
平成２９年度 

愛媛県地域保健研究集会 

と き ／ 平成 30年１月 11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 29年度愛媛県地域保健研究集会 プログラム 

日時：平成 30年１月 11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 電話 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】10:00～12:20 

２階 多目的ホール 

9：30 受付 

10：00 開会挨拶  愛媛県保健所長会 会長 三木 優子（愛媛県中予保健所長） 

10：05 オリエンテーション 

10：10 『国保改革を機に考える健康づくりの新たな挑戦！ 

～その時、県、市町、関係機関は何をすべきか～』 

進行：新山 徹二（愛媛県保健福祉部健康衛生局 局長） 

(10:10) 基調講演「静岡県の取り組み ～しずおか“まるごと”健康経営プロジェクトの推進～」 

講師：静岡県健康福祉部 理事（健康経営推進担当） 土屋 厚子 

(11:00) 
シンポジウム「健康づくりの新たな挑戦！ ～住民の健康は私たちの手で～」 

特別報告：「大規模なデータ分析から見えてくるもの」 

愛媛大学大学院医学系研究科 教授 斉藤 功 

話題提供： 

○「これまでの国保の取り組み、これからの県への期待」

愛媛県国民健康保険団体連合会保険者支援課保健事業班 

健康推進係長 高石 美奈 

○「協会けんぽ愛媛支部事業について」

全国健康保険協会愛媛支部 支部長 家髙 眞信 

○「市の取組、県・保健所への期待」 ～まちの健康状態を見える化し、地域で取組

む健康づくりの情報の発信～ 

東温市市民福祉部健康推進課 特定健診係長 矢野 映子 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：静岡県健康福祉部 理事（健康経営推進担当） 土屋 厚子 

＊＊＊ 昼食・休憩（12：20～13：20） ＊＊＊ 

【午後の部】13:20～16:00 

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) 

13：20 一般演題Ⅰ(６題) 

・健康づくり 

一般演題Ⅱ(６題) 

・感染症対策 

・精神保健 

一般演題Ⅲ(６題) 

・母子保健 

中堅期保健師スキルア

ップ研修の成果「自組

織への提案」（８題） 

14：30 分科会Ⅰ 

大規模災害時の保健
医療活動に係る体制
整備について 

～熊本地震から見え
て き た 課 題 か ら 
今、私たちが備える
こと～ 

分科会Ⅱ 

これからの地域自殺
対策 

～市町自殺対策計画
策定に向けて～ 

分科会Ⅲ 

母子保健からみた
「子育て世代包括支
援センター」につい
て考える 

～妊娠期から子育て
期にわたる切れ目な
い支援を目指して～ 

16：00 閉会 
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【基調講演・シンポジウム】10：10～12：20 

★２階 多目的ホール 

「国保改革を機に考える健康づくりの新たな挑戦！ 

～その時、県、市町、関係機関は何をすべきか～」 

担 当：森眞弓（愛媛県四国中央保健所保健課 課長） 

兵頭昌子（愛媛県宇和島保健所健康増進課 課長） 

進 行：新山徹二（愛媛県保健福祉部健康衛生局 局長） 

【基調講演】 

  静岡県の取り組み ～しずおか“まるごと”健康経営プロジェクトの推進～ 

講師：静岡県健康福祉部 理事（健康経営推進担当） 土屋 厚子 

【ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ】 

『健康づくりの新たな挑戦！ ～住民の健康は私たちの手で～』 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：土屋 厚子（静岡県健康福祉部 理事） 

〔特別報告〕 

大規模なデータ分析から見えてくるもの 

斉藤 功（愛媛大学大学院医学系研究科 教授） 

〔話題提供〕 

１ これまでの国保の取り組み、これからの県への期待 

高石 美奈 

（愛媛県国民健康保険団体連合会保険者支援課保健事業班 健康推進係長） 

２ 協会けんぽ愛媛支部事業について 

家髙 眞信（全国健康保険協会愛媛支部 支部長） 

３ 市の取組、県・保健所への期待 ～まちの健康状態を見える化し、地域で取組 

む健康づくりの情報の発信～ 

矢野 映子（東温市市民福祉部健康推進課 特定健診係長） 

－2－



【一般演題】13：20～14：20 

■ 一般演題Ⅰ「健康づくり」  ★第１会場 ２階 多目的ホール 

座長：村上 悦美（今治保健所健康増進課 主幹）[演題番号１～３]

鈴木 洋司（八幡浜保健所健康増進課 医監）[演題番号４～６] 

１ 働く世代の健康づくり ～歯科口腔保健からのアプローチ～ 

○川上三紀 今村加奈子 植田真知 青野桂子 荒木周一郎 三木優子

愛媛県中予保健所

２ 働く世代に対する健康づくりの取組について 

○羽藤里恵 川口和美 富谷純子 鈴木洋司 忽那照美 河野英明

愛媛県八幡浜保健所

３ 企業の食生活・栄養改善の支援事業 2年目の取組 

○安川潤 稲井由美子 石﨑幸恵 阿部和子 岡田克俊 森田圭子 武方誠二

愛媛県西条保健所

４ 健康長寿のまちづくり ～にいはま元気ポイント手帳を活用した取組(その１)～ 

○京野里保 黒川由美 山内富子 木戸貴美佳

新居浜市保健センター

５ 健康長寿のまちづくり ～にいはま元気ポイント手帳を活用した取組（その２）～ 

○黒川由美 京野里保 山内富子 木戸貴美佳

新居浜市保健センター

６ 愛媛の働く世代における生活習慣、特に喫煙の状況～協会けんぽの健診データより～ 

  〇岡田克俊 石﨑幸恵 安川潤 稲井由美子 阿部和子 森田圭子 武方誠二 

愛媛県西条保健所 

－3－



■ 一般演題Ⅱ「感染症対策、精神保健」  ★第２会場 ３階 研修室 

座長：影山 康彦（宇和島保健所健康増進課 医幹）[演題番号７～９]

青野 桂子（中予保健所健康増進課 主幹）[演題番号 10～12] 

７ 管内医療機関における結核集団感染事例の報告 

○髙畠由紀 兵藤大輔 佐伯裕子 岡田克俊 森田圭子 武方誠二

愛媛県西条保健所

８ 高齢者施設における結核対策について 

○西川詩乃 竹内潤子 地下俊江 鈴木洋司 忽那照美 河野英明

愛媛県八幡浜保健所

９ 近年増加している梅毒の中国・四国地方および愛媛県における発生動向 

○菅美樹 青木紀子 青野学 井上智 四宮博人

愛媛県立衛生環境研究所

10 高次脳機能障がい者支援における多職種参加型事例検討会の効果と課題 

○古谷光 松下久美子 谷村千里 白石美沙希 松本雅文 兵頭昌子 廣瀬浩美

愛媛県宇和島保健所

11 ひきこもり家族教室の効果と課題～ひきこもり家族教室７年目を迎えて～ 

○田内睦 堀尾由佳 佐野希美 藤原美佳 檜垣裕子 戒能德樹 竹之内直人

愛媛県心と体の健康センター

12 地域における簡易型認知行動療法の技法活用に向けての取り組み～地域への産後うつ

対策事業への技術援助を通して～ 

○平野美輪 藤原美佳 檜垣裕子 戒能德樹 竹之内直人

愛媛県心と体の健康センター
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■ 一般演題Ⅲ「母子保健」  ★第３会場 ４階 視聴覚室 

座長：岡田 克俊（西条保健所健康増進課 医監）[演題番号 13～15]

廣瀬 浩美（宇和島保健所 所長）[演題番号 16～18] 

13 トリプル P からペアレント・メンターcafé 開催に至る過程で見出された発達障害児

の親のニーズ（第 1報）トリプル Pフォローアップセミナーにおける発言内容の分析

○西嶋真理子 1) 齋藤希望 1) 西本絵美 1) 増田裕美 2) 柴珠実 1) 武智真耶 3)

田中輝和 4)

1)愛媛大学大学院医学系研究科 2)聖カタリナ大学 3)順風会健診センター

4) JDDnet愛媛

14 トリプル P からペアレント・メンターcafé 開催に至る過程で見出された発達障害児

の親のニーズ（第２報） 障がい児の親によるペアレント・メンターcafé の実践報告

○齋藤希望 1) 西本絵美 1)  増田裕美 2)  田中輝和 3) 柴珠実 1)  西嶋真理子 1)

1)愛媛大学大学院医学系研究科 2)聖カタリナ大学 3) JDDnet愛媛

15 １歳６か月児健康診査経過観察児フォローアップ教室の実施について  

保護者アンケートから今後の教室のあり方を考察する 

○石川久美子 越智礼子 一色明美 橋根真貴 村上文香 長野友理

今治市健康推進課

16 かんがるークラブで取り組んだ育児支援（第二報） 

○野口真理子 高橋寛美 池内恵美 栗栖美代子 佐伯佑子 中川早苗 藤田結香

中村清司 近藤弘一

松山市保健所

17 医療的ケア児の支援体制整備に向けた取り組み（第１報） 

○大道誠子 1） 河本理央 1） 山内宏美 1） 森眞弓 1） 早田亮 1） 豊田ゆかり 2）

1)愛媛県四国中央保健所 2)愛媛県立医療技術大学

18 八幡浜保健所管内における医療的ケア児の支援について 

○白石優海 坂下祐佳 徳弘美智江 鈴木洋司 忽那照美 河野英明

愛媛県八幡浜保健所
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■ 中堅期保健師スキルアップ研修の成果／自組織への提案

  ★第４会場 ４階 第１会議室 

座長：近藤 珠美（新居浜市保健センター 副所長） [演題番号 19～22] 

篠原 万喜枝（砥部町保険健康課 センター長） [演題番号 23～26] 

19 １歳６か月児健診を受診した親が、安心して子育てできるために ～親が児の発達特

性や育てにくさ等に気づくことができる～ 

○藤井 さやか 四国中央市市民部保健推進課 

20 こころのセルフケアの実践に向けたピア活動への支援 ～若者のメンタルヘルス教育

の継続的な取り組みから～ 

○真木 瑞穂 愛媛県西条保健所健康増進課 

21 特定保健指導における行動変容支援 

○宇都宮 彩子 松山市保健所健康づくり推進課 

22 砥部町健康運動推進リーダーとともに行う地域づくり活動 

  〇吉村 梨江   砥部町保険健康課 

23 松前町の自分の集いの場で高齢者が介護予防に自主的に取り組み続けるための  

「自助」「互助」を支える仕組み 

○平井 栄理子 松前町保健福祉部健康課地域包括支援センター係 

24 介護保険からの卒業を目指して！ 

○手島 香 西条市地域包括支援センター 

25 住民と一緒に取り組む介護予防事業を目指して 

○藤本 愛理 今治市高齢介護課 

26 自殺未遂者がタイムリーに支援を受けられる体制整備にむけて ～再企図を防ぐため

に～ 

○松本 範子 愛媛県四国中央保健所保健課 

※演題は仮テーマです。演題番号 19～26の資料については、当日会場にて配布します。 
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■ 一般演題【誌上発表】

27 エイズ予防教育についての一考察 ～実施後アンケートを通して～ 

○岡田朋子 西原正一郎 森眞弓 早田亮

愛媛県四国中央保健所

28 Prader-Willi症候群の本人・家族への支援 ～｢親子のつどい」27年の歩み～ 

○上甲千鶴 1） 千羽明日実 1） 武内八千代 1） 影山康彦 1） 兵頭昌子 1）

廣瀬浩美 1） 長尾秀夫 2）

1)愛媛県宇和島保健所 2)愛媛大学名誉教授

29 西条市における保護者支援ツールの評価と見直しについて 

○瀧本由衣 伊藤里美 林田美代 永井媛華 伊藤ゆり 黒田仁美

西条市健康医療推進課
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【分科会】14：30～16：00 

■分科会Ⅰ  ★第１会場 ２階 多目的ホール 

「大規模災害時の保健医療活動に係る体制整備について 

～熊本地震から見えてきた課題から 今、私たちが備えること～」 

担 当：池田ひとみ（愛媛県今治保健所健康増進課 課長）  

忽那照美（愛媛県八幡浜保健所健康増進課 課長）  

座 長：武方誠二（愛媛県西条保健所 所長） 

【話題提供】 

１ 熊本地震における災害支援対応から本県の保健医療活動体制を考える

竹内 竜美（愛媛県保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課 担当係長） 

２ 熊本地震における災害時保健衛生活動を通して、これから取り組む受援体制につい

て考える

地下 俊江（愛媛県八幡浜保健所健康増進課 係長） 

３ 中予保健所の災害医療受援体制の構築に向けた取組みについて

三木 優子（愛媛県中予保健所 所長） 

４ 自治体保健師等の健康危機管理に必要な知識 ～広域災害救急医療情報システム

（ＥＭＩＳ）～

白石 由起（愛媛県中予保健所企画課 担当係長） 

【意見交換・まとめ】 
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■分科会Ⅱ  ★第２会場 ３階 研修室 

「これからの地域自殺対策 ～市町自殺対策計画策定に向けて～」 

担 当：森田圭子（愛媛県西条保健所健康増進課 課長） 

戒能德樹（愛媛県心と体の健康センター 医監） 

檜垣裕子（愛媛県心と体の健康センター 次長）

座 長：森田圭子（愛媛県西条保健所健康増進課 課長） 

【情報提供】 

「県内の自殺の実態について」

愛媛県地域自殺対策推進センター 

【話題提供】 

１ これからの自殺対策について ～県の自殺対策の今後の取組について～

小笠原真由子（愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課 専門員）

２ 松山市自殺対策基本計画に基づく自殺対策の取組状況について

菊岡 直子（松山市保健所保健予防課 副主幹）

３ 宇和島保健所における未遂者支援・思春期対策の取組について

谷村 千里（愛媛県宇和島保健所健康増進課 主任） 

【質疑・意見交換】 
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■分科会Ⅲ  ★第３会場 ４階 視聴覚室 

「母子保健からみた「子育て世代包括支援センター」について考える 

～妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を目指して～」 

担 当：荒木周一郎（愛媛県中予保健所健康増進課 課長）

内田条子（松山市保健所健康づくり推進課 副主幹）

座 長：近藤弘一（松山市保健所 所長） 

【話題提供】 

児童福祉法改正と今、母子保健活動に求められるもの

講 師：愛媛県南予子ども・女性支援センター 

担当係長 佐尾貴子 

1 伊予市母子健康包括支援センターの取組みについて ～事例をとおして見えてきた課

題～

大谷香代子（伊予市健康増進課 課長補佐）

２ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援に向けた取り組み ～妊娠届出時アン

ケート結果から妊婦の現状と支援体制の構築について～

武田美紀（松山市保健所健康づくり推進課 主査） 

３ 「すべての親と子が健やかに暮らせるうわじま」を目指して ～「子育て世代包括

支援センター」設置に向けて～

松田美穂子（宇和島市保険健康課 課長補佐） 

【質疑応答】 
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【会場案内図】 

【２階】 

【３階】 

【４階】

第１ 
会議室 

視聴覚室 

研 修 室 

多目的 
ホール 

第１会場：２階 多目的ホール 

第２会場：３階 研修室 

第３会場：４階 視聴覚室 

第４会場：４階 第１会議室 

午前の部 
一般演題Ⅰ 
分科会Ⅰ 

一般演題Ⅱ 
分科会Ⅱ 

一般演題Ⅲ 
分科会Ⅲ 

福祉 

サロン 

円卓会議室 

中堅期保健師
スキルアップ 
研修の成果 
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基 調 講 演 

シンポジウム 

分科会Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 
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基調講演・シンポジウム 

テーマ 「国保改革を機に考える健康づくりの新たな挑戦！ 

～その時、県、市町、関係機関は何をすべきか～ 」 

担  当：森 眞弓（四国中央保健所･課長） 

兵頭 昌子（宇和島保健所･課長） 

進  行：新山 徹二 

（愛媛県保健福祉部健康衛生局・局長） 

【趣旨・概要】  

愛媛県の健康寿命は、全国都道府県の中で男性 36 位、女性 37 位と低位の状況

にある。特に、女性の健康寿命は前回と比較して短くなっており、今後高齢者率

が高くなることを踏まえ、より効果的な対策を講じなければ更なる悪化を招くこ

とが懸念される。

このような中、平成 30 年度より、市町単位の財政運営に加え県がその責任を担

うことになる国保制度改革が施行されるとともに、国保と健保データ１１０万デ

ータから健康課題が明確になることから、県全体の健康を支え守るための社会環

境を整え、より効率的・効果的に健康政策が展開できるよう健康づくりの再構築

の良い機会と考えている。

今回、健康長寿プロジェクトを推進し、健康寿命全国トップクラスとなった静

岡県の取り組みを学び、それぞれの立場でどう考え、戦略的に実践していくか、

役割をどう考え、継続的な連携をどうすればいいか等について再検討することで、

「愛媛県で暮らすと愛顔になれる」よう、官民一体となって総合的な取り組みを

推進するための方策を探る場とする。 

１ 基調講演  

「静岡県の取り組み ～しずおか“まるごと”健康経営プロジェクトの推進～」 

講師： 土屋 厚子（静岡県健康福祉部・理事） 

 静岡県では、1996（平成８）年に静岡県市町村別健康指標（I）を発行以来、毎

年、人口動態統計や健診データによる静岡県下の市町村別の健康指標の算定及び

マップ化等を行っている。これにより静岡県の死因からみた最重要課題は、脳血

管疾患対策であることなどが明らかになっている。また、2014（平成26）年度、

35の市町国保、協会けんぽ、40の健保組合、５国保組合、４共済組合との連携体
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制を構築し、合計65万人の健診データを用いて健康課題を地区毎に分析し、県や

各市町、保険者が保健事業を企画する際の重要な基礎資料としている。 

静岡県では脳血管疾患での死亡等を減少させるため、５年で５％の減塩を目指

す「減塩55プログラム」や運動、食生活、社会参加の３分野について、３人１組

で３ヶ月間、健康づくりを実践する「ふじ33プログラム」を保健師、栄養士、運

動指導士などの多職種チームで展開している。「ふじ33プログラム」は、市町や

企業などに拡がっている。 

更に県民の健康寿命を延伸するため、今年度より、「静岡県で“暮らす”“働

く”“育つ”と元気になれる～働いてよし、住んでよし～」をコンセプトに、企

業の経営手法である『健康経営』の視点を取り入れ、地域、事業所、家庭におけ

る健康づくりを推進する「しずおかまるごと健康経営プロジェクト」を展開して

いる。今年度は、その初年度であり、キックオフイベントや健幸アンバサダーの

養成、食生活、運動、社会参加の３要素を取り入れた子ども向けの生活習慣病予

防の新たな学習教材を開発している。 

※「しずおかまるごと健康経営」とは 

「健康経営」の考え方に基づき、企業（職域）のみでなく、地域や県全体を対象

と捉え、主に働き盛り世代の生活習慣病予防対策と、子どもの頃からの健康づく

りをすすめ、県民の７割と言われている無関心層への働き掛けを強化する取組を

展開するものである。 

全国トップクラスの健康長寿県(Ｈ22：１位、Ｈ25：２位)

健康づくりは社会全体の課題

本人の努力だけでは困難な側面もある

周りの環境自体を変える健康経営の視点

健康寿命日本一の実現

＜働き盛り世代＞
・講演会、ネットワーク会議等により、企業の
経営者に働きかけ
（健康経営のメリット、ノウハウの伝達）
・健幸アンバサダーの養成、健康づくりに取り組む
企業の表彰 など

＜こども世代＞
・授業の教材を作成し、子ども達への働きかけ
（子どもの頃から健康の大切さを知る！）
・子どもから大人への働きかけ
（家庭で健康について話題に！）

しずおかまるごと

健康経営プロジェクト

教育委員会県関係課健保組合 市町関係団体協会けんぽ 経済団体

職場のみでなく県民全体の健康管理を経営的視点から捉えた
「しずおかまるごと健康経営の推進
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講師 土屋 厚子（つちや あつこ） 

  静岡県浜松市出身。静岡県保健師として採用され、下田保健所、磐田保健所、 

掛川保健所等に勤務。平成20年度から県庁健康増進課に勤務。特定健診・特定

保健指導事業、地域・職域連携推進事業、健康づくりの担当、統括保健師とし

て尽力する。 

  平成21年３月「第１２回秩父宮妃記念結核予防功労賞」を受賞。 

  平成29年４月から現職。  

２ シンポジウム 「健康づくりの新たな挑戦！～住民の健康は私たちの手で～」 

特別報告 

「大規模なデータ分析から見えてくるもの」 

斉藤 功（愛媛大学大学院 医学系研究科・教授） 

保健・医療・介護の分野のデータが一元的に管理され、そのデータ活用に大き

な期待がかかっている。これまで発表者が愛媛県内外で行ってきたデータ分析の

事例を紹介する。データ分析には横断的な視点、さらには縦断的な視点が必要で

ある。縦断的にみていく場合には、経時的な変化の観察、あるいはエンドポイン

トを設定したコホート研究がある。公的なデータからコホート研究がどこまで可

能なのか、その限界と可能性に触れたい。最後に、大規模なデータを将来に渡っ

て運用するには何よりも人材の育成が必要なのは言うまでもない。 

話題提供 

○「これまでの国保の取り組み、これからの県への期待」

高石 美奈（愛媛県国民健康保険団体連合会保険者支援課

保健事業班・健康推進係長） 

国保連合会は、県内市町のデータヘルスの推進を目的に、国保被保険者の健診・ 

医療・介護データを分析し、地域の健康課題に応じた保健活動を効果的に展開で

きるよう支援を行っている。一方で、平成３０年からは「保険者努力支援制度」

が開始され、糖尿病の重症化予防の取組等の達成状況により、国の財政支援が行
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われることになっており、保険料に反映することも考えられる。そこで、KDB（国

保データベース）システムを活用し、各市町の医療費や介護費等の社会保障の状

況や健診結果等の健康情報から、被保険者の健康づくりにつながる資料を市町と

作成し、資料活用について研修等で支援を行ったので、報告する。 

○「協会けんぽ愛媛支部事業について」

家髙 眞信（全国健康保険協会愛媛支部 支部長） 

 生産年齢人口が減少している近年、労働力確保の観点から、中高年の労働者が

いかに健康で長く働き続けられるかということが、企業及び国における共通の課

題となっている。そのような状況において、企業が従業員の健康保持・増進に積

極的に関わっていく「健康経営」が注目されている。「健康経営」は、従業員の

活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織

としての価値向上へ繋がることが期待され、国としても経済産業省が「健康経営

銘柄」「健康経営優良法人」等の制度を開始したところである。協会けんぽ愛媛

支部においても、事業所全体で健康づくりに取り組んでいくという姿勢を経営者

自らに事業所内外に宣言していただく「健康づくり推進宣言」事業を平成 28年 4

月に開始した。平成 29年 10月末現在 254事業所に宣言いただいており、愛媛支

部が定める基準を満たされた事業所を「健康づくり優良事業所」として認定、さ

らに特徴的な取組を実践されている事業所については支部長表彰を行っている。

平成 29年度においては、9事業所を「健康づくり優良事業所」として認定、4事

業所を支部長表彰した。 

 その他、協会けんぽが加入事業所向けに実施している事業としては、「生活習

慣病予防健診」の実施、健診結果に基づく「特定保健指導」の実施等もある。平

成 28年度において、「生活習慣病予防健診」は約 10万 6千名に、「特定保健指

導」は約 4,300名にご利用いただいた。昨年度からは、健診結果データを基に作

成した事業所の健康度合がわかる「健康つうしんぼ」の送付を開始し、健診受診

者 20名以上かつ被保険者数 30名以上の約 1,100事業所に配布した。平成 29年度

は、健診受診者 10名以上の約 2,300事業所に配布予定である。 

 被扶養者向けには、健診機関に出向いていただく形式の特定健診に加えて、平

日のみならず土日も含め利便性が良い会場を選定している集団健診形式の特定健

診を実施している。本年度は、9月から 12月にかけて、県内延べ 46会場にて実施

している。平成 28年度は、合計約 12,000名にご利用いただいた。 

 日本医師会・日本糖尿病対策推進会議・厚生労働省が連携協定を締結した「糖

尿病性腎症重症化予防」についても取り組んでおり、健診結果及びレセプト情報
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を基に対象者を選定しているが、参加率が 5％程度と伸び悩んでおり苦慮している

ところである。 

データヘルス計画については、平成 27年度からの第 1期において、愛媛県の肝

がん死亡率の高さに着目した肝炎対策及び加入事業所と協会けんぽの連携（コラ

ボヘルス）の二本柱で進めてきた。肝炎対策は、協会けんぽが実施している「生

活習慣病予防健診」実施時における肝炎ウイルス検査同時受検呼びかけ、被扶養

者特定健診実施時における愛媛県による肝炎ウイルス検査同時実施等を行った。

平成 30年度からの第 2期においては、協会けんぽ愛媛支部加入者の血圧リスクが

全国平均と比べて極めて高いことから、血圧をテーマとして取り組むこととして

いる。 

 協会けんぽ愛媛支部においては、2万 5千事業所 53万人の方々に加入いただい

ており、事業所との関わりは強いが、加入者個人への関わりは弱い面がある。加

入者個人への関わりを深めるために、自治体と協力連携していきたく考えている。 

○「市の取組、県・保健所への期待」

～まちの健康状態を見える化し、地域で取組む健康づくり情報の発信～ 

矢野 映子（東温市市民福祉部健康推進課・特定健診係長） 

平成 30年度から都道府県が市町村国保の財政責任の運営主体となるが、保健事

業は継続して市町村が実施する。また、平成 28年度から保険者努力支援制度が国

保のみ前倒しで始まり、評価指標の中には国保被保険者以外の一般市民を対象と

した保健事業も加わり、保健・国保・介護保険担当課という保健師配置の垣根を

越えた保健事業の実施が求められている。 

 現在、データヘルス計画策定のため、ＫＤＢや特定健診等本市が保有するデー

タを収集し、全市・中学校区・小学校区単位での分析を行い、ＰＤＣＡサイクル

に沿った確実な計画運用ができるように準備を進めているが、さらに県(保健所)

