7) 5(100) 16(84.2) 8(50) 53(72.6) 

経過観察 3(9.1) 0 0 6(37.5) 9(12.3) 

専門医紹介 0 0 0 0 0(0) 

未把握 3(9.1) 0 0 0 3(4.1) 

治療中 3(9.1) 0 3(15.8) 2(12.5) 8(11) 

 

３ うつ病スクリーニングの効果について 

１）自殺率の高い「地域」から「年代」への介入 

平成13年からの自殺者を、地区・性別・年齢で区分し

５年間の累計を分析して「自殺率が高い地域」を選定し

た。平成 20 年度に２町２地区から開始し、平成 24 年度

から４町４地区、平成27年度は全町で実施している。 

平成20年度から開始している2町では主たる介入対

象 40～64 歳の自殺者が減少し、全数も減った。一方、

平成24年度から介入を開始した 3町は平成20～23年

度までの自殺者に変化はなかった。このことからうつ病

スクリーニングの自殺予防効果が示された。「地域」へ

介入した結果、地域間の自殺率に差はなくなったが、

「65 歳以上」と「20～39 歳」の自殺の割合が高くなり、

「自殺率が高い年代」への介入が課題となった。 

そこで、「自殺率が高い年齢」を介入対象とし、平成

25年度から 2地区で 50歳・70歳に介入、さらに若年者

の自殺がある地区では35歳も対象とした。平成27年度

からは全地区で 50 歳・70 歳（2 地区で 35 歳も実施）を

対象に実施している。また、高齢福祉課、地域包括支援

センターと連携し、平成26年度から基本チェックリストを

用いた高齢者うつ病スクリーニングを実施している。 

１次スクリーニング
（こころの健康アンケート）

陽性者

異常なし

結果判定

経過観察

陰性者

２次スクリーニング
（訪問、電話、面接、健康相談等）

結果判定

スクリーニング用紙：CES-D
方法：保健推進員または郵送による配布

自記式質問紙
陽性判定：・23点以上

・16～22点｢食欲不振」または
「不眠」が「時々」「たいてい」

・15点以下｢食欲不振」と「不眠」が
「時々」「たいてい」

電話チェック表を作成し実施
方法：訪問や電話で､保健師による半構造化面接を

実施
判定：「食欲不振・体重減少」、「不眠」に着目し

カンファレンスで区分を決定
専門医紹介者には「受診依頼票」を用いる

専門医紹介

図1 うつ病スクリーニングのフロー図 
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自殺の多い地域や年齢等の特性に合わせて柔軟に

展開でき、高い自殺予防効果が得られる手法である。 

２）多層的予防介入 

 自殺総合対策大綱は「段階ごと、対象ごとの対策を効

果的に組み合わせる」との基本的考え方がある。当市

ではうつ病スクリーニングを軸にし、各対象への対策を

組み合わせている。 

(1)全体的予防介入 

 対象地区住民に対するうつ病スクリーニング開始前の

健康教育、アンケート送付時に心の健康に関するパン

フレットを同封、全市民対象の「こころの健康講演会」、う

つ病スクリーニングの結果から明らかになった問題をテ

ーマで地域にあった健康教育を実施している。 

 これらの啓発活動をきっかけに、うつ病や自殺予防に

関する「心の健康」への関心が高まっている。 

(2)選択的予防介入 

 当市では精神疾患で治療中の人が自殺した実態があ

るため、それを選択的予防介入の対象者とした。うつ病

スクリーニングで精神疾患治療中及び既往歴の有無を

回答してもらい、「有」の人に対して一次陽性者及び陰

性者も、保健師が訪問や電話で治療状況やうつ状態の

確認をしている。 

 また、介護認定者のうち要支援者１・２の人の自殺もあ

ることから介入対象とした。地域包括支援センターと協

働し、介護福祉従事者へのゲートキーパー研修と併せ

て、平成27年度から要支援者を対象にしたうつ病スクリ

ーニングを介護支援専門員が実施し、その陽性者には

保健分野が連携して支援する体制を整えている。 

(3)個別的予防介入 

  一次スクリーニング陽性者でうつ病を発症している

人を自殺行動のリスクの高い対象として介入する。一次

陽性者全員に保健師が訪問・電話で「食欲・体重減少」、

「不眠」、「気分の落ち込み」を確認している。 

 明らかにうつ症状がある人へ受診勧奨すること、うつ

病ではないが、本人や家族の健康、経済、仕事上で抱

えているストレスについて、保健師がしっかり話を聴き

対応することで自殺行動の阻止につながっている。 

 うつ病スクリーニングは全体的・選択的・個別的予防

介入が連動し、重層的な保健活動となる手法である。 

３）つながる 

(1)住民と保健師がつながる 

  心の変調は、普段の保健活動で気づきにくいことが

ある。心理的孤立で社会的にひきこもっている高齢者

や相談しない傾向にある中高年男性に対し、うつ病スク

リーニングという手段で積極的に介入することができる。

保健師が住民とつながる有効な手段であり、重大な問

題が顕在化する予防として、重要な保健活動である。 

(2)住民とサービスがつながる 

 保健師が住民の話を聴くことで本人・家族のストレスや

問題が明らかになる。その解決のために、住民自身が

主治医や専門医療機関、地域包括支援センターや介

護担当部署、消費生活センター、障害担当部署等、住

民を支援するサービスにつながるきっかけになる。 

(3)サービスとサービスがつながる 

 住民自身で解決することが難しい場合、保健師と各

関連機関が問題を共有する。それぞれの機関が役割を

担い、本人・家族が問題を解決できるように支援してい

る。一次陽性者を訪問した地区担当保健師が主治医、

生活保護、介護支援機関等に状態を報告し、適切な医

療へつないだケースがある。 

うつ病スクリーニングをきっかけにした、住民・保健

師・サービス機関同士の「つながり」が自殺対策の大き

な力になっている。 

 

４ 考察 

 大山は「郡部における高齢者自殺の心理社会的モデ

ルでは、(中略)老年前期に狭小化したライフスタイルを

形成した者が老年期以降、何らかの喪失体験に遭遇し、

これを契機に心理的孤立に陥る段階がある．(中略)次

にうつ状態の発現や衝動性亢進などの生物・心理学的

要因が加わって自殺へ至る段階がある．」1）と述べてお

り、住民全体を対象とした積極的な介入の意義は大きく、

継続する必要がある。さらに、一次陽性者への保健師

による訪問、傾聴及び関係機関フォローアップ体制こそ

自殺予防の効果が大きいと考える。 

 また、２次スクリーニングから「不眠による苦痛を主治

医に適切に伝えられていない」実態が分かった。高齢

者が自殺に至るまでに一般医が介在している事例が非

常に多いが、うつ病患者が自殺念慮について医師に話

すことは稀であると言われており、主治医との連携は不

可欠である。うつ病スクリーニングを医師会に周知し理

解を得るよう努め、八幡浜保健所が主催した地域うつ病

等支援連携会議で活動を報告し協議する機会とした。 

 生や死に関する地域特有の集団心理や自己価値観

はライフサイクルにおいて形成されることから、各年代

への対策も必要である。若年層には、乳幼児健診や小

中学校と連携した親子への支援を継続していきたい。 

 

5 おわりに 

当市の自殺対策は青森県立保健大学 大山教授の

指導のもと、分析・実践を継続している。また保健所の

個別ケース支援を含めた連携のなかで学ぶことも大き

い。市内の精神科医師からは、うつ病スクリーニング対

象の精神疾患患者への配慮等について指導がある。

多くの機関の協力・指導のもと、保健師のスキル向上に

努め、これからも住民の声を傾聴して自殺対策を継続し、

市民が「生きやすい」地域づくりを目指したい。 
-引用参考文献- 

１）大山博史：医療・保健・福祉の連携による高齢者自殺予防マニュアル，診断と治療社,34,2003 
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心と体の健康センターにおける認知行動療法研修への取り組みについて 

 

○栗原美香 平野美輪 藤原美佳 兵頭昌子 戒能德樹 竹之内直人 

（愛媛県心と体の健康センター） 

 

Ⅰはじめに 

当センターでは、平成 23 年度から自殺対策

の一環として、うつ病対策において有効性が高

いといわれる認知行動療法の基礎的知識と基本

技能の獲得、技能向上を目指した支援者向け研

修を実施している。 

今回、平成 23 年度から 26 年度までの認知

行動療法の取り組みの状況と課題を整理し、今

年度新たに中期研修を開催したのでその方法と

実施及び効果について報告する。 

 

Ⅱ認知行動療法研修と取り組み状況 

１.平成 23～26 年度の取り組み 

（1）研修内容及び開催状況 

 表 1 認知行動療法研修の開催状況 

年度 内 容 

23 

基礎研修 

実践者座談会 

集団認知行動療法・うつ病デイケア研修 

フォローアップ研修 

24 

基礎研修 

実践者事例検討会 

集団認知行動療法基礎研修 

集団認知行動療法実践者研修 

フォローアップ研修 

25 
基礎研修 

フォローアップ研修 

26 
基礎研修 

フォローアップ研修 

（2）４年間の参加状況 

  県内精神科医療機関 32％（23 機関）、市

町及び保健所は、100％（20 市町 6 保健所）

の参加があった。参加者数は、実 313 人、

延べ 538 人であった。 

（3）研修実施後の現場での活用状況（H26 年

度フォローアップ研修アンケート結果より） 

受講者 64 名に対して、認知行動療法の活

用状況と、今後さらに取り組む上で必要と思

うことについてアンケートを実施した。（回

収率 95％） 

その結果、73％の医療従事者が現場で実

践し、25％の地域保健従事者が活用してい

た。自由記載欄には、「不安が大きく活用す

るにはまだ学習が必要。同僚の協力、思いが

なければ取り組みにくい。」という意見があ

った。今後、活用する上で特に必要と思われ

るものは、事例検討会、現場での実践、個別

のスーパーバイズが挙げられていた。 

（4）うつ病認知行動療法の普及に関する実態

調査結果（平成 24 年度と 26 年度実施） 

医療機関、地域保健機関を対象に、認知行

動療法の実践状況について把握することを目

的に、隔年で、自記式質問紙を郵送し、調査

した。 

その結果、医療機関では実施機関が増加し

ているのに対して、地域保健機関では減少し

ていた。（表 2） 

表 2 実施機関の状況 

 24 年度 26 年度 

医療機関 36％ 42％ 

地域保健機関 16％ 8％ 

 

２.平成 27 年度中期研修の取り組み 

基礎研修受講後、「フォローアップ研修を受

講するには、急に難易度が上がり、難しさを感

じた。」「取り組んでいきたいという希望は持

っているが、なかなか活用できていない。」と

いう意見や地域保健機関での実践が低い現状を

踏まえ、中期研修を開催した。（表 3） 

-62-

一般演題20



（1）中期研修の概要 

表 3 認知行動療法中期研修の概要 

目的 

支援している事例について、

認知行動療法の具体的な活用

等に関するスーパーバイズを

受ける 

対象 
市町・保健所職員 

（事例提出可能な者） 

参加人数 10 人 

内容 

 

＜事例検討＞ 

・1 事例 30 分 

・事例概念化ワークシート及

び事例検討シートを用いる 

・活用・達成しようとしたこ

と、試みた感想、問題点、

疑問点等について、押さえ

るポイントを中心にスーパ

ーバイズを受ける 

評価 

受講者に対して個別に、参加

動機・活用等に関するインタ

ビューを実施 

（2）中期研修受講者へのインタビュー 

①参加動機 

・認知行動療法をいつの段階で、どう使うか

曖昧で、活用するという一歩が踏み出せな

いため学びたい。 

・認知行動療法にしっかり取り組んでいると

いう段階ではなく、今後やっていきたいと

思う。 

・基礎研修受講後、自分なりに取り組んでみ

たが、これを機会に振り返りが必要だと思

った。事例に取り組んでいる中で、行き詰

まっていたので相談したい。 

②参加動機の達成度 

・事例を通して認知行動療法をどの場面でど

う使うか具体的に理解できた。参加者それ

ぞれが関わった様々な事例について検討で

き、理解を深めることができた。 

・基礎研修を受講して、言葉が入りにくく難 

 しい印象が強かったが、この研修を通して

面接の流れや時間配分、ケースの見立てや

向き合い方等について気づき理解できた。 

③印象及び研修への要望 

・活用する段階での不安があるため、アド

バイザー的存在がほしい。 

・認知行動療法の手法を身に付けることで

様々な相談に対応できる。有効性が高く、

支援者としての強みになると思われるため

さらに高めていきたい。 

・研修会の組み立てとして、基礎・中期・フ

ォローアップが段階的にあることで取り組

みやすい。中期研修は、少人数で発言しや

すく、各参加者が支援している事例につい

て検討することで経験値が上がり「地域の

中でこういうふうに活かす」という学びが

ある。今後も継続してほしい。 

 

