
平成３０年度 

愛媛県地域保健研究集会 

と き ／ 平成 31年１月 18日（金） 

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 30年度愛媛県地域保健研究集会 プログラム 

日時：平成 31年１月 18日（金）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】10:00～12:30 
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 
『平成 30 年７月豪雨災害に学ぶ』 
～ 今後の災害に備え、支援・受援体制の課題を考える ～

座長：河野 英明（愛媛県八幡浜保健所 所長） 

【話題提供】 

１．平成 30 年７月の豪雨災害の概要 
愛媛県県民環境部防災局  危機管理監 西村 和己

２．被災地における保健衛生活動のニーズと受援状況
○｢平成 30 年７月豪雨災害における宇和島市の保健活動について｣

宇和島市保険健康課  課長補佐 松田 美穂子
○｢西予市豪雨災害における災害時保健衛生活動を通して、これから取り組む災害

対応・受援体制について考える｣
西予市生活福祉部健康づくり推進課  保健師長 三瀬 穂津美

○ ｢７月豪雨災害から半年 被災者への保健衛生活動と初めての受援を振り返って｣
大洲市保健センター  次長 大野 由美

３．災害時支援・受援体制について
愛媛県保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課企画係  担当係長 竹内 竜美

【意見交換】

＊＊＊ 昼食・休憩（12：30～13：30） ＊＊＊ 

【午後の部】13:30～16:00 
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) 

13：30 
一般演題１～５ 

○感染症対策

○地区活動

一般演題６～10 

○医療連携

○食生活・栄養改善

一般演題 11～15 

○地域連携

○母子保健

一般演題 16～20 

○歯科保健

○学校保健

14：30 

分科会Ⅱ
のみ 
14:40～ 

分科会Ⅰ 

｢県の災害対応を振
り返って｣ 

分科会Ⅱ (14:40～) 

｢これからのひきこ
もり対策｣ 

分科会Ⅲ 

｢多職種連携による
地域包括ケア｣ 

16：00 閉会 
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「平成 30 年７月豪雨災害に学ぶ」 

～ 今後の災害に備え、支援・受援体制の課題を考える ～ 

10：10～12：30 
 (２階 多目的ホール） 

担 当：佐藤 伸子 （愛媛県四国中央保健所保健課 課長） 

池田 ひとみ（愛媛県西条保健所健康増進課 課長） 

森 眞弓  （愛媛県今治保健所健康増進課 主幹） 

山西 佳恵 （愛媛県中予保健所健康増進課 課長） 

座 長：河野 英明 （愛媛県八幡浜保健所 所長） 

【話題提供】 

１．平成 30 年７月の豪雨災害の概要 
西村 和己（愛媛県県民環境部防災局 危機管理監）

２．被災地における保健衛生活動のニーズと受援状況
○「平成 30 年７月豪雨災害における宇和島市の保健活動について」

松田 美穂子（宇和島市保険健康課 課長補佐）

○「西予市豪雨災害における災害時保健衛生活動を通して、これから取り組む災害
対応・受援体制について考える」

三瀬 穂津美（西予市生活福祉部健康づくり推進課 保健師長）

○「７月豪雨災害から半年 被災者への保健衛生活動と初めての受援を振り返って」

大野 由美 （大洲市保健センター 次長）

３．災害時支援・受援体制について

竹内 竜美（愛媛県保健福祉部社会福祉医療局 保健福祉課 企画係 担当係長）

【意見交換】
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【一般演題】13：30～14：20 

■ 一般演題「感染症対策、地区活動」 （第１会場 ２階 多目的ホール） 

座 長：影山 康彦（宇和島保健所健康増進課 医幹）[演題番号１～２] 

 佐藤 伸子（四国中央保健所保健課 課長） [演題番号３～５] 