が保有するデータ提供及び分析に係る人的・技術的支援が必要な状況にある。 

今後、データ分析から抽出された地域の健康課題を、広報や市のホームぺージ、

地区衛生委員、地域で健康づくり活動を実践している団体・個人へ情報提供し、

その課題解決に取組む地域の健康づくり活動を情報発信することで、地域の健康

状態に興味を持ち、地域の中で実践できる健康づくりに取組める支援を整えてい

きたい。 
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分科会Ⅰ 

テーマ 「大規模災害時の保健医療活動に係る体制整備について 

～熊本地震から見えてきた課題から 今、私たちが備えること～」 

担当：池田 ひとみ（今治保健所･課長） 

忽那 照美（八幡浜保健所･課長） 

座長：武方 誠二 （西条保健所･所長） 

【趣旨・概要】  

平成２８年熊本地震における本県の災害支援対応から見えてきた課題を検証

するとともに、平成２８年熊本地震に係る初動対応検証チームにより取りまと

められた「初動対応検証レポート」において指摘された課題や「大規模災害時

の保健医療活動に係る体制整備について」（平成29年7月5日付厚労省通知）な

どを踏まえ、本県における大規模災害時の保健医療活動に係る体制整備」につ

いて考える。特に受援体制の整備に向けて、県、保健所、市町それぞれの立場

で平時から備えておくこと、具体的な取組み等について考える機会としたい。 

１ 話題提供 

○「熊本地震における災害支援対応から本県の保健医療活動体制を考える」

竹内 竜美（愛媛県保健福祉部保健福祉課企画係・担当係長） 

愛媛県では、熊本地震において、愛媛県保健支援班 13班 43名を熊本市・西原

村に派遣し、被災地における支援活動を実施したところである。 

熊本地震では、内閣官房副長官を座長とする初動対応検証チームにより、保健医

療支援チーム間の情報共有や支援チームのマネジメント機能に関して課題が指摘

されたところであるが、熊本市・西原村での支援活動においても、被災地の職員間

の情報共有不足やコーディネート機能の低下から支援活動がスムーズに進まない

ことなどを経験しており、保健支援班の職員の意見交換会において、「支援活動を

通して、わが町や保健所が被災した場合の情報共有や受援体制の整備の必要性を実

感した。」と発言する職員が多かった。 

今回、熊本地震での職員の意見や国の動きなどを紹介し、「保健所間の応援体制」

をはじめとする見直しをした体制や今後進めたい人材育成等への取組みについて

報告する。 
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○「熊本地震における災害時保健衛生活動を通して、これから取り組む受援体制に

ついて考える」  

地下 俊江（愛媛県八幡浜保健所・感染症対策係長）

愛媛県保健支援班の第７班（H29.6.1～H29.6.8）として、熊本県西原村立山西

小学校で避難所支援にあたった。当時、保健所の危機管理担当部署に所属してい

た私は、発災後の初動対応など実際の状況を今後の活動に生かしたいという思い

で被災地に向かった。 

避難所支援の合間に、発災直後の情報発信や医療救護活動、避難者の健康課題

の変化について、綴られていた保健師日報や、避難所開設時から支援している役

場職員に話を聞き概要把握に努めた。さらに、研修会「災害時健康危機管理にお

ける受援体制及び災害時健康危機管理支援チーム（H29.2）」で、講師の厚生労働

省地域保健室堀川春男室長から、被災地の保健師や栄養士のインタビュー結果に

基づく情報提供を受け、『保健所と市町は連携して受援体制の構築を進める』重要

性を学ぶ機会にも恵まれた。 

発災から 1 年経過し、それぞれの部署で受援体制の取り組みがすすめられてい

るところだが、参考となる情報がお伝えできればと思う。 

○「中予保健所の災害医療受援体制の構築に向けた取組みについて」

三木 優子（愛媛県中予保健所・所長）

東日本大震災、熊本震災を経て、被災地には機動力を持つ災害支援団体が早期

から多数派遣されるようになった。しかし、一方で被災自治体においては、これ

らの支援を有効に活用するための受入れ体制が十分ではないことが課題となって

おり、今後、各自治体では災害支援団体の受援体制を構築し、有事には速やかに

情報の収集・分析を行って、保健医療のニーズと供給の総合調整ができるよう備

えておく必要がある。 

中予保健所では、松山圏域災害医療対策会議を大規模災害時の圏域の保健医療

活動マネジメントの拠点として位置づけており、発災後早期から迅速に機能させ

ることができるよう、関係者間で災害医療対策会議の立ち上げや情報共有につい

ての申し合わせを行い、災害支援団体も含めた関係者が参加しての会議運営を目

指しているところであり、その取り組みを報告する。 
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○「自治体保健師等の健康危機管理に必要な知識 ～広域災害救急医療情報シ

ステム（ＥＭＩＳ）～」 

白石 由起（愛媛県中予保健所 企画情報グループ・担当係長）

東日本大震災を経て、自治体保健師には、大規模災害時による健康危機管理の

基本的な知識を身につけることや健康危機管理能力の向上が求められるようにな

った。 

中予保健所では、市町保健師等を対象とした研修会を開催しているが、平成 28

年度の参加者アンケートでは、「初動対応」「平常時の準備」「災害時の情報収集」

について、理解していると回答した者の割合はどの事項も約３割であった。また、

今後必要な知識・技術のひとつに、ＥＭＩＳ操作等の情報収集の方法が挙げられ

ており、これは被災状況の把握や支援の優先度・方向性を明確にするためのアセ

スメントにおいても必要であり、研修内容としては優先すべき事項であると思わ

れた。 

そこで、今年度の研修会において、被災状況等の情報提供・確認手段であるＥ

ＭＩＳ操作訓練を行うとともに、研修修了者が訓練を継続し日頃から活用できる

体制を整えることを目的とした取組を行ったので報告する。 

２ 意見交換・まとめ 
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分科会Ⅱ 

テーマ 「これからの地域自殺対策～市町自殺対策計画策定に向けて～」 

 担当：森田 圭子（西条保健所・課長） 

戒能 徳樹（愛媛県心と体の健康センター・医監）

檜垣 裕子（愛媛県心と体の健康センター・次長） 

座長：森田 圭子（西条保健所・課長）

【趣旨・概要】 

本県の自殺者数は、この 10 年間減少傾向にあるが、依然として深刻な状況が続い

ており、若者の自殺対策や未遂者支援等課題が山積している。

こうした中、平成 28 年４月に「自殺対策基本法の一部を改正する法律」が施行さ

れ、29 年３月には「愛媛県自殺対策計画」を策定したところである。市町において

も自殺対策計画の策定が義務付けられたことから、地域における自殺の実態調査や

自殺対策についての理解の促進等の実践的な取組が進められようとしている。

 今後、国の「自殺総合対策大綱」や「地域自殺対策計画策定ガイドライン」をも

とに関係機関が連携した重層的な自殺対策の推進を一層加速し、各市町の特性を踏

まえた実効性のある計画策定に向けた議論や意見交換の機会とする。 

１．情報提供 

「県内の自殺の実態について」 

～愛媛県地域自殺対策推進センター～

２．話題提供 

○「これからの自殺対策について～県の自殺対策の今後の取組について～」

 小笠原真由子(愛媛県保健福祉部健康増進課・専門員)

平成 18 年に自殺対策基本法が制定、翌 19 年には自殺総合対策大綱が策定され

た。当県では、平成 18 年県自殺予防対策連絡協議会の設置をはじめとして、これ
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まで心と体の健康センター、保健所、市町、関係団体において継続して自殺対策

に取組んできた。平成 28 年には法の一部改正があり、当県では昨年３月県自殺対

策計画を策定した。先般７月に、大綱の見直しが閣議決定され、基本理念、基本

方針、重点施策等が示された。

市町計画の策定にあたっては、国から提供される自殺対策関連のデータを地域

の保健所や市町が活用し、県においてもこれらデータを参考とするなど、圏域ご

と、全県での策定状況について把握に努める。また、心と体の健康センター及び

県保健所に設置している地域自殺対策推進センターを中心として、地域からの情  

報収集により課題を把握し、また、国の動向を意識しながら、地域へ情報提供を

行っていく。

庁内でも、関連施策に応じて各課が事業を実施しており、県自殺予防対策連絡

協議会を活用するほか、機会を捉えて関係機関相互の理解促進に努めていく。 

○「松山市自殺対策基本計画に基づく自殺対策の取組状況について」

  菊岡 直子(松山市保健所保健予防課・副主幹) 

松山市では、平成 25 年 4 月に「松山市自殺対策基本条例」を施行し、条例に基

づき、関係機関等による密接な連携の下、自殺対策を推進するため、行政、民間

団体、有識者及び市民等で構成された「松山市自殺対策推進委員会」を設置した。

そして、委員会において、2 年間を通して松山市自殺対策基本計画の策定及び

実施に関する事項等について調査審議を重ね、平成 27 年 3 月には、今後 5 年間の

自殺対策の方向性を示した「松山市自殺対策基本計画」を策定した。

計画３年目となる現在は、「基本計画」に基づき、これまでの取組を踏まえ、

より一層の市民への普及啓発や人材育成、また、精神科医との連携強化や相談体

制の充実など、地域の実情に応じた効果的な自殺対策を展開し、市民一人一人が

自殺に対する関心と理解を深め、自殺対策の担い手として寄り添い、共に支え合

いながら、「心身ともに健康でいきいきと暮らせる笑顔あふれるまち松山」にな

ることを目指している。
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○「宇和島保健所における未遂者支援・思春期対策の取組について」

   谷村 千里(愛媛県宇和島保健所健康増進課・主任) 

  当所では、自殺予防対策事業の一環として、医療機関とのネットワークによる

未遂者支援事業、教育機関関係者の人材育成を目的とした思春期対策事業を実施

している。

未遂者支援事業は、平成 25 年度の地域自殺対策検討連絡会ワーキング部会にお

いてリーフレット及び相談窓口連絡票を作成し、平成 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。自殺未遂者の再企図を防ぐことを目的に、

自殺未遂者やその家族に対する相談支援を行っており、平成 29 年 11 月末までに

31 件の対応をしている。 
また、思春期対策事業は、平成 26 年度から、教育機関関係者や地域保健関係者

などを対象とした認知行動療法や自傷行為への対応に関する研修会等を開催した。

今回は、これら 2 つの取組を連動させて対応した事例を軸として報告する中で、

取組の現状と課題について多角的な意見交換をすることにより、その課題解決に

向けた今後の展開について考える機会としたい。

３．質疑・意見交換 
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分科会Ⅲ 

テーマ 「母子保健からみた『子育て世代包括支援センター』について考える  

～妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を目指して～」 

担当：荒木 周一郎 （中予保健所・課長） 

内田 条子（松山市保健所・副主幹） 

座長：近藤 弘一 （松山市保健所・所長） 

【趣旨・概要】 

 急速な少子高齢化の進展、多様化する家庭形態、核家族化など、母子を取り巻く

環境の変化により孤立感や育児不安を抱える養育者が増加している。国は、子ども

虐待の予防と健やかな発育発達の支援を推進するために、妊娠期から子育て期にわ

たる母子保健や育児に関する様々なニーズに対する総合的支援のワンストップ拠点

となる「子育て世代包括支援センター」の設置に努めなければならないと定めた。

今回、市町の母子保健の立場から、今後の子育て世代包括支援センターの取り組み

に向け、課題を共有し考える場とする。 

１．話題提供 

「児童福祉法改正と今、母子保健活動に求められるもの」 

講師：佐尾 貴子（南予子ども・女性支援センター・担当係長） 

児童福祉法等の一部を改正する法律が施行され、母子保健法の中に、児童虐待の

予防・早期発見に関する国や自治体の責務が明記された。また、市町において、

「子育て世代包括支援センター」が法定化され、要保護児童等に対する支援拠点の

整備も進められようとしている。 

保健師はこれまでも健やか親子２１(第２次)においてもメンタル面を含めた対応

が強調され、「心身のすべての予防につながる母子保健」の重要性を意識し、ポピ

ュレーションアプローチからハイリスクアプローチまで取り組んできた。 

今回の法改正を受け、今、保健師に求められているもの、これまでの公衆衛生活

動の技をどう生かしていくか、活かせるかについて、母子保健法、児童福祉法改正

の目的をふまえ児童相談所の立場から、関係者と一緒に考える機会(一助)としたい。 
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○「伊予市母子健康包括支援センターの取組みについて ～事例をとおして見えて

きた課題～」 

大谷 香代子（伊予市健康増進課・課長補佐） 

伊予市においては、平成 29年 4月より母子健康包括支援センターを開設し、妊

娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を目指している。 

母子健康手帳交付時に全妊婦と面談し、心身の健康状態や家庭環境などの実情を

把握するとともに、妊娠・出産・子育てに関する相談や指導・情報提供を行ってい

る。支援を必要とする妊産婦は増えており、特定妊婦は母子健康包括支援センター

が中心となり、個別支援プランを作成し継続的に支援する体制をとっている。 

また、子ども総合センターなど関係機関と定期的に連絡会を持ち、ケース支援に

ついて協議し、助産師や心理カウンセラーなど多職種で連携しながら包括的な支援

を行っている。 

開設して半年余りの現状や、実際に支援プランを作成したりサービスに繋げたり

するなかで見えてきた課題について報告する。 

○「妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援に向けた取り組み ～妊娠届出時

アンケート結果から妊婦の現状と支援体制の構築について～」 

武田 美紀（松山市保健所健康づくり推進課・主査） 

 松山市では、子育て世代包括支援センター設置に向け、妊娠期から子育て期にわ

たる切れ目ない支援に、段階的に取り組んでいる。 

 まず産後うつ対策として、「こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問事

業）」の中で、エジンバラ産後うつ病質問票を用いた聞き取りを開始し、産後うつ

の早期発見と予防に取り組んできた。 

 次に、妊婦の状況把握のために、母子健康手帳交付時に保健師常駐窓口での妊娠

届出時アンケートを開始し、聞き取りと相談を実施し、継続支援対象者の抽出、関

係機関連携及び訪問・電話等の支援を行った。母子健康手帳交付は、保健師常駐窓

口と市役所各支所で交付しているが、産科医療機関の協力を得て、保健師常駐窓口

の周知を行い妊婦の誘導を行ったところ、誘導開始後 1年が経過した現在、保健師

常駐窓口への来所が約 50％から約 70％に増加した。 

 これら妊娠期からの支援を開始するためには、妊娠届出時アンケートの聞き取り

や相談・保健指導の基準作成、継続支援の判断、関係機関連携を行うための体制の

構築が必要であった。開始から 1年が経過し、アンケート結果から見えてきた妊婦
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の現状と支援のあり方、「子育て世代包括支援センター」設置に向けての今後の課

題について考察する。 

○ 「『すべての親と子が健やかに暮らせるうわじま』を目指して ～『子育て世

代包括支援センター』設置に向けて～」

松田美穂子（宇和島市保険健康課・課長補佐） 

宇和島市では、特定妊婦については、平成 26年度に宇和島市独自の「特定妊婦

連絡票」を作成し、保健・福祉・医療の関係機関が連携しながら、妊娠期からの虐

待予防に取り組んでおり、連携体制は整いつつあると感じている。しかしながら、

母子健康手帳を交付する母子保健係は、児童虐待や子育て支援の福祉課とは別の課

であり、効率的とは言いがたく、市民にもわかりにくい。 

一方、母子健康手帳交付時のアンケート調査では、「不安がある」と回答する妊

婦が増加傾向にあり、産前産後のサービスについてニーズ調査を行った結果、約 1

割にサービス利用意向があることが分かった。 

宇和島市としては、市民にわかりやすく、妊産婦がワンストップで相談できる体

制、妊産婦に「安心」を与える支援体制づくりが課題となっており、「子育て世代

包括支援センター」設置に向けて検討を開始した。その現状を報告する。 

２．質疑応答 
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一 般 演 題 要 旨 
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働く世代の健康づくり～歯科口腔保健からのアプローチ～ 

○川上三紀 今村加奈子 植田真知 青野桂子

荒木周一郎 三木優子 （中予保健所） 

Ⅰはじめに 

急速な高齢化の進展、疾病構造の変化によ
り糖尿病や肺炎、心疾患等生活習慣病が増加
し、その生活習慣病と歯科疾患は深く関係し
ていることが解明されている。中予保健所で
は、歯周病の罹患率が高く対策が必要不可欠
な壮・中年期の歯科検診の受診率向上をめざ
し、平成 25年度から 3年間「壮・中年期歯
科検診促進「中予モデル」構築事業」を実施
した。その結果「歯科検診を受診した者の多
くは歯科治療が必要である」ことがわかった。
そこで、平成 28 年度からむし歯と歯周病に
特化した「お口のセルフチェックシート」を
事業所に配付し、従業員自らが歯と口腔のチ
ェックを行うことにより早期受診・早期治療
等を勧奨する方針へ切換え、「愛顔の健口支
援協力事業所」（以下「協力事業所」とい
う。）として図１のとおり事業所の認定推進
事業を実施している。今回、この協力事業所
において事業所従業員の歯科保健指導を実施
したので報告する。 

 

Ⅱ方法 
１ 対象事業所の選定 

協力事業所は表１のとおりでそのうち協力
の得られた管内の 2事業所を選定した。 
表１ 協力事業所状況 

所在地・従業員数 50人未満 50人以上 計 

管内(中予地方局含） 4 7 11 

松山市 42 20 62 

計 46 27 73 

２ 対象事業所 
Ａ事業所 従業員数 250人 

Ｂ事業所 従業員数 55人 
３ 実施時期及び介入方法 
 介入方法は、事業所と綿密に検討し勤務体
制を考慮した結果、表 2のとおり個別歯科相
談と講話・演習と異なった方法で実施した。 
なお、アンケート調査については 2事業所に
共通した内容で食習慣調査を併せて実施した。 

表 2 介入方法 

４ 実施内容 
（1）事前アンケート  

主な内容として歯みがき回数、使用清掃 
用具、歯科疾患と全身疾患の関係、歯科検 
診受診状況等 

（2）お口のセルフチェック表 
むし歯と歯周病に特化したチェックを事 

前アンケートと併せて実施した。 
（3）咬合力測定（Ａ事業所のみ実施） 
  測定器による左右の奥歯の噛む力の測定 
（4）歯科相談（Ａ事業所のみ実施） 
  事業所の健康診断日に合わせて、歯ブラ 
シ等の選択及び使用方法等についての相談 
を在宅歯科衛生士と 2人態勢で実施した。 

（5）講話・演習（Ｂ事業所のみ） 
  歯科医師による「歯と口からの健康づく 
り」について講話及び保健所歯科衛生士に 
よる歯ブラシ・歯間清掃用具の選択や使用 
方法の演習を実施した。 

Ⅲ結果 
１ 介入状況 
Ａ事業所 
事前アンケート等の回収率  46.0％ 
咬合力測定及び歯科相談者率 42.4％ 

Ｂ事業所 
事前アンケート等の回収率 63.4％ 
講話・演習参加者率     83.6％ 

事業所 時期 介入方法 

Ａ 

平成 29年 

7～8月 

事前アンケート 
お口のセルフチェック 

平成 29年 9月 

6日・7日・8日 

咬合力測定 
歯科相談 
関係パンフレット配布 

Ｂ 

平成 29年 

8～9月 

事前アンケート 
お口のセルフチェック 

平成 29年 

10月 16日 

講話及び演習 

関係パンフレット配布 

図 1 
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２ 事前アンケート等による歯科保健状況 
(1)お口のセルフチェックシート集計結果 
 セルフチェックの結果、自覚症状なしが
36.7％、歯のみ 17.3％、歯肉のみ 16.7％、
歯・歯肉 29.3％で自覚症状ありが 63.3％で
あった。（図 2） 

図 2 セルフチェック状況 

(2)アンケート集計結果 
①歯みがき回数
1日 2回以上みがく者は 84.0％、１日 1回み
がくは 13.0％、ときどきみがく 2.0％で、み
がかない者は 0％であった。（図 3） 
図 3 歯みがき状況 

②歯間部清掃用器具の使用状況
歯と歯の間を清掃するデンタルフロスを週

2日以上使用する者は 20.0％、歯間ブラシは
16.0％であった。（図 4・5） 
図 4デンタルフロスの使用 図 5歯間ブラシの使用 

③歯科検診受診状況
この 1年間で歯科を受診した者は 46.0％

であり、歯科検診を受診しなかった理由の上
位は「治療しか歯科受診しない」と「特に困
っていない」であった。（図 6・表 3） 
図 6 1年以内の歯科検診受診状況 

表 3 受診しない理由（％） 

治療しか歯科受診しない 24.3 

特に困っていない 24.3 

時間がない 22.3 

面倒である 20.3 

費用が高い 0.07 

その他 0.02 

④歯科疾患とその他の疾患の関係
歯周病等の歯科疾患とその他疾患の関係に

ついて知っている者は 45％でありその他の
疾患として上位は糖尿病と心臓病であった。
(図 7・表 4) 
図 7 歯科疾患とその他の病気の関係

表 4 疾患名 

複数回答（人）

糖尿病 36 

心臓病 35 

骨素しょう症 11 

早産・低体重児出産 8 

肺炎 7 

その他 2 

Ⅳ考察 
 歯科保健状況として、歯みがきはほぼ全員
が習慣化しているが、歯みがき器具の選択・
使用方法には問題があることがＡ事業所の歯
科相談よりわかった。また、主な歯科保健状
況と、歯科口腔保健推進計画（Ｈ33年度）
の目標値を対比すると表 5のとおりであり、
計画の目標値に比べ達成している項目はなく、
今後ますますの歯・口腔に関する知識の普及
啓発が必要である。 
表 5 対比表 

項目 結果 
目標値 

(H33年度） 

歯間部清掃用器具

を週 2回以上使用 

デンタルフロス 
20.0％（全年齢） 
歯間ブラシ 
16.0％（全年齢） 

40歳代 
20％以上 

60歳代 
30％以上 

1年以内の歯科検
診の受診 46％ 65％以上 

歯科疾患とその他
の疾患の関連を知
っている 

45％ 70％以上 

２事業所において食習慣、歯科保健に関す
る調査及び歯と口腔の健康の必要性について
の歯科保健指導（働く世代の歯と口腔の健康
づくり事業）を実施した。事業展開として、
事業所の規模、勤務体制、研修体制等考慮し
た介入方法が課題であり、事業所との入念な
打ち合わせを行い、保健所単独ではなく事業
所の健診等を利用するなど柔軟な対応とアプ
ローチ方法を検討することが必要である。 

Ⅴおわりに 
事業所従業員を対象とした歯科検診を実施

している事業所は少なく、生涯を通じた生活
習慣病予防に繋げるには、事業主に歯科口腔
保健の必要性を理解していただくことが重要
である。また、従業員の安全衛生を担当する
衛生管理者の配置もなく計画的・継続的な健
康づくりを推進する体制が整っていない事業
所が多いため、関係団体と連携を図り、より
一層官民が協力し働く世代の健康づくり事業
を推進する必要がある。 
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働く世代に対する健康づくりの取組について 

○羽藤里恵 川口和美 富谷純子 鈴木洋司 忽那照美 河野英明 （八幡浜保健所）

1 はじめに 

八幡浜保健所管内は、全国健康保険協会愛

媛支部(以下、協会けんぽ)の特定健診結果で

は、県下でも高血圧者の割合が多く、また、

脳血管疾患の SMR が高いという特徴がある。

生活習慣病の発症予防や重症化予防のために

は、若い世代からの関わりが重要であること

から、平成 26年度から県民健康づくり運動

地域推進会議（以下、会議）において地域と

職域が連携を図りながら、働く世代に対する

健康づくりについて検討し、取り組んできた。

今年で 4年目を迎え、徐々に広がりが出てき

た取組について振り返り、今後の方向性につ

いて考察したので報告する。 

2 取組について  

取組の体系は図 1、経過は表 1のとおり。

平成 26年度から国民健康保険(以下、国保)

の健診結果に加えて、協会けんぽの健診結果

の提供を受けることが可能になったことから、

平成 26年度は、会議のテーマを「働く世代

の健康課題から見えた地域の健康課題」とし、

市町保健師に加え、協会けんぽの保健師を会

議に招き、初めて地域と職域の保健師がとも

に健康課題について検討を行った。その結果、

国保と協会けんぽの共通した健康課題が高血

圧であり、働く世代の多くを占める協会けん

ぽ加入者に対しても、健康づくりの支援を行

う必要性があることを共有した。このことか

ら、働く世代への支援の手段として、市町が

実施する検診や健康教室を職域へ周知してい

くこととした。 

課題となった協会けんぽ加入者の現状を詳

細に把握し、支援につなげるため、平成 27

年度は、管内の協会けんぽ健診結果の分析を

行うとともに、職域における健康づくりの実

態を把握するために管内の中小の事業所で保

健指導を行う産業保健師を会議に招き、意見

交換を行った。その中で、管内の健康課題で

ある高血圧について、特に男性は 30 代から

有所見者が多い一方、若い人は健診結果が悪

くてもまだ症状に現れていないため、健康づ

くりへの関心が低いことが課題としてあがっ

た。このことから、働く世代の健康づくりを

支援するためには、実際に事業所へ働きかけ、

啓発を行っていく必要があると考え、健康情

報を発信するための媒体である、「けんこう

応援レター」と「出前教室」について、市町

協働のもと取り組むこととした。 

 実際に事業所への介入を進めていくため、

平成 28年度は、事業所と関わりの深い管内

商工会議所及び商工会に対して会議への参加

を働きかけ、市町・職域間で働く世代の健康

づくりの現状と課題を共有し、連携を図るこ

とができた。また、職域とのつながりが出来

たことで、それぞれの立場から事業所に対し、

「けんこう応援レター」や「出前教室」につ

いて周知いただくとともに、各事業所の事業

主が集まる場において出前教室を実施するこ

とができた。保健所からの働きかけにより実

施した出前教室を、平成 29年度は事業所か

らの依頼によって実施するなど、徐々に取組

が進んできている状況である。 

図 1 取組の体系 

【H26・27年度】

現状把握、課題の検討・共有

【H29年度】

地域・職域の連携の推進

健康寿命

の延伸
早世予防

県民健康づくり運動地域推進会議

（八幡浜）

八幡浜保健所

～関係機関のネットワークづくり～

・働く世代の健康課題の共有

・働く世代に対する健康づくりの取組の必要性の

共有認識をもつ

・各機関の役割の確認

管内商工会

議所商工会

労働基準監督署

全国健康保険

協会愛媛支部

八幡浜地域

産業保健ｾﾝﾀー

事業所

実線：現在参加

点線：新たに働きかける機関

管内市町

健康づくりの機運を高める

事業所の自主的な取組みの支援

会議のねらい

協会けんぽ・国保健診結果等からみえてきた管内の状況

建設業・食品製造業

中小企業が多い

【H29年度】

・新規事業
「企業の食生活・栄養改善

の支援事業」

「働く世代の歯と口腔の健康

づくり事業」

・出前教室

・けんこう応援レター

男性は30代から有所見者

が多い

地域・職域の連携と働く世代への取り組みの必要性

効果的な健康づくり運動の推進

高血圧

市町健康づくり

推進協議会

・けんこう応援レター

・健康づくり指導者養成ｾﾐﾅｰ

【H28年度】

地域・職域の連携

地域におけるネットワークづくり

最終的に目指す姿
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3 課題と今後の方向性について 

現在、地域と職域がつながり、取組が広が

ってきたところであるが、情報共有や情報交

換が主となっている状況なので、今後の事業

の展開についてさらに検討が必要である。事

業所が自主的に健康づくりの取組を行うよう

になることを目標に、既存の取組である「け

んこう応援レター」と「出前教室」は内容を

深めて実施するとともに、平成 29年度から

の新規事業である、「企業の食生活・栄養改

善の支援事業」や「働く世代の歯と口腔の健

康づくり事業」の成果を踏まえて取組を広げ

ていきたい。会議においては、保健所が事業

所における健康づくりの取組の紹介など情報

提供や情報発信を行い、参加する各関係機関

がそれぞれの立場からできることを検討する

場としていきたい。 

表 1 働く世代に対する健康づくりの取組 
年
度 

県民健康づくり 
運動地域推進会議 

けんこう応援レター 出前教室 新規事業 

26 

働く世代の健康課題から見
えた地域の健康課題 
＜内容＞ 
国保及び協会けんぽﾃﾞｰﾀの
検討、職域に渡すﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
の検討 
＜参加機関＞ 
市町、協会けんぽ 
＜参加者の職種＞ 
保健師 