Ⅲ 考察 

医療機関においては着実に実践が進んでいる

一方で、地域保健に従事する支援者の中には、

認知行動療法に対して敷居が高いと感じている

者も多く、基礎研修受講後、相談支援の中で認

知行動療法を活用することに躊躇している現状

が明らかになった。認知行動療法を実践する上

で、その有効性は理解できても、いざ実践する

となると不安があり、スーパーバイズを求める

声が多かった。 

中期研修を追加したことにより、活用する上

での課題や実践者として不安が解消されること

に繋がった。また、実践者のニーズに応えると

ともに、認知行動療法をさらに普及・定着させ

る上で、参加者から好評を得られ、取り組みへ

の意欲の高まりを感じることができた。 

当センターの役割として、支援者が自信を持

って認知行動療法を実践できるように日々の活

動における身近な技術支援としての機能を持つ

こと、多くの支援者がスキルアップできる機会

を提供していくことが求められている。今後も

より効果的な研修会開催と、実践支援に取り組

んでいきたい。 
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ひきこもり相談室における家族支援の成果と課題 

～事例からみた当事者の変化～ 

○佐野希美 梶原万裕 和田彩子 藤原美佳 

 兵頭昌子 戒能德樹 竹之内直人（愛媛県心と体の健康センター） 

1 はじめに 

 ひきこもり相談室（以下、相談室）は、

平成 23 年度心と体の健康センター内に開

設し、ひきこもり当事者（以下、当事者）

や家族を対象に、来所相談・電話相談等を

実施している。来所相談では、当事者の来

所が難しく、前年度の来所相談における家

族の相談は約 8 割と、家族相談が多いのが

現状である。その中で家族相談を継続的に

実施することにより、当事者に変化がみら

れ、改善された事例が見られたことから、

相談室における家族支援の意義と成果、そ

の課題について報告する。 

2 事例概要 

表 1のとおり 

3 家族支援の経過と成果（家族の変化） 

（表 1 参照 ※H27年 11月末現在） 

（事例 A）両親での来所相談。父は多弁で

易怒的。相手の気持ちを想像するのが苦手。

母は、Aと共感的に接することができるが、

些細なことで不安定になり、他者の意見に

流されやすい。 

この事例では、相談場面で、父の態度に

母が委縮してしまうことがあったので、ま

ずは、両親がお互いへの不満や、A への関

わりについて話すことで、互いの気持ちを

理解できるようにした。その上で、夫婦間

の声掛けを考え、A についての意見や対応

を共有することを主に支援した。その結果、

父は相談場面で母にイライラすることもあ

ったが、徐々に母の意見を待つようになり、

母も自分の考えを話すようになった。また、

父は以前より穏やかな対応ができるように

なった。 

（事例 B）母来所相談。父は、Bに期待して

しまう傾向が強い。母は「何でも真面目に

頑張ればいい。」と考えている。 

 この事例では、B との具体的な関わり方

（ひきこもる過程の説明、安心できる環境

作り等）の助言をし、B の状況に不安を感

じ、焦る母に共感し、頑張りを労った。ま

た、家族全体の関わりを聞き、家族環境を

整えていくことを主に支援した。 

 支援を続ける中で、家族で話し合う機会

が増え、母自身の「頑張ればいい」気持ち

が緩まり、Bと接するのが楽になり、父も B

の気持ちを理解できるようになった。 

（事例 C）母来所相談。父は思いつきで行

動することが多い。母は多弁で頭の回転が

速く、きちんとした性格で綺麗好き。両親

は Cの社会復帰は難しいと考えている。 

 この事例では、両親の関係性は良いため、

C の特性に焦点を当てた。発達障害の可能

性の高い C の特性を母に伝え、関わり方を

助言し、能力の高い部分を生かすことに視

点を置き、家族が関わっていくよう支援し

た。その結果、母と会話が増え、父と外出

が増えた。母は、「楽しそうに生活してくれ

たらそれでいい。」と言うようになった。 

4 考察 

事例から、相談室での家族支援は、①家

族環境を聞きながら、家族の不満や不安等

に共感し、家族の頑張りを労うこと②家族 

が、本人を理解できるように支援すること 
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（家族から生育歴、発達歴、現況を詳しく

聞き、本人についての理解を深めていく等）

③本人の理解を進めた上で、家族が、本人

の状況に応じて家庭環境を整え、会話を増

やし、安定したコミュニケーションがとれ

るように支援していくこと④支援する家族

自身が、楽しみや生きがいを持つこと、に

重点をおいた支援が必要である。            

このように、家族のエンパワメントを高 

めていくことが相談室での家族支援の意義

であり、また、家族の対応、環境が変わり、

居場所を作ることが当事者を支える基盤と

なる。その上で家族が、当事者に伴走し、

支援できるようになることにより、少しず

つ当事者に良い変化が現れたと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 課題 

 今後の課題としては、ひきこもりの長期

化により、家族支援だけでは当事者の変化

がなかなか見られない事例への対応がある。

この場合、心と体の健康センターで実施し

ている事例検討会を活用し、事例の見立て

や、支援方法の確認を積極的に行い、必要

に応じて関係機関との連携を図りながらア

ウトリーチしていくことも必要と考える。

また、初回相談には来たが、その後定期的

な相談にならないケースもあるため、継続

相談に繋げるための相談員の相談技術のス

キルアップを図っていきたい。 
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ひきこもり対策推進事業における取り組みについて 

～ひきこもり相談室を有するセンターの役割から～ 
 

     ○和田彩子 佐野希美 梶原万裕 藤原美佳 兵頭昌子 

      戒能德樹 竹之内直人 （愛媛県心と体の健康センター） 

 

Ⅰはじめに 

 平成 23 年度から県のひきこもり対策推進

事業として、相談支援事業、支援体制連携強

化事業、普及啓発・研修事業を行なっている。

相談支援事業においては、県下各保健所で相

談に対応しているが、愛媛県心と体の健康セ

ンター（以下、センター）では、ひきこもり

の専門相談窓口として「ひきこもり相談室」

（以下、相談室）を開設し、専任の相談員 2

名を配置し、相談支援にあたっている。また、

支援体制連携強化事業、普及啓発・研修事業

については、センターの保健師 1名が事業を

担当し、相談室と協働して取り組んでいる。 

 事業開始から 4年が経過し、ひきこもり当

事者（以下、当事者）の状況に応じたきめ細

やかな支援がなされてきたことで、当事者の 

中には、徐々にひきこもりから脱し、社会参 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加へ向けてステップアップする者も出てき

た。その当事者の変化に対応し、よりよい支

援を継続するために、事業全体の取り組みを

今後どのように展開していくべきか模索す

る中、今年度は、既存の事業を改変し、実践

する中で、相談室を有するセンターとしての

役割と課題があきらかになったので報告す

る。 

Ⅱ事業開始からの取り組み状況 

 事業開始から平成 27 年度（予定を含む）

までの経年的な取り組みは表１の通りであ

る。特に今年度は、相談室と関係機関との連

携と相談室の機能強化を目的に、以下のこと

に取り組んだ。 

(1)個別支援における同行訪問：今年度から

積極的にアウトリーチを行うこととし、当事 

者を地域の関係機関（就労支援機関・病院デイ 
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ケア等）へスムーズに繋ぐために同行訪問を実

施した。 
(2)家族教室での公開講座の実施と外部講師 

の導入：以前の家族教室の対象は、相談室及

び各保健所の相談者に限定していたが、今年

度は初回を公開講座とし、支援者にも対象を

広げた。また、外部講師のＳＳＴの講話を導

入するなど、内容のさらなる充実を図った。 

(3)事例検討会の定例事業化と関係機関への

出席依頼：従来から月１回実施していたが、

今年度から実施要綱を定め、実践力 up 事例

検討会の手法を取り入れ、定例の事業とした。

また、市保健所及び市生活困窮者支援窓口担

当者等への出席依頼を行った。 

(4)担当者会の新規開催：相談室と各保健所

間での情報交換と支援方法の検討等を行っ

た。 

Ⅲ事業の展開と成果 

(1)個別支援において、相談員が地域の関係

機関へ同行したことで、当事者の不安が軽減

され、社会参加が丁寧かつスムーズにできた。

また、相談員自身が実際の各機関の機能の特

徴を理解し、各機関とつながることで、当事

者の求めに応じた細かな連携がとれ、他の事

例の支援へと活用が広がっている。 

(2)家族教室では、公開講座により家族と一

緒に参加した支援者も家族支援の方法を学

ぶことができた。また、外部講師の導入によ

って、家族はより専門的で実践的なＳＳＴを

受けることができただけでなく、相談員とセ

ンター職員もその手法やプログラム運営に

ついての専門知識の習得ができた。 

(3)事例検討会では、多機関・多職種により、

事例のアセスメントに重点をおいて実施す

ることで、各機関と協働して、当事者にとっ

て多角的かつ効果的な支援の見通しを立て

ることができた。あわせて、支援内容の振り

返りをすることで、相談員のエンパワメント

が高まり、自信にもつながった。また、出席

者のスキルアップと連携の場になった。 

(4)担当者会を開催したことで、相談員が各

保健所の実情を理解し、意見交換することで、

相互のケース連絡等が円滑に進むきっかけ

となった。また、保健所の取り組み状況に応

じた相談室の技術援助の必要性を感じた。 

Ⅳ考察 

 平成 27 年度は、家族教室の公開講座に参

加していた県保健所から相談員への講話依

頼があるなど、事例や事業を通して、地域の

各機関との顔の見える連携が取れるように

なった。同時に、関係者との相互理解が進み、

相談室の活動が地域へ広がってきている。今

後は一層関係機関との連携を強化し、重層化

することで、相談室を核とした支援のネット

ワークが構築できるように、センターとして

は相談室の機能を補っていく必要があると

考える。 

それらにより、当事者を孤立させることな

く、継続した支援を行うことが可能になるた

め、今後は、他県の先進的な取り組みも参考

にしながら、相談室の活動をさらに発展させ

ていきたい。 

また、相談室が先進的で専門的な情報提供

や技術支援を行っていくには、相談員及びセ

ンター職員のスキルアップは不可欠である

が、まだまだ不十分であるため、積極的にス

キルアップに努めるとともに、今後は、相談

室の機能強化を図っていく必要がある。あわ

せて、事例検討会の有効性が高いことから、

次年度以降は、各保健所等にも参加を呼び掛

け、支援技術向上の一助としたいと考えてい

る。 
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はじめに 

 これまで八幡浜市では、酒害者に対する支援

は、医療に繋げるための受診援助や家庭訪問等

での個別支援が主であった。 

しかし、思うように医療に繋がらない方は、

断酒や節酒が出来ず、健康状態が悪化し、家族

は疲弊していく。また、両者ともに地域からは

孤立し、治療ルートに乗らない当事者や家族に

は支援が不十分であった。 

そのような中、平成 25年度、断酒会過疎地

である南予北部で「お酒の悩み相談」や「自助

グループ（断酒会）を作りたい」と、愛媛県断

酒会会員より申し出があった。 

酒害者支援をするにあたり、どれほどの需要

があるかは未知数であり、また、一断酒会活動

に行政がどのような位置づけで携わるべきか

についても悩んだが、保健部門で不足していた

「成人期の心の健康づくり」という位置づけで、

自助グループ発足のための人材育成を目的に、

断酒会の協力を得て、断酒例会を行うこととし

た。 

 

方法 

 酒害者支援の取り組みの柱は、個別支援であ

る酒害相談と、自助グループ育成のための断酒

例会の 2本立てとした。 

 今回は自助グループ育成のための断酒例会

の取り組みに絞り、参加者個々の変化から事業

の効果と意義を検証する。断酒例会の概要につ

いては次のとおり。 

【事業名】お酒の問題に悩む方々のつどい 

【実施日】毎月 1回 13：30～15：30 

【場 所】八幡浜市保健福祉総合センター 

【対象者】市内在住の酒害に悩む当事者及び 

     家族。断酒していなくても参加可。 

【内 容】自己紹介、祈念黙祷、体験発表、 

 

 

 