27 

働く世代の健康づくりの取
組と(現状と課題)今後の支
援について 
＜内容＞ 
協会けんぽﾃﾞｰﾀの分析、職
域の取組について 
＜参加機関＞ 
市町、協会けんぽ、八幡浜
地域産業保健ｾﾝﾀｰ 
＜参加者の職種＞保健師、
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

内容、配布方法について 
検討 

28 

①７月 全国健康保険協会
愛媛支部保健事業の状況及
び健康経営について 
市町が実施する平成 28年
度県健康教室について 

②３月 健診結果から管内
働き世代の健康課題を考え
る 
＜参加機関＞ 
市町、協会けんぽ、八幡浜
地域産業保健ｾﾝﾀｰ、商工会
議所、商工会 
＜参加者の職種＞ 
保健師、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、事務
職 

作成、配布 
①５月 健康寿命
・えひめ健康づくり 21の
周知 
・健康寿命 

②11月 血圧
・管内協会けんぽ加入者の
血圧の状況 
・血圧の基準値、日内変
動、血圧上昇の要因 
・血圧を上げる生活習慣 

※健康づくり指導者
養成ｾﾐﾅｰとして実施 
テーマ循環器疾患(高
血圧) 

①八幡浜商工会議所
青年部 19名 

②保内町商工会女性
部 30名 
※保内町商工会は台
風により中止。資料
配布し情報提供のみ 

29 ２月に実施予定 

作成、配布 
①５月 たばこ
・世界禁煙デー世界禁煙週
間の普及啓発 
・たばこの害、受動喫煙の
害、禁煙について 

②11月 肥満
・ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 
・肥満のﾘｽｸ 
・適正体重の維持 

①大洲商工会議所
青年部 22名

②保内町商工会
女性部 15名

③A事業所(大洲市)
9名

④大洲商工会議所
女性部 15名(予定)

企業の食生活・栄養改
善の支援事業 

B事業所(大洲市) 
125名 

働く世代の歯と口腔の
健康づくり事業 

B事業所(大洲市) 
125名 
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企業の食生活・栄養改善の支援事業 2 年目の取組 

○ 安川 潤  阿部和子  稲井由美子  石﨑幸恵

岡田克俊  森田圭子  武方誠二 (西条保健所) 

はじめに 

 愛媛県では、働き盛り世代への生活習慣

病対策として企業の食生活・栄養改善の支

援事業(愛顔のＥ－ＩＹＯプロジェクト)を

平成 28年度から行っている。 

 西条保健所では、昨年度に対象企業の選

定、食物摂取頻度調査の実施など今年度の

実施に向けて課題抽出を行った。これらに

基づいて今年度は、特定健診・特定保健指

導に介入することとし、より良い食習慣・

食事内容の改善を目標に指導を行っている。 

 今回、今年度の企業への介入内容と半年

間で得られた結果について報告する。 

取  組 

１. 対象

(株)Ａ社を対象企業とし、今年度 5 月に

実施された職員健康診断の結果、動機づけ

支援または積極的支援に該当した 24 人の

うち、保健所による健康指導等の参加同意

が得られた男性 14人を対象者とした(表 1)。 

表 1.対象者の年齢構成(人) 

 Ａ社における平成 29 年度の職員健康診

断結果(受診者 167 人、平均年齢 45.2 歳)

の状況は表 2のとおりであった。 

表 2.Ａ社従業員の有所見率 

２. 内容

介入予定内容を表 3に示す。保健指導は、

保健所管理栄養士 2 名とＡ社保健師 1 名の

計 3名で、1人あたり 30分程度行った。指

導を行う際に食生活の行動、食事等の回数、

運動の状況については生活習慣アンケート

を用いた。アンケートは、択一形式 18問と

記述形式 1 問で構成し、記述形式でアルコ

ールの種類と量を聞き、摂取頻度をかけあ

わせて純アルコール量を算出した。また、

このアンケートは、初回面談(7 月)と中間

評価(10月)で同じものを用いて比較評価し

た。なお、選択肢は保健指導を行いながら

改善点が分かるよう数値が高くなるにつれ

て「良い」という並べ方にし、すぐ保健指

導に活かせる様工夫した。 

初回面談では、平日 1 日と休日 1 日の栄

養摂取状況を 24 時間思い出し法で調査し

た。結果は「食事しらべ」に入力して分析

を行い、中間評価時に結果表(食事調査報

告)をもとに、説明しながら指導を行った。 

表 3.平成 29年度の介入予定内容 

結  果 

１. 身体状況

初回面談と中間評価を平均値で比較する

と体重 0.7㎏、腹囲 1.1㎝、拡張期血圧 0.8

㎜ Hg 増加していて、収縮期血圧は 5.1 ㎜

Hg減少する変化が見られたが、どれも有意

な差でなかった。中間評価時点で減量出来

ていた人(-1㎏以上)は 2人、現状維持(±1

㎏以内)6人、増加(+1㎏以上)6人であった。 

２. 生活習慣アンケート

生活習慣の中で、特に頻度の変化がみら

れた項目は、夜食の摂取頻度(改善 6人、悪

化 1 人）、果物の摂取頻度(改善 6 人、悪化

1 人）、運動の頻度(改善 6 人、悪化 2 人）

であった。飲酒習慣については、初回面談

時に飲酒していた 12人に対して、頻度を減

らすよう指導したが、飲酒頻度を減らした

人は 2 人に留まった。飲酒量は、初回面談

時の平均 36.3g/日に対して、中間評価時の

20代 30代 40代 50代

男性 1 2 7 4

項目 基準
有所見率
（％）

BMI:25㎏/m2以上 29.2

腹囲:85㎝以上 40.1

高血糖 空腹時血糖:110㎎/dl以上 7.2

LDLコレステロール:140㎎/dl以上 24.0

中性脂肪:150㎎/dl以上 26.4

高血圧 血圧:140/90㎜Hg以上 12.0

脂質異常症

肥満

内容

特定健診特定保健指導初回面接
栄養指導、保健指導　目標設定

○身長、体重、腹囲、血圧の測定
○栄養摂取状況調査、生活習慣アンケート
○菓子、嗜好飲料の糖分、アルコール飲料展示
○歩数計の貸出

8月 健康づくりアンケート(全従業員対象)

特定健診特定保健指導中間評価
栄養指導、保健指導　目標再設定

○身長、体重、腹囲、血圧の測定
○生活習慣アンケート
○フードモデル展示（一皿野菜70ｇ、350gの野菜）
○パネル展示（野菜、朝食、外食の選び方）

健康教室(見直そう生活習慣！食生活編)

○講話
　健康づくりアンケート結果と食生活、アルコール摂取
○食意識調査アンケート

特定健診特定保健指導実績評価
栄養指導、保健指導　目標評価

○身長、体重、腹囲、血圧の測定
○食意識調査アンケート
○目標の評価

7月
4日間

10月
3日間

1月
3日間
(予定)

11月
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平均は 30.9g/日と純アルコール換算で

5.4g/日減少していたが有意な差ではなか

った。生活習慣病のリスクを高める飲酒量

(男性:純アルコール 40g/日)をしている人

は 5人から 4人と 1人減っていた。 

３.栄養摂取状況

24時間思い出し法から算出した２日間の

栄養摂取状況の平均と食事摂取基準 2015

から算出した対象者 14人の加重平均必要

量との比較を表 4に示す。 
表 4.栄養素摂取状況と食事摂取基準 2015 から算出した

対象者 14名の加重平均必要量の比較 

対象者はカルシウム、ビタミンＡ、ビタ

ミンＢ1、ビタミンＣ、食物繊維の摂取量が

少なかった。 

２日間の食品摂取状況の平均値と愛媛県

県民健康調査(20歳以上の男性の平均値)と

の比較を表 5に示す。 

表 5.食品群摂取状況と県民健康調査との比較

食品群別では、砂糖・甘味料、果実類、

きのこ類、魚介類、乳類、その他嗜好飲料

の摂取が少なく、種実類、アルコール飲料

の摂取は多かった。野菜類についても、え

ひめ健康づくり 21 で目標としている 1 日

350g摂取に 100g 程度足りていなかった。 

４.食意識アンケート（予定）

 健康教室(11 月)と最終評価時(1 月)に食

行動や食意識に関してアンケートを行い、

把握評価を計画している。 

５.健康づくりアンケート(全従業員対象)

 初回面談時の飲酒方法等の気付きを組み

込んだアンケートを実施した(回答:男性 64

人、女性 7人）。その中で男性に着目すると、

アルコールを毎日飲む人は 26.6％、生活習

慣病のリスクを高める飲酒量をしている人

は 23.1％、職場での飲酒の機会が週 1回以

上ある人は 17.2％、飲み会の際の飲酒量が

普段より多い人は 70.0％など、飲酒の面で

特に問題が見られた。 

ま と め 

 初回面談と中間評価で身体状況を比較す

ると 2人減量(-1㎏以上)出来ていた。減量

に繋がっていなくても食事内容に気を付け

ることや運動の頻度を増やすなどといった

行動変容は多くの人で見られた。飲酒につ

いても、初回面談後に飲酒量を見直した人

が多かった一方で、「長時間労働により時間

がない」や「調理技術が乏しい」いう理由

で改善意志を示さない人もおり、どのよう

な指導を行うことで改善へと導けるかは今

後の大きな課題である。 

栄養摂取状況では、カルシウムやビタミ

ン不足が特に目立った。これは、牛乳･乳製

品、果実類、野菜類、きのこ等の不足が原

因だと考えられ、中間評価時に牛乳・乳製

品や野菜類の積極的な摂取を促した。そう

すると、コンビニに売っている手軽なパッ

ク野菜や果物、ヨーグルトを食べるよう心

がけるといった意思表示をした人が多く見

られた。砂糖・甘味料類やその他嗜好飲料

類の摂取量が少なかったのは、肥満改善の

ために摂取を控えている結果が反映したた

めだと考えられた。種実類が多かったのは、

健康食品と誤認しアルコールのつまみとし

て食べていることが原因だと考えられたが、

種実類はカロリーが高いことを説明し、摂

りすぎないように指導した。 

 今後は、健康づくりアンケートの結果よ

り明らかとなった飲酒の問題について改善

策を企業とともに考えていきたい。 

充足率(％)

エネルギー kcal 1952 93

たんぱく質 ｇ 66.8 111

脂質 ｇ 51.9 89

カルシウム ㎎ 335 50

鉄 ㎎ 6.3 84

ビタミンＡ μgRE 413 65

ビタミンＢ₁ ㎎ 0.78 67

ビタミンＢ₂ ㎎ 0.99 78

ビタミンＣ ㎎ 55 55

食物繊維 ｇ 11.1 56

食塩相当量 ｇ 9.8 123

摂取栄養素量

県民健康
 調査値(g)

(％)

穀類 493 530 93
いも類 26 65 40
砂糖・甘味料類 5 8 63
豆類 45 62 73
種実類 4 2 200
野菜類 254 287 89
‐緑黄色野菜 87 102 85
‐その他の野菜 167 176 95
果実類 32 104 31
きのこ類 6 12 50
藻類 14 13 108
魚介類 60 96 63
肉類 96 102 94
卵類 42 46 91
乳類 34 85 40
油脂類 13 12 108
菓子類 23 17 135
アルコール飲料 458 203 226
その他嗜好飲料 346 641 54
調味料・香辛料 172 92 187

摂取食品量(g)
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健康長寿のまちづくり ～にいはま元気ポイント手帳を活用した取組(その１)～ 

〇京野 里保・黒川 由美・山内 富子・木戸 貴美佳（新居浜市保健センター） 

はじめに 

新居浜市では、健康寿命の延伸を念頭に生活習慣病

を予防し、健康的な社会生活を生涯にわたって営むこ

とを目的として、市民の主体的な健康づくりへの動機

づけと運動習慣の定着を促すため、平成２７年１０月

からインセンティブを用いた健康づくりポイント事

業「にいはま元気ポイント手帳」を開始している。 

参加者は、気軽に取り組める運動の実践(ウォーキ

ング・体操)を必須目標とし、さらに生活改善チャレ

ンジとして「６か月の禁煙」と「野菜１日５皿（３５

０ｇ）以上摂取」の追加目標が設定できる。それ以外

に、健診受診、市が実施する健康講座、運動教室など

健康づくり事業の参加を促し、その実践に対してポイ

ントを付与している。また、インセンティブとしては、

個人の価値観に合わせて選択できるよう、貯蓄したポ

イント数に応じて図書カードや市内の運動施設、温泉

施設の利用券への交換、さらに社会貢献として保育園、

幼稚園、小中学校などへの寄付ができるよう設定した。 

方法 

平成２７年１０月から平成２８年度末までの「にい

はま元気ポイント手帳」発行時アンケートをもとに、

健康づくりへの関心度や運動習慣の頻度、運動の継続

に必要な条件などの健康意識や健康行動の傾向につ

いて調査した。 

結果 

（１）【にいはま元気ポイント手帳発行者の概要】 

事業開始から平成２８年度末までの手帳発行人数

は３,０３９人で、その男女内訳は男性２７％、女性

７３％と女性の占める割合が多かった。３９歳以下の

発行数が伸び悩む結果であった。（図１参照） 

※図１ 年齢・性別の手帳発行者数 

職業は、無職が１,８９５人、次いで会社員４３２

人、自営業１３７人、公務員１１７人、農業３４人、

その他３９２人（パート勤務者等）であった。（未記

入３２人） 

（２） 【アンケート結果】 

① 健康づくりについての関心度

「大変関心がある」１,６５４人、「少し関心が

ある」１,３０７人、「特に関心はない」５１人、

「未記入」２７人であった。全体の９７％が健康づ

くりに関心を持ち参加に至っている。 

② 意識的に体を動かすことを心がけているか

「はい」７６％、「いいえ」２２％であった。 

③ 参加申込時の運動実践頻度

 週２～３日以上運動していると答えたのは、全体 

の６５％であった。（図２参照） 

※図２ 参加申込時の運動実践頻度 

④ 運動の継続や運動を始めるきっかけとして

必要なこと 

 「時間・余暇」が最も多く、次いで「一緒にする

仲間」となった。「運動サークル等の情報」「運動

施設の情報」等実践につながる情報も求められてい

る。（図３参照） 

※図３ 運動の継続や運動を始めるきっかけとして

必要なこと（複数回答可） 

⑤ 健康のために一番気を付けていること

1246 
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512 474 428 381
244 228 127
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924 944 
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18～39歳 40～64歳 65～74歳 75歳以上 

ほぼ毎日

29% 

週4日以上 
15% 週2~3日 

21% 

週1日程度 
11% 

月1~2回
程度

7% 

していない 
14% 

未記入

3% 

(人) 

男性

２７％

女性

７３％

(人) 
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 「普段の食事」５１％、「普段の運動」２０％、「十

分な睡眠や休養」１７％、「病気の予防や健診受診」

７％、「特にない」２％、「お酒やたばこを控える」

「その他」「未記入」がそれぞれ１％であった。 

⑥ 運動頻度が「週２～３日」以上の人(１,９７４

人)の状況。 

ア 運動の実践継続期間（表１参照） 

 

 

 

 

※表１ 運動の実践継続期間 

イ 運動実践の内容 

「ウォーキング」１,３３１人、「ラジオ体操」２

９１人、「器具を使用したトレーニング」１８５人、

「ジョギング」１０１人などであった。(複数回答

可） 

現状と課題 

（１） にいはま元気ポイント手帳発行者の概要 

 手帳の発行場所は、保健センター窓口、国保課窓口、

その他保健センターの各事業実施時に随時発行した。  

集団健診に併設した発行では、健診の受診に対して

その場で高いポイントを付与して開始できることや、

健診受診のため来所している比較的健康意識の高い

方が対象であるなど、効果的に周知啓発することがで

きた。 

しかし、手帳発行者の内８３．２％（２,５２９人）

が４０～７４歳であり、職業別に見ると６２．３％が

無職、１２．８％がパート勤務などの雇用形態であっ

たことから、健康づくりに費やすことができる時間的

余裕のある方の参加が多い傾向であると考える。この

ことは、（２）アンケート結果の「④運動の継続や始

めるきっかけとして必要なこと」で最も多くの１２４

６名が選択した「時間・余暇」にも相関する結果とな

っている。また、男性の発行数が全体の約３０％以下

であったことや、３９歳以下の発行数が全体の約６％

以下に留まったことなどが課題として挙げられる。 

（２） アンケート結果 

「健康づくりについての関心度」「意識的に体を動

かすことを心がけているか」などの項目から健康意識

が高い参加者が多いこと、「運動実践の頻度」からは、

参加者の６５％が発行時すでに週に２～３日以上習

慣化した運動の実践をしていることが把握できた。し

かし、その内の「運動の実践継続期間」では２０４人

が半年未満の継続期間であることから完全に定着し

た運動習慣であるかは疑問である。また、「週１日 

程度」未満の３２％に注目し「運動の継続や運動を始

めるきっかけとして必要なこと」を見ると、「家族の

理解」が「運動施設や運動サークルの情報」と同等ポ

イントで重要視されていた。 

手帳発行者には運動実践の継続を促す仕組が必要

と考えられるが、手帳への記載は全て自己申告制であ

り、ポイントの交換申請期間は年度に１回（１年繰り

越し可能）であることから、定期的な励ましや継続支

援は出来ていないのが現状である。 

また、健康のために気を付けていることに関しては、

普段の食事や運動が健康づくりの重要な要素になっ

ていることが把握できたが、病気の予防や健診受診へ

の関心は低い状況であった。 

「生活改善チャレンジ」として設定している「６か

月の禁煙」や「野菜１日５皿（３５０ｇ）以上摂取」

について、目標の選択は参加者の自由であるがこちら

も自己申告制となっており、正確に実践できているの

か判断が困難である。 

いずれも実践の評価法が定まっていない点が課題

として挙げられる。 

考察と今後の方向性 

幅広い世代の参加を促すためには、現在行っている

市の広報への掲載や、公民館、教育機関、市内のスー

パー等の周知啓発の方法についても検討する必要が

ある。例えば、工業都市であり市内に中小企業が点在

する新居浜市の特徴を踏まえ、企業と連携し職域を越

えた周知啓発の方法を実践するなどの工夫をしてい

きたい。若年層の参加者の増加は、若い頃からの健康

増進への取組を促せると期待でき、国保加入者の一人

当たり医療費が県下７位と高い当市では医療費削減

のためにも大きな意味があると考えられる。 

また、今回の調査で健康づくりに関心がないと答え

た手帳の発行者５１人については、インセンティブが

参加者の健康増進に取り組む動機づけになったと考

えることもできる。 

今後、市民にとってより魅力ある事業にするため、

ＩＣＴを活用した電子ポイント手帳の導入も検討し

ており、日々の実践の確認、支援メールの送付など、

健康づくりの意識やモチベーションの向上を図るこ

とができると期待される。このような改善策を検討す

るとともに、ポイント交換時に健診結果の比較をする

こと、ポイント交換実施回数を増やすこと、中間期に

はがきによる励ましをすること、運動習慣の少ない参

加者に対しては、運動の情報を発信できるような仕組

づくりを行うことなど継続支援のあり方についても

取組んでいきたい。 

期間 人 期間 人 

3 か月未満 119 3～6 か月 85 

6～12 か月 179 1 年以上 1545 

未記入 46 
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健康長寿のまちづくり～にいはま元気ポイント手帳を活用した取組（その２）～ 

〇黒川由美・京野里保・山内富子・木戸貴美佳（新居浜市保健センター） 

はじめに 

新居浜市では、市民の健康づくりの動機づけとなる

よう平成２７年１０月からインセンティブを用いた、

健康づくりポイント事業（にいはま元気ポイント手帳）

を開始し、平成２９年１月に初めてのポイント交換申

請を実施し、５０５人が申請を行った。 

分析方法 

ポイント交換申請時に、事業申込時と比べて、健康

づくり全般の関心度や運動実践の頻度がどのように

変化したか、また、事業参加の満足度、事業参加して

の感想等について、アンケート調査を実施した。 

主に事業に参加しての感想について、自由記載され

た意見をカテゴリー別（目標設定の方法や記録媒体、

健康意識の変化、行動変容、体調の変化等）にまとめ、

今後の課題について検討した。 

結果 

１ ポイント交換申請者の概要

（１）ポイント想定 

本事業におけるポイント対象メニュー及び獲得ポ

イント数等は表１のとおりである。例えば、週５日の

ウォーキングを３か月実践し、健診（胃がん検診、歯

科健診、特定健診）を受け、健康づくり事業に１回参

加すると約４６０ポイントになる。 

表１ ポイント対象メニュー及び獲得ポイント数 

メニュー 獲得ポイント数 上限 

ウォーキング、ジョギング 1日５ポイント なし 

体操 1日３ポイント なし 

野菜 350ｇ以上摂取 1日３ポイント なし 

禁煙（6か月以上継続） 300ポイント 300 

特定健診・がん検診等 1項目 50ポイント 150 

健康づくり事業への参加 1回 10ポイント 200 

（２）手帳発行者に占めるポイント交換申請者の割合 

ポイント交換に必要なポイント数は最低４００ポ

イントであるため、交換可能な人は平成２８年９月末

までの手帳発行者（２，２７３人）と仮定すると、申

請者の割合は、男性２６．９％、女性２０．５％で、

男性の方が高かった。

（３）獲得ポイント数

今回の最高ポイントは、４，２８１ポイントで、申

請者全体の平均は１，４７０ポイントであった。

２ 交換希望商品

交換希望商品、必要ポイント数、申請枚数は表２の

とおりである。また、社会貢献として、３６人が保育

園・幼稚園､小中学校への寄付申請を行った。

表２ 交換希望商品一覧

項目 
必要ポイント

数 

申請

枚数 

図書カード(寄付分を含む。) 500 833 

マイントピア天空の湯利用券 500 248 

市民体育館の利用回数券 700 66 

山根プール利用券 400 23 

愛媛県総合科学博物館入館券 500 10 

マイントピア鉱山観光入場券 1,200 7 

廣瀬歴史資料館入館券 500 3 

民間スポーツジム利用券(２回分) 1,000 1 

３ アンケート結果

（１）健康づくりについての関心度

ア 参加申し込み時との比較

「かなり上がった」２７%、「少し上がった」５７％

を合わせると、８４％が健康づくりの関心度が上がっ

ていた。

イ 意識的に体を動かすようになったか

「大いに心がけるようになった」が２９％、「少し

は心がけるようになった」３７％、「以前から心がけ

ており今も継続している」３２％などであった。

（２）参加申込後の運動実践頻度

１日３０分以上の運動をどの程度実践したかでは、

「申込時から継続して週２日以上実践した」７９％と

最も多く、「ほとんどしなかった」３％であった。

（３）事業に参加しての感想（自由記載）のまとめ

ア 目標設定

「自分の体調に合わせて、手軽にできる目標が設定

できたので、できることから意識を持って頑張れ長続

きした」、「目標を掲げたことで、体を動かすことを心

がけるようになった」、「目標に向かって実践し、目標

を達成できた喜びを感じることができた」、「目標をも

って生活する大切さがわかった」、「現在、運動の実践

目標のメニューを追加してほしい」、「雨の日にはウォ

ーキングがしにくいので、体操でも可とするなど、ウ

ォーキングか体操か毎日選べるようにしてほしい」等、

目標設定による効果や要望があった。

イ 記録

「記録することで意識付けになり、継続する励みに

なった」、「記録することで、自分の実践を振り返り、

反省することもできた」、「ポイントが貯まるのを見な

がらやる気もアップして、毎日の積み重ねの大切さを

知った」、「手帳への記録方式は面倒なので、スマート
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フォンなどでポイント計算が自動でできる等、手帳方

式と電子化と選べるようにしてほしい」等、記録によ

るモチベーションアップと電子媒体を望む声があっ

た。

ウ 気持ちの変化

「健康に対する意識が向上した」、「健康について考

えるきっかけになった」、「自信が持てるようになっ

た」、「前向きになった」、「チャレンジしてみよう、続

けてみようという心が芽生えた」、「もともと健康づく

りに取り組んでいたが、もっと良くなるようにしよう、

健診を受けようなど意識が向上した」等、前向きな声

が多く聞かれた。

エ 行動の変化

「体を動かすのが苦にならなくなった」、「少しでも

時間があれば、体を動かすようになった」、「運動を意

識して実践し、習慣化できた(生活の一部になった)」、
「健康教室にも積極的に参加して、勉強になった」等、

生活習慣の改善につながった。

オ 身体の変化

「身体がスムーズに動くようになった」、「以前より

も体力がついた」、「風邪をひかなくなった」、「気づい

たら体重が減っていた」、「野菜３５０ｇの目標で体重

が３ｋｇ減った」、「体重はあまり変わらなかったが腹

囲が６ｃｍ減ったり、体脂肪が減った」、「中性脂肪が

正常値になった」等、気持ちの変化、行動の変化に伴

い、体調の変化や体組成、血液検査結果の変化が表れ

ている人もいた。

カ インセンティブ

「ポイントを貯める楽しみが運動や健康づくりに

取り組む楽しさを発見することにつながった」、「健康

づくりは自分のためという意識だったが、ポイントを

地域に貢献できると思うと頑張れる」等、インセンテ

ィブが健康づくりに取り組むためのきっかけづくり

として有効である。

キ 認知度

「周りの人がこの市の取組を知らないのが残念だ」、

「ご近所の方や友達に声かけした」、「たくさんの人に

周知すれば健康増進が進むと思う」等、認知度の低さ

を指摘する声があった。

ク 体制

「高齢化社会を迎える新居浜市にとって非常に良

い取り組みだ」、「楽しみながら健康づくりを意識でき

るので、事業の継続を希望する」、「安全にウォーキン

グなどができるように、自転車道、歩道等の環境整備

が進むことを願っている」等、安全なウォーキングや

サイクリングの為の環境整備を願う声があった。

ケ 交換申請者のこの事業に対する満足度

「大変満足」２３％、「満足」５７％であり、「不満」

１％であったが、不満の理由としては「目標達成でき

ない日が多かった」、「続かなかった」、「自己申告がス

トレスになった」など個人の要因であった。

考察 

この事業に参加することにより、健康づくりへの関

心が高まり、気持ちの面でも前向きになり、運動習慣

が形成でき、体重の適正化や健康診断等の検査値の改

善等が表れた人もいることがわかったが、交換申請者

全員の健康診断結果の変容等を把握できておらず、全

体の評価指標としては成り立たないため、指標設定の

検討が必要である。

この事業がまだまだ広く市民に認知されていない、

一度参加申込をしてもその後継続して実践できない

人がいる、という声が多数聞かれたことから、これら

を解消するために、あらゆる年代の参加者の増加のた

め、認知度の向上を図ることが必要である。今後は働

く世代や子育て世代が利用する企業や子育て支援機

関などへの協力依頼をするとともに、職域に対しては、

職場内において、日常の導線に健康を意識するような

環境づくり、就業時間前や休憩時の体操の導入など、

個人が意識しなくても今よりも少しでも多く体を動

かすことが自然にできるようなしくみを作ることで、

従業員の健康度アップ、ひいては作業効率のアップ、

健康経営につながることを提案していくなど、これま

での啓発方法に新しいアプローチ方法を加えて、職域

との連携を図っていきたい。また、健康都市づくり推

進員や食生活改善推進員等、地域の健康づくりのリー

ダーから、市民目線で、歩くと楽しい気持ちになる(音
楽、四季の楽しみ)ことや５分でできる「にいはまげん

き体操」を市民に広め、地域の行事等を通して生活の

中に運動を取り入れられるよう普及することが非常

に有効であるため、より一層の充実を図りたい。

最後に、初年度の交換申請者は、交換可能な人の

２２．２％に留まっており、残りの人の状況の把握

ができていない。ポイントは１年間の繰り越しがで

きるものであるため、来年申請をする人も一定数は

いると想定されるが、次回の申請時期には実態把握

をしていくことが必要である。 

まとめ 

参加者の自由記載の意見から、様々な思いを知る

ことができ、運動目標や記録媒体等、個人に合った

取り組みやすい柔軟な設定に変更していくなど、市

民の意見を事業に活かしていくことが大切である

ことを再認識したので、次回の交換申請時期に向け

て、目標設定メニューやポイント交換対象メニュー

の拡大、評価指標について検討を進めているところ

である。市民が健康づくりに主体的に取り組み、継

続できることを支援することが行政の役割として

重要であるため、今後もモチベーションの継続につ

ながるような仕掛けづくりを追い求めていきたい。 
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愛媛の働く世代における生活習慣、特に喫煙の状況 

～協会けんぽの健診データより～ 

○岡田 克俊 石﨑 幸恵 安川 潤 稲井 由美子 阿部 和子 森田 圭子

武方 誠二（西条保健所）

Ⅰ．はじめに 

 2008 年 4月より、医療保険者に対して、

40～74 歳を対象に「特定健診･特定保健指

導」の実施が義務づけられ、就業者(被保険

者本人)に対しては、旧来からの産業保健に

よる健康対策に加え、保険者による健康対策

が加わった形となった。 

 一方で、就業者の家族(被扶養者)、特に主

婦等の配偶者の健康づくりは、産業保健でな

く、主として地域保健が担ってきた経緯があ

るが、特定健診･特定保健指導導入後はその

実態が分かりにくくなった印象がある。 

 また、企業活動の合理化の結果、長時間･

交替制勤務などの労働の高密度･変則化が、

日常生活や健康に影響を及ぼす状況も見受け

られ、特に就業女性については、仕事･家事･

育児などの負荷的要素が依然として大きいと

されていることからも、健康状況の実態の把

握は地域の健康づくりの上でも重要である。 

 そこで昨年の報告に引き続き、協会けんぽ

愛媛支部と県が締結した特定健診等のデータ

を用いて、特に女性の就業者･非就業者別の

健診成績･生活習慣の状況の評価を行った。 

Ⅱ．方 法 

 今回の検討では、表１に示すとおり、2015

年度の特定健診データ 133,272件(被保険者

本人及び被扶養者、35～75歳)のうち、働く

世代で特定健診のボリュームゾーン、かつ被

扶養者が被保険者本人の親や子でなく配偶者

に相当する可能性を高くするために年齢を

20歳幅までにとどめ、40～59歳の者を抽出

した。また、人数の極めて少なかった男性の

被扶養者は除外した。 

 解析に際して、各検査項目におけるハズレ

値は「データ範囲のチェック表 1」に基づき

削除し、血圧値は、｢その他｣→｢２回目｣→

｢１回目｣の順に採択した。 

なお、解析には IBM SPSS Statistics 

SPSS v21を用い、一元配置共分散分析によ

る年齢調整後の群間比較を行った。 
※1：「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】平

成 25年 4月(厚生労働省健康局)」第２編：健診 p75 

Ⅲ．結 果 

 表２に各メタボ因子の状況を示す。全般的

に各因子の所有割合は男性が高かった。女性

では、糖因子以外の項目で被保険者本人の方

が各因子の所有割合が高かった。一方で、糖

因子が該当する者の割合は、女性

の被扶養者が、男性も含めて最も

多かった。 

 表３にメタボ因子の集積状況を

示す。いずれの項目も男性が因子

数及び割合とも高かった。女性で

は因子数のみ被扶養者が多く、メ

タボ予備群･メタボ群は被保険者

本人の方が多かった。 

表１．特定健診結果データ数と解析対象者数

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 計
(再掲)

40･50歳代計

男性 被保険者本人 12,120 26,522 22,357 14,439 1,130 76,568 48,879

被扶養者 0 50 72 342 87 551

計 12,120 26,572 22,429 14,781 1,217 77,119 48,879

女性 被保険者本人 5,836 16,227 15,344 7,174 440 45,021 31,571

被扶養者 0 3,494 3,519 3,524 595 11,132 7,013

計 5,836 19,721 18,863 10,698 1,035 56,153 38,584

合計 被保険者本人 17,956 42,749 37,701 21,613 1,570 121,589 80,450

被扶養者 0 3,544 3,591 3,866 682 11,683 7,013

計 17,956 46,293 41,292 25,479 2,252 133,272 87,463

※黄色部分が解析対象

表１．特定健診結果データ数と解析対象者数

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 計
(再掲)

40･50歳代計

男性 被保険者本人 12,120 26,522 22,357 14,439 1,130 76,568 48,879

被扶養者 0 50 72 342 87 551

計 12,120 26,572 22,429 14,781 1,217 77,119 48,879

女性 被保険者本人 5,836 16,227 15,344 7,174 440 45,021 31,571

被扶養者 0 3,494 3,519 3,524 595 11,132 7,013

計 5,836 19,721 18,863 10,698 1,035 56,153 38,584

合計 被保険者本人 17,956 42,749 37,701 21,613 1,570 121,589 80,450

被扶養者 0 3,544 3,591 3,866 682 11,683 7,013

計 17,956 46,293 41,292 25,479 2,252 133,272 87,463

※黄色部分が解析対象

表２．メタボ因子関係、年齢調整後(共変量は、年齢 = 49.06 を基に評価)
腹囲基準以上調整後 メタボ血圧因子あり調整後 メタボ脂質因子あり調整後 メタボ血糖因子あり調整後

95% 信頼区間 95% 信頼区間 95% 信頼区間 95% 信頼区間

N 割合 下限 上限 割合 下限 上限 割合 下限 上限 割合 下限 上限

　男性－被保険者本人 48,751 45.7% ( 45.28% - 46.05% ) 58.78% ( 58.35% - 59.20% ) 36.96% ( 36.58% - 37.34% ) 32.35% ( 31.96% - 32.74% )

　女性－被保険者本人 31,507 13.4% ( 12.91% - 13.87% ) 35.76% ( 35.23% - 36.29% ) 14.45% ( 13.97% - 14.92% ) 22.14% ( 21.65% - 22.63% )

　女性－被扶養者 7,013 10.7% ( 9.70% - 11.73% ) 33.34% ( 32.23% - 34.46% ) 13.20% ( 12.20% - 14.20% ) 44.03% ( 42.99% - 45.07% )

※腹囲男性≧85cm、女性≧90cm ※収縮期≧130or拡張期≧85or服薬中 ※中性脂肪≧150 or HDL<40 or 服薬中 ※空腹時血糖≧110 or A1c≧5.6 or 糖尿

病治療あり
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 表４に喫煙及び飲酒状況を示す。女性の被

保険者本人の喫煙率は 14.5%であり、被扶養

者の２倍の喫煙率であった。また、男性の喫

煙率はさらに高く、44.1%もの値であった。 

 飲酒に関しては、γ-GT≧100IU/Lが概ね

日本酒 3合/日に相当することから、γ-GT

をアルコール摂取量の代替指標として解析を

行った結果、女性は被保険者本人及び被扶養

者とも 1～2％の間であり、被保険者本人の

方がやや多い傾向を示した程度であった。 

 表５に特定健診時の問診による生活習慣の

状況を示す。30分以上の運動習慣がある者

の割合は、女性の被保険者本人が最も少なく、

13.7%とその他の者の約半分の割合であった。 

 また、朝食を抜くことがあると回答した者

の割合も女性の被保険者では多く、男性ほど

ではないが、女性の被扶養者の約２倍の

19.1%の割合であった。同様に、就寝前２時

間以内に食べると回答した者も女性の被扶養

者の約２倍の 24.6%の割合であった。 

睡眠で十分休養がとれている者の割合は、

いずれの群も 50%を超えていたが、その中で

も女性の被保険者本人の割合は低かった。 

 その他の項目については、男性と女性の被

扶養者の中間の割合を示した項目が多く、女

性の被扶養者と比べ良くない状況であった。 

Ⅳ 考 察 

 男女の比較において、健診及び生活習慣に

関して、一般的に男性が悪い状況であるとさ

れており、本結果においても同様であった。 

 女性内の比較では、被扶養者と比べ、被保

険者本人の健診成績は押し並べて悪く、喫煙

率は著しく高く、また生活状況からは、朝食

を抜く、早食いをする、体力面よりも慌ただ

しさからの歩く速度が速い等のせわしない生

活が推察された。さらに、就寝前の食事や間

食･夜食を食べる事が多い等の健康習慣を維

持する事の困難さや、運動習慣が少ないこと

から、まとまった時間の確保の困難さ等も垣

間見え、自分のために生活習慣を改善する意

欲･余力を確保できるような周囲の配慮が必

要であろう。 

女性の被扶養者は、概ね専業主

婦～パート等の短時間就労者と考

えられ、フルタイムの就労者と比

べ良好な結果であったが、糖に関

するメタボ因子の割合が非常に高

い等から、健康上の気がかりがあ

るために受診･生活を改善中の者

が多かった等の可能性は否定でき

ない。また、解析対象の女性受診

者数が男性よりも約１万人少なか

ったが、フルタイム就業者につい

て男女の健診受診機会に著明な差

があるとは考えにくいことから、

実質的に被扶養者１万人が未受診

状態とも考えられ、被扶養者につ

いては健診を受けていない者の方

が多い事が推察され、女性被扶養

者の実態を表していない可能性が

あると同時に、女性被扶養者の未

受診対策は急務であろう。 

表４．喫煙･飲酒状況、年齢調整後(共変量は、年齢 = 49.06 を基に評価)
喫煙因子(吸っている)あり調整後 γGT高値(≧100IU/L)あり調整後

95% 信頼区間 95% 信頼区間

N 割合 下限 上限 N 割合 下限 上限

　男性－被保険者本人 48,877 44.07% ( 43.69% - 44.46% ) 48,810 11.22% ( 11.00% - 11.44% )

　女性－被保険者本人 31,571 14.49% ( 14.01% - 14.96% ) 31,556 1.97% ( 1.69% - 2.24% )

　女性－被扶養者 7,013 7.01% ( 6.00% - 8.02% ) 7,013 1.36% ( 0.77% - 1.95% )

表４．喫煙･飲酒状況、年齢調整後(共変量は、年齢 = 49.06 を基に評価)
喫煙因子(吸っている)あり調整後 γGT高値(≧100IU/L)あり調整後

95% 信頼区間 95% 信頼区間

N 割合 下限 上限 N 割合 下限 上限

　男性－被保険者本人 48,877 44.07% ( 43.69% - 44.46% ) 48,810 11.22% ( 11.00% - 11.44% )

　女性－被保険者本人 31,571 14.49% ( 14.01% - 14.96% ) 31,556 1.97% ( 1.69% - 2.24% )

　女性－被扶養者 7,013 7.01% ( 6.00% - 8.02% ) 7,013 1.36% ( 0.77% - 1.95% )

表３．メタボ因子蓄積状況、年齢調整後(共変量は、年齢 = 49.06 を基に評価)
メタボ因子数(血圧･脂質･糖)調整後 メタボ予備群該当あり調整後 メタボ群該当あり調整後 メタボ予備群以上該当あり調整後

95% 信頼区間 95% 信頼区間 95% 信頼区間 95% 信頼区間

N 平均値 下限 上限 割合 下限 上限 割合 下限 上限 割合 下限 上限

　男性－被保険者本人 48,751 1.281 ( 1.273 - 1.289 ) 14.66% ( 14.39% - 14.92% ) 25.61% ( 25.29% - 25.93% ) 40.27% ( 39.90% - 40.64% )

　女性－被保険者本人 31,507 0.723 ( 0.714 - 0.733 ) 4.83% ( 4.50% - 5.16% ) 6.19% ( 5.79% - 6.58% ) 11.02% ( 10.55% - 11.48% )

　女性－被扶養者 7,013 0.906 ( 0.885 - 0.926 ) 3.49% ( 2.79% - 4.19% ) 5.73% ( 4.88% - 6.58% ) 9.22% ( 8.24% - 10.20% )

※腹囲基準以上and血圧･脂質･糖の1因子該当 ※腹囲基準以上and血圧･脂質･糖の2因子以上該当 ※腹囲基準以上and血圧･脂質･糖の1因子以上該当

表３．メタボ因子蓄積状況、年齢調整後(共変量は、年齢 = 49.06 を基に評価)
メタボ因子数(血圧･脂質･糖)調整後 メタボ予備群該当あり調整後 メタボ群該当あり調整後 メタボ予備群以上該当あり調整後

95% 信頼区間 95% 信頼区間 95% 信頼区間 95% 信頼区間

N 平均値 下限 上限 割合 下限 上限 割合 下限 上限 割合 下限 上限

　男性－被保険者本人 48,751 1.281 ( 1.273 - 1.289 ) 14.66% ( 14.39% - 14.92% ) 25.61% ( 25.29% - 25.93% ) 40.27% ( 39.90% - 40.64% )

　女性－被保険者本人 31,507 0.723 ( 0.714 - 0.733 ) 4.83% ( 4.50% - 5.16% ) 6.19% ( 5.79% - 6.58% ) 11.02% ( 10.55% - 11.48% )

　女性－被扶養者 7,013 0.906 ( 0.885 - 0.926 ) 3.49% ( 2.79% - 4.19% ) 5.73% ( 4.88% - 6.58% ) 9.22% ( 8.24% - 10.20% )

※腹囲基準以上and血圧･脂質･糖の1因子該当 ※腹囲基準以上and血圧･脂質･糖の2因子以上該当 ※腹囲基準以上and血圧･脂質･糖の1因子以上該当

表５．特定健診時の問診の状況、年齢調整後(共変量は、年齢=49.03を基に評価)

N 　　％(95% 信頼区間)

　男性－被保険者本人 46,228 21.0% ( 20.6% - 21.3% )

　女性－被保険者本人 29,016 13.7% ( 13.3% - 14.2% )

　女性－被扶養者 6,074 21.5% ( 20.6% - 22.5% )

　男性－被保険者本人 46,228 39.7% ( 39.2% - 40.1% )

　女性－被保険者本人 29,016 33.7% ( 33.2% - 34.3% )

　女性－被扶養者 6,074 31.8% ( 30.6% - 33.0% )

　男性－被保険者本人 46,228 38.2% ( 37.7% - 38.6% )

　女性－被保険者本人 29,016 31.6% ( 31.1% - 32.2% )

　女性－被扶養者 6,074 24.2% ( 23.0% - 25.4% )

　男性－被保険者本人 46,228 40.4% ( 40.0% - 40.8% )

　女性－被保険者本人 29,016 24.6% ( 24.0% - 25.1% )

　女性－被扶養者 6,074 13.1% ( 11.9% - 14.2% )

　男性－被保険者本人 46,215 19.1% ( 18.7% - 19.4% )

　女性－被保険者本人 29,003 26.1% ( 25.6% - 26.5% )

　女性－被扶養者 6,074 21.1% ( 20.0% - 22.1% )

　男性－被保険者本人 46,228 30.1% ( 29.7% - 30.5% )

　女性－被保険者本人 29,016 19.1% ( 18.6% - 19.5% )

　女性－被扶養者 6,074 9.3% ( 8.2% - 10.3% )

　男性－被保険者本人 46,228 57.0% ( 56.6% - 57.5% )

　女性－被保険者本人 29,016 51.2% ( 50.6% - 51.8% )

　女性－被扶養者 6,074 59.8% ( 58.5% - 61.0% )

　男性－被保険者本人 46,228 30.5% ( 30.0% - 30.9% )

　女性－被保険者本人 29,016 24.9% ( 24.4% - 25.4% )

　女性－被扶養者 6,074 20.1% ( 19.0% - 21.3% )

1 回30分以上の軽く汗をかく運動を
週2日以上、1年以上実施
…「はい」と回答(調整後）
ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く
速度が速い
…はいと回答(調整後)

人と比較して食べる速度が速い
…「はい」と回答(調整後)

就寝前の2時間以内に夕食をとるこ
とが週に3回以上ある
…「はい」と回答(調整後)

運動や食生活等の生活習慣を改善してみ
ようと思いますか
…「改善するつもりはない」と回答(調整後)

夕食後に間食(3食以外の夜食)をと
ることが週に3回以上ある
…「はい」と回答(調整後)

睡眠で十分休養がとれている
…「はい」と回答(調整後)

朝食を抜くことが週3回以上ある
…「はい」と回答(調整後)
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管内医療機関における結核集団感染事例の報告 

○髙畠 由紀 兵藤 大輔 佐伯 裕子 岡田 克俊  森田 圭子  武方 誠二 

（西条保健所） 

Ⅰ はじめに 

 結核罹患率は、平成 28年において全国が 

13.9（人口 10万人対)、愛媛県は 9.7 と近年 

はゆるやかな減少傾向を示している。 

 医療機関における結核の集団感染は、全国 

的に毎年発生がみられるが、本県の結核集団 

感染は、平成 19 年 5月以降、発生はない状 

況であった。 

結核集団感染とは「同一の感染源が 2家族 

以上にまたがり､20人以上に結核を感染させ 

た場合を集団発生という。ただし、発病者 1 

人は 6人が感染したものとして感染者数を 

計算する」と定義されている。 

平成 28年 8月、管内医療機関において長 

期入院患者の肺結核を初発とする結核集団感 

染事例を経験した。発生以来 1年を経過した 

現在も、患者支援等のフォローを行っている 

が、経過や保健所の関わりについて振り返り 

検討したので報告する。 

Ⅱ 事例および接触者健診の概要 

(1)初発患者の状況と初動対応 

 平成 28年 8月、西条保健所管内の精神科 

病院から、60代女性統合失調症のある長期 

入院患者 1名(以後､初発患者という)の肺結 

核(rⅡ2、最大 G5号)の届出があった。 

 初発患者の呼吸器症状出現時期は、診断の 

2週間前だったが、患者が閉鎖病棟へ長期入 

院していたこと、排菌量等から感染性の高さ 

を考慮し、感染始期を診断 3か月前とした。 

 保健所は速やかに当該医療機関へ積極的疫 

学調査を行い､同病棟入院患者、職員等計 82 

名の接触状況を調査した。 

調査結果をもとに、当該医療機関へ保健所 

職員が出向き、接触者健診の対象と内容につ 

いて協議を重ねた。 

(2)接触者健診の実施と結果 

初発患者の確定診断後、約１か月間に同病 

棟入院患者および職員の計 76名に対し、当 

該医療機関が主体となって､胸部 Xp検査及び

73名に IGRA 検査(T-SPOT)を実施した (表

1) ｡

表１ 接触者健診の結果 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第一同心円における 1回目の IGRA検査(T-

SPOT)陽性率が 3割を超え高かったため、第 

二同心円に対象を広げた。また、最終接触か 

ら 2～3ヶ月後、1回目 IGRA陰性であった者 

に再度 IGRA 検査(QFT)を実施したところ､全 

体の陽性率は 54.8%となった。このため接触 

者健診の対象は第三同心円まで拡大した。 

接触者健診等の結果、入院患者 9名と職員 

1名が肺結核と診断され、入院もしくは外来 

通院により内服治療を行うことになった。 

 また、潜在性結核感染症(LTBI)として診断 

され内服開始した者は 28名であった。 

(3)発病者の状況 

IGRA検査の結果が陽性､呼吸器症状や画像 

所見を指摘された者は､中予の呼吸器内科専 

門医の診察を受けた。その結果、初発患者を 

除く 10名が肺結核と診断され治療を開始し 

た。(表 2) 

また、LTBI 内服中であった者のうち 3名 

が胸部画像所見や症状から総合的に判断され、 

肺結核と診断された。(No.9～11) 

表２ 発病者の状況 
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11 月に確定例(No.10、11)が診断されて以 

降、新たな肺結核患者は発生していない。 

Ⅲ 結果 

表 2に示している初発患者(No.1)と同病棟 

入院患者(No.2) は、結核菌の分子疫学調査 

 (VNTR 解析)により、菌株遺伝子パターンが 

一致した。 

発病者のうち数名は、肝機能障害等副作用 

が出現し、一時休薬して減感作療法を行った 

が、ほぼ全員が 6～9か月間の標準内服期間 

内で治療を終了した。 

肺結核と診断された患者は全て、中予の専 

門医療機関の診察および治療を受けた。 

また、保健所が精神科担当医の結核治療に 

関し、呼吸器内科専門医にコンサルテーショ 

ンを適宜受けられるよう調整役となったこと 

により、精神科病院へ入院を継続した状況で 

結核治療を受け、内服を完了することが可能 

になった。 

 地域 DOTS(直接服薬確認療法)・院内 DOTS 

実施についても、当該医療機関スタッフ全員 

の理解と協力が得られたこともあり、患者の 

治療成績を判定するコホート成績において、 

全員が『治癒』または『完了』となり治療成 

功につながった。 

 保健所保健師も定期的に病棟へ訪問を行い、 

個々の患者の病状を面接や服薬応援手帳など 

から把握し支援を継続した（図１）。 

図１ 結核医療体制図 

Ⅳ 考察 

 今回の事例は、精神科閉鎖病棟内での発生 

ということから集団感染を起こしやすい環境 

であったと考えられる。 

また、発病者 2名の菌株遺伝子パターンの 

一致により、同一感染源による院内感染と証 

明され、閉鎖病棟内での濃厚接触による感染 

力の高さが推測された。 

接触者健診では、1回目の IGRA 検査(T- 

SPOT)で陰性もしくは判定保留だった者が､2 

～3ヶ月後の再検査(QFT)で陽性と判明し、 

LTBIとして内服開始した者も 4名いた。 

 接触者健診は、院内感染対策委員会と連絡 

を密にとり、関係者間の情報共有を図ること 

で、適切な検査を速やかに実施することに繋 

がった。 

 また、県の結核分科会委員でもある呼吸器 

内科専門医を講師に迎え、当該医療機関や市 

医師会を対象に結核対策研修会を開催した。 

保健所は関係機関とのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ役となり、 

地域の医療機関の結核に対する認識・理解が 

深まるよう働きかけた。研修会終了後、講師 

を交え当該医療機関スタッフと話し合いの場 

をもち、接触者健診のすすめ方や結核医療に 

関する助言や指導が得られる機会をもった。 

Ⅴ まとめ 

今回は、感染者と発病者がほぼ同時進行で 

判明し、かつ予想を上回る人数であったため、 

対応に苦慮したが、中予の専門医療機関の呼 

吸器内科専門医と当該医療機関から多くの協 

力を得ることで、迅速に対応することができ 

た。 

 このことより、医療機関における結核集団 

感染事例への保健所の対応として以下のこと 

が重要であると思われた。 

1 初発患者の発生を受けてからの保健所の 

初動は迅速かつ適切に行う。 

2 当該医療機関と緊密に連携を図り、積極 

的疫学調査をすすめる。 

3 保健所が調整役となり、外部の呼吸器内 

科専門医(結核専門医)の協力を適宜求める。 

4 長期入院中の結核患者の内服管理は、当 

該医療機関を主体に保健所も協力して行う。 

5 再発防止に向けた院内感染対策への研修 

開催、助言を適宜行う。 

 当該医療機関においても、今回の集団感染 

を契機として院内感染対策を見直し、再発防 

止にむけて改善することにもつながった。 

今後、罹患率低下などにより一層関心が低 

下していくことが予想される結核について、 

関係者への研修実施、医療監視担当との連携、 

指導をさらに充実させていきたい。 

＜参考文献・資料＞ 

1) 厚生労働省ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等新興感染症研究事

業「結核院内（施設内）感染対策の手引き 

平成 26年版」 

2)公益財団法人結核予防会：結核院内（施設

内）感染対策の手引き実際に役立つ Q＆A

3)公益財団法人結核予防会:結核の統計 2017
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高齢者施設における結核対策について 