     分散会（当事者、家族） 

【参加者数】平成 27年 11月末現在の実人数 

酒害者本人 9人 酒害者家族 7人 

市内精神科関係者 3人 断酒会 5人 

【周 知】広報、参加協力及び対象者への呼び 

かけ依頼（市内精神科病院 2ヵ所、 

保健所、市生活保護係、市障害福祉係） 

【協 力】愛媛県断酒会、保健所、 

市内精神科病院、市障害福祉係 

参加者の変化と断酒例会の効果は次の表のと

おり。 

（H27.11 末現在） 

 Aさん 

年齢・性別 60代 男性 

酒害者・家族 酒害者本人 

参加期間 H25.11～ （2年） 

飲酒の状況 「断酒は出来ん。あんな旨い物やめ 

られん。」飲む日は１日中飲酒。量は 

ビール１ケース分。 

例会参加当初 

の様子 

かかりつけ病院から勧められ参加。 

飲酒して来所し、実施方法に対する 

不満を例会中に大声で言う。 

変化が見られ 

た言動 

・「γ-GTPが 77まで下がり改善して 

きている。正常になるために酒を 

控えたいから例会に参加したい。」 

・他の参加者の体験発表を黙ってじ 

っくり聴くようになる。 

・「酒を減らしたいから、開催回数を 

増やすことはできないか。」と提案 

される。 

・他の参加者からお酒の止め方に 

ついて相談され、「自分がどう酒と 

向き合うかよ～。」と答える。 

（＝参加者の相談相手となる） 

・祈念黙祷や連鎖握手を依頼すると 

快く引き受け、堂々と発表できる。 

例会がもたら 

した効果 

・自分の目標達成（肝機能正常化） 

のために例会に継続参加し、断酒 

意欲を維持・向上できた。 

・参加者の相談相手となり、共に支 

え合う自助力が育った。 

 

 Bさん 

年齢・性別 60代 男性 

酒害者・家族 酒害者本人 

参加期間 H26.9～ （1年 2ヶ月） 

飲酒の状況 朝起きた直後、昼食後、夕飯時に、 

行政が行う断酒例会の効果と意義に関する研究 
松本 有加  中川 綾  〇宇都宮 希代子  二宮 京子  泉 千晶   

（八幡浜市保健センター 成人保健係） 
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毎回自販機で酎ハイを買い飲酒。 

以前、飲酒して出勤し、注意を受け 

て以来、仕事のある時は飲酒しなく 

なった。例会参加当時も飲酒して参 

加していたが、参加時は飲酒しない 

と約束をし、以後は守っている。 

例会参加当初 

の様子 

広報を見て、酒害相談を利用。 

その後、例会を紹介し継続参加。 

「自分一人でいると、酒を止めてく 

れる人がいないから飲んでしまう」 

と言い参加。 

変化が見られ 

た言動 

・酒を飲みたくなるきっかけのひと 

つに「一人で悩みごとを抱える時」

と言い、悩み事を保健師に相談で 

き解決できた。 

・精神保健ボランティア養成講座や 

男性料理教室など、市民活動に参 

加するようになる。 

・例会に参加する日の朝・昼は飲酒 

せずに来所するようになる。 

・いつも例会に参加する仲間が休み 

がちになると、「何かあったのかな 

？大丈夫かな？」と心配したり、 

久しぶりに会う仲間に「待っとっ 

たよ～。」と声を掛けるようになる。 

・例会参加者が断酒し始め、「自分も 

夢中になれるものが見つかったら 

酒が止められるかな？」と酒の止 

め方を模索し始める。 

例会がもたら 

した効果 

・仲間や活動の広がりにより、断酒 

するために必要な情報を得られや 

すくなった。 

・仲間の刺激を受け、断酒について、 

より具体的に考えられるようにな 

った。 

・参加者を気遣う連帯感が育った。 

 

 Cさん 

年齢・性別 70代 女性 

酒害者・家族 家族 

参加期間 H26.9～ （1年 2ヶ月） 

例会参加当初 

の様子 

保健師の気長な声掛けと、酒害者で 

ある家族の退院のタイミングが重な 

り参加。 

変化が見られ 

た言動 

・例会への参加を呼び掛けると「〇 

〇さんは来るかなぁ？来るなら、 

 また行きましょうかな。」と言う。 

・今まで、あの子（酒害者）に腹を 

立てさせまいと気を遣ってきた 

けど、自分の時間を大事にして、 

出かける場があれば、どんどん出 

かけようと思ってます。 

・ここに来て初めて、自分だけじゃ 

 ないんやな～と思えるようになっ 

たんよ。（笑顔） 

例会がもたら 

した効果 

・話を聴いてくれる仲間の存在が、 

 孤立感を軽減した。 

・当事者に巻き込まれていた家族が 

 自身の生活を考えられるようにな 

 った。 

 

結果 

参加者の変化から見えた事業効果は次の６点

である。 

①節酒及び断酒意欲を維持・向上させることがで

きる。 

②節酒や断酒のために必要な情報が得られやす 

くなる。 

③回復者との出会いの場を提供することで、当事

者自身が、断酒についてより具体的に考えられ

る。 

④家族が、悩んでいるのは自分だけではないと実

感でき孤立感が軽減する。 

⑤酒害者に巻き込まれていた家族が自身の生活

を考えられるようになる。 

⑥集団で実施することにより、仲間意識や自助力

が育つ。 

 

 また、行政が行うことの意義は次の 4点である。 

①医療機関に繋がっていない人や家族でも受け

入れ、支援ができる。 

②参加者の個別性を踏まえた、同じ境遇の方との

出会いをコーディネートできる。 

③断酒例会への参加が途切れた危険な時に、家庭

訪問や相談等で個別支援ができる。 

④地域で断酒を支える人材が育ち、新たな社会資

源が生まれる。 

 

考察 

 保健師は、日頃の様々な保健師活動の中で、支 

援が必要な人を把握することができる。医療に繋 

がっていない当事者や家族の行き場作りをする 

こと、それにより新たな地域資源を育てることは、 

行政で実施することの大きな意義だと考える。 

また、保健師だからこそ、参加者の個別性を見 

極め、同じ地域で、同じ健康課題を有する方との

出会いを効果的に造ることが出来たのだと思う。 
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認知症になっても住みなれた地域でくらせるまちづくりをめざして 

－今治市上浦支所認知症等支援連絡協議会を設置－ 

○村上弘子 田頭愛美（今治市上浦支所） 中峠理香 国木田人美（今治市伯方地域包括支援センター） 

野間かおり（今治市伯方地域包括支援センターサブセンター大三島） 

 

Ⅰ はじめに 
 今治市上浦支所は、しまなみ海道沿いの大三

島にあり、人口 2,891 人・高齢化率 51.7％（H27
年 9 月 30 日現在）で、保健師 2 名が配置され

ている。島嶼部全域を管轄する伯方包括支援セ

ンターに保健師 2 名、サブセンター大三島に保

健師 1 名が配置され、連携して、高齢者への支

援を行っている。 
また、上浦支所管内には、上浦デイサービス

センター、特別養護老人ホーム多々羅の里がそ

れぞれ１か所ずつある。   
 介護保険申請率は 16.9％（H26 年度）、デイ

サービス利用率は 7.6％（H27年 9月 30日現在）

である。 
Ⅱ 実施方法 

1．今治市上浦支所認知症等支援連絡協議会（以

下協議会）設立まで 
 (1)保健師活動をする中で認知症に関する相談

が多くなり、「独居の認知症高齢者が包丁で自傷

他害のおそれがあると近所より通報あり」「認知

症の妻が一日中徘徊、介護疲れによる夫の介護

放棄」「近隣の住居に無断で頻回に出入りするこ

とで苦情の連絡」など、警察や医療機関等関係

機関との連携強化や認知症について正しい知識

の普及啓発、見守り体制の構築などの必要性を

感じ、協議会の設立に取り組むこととした。 

(2)H27 年 3 月 19 日に協議会準備会を開催し、

国の新オレンジプランや今治市福祉計画の説明、

上浦支所管内の高齢者の状況、認知症の事例等

について報告し、協議会設立にむけての協議を

行い、委員全員より承認を受けることができた。

また、小中学校や人権擁護委員、金融機関等と

の連携も必要ではないかとの意見があった。 
 

2.協議会の実施について 
 (1)目標：ひとりひとりの高齢者が尊厳を保ち 
ながら、認知症になっても住み慣れた地域で生 
活を送ることができるような地域をめざす 
(2)内容： 関係機関との連絡協議及び情報の共 
有、認知症等事例の検討、認知症等支援のため 
の研修会の開催、認知症等支援のための啓発活 
動、認知症等で支援が必要な高齢者の支援活動 
など 
(3)方法：協議会を年 1 回開催し、関係機関と

の連絡協議及び情報の共有等を行う。年 1 回認

知症予防・支援のための研修会を開催する。個

別ケース検討会を随時開催し、支援ネットワー

クを構築する。 
(4)組織：会長は上浦支所長、関係機関・住民

組織等の長、事務局は上浦支所保健師 

今治市上浦支所認知症等支援連絡協議会委員 

 役 職 所  属 
1 会 長 上浦支所長 
2 

副会長 
民生児童委員会上浦支部長 

3 社会福祉協議会上浦支部長 
4 

委 員 

伯方警察署刑事生活安全課生活安全係長 
5 瀬戸崎駐在所所員 
6 井口駐在所所員 
7 大三島中学校校長 
8 上浦小学校校長 
9 上浦町連合自治会長 
10 上浦町シニアクラブ会長 
11 人権対策協議会今治支部上浦分会長 
12 人権擁護委員 
13 上浦町ボランティア連絡会長 
14 特別養護老人ホーム多々羅の里施設長 
15 グループホーム・小規模多機能事業所長  
16 越智今治農業協同組合上浦支店長 
17  上浦郵便局長 
18 株式会社マツキ 
19 NPO しま・なみ事務局長 
20 伯方包括支援センター 
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(5)協議会の実施 
H27 年 11 月 5 日に上浦支所で開催し、行政や

関係機関、住民組織等の事業報告と連携により

詐欺を未然に防いだ事例の報告を行った。また、

研修会について協議し、H28 年 3 月に「認知症

の早期発見のポイント、認知症家族への接し方」

の内容で実施することを決めた。 
(6)各関係機関の実施事業報告 
①民生児童委員：◎伯方警察署生活安全課係長

を講師に、特殊詐欺について研修会を実施◎高

齢者の見守りをしている。 
②社会福祉協議会上浦支部：◎サロンの登録は

H26 年度 18 団体、H27 年度 24 団体と増加、全

地域でサロン開催をめざしたい◎介護者交流会

を偶数月に実施◎小中学校と連携し、福祉教育

として高齢者の疑似体験や介護施設で実習。 
③伯方警察署：◎高齢者安心サポート“安ちゃ

ん 心ちゃんの事業所制度”を H26 年 3 月 1
日より実施、詐欺や犯罪等を予防する高齢者へ

の広報活動を実施。 
④大三島中学校：◎総合学習で福祉教育と福祉

職場体験を実施、車いす体験や高齢者疑似体験、

施設で高齢者との交流などを行った。 
⑤上浦小学校：◎校外学習として上浦町福祉セ

ンターの見学、高齢者疑似体験、上浦デイサー

ビスセンターで交流を行った。◎シニアクラブ

との交流では、1・2 年生は昔から伝わる遊び、

3・4 年生は手作りのおもちゃ作りや遊び、5・6
年生はゲートボールなどで交流。 
⑥人権擁護委員：◎上浦デイサービスセンター

で振り込め詐欺の講話をし、この話を聞いた高

齢者が社協心配事相談に連絡をし、詐欺に合わ

ないで予防できた事例を紹介。 
⑦ボランティア連絡会：◎配食サービスを週 3
回 40 名前後の高齢者にお弁当を配っている。訪

問時、倒れているのを発見し、救急搬送したこ

ともある◎施設でボランティア活動も実施。 
⑧ゆいの家・ゆいの里：◎グループホームの待

機者 70 名、小規模多機能ゆいの村待機者 35 名

で、手続きしてもすぐに入所できない状況。 
⑨マツキ：◎平成 27 年 7 月から介護タクシー

の営業を開始、20～25 名が常時利用。目的は通

院が多い。要望もあり 2 台に増車を検討。 
⑩しま・なみ：◎介護タクシーの営業を開始し

て 2 年が経過。病院受診や買物、理美容、墓参

り等で利用する人が多い。 
⑪伯方包括支援センター：◎認知症サポーター

養成講座を小学校や郵便局、伯方警察署で実施。

今後、サポーター養成講座を積極的に実施予定。

◎徘徊高齢者等SOS事業“いまからネット”を住

民に周知したい。 
Ⅲ 協議会を実施して 

認知症の方への支援をするためには、関係機

関との連携を図ることと関係機関や住民に認知

症の正しい知識を身につけてもらうことが必要

であると考え、協議会を設立した。 
協議会では、各関係機関等からの事業報告に

より、今ある地域の社会資源が整理できたとと

もに、すばらしい取り組みを多くの機関がして

いることを知ることができた。「皆さんの報告を

聞きながら、すみよいまちづくりになるよう一

緒に取り組みたい」と報告した委員もいた。不

足している社会資源についてみんなで考えるこ

とができ、自分の機関での役割が明確になった

のではないかと考える。 
また、行政や関係機関、住民組織等の連携が

スムーズになるためには、顔の見えるネットワ

ークが必要であると考えるが、その機会にもな

ったのではないか。 
Ⅳ おわりに 

高齢化率が高い地域で、認知症が多いことは、

保健師をしていて実感するとともに、認知症へ

の取り組みは緊急の課題となっている。一人ひ

とりが認知症を正しく理解することが“認知症

になっても住みなれた地域でくらせるまちづく

り”につながると考える。行政と関係機関、住

民が共同してまちづくりに取り組むために、一

人ひとりが自分にできることを考える機会とし

て、協議会がその役割を果たしていきたい。 
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ＡＬＳの事例から在宅神経難病患者の療養支援について考える 

 

          ○鈴木久美子 稲田美香 白石優海 上甲圓 山西佳恵（八幡浜保健所） 

    

Ⅰ はじめに 

難病の患者に対する医療等に関する法律の

施行により「難病の患者に対する医療等の総

合的な推進を図るための基本的な方針」が示

され、保健所は難病地域ケア対策連絡協議会

等を活用し、地域の実情や課題を正確に把握

し、在宅難病患者のニーズに応じた療養支援

に取り組む役割がより一層求められている。 

地域の限られた社会資源の中で、在宅難病

患者を支援していくためには、関係機関との

連携や協力体制が必要不可欠と感じている。 

そこで、神経難病の中でも進行が早く、早

急の支援体制を整えることが求められる筋萎

縮性側索硬化症（以下、ＡＬＳと標記）の事

例の関わりから経過を振り返り地域の課題を

明らかにするとともに、保健所保健師の役割

や今後の取り組みについて考察したので報告

する。 

 

Ⅱ 事例の概要 

表１のとおり 

 

Ⅲ 事例から気が付いたこと 

① 病気の説明（告知）について 

確定診断を中予の病院で受けた後、管内 

の病院で療養する事例がほとんどである。

管内には、神経内科専門医が少なく、診断

病院で専門的な立場からの本人・家族への

告知はとても重要であると考える。 

事例 B、Eは診断初期から診断病院や本 

人・家族の了解のもと、告知の場面を一緒

に共有することにより、診断医から「どの

ように話を聞いているか」「どこまで説明

を受けているか」を把握することができ、

その後の在宅サービスの移行も円滑に行う

ことが出来た。 

 事例 C、Dは、家族が医療費助成の申請

に来所した時からの関わりで、既に告知を

受けた後であり、診断病院と連絡を取りな

がらの支援となった。 

患者・家族は病気を受け入れ、必要とな

る医療処置について自己決定していく必要

があり、そのためには、一度の告知に終わ

らず、病気の進行に合わせて、繰り返し説

明することが必要である。 

保健師がその場面に同席し、一緒に説明

を聞いておくことは、関係機関への連絡や

訪問時の助言にとても有効であった。 

 

② 在宅医療体制の現状 

本人・家族が「希望医療処置」として考

えているのは胃ろうとＮＩＰＰＶ（非侵襲

的陽圧換気）という現状から、介護負担が

大きくなる「気管切開・人工呼吸器」は望

まない事例が多い。 

在宅療養においては、病状の進行や人工

呼吸器の装着等の医療処置の導入に伴い、

家族が２４時間体制で介護を行うなど、患

者・家族の負担が大きくなっている。患者

の病状の医学的管理や療養生活の質の向上、

家族の休養のためには、レスパイト入院先

や緊急時の入院先の確保が必要になるが、

医療資源も十分でなく、レスパイト入院先

を確保しても、定期的な利用に至っていな

い現状があり、医療機関と密に連携を取り

ながら、適時、入院できる体制が必要であ

る。 

また、管内には、往診が可能な医療機関

も少なく、在宅療養に欠くことのできない

訪問看護ステーションにも限りがあるため、

市町を跨いで利用したり、地域によっては

移動に時間がかかるため、利用回数の制限

がかかってしまう現状がある。 

 

③ 情報提供について 

ＡＬＳは進行性で事例ごとにその経過

は異なるため、個別の生活背景や介護者

の状況などを十分に把握し、タイムリー

に「かかりつけ医療機関」や「レスパイ

ト入院先」「往診医」「サービスの内

容」等の情報提供を行う必要がある。 

 

④ 在宅サービスの導入、調整について 

事例 Aでは、「医療処置に対する本人の

思い」と「主たる介護者の思い」にズレが

あり、複数回の訪問と病院等でのケア会議

が必要となった。 
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事例 Dでは、「レスパイト入院先」が決

まっているが、本人は「家が良い」と利用

せず、妻の介護負担は大きかった。そのた

め、妻の介護負担軽減のためにレスパイト

入院の利用を含めサービスの調整に時間を

要した。 

特に、「希望医療処置」については、本 

人・家族が自己決定できるようメリットデ

メリットをしっかり伝えていくことが必要

であり、本人・家族の思いを受け止めなが

ら、関係機関が共にサービスの調整、支援

の方向性を統一して関わることが重要であ

る。 

 

Ⅳ 今後の取り組みの方向性 

① 医療ニーズの高いＡＬＳ患者について 

は、医療機関との連携が重要である。神経

内科の専門である診断病院とかかりつけ医

療機関との連携が継続してあることで支援

の手がかりが得られる。そして、訪問看護

師、ケアマネジャー、ヘルパー等関わるス

タッフ間で患者・家族の情報及びニーズを

共有し、支援の方向性を統一した関わりが

必要である。 

② ＡＬＳは進行が速く、本人・家族が希 

望医療処置などの決定をタイムリーに行っ

ていくために、本人・家族の思いを受け止 

 

 

めながら、基本的な知識や情報を提供して

いくことが必要である。  

そのために、保健師は個別支援などを通 

じて経験の積み重ねを行い、自身のスキル

アップを図ると同時に、専門的立場からの

助言指導を受けられる体制づくりが望まれ

る。 

③ 診断技術の向上等から新規の事例は、 

増えている現状である。管内の社会資源は、

限りがあり、個別支援の関わりの中から得

た情報を蓄積、分析、アセスメントを行い、

難病地域ケア対策連絡協議会等を活用し、

関係機関と情報共有するなど支援者を増や

し、ＡＬＳの療養支援体制を整えていく必

要がある。 

  

Ⅴ おわりに 

今後も適切な個別支援を行うことで、そ

こからみえてきた現状や課題を関係機関と

共有し、難病患者が安心して在宅療養を送

ることができるように必要な社会資源の整

理、関係者のスキルアップを図りながら、

地域支援体制整備を進めていきたい。 

 

表１ 八幡浜保健所管内の事例の概要 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 
年齢・性別 40代・男性 70代・女性 60代・男性 60代・男性 70代・男性 

診断後～現在までの期間 ２年 １年半 １年 ２年半 １年半 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手段 会話 筆談 会話 文字盤 会話 

診断病院 中予地域 中予地域 中予地域 中予地域 中予地域 

告知の場面への保健所の参

加 

なし あり なし なし あり 

かかりつけ医療機関 管内（内科） 管内(神経内科) 管内（内科） 管内（内科） 管内(神経内科) 

往診医 あり あり 未定 あり あり 

レスパイト入院先 なし 

 

あり 

（未利用） 

あり 

（利用あり） 

あり 

（未利用） 

あり 

（未利用） 

緊急時の入院先 なし あり あり あり あり 

 

希望医療

処置 

胃ろう する する しない しない する 

NIPPV 本人：する 

家族：しない 

しない しない しない する 

気管切開 

人工呼吸器 

しない しない しない 今判断できない 

医療処置に対する本人の思

い 

治験受けたい 

呼吸器つけたい 

胃ろうのみで、そ

れ以上の延命した

くない 

何もしたくない 

家族に迷惑かけ

たくない 

何もしたくない その時にならな

いとわからない 

主たる介護者とその状況 母 

（高齢） 

 

夫 

（癌で治療中） 

 

妻 

（介護負担感が

強い） 

妻 

(献身的に介

護） 

弟 

（仕事あり） 

医療処置に対する家族の思

い 

望まない 本人に任せる 延命は考えてい

ない 

本人に任せる 今判断できない 

主なサービスの内容 介護保険 

福祉用具 

訪問看護 1回/W 

身体障害者手帳 

介護保険 

福祉用具 

訪問看護 2回/W 

介護保険 

福祉用具 

訪問看護 3回/W 

介護保険 

福祉用具 

訪問看護 5回/W 

介護保険 

福祉用具 

訪問看護 2回/W 
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今治保健所における結核対策研修会の取り組みと評価 

 

○玉井幸子 竹内潤子 西原正一郎 佐川壽美江 井上弘美 冨田直明（今治保健所） 

 

 

はじめに 

今治保健所では、高齢者結核の発症が多いこと

から、医療機関や高齢者施設関係者を対象に、結

核に対する知識のスキルアップと、管内での結核

の発生及び治療状況等を周知するために、結核対

策研修会（以下、研修会）を平成 25年度から 3

年間、継続して開催している。 

今回、研修会の報告及び、研修受講後の各機関

での取り組みについてアンケートを実施し、結果

をまとめたので報告する。 

 

今治保健所管内の状況 

 今治保健所管内は、結核の拠点病院から地理的

に離れており、島嶼部では県外の拠点病院へ入院

するケースもある。また、結核病床の稼働率低下

等の理由も重なって、管内の一般医療機関が結核

治療にかかわるケースが増えている。 

今治保健所の結核罹患率は、全国・県平均を下

回っているが、新登録患者は高齢者に偏在（図

1）している。 

さらに、排菌してから発見される高齢者の結核

が増加傾向にあり、2014（H26）年では 52.6％が

塗抹陽性患者（図 2）であった。高齢者は、はっ

きりした自覚症状に乏しく受診が遅れがちなのが

原因ではないかと思われる。 

2014（H26）年の感染症サーベイランスシステ

ムによると、医療機関による新登録患者の発見は

79％を占めており、医療機関での「患者の早期発

見」「適切な各種届出の徹底」「標準治療の遵守

の浸透」が必要であると考えた。 

また、高齢者施設では、通所者からの発症もあ

り、介護職員をはじめ各関係者が、高齢者結核の

特徴、早期の受診対応を理解することが重要であ

り、保健所と各関係機関との連携がスムーズに出

来るような体制整備を急ぐ必要があると思った。 

 

 

 

 

 

図 1 新登録患者数―年齢階級 

 

図 2 新登録患者に占める喀痰塗抹陽性患者の割合（%） 

 

経 過 

 これまでの研修会の経過は表 1のとおりである。

医師による結核の基礎知識の講演や、保健所職員に

よる管内の現状と課題の説明、病院職員等の現場の

取り組みなど、対象に応じてプログラムを構成した。 

 また毎年、感染症サーベイランスシステムにより

結核患者の現状を分析し、地域課題を明確にしたの

で、その課題についても研修会の内容としている。

専門家の講演に加え、管内の現状をデータで示すこ

とで、より具体的に結核対策の必要性が伝達できた

ようである。研修会後のアンケートでは、受講者か

ら毎回満足度の高い感想をいただいた。 

しかし、研修会直後のアンケートでは、現場でど

のような変化があったのかは見えてこないので、研

修会終了後 3か月から 18か月の期間をあけて、研

修に参加した医療機関及び高齢者施設にそれぞれア

ンケート調査（表 2・表 3）を行った。 

年齢 
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表 1 結核対策研修会 

 

アンケート方法 

 平成 25年度から 27年度の結核対策研修会に出

席したすべての医療機関（38 機関）と高齢者施

設（30 施設）を対象に研修会受講後の変化につ

いてアンケート調査を行った。各機関の代表者に

受講後の状況について FAXで回答してもらった。

（複数選択可） 

アンケート結果 

アンケートの回収率は医療機関 37機関（97%）

高齢者施設 23施設（77%）であった。 

医療機関における変化では、「職場研修に役立

てることができる」「接触者健診の対応が理解で

きる」「高齢者結核について理解できた」が多く、

次いで「院内アニュアルの整備」「結核発生時の

円滑な連絡」が続いている。反対に、「届出・公

費申請」「標準治療」「服薬確認（DOTS）の協

力」については、少なかった。 

高齢者施設では、「高齢者結核について理解で

きた」「職場研修に役立てることができる」「保

健所に相談できる」などが高いが、「施設内マニ

ュアルの整備」や「服薬確認（DOTS）ができる」

はやや少なかった。 

自由記載では、医療機関・高齢者施設ともに、

研修開催を継続する希望が多かった。 

表 2 医療機関に対する受講後の変化項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 高齢者施設に対する受講後の変化項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