○西川詩乃 竹内潤子 地下俊江 鈴木洋司 忽那照美 河野英明（八幡浜保健所）

はじめに 

八幡浜保健所管内では、平成29年3月からの5

か月間で、4 か所の高齢者施設から、結核の排菌

患者が相次いで発生した。その結果、施設職員11

人が潜在性結核感染症（LTBI）として治療する事

態となった。 

 管内の結核登録者の 7割は 70歳以上の高齢者

で、その半数は介護保険サービスの利用者である。  

そこで、高齢者施設における結核対策の強化は

当管内の急務の課題であると捉え、今回の4事例

について、診断までの経過や施設の対応、職員か

ら発生時の状況等を聞き取り、感染拡大の要因や

対策、今後の取り組みについて検討したので報告

する。 

方 法 

4事例4施設に対して積極的疫学調査を実施し

た。 

次に各施設の特性を探るため、事例①、②「通

所デイサービス（以下、デイ）の管理者」と事例

③、④「介護老人保健施設（以下、老健）の看護

職」、さらに今年度当所が開催した結核対策研修会

（H29.8.25）の参加者の中で「過去に結核患者が

発生した施設の職員」から、発生時の対応や発症

要因について気づいたこと、課題について聞きと

った。 

結 果 

4事例はすべて、年齢は80歳以上で介護保険を

利用しており、診断時に排菌した状態であった。

症状では、発熱と体重減少は4事例に共通してい

るが、咳や痰などの典型的な結核症状を呈したの

は排菌期間の長い事例④のみであった。結核既往

歴又は肺所見について、事例①、②は把握できて

おらず、事例③、④は把握できていた。受診先に

ついては、事例①、②は施設職員が「何かおかし

い」と感じて、かかりつけ医への受診を勧め、最

終的には総合病院で確定診断を受けていた。事例

③、④は医師と看護師が常駐している施設である

が、事例③は7か月前に総合病院を受診し、ＣＲ

で「肺陰影があるも緊急性なし」と診断されてい

たことで「結核とは思わず」誤嚥性肺炎を疑い受

診させていた。事例④は施設内でインフルエンザ

が蔓延していた時期と発症が重なっており、看護

師も介護職も「おかしい」とは感じていたが「肺

炎」と思い込み、医師の指示待ちで受診が遅れて

いた（表1）。 

デイの管理者は利用開始時に結核の既往歴を把

握する必要性を感じながらも、ケアマネジャー（以

下、ケアマネ）の情報提供書や主治医の意見書に

記載がなければ、リスク把握の基となる情報が得

られないまま、日々の介護を行う状況にあること

が分かった。また、老健の看護師は、典型的な結

核症状を呈さなかったために高齢者によくある

「肺炎」と思い込み「結核」を疑わずに対応が遅

れていた。それに対し、過去に施設内で結核患者

が発生した施設の医療職は、「職員も入所者も

IGRA検査を実施して感染の既往を確認している」

「職員は常に『結核』を意識して対応している。

体重増減±2kg/月はリストアップして施設内で

検討している」と過去の経験を平常時からの結核

予防策に生かしていることが分かった（表2）。 

考 察 

高齢者施設で相次いで排菌患者が発生し、感染

拡大した要因と対策を考察した。 

1 診断の遅れ 

1）アセスメント力 

4 事例の共通症状は「発熱」、「体重減少」であ

り、咳や痰などの典型的な結核症状を呈していな

かった。85 歳以上の結核既感染率は 75％といわ

れており、誰もが発病のリスクを有する。すなわ

ち、職員が「高齢者は結核のハイリスク者」とし

て認識し、日々のケアを行うことが重要となる。

そのためにも、サービス開始時に既往歴や基礎疾

患等を把握することや、アセスメント力を高める

ためのツール等を活用する必要があるのではない

か。 

2）施設の管理能力 

4事例とも、結核を疑っての受診ではなかった。
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事例① 事例② 事例③ 事例④

施設 通所デイサービスA 通所デイサービスB 介護老人保健施設C 介護老人保健施設D

性別・年齢 男・84 女・96 男・86 男・87

病名・病型 肺結核・ｌⅢ2 肺結核・ｒⅢ2 肺結核・ｂⅢ2 肺結核・ｂⅢ3

排菌 あり あり あり あり

排菌期間（推定） 1ヶ月 2週間 2週間 2ヶ月

介護保険 利用あり 利用あり 利用あり 利用あり

ADL 要介護1・杖歩行 要介護2・認知症 認知症・会話困難 認知症・車いす

発熱・体重減少
湿性咳・倦怠感

発熱・体重減少・
倦怠感・腰痛

発熱・体重減少・　
食欲不振

発熱・体重減少
・咳・緑黄痰

未把握 未把握 発症７か月前撮影 発症３か月前撮影

未把握 未把握
肺陰影あり
緊急性なし

両側性陳旧性肺結核
右下肺粒状陰影
（要経過観察）

職員
→かかりつけ医
→総合病院

職員
→かかりつけ医
→総合病院

日々の健康観察から
→施設の医師
→総合病院受診

施設でインフルエンザが蔓
延　
→施設の医師
→総合病院受診

・「結核とは思わなかっ
た」が、「何かおかしい」と
職員が感じて家族に受
診を勧めた。

・咳症状もなく、職員は
「結核とは思わなかっ
た。」病名を聞き驚いた。

・症状からは、「結核とは
思わなかった。」
・食欲不振のため「誤嚥
性肺炎疑い」で受診させ
た。

・「インフルエンザ」「肺炎」
を疑い施設で対応して受
診が遅れた。　
・「結核とは思わなかっ
た。」
・看護師はおかしいと思っ
ていたが、最後は医師の
判断に任せた。

胸部レントゲン1回/年 胸部レントゲン1回/年 胸部レントゲン1回/年 胸部レントゲン1回/年

2 1 2 6

胸部所見

症状

基
礎
情
報

表1　４事例の積極的疫学調査結果から

LTBI届出数

職員の健康

結核発症の
疑い探知

診断経緯

結核既往歴又は
肺所見

表2　施設職員の発生時の対応や発症要因についての気づきなど

発生時
の対応
や発症
要因の
気づき

・受け入れ時に、結核の既往歴
を把握しておきたいが、ケアマ
ネからの情報提供がなければ
正確な情報は把握できない
・通所デイは、介護が主体であ
り本人や家族にかかりつけ医
への受診勧奨しかできない

・典型的な結核の症状を示さな
かったため、入所者によくある
肺炎と思い込み「結核」を疑わ
なかった
・入所時の情報提供書に胸部
レントゲン所見が記入されてい
ることは少ないし、記入を求め
る法的な義務付けもない
・老健は特別養護老人ホーム
と違い、入所時の胸部レントゲ
ン検査は実施されない

・施設内で結核患者がでてか
らは、職員は常に『結核』を意
識して対応している
・体重増減±2kg/月の入所者
は、ハイリスク者であると認識
し、施設内で対応を検討してい
る
・入所時に利用者も職員もＩＧＲ
Ａ検査を行い、結核リスク管理
をしている

通所デイサービス管理者
事例①、②

介護老人保健施設の看護職
事例③、④

結核患者が発生した施設の職員
保健所の結核対策研修会参加者

職員が結核を疑い呼吸器専門医への受診勧奨を行

うことで、早期受診・診断につながると言える。

そのためには、職員全員が発病リスクを把握出来

るツールや対応マニュアル等の整備など、施設全

体の管理能力の向上が求められる。また、後から

振り返ると、体重減少等、結核を疑うべき状態で

あったと気付いた施設もあり、日々の健康状態の

評価を行い、組織として判断し意思決定する場を

設けることも必要であると思われる。 

2 職員の感染防止 

 4 事例とも、結核を疑っていなかったため、診

断前からの個室管理や N95 マスクを着用してい

た施設はなかった。個室管理のタイミング、N95

マスク常備や、使用基準を設けることも重要であ

る。 

3 関係機関の体制 

今回の4事例が利用して

いた施設では、入所時や利

用開始時、結核健診の法的

義務付けはなく、結核既往

歴や胸部所見の把握は、ケ

アマネや主治医の情報提供

書等に頼る状況にあった。

今後は、施設側だけでなく

ケアマネ等に対しても、結

核既往や胸部所見を主治医

に確認し、施設側に情報提

供する役割があることを啓

発する必要がある。 

まとめ 

 保健所として、今後次の

2 点について取り組みをす

すめていきたいと考える。 

1 施設の対応力強化への

支援 

日々の健康観察やリスク

アセスメント能力の向上、

施設全体で「結核を意識し

た」対策に取り組むことが

できるよう結核対策研修会

を実施する。研修会には介

護職や事務職等多職種の参

加を促し、リスクアセスメ

ントツールの紹介を行う。

その際には、過去に患者が発生した施設の良い取

り組みを用いるなど、過去の経験値を生かせるよ

う、具体的な内容とする。 

また、老健の実地指導を活用し、施設の「感染

対策マニュアル」の結核対策の事項を充実するこ

とや施設内の感染対策委員会や研修会で「結核」

をテーマに取り上げることなどを個別に助言して

いく。 

2 関係機関への協力 

介護施設が利用者の「結核既往歴や胸部所見」

を把握してケアを提供できるように、かかりつけ

医やケアマネに対して、利用開始時に必要な情報

提供してもらうことや、利用者に年1回の胸部レ

ントゲン検査を受けてもらうことなどを働きかけ

る。そのためには、地元医師会や市町の保健福祉

部門の協力を得て連携して行っていきたい。 
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近年増加している梅毒の中国・四国地方および愛媛県における発生動向 

○菅 美樹 青木 紀子 青野 学 井上 智 四宮 博人

（愛媛県立衛生環境研究所） 

はじめに 

梅毒は、「感染症の予防及び感染症の患者に

対する法律（以下、感染症法）」において五類

全数把握疾患に定められていることから、診断

した医師は7日以内に最寄りの保健所に届け出る

ことになっている。感染経路は、主に性的接触

で粘膜や皮膚の小さな傷から侵入して感染する。

また、感染した妊婦の胎盤を通じて胎児に感染

した場合は、流産、死産、先天梅毒を生じる原

因となる。届出の病型は、早期顕症梅毒Ⅰ期、

早期顕症梅毒Ⅱ期、晩期顕症梅毒、先天梅毒、

無症候があり、臨床症状や検査所見により診断

される。

昨年、全国における梅毒の届出は、感染症法

が施行された1999年以降最多となり、愛媛県に

おいても同様であった。そこで、今回、最新の

データについて、全国に加え中国・四国地方に

おける発生の動向を解析し検討した。

方 法 

調査対象は、2006年1月1日～2017年11月5日
（第44週分）に、感染症発生動向調査システム

（National Epidemiological Surveillance of Infecti
ous Disease: NESID）に登録された症例のうち、

全国で届出のあった20,148人（男性14,585人、

女性5,563人）、中国・四国地方で届出のあった

1,121人（男性819人、女性302人）、愛媛県で届

出のあった98人（男性78人、女性20人）である。

全国におけるデータの抽出は、2016年までは感

染症発生動向調査事業年報、2017年は感染症発

生動向調査事業週報（IDWR）により行った。 

結 果 

1） 全国の状況 
全国で届出のあった20,148人を都道府県別で

集計すると東京都が最も多く6,549人、次いで大

阪府2,440人、愛知県1,217人、神奈川県1,161人、

福岡県778人でこの5県で全体の60.3％（12,145
人/20,148人）を占めた。2017年（第44週分）で

の届出数が2016年の総届出数を上回ったのは、

東北地方の3県、関東地方の2県、中部地方の8県、

近畿地方の3県、中国・四国地方の7県、九州地

方の5県の計28県であった。届出数の年次推移は、

2013年ごろより年々増加し、2016年は4,559人、

2017年（第44週）は4,813人となっており、201
6年は2014年を基準とすると2.7倍（男性2.5倍、

女性3.7倍）となっている（図1）。 

2） 中国・四国地方の状況 
届出数の年次推移は、2015年は99人であっ

たが、2016年は182人、2017年は410人と急増

し、2016年と2017年の届出数の合計が592人と

なり、この2年間で調査対象期間（12年間）の

52.8％（592人/1,121人）を占めている。2014
年を基準とすると2017年は5.9倍（男性5.3倍、

女性8.1）となっている（図1）。2016年から2
017年にかけて増加が顕著であったのは、岡山

県（届出数2016年40人、2017年143人）、広

島県（届出数2016年49人、2017年112人）、

香川県（届出数2016年26人、2017年59人）で

あった。

3） 愛媛県の状況 
愛媛県で届出のあった98人のうち78人（79.

6％）を男性が占めている。届出数の年次推移

は、2015年6人、2016年23人、2017年は第44
週分までで35人となり、昨年の届出数を上回

っている（図1）。2017年の保健所別の届出数

で多かったのは、西条保健所13人、松山市保

健所12人であった。届出時の病型別年次推移

は、2016年は早期顕症梅毒Ⅱ期での届出が60.
9％（14人/23人）と多かったが、2017年は、

早期顕症梅毒Ⅰ期での届出が51.4％（18人/35
人）と多くなっている（図2）。届出時の病型

と年齢を性別で比較すると、男性では2016年
は20歳代～30歳代の早期顕症梅毒Ⅱ期が多く、 
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2017年は20歳代～40歳代の早期顕症梅毒Ⅰ期

が多かった。女性の全届出数では、2017年に2
0歳代～30歳代の早期顕症梅毒Ⅰ期が3人、20
歳代～40歳代の無症候が3人、30歳代～40歳
代の早期顕症梅毒Ⅱ期2人認められた。感染経

路は、男女とも異性間性的接触が多かった。

また、感染地域は、県内での感染が多くを占

めていた。

考 察 

日本全国における梅毒の届出数は、2013年
ごろより増加し、2016年は感染症法が施行さ

れた1999年以降最多となっており、愛媛県に

おいてもその傾向は同様である。2017年の全

国での届出数は、東京都、大阪府など都市部で

の報告が大多数を占め、昨年と同様の傾向であ

った。2017年第44週分までの届出数が2016年
の総届出数を上回ったのは、全国で28県認め 
られたが、中国・四国地方では、そのうち7県
が含まれており、特に、岡山県、広島県、香川

 

 

県での梅毒患者の増加が顕著であった。これらの

3県の人口は全てが多いわけではなく、梅毒患者

増加の原因は明らかではない。今後、どのような

感染ルートで感染が伝播しているのかを解明する

必要がある。愛媛県では2016年は、早期顕症梅毒

Ⅱ期での届出が多くを占めていたが、2017年は早

期顕症梅毒Ⅰ期での届出が多く、感染の機会から

病院受診までの期間が大幅に短縮した症例を多く

認めた。この要因として、新聞、ニュース、イン

ターネットなどのメディアによる情報発信、匿名

で行える郵送検査の普及などは大きな要因として

考えられたが、愛媛県として実施した梅毒のホー

ムページ開設や感染症情報の発行（2週間に1回）

による発生動向や基礎知識に関する情報発信、保

健所での無料検査実施など、継続的な啓発活動の

相乗効果により、意識の向上が図られたのではな

いかと考えられた。

2006
年

2007
年

2008
年

2009
年

2010
年

2011
年

2012
年

2013
年

2014
年

2015
年

2016
年

2017
年

女性 196 198 212 168 124 177 183 235 377 760 1,385 1,548

男性 441 521 615 523 497 650 692 993 1,284 1,930 3,174 3,265
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図 1 年次報告数（2006年～2017年）[2017年は 11月 5日（第 44週まで）の届出数] 
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図 2 病型別年次届出数（2006 年～2017 年）[2017年は 11月 5日（第 44週まで）の届出数] 
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高次脳機能障がい者支援における多職種参加型事例検討会の効果と課題 

○古谷光 松下久美子 谷村千里 白石美沙希

松本雅文 兵頭昌子 廣瀬浩美 （宇和島保健所）

Ⅰ はじめに 

当所では高次脳機能障害支援普及事業の一

環として、平成 23年度から支援関係者研修

会、平成 24年度からは支援関係者連絡会を

開始した。その中で、高次脳機能障害は脳損

傷部位や障害の程度等により生活上の課題が

多様であること、また地域における社会資源

が限られていること等により、支援関係者の

多くはその支援と対応に苦慮していることが

明らかとなった。これらの実情を踏まえ、平

成 28年度から新たに支援関係者事例検討会

（以下、事例検討会）を開始したことから、

本報告では、事例検討会の経過とその効果・

課題についてまとめ、今後の取組について考

察する。 

Ⅱ 事例検討会の概要 

１ 目的 

 管内の事例を通して、基本的な症状の理解

と対応方法を学び、今ある社会資源を活用し

ながら地域で継続的な支援ができる体制の強

化を図る。 

２ 参加者及び実施回数 

管内の保健・医療・福祉関係機関 28 か所

へ事前アンケートを実施し、案内文送付の希

望があった機関 23か所の中から、提出事例

に応じて参集範囲を検討した。 

平成 28 年度は 2 回開催し、医師、看護師、

保健師、作業療法士、社会福祉士、相談支援

専門員、医療ソーシャルワーカー等延 40名

の参加があった。 

３ 実施方法 

①手法

日本看護協会開発“実践力アップ事例検討

会”を用いて実施し、検討グループは事例提

供者、ファシリテーター、板書係を含む 10

名程度で、職種が偏らないよう構成した。検

討時間は、事例説明(10分)、事実の確認(20

分)、アセスメント(10分)、今後の支援の方

向性(10分)の合わせて 50分間で実施し、最

初に参加者全員でグラウンドルールを確認す

ることで、参加者全員が安心して発言できる

場づくりを行った。 

②助言者の確保

支援拠点機関である松山リハビリテーショ

ン病院の経験豊富な相談支援コーディネータ

ーより、検討後の振返りや対応方法に関する

アドバイス等、事例提供者や参加者からの質

疑を交えながら、助言を得られる機会とした。 

Ⅲ 事例検討会の効果 

 事例検討会参加者アンケート結果（図 1）

を見ると、効果は以下の 3つであった。 

①多職種が集まり、様々な視点で事例を捉え、

アセスメントや今後の支援策について協議す

ることができるため、実際の支援の中で活用

できる知識や対応方法を学ぶ機会となった。 
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②事例を通して、管内の各関係機関が実際の

支援の中で具体的にどのような役割・機能を

果たしているのか共有できる場となり、より

深いネットワークの構築につながった。 

③“実践力アップ事例検討会”の手法を用い

たことで、舵取り役であるファシリテーター

が情報の整理・確認を促し、アセスメントや

今後の支援策について円滑に協議を進めてい

くことができた。また、グラウンドルールに

則って検討するため、否定・批判のない安全

な場が作られ、参加者全員が必ず発言するこ

とができた。 

Ⅳ 事例検討会の課題 

 実施前には事例提出に消極的だった参加者

の中には、図 1（3）のとおり、実施後“今

後事例提出してみたい”と意欲的に答える者

も増えたが、依然として約半数は事例提出に

消極的なままであった。また、事例提供者か

らは「情報提供すべき内容に迷うため、最低

限必要な情報のポイントを事前に提示してほ

しい」との意見も挙げられた。 

“実践力アップ事例検討会”という慣れな

い手法に戸惑う参加者もいたため、事例提供

者との事前打合せや情報の整理のためのサポ

ートを丁寧に行うとともに、板書係等の役割

分担も考慮すべきであったと考える。 

Ⅴ 考察 

 多職種参加型事例検討会は、障害特性に応

じた対応方法を学ぶ機会となるとともに、管

内の支援ネットワークの構築につながること

が明らかとなったことから、今後も支援関係

者がより参加しやすい事例検討会の継続が必

要と考える。 

そのためには、支援関係者が支援に行き詰

まりを感じた時に、タイムリーにこの場を上 

図 1 事例検討会参加者アンケート結果 

 

 

 

手く活用できるよう、各機関への取組周知を

行うとともに、保健所保健師が日頃行ってい

る関係機関との協働の中で、地域で抱えてい

る困難事例等の情報をキャッチするよう努め、

必要時に事例検討会へつなげていく等の工夫

をしながら実施していきたい。 

社会資源が少ない地域においても、高次脳

機能障がい者が安心して生活していくために

は、事例に応じた支援の方向性を多職種・多

機関で一緒に考え、そこから必要な機関が協

働していける体制づくりが大切である。さら

に、事例を通じて構築された関係機関同士の

繋がりが次の事例への支援にも活かされ、管

内の連携体制強化につながっていくと考えら

れることからも、今後も継続して取組んでい

きたい。 

(1)事例検討会に参加した感想   【回答数 17名】 

(2)“実践力アップ事例検討会”の進め方について 

(3)今後事例提出したいと思うか。 

・多職種が集まり色々な意見が
聞けて今後の参考になった。 

・それぞれの障害特性を踏まえ
た対応方法について学ぶこと
ができた。 

・各機関の具体的支援内容や役
割を学ぶことができ、より深
いネットワークの構築につな
がる。 

・事例の経過を踏まえたファシ
リテーターの役割や進め方が
学びになる。 

・進行のテンポも良く発言しや
すい。 

・集中して取組めるので良い。 
・全員が発言できる。 

○『はい』と答えた意見
・行き詰った事例がある時に役

立つような意見が聞けそう。 
・客観的に意見をもらえること

や、先が見え、何をすべきか
が参考になる。 

・多職種で考えていきたい。 
○『いいえ』と答えた意見
・自信がない。 
・上手く情報の整理ができるか

不安。 
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ひきこもり家族教室の効果と課題 

～ひきこもり家族教室７年目を迎えて～ 

○田内睦 堀尾由佳 佐野希美 藤原美佳 檜垣裕子

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 

心と体の健康センター（以下、センターと

いう。）では、平成 23 年度にひきこもりの

専門相談窓口として「ひきこもり相談室」

を設置し、ひきこもり状態にある本人及びそ

の家族等の相談に応じている。また、同年よ

り「ひきこもり家族教室」（以下、教室とい

う。）を開始し、今年度で７年目となる。

ひきこもり支援においては、本人が相談に

つながらなくても、家族が元気になることで、

本人にも良い変化がもたらされることがある。

また、家族は本人に向き合う中で心の余裕が

なくなっていることも多く、家族が適度なゆ

とりを取り戻すことが重要であると考え、よ

り効果的な教室運営を目指してきた。

今回、これまでの教室の経過を振り返ると

ともに、教室の効果と今後の課題についてま

とめたので、報告する。

２ 教室の取り組み状況（表１）

平成 23 年度開始当初から、①本人の理解

や家族の対応についての心理教育を行い、家

族が適切な対処方法を身につける、②家族自

 

 

身の孤立感を和らげ不安や焦燥感の軽減を図

る、という２点を目的として実施してきた。

（１）対象者

ひきこもり本人が 18 歳以上で、センター、

相談室、各保健所及び市町で面接相談を受け

た家族を対象としている。外部機関から、相

談につながっていない方の参加ができないか

等の問い合わせも多かったため、平成 27 年

度からは、第１回目を一般に公開し、県 HP
等で周知した。

（２）プログラムの内容

年間１コース、全４～６回、月１～２回

（各２時間）のペースで実施し、スタッフは

相談室相談員、保健師、心理職、精神科医師

で対応した。前半に“講義”を行い、後半を

“座談会・グループワーク”とし（公開講座

は講義のみ）、毎回家族同士が思いや学びを

共有できる時間を設けた。

初回は、ひきこもりの理解を促すための講

義をメインとし、２回目以降はコミュニケー

ションスキルの獲得等を目指した講義として

いる。平成 25 年度から、CRAFT（コミュ 

 
 

 
 
 

 

年度 回数
内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※公開講座以外は、毎回座談会の時間を設けている。
対象者

平均
参加人数

Ｈ23 4
①講話「家族関係について」②講話「ひきこもりの理解と対応」

③座談会「家族の気持ち」④当事者の体験発表
6

Ｈ24 5
①講話「ひきこもりについて」②講話「ひきこもりと向き合うためのヒント」

③講話「ゆとりを取り戻すヒント」④当事者の体験発表
⑤グループワーク「家族の気持ちを語ろう」

6

Ｈ25 6
①講話「ひきこもりについて」②③講話「ひきこもりと向き合うためのヒント」

④講話「ゆとりを取り戻すヒント」⑤当事者の体験談を読む
⑥講話「ひきこもりと向き合うためのヒント」

8

Ｈ26 4
①講話「ひきこもりについて」②③講話「本人と向き合うためのＳＳＴ」

④講話「教室のまとめと医師への質疑応答」
6

Ｈ27 5
①公開講座「ひきこもりについて」②③講話「本人と向き合うためのＳＳＴ」※外部講師

④当事者の体験発表⑤講話「教室のまとめと医師への質疑応答」
9

Ｈ28 5
①公開講座「ひきこもりについて」②③講話「本人と向き合うためのＳＳＴ」

④家族の体験発表⑤講話「教室のまとめと医師への質疑応答」
13

Ｈ29
（予定）

5
①公開講座「ひきこもりについて」②③講話「本人と向き合うためのＳＳＴ」

④家族の体験発表⑤講話「教室のまとめと医師への質疑応答」
（実施中）

表１　ひきこもり家族教室の経過

センター、
ひきこもり
相談室、各
保健所、市
町で面接相
談を受けた
者
（Ｈ27年度
～１回目を
一般公開）
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ニティ強化と家族訓練）のエッセンス（ポ

ジティブなコミュニケーションスキルなど）

を取り入れて実施した。ただし、２回目以降

は講義時間を短時間にし、家族同士の演習や

意見交換を行うグループワークを中心とした。

（４）運営上の工夫

グループは家族５～７名に対してスタッフ

が１～２名となるように配置した。アイスブ

レイクの時間や休憩時間を十分に取り、場が

和むような雰囲気づくりを行った。

個別相談時に、教室参加の目的を家族と一

緒に位置づけ、参加して感じたことや学んだ

ことについて家族と共有するよう努めた。

（５）評価について

 毎回の教室終了後、用紙を配布し、参加家

族に感想を自由に記載してもらった。

３ 考察（効果と課題）

（１）初回を公開講座にしたことで、少数で

はあるが、相談室や保健所などの相談につな

がっていない新規家族の参加があった。新規

家族については、教室と並行して個別相談の

実施を原則とし、希望があれば２回目以降の

教室にも継続して参加してもらった。参加家

族数は年々増加してきており、公開講座とし

て一般に周知したことや、教室の存在が認知

されてきていることが要因として考えられる。

家族によっては、「他人に知られたくない」

という気持ちが強く、教室への参加をためら

う場合も多い。教室に誘ってから数年を経て

初めて参加する家族もあり、継続的に場を設

定すること、その間個別の関わりを丁寧に行

っていくことが必要である。

また、地域の支援者も参加可能としており、

支援者自身が家族支援の方法やプログラム運

営についての知識を学ぶ機会にもなっていた。

（２）２回目以降の教室では、グループワー

クが１時間以上を占める回もあったが、司会

役のスタッフが１名いれば、十分に機能した。

むしろ、回を重ねるごとに、家族の悩みに対

して、他の家族が自ら体験談を語り、励まし

たり共感したりする場面が多くみられた。家

族からは、「自分だけではないと気分が楽に

なった」「みなさんの色々な体験やお子さん

の状態がとても参考になり、勇気づけられ

た」などの感想があった。同じ問題を抱える

他の家族との出会いや、現在は就労に至って

いる子どもをもつ家族との出会いによって、

不安や焦りが軽減し、今後の道筋のモデルが

できるなど、家族同士だからこそ成し得る効

果があった。

（３）グループワークにおいて、家族が辛い

状況や思いを一気に吐露するなど、発言者が

偏ったり、テーマから大きく外れたりする場

面がみられた。調整役を担うスタッフには、

力量が求められ、負担感も大きい。対応とし

て、家族状況などの背景が同じような家族で

グループを構成すること、事前に担当するグ

ループの家族背景を十分に理解しておくこと

など、事前事後の準備や打ち合わせを十分に

行っておくことが重要と考えられる。また、

個別支援の場面で十分に思いを吐き出しても

らうことも大切である。

４ おわりに

センターで実施している教室の内容につい

ては、特別なものではなく、各地域において

も今ある資源の中で実施可能なものと考えら

れる。現在、一部の保健所において家族の集

いが開催されている。家族の中には、保健所

とセンターの教室に並行して参加している家

族もおり、一資源としてセンターの教室を利

用してもらっている。例年、中予だけではな

く東予や南予からも参加があるが、家族によ

っては遠方からの参加は難しい場合も多い。

今後、各地域で家族同士が集い、支え合う場

ができるようになるよう、センターとして可

能な限り支援していきたいと考えている。

－52－

一般演題11



地域における簡易型認知行動療法の技法活用に向けての取り組み 

～地域への産後うつ対策事業への技術援助を通して～ 

○平野美輪 藤原美佳 檜垣裕子 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、自殺予防対策の一環と

して、平成 23 年度から認知行動療法に着目

し、支援者向け研修等を展開してきた。実

態調査の結果、地域の現場では、「有効性は

理解できるが、どう用いていいかわからな

い」との声が大きく、実践までのハードル

を下げることが求められた。 

平成 28年度、松山市保健所から当センタ

ーに、産後うつ病対策への技術援助の依頼

があった。産後の母親のストレスは、産後

に急激に変化した家庭で生ずる様々な問題

が原因となり得る。一方、認知行動療法は

うつ病や不安障害に効果が認められている、

問題解決志向のアプローチである。 

そこで、産後の母親の生活空間の中に継

続的に入っていくことができる保健師が、

訪問先で簡易型認知行動療法の技法を用い

て介入することを提案した。そうすれば、

母親のしんどさの背景を把握しながら、一

緒に問題解決に向かうことができ、産後う

つ病への移行の予防にもなりうると考えた。 

研修にあたっては、保健師が日頃すでに

実践している型の中に認知行動療法的な視

点を組み込むことで、より受け入れてもら

いやすいのではないかと考え、実際の訪問

場面のやりとりを用いることとした。 

28～29 年度、松山市保健所と四国中央市

で合計５回、訪問場面のやりとりのロール

プレイを用いた簡易型認知行動療法の研修

会を行った。それらの方法をまとめ、考察

したので報告する。

図１ 研修で用いたロールプレイのやりとりの例 

①穴埋め型のロールプレイのやりとりの例（一部抜粋）

話し手 やりとり

支援者
その後、気分の落ち込みや、自分を責めるような気持ちはどうです
か？

母
やはり、思うように動けない自分が嫌になってしまったり、Bが泣いた
ときうまくあやせずに落ち込んでしまいます。

支援者 それはつらいですね。

母
そうなんです。母は忙しいのに、上手に子どもをあやしていて、何も
できない自分が嫌になってしまいます。

支援者

母
そうですね…Bが泣いたら、抱っこしています。あとミルクをあげたり
…

支援者
抱っこしているんですね。それとミルクをあげているんですね。それ
で、どうでしたか？

②自由型のロールプレイのやりとりの例（一部抜粋）

話し手 やりとり

支援者 こんにちは。その後、体調はいかがですか？

母
この子は元気なんですけど、夜中に良く泣くので、私が寝られてなく
て…

支援者 それはしんどいですね。

母
そうなんです。夜中、この子に泣かれると、不安になってしまって…
気が休まるときがないっていう感じです。

支援者 それはつらいですね。最近、休めたなというときは、ありましたか？

母 ないですね。ずっと、何かしら考えごとをしてしまって・・・

支援者 どんなときに、どんなことを考えているのか、教えてもらえますか？

母
夜中に泣かれると、この子にいつまで縛られるんだろう、こんな状況
がずっと続くのか、と思って、絶望的になってしまって・・・

支援者 それはつらいですね。

～ここから先のやりとりを考えてみよう～

？

③対照型のロールプレイのやりとりの例（一部抜粋）

話し手 やりとりＡ やりとりＢ

支援者

母

支援者

母

支援者
誰か、手伝ってくれる方はいない
んですか？

赤ちゃんが一日中よく泣いて寝ら
れないとのことですが、夜中に赤
ちゃんが泣いたときの状況をもう
少し詳しく教えてもらえますか？

母

夜中、おっぱいやって、やっと寝
たと思って、布団に置くと、また
ギャーッと泣かれて・・・「ま
た？！」と思って、イライラして
しまうんです。

支援者
そういうときは、どうしているん
ですか？

母

支援者

母

支援者

そんなことないですよ！あなた
だって一日中抱っこして、よく頑
張っているじゃないですか。母親
失格なんかじゃないですよ。

「母親失格」と思うと辛いです
ね。どんなときに「母親失格」と
思いますか？「母親失格」と思う
ときのことを、もう少し詳しく教
えてもらえますか？

はい。でも夫は昼も仕事をして、赤ちゃんも上手にあやせるのに、私は
仕事もせず、夫や母に家事も手伝ってもらっているのに、この子一人の
世話もできないなんて、母親失格だと思ってしまって・・・。

こんにちは。その後、体調はいかがですか？

この子が一日中よく泣くので、寝られなくて…。頭もぼーっとして…。
一日中赤ちゃんを抱っこしているだけのような気がします。

それはしんどいですね。

そうなんです。

夜は、私と赤ちゃん２人で同じ部屋で寝ているんですが、赤ちゃんの泣
き声で夫が部屋に来て、抱っこしてくれることもあります。夫が来てく
れるとほっとします。

それは助かりますね。
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Ⅱ 研修内容 

研修では、支援者が一方的に助言するの

ではなく、「質問をしながら、相談者本人に

気づいてもらう」対応の仕方を学ぶことを

目的とした。担当者と、実際の訪問場面を

想定したやりとりを作成し、より有効なロ

ールプレイの方法を模索しながら行った。

その方法として、①一部空白になっている

やりとりを、穴埋めしながら行うロールプ

レイ（以後「穴埋め型」と記載）、②訪問場

面の設定だけ行い、自由にやりとりをして

もらうロールプレイ（以後「自由型」）、③

従来型の対応と簡易型認知行動療法のエッ

センスを用いた対応との２パターンのデモ

ンストレーションとロールプレイ（以後「対

照型」）、という、主に３つのやり方で行っ

た（図１参照）。 

Ⅲ 結果 

合計５回の研修会の方法や結果について

表１にまとめた。最後に保健所担当者の発

案で行った「対照型」が、もっとも好評で

あった。 

 

 

Ⅳ 考察と課題 

「自由型」では焦点がずれやすく、やりと

りの枠組みがはっきりしている方が質問の

仕方を学んでもらいやすかったが、「穴埋め

型」は、単なる“穴埋め推測問題”になっ

てしまう場合もあった。「対照型」が、最も、

全体の流れや有効性を理解してもらいやす

いと感じた。 

これらを踏まえ、約 120 分の研修会案を

作成した（表２）。質問の仕方を学んでもら

うことが目的の場合には穴埋め型のロール

プレイを使用し、全体の流れを理解しても

らうことが目的なときには対照型のロール

プレイを使用する。今後、この案を試行し、

有効性を検証することが課題である。 

表２ 研修案 

５分
15分 簡易型認知行動療法とは？ 解説

解説
穴埋め型ロールプレイ
やりとりの解説

解説
デモスト提示
対照型ロールプレイ
やりとりの解説
解説
デモスト提示
対照型ロールプレイ
やりとりの解説

10分

30分

30分

30分

まとめ・質疑応答

開会

極端な認知に気づいてもらう

本人が持っている解決法を
引き出す

コミュニケーションスキル

表１ 簡易型認知行動療法を用いた訪問面接を学ぶ研修まとめ 

研修名 プログラム
ロールプレイ
のやり方

アンケート結果 振り返り

松山市保健所
平成28年度第１回

認知行動療法的な訪問面
接の方法を学ぶ研修会

①認知再構成法ロールプレイ⇒解説
②問題解決技法ロールプレイ⇒解説
③アサーションロールプレイ⇒解説
④まとめ

①穴埋め型
・「ぜひ使いたい」60％
　「使いたい」38％

訪問場面のやりとりの
ロールプレイを用いるこ
とで、「使えそう」と思っ
てもらえた。

松山市保健所
平成29年度第１回

簡易型認知行動療法研修
会その①～認知再構成の
技法を学ぶ～

①CBTとは
②認知再構成法解説
③ロールプレイ
（３種類。ロールプレイ後グループ話し
合い）
④まとめ

①穴埋め型

・「大変有意義」32％
　「有意義」66％
・「理屈は分かるが実践の
仕方が分からない」研修
前20名⇒研修後6名。

質問の仕方を学ぶとい
う点ではよかったが、
単なる”穴埋め推測問
題”になってしまう場合
があった。

松山市保健所
平成29年度第２回

簡易型認知行動療法研
修会その②～アサーショ
ン、問題解決技法を学ぶ
～

①ソクラテス式質問解説
②問題解決技法、アサーション解説
③ロールプレイ
（前後でグループ話し合い）
④まとめ

②自由型

・「大変有意義」43％
　「有意義」50％
・役に立ったことが「ある」
18％、「部分的にある」
68％

自由な枠組みでのロー
ルプレイは、最初に躓く
と次に進めず、難し
かった。

松山市保健所
平成29年度第３回

簡易型認知行動療法研修
会その③～これまでの振り
返りと行動活性化技法を学
ぶ～

①行動活性化技法解説
②2種類のデモスト提示
③デモストのやりとりをロールプレイ
④シナリオの解説
⑤まとめ

③対照型

・「大変有意義」54％
　「有意義」46％
・使ったことが「ある」
17％、「部分的にある」
54％

2パターンのデモスト視
聴、ロールプレイで違
いを体感できた。

四国中央市保健セ
ンター
平成29年度第１回

簡易型認知行動療法の
実際～ワンランクUPの訪
問面接を目指して～

①ソクラテス式質問解説
②認知再構成法解説
③ロールプレイ（難易度を上げながら
３種類）
④まとめ

①穴埋め型
②自由型

・「大変有意義」67％
　「有意義」33％
・これから現場で「実践で
きそう」25％、「部分的に
実践できそう」75％

難易度が徐々に上が
る形はよかったが、自
由な枠組みでのロール
プレイは難しかった。
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トリプル Pからペアレント・メンターcafé 開催に至る過程で 

見出された発達障害児の親のニーズ（第 1報） 

トリプル Pフォローアップセミナーにおける発言内容の分析 
○西嶋真理子１） 齋藤希望１）, 西本絵美１）, 増田裕美 2）, 柴珠実１）, 武智真耶 3）, 田中輝和 4）

１）愛媛大学大学院医学系研究科 ２）聖カタリナ大学 ３）順風会健診センター ４）JDDnet 愛媛

Ⅰ はじめに 

1970 年代から児童虐待が深刻な問題となっ

ている欧米で実践されているペアレンティン

グ・プログラムの一つ、オーストラリアのマッ

ト・サンダースらによって開発された前向き子

育てプログラム（Positive Parenting Program;

トリプル P）は、認知行動療法等の理論に基づ

いており、無作為化比較試験を用いた研究によ

り有効性が客観的評価によって示されている。 

日本には 2004 年に導入され、一般の親に対

するグループ・トリプル P 及び発達障害児の親

に対するステッピングストーンズ・トリプル P

（以下、SSTP と略）の効果が報告されている。

SSTP は、障害のある 2～12 歳児の親を対象に認

定ファシリテーターによる小グループ制の 6 回

の講座と 3 回の電話セッションから構成される。 

我々「愛大医学部子育て研究会」は、発達障

害保護者会の協力のもと、発達障害児の親を対

象に SSTP を実施し、SSTP 受講修了者及びプロ

グラムに見学参加した保護者会役員に対してフ

ォローアップセミナー（以下、セミナーと略）、

ペアレント・メンターシンポジウム及び学習会

を開催したところ、学習会を修了した 10 名が診

断間もない子どもの親等を支えるペアレント・

メンター（以下、メンターと略）として登録を

希望した。 

メンターとは“発達障害のある子どもを持ち、

一定のトレーニングを受け、同じような発達障

害のある子どもを持つ親に対して支援を提供す

る者”である。メンター活動によりエンパワメ

ント、孤立感低減、情緒的健康、自己肯定感と

自信、スキルの向上等の効果が報告されている。 

また、2010 年には厚生労働省により「発達障

害者支援体制事業」としてメンターの養成が位

置づけられた。子どもが発達障害と診断された

ばかりの親や子育ての悩みを抱える親に対して、

メンターが共感的にサポートし、地域における

支援資源について情報提供することによって、

専門家とは違った支援が期待されている。 

第 1 報では、発達障害児の親のニーズを明ら

かにすることを目的に、SSTP からメンター活動

への橋渡しとなった SSTP フォローアップセミ

ナーでの発言内容から発達障害児の親のニーズ

を質的に分析した。 

Ⅱ SSTP の概要（図 1） 

Ⅲ 研究方法 

県内 3 か所で計 32 名の発達障害児の親を対

象に、SSTP を実施し、SSTP 受講修了者（以下、

受講修了者と略）27 名及びプログラムに見学参

加した保護者会役員に対してセミナーを案内し

た。セミナーは受講終了から 6 か月後の A グル

ープ、9 か月後の B グループ、1 年 5 か月後の C

グループに対して行った。受講修了者と保護者

会役員の参加者は、A グループは 3 名と 3 名、B

グループは 3 名と 3 名、C グループは 5 名と 1

名であった。参加者はすべて母親であった。 

セミナーは、進め方マニュアルに従い、著者

らのうち 1 名が司会を務め、グループインタビ

ューの形態で、①受講してどうであったか、②

良かったこと、③難しかったこと、④課題につ
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いて質問し、受講修了者が自由に語り、それを

受けて保護者会役員には感想や体験談、アドバ

イス等を語ってもらった。 

発言内容は IC レコーダに録音し、逐語録を

作成した。逐語録を何度も読み返し、今回は受

講修了者 11 名の発言内容について、SSTP で学

んだ技術が子育てにどのように生かされている

か、親が感じた難しさや課題について、意味の

最小単位をコード化し、受講後の期間の異なる

3 グループ別に分析し、その内容からニーズを

検討した。結果の「」はコードを表わす。 

Ⅳ 倫理的配慮 

 愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻倫理

審査委員会の承認（2014 年 12 月 22 日）を得て

実施した。 

Ⅴ 結果 

1 受講 6 か月後(A グループ)の主なコード 

 「なるべく具体的に褒めた」「親が感情的にな

らないで、穏やかな声ではっきり指示した」「ask 

say do 等学んだスキルを使った」「基本的な生

活習慣を目標にした」「自然の家への参加に備え

てイメージさせた」「学んだスキルを使って新し

い環境での本人の混乱の原因を分析し、対処し

た」等、SSTP で学んだスキルを使って、学校行

事に備えたり、夏休みの生活習慣の乱れに対処

していた。また、「保育所がクールダウン室を作

ってくれた」等、学校や保育所等が協力的であ

ったと語られた。子どもについては「先生もビ

ックリするくらい落ち着いている」「前よりお手

伝いをしてくれた」「自分のことができるように

なった」「自分で新しい課題を設定できた」等の

成長を実感していた。母親自身の気づきとして、

「行動日記をつけてみると、叱るほどのことで

はなかった」「子どもが理想通りにならないと落

ち込んでいたけど、自分が変われば子どもも変

わると思えた」等があった。難しさは「クワイ

エットタイムの使い方が分からない」、課題とし

ては、「本人が答案用紙に書かれた×を受け入れ

られない」「外で複数の人から話しかけられた時

に対応できない」「突発事故への備えができない」

等であった。 

2 受講 9 か月後(B グループ)の主なコード 

「スキルを学んでとても子どもが良くなっ

た」「自分自身に自信が持てた」「意識しなくて

も普段の生活の中で自然とできるようになった」

「兄弟間の問題に手こずっていたが、一人ひと

りと接するようにしたら、自然と子どもたちが

時間をおいてこちらに来るようになった」「叱ら

なくなると笑顔が増えた」「小さなことでも褒め

ると、褒められたいので良い循環になった」等

が語られた。 

難しさには「タイムアウトをアレンジして使

う」等していた。課題として、「久しぶりに感情

的に叱ってしまった」「甘えさせるさじ加減が難

しい」「不登校の子どもへの配慮を学校にどう伝

えていくか悩む」等があった。 

3 受講 1 年 5 か月後(C グループ)の主なコード 

 参加のきっかけが「ストレスのはけ口として

子どもに当たっていた」「悪循環で藁にもすがる

思い」「託児を利用して、少しでも育児から離れ

たかった」等の心情が語られた。 

 「スキルを使うことで子どもが楽しくできる

ようになった」「癇癪への対応方法の選択肢を試

せた」「自分が楽になった頃から子どもに友達が

できた」「他のお母さんの頑張りが励みになった」

「1 年たって子どもに対して自信が持てた」「定

期的に振り返る機会はありがたい」「自分が無理

な要求をしていたと気づいた」「本人の身だしな

みが気にならなくなった」「わが子を愛せること

に感謝している」等である。 

Ⅵ 考察 

SSTP のスキルを前向きに取り入れた今回の

対象者であっても SSTP 開始前は、うまくいかな

い子育ての悪循環等ニーズの深刻さが窺えた。 

6 か月後では、SSTP で学んだスキルを用いる

ことで、本人が日常生活や周囲の環境の変化に

適応できることを実感し、子どもの課題に対し

て意識的にスキルを使い、保育園や学校へも理

解を広げていた。9 か月後では意識しないで自

然にスキルを使ったり、難しい場合はアレンジ

している等語られ、母親の自信や家族の好まし

い変化にまで及んだ。一方、不登校の問題では

学校との関わりに課題も残されていた。1 年 5

か月後では、子どもの成長を実感し、自信や愛

情等が語られ、SSTP 開始前の子育てに追い詰め

られていた心情を振り返ることができていた。 

早期に SSTP や気軽に相談できる環境を整え

ることが家族全体の支援の一助になると考える。
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トリプルPからペアレント・メンターcafé開催に至る過程で 

見出された発達障害児の親のニーズ（第２報） 

障がい児の親によるペアレント・メンターcaféの実践報告 

○齋藤希望１） 西本絵美１） 田中輝和２） 増田裕美３） 柴珠実１） 西嶋真理子１）

１）愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻 ２）JDDnetえひめ ３）聖カタリナ大学 

Ⅰ はじめに
メンターの役割は、『同じ立場の保護者とし

ての子どもの障がい理解や障がい受容への支

援』『発達障害とそれに関連する情報提供』『地

域のリソースに関する情報提供』『サポートブ

ックの作成支援』『専門機関と連携しつつ、支

援のきっかけづくりとなるよう可能な範囲で

の活動』とされているが、これらの役割を果た

すためには、実際の活動の機会が必要である。 

そのため、我々は、メンターの登録にあたっ

て、先行研究1,2)を参考として、活動する場合の

実施可能な時期や今後取り組みたい内容をメ

ンターごとに把握し、メンターが活動しやす

い体制の構築を図っている。具体的には、①複

数のメンターによるグループ相談②複数のメ

ンターによるピアカウンセリング③サポート

ブック作成支援④メンターの役割と活動に関

する啓発活動⑤先輩親としてのペアレント・

トレーニングの参加の5つをメンター活動と

位置付けている。 

そのうち、初めてのメンター活動として、メ

ンターとして取り組みたい活動として最も多

かったグループ相談会（ペアレント・メンター

café）を実施することができたため、報告する。 

Ⅱ 実施方法と内容  
登録されている10名のメンターに対して、

参加可能な場所と日程をそれぞれ確認し、平

成29年3月に県内4か所（西条市、宇和島市、西

予市、大洲市）においてペアレント・メンター

caféを開催した（表1）。 

実施体制として、会場ごとにグループ相談

者のメンター3名と、支援スタッフによるファ

シリテーター1名および託児や受付等を3名程

度配置した。 

表1 ペアレント・メンターcaféの概要 

※いずれも10時～12時に実施した 

実施内容は、①相談会の流れの説明と個人

情報保護の確認②ファシリテーターがメンテ

ィ（相談者）に相談を促す③メンティの相談内

容に対してメンターが傾聴および情報提供を

行う④相談会終了後にメンティがアンケート

を記入する⑤メンターとスタッフによる振り

返りを行う⑥メンターが相談会の実施報告書

を記載する、であった（表2）。 

また、スタッフ・メンティの人数調整および

相談内容を把握できるよう、①氏名②メール

アドレス③携帯電話番号④お子さんの年齢⑤

家族構成⑥今困っていること、知りたいこと

についてメールまたはファックスにて事前申

し込みを必要とした。 

さらに、当日の相談会では、メンティとメン

ターの双方の緊張を和らげるため、音楽をか

ける、飲み物やお菓子を準備するなど、相談し

やすい環境づくりに努めた。 

なお、メンターの役割やペアレント・メンタ

ーcaféの実施について障害児の親の会や関係

機関での情報提供および新聞記事による周知

啓発を行った。相談会の実施後は、facebookに

記事を作成し、相談会の様子を公開した。 

日時 場所 メンティ メンター 

3 月 14 日 
西条市ウィング 

サポートセンター 
2 4 

3 月 20 日 
宇和島津島 

やすらぎの里 
1 3 

3 月 25 日 
西予市 

宇和児童館 
1 3 

3 月 28 日 
大洲市 

総合福祉センター 
1 3 
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Ⅲ 結果
各会場において1～2名のメンティ（相談者）

が参加した（表2～5）。 

表2 ペアレント・メンターcaféの流れ 

時間 内容 

10 時 

～ 

11 時 

相談会 

＜ファシリテーターによる導入＞ 

・メンターの自己紹介 

 子どもの状況 

・スタッフの自己紹介 

・個人情報保護のお願い 

＜グループ相談＞ 

・メンティの自己紹介 

 子どもの状況 

・メンティの相談 

メンティが一人ずつ相談内容を語る。 

メンターは傾聴・共感し、メンティと 

一緒に具体的な対応等を一緒に考える。 

メンターは研修資料を持参しておき、 

必要に応じて紹介する。 

※グループは、事前情報により決めて 

おくが臨機応変に対応 

※飲み物やお菓子を勧めることや、 

見守りや託児などの後方支援も必要 

＜ファシリテーターによるまとめ＞ 

・終わりのお知らせ 

・メンティによるアンケート記入 

11 時～ 

11 時半 

振り返り 

・アンケート内容の共有・相談内容の共有 

・メンターの感想や困ったこと等の共有 

・活動報告書の記載 

表3 相談内容 

発達障害のお子さんを育てている方と話したかった

が、できなくてとても孤独を感じていた。 

周囲のお母さんへの対応 

（障害のことを伝えるかどうか等）、 

夫や他の家族の理解が得られないこと、 

きょうだいのこと、就園のこと 

育休中で、復帰の迷いがある 

地元の小学校の支援学級と特別支援学校の選択 

(子どもが)学校で説明がうまくできないと手が出て

しまう 

宿題に大変時間がかかる 

思うようにいかないと、DVD に当たったりするこ

とがある。最近は自分で（自分の感情を）処理す

ることもできだした。思うようにいかないと、自

分の手を噛むことがある。 

なかなか歯磨きをさせてくれなくて困っている。 

家業や家族のこと 

表4 アンケート内容 

いろいろ話を聞いてもらって、話させてもらったりし

て、心が少し落ち着いた気がします。みなさんの話を

もう一度思い返して、またじっくり子どもに向き合っ

ていきたいと思います。また、開催してほしいです。 

参加して良かったです！！なかなか情報を得られ

る機会がなく、前に進むためにきっかけをさがし

ていました。保育所のママさんたちには相談でき

ず、孤独を感じることが多かったのですが、今日

はとても安心しました。 

一人だけの参加で、緊張したけれど、あたたかい

雰囲気で、話しやすく、参加できてよかったで

す。アドバイスをいただいて気持ちも軽くなりま

した。また、このような機会があれば、参加させ

ていただきたいと思います。 

表5 振り返りの内容 

メンターとの話の中から子どもの行動の背景を

考えることができ、自己の行動を客観視するき

っかけになったのではないかと思う。 

メンターにはそれぞれ得意分野がある。話を聞ける

人、発言できる人、情報提供できる人などの、それ

ぞれの力が発揮できるのがグループ相談の強み 

メンターがいることで、困った時（場面）その

時の気持ちを話すことができる。 

現場のことや今後の見通し（就学、思春期、家族

など）について詳細な話をできるのはメンターな

らでは。専門職ではそこまでの話ができない。 

4 か所のペアメンカフェに参加して、地域の特徴がと

ても出ていた。地域のメンターがいることは重要。 

グループ相談は座談会とは違って1つ上に位置づけら

れる。メンティが主役だが、座談会では主役が流動的 

Ⅳ 今後の課題
今回、ペアレント・メンターの活動としてグ

ループ相談を行った。相談をする側であるメン

ティの満足度だけでなく、相談にのる側のメン

ターの満足度の双方が高かったことから、メン

ターのニーズと活動の継続性の必要性を確認す

ることができたと考える。 

今後は、さらなるメンター養成により偏りな

く幅広い地域で相談できる体制を整えるととも

に、現在のメンターが経験を積み重ね、知識と

技術の向上を図ることが必要である。 

Ⅴ 参考文献 
1)原口英之、井上雅彦、山口穂菜美ら，発達障害に

ある子どもをもつ親に対するピアサポート：わが

国におけるペアレント・メンターによる親支援活

動の現状と課題，精神保健研究，61，49-56，2015 

2)井上雅彦、吉川徹、日詰正文ら，ペアレント・

メンター入門講座  発達障害の子どもをもつ親

が行う親支援，2011
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1 歳 6 か月児健康診査経過観察児フォローアップ教室の実施について 