考察及びまとめ 

研修会受講後にアンケートを実施することにより、

現場での変化が明確になった。改善しやすい点、難

しい点を知ることが出来たので、今後の研修会に内

容に反映させていきたい。 

医療機関向けの研修会に医師の参加は少ない。管

内は一般医療機関が結核治療を行う場合が多いため、

医師に対するアプローチを工夫していきたい。 

また、高齢者施設には、「結核は保健所に相談す

る」という第一歩が理解出来たとともに「高齢者結

核の特徴の理解と早期発見の重要性」が伝わったと

感じる。 

医療機関及び高齢者施設ともに服薬確認（DOTS）

の協力に対する反応がやや薄いため、以後の研修会

には服薬支援を実際に行っている機関に事例紹介し

てもらうなどの工夫が必要であると感じた。 

今後も、感染症サーベイランスシステムを活用し、

地域の現状と課題を分析したうえで、関係機関へ的

確な活動を提供し、結核対策への理解を深めていく

ような活動をしていきたい。 

さらに、国や県の施策なども積極的に提供し、地

域全体の結核対策のボトムアップにつなげる場とし

て活用していきたい。 

 
参加者 
（人数） 

内  容 

平

成

25

年

度 

管内病院 

感染対策 

担当者 

（50名） 

講演1 「結核の基礎知識」 

講師  今治保健所長 

講演2 「結核患者発生時の保健所対応」 

講師  今治保健所 感染症対策係 

講演3 「院内対策と患者支援」 

講師 済生会今治病院 

感染症認定看護師 

平

成

26

年

度 

管内病院 

感染対策 

担当者 

（66名） 

講演1 「結核の基礎知識と愛媛の現状」 

講師  愛媛医療センター 医師 

講演2 「保健所の結核対策」 

講師  今治保健所 感染症対策係 

講演3 「結核患者発生後の対応」 

講師  県立今治病院 

感染症認定看護師 

平

成

27

年

度 

管内高齢者

施設職員 

（74名） 

講演1 「高齢者の結核の特徴とその対応」 

講師  愛媛県総合保健協会 医師 

講演2 「管内の現状と結核発生時の対応」 

講師  今治保健所 感染症対策係 

質疑応答 

１ 各種届出や申請書の様式が整備できた （8） 

２ 届出や公費申請が円滑にできるようになった（9） 

３ 院内マニュアルが整備できた（19） 

４ 結核発生時に保健所に円滑に連絡できる（18） 

５ 標準治療を意識して治療ができる（10） 

６ 職場研修に役立てることが出来た（22） 

７ 高齢者結核の特徴が理解でき早期発見できる（21） 

８ 結核の接触者健診の対応が理解できた（22） 

９ 服薬確認（DOTS）に協力できる（12） 

10 その他（        ）（1） 

11 変化なし（1） 

１ 保健所に結核の相談をするとよいとわかった（19） 

２ 施設内マニュアルの整備・見直しができた（14） 

３ 職場研修に役立てることが出来た（19） 

４ 高齢者の結核について理解できた（23） 

５ 接触者健診の対応が理解できた（20） 

６ 服薬の重要性がわかり、依頼があれば服薬確認（DOTS）に

協力できる（15） 

７ その他（         ）（0） 

８ 変化なし（0） 
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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（第 3 報） 

～感染予防できる地域づくりへの促進要因～ 

    

〇青木 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） 

 

         はじめに

平成 25年度より医療機関、市町、高齢者

福祉施設職員等と協働し、宇和島地域感染予

防対策ネットワーク基盤構築事業（以下事

業）を 3年計画で取り組んできた。これによ

り、受講者の感染予防対策に対する意識が向

上し、自施設の課題を見つけ、解決に向けた

活動ができる人材育成につながっている。 

今回、当事業の最終年としてこれまでの取

り組みから見えた成果とそれに結びついた要

因を考察したので報告する。 

活動の経過 

平成 22～24年度の宇和島保健所管内にお

ける感染症集団発生報告のうち、7割が福祉

施設であり、職員が感染を拡大させたのはそ

の約 7割であった。 

平成 25 年度は、その実態と現状をふまえ、

集団発生ゼロを目標に、地域の実状に応じた

研修会を実施するため、管内を 3地域に分け

た地域ブロック会を立ち上げた。 

また、地域ブロック会の情報共有の場とし

て宇和島地域感染予防対策連絡会を開催した。      

平成 26年度は、各地域ブロックの特性に

合わせ感染予防対策の知識と技術、課題解決

をシリーズ化した研修会等を企画し、感染予

防対策リーダーを育成した。 

平成 27年度は、各施設で感染予防対策の

実践を目指し、自施設のマニュアルを見直し、

現場で使えるマニュアルの作成や正しい個人 

年度 目　標 方　法

平成２５年度

①現状・課題の明確化

②活動方向性の共有

③活動基盤の枠組み

①現状課題から評価指標設定

（集団発生報告件数、職員関与、終息期間）

②達成目標「集団発生ゼロを目指す」

「感染予防対策への意識付け、知識の底上げ、

手技の徹底」

③宇和島地域感染予防対策連絡会と管内３つ

の地域ブロック会の活動

平成２６年度

①活動の定着化

（自主的企画運営）

②感染予防対策リー

ダー育成

③活動成果の還元

①地域ブロック会企画会の開催

　企画会構成員所属長への協力依頼

　（活動成果の還元）

②各地域ブロック会主催によるリーダー育成研

修会の開催

③活動成果の確認と活動へのモチベーション

アップの為の宇和島地域感染予防対策連絡会

の開催

平成２７年度

①活動の強化・拡充

（実態に即した対策）

②活動成果のまとめ

③継続できる活動基盤

①各施設で実践できるマニュアル作成

　個人防護具のスペシャリスト育成

②３年間の取り組み成果報告

③地域で効果的に継続して感染予防対策に取り

組むための活動基盤を検討

 

防護具の着脱等の研修会を開催した。 

       成果 

1.感染症集団発生期間の短縮 

 事業開始後、職員が関与した感染拡大が減

少し、各施設で適切な早期対応が出来るよう

になり、終息までの期間も短縮した。 

2.行動目標を設定できる感染予防対策リーダ

ーの育成 

 受講生は、感染予防対策リーダーとして毎

回、研修会で学んだ知識や技術を自施設の職

員に伝達、実践している。その結果、自施設

の課題に気づき、解決策を研修会で質問する

など課題解決を、主体的に実践できるリーダ

ーとして育成されてきている。 

3.タイムリーな感染症流行情報の発信 

保健所から各市町担当課を通じて高齢者福

祉施設及び保育所へメール配信することで、

地域の感染症流行情報をタイムリーに把握し、 

表 1  事業内容 
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その他

シリーズ化した研修の組み立て

企画会で要望のあった企画・運営ができたから

取り組み発表とその評価

自施設の課題解決に向けた行動目標設定

他施設の取り組み等の情報交換と共有

グル-プワ-ク等を通じての受講者同士の横のつながり

感染管理認定看護師による科学的根拠に基づく指導

チェックリストの比較や変化を実感させたこと

具体的なノウハウを伝える学習内容

受講者が感染予防対策の必要性・メリットを理解

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

強くそう思う

そう思う

どちらとも言えない

そう思わない

全く思わない

早期対策がとれるようになった。 

4.医療機関と福祉施設とのつながりの強化 

 受講者は、地域ブロック会活動や施設ラウ

ンドを通じ、施設間や感染管理認定看護師等

との交流を重ねることで、顔の見える関係が

構築され、お互いが気軽に相談できる身近な

存在になってきた。 

 また、感染管理認定看護師側は、病院以外

の施設の状況を把握でき、現状に即した指導

をすることで地域や施設との信頼関係が構築

された。 

        考察 

 これまでの活動評価や地域ブロック会企画

会構成員のアンケート（図 1）から、成果に

つながる要因として以下のことが考えられた。 

1.感染管理認定看護師による実践的な指導 

受講者は感染管理認定看護師の専門的理論

に基づく標準予防策の手技を丁寧に学び、自 

施設の職員に感染対策の知識や手技を伝えた。 

その結果、自施設のこれまでの取り組みに 

疑問を持ち、研修会等で確認するなどの感染

対策の向上につながった。 

2.課題解決に向けたリーダー研修会の開催 

グループワーク等による課題解決を中心と

した研修に参加することで、他施設の活動を

知り、それぞれの工夫点や対応を参考にした

り、悩みを共有する場となり、仲間意識が高

まった。 

3.習得した技術の継続的評価 

 チェックリストの比較で、自施設での問題

点が明確になり、研修会で他施設職員や感染

管理認定看護師から客観的な評価を受けるこ

とが競争意識や意欲の向上につながった。 

4.自施設の課題解決に向けた行動目標の設定 

施設全体で取り組んだ結果を報告し、評価

を受け、行動目標を設定することにより、積

極的により質の高い対策を実践できる主体的

課題解決能力を身に付けた。 

       課題 

3年間の成果から、本事業の継続の必要性

を地域ブロック企画会構成員のほとんどが感

じているものの、日常業務と並行した企画運

営に負担を感じており、保健所としての支援

のあり方も含め今後の活動継続の課題である。 

おわりに 

保健所の支援で感染管理認定看護師の活動

の場を院内から地域へ拡大し、受講者とのつ

ながりを強化したことが、自施設で主体的な

課題解決能力の向上につながった。活動の定

着に向け今後も保健所としての役割を果たし

ていきたい。 

 図 1 感染予防対策を促進している要因（複数回答） 

（人） N=18 
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高校生へのエイズ・性感染症予防教室の取り組みについて 

 

○増原彰子 兵藤大輔 兵頭秀美 木原久文  

    山西佳恵 上甲圓 河野英明 （八幡浜保健所） 

 

Ⅰ はじめに 

八幡浜保健所では、平成 17年度より、管

内高等学校と連携し、高校生を対象としたエ

イズ・性感染症予防教室を実施している。 

平成 22年度からは、より効果的な教室内

容の検討のため、事前・事後アンケートを行

っている。事前アンケートでは、エイズ、性

感染症に対する関心が低かったが、事後アン

ケートでは、正しい知識を身に付け、予防行

動をとっていきたいという声が多く聞かれて

いる。 

そこで、本教室の 2年間を振り返り、事

前・事後アンケート結果を踏まえて、本教室

の効果と意義について考察したので報告する。 

 

Ⅱ 方 法 

(1)教室開催 

①対 象  

・希望のあった管内高等学校の生徒及び 

職員 

②内 容  

・事前アンケートの実施 

  ・事前アンケート結果を還元し、学校担 

当者と打ち合わせ 

  ・教室の実施 

  ・事後アンケートの実施及び学校への結 

果還元 

(2)事前・事後アンケート結果の集計と分析 

  

Ⅲ 結 果 

(1)事前アンケート結果 

 （H26 年度、27年度実施 6校 ｎ＝509） 

知識問題では、図 1 のとおり、HIV（ヒト

免疫不全ウイルス）と STD（性感染症）との

関連、STD の症状、検査・治療について、正

解率が 50％を下回っており、中でも、無症

状の STD や、HIV 検査のウインドウ期及び

HIV 検査目的で献血ができないことについて

は、正解率が 20％台と低かった。また、国

内で多数の HIV感染者が報告されている現状

について、正解率が 30％台と低かった。  

性に関する意識調査では、高校生の性行為

について、「しない方がよい」が約 70％、

「してもよい」が約 30％であった。自分自

身の性行為については、「しない方がよい」

が約 80％、「してもよい」が約 20％であっ

た。どちらも、図 2、図 3 のとおり、「しな

い方がよい」理由は、「高校生にはまだはや

い」が最も多く、「してもよい」理由は、ど

ちらも「お互い納得すればよい」次いで「避

妊・感染症予防をすればよい」が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)教室での工夫内容 

事前アンケート結果をもとに学校担当者と

打ち合わせを実施し、意見交換を行いながら、

内容を共に検討していった。 

学校側からは、生徒の生活実態、知識や考

え方について情報を得た。教室に対する要望

では、「正しい知識提供」を中心に、「県内

の現状や HIV患者の話など、現実味のある話

をしてほしい」「講話だけでなく、生徒とや

りとりをしてほしい」等の意見があった。保

健所としては、本教室で「正しい知識や予防

法を習得し、自身の問題として捉えさせ、意

識の変化を持たせたい」との意見を伝えた。 

 これらの意見をもとに、本教室のねらいを、 
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「正しい知識を身に付け、予防の重要性を認 