保護者アンケートから今後の教室のあり方を考察する 

○石川久美子 越智礼子 一色明美 橋根真貴 村上文香 長野友理（今治市健康推進課）

Ⅰ．はじめに 

今治市では、平成 7年度より、発達の遅れ等が

心配され経過観察が必要な児や、育児不安及び子

育て困難感を抱いている保護者を対象に、1 歳 6

か月児健康診査経過観察児フォローアップ教室

を実施している。本教室は、親子遊びの中で子ど

もとの関わり方を体験して学習する場であり、保

護者同士や専門スタッフとの情報交換により、子

どもの理解を深めるとともに相談できる場をつ

くることを目的としている。 

これまで検討を重ね、実施方法を変更しながら

継続して実施し、現在の形になり 3年目を迎えた。

参加者への教室終了後のアンケート結果から教

室の評価を行い、今後の教室のあり方や意義につ

いて考察したので報告する。 

Ⅱ．事業の概要 

① 場所 今治市中央保健センター 運動指導室

② 対象 ・1歳 6か月児健診にて経過観察と

なった親子（概ね 2～3歳） 

・関係機関から紹介を受けた親子 

③ 実施回数

1コース 6回（月 2回×3か月） 年間 3コース 

④ 実施時間 10時から 11時

⑤ スタッフ  7名／回 

所属・職種・人数 役割 

市保健師 3名 教室運営・全体の様子観察・関

係機関との連絡調整・総括 

市発達支援センター 

保健師または保育士 1

名 
親子遊びの指導や支援・母親や

スタッフへの助言・ミニ講話 
児童発達支援センター

ひよこ園 保育士 1名 

保育士 2名 毎回の進行・親子遊びの支援・

親子の行動観察・母子分離後の

子どもの遊びへの誘導 

⑥ 教室の内容

・絵描き歌、紙芝居・設定遊び・保護者座談会（ミ

ニ講話）・親子リズム遊び 

⑦ 工夫していること

・毎回教室前後にスタッフカンファレンスを実施 

・室内をマットやカーテンで仕切る 

・活動の切り替え時に、音楽を流す 

・教室全体の流れを絵や写真で掲示 

・スケジュールカードを使用 

⑧ 教室終了後のフォロー体制

・1 か月毎に 3 回、にじいろ定期便（子どもへの

関わり方や遊び方を紹介）を送付 

・半年後を目安に継続フォローを行う 

・3歳児健診 

Ⅲ．結果 

平成 28年度 取り組み内容 

① 参加人数 実 30組 延 128組

1回当たり平均 7.1人 

1人当たり平均 4.3回（全 6回中） 

② 参加者の基本情報

性別：男児 22名・女児 8名 

年齢：平均 2歳 4か月 

③ 保護者アンケート結果

（30名中 21名から返信あり）

項目 回答 ％ 

満足度 平均 87.5点（100点中） ― 

実施方法 
現状のままでよい 61.9 

改善したほうがよい 38.1 

スケジュール

カード 

よかった 90.4 

その他 9.5 

親子遊び 
参考になった 90.4 

その他 9.5 

座談会 
あるとよい 76.2 

未記入 23.8 

母の関わり 
変わったことがある 85.7 

変わったことはない 14.3 

子どもの行動 

変わったことがある 71.4 

変わったことはない 19.0 

未記入 9.5 

＜自由記載＞ 

【実施方法】 

・子どもも私もいつも行くのが楽しみだった。3

か月あっという間でもっと行きたかった。 

【スケジュールカード】 

・声かけだけでは伝わらない事も、絵やカードを

見ると理解しやすそうだった。  
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【親子遊び】 

・子どもも親も楽しめてよかった。家でも一緒に

できるので、子どもも喜んでいた。         

・子どもへの声かけが参考になった。 

【座談会】 

・もう少し長い時間話したかったなと終わる度、

思った。他のお母さんたちの話を聞いていると、

共感できる部分があって話しだすと止まらなく

なって、もっと話せたらなと思った。                          

【スタッフ】                          

・子どもだけでなく、親にもとても気を配ってく

ださっていてうれしかった。スタッフがたくさん

いたので、常に誰かが声をかけてくださって子ど

もも親も過ごしやすかった。 

【母の関わりの変化】 

・もっと子ども目線になって一緒に遊ばなければ

いけないと気づいた。 

・少しおおらかになった。 

・子どもの気持ちを振り返るようになった。 

【子どもの行動の変化】                

・かんしゃくが少なくなった気がする。 

・良く反応するようになった。 

④ 教室終了後（H29.11時点）

・療育機関通所 16名 ・ 継続フォロー中 8名 

・継続フォロー終了 5名 ・ 転出 1名 

Ⅳ．考察 

教室に対する満足度が高いことがわかった。そ

の要因について以下のとおり考察した。 

親子で参加し、子どもと一緒に遊び、他の参加

者やスタッフと話をすることで、保護者自身も楽

しいと思え、育児への意欲の向上につながってい

たと考える。多機関のスタッフが関わることで、

一人一人の特性に応じた多面的で具体的なアド

バイスができ、子どもの発達特性の理解を促し、

具体的な関わり方を伝えることができた。そのこ

とで保護者の関わりが変わり、子の行動の変化も

生まれていた。またスタッフの人数が多く、常に

声をかけ合える環境も安心感につながっていた。

親子遊びの時間だけでなく、保護者の座談会の時

間を設けたことで、同じような悩みを持つ人と出

会え、相談し共感し合う機会となり、このことも

保護者の安心感につながったと考える。また、ス

タッフカンファレンスで情報を共有することに

より、より丁寧に親子に関わることができた。 

保護者アンケートの結果から、①育児への意欲

を高める支援②子どもの発達特性の理解を促す

支援③具体的な関わり方への支援④保護者の安

心感や心の安定への支援、以上にあげた 4つの要

因が、教室の満足度につながったと考える。 

教室終了後療育機関につながった子どもは参

加者全体の半数以上だった。実際に支援の必要性

が考慮されながらも支援を受けることに抵抗を

感じる保護者・家族も多く、参加しやすい支援の

場であることや、徐々に子どもの発達像に保護者

や家族自らが気づけるよう配慮することは大切

である 1)。このことからも、本教室は発達支援の

取り組みとして意義を持つと考える。 

Ⅴ．今後の課題 

継続参加を望む声が多く、教室の実施期間や回

数については今後の課題である。また、参加者の

満足度は高かったが、教室の案内をしたが参加し

なかった親子や途中で参加しなくなった親子の

状況把握などフォローを行う必要がある。 

Ⅵ．まとめ 

健やか親子 21（第 2次）の重点課題にも謳われ

ているように、「育てにくさを感じる親に寄り添

う支援」が必要とされている。親子が発信する

様々な育てにくさのサインを受け止め、丁寧に向

き合い、子育てに寄り添う支援の充実を図ること

が求められている。 

今回のアンケート結果からも、子への発達支援

と同時に、保護者の安心感や心の安定への支援が

必要であることが改めてわかった。 

また、本教室は市保健センターだけでなく、多

機関と協働で行っている。所属を越えた機関が同

じ目的を持ち、協力・連携しながら事業を展開し

ていることも強みである。 

今後も子どもの成長をともに喜び、保護者の気

持ちに寄り添いながら、丁寧に親子に関わってい

きたい。 

【参考文献】 

1） 税田慶昭 親子遊び教室における発達障がい

リスク幼児の行動変化の検討 特殊教育学研

究,50(1),31-43,2012 

2） 勝田麻津子 発達検診後のフォローアップ教

室における母親支援の実践から 

3） 芦澤清音 子どもを支援する発達相談の機能 

心理科学第 26巻第 2号(2006年 11月) 

4） 松井藍子他 発達障がい児をもつ親の会に属

する母親が子育てにおける前向きな感情を獲

得する過程 日本地域看護学 Vol.19No2,2016 
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かんがるークラブで取り組んだ育児支援（第二報） 

○野口真理子 高橋寛美 池内恵美 栗栖美代子 佐伯佑子

中川早苗 藤田結香 中村清司 近藤弘一  （松山市保健所） 

Ⅰ.はじめに 

かんがるークラブ（以下、「教室」）は、

今年で３年目を迎える。一昨年の第一報で

は、教室での情報提供や児との遊びにより、

養育者が関わり方を学び、状況に応じた育

児を行えることに効果があると報告した。

そこで今回は、教室で取り組んだ支援が養

育者にとってどのような影響があったかを

事例を通して報告したい。 

Ⅱ.教室の概要 

(１)対象 

１歳６か月児健康診査（以下、「１歳半健

診」）で育児不安の解消や幼児への関わり方

に対する支援が必要な養育者のうち希望す

る者とする。 

(２)参加者 

平成 27 年度は実 49 名、延 137 名、平成

28年度は実 75名、延 184 名であった。 

(３)教室内容 

１コース３回、隔週金曜日の午前中に行

い、１回の受け入れ人数は 12組とする。当

日の流れは、1．講話前アンケート記入、2．

集団遊び、3．講師による講話、4．講師ま

たはスタッフによる個別相談、5．講話後ア

ンケート記入である。教室前後にはカンフ

ァレンスで事例検討を行う。３回の講話の

テーマ及び講師は表１に示す。スタッフは

保健師、心理判定員、保育士である。  

表１ 講話のテーマ 

Ⅲ.取り組み内容 

 教室の運営で重点を置いているのが「カ

ンファレンス」、「アンケート記入」で、次 

のように取り組んでいる。 

「カンファレンス」では、受け持ち担当

制ではないため、スタッフ全員と講師が養

育者に統一した支援を行えるよう困り事や

育児状況について認識を共有している。そ

の中で、養育者の子育ての見守りや支援が

必要なときには、教室終了後にも継続的な

利用ができる子育て広場などの地域資源を

紹介している。また毎日の育児に困難さを

感じている養育者には、必要に応じて一時

保育を利用することなど、3回の通室期間

を通して情報が提供できるよう事例に応じ

た検討を行い、個別相談などでの対応をし

ている。 

「アンケート記入」では、講話前には今

日のテーマについて聞きたいことがあるか

を聞き、講話内容に反映させている。講話

後に講話を聞いてやってみたいことはあっ

たか、次回参加時に実践したかどうかを聞

き、養育者の行動変容を促す支援を心掛け

ている。また、アンケート記入をすること

で、養育者自身が「聞きたいこと＝心配な

ことや気になっていること」を明確にし、

それらを意識しながら講話を聞くことがで

きることをねらいとしている。 

Ⅳ.結果 

これらの取り組みの結果、通室期間中に

養育者の関わり方が変わった事例を紹介す

講話のテーマ 講師 
言葉 言語聴覚士 
栄養・歯 栄養士・歯科衛生士 
生活全般・遊び 児童発達支援施設に従事する 

児童指導員または保育士 
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る。 

事例１：教室参加当初は、「～ができない

んです。」と発言が多かった養育者で、１・

２回目のアンケートでは、「児に～させてあ

げる」という記入であったが、３回目のア

ンケートは『「言ってみて」「やってみて」

などと言っていたが、子どもの興味がある

ことを児と一緒にやってあげたい』という

声が聞かれた。また、教室参加の度に表情

が柔らかくなったと感じた。 

この事例では、養育者が児のできない部

分に目が行きがちであったため、カンファ

レンスで、児のできているところや具体的

な関わり方を助言するよう支援方法を共有

した。これらの支援により、養育者がさせ

たいことを児にさせるのではなく、児の目

線で、児がしたいことを一緒にするという

気付きを得ることができたと推察される。 

事例２：１歳半健診で可逆の指さし、有

意語がなく継続支援が必要と思われたが、

養育者は支援に躊躇いがあった。教室の参

加を勧めてみると、勧奨に対し初めは希望

がなかったが、後日、申込みがあった。参

加当初は養育者の表情が固く、講話前アン

ケートでは「まだしゃべらないことと落ち

着きのなさが気になる」と記入があった。 

この事例は、初回参加時から個別相談の

希望があり、発語の少なさや落ち着きの面

に関して、養育者の不安の表出があったた

め、教室終了後も継続支援につなげること

ができるよう、働きかけた。参加時に養育

者の思いを傾聴し、不安な気持ちに共感し

たところ、３回目参加時には、養育者から

継続支援を望む言葉が聞かれた。これは養

育者の意向に寄り添いながら、助言したこ

とで、継続支援につながったと考えられる。 

事例３：講話前アンケート記入で「子ど

もが何かを訴えているのはわかるが、それ

が何を意味しているのかわからない」とあ

った。終了時のアンケートでは『「まあいい

か」と思う日があってもいいかと肩の力が

抜けて楽になりました。以前より子どもと

向き合うことが楽しくなった気がします。』

と記入があった。 

児の発する言葉の意味を養育者に伝え、

言葉の意味がわからなくても、「そうだね」

などと相槌を打って反応を返してあげると

良いことを助言した。 

この事例は、児の行動を意味付けしたい

養育者であったため、スタッフが児と関わ

るときには、行動の意味づけをする言葉か

けを行うよう意識し、養育者には、児にど

のような言葉をかけると良いかをスタッフ

が示した。 

その結果、養育者は児の言葉がわからな

くてもイライラせずに、児の発声に対して、

反応を返すことができるようになった。 

Ⅴ.考察 

結果に示した３事例は、カンファレンス

で情報共有をし、どのような支援が有効か

を検討し関わったことで、養育者が肯定的

に支援を受け入れたことが共通している。

教室での取り組みが効果的であり、養育者

の育児の困難さの軽減につながったと推察

される。 

今後も、共通認識を持って教室の運営に

努めることで、養育者が状況に応じた育児

ができるよう支援していきたい。 
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医療的ケア児の支援体制整備に向けた取り組み（第１報） 

○大道誠子 河本理央 山内宏美 森 眞弓 早田 亮（四国中央保健所）

豊田ゆかり（愛媛県立医療技術大学）

はじめに 

近年、NICU 等で人工呼吸器や胃ろう等を使用し、

たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが必要な児（以

下、医療的ケア児）の在宅移行支援が進められている。

それに呼応して、四国中央市でも医療機関からの退院

事例が相次いだ。

当保健所では、難病保健活動において、従来から訪

問看護ステーション（以下、訪問看護）との連携を強

化し、医療依存度の高い在宅療養「者」の支援を進め

てきた。そこで、その対象を「児」に拡大し、医療的

ケア児の支援を重点課題として取り組むこととした。

訪問看護を核とする支援体制は、小児の医療マネジメ

ントにも応用できた。一方で、小児の特性理解に基づ

く新たな枠組みが必要とされ、母子保健との連携も強

化した。これらの経緯と今後の展望について述べる。

背 景 

管内で小児の入院病床をもつ病院は1ヶ所で、高度 
医療を要する児の大半は、香川県の小児専門病院（以

下、小児病院）にかかっている。訪問看護は8ヶ所（機

能強化型1ヶ所）あり、保健所では訪問看護との連絡

会を定期開催し、情報交換や地域の課題検討を行って

いる。今春、先人達の努力が実り、重症心身障害児者

通所施設が開設された。  

取り組みの実際 

1.現状把握（H26年～27年） 

①医療的ケア児の全数把握への試み

②小児慢性特定疾病受給児のうち、医療的ケア児

4名の保護者にインタビュー実施 
③「在宅療養児支援連絡会」の開催による、関係者

（市関係者、相談支援事業所、等）からの聞き取り

【結果】

この時点で把握できた児は6名であった。関係者間

で共通認識された課題は、①医療的ケア児の情報をタ

イムリーに把握できる仕組みがない、②母親は医療的

ケアに加え、兄弟児の育児や家事もこなし 24 時間負

担がかかっている、③制度利用のきっかけの多くは家

族の自助努力によるところが大きく、母が調整役を担

っていることも少なくない、④通所施設やレスパイト

先等、地域資源の不足、であった。

2.個別ケア（H28年～現在） 

3病院（管外・県外）から8名の退院支援要請があ

った（表１）。全事例に対して、ケア会議が開催され7
名が退院。最も患児が多かったのは小児病院であった

が、当院には在宅移行支援の統一されたスキームがあ

り、地域とのやり取りは連携室を通して円滑に進めら

れた。ケア内容や手技については病棟看護師から訪問

看護に詳細な引き継ぎがあった。

在宅移行後は、その時期に応じて求められる支援の

比重が異なった。移行期は医療的支援が中心となり訪

問看護の役割が大きい。徐々に生活が安定してくると、

福祉サービスへの需要が高まり、相談支援専門員の役

割が増えた。通所施設の利用希望は多く、施設側も受

入れに尽力したものの、医療的ケアを要するがゆえの

課題があり、現時点での利用は1名に留まっている。 
保健所は、退院準備期においては、病院連携の窓口

となり、支援機関とのマッチングを行った。訪問看護

が中心となる時期は、保健センターと共に全体をみる

立場から調整を行った。具体的には、制度利用や兄弟

児を含む家族へのサポート等を実施。摂食指導が必要

な児には、栄養士による訪問指導も行った。保健セン

ターのもつ豊富な情報は、家族の育児・介護力のアセ

スメントや支援において有用であり、母子保健分野と

の連携は必須であった。

このように、時期によって支援体制が異なるため、

多職種が無秩序に関わると保護者の混乱を招き、支援

者への不信感にも繋がりかねない。その時々で支援機

関の調整を行いながらチームケアを行っていく必要が

あるが、コーディネートする相談支援専門員の活動は

まだ始まったばかりで、小児の支援システムが機能し

ていくには時間を要する段階である。

表1 病院から退院要請のあった事例（H28～29年） 

年 齢 疾患内訳 医療的ケアの内容

0～3歳 
（8事例） 

染色体異常 

消化器疾患 

心疾患 

感染症後遺症 

未熟児

人工呼吸器

たん吸引

経管栄養

IVH 
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3.地域への発信～個から地域へ～（H29～現在） 

訪問看護連絡会では症例検討や研修会（講師：小児

科看護師・療育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）を実施し、資質向上の機会

とした。訪問看護間には良好な協力体制があり、機能

強化型訪問看護が超重症児を優先的に受ける代りに、

小児以外の分野は他がカバーする等の調整が行われた。 
通所施設には定員5名をはるかに上回る登録者があ

り、通所施設の不足は喫緊の課題である。施設で対応

に苦慮している事例についてはケア会議を実施。また、

歯科保健事業を活用して、保護者や施設職員対象に口

腔ケア指導を行う等、施設支援も行った。

医療的ケア児と家族への支援の必要性を、地域に向

けて発信するため、既存の会議等、様々な機会を捉え

て現状報告を行った。しかし、医療的ケア児の実態や

課題はまだ周知されておらず、それらの課題を重点

的・継続的に協議することは難しい状況であった。

成 果 

医療的ケアを要する在宅療養児者への支援に、訪問

看護の導入は不可欠である。医療的ケア児の訪問実績

をもつ訪問看護は、H26年の3か所から5か所に増え

た。その豊富な経験と専門性、ネットワークで在宅療

養児者と家族の生活を一番身近なところで支えている。 
保健センターと訪問看護は今まで接点が少なかった

が、児の支援を通して連携が図られた。介護保険法に

基づき市に提供されていた「訪問看護情報提供書」は、

市の内部調整により、小児分については全例保健セン

ターに書類が回ることとなり、定期的な情報共有のツ

ールとして活用されることとなった。

また、保健所には医療的ケア児に関する情報が集ま

りやすくなり、通所施設や相談支援専門員、保護者会、

NPO 法人等との新たな関係づくりが進んだ。小児病

院からは医療的ケア児のみならず、慢性疾患児や養育

上の問題をもつ児についても事前連絡が入るようにな

り、母子保健全般に波及効果があった。

児の病状や障害、予後は個々によって大きく異なる

が、どの児にも変化や成長がみられ、母親からは「一

緒に暮らせて嬉しい」「家族で旅行に行きたい」等々の

肯定的な言葉が聞かれた。医療的ケア児への支援は、

地域の専門職のエンパワメントにも影響を与えている。 

今後の取り組み～システム化に向けて～ 

 保健所は全ての児が支援の網目からこぼれ落ちるこ

となく、適切な時期に必要な支援に繋がるようにケー

スの整理を行い、その時々での調整を図ってきた。今

後は、それらの情報の一元管理と多角的な視点からの

症例検討をシステム的に行うことが必要と考えられた。

そこで、「ケース連絡会」を定期開催することとし

た（参加者：訪問看護、行政保健師、等）。

また、そこで抽出された地域の課題を継続的に協議

する場として、H29 年12 月に保健・医療・福祉・教

育・保護者会等による「医療的ケア児の支援を考える

会」を発足することとなった。

Ａちゃん
保護者

Ｃちゃん
保護者

Ｂちゃん
保護者

四国中央市役所訪問看護ステーション

相談支援
事業所

消 防

医療機関

保健所

ケース連絡会

施 設

医療的ケア児の支援を考える会 保育・教育

保護者会

まとめ 

小児には、地域の中で学び育っていくという成人に

はない特徴がある。今ある地域のネットワークを基盤

として、新たに障害福祉や母子保健分野も交えた支援

に広がったことは大きな前進であり、地域の課題解決

力の強化に繋がった。

その中で保健所が担ってきたことは、まずは自身が

事例・関係者と繋がること、次に事例と関係者、そし

て関係者同士を繋げることであった。今回、経過を振

り返る中で、一つの取り組みがその後の活動の布石に

なっていたことに気づく。その取り組みの一つ一つは

小さくとも「保健所ができること」「行政にしかできな

いこと」を常に模索し発信をする姿を、周囲に示すこ

とに意味があったと考える。

保護者の自助努力により偶発的に繋がる仕組みでは

なく、「誰もが等しく情報と選択肢を提示され、必要な

時に支援を受けられるシステムづくり」は行政に与え

られた役割と考え、今後も関係機関と共に小児の地域

包括支援体制整備を目指していきたい。

図1 事例Aの支援状況 

図2 小児の地域包括システムイメージ 
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八幡浜保健所管内における医療的ケア児の支援について 