識する」こととし、「自身の行動選択につい

て考えることができる」を最終目標とした。  

目標達成に向けて、学校側の意見や考えを

取り入れながら構成の検討を重ね、事前アン

ケートにて正解率の低かった項目に配慮しな

がら、「正しい知識と予防法の習得」「自身

の行動選択」を軸として構成した。講話だけ

でなく、イラストや写真、HIV患者の話等を

取り入れ、変化をつけて興味を持たせるよう

に工夫した。また、「自分ならどうするか」

と生徒に問いかけながら話を進め、生徒自身

が考える時間を持つように努めた。 

教室終了後には事後アンケート結果を学校

に還元し、成果や課題の共有を行った。 

 

(3)事後アンケート結果（達成度評価） 

 （H26 年度、27年度実施 6校 ｎ＝509） 

 印象に残ったことについては、図 4のとお

り、「初めて知ることが多かった」「間違っ

た知識を持っていたことに気付いた」等、正

しい知識についての意見が最も多かった。次

いで、HIVをはじめとする STDの症状や感染

者の現状についての意見が多くあり、身近な

病気として認識する機会となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これから気を付けていきたいことでは、図

5のとおり、「正しい知識の習得」「注意意

識をもつ」「予防法の実践」が多く、次いで、

「自分と相手を守る行動」の意見が多くあっ

た。また、「責任をとれる年になるまで性行

為はしない」等、自身の行動選択を示す具体

的な意見も挙がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 考 察 

 事前アンケートや学校との打合わせを行い、

生徒の特性を考慮しながら実施した結果、事

後アンケートの自由記載欄には、多くの生徒

から「正しい知識の習得や予防法の実践を心

がけたい」、「自分と相手を守る行動をとり

たい」との意見が聞かれた。 

生徒は、HIV を含めた性感染症の現状を知

ることにより、身近なこととして関心が高ま

り、予防法をはじめとする正しい知識を身に

付ける大切さを実感したと思われ、本教室が

自身の行動選択について考える契機となって

いると考える。また、外部講師として保健所

感染症対策係が実施することで、専門的な知

識や患者の話等、現実味のある話題提供を行

うことができることに加え、生徒自身にとっ

て、性感染症予防が真剣に向き合わなければ

ならない大切なテーマであるという意識づけ

に繋がった。 

学校では、性に関する学習が複数のカリキ

ュラムに分散していることや指導者の養成な

どに問題を抱えており、教員からは「保健の

時間だけでは学べないことをたくさん伝えて

もらえた」との意見をいただいた。「全職員

が共通理解のもと、繰り返し指導していかな

くてはいけないと思った」等の意見もあり、

教員にとって、性に関する生徒の実態を認識

し、教育の在り方を改めて考える機会となっ

ていた。 

 保健所においても、青少年層への接点が少

なく、教育内容や性教育との関連などの情報

が不足しているため、学校側と連携すること

で、より効果的に実施ができた。 

 しかしながら、単発の教室では行動変容に

まで結びつけるには難しく、今後も学校等と

連携しながら、継続的に動機づけを行ってい

く必要がある。 

  

Ⅴ おわりに 

エイズ・性感染症予防において、無関心が

最も危険である。今回の予防教室では、生徒

たちに関心を持たせる動機づけ支援の第一歩

となった。 

 生徒が、将来に向けて問題意識を持ち続け

られるよう、今後も教育委員会等関係機関と

連携に努めていきたい。 
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中予保健所における思春期保健対策の取り組みと課題（第 1報）      

～性感染症対策の視点から～ 

○麓由香里 奥田幸男 森眞弓 山内善代 荒木周一郎 三木優子（中予保健所） 

 

Ⅰはじめに 

当保健所では、健康増進課各係で様々な

思春期保健対策を推進している。難病・母

子保健係では、平成 15 年度から「生涯を通

じた女性の健康づくり」の一環として、中

学生を対象に思春期教室を学校・市町と連

携して開催している。精神保健係では、「自

殺対策」の一環として、生徒・教諭らを対

象に、こころの健康やコミュニケーション

スキル向上を図るための、講演会やグルー

プワークを実施している。感染症対策係で

は、エイズ対策促進事業が開始された平成

16 年度より、管内高校生を対象に、性感染

症予防に視点をおいた「エイズ等教育講演

会」を実施している。（以下、講演会とする） 
多方面からアプローチをしているが、目

指す方向性は共通している。まず、(1)思春

期の子供達が、性行動の自己決定力をつけ

ることができる。(2)思春期保健に携わる支

援者が、思春期という一時期のみで捉える

のではなく、生涯を通じた性の健康づくり

の視点で連携、協働、継続して取り組める

体制を構築する。ことを目指し実施してい

ることを組織目標としている。 
今回、実施から１１年目となる取り組み

と今後の課題について報告する。 
Ⅱ講演会の概要 

１経緯 

 当保健所では、平成 12年に「若者の性の

現実に目を向けた性教育の推進」を目標と

し、管内の高校 3年生 2440 名を対象に「思

春期の生活状況と性についての実態調査」

を行ったのをきっかけに、性感染症予防教

育を開始し、平成 16年度からは感染症対策

係が中心となり、講演会を実施している。 

２目的：HIV・エイズを含めた性感染症の正

しい知識の普及啓発を目的にしている。 

３対象：管内県立高等学校 5校（H24年度 1

校閉校までは 6校）。基本的に 1年生を対象

としているが、学校の要望により 3年生や、

全校生徒とすることもある。 

４実施方法：講演会形式で実施しているが

小規模校であれば、グループワークも取り

入れている。年度当初に、各高等学校に要

望調査を実施し、講演会の日程を計画する。

講師は、愛媛県立医療技術大学の協力を得

て医師・助産師、または保健所保健師が実

施している。また、実施前後にアンケート

を行い、実態把握している。知識を問う質

問７項目（表１）の他、相談相手や、SNS
利用状況などがある。 
（表１）実施前後に知識を問う質問７項目 
1 HIV 検査の時期 

2 HIV と AIDS の意味 

3 日本の感染者数 

4 性感染症にかかったらHIVにも感染しやすい 

5 予防にはコンドームが有効 

6 性感染症の症状 

7 性感染症の治療はパートナーと一緒に 

講演会実施後は学校内で養護教諭を中心

にフォローし、講演会の質問や知識の変化

があまり見られないものについては、保健
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所たよりを発行しフィードバックしている。 
５講演内容：「性感染症、思春期こころとか

らだについて」がメインテーマであるが、

困ったときには大人に相談して欲しいこと、

また一人一人が大切な存在であることをメ

ッセージとしている。 
Ⅲ結果及び評価 
 要望調査により全校から講演会の依頼が

あり、この 11 年で述べ 26,863 名（H27.12
末現在）に対し実施した。 
 H２７年度に講演会を実施し、（表１）の

知識を問う質問７項目を含むアンケートを

実施した３校（事前２１６名、事後２１３

名）を集計した結果、（表１）のいずれの項

目についても、正解率は増加していた。最

も増加していたのは、質問７で３２％上昇

し、９６％が正解していた。次いで正解率

が高かったのは質問５で８４％が正解して

いた。しかし、質問６については正解率は

増加しているものの、半数以下の４１％し

か正解していなかった。また、質問３につ

いては、不正解ではなく「分からない」「言

葉の意味が分からない」が合わせて３０％

を占めており、質問項目について検討が必

要と思われる。 
次に（表２）の相談相手には、同性の友

達が４５％と最も多いが、１５％はいない

と回答している。 
（表２）性について相談できる人 

自由記載では、「命やエイズのことについ

て知り、考えることができた」「自分の体を

守りつつ、友達のことも守れるようにした

いなと思った」「困ったときには自分一人で

悩まず親や話せる人に相談したい」などが

あり、メッセージが伝わった感想が聞かれ

た。 
Ⅳ考察と課題 

 １１年間事業を継続してきた背景には、

思春期保健対策を組織的な課題として掲げ、

取り組んだ結果と考える。組織的課題とす

ることで、担当者が変わっても継続でき、 

システムの構築につながったと思われる。

保健所の役割が理解されることで、学校や

大学との連携も深まり、現在では年間行事

の一つとして取り入れられている。 

 また、講演会を外部講師が実施すること

は、生徒にとって新鮮であり、SNS 等情報

が氾濫する中、性の意味を考える機会とな

っている。さらに、性の問題について誰に

も相談しないことは自分を大切にしないこ

とにつながると考える。 
以上から、講演会での知識や理解が一時

的なものだったとしても、思春期の子ども

たちが悩んだとき、分からないときに、相

談できるよう身近にいる保護者や地域の関

係者へのアプローチについても検討してい

きたい。さらに、講演会を受けた生徒たち

がどのように成長しているか実際知ること

ができず、目標達成が評価しにくく課題と

考える。 
Ⅵさいごに 
 ライフサイクルの中の「思春期」は、心

も体も大きく変化する大切な時期である。

今後も、思春期の子どもたちの健康づくり

に向けて、取り組みを推進していきたい。 
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中予保健所における思春期保健対策の取り組みと課題（第 2報） 

～中学生に対する思春期教室を通して～ 

○正岡田江子 徳弘美智江 檜垣裕子 荒木周一郎 三木優子(中予保健所) 

 

Ⅰはじめに 

近年、性情報の氾濫や性の低年齢化が進

み、望まない妊娠や性感染症の増加等、性

に関する健康問題が深刻化している。 

そこで、中予保健所難病・母子保健係で

は、生涯を通じた女性の健康支援事業で、

平成 15年度より、管内の要望のあった中学

校に対し、学校や市町と連携・協働し思春

期教室を実施している。また、平成 25年度

からは、思春期保健に携わる支援者のスキ

ルアップやネットワークづくりを目指し、

愛媛県立医療技術大学と共催で、思春期保

健スキルアップ研修会を実施している。 

今回その取り組みと今後の課題について

報告する。 

Ⅱ 取り組みの状況 

 １ 中学生に対する思春期教室 

中学生の思春期教室は、心身とも著しい

変化をきたす時であるため、学年によって

内容を学校や市町と協議し実施している

（表１参照）。 

表１中予保健所における思春期教室の実施状況及び計画 

 

 

平成 15年度、平成 21年度、平成 27年度

に、「中学生の生活状況と性に関する意識、

行動調査」（以下、アンケート）を行い、ア

ンケートで得られた子ども達を取り巻く実

態を、思春期教室に活用している。平成 21

年度には、愛媛県立医療技術大学と協働で

「いつでも」「だれでも」効果的な思春期教

育を実施できるよう性教育媒体（CD－ROM）

を作成した。平成 26年度には、思春期教室

終了後の生徒の感想文から、教室の効果評

価を実施した。 

表２ 中予保健所が実施したアンケートの回答者数 

 

 

２ 思春期保健スキルアップ研修会 

思春期保健対策を推進させるためには、

関係者が、ライフサイクルを通じた性の健

康づくりの視点で連携、協働して取り組め

る体制を構築することが必要である。子ど

も達の自己肯定感や性の自己決定力は、す

ぐに身に付くものではなく、乳幼児期から

の積み重ねが重要であり、地域保健に携わ

る保健所や保健センターの役割は重要であ

る。そこで、思春期保健に携わる支援者を

対象に、感染症対策係と精神保健係ととも

に、平成 25年度から、愛媛県立医療医術大

学と共催で思春期保健スキルアップ研修会

（以下、研修会）を実施している（表３参

照）。 

Ｈ25年度 Ｈ26年度
Ｈ27年度

（予定）

I市N中学校 26 19 22
I市I中学校 73 77 68
I市F中学校 37 29 30
I市K中学校 232

316 323 552合計

参加人数（人）
対象者 内容

中学1年生

性を大切に

～自分と相手を守るために～

性感染症と望まない妊娠について

思春期の心と体の変化

※T町の健康づくり計画の一環とし

て実施

中学3年生

T町T中学校 180 200198

平成15年度 平成２１年度 平成2７年度

生徒 1,997 749 1,012

保護者 281 609 780
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表３ 思春期保健スキルアップ研修会実施状況 

 

Ⅲ 結果 

１ 中学生の思春期教室 

平成 26 年度に実施した教室の効果評価

では、生徒の教室終了後の感想文をカード

化し、分類・整理を行った。最終的に集約

された感想文をカテゴリー化すると①性的

接触リスク、②性に関する問題に関する解

決方法、③性に関する相談に乗る、④多様

な考え方があること、⑤命の重さ、⑥将来

のこと、⑦責任のある行動の７つとなった

（表４参照）。 

また、中学生の思春期教室は、思春期の

著しい心身の変化を子ども達が肯定的に受

け止め、自他を大切に思いやる行動ができ

ることや、自己肯定感の向上を目指して実

施している。平成 27年度の中学生のアンケ

ート「自分が好きですか」という質問に対

し、「好き」「まあまあ好き」と答えた者は

64％、「あまり好きでない」「嫌い」と答え

た者は 34％だった。（図１参照） 

 
表４ 平成 26年度に実施した思春期教室を受けた N中学

校 3年生の感想文を集約しカテゴリー化したもの 

 