〇白石優海 坂下祐佳 徳弘美智江 鈴木洋司 忽那照美 河野英明（八幡浜保健所） 

はじめに 

近年、医療技術の進歩によって、NICU

等に長期入院したのち、経管栄養や吸引な

ど医療的なケアが必要な子どもが在宅で

療養するケースが増えている。八幡浜保健

所でも、個別支援を実施しているところで

あるが、現状を十分には把握できていない。

そこで、個別支援や支援者との関わりの振

り返りを行い、医療的ケア児を支援する際

の課題や今後の取り組みについて検討し

たので報告する。

医療的ケア児の概要 

平成 29 年度小児慢性特定疾病医療費助

成更新申請者 97 名のうち、医療的ケアが

必要な在宅療養児は 9名である。そのうち

8名が幼児期にあたる。具体的な医療処置

の内容としては、気管切開部管理、経管栄

養、吸引、酸素療法である。疾患群別にみ

ると、慢性心疾患群が 5名、神経・筋疾患

群が 4名であった。

【個別支援から分かったこと】 

医療に関すること 

・専門の医療機関は、管外にあり 1～2回/月のペースで受診。車で 1～2時間かかる。 

・管内で小児の入院を受け入れ可能な病院は 1か所しかない。 

・管内の訪問看護ステーションは 10か所あり、そのうち小児慢性特定疾病指定訪問看護ステ

ーションとして登録があるのは 5か所と限られている。 

・管内にショートステイ施設はなく、管外にある施設に登録したが、病床数には限りがある。 

福祉に関すること 

・特別児童扶養手当、身体障害者手帳、療育手帳、日常生活用具の助成などを利用している。 

・発達支援センターに通所して、リハビリや集団療育を受けることが可能である。 

・医療的ケア児が通所できる保育園やヘルパーのニーズはあるが、受け入れ先がない。 

家族の声から 

・「(支援者から)知らない制度を教えてもらったり、吸引器を購入する際に助成があり、助か

った。」 

・「身体障害者手帳の存在は知っているが、時間がなくてなかなか申請に行けない。」 

・「発達支援センターに通い、同じような境遇の方と出会い、相談できるママ友ができた。」 

・「同じ疾患の家族に話を聞きたいけど、周りにいない。」 

・「肺炎を繰り返し、(管外遠方の病院での)入退院が続いて、体力的にしんどかった。」 

・主な介護者は母親の家庭が多く、母親への負担が大きい。 

・定期的に吸引や経管栄養が必要であり、介護者の睡眠は断続的である。 

【支援者（訪問看護ステーション）への聞き取りから分かったこと】 

現在、ケースと関わりのある事業所 

・「最近の様子はどうですか？と保健所から電話を貰えるのは、一緒に考えてもらえるので助

かっている。」 

・「ケアの中で家族の本音を聞き出すのは難しい。関係者と家族で定期的に話す機会が欲し

い。」 

・福祉制度に強くなりたいと思い“医療的ケア児等コーディネーター”を目指して受講中。 

・小児の訪問看護では過敏になっている家族も多い。退院前に、退院カンファレンスだけで

なく、スタッフが家族との関係づくりや医療的ケアの手技の確認のために、病院に足を運

ぼうと思っても、加算がない。 

現在、ケースと関わりのない事業所 

・過去に関わりのあったケースでは、母親のメンタルケアが必要であると感じていた。 

・しばらくケースの対応がないので不安もあるが、依頼があれば、前向きに検討したい。 

・保健所にも退院カンファレンスに一緒に入ってもらえると心強い。 

管内の現状 
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管内の課題 

【個別支援から分かったこと】 

◆医療に関すること 

・入院や通院への負担が大きく、管内に小

児の在宅療養支援に携わる医師も不足

していることから、家族も支援者も緊急

時が不安である。 

・訪問看護ステーションを変えたいと希望

があったとき、次の受け入れ先が近くに

なく、市町を越えて来てもらうことにな

ったケースがあった。 

◆福祉に関すること 

・管内には負担を軽減するための、ヘルパ

ー等の介護サービスや保育園の受け入

れ先がない。そのため、家族や支援者、

また職場も含む周りの協力が不可欠に

なっている。 

◆家族の声から 

・家族は、同じ疾患の方と話したいと思っ

ているが、医療的ケア児は広域に分布し

ているため、その機会が少ない。 

・医療的ケアにより、常時介護や見守りが

必要で、介護者の睡眠は断続的である傾

向にあり、心身のストレスが溜まりやす

い状態となっている。これが慢性化する

と、虐待に繋がる危険性が高まる。 

【支援者（訪問看護ステーション）への聞

き取りから分かったこと】 

・現在、ケースと関わりのない事業所から、

受け入れについて前向きな意見は聞か

れているが、不安があると言われている。

NICU長期入院後の在宅療養では、高度な

レベルのケアを求めている家族も多い

が、医療的ケア児の対応に慣れていない

職員も多く、ギャップが生じやすいと思

われる。 

・小児では、ケアマネジャー的な役割を果

たす人材が不足しており、定期的なケア

会議の開催が制度として設けられてい

ない。 

今後の取り組みについて 

（１）現状の共有 

医療的ケア児が在宅で暮らしていくた

めには、訪問看護ステーションの支援が重

要になる。現在、関わりのありなしに関わ

らず、受け入れについて前向きな姿勢を確

認することができた。しかし、訪問看護ス

テーションの数やエリアにも限りがある

ため、協力してもらえる事業所や職員を増

やす取り組みをしていく必要がある。現在、

関わりのない事業所からは、受け入れに対

して不安の声も聞かれているため、まずは

管内の医療的ケア児の現状を知ってもら

う取り組みを検討していく必要がある。 

（２）関係機関との連携 

現在、関わりのあるケースでは、退院カ

ンファレンス後に保健センターや訪問看

護ステーション、保健所など各機関がケー

スに対応している。しかし、関係機関との

繋がりについては電話連絡や同伴訪問な

ど１対１の関わりが多く、多職種で考える

時間を持つことができていない。今後は、

当事者の声に耳を傾けながら、それぞれが

感じている思いや考えを共有するなかで、

支援の方向性を一緒に考えられるようケ

ア会議等の開催を関係者で検討していき

たい。 

（３）家族への支援 

個別支援の関わりから、社会資源にも限

りがあり、母親への負担が大きいことが分

かった。特に、退院直後は、無理をしがち

で体調を崩したり、いつもより表情が硬い

なと印象を受ける母親が多いことから、早

めに関係性を築くことが重要であると感

じている。現在、退院カンファレンスに参

加して、退院後すぐに訪問看護師と同伴訪

問する等、早期介入に努めているところで

ある。今後も継続的に関わりながら、母親

がどのような思いを抱いているのか傾聴

して、現状を明らかにしながら、精神的、

身体的に支えていけるよう努めていきた

い。 

おわりに 

自分自身の関わりを振り返ると、日々の

業務に追われ、関わりがもてる時間が限ら

れていることや、知識や経験不足により十

分に支援できていないのではと感じてい

る。今後は、一つひとつの事例により丁寧

に関わりながら適切な支援に繋げていけ

るようスキルアップをしていきたい。 

－66－

一般演題18



エイズ予防教育についての一考察 

～実施後アンケートを通して～ 

○岡田朋子  西原正一郎  森 眞弓 早田 亮（四国中央保健所） 

１ はじめに 

2016年日本の HIV感染者及び AIDS患者の新規

報告数は、合わせて 1,448件と横ばいを続けてい

る。年齢別では 20～30歳代の報告が最も多く、

特定感染症予防指針の中でも「青少年に関する知

識の啓発」が重要とされている。愛媛県における

新規報告者数は、HIV感染者 4件、AIDS患者 5件。

累積感染者数では、30代を中心とした男性に多

い傾向があることから、愛媛県においても若者へ

の対策は重要な課題の１つである。愛媛県では、

平成 20年「性教育指導マニュアル」が県教育委

員会により作成され各学校で取り組みが行われて

いるが、斎藤 1）は「早期からの教育だけが重要

ではなく、その後の継続的な教育により一層の効

果が表れることがわかった」と述べており、小中

高での予防教育が終了した後の働きかけも重要で

あると考える。 

四国中央保健所では、平成 27年度から管内に

ある専門学校の 1年生全員を対象に、社会人にな

る前のレジネス教育の一環として「性感染症」と

「メンタルヘルス」の講義を学校と協力し実施し

ている。今回、講義前後に実施している「エイズ

についてのアンケート」を、過去に講義を受けた

現 2年生 3年生に実施し、1年時の講義前後の結

果を含め検討を行ったので報告する。 

２ 実施方法 

【期間】平成 29年 8月～10月 

【対象】管内にある専門学校の全学科 2･3年生で

1年生時(例年 11月)にエイズ予防教育を受けた

全生徒。男性 41.6％、女性 55.6％、未記入 2.8% 

表１：回収できたアンケートの数             (人)  

【方法】 

エイズ予防教育(1年生時)前後に実施したエ

イズに関するアンケートを再度実施。授業前に

実施し、その場で回収していただいた。変化を

知るため、アンケートに自由記載を含む項目を

３つ増やした。 

３ 結果 

１）講義前後の性感染症に関する知識について 

【講義前】問 1～15の正答率を図１に示した。 

平均正答率は 27年度 65.5%、28年度 66.7% 

であった。 

図１： 

【講義後】問 1～15の正答率を図２に示した。 

平均正答率は 27年度 91.8%、28年度 83.6% 

であった。 

図２： 

２）経年後の知識の定着率について 

表２：正答率の変化 （％） 

現在の学年 講義前 講義後 半年後 1年半後 

2年生 
124 

(100%) 

124 
（100%） 

123 
(99.1％) 

― 

3年生 
126 

(96.9%) 

121 
（93%） 

― 
111 

（85.3%） 

問 講義前 講義後 半年後 講義前 講義後 1年半後

1 93 95 94 91 96 92

2 27 71 14 25 95 20

3 85 89 92↑ 89 97 89

4 74 90 85 74 98 90

5 89 98 98 88 99 99

6 84 90 93↑ 87 99 93

7 72 85 88↑ 76 93 94↑

8 88 90 92↑ 86 93 94↑

9 58 83 64 44 91 69

10 35 65 45 38 72 60

11 94 90 94↑ 94 97 94

12 69 98 96 77 97 90

13 32 59 27 25 69 45

14 13 54 27 29 79 45

15 88 98 98 85 99 91

3年生2年生
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３） 小・中・高校時の性感染症に関する教育 

の有無について 

全体で 17人（7.2％）が初めて話を聞いたとの

回答であった。  

表４：性感染症に関する教育をうけたか     （人） 

４）心に残った内容 （自由記載項目として設定） 

【講義直後アンケート】 

田舎でも感染者がいることに驚いた・感染者が

増えているのにびっくりした・性行為でうつる病

気がたくさんあること・お腹の赤ちゃんに影響す

ること・性感染症で不妊になること・自分の身は

自分で守る・大切にしてくれる相手を選びたい 

【経年後アンケート】 

ＨＩＶは性行為で感染する・初めてのＳＥＸで

も感染する・何年も症状がでないことがある・コ

ンドームで予防ができる・治療できる薬がある・

保健所で検査できる・検査のために献血に行って

はいけない・性感染症は身近なものだ・自分一人

の問題ではない・誰でもなる可能性がある 

５）実践したこと  （自由記載項目として設定） 

【経過後アンケート】 

友達と話をした・友達に教えてあげた・恋人と

話をした・深く考えるようになった・関心をもつ

ようになった・頭の片隅にＨＩＶがある 

４ 考察 

１）定着しにくかった知識 

講義前アンケートで理解が低かった項目は、講

義後一旦理解が進むが、経年後のアンケートでは

講義前のレベルまで下がる項目が多い。記憶に残

り続けるような伝え方の工夫が必要である。 

問 2）日本で 1日に 1人が新たに HIVに感染している 

問 9）性感染症に感染していると HIVに感染しやすい 

問 10）性感染症にかかると必ず何らかの症状がでる 

問 13）HIVに感染したかどうか数日後の検査でわかる 

問 14)献血は HIVに感染しているかを調べてもらえる 

２）ブースター効果への期待 

 エイズ予防教育はワクチンだと比喩される。 

アンケート結果を見ると、1年時の講義が有用で

あったのは言うまでもないが、アンケートを実施

することで経年後の正答率が上がっていた項目も

複数あった。これは「関心をもつようになった」

「深く考えるようになった」と記入している生徒

がいるように、講義をきっかけとして意識が高ま

り、知識の定着が促されたと思われる。継続的な

教育や PR活動は、あたかもブースター効果のよ

うに知識の再確認や意識を高める役割を果たす為、

即効性はなくても重要な活動であると考えられた。 

３）高校卒業後の予防教育について 

9割以上の学生が過去に予防教育をうけている

と回答している反面、学校教育の中で予防教育を

受ける機会を逸した生徒も 1割弱存在していた。

藤林２）は「エイズ教育を受けていない学生は、

受けた生徒よりマスメディアからの情報を多く受

ける」と述べており、ネットの情報は取捨選択が

必要であるため、これから父母になる世代に継続

的に正しい情報を伝えることが重要である。 

４）行動化にむけて 

「講義後に実践したこと」を問う自由記載項 

目に記入があったのは 25人であったが「恋人・

友達と話をした」「友達に教えてあげた」「もっ

と知らないといけないと伝えた」「コンドームを

使う」といった具体的行動内容が書かれていた。

友達に説明すること（アウトプット）で、情報を

知識に変える機会となったり、「性行動」が中・

高校生よりもより身近な時期であるからこそ、具

体的に自分の行動に結びつけて振り返りができる

生徒がいたと考えられ、この時期における再教育

の意義を感じた。行動化につなげることは容易で

はないが、講義後の感想に書かれていたような

「自分だけの問題ではない」「大切にしてくれる

相手を選びたい」といった、自分やパートナーを

大切にしたいという想いを、みんながもてる機会

にすることが重要だと思われた。 

５ おわりに 

今回、経年後のアンケート分析をすることで 

継続教育の重要性を再認識した。また、保健所が

実施している「HIV検査週間(6月)」や「エイズ

予防週間(12月)」等の PR活動は、知識の再確認

や意識を高める重要な機会にもなるため、継続し

た取り組みが必要であると考えられた。性感染症

は正しい知識を身に付けることにより感染を防ぐ

ことが可能である。知識を行動変容に繋げること

は容易ではないが、今後も健康教育や PR活動を

継続して実施していきたい。 

６ 参考文献 

１）斉藤和佳子:大学生の性感染症に対する意識と性教

育について 2009.8 

２）藤林園子：大学生のエイズ教育に関する検討 

現在の学年 あり なし 不明 

2年生 114 8 1 

3年生 101 9 1 

計 

（％） 

215 

(91.2) 

17 

(7.2) 

2 

（1.6） 
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Prader-Willi症候群の本人・家族への支援 
～「親子のつどい」２７年の歩み～

○上甲千鶴1) 千羽明日実1) 武内八千代1) 影山康彦1) 兵頭昌子1) 廣瀬浩美1) 長尾秀夫2)

1) 愛媛県宇和島保健所 2) 愛媛大学名誉教授

Ⅰ はじめに 

Prader-Willi症候群（以下ＰＷＳ）は、「年

齢を重ねるごとに様々な症状を呈し、低身長、

肥満、糖尿病などの内分泌学的異常から性格行

動異常まで多彩な症状のため生涯を通しての

治療管理が必要」と言われている。 

 当保健所では、同時期にＰＷＳの事例を把握

し、その親が肥満に配慮した育児や将来の合併

症の予防、学校生活等について、悩んでいたこ

とから親子の交流や情報交換の場として、平成

２年度に全国で初めてＰＷＳの「親子のつど

い」を開催した。 

 今回、２７年間の長期にわたり開催してきた

「親子のつどい」を振り返り、ライフステ－ジ

に応じて行った支援について整理し、今後の支

援の方向性について考察したので報告する。 

Ⅱ 研究方法 

1 対象 

管内に在住する２３歳～３１歳までの４

事例（男性２名、女性２名） 

２ 方法 

これまでの事業実施及び事例の記録の中

から「親子のつどい」をライフステ－ジに応

じて、主な内容や問題点、対応や支援等につ

いて整理した。（表１） 

Ⅲ 結果及び考察 

１ 乳幼児期 

  ４事例のうち３事例が３～４歳の時に、

「親子のつどい」を開始した。 

  お互いの状況や悩みを話し合い、励まし合

うことで親の心の安定につながり、親は子ど

もの病気を正しく理解し、受け止めることが

できた。特に肥満に関しては、当時の参加児

の死をきっかけに、肥満による呼吸困難の危

険性を再認識し、母と本人だけが頑張るので

はなく、家族みんなが食事療法に取り組み、

協力することで、効果があがり、母親の精神

的安定にもつながった。また、保育所の保育

士、調理師、市町保健師、栄養士との支援体

制ができ、さらに具体的な個別の食事指導・

実技、運動療法を取り入れたことで、肥満予

防について一定の効果が得られた。 

（表１）　「親子のつどい」の経過
期 問題点等 主な内容 対応や支援等 備考

乳
幼
児
期

・運動発達の遅れ
・過食と肥満
・低身長
・親の病気の受け入れ

＜親子の交流・情報交換＞
・座談会
・小児肥満予防教室に参加（料理実習、運動実
技、個別の食事指導）、歯科について
・合併症（側彎症）について
・就学の学習や話題提供

・座談会の中で聞けた親の声に対して、肥満や食事、運動療法について
勉強した。
・むし歯が多いという訴えに対しては、歯科保健についての講義とブ
ラッシングの実技等を企画し、勉強した。
・保育士、調理師にも調理実習や個別食事指導に参加してもらい、共に
学習することで、病気の理解が深まり、保育所での食事コントロ－ルの
実施につながった。

※４事例のうち３事例

が、３～４歳の時に「つ

どい」を開始

学
童
期

・学習面の遅れ
・過食と肥満
・食行動の異常（隠れ
食い、盗み食い等）
・行動の問題（頑固、
固執、おしゃべり、癇
癪等）

＜家族間の相互支援・学校関係者との情報交換
や疾患の理解＞
・講話「病気の理解」「肥満予防」「糖尿病」
「アデノイド」「学習面の工夫」
・学校関係者との座談会
・実習「低カロリ－メニュ－」

・４事例のうち３事例全員が小学生になったことで、夏休みに開催し
た。
・学校関係者に参加を呼びかけ、病気のことや学校での様子を聞き専門
医より生活面や学習面の工夫について助言してもらい、病気の理解やか
かわり方の理解を深めた。
・担任などが変わるため、年に１回は情報交換したいの要望もあり、そ
の機会を持つようにした。

※４事例のうち１事例

が、他の事例の７～８年

後に出生。児が５か月頃

に専門医より紹介があり

早期より定期的に保健

師、栄養士による相談・

訪問を実施。

青
年
期

・過食と肥満
・就学先の悩み（普通
学級、特殊学級、養護
学級）
・食行動の異常や行動
の問題が強くなる
・合併症（糖尿病等）
・自傷行為（皮膚をつ
つく等）

＜家族間の相互支援・学校関係者との情報交換
や疾患の理解＞
・講話「病気の理解」「病気の特性と行動障害
の意味、背景、対応」
・関係者との座談会、卒後の生活支援について
・料理実習、栄養指導

・中学卒業後の進路について、希望に対して、早めにつながりをもち対
応していくこと等を話しあった。
・児が養護学校に入学したことから関係者の範囲を拡げて、参加を呼び
かけ、専門医より病気のことやそれぞれの状況や気になることに関し
て、具体的な助言をしてもらい、病気の理解やかかわり、食事面の配慮
についての理解を深めた。
・親から将来への心配の声も聞かれ、福祉関係者（コ－デイネ－タ－）
やハロ－ワ－ク職員に参加してもらい、卒後の生活について話し合っ
た。

※４事例のうち１事例

が、小学校入学するた

め、学校給食について家

族と学校関係者の話し合

いが必要になり保健師が

調整役を担った。

青
年
・
成
人
期

・過食と肥満
・肥満による合併症
（糖尿病、睡眠時無呼
吸等）
・行動の問題
・医療費の負担
・お金の管理

＜家族間の相互支援・関係者との情報交換や疾
患の理解、地域での生活支援の充実＞
・関係者との座談会
・健康チェック
・料理実習

・養護学校を卒業し、家から就労することになったが、親の知らないと
ころでの活動が増え、間食の取り方等に問題が出てきたため、個別に食
事のメニュ－のやり取りをし、栄養計算の上、栄養士から助言をしても
らった。
・座談会では、彼らが「健康を維持しつつ、地域の中で生活していくこ
と」を目標に話し合った。
・通所施設の関係者に参加を呼びかけ、職場での理解や調整を図った。
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２ 学童期 

  ３事例が小学生になり、開催時期を夏休み

中に企画し、学校関係者にも参加してもらい、

専門医より病気についての講話や学校での

様子を聞き、それぞれの児へのかかわりや学

習面の工夫等について具体的に助言しても

らった。 

  家族だけでなく、学校関係者がＰＷＳの特

性を理解してかかわることが重要であり、こ

のつどいの場がＰＷＳの特性やかかわりを

理解する重要な場となっていた。 

  体重のコントロ－ルについては、子どもの

年齢が上がるにつれ、食事の管理が難しくな

ったという不安の声が多くなってきた。しか

し、肥満は命にかかわる問題であり、体重の

コントロ－ルの必要性を再認識しながら、お

互いの状況やアイデアを出し合い、励まし合

う場にもなっていた。 

３ 青年期（中・高） 

 過食や知的発達の遅れに対して、どのよう

なかかわりをしていくか、本人の状況に応じ

て、専門医からの具体的な助言が役立ってい

た。学校からは、交流学習等で、本人の能力

にあったやり方の工夫の状況を聞け、これま

での学校関係者とのかかわりの中で、本人に

あった良好なかかわりをしてもらっている

ことを実感ができた。 

  過剰な食欲に対しては、繰り返し体重維持 

の必要性を話した上で、日々の体重チェック 

や本人の努力をほめることの大切さについ 

て共通認識を図った。 

  養護学校高等科に入学してからは、寄宿舎

での生活になり、食事面の配慮が必要になっ

てきたため、専門医から他校での成果を紹介

しながら、食事面の配慮の仕方について、関

係者にアドバイスをしてもらった。また本人

の将来に関して、本人から「将来の夢」を聞

き、卒業後の生活について話し合い、本人の

生きがいや趣味をもつことの大切さ、個性を

生かした生活が重要であることを認識しあ

った。 

４ 青年・成人期（高卒以降） 

 社会人になり、行動範囲が拡がることで、

親の食事管理が難しくなったり、運動量の減

少に伴い、体重増加が著しい事例がみられた。

また肥満による合併症の出現や入院治療に

よる医療費の負担がでてきた。 

  食事の管理については、個別に対応し、栄

養士による指導等を取り入れるようにした。 

また、近医に入院した事例では、体重がさら

に増加する結果になり、改めて、ＰＷＳが特

別の疾患で一部の専門家しか対応の理解が

できていない現状を知ることになった。 

  本人が働く職場との調整では、通所施設の

関係者に参加してもらうことで、親は、通所

施設での本人の様子を知る機会になり、通所

施設の職員にとっては、ＰＷＳの疾患や本人

を理解した上で、本人が働きやすい場やルー

ル作りを考えたりする等、関係者との調整、

連携していく上で重要な場となっていた。 

Ⅳ まとめ 

 ＰＷＳの疾患の特徴である異常な食欲に対

する食事、体重のコントロ－ルは、日常生活に

おける「闘い」でもあり、本人及び親の苦しみ

や努力は、支援者の想像をはるかに超えるもの

である。 

 当初、親子の交流や情報交換の場として始ま

った「親子のつどい」は、子どもの成長に伴い、

保育所、学校、そして地域へと関係者の輪を拡

げ、お互いの状況を伝えあい、疾患やかかわり

について理解を深める重要な役割を果たして

きた。また、その時期に起こってくるさまざま

な問題を具体的に解消していく場にもなって

いた。その中で、その役割が果たせたのは、当

初から協力、助言し続けていただいた専門医の

存在は大きい。また定期的、継続的に開催する

ことで、「いつでも相談できる場」となってい

たことが重要であった。 

 人なつっこくて、みんなにかわいがられる反

面、食行動や行動の問題が出てきた彼らである

が、みんなで一つ一つ乗り越えながら、地域の

中でしっかり生活している。 

今後も彼らの職場との調整を図るとともに、

「彼らがしたいこと、目標」の視点をもちなが

ら、彼らの目標が一つ一つ叶えられるような支

援、そして親亡き後の生活も見据えながらの支

援が必要と考える。 

Ⅴ おわりに 

これからも「親子のつどい」を通して、保健

所がもつ広域的な機能を活用しながら、彼らが

地域で生活し続けられるように、関係者と連携

を取りながら支援していきたい。
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西条市における保護者支援ツールの評価と見直しについて 

○瀧本由衣 伊藤里美 林田美代 永井媛華 伊藤ゆり 黒田仁美（西条市健康医療推進課）

1 はじめに 

西条市では、核家族世帯が増加していること

や転出入が多い地域などがあることから、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く、育児

に対するサポートを必要とする保護者が増えて

いるという現状がある。 

そこで、保護者が必要とする情報を適切に提

供したり、家庭と関係機関が情報共有を行い、

連携を強化したりすることで、より適切なサポ

ートをすることができ、保護者が自信を持って

育児に取り組めるようになるのではないかと考

え、平成 28 年度に地域の子育てサービス、関

係機関についての情報や子どもの発育・発達に

関する情報を一つにまとめた「すくすくファイ

リングブック」を作成した。 

配布開始から 1 年が経過し、活用状況や保護

者のニーズを把握するため、子育て中の保護者

を対象にインタビュー調査を行った。その経過

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 「すくすくファイリングブック」の概 

  要 

（1）内容について 

・育児等の情報を子どもの成長過程に応じて

追加できる加除式とし、保護者が記録するこ

とができるシートを綴った A4サイズのファ

イルとした。 

1） 妊娠～出産、その後の成長に沿った資  

  料 

ア 妊娠時 

・妊娠後の手続きや助成、サービスにつ 

いて 

・不妊について 

イ 出産以降 

・出生後の手続きや助成、サービスにつ 

いて 

・乳幼児健康診査について 

・子どもの成長指標について 

・育児中の相談機関について 

・就園、就学について 

2）出産以降記載できる記録シート 

・発育歴等を記載する家庭環境シート 

・相談会や病院受診時等に記載する相談 

記録シート 

（2）配布対象者 

・妊娠、出生届出者 

・育児支援教室参加者 

・その他希望者 

3 インタビュー調査 

①対象者

「すくすくファイリングブック」を持ってい

る保護者 26名

②インタビュー内容・方法

「すくすくファイリングブック」の活用状況

や子育てにおける情報源等についてインタビュ

ーシートを作成し、個別に聞き取り調査を実施。 

③インタビュー結果

・西条市の子育てサービスに関する情報は役立
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ったが、離乳食や発育、発達等に関しては、

より詳細な情報を必要としていた。

・母子手帳には記録している保護者が多く、内

容が重複しているという理由から、家庭環境

シートは使用されていなかった。 

・母子手帳のチェック項目の「いいえ」に該当

したときに、「不安になる」「どこに相談し

たらよいのかわからない」という声があった。 

・ファイルは重くて持ち運びにくいが、書類を

保管するには良いという意見があった。 

・子育てにおける情報源は、インターネットの

情報サイト、市のホームページ、子育て支援

センター、友人、家族、育児書等であった。

インターネットの情報サイトは、情報がたく

さんありすぎる、何を信じていいのか分から

ないという意見があった。 

4 考察 

・西条市の子育てサービスを得るものとしては

活用できるファイルである。 

・「すくすくファイリングブック」の記録シー

トには記載していないが、母子手帳への記載

は行っていることから、保護者は母子手帳を

見ることにより、成育歴を振り返ることがで

きる。また、保健センターなど関係機関にお

いても母子手帳の記録を確認することで、必

要な情報を家庭と共有できることから、家庭

環境シートは不要なのではないか。

・「すくすくファイリングブック」は、内容と

活用方法の周知が不十分であったため、保護

者は相談先がわからなかったのではないか。 

・母子手帳のチェック項目で、「いいえ」に該

当した時に出てくる不安や疑問を解消できる

ツールを保護者が必要としているのではない

か。 

5 今後の取り組み 

・保護者が希望する情報を提供するために、ニ

ーズ調査を行い見直しを行っていく。 

・母子手帳を使用して情報共有ができるように、

保護者へ母子手帳に記録してもらうよう働き

かけていく。 

・困りごとに合った相談先を分かりやすく記載

し、活用方法を伝えていく。 

・母子手帳のチェック項目と連動させた具体的

なアドバイスを掲載する。 

6 まとめ 

 今回、子育て中の保護者にインタビュー調査

を行い、見直しをしたことで、作成当初の思い

と保護者のニーズが異なっていることがわかっ

た。時代や環境によって保護者のニーズは日々

変化していくため、今後も見直しを行いながら、

保護者が使用しやすい「すくすくファイリング

ブック」にし、西条市の保護者支援の充実を図

っていきたい。
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