図１ 自分のことが好きですか    ｎ=１０２１ 
平成 27 年度中学生の生活状況と性に関する意識・行動調査より 

 
２ 思春期保健スキルアップ研修会 

研修会の内容は、保健所だけでなく愛媛

県立医療技術大学と協議し、関係機関の取

り組みの現状や課題をテーマに取り上げ、

講演だけでなく、グループワークを実施し、

研修会終了後に現場で生かせるよう工夫し

ている。 

Ⅳ 考察と課題 

思春期教室を学校や市町等と協議し開催

することで、相互の理解や協力が得られ継

続的に実施できていると考える。また、思

春期教室は、効果がすぐにみられず評価が

困難だが、教室終了後の生徒の感想文から

得たカテゴリーは、教室の目的、目標と概

ね合致していた。このことは、アンケート

を実施し生徒の実態を反映させた教室の内

容としたことが有効性を高めたと考える。

さらに、教室の学びを発展させ、「性に関す

る相談を受けた時、相談に乗れるように正

しい知識を身に付けたい」と教室で得た知

識を還元・応用したいと考えた生徒もおり、

ピアカウンセリングの導入等が今後の課題

である。 

また、研修会参加者の感想には、「性教育

に対する取り組みを自分の立場でどのよう

なことから始めたらよいか考えることがで

きた」という意見があり、思春期保健対策

の課題を共有し解決に向けて考える場とな

っている。今後も他係や他関係機関と連携

しながら、思春期保健対策を推進したいと

考える。 

実施日 主な内容 対象者
参加人数

（人）

Ｈ25年度 H26.3 .20
「性教育とは」、講演及び現在の取り

組みの状況や課題についてグループ

ワーク
35

H26.8 .21
「ライフサイクルを通じた性教育と

は」、講演及びグループワーク
23

H27.3 .13

「何を目指して性教育を行うのか？学

校・地域・大学が連携した性教育の

取り組みと実際と評価について」、講

演及びグループワーク

21

H27.8 .27
「性教育とは」、講演及び現在の取り

組みの状況や課題についてグループ

ワーク
69

H28.1 .9

（予定）

148合計

Ｈ26年度

組織的かつ継続的に思春期教育を実

施できるシステムづくりに必要なもの

は何か、実際の事業計画をもとに考

えるワークショップ

Ｈ27年度

思春期保
健に関わる
保健師、助
産師、看護
師、小中高
教諭・養護
教諭、保護
者等

①性的接触のリスク                      （知識の習得）　　
②性に関する問題に対する解決方法   （知識の習得）
③性に関するに相談に乗る       （知識の還元・応用）
④多様な考え方があること                 （人間理解）
⑤命の重さ                                     （倫理観）
⑥将来のこと     　        （自己欲求と社会との整合）
⑦責任ある行動     　　   （自己欲求と社会との整合）

好き 

19% 
まあまあ

好き 

45% 

あまり好

きでない 

28% 

嫌い 

6% 
不明 

2% 
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保育所児童の生活リズムと食事について 

 
○阿部 和子  井上 弘美（今治保健所） 

今治保健所管内市町栄養士一同 

 

Ⅰ はじめに 

 保育所では、全体的な計画「保育計画」と

この計画に基づいて保育を展開するために具

体的計画として立案される「指導計画」の中

にしっかり位置づけられた「食育計画」によ

り食育が推進されている。 

しかし、多くの保育所では対象者等の実態

を把握しないまま計画が推進されていると推

測される。 

 そこで、保育所における食育活動をより効

果的に実施するための基礎資料とするため、

今治市内５保育所と上島町４保育所を対象に、

保育所の子どもとその保護者の生活リズムや

食生活の実態把握を行ったので、その結果に

ついて報告する。 

 

Ⅱ 方法 

1 調査時期 平成 27年 6月（食育月間） 

2 調査対象 入所児及びその保護者 

今治市 5保育所 436名 

上島町 4保育所 128名 

計 564名 

3 調査方法 保護者への留め置き調査と

し、保育所で配布、回収 

4 調査内容 入所児の生活リズムと食生 

活に関する質問、及び保護 

者の朝食の内容（保護者の 

朝食内容は今治市のみ） 

Ⅲ 結果 

１朝食 

(1) 摂取状況 

入所児が朝食を週 4～5日以上食べる 

と答えた割合は、今治市 94％、上島 

町 96％であった。 

(2) 内容 

朝食の内容は表 1～3のとおりで、主 

食はごはんを 73％、パンを 74％が食べ 

ていた。 

主菜では、卵・肉・魚・大豆製品のお 

かずは 45％、副菜では、野菜のおかず 

は 16％、汁物は 28％が食べいた。 

その他には、牛乳乳製品が 57％、果 

物が 38％、菓子パンが 26％であった。 
 

（表１）主食の内容 

（複数回答） ごはん
パン

（食パン・惣菜パン）

今 治 市 71% 74%
上 島 町 81% 76%

計 73% 74%  
 

（表 2）主菜と副菜の内容 

（複数回答）
卵・肉・魚・大

豆製品のおかず

野菜の
おかず

味噌汁等
の汁物

今 治 市 42% 16% 26%
上 島 町 55% 19% 35%

計 45% 16% 28%  
 

（表 3）牛乳乳製品と果物、菓子類 

（複数回答） 牛乳乳製品 果物 菓子パン

今 治 市 56% 37% 24%
上 島 町 59% 42% 33%

計 57% 38% 26%  
 

2 共食 

 週 4～5回以上家族と一緒に食べる児の割

合は表 4のとおりで、朝食の共食が 82%で

夕食の共食 97%よりも少なかった。 
 

（表 4）朝食と夕食の共食の状況 

朝食 夕食

今 治 市 81% 97%

上 島 町 84% 97%

計 82% 97%  
 

3 夕食後の飲食 

 夕食後に何かを週に 2～3日以上食べると

答えたのは、今治市 64％、上島町 84％であ

った。 

その内容は表 5のとおりで、菓子 54％、

果実 44％、ジュース 42％、牛乳乳製品 33％

であった。 
 

（表 5）夕食後に食べる食品（複数回答） 

菓子 果実 ジュース 牛乳乳製品 菓子パン

今 治 市 57% 39% 42% 34% 4%

上 島 町 46% 57% 42% 32% 6%

計 54% 44% 42% 33% 5%  
 

4 嫌いなものの食べさせ方 

 嫌いな食品の食べさせ方については、表 6

のとおりで、おだてて食べさせるが 52％、

次に量を減らすが 46％、分からないように

調理するが 31％となっていた。 
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（表 6）嫌いなものの食べさせ方（複数回答） 

おだてて食
べさせる

量を減らす
分からない
よう調理

他の物を出
す

そのまま
放っておく

無理に食べ
させる

今 治 市 52% 45% 29% 11% 11% 6%
上 島 町 55% 49% 35% 13% 8% 6%

計 53% 46% 31% 11% 11% 6%  
 

5 食事の挨拶と食事の雰囲気 

 「いただきます」「ごちそうさま」の食事

の挨拶をしているのは、今治市 93％、上島

町 95％だった。 

食事を楽しんでいるのは、今治市 91％、

上島町 96％であった。 

 

6 その他の生活リズム 

(1) 起床時刻の状況は表７のとおり 7時

30分までに 84％が起きていた。 
 

（表 7）起床時刻 

7時まで 7:00～7：30 7:30～8：00 8:00～8：30 8:30以降

今 治 市 45% 36% 14% 4% 0%
上 島 町 52% 40% 8% 0% 1%

計 47% 37% 13% 3% 0%  
 

 (2) 就寝時刻の状況は、表 8のとおり、

83％が 21時台までに就寝していた。 

    22時以降に就寝と答えた理由は、家

族が寝ないが 40％、保護者の帰宅が遅

いが 22％、テレビゲームが 13％となっ

ていた。 
 

（表 8）就寝時刻 

２０時台 ２１時台 ２２時台 ２３時以降

今 治 市 23% 59% 17% 1%
上 島 町 23% 63% 13% 1%

計 23% 60% 16% 1%  
 

 (3) 排便については、毎日便が出ると答

えたのは、今治市 80％、上島町 78％だ

った。 

 

7 保護者の朝食スケッチ（今治市保護者） 

 保護者に朝食の内容をスケッチしてもらっ

た。朝食の絵を書いていたのは、97％だった。 

 朝食の内容は、図１のとおりで、主食はご

はん 47％、パン 42％で、主菜は卵のおかず

39％、肉類のおかずが 36％となっていた。

また、副菜は汁物 26％、生野菜 24％、ゆで

野菜 21％だった。 

また、牛乳が 23％、ヨーグルトが 18％、

果物が 29％となっていた。 
 

 

（図 1）保護者の朝食の絵の内容（％） 

29 

18 

23 

21 

24 

26 

7 

9 

36 

39 

2 

4 

42 

47 

果物

ﾖｰｸﾞﾙﾄ

牛乳

ゆで野菜の副菜

生野菜の副菜

汁物

大豆製品のおかず

魚類のおかず

肉類のおかず

卵のおかず

めん

ｸﾞﾗﾉｰﾗ

パン

ごはん

 
 

Ⅳ 考察 

 今回の生活リズムや食生活に関するアンケ

ート調査では、管内市町間で大きな差は認め

られず、同様の傾向だった。 

 朝食の状況は、主食の摂取割合は高いが、

主菜や副菜は低く、主食+主菜+副菜が揃って

いないと思われ、バランスの良い朝食摂取の

指導が必要である。 

 共食については、夕食が 97％、朝食が

82％で、夕食の方が高かった。 

朝食は親の就業時間や子供の起床時刻との

関連もあるため、早寝早起きの習慣を身につ

け、朝食も家族そろっての共食が望ましいと

考える。 

また、夕食後の飲食の割合も高く、そのう

ち 54％が菓子を与えると答えていることか

ら、寝る前の適正な飲食についての指導も、

朝食を充実させるためにも重要であると思う。 
 

Ⅴ まとめ 

 食育推進活動においても、ＰＤＣＡサイク

ルに基づいた取り組みは活動をより効果的に

すると考える。そのため、保育所においても

結果を分析しながら入所児やその保護者への

指導が必要と考える。 

そのため、保健所としても保育所での食育の

資質向上のために、保育士や調理員への研修、

調査活動への支援を継続的に実施する必要が

あるため、今後も支援を続けていきたい。 

また、小児生活習慣病予防の観点からも、

子供たちへの切れ目のない食育活動を推進す

る必要があることから、保健・福祉・教育委

員会の栄養士が情報を共有しながら協力して

活動を推進していきたい。 
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医療観察制度における地域処遇事例の支援について 

 

○吉江里美 栗原寛子 竹内竜美 相原俊一郎 

井上弘美 冨田直明 （今治保健所） 

 

１ はじめに 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者

の医療及び観察等に関する法律が、Ｈ１７年７月

に施行され、１０年が経過した。 

心神喪失者等医療観察制度において、保健所は

ケア会議等に参加し、処遇計画等の実施、関係機

関との情報交換や連携等、対象者の円滑な社会復

帰について様々な支援を実施している。 

今治保健所では、現在４例の処遇事例の支援を

実施しているが、地域処遇中に指定入院医療機関

に再入院となったケースもあり、支援経過は様々

である。 

今回、処遇終了を迎える事例の支援経過を振り

返り、支援のポイントを検討したので報告する。 

 

２ 事例の状況 

＜事例＞  Ａ氏 ５２歳 男性 

診断名：妄想性統合失調症 ＩＱ：境界レベル 

家族状況：父（Ｈ１２年自殺）、母（Ｈ２３年他

殺）、兄・妹（市外在住） 

生活歴:中学卒業後、路線バスの運転手や生コン、

石材等の仕事に従事するが続かない。 

現病歴：Ｓ６３年頃より、空笑、器物破損等が出

現し、Ｈ２年１０月Ｂ病院を初診し、統合失調症

と診断された。Ｂ病院へは１０回の入院歴あり。 

処遇経過：Ｈ２３年命令幻聴（天の声）から同居

の母親を撲殺。事件前は訪問看護を受けながら通

院し、誇大妄想、幻聴はあったが服薬も概ねでき

ていた。事件当日、命令幻聴に従い、風邪で寝込

んでいた母を撲殺し、Ｈ２３年７月～Ｈ２５年３

月医療観察法により指定入院医療機関Ｔ病院にて

入院治療を行い、退院後、グループホーム（以下、

ＧＨ）へ入所し、指定通院医療機関Ｂ病院で通院

を継続している。 

 

３ 支援経過 

病院入院中のＨ２４年８月から「生活環境の調

整」を目的とした保護観察所主催の「ケア会議」

が開催され当保健所も参加した。関係機関で情報

を共有し、支援体制の整備について協議を行った。

通院開始後も処遇計画に基づき、定期的にケア会

議に参加し支援を行った。（詳細別表参照） 

 

＜通院前期（１～６ヶ月）＞ 

「入院生活からＧＨの生活へのスムーズな移

行」と「受診・服薬の継続」ができるよう、本人

の生活状況や病状の変化について、ケア会議で情

報共有・検討を行った。 

Ａ氏のＧＨでの生活には管理人をはじめ、デイ

ケア等のスタッフが関わっており、本人の訴え以

外に、関係者からの客観的な情報収集ができた。 

Ａ氏には浪費傾向があり、金銭的な不安が状態

悪化と直結する可能性があった。ケア会議で、計

画的な金銭管理ができていない状況が把握され、

権利擁護事業の活用を検討し申請に至った。 

＜通院中期（７～２４ヶ月）＞ 

ケア会議では、母親の命日の前後に不安定な病

状がないか、Ａ氏の病状把握や、悪化した際に素

早い緊急対応がとれるよう、クライシスプランの

検討を実施した。 

また、権利擁護事業の活用、世話人の協力によ

り金銭管理もできるようになったが、貯蓄金額が

減少してきたことにより、生活保護の申請を検討

し、生活保護受給に至った。 

＜通院後期（２５～３６ヶ月）＞ 

 病状は安定し、金銭管理もでき、本人に将来の

見通しがつき自信ができた。周囲に相談者がいる

ことで精神状態も安定している。ケア会議では、

処遇終了にむけ、今後も安定した生活が送れるよ

う、本人を交えて引き続き検討している。 

 

４ 見えてきたこと 

１医療の継続 

（1）本人の病識 

入院中から薬の自己管理を行い、服薬の必要

性を理解し、病識もあった。落ち着かない時に

は頓服を服用できるようになった。 

（2）治療環境 

ＧＨから通院医療機関が近く、医療や支援を

受けやすいため、通院・デイケア等を継続する

ことができた。 

２生活環境の整備 

（1）相談できる関係性の確立 

困った時はスタッフや世話人に相談できるこ

とを理解し、助言を受け入れることができ、困

惑することが少なくなった。 
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（2）制度の利用 

権利擁護事業を利用したことで、金銭管理の

不安が軽減し、病状の安定にも繋がった。貯金

ができ生活にも楽しみができたようである。 

（3）支援者間の情報共有 

定期的なケア会議の開催により、ケースの情

報共有やアセスメントや支援の見直しを関係機

関が連携して実施することができた。また、ケ

ースと面接を行うことにより、本人の意思や希 

望、病状等を確認しながら支援を検討すること 

ができた。 

 

５ まとめ 

今回、処遇終了予定の事例の支援経過を振り返

った。処遇終了を迎えるためには①医療の継続②

生活環境の整備が必要であることを再認識した。 

Ａ氏においては「本人が病識をもち治療を継続

できたこと」「ＧＨにおいて世話人が良き相談相

手であったこと」が順調に地域処遇期間を過ごせ

ている要因と思われる。処遇終了後も現在の精神

医療・精神保健福祉サービスの継続ができるよう

関係機関と連携を取りながら支援していきたい。

 

（表） 通院処遇の関わり状況 【通院医療クリティカルパス活用】 

 

期 間 1～6ヵ月目（前期） 7～24ヵ月目（中期） 25～36ヵ月目（後期） 

【参考】 

標準的な医療

内容における

本人のｲﾒー ｼ゙  

１
ヵ
月 

地域生活に慣れる 
外来通院ができる 
必要な薬がきちんと飲める 

社会資源の利用 
生活を楽しむことができる 

趣味をみつける 

地域の人と交流ができる 

継続して必要な服薬ができる 

安定した生活が送れる 

将来の見通しが立てられる ２
～ 

 

６
ヵ
月 

計画的な生活ができる 

生活上の困りごとを表現し相談
できる 
金銭管理ができる 

ケア会議 
1回/1～2ヶ月実施 1回/2ヶ月実施 1回/2ヶ月実施 

（参加機関）松山保護観察所、Ｂ病院（デイケア・外来）、ＧＨ、今治市社協、今治市（保健・生活保護）、保健所 

ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾎー ﾑ(GH)

での状況 

 

ＧＨに入所 
初めての環境で病状が不安定なときもあっ

たが、入居者とのトラブルなく過ごすこと
ができる。 
世話人に対して慣れてくると威圧的態度に

なるときがある 
(本人の思い)「一人では生きていけん。今
がいい」 

ＧＨに継続入所 
自炊、金銭管理、メンバーとの付き

合いも上達する 
初めてＧＨで年末年始を迎えるた
め、不安があったが無事過ごす 

(本人の思い)「ここに来てよかっ
た。ずっとＧＨにいたい」 

ＧＨに継続入所 
入所者との多少の喧嘩はしたりす

るが、病状悪化することなく過ご
すことができている 

デイケア ﾅｲﾄｹｱ：月～金 ﾃ゙ ｲｹｱ：土、日 継続 継続 

服薬ｺﾝﾌ゚ ﾗｲｱﾝｽ 

たまに飲み忘れあり 
デイケアスタッフ・ＧＨの管理人が服薬確
認 

調子が悪い時には頓服を服用することがで
きてくる 
(本人の思い)「落ち着かなかったら、頓服

飲む。それでいかんかったら、先生に相談
するしかない」 

飲み忘れが少なくなり服薬継続 
デイケアスタッフ・ＧＨの管理人が
服薬確認 

不調時の対処行動も可能 
(本人の思い)「薬は飲まないといけ
ない。飲んどるけん調子いい」 

飲み忘れなく服薬継続 
デイケアスタッフやＧＨの管理人
が服薬確認 

不調時の対処行動も可能 
 

金銭管理 

障害年金2級受給 
計画的に買い物ができず、すぐにお金を使
い切ってしまう。 

お金がなくなると不安定になるため権利擁
護事業を申請し利用開始 
ＧＨの管理人の協力を得て、日々の金銭管

理を行う（自己管理のためレシート貼り
等） 

障害年金2級 ＋ 生活保護受給 
権利擁護事業継続 
管理人の協力もあり、渡された範囲

内でお金を使うことができるように
なる 

障害年金2級 ＋ 生活保護受給 
権利擁護事業継続 
誕生日やイベント時には余分にお

小遣いを出すことができたり、貯
金もできた 

本人の状況 

精神症状の大きな変化はないが「天の声」

の幻聴継続。誇大妄想あり 
多弁、高揚状態等、気分が不安定になるこ
とがある 

ＧＨに入所できたことを喜んでいる 

「天の声」の幻聴は持続している

が、調子が悪い時に、自分で受診す
る対応ができるようになってきた。 
母親の命日の前後に不安定になるこ

とがあったが、年々落ち着いてくる 

大きな病状の変化はなく、体調が

悪い時には対処行動もとることが
できている 

評価・治療検討 

・ＧＨでの生活にも慣れてくる 

・外来通院ができ、時々飲み忘れはある
が、服薬を継続することができる 
・権利擁護事業を利用し、金銭管理に取り

組める 

・権利擁護事業を利用し金銭管理が

少しずつできるようになってきた 
・ＧＨで世話人に困ったことを相談
することができる 

・通院治療の継続 

・病状安定し継続して服薬治療で

きている。 
・Ｈ28．3月で処遇終了予定 
・処遇終了後も現在の精神医療・

精神保健福祉サービスの継続 
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松山市節目歯周疾患検診受診結果の報告 

○福岡美貴 竹田美由紀 渡邊令子 中川早苗 

 中村清司 近藤弘一（松山市保健所） 

  

Ⅰ はじめに 

歯を失う原因のうち、42％は歯周病、32％は

むし歯によるとされている１）。特に、40 歳以

降は、歯周病由来の抜歯が急増することから、

歯周病を早期発見、早期治療するための定期的

な健診が重要である。また、定期健診を受診す

ることで、生活習慣病の予防や治療につなげ、

生涯を通じて円滑な口腔機能を営むことができ

る。 

松山市では、歯の喪失を予防し、生涯を通じ

た口腔の健康管理を目的に、平成 25 年度から

「節目歯周疾患検診事業」を開始しており、今

回、平成 26年度における本市の実施状況を報

告する。 

Ⅱ 方 法 

1．対象者 

平成 26年 4月 1日現在 40・50・60・70歳の

年齢の方 27,161人（受診率 15.4％）(表 1) 

表 1 

年齢 送付数 受診数 受診率 

40歳 8,047 1,305 16.2％ 

50歳 6,429 987 15.4％ 

60歳 6,632 967 14.6％ 

70歳 6,053 931 15.4％ 

2．内容及び方法 

対象者に対し、市内登録医療機関で、無料で

使用できる「節目歯周疾患検診クーポン券」と

「受診票」を郵送した。受診者の問診及び検診

結果を分析した。 

Ⅲ 結 果 

1．「1日の歯みがき回数」では、「3回以上歯 

みがきをする人」の割合は、男女とも 40 歳が 

最も高かった。（図 1） 

図 1 歯みがき回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.「補助的清掃用具（デンタルフロスや歯間ブ

ラシ）を使用している人」は平成 23年に松山

市ヘルスプロモーションプラン２）で行ったア

ンケート結果では男性 23.1％。女性 39．6％で

あった。今回の結果は男性 35.4％、女性 60.１ 

％であった。(図 2) 

図 2 補助的清掃用具の使用状況 

 

 

 

 

 

 

 

3．補助的清掃用具の使用の有無における清掃

状況については、「補助的清掃用具（デンタル

フロスや歯間ブラシ）を使用している人」では、

「口腔清掃状況が良好な人」が 28.3％であり、
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「使用していない人」の 19.0％と比較すると、

使用している人の方が良好な人が多かった。

(図 3) 

図 3 補助的清掃用具使用における清掃状況 

 

 

 

 

4．「年に一回以上歯科健診を受ける人」の割

合は、男女ともに年齢が上がるにつれ多くなっ

ており、男性よりも女性の方が高かった。(図

4) 

図 4 年に一回以上歯科健診を受診しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．歯科健診受診の有無におけるむし歯状況に

ついては、「年に一回以上歯科健診を受ける

人」で「むし歯がある人」の割合 27.3％に対

し「年に一回も歯科健診を受けていない人」で

「むし歯がある人」は、54.0％と約 2倍になっ

ており、「年に一回以上歯科健診を受ける人」

の方がむし歯のある人が少なかった。(図 5) 

図 5 歯科健診受有無別のむし歯保有率 

 

 

 

 

 

6．自身の咀嚼状況については、「20本以上歯 

が残っている人」で「何でも噛んで食べること 

ができる」と答えた人の割合は 58.8％であり、 

「19本以下の人」の 27.9％と比べると 2倍以 

上であった。 

7．「20本以上歯が残っている人」の割合は、 

40歳 99.9％、50歳 99.2％、60歳 94.2％、70 

歳が 81.7％であった。 

8．「歯肉の状況」では、対象歯 6歯のうち 1 

本でも歯周ポケットが 4ｍｍ以上の歯周病であ

った人は、男女とも 70歳が最も多かった。 

9．「判定区分」では、男女とも 90％以上の人

が要精検で、歯石の除去や歯肉、むし歯の治療

などの必要があった。 

Ⅳ 考察・まとめ 

かつては、歯周病は加齢とともに避けられな

い病気と考えられ、歯の喪失の主要原因となっ

ていた。しかし、現在は歯周病の原因とその進

展の機序が明らかになり、歯周病の多くは、予

防可能な疾患であると認識されてきている。歯

周病の効果的な治療と予防のためには、自身の

歯みがきや生活習慣の改善、歯科医院での歯科

健診及び管理が基本である。 

歯みがきは、どの年代も高い割合で行ってい

るが、補助的清掃用具を使用する人は約 5割と

低い。補助的清掃用具を使用する人は、口腔清

掃状態が良好なことから、補助的清掃用具の使

用を積極的に勧めることが必要と考える。 

40歳以降に歯周病が増加することから若い

年代からの歯科定期健診の必要性が指摘されて

いるが、年に一回以上の歯科健診を受ける人の

割合は 40歳が最も低かった。 

一方、今回の検診結果では判定区分で、90％

以上の人が歯石除去や治療の必要などの所見が

見つかっていること、定期受診を受けている人

がむし歯が少ないこと、さらに 40歳の受診率

が比較的高かったことからも節目歯周疾患検診

が定期受診につながるような取り組みが必要だ

と考える。 

参考資料    1）2005年全国抜歯原因調査 
2）松山市健康増進計画 
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