１ 中予保健所における特定感染症検査相談の取り組み ―平成 23年度～平成 29年度ア

ンケート調査からの考察― 

○是澤麻衣 麓由香里 青木里美 山田貴輝 青野桂子 山西佳恵 三木優子

愛媛県中予保健所

２ 10年間のまとめからみた宇和島保健所管内の新登録結核患者の状況と取組み ～結核

患者の包括ケアを目指して～ 

○山﨑未来 菅美樹 兵頭秀美 影山康彦 兵頭昌子 廣瀬浩美

愛媛県宇和島保健所

３ 総合防災訓練における保健師の役割と実災害への備えに関する考察 

○渡部恵子 松本哲男 石本誠 池田篤司

松山市総合政策部危機管理課

４ 住民と共に考える地区活動について ～３年間の新任期を振り返る～ 

○薬師神祥子 加地るみ子 二宮真紀 佐々木靖子

西予市生活福祉部健康づくり推進課

５ 平成 30年７月豪雨災害に係る宇和島市吉田町全戸訪問健康調査について 

○兵頭秀美 大塚美紗 白石美沙希 山﨑未来 有元梨絵 曽我直世 武内八千代

松下久美子 影山康彦 兵頭昌子 廣瀬浩美

愛媛県宇和島保健所
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■ 一般演題「医療連携、食生活・栄養改善」 （第２会場 ３階 研修室） 

座 長：岡田 克俊（西条保健所健康増進課 医監）[演題番号６～７] 

 植田 真知（中予保健所健康増進課 係長）[演題番号８～10] 

６ 難病医療体制の検討 ～難病拠点・協力病院の医療機関調査から～ 

○宇都宮愛理 松浦仁美 菅悦子 森田圭子 竹内豊

愛媛県健康増進課

７ 愛媛県における透析導入に至るリスクの検討 

○瀨戸裕一 1） 竹内豊 1） 廣瀬浩美 2） 竹之内直人 3） 斉藤功 4）

1）愛媛県健康増進課 2）愛媛県宇和島保健所 3）愛媛県心と体の健康センター  

4）大分大学医学部公衆衛生・疫学講座 

８ 2018西日本豪雨災害における（公社）愛媛県栄養士会食生活支援の活動報告 

○濵田千鶴

公益社団法人愛媛県栄養士会

９ 平成 30年７月豪雨災害における保健所栄養士の市町への栄養・食生活支援と課題に

ついて 

○高島恵 兵頭昌子 廣瀬浩美

愛媛県宇和島保健所

10 企業の食生活・栄養改善の支援事業 ～３年間の成果と課題～ 

○安川潤 石﨑幸恵 山内宏美 岡田克俊 池田ひとみ 武方誠二

愛媛県西条保健所
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■ 一般演題「地域連携、母子保健」 （第３会場 ４階 視聴覚室） 

座 長：檜垣 裕子（心と体の健康センター 次長）[演題番号 11～12] 

 森 眞弓 （今治保健所健康増進課 主幹）[演題番号 13～15] 

11 自殺対策における若年層対策 ～子どもが安心して SOSを発信するために～ 

○有元梨絵 大塚美紗 白石美沙希 松下久美子 松本雅文 兵頭昌子 廣瀬浩美

愛媛県宇和島保健所

12 八幡浜保健所管内における地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み 

○宮内亜希子 猪野ユカリ 武田博之 青木平八郎 忽那照美 河野英明

愛媛県八幡浜保健所

13 妊婦の食生活の課題に着目した食育料理教室の取組について 

○伊藤朝美 井手洋子 石見慈 近藤珠美 木戸貴美佳

新居浜市保健センター

14 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

ート結果を基に効果的な保健指導について考える～ 

○新山泉 松谷真智 武田美紀 河合ゆみ 篠森紀子 中村清司 近藤弘一

松山市保健所

15 ライフサイクルを通じた性教育 ～性教育パッケージを使った幼児期の性教育に関す

る実践報告～ 

○榊原彰子 1） 麓由香里 1） 出森美和 1） 青野桂子 1） 山西佳恵 1） 三木優子 1）

中越利佳 2） 豊田ゆかり 2）

1）愛媛県中予保健所 2）愛媛県立医療技術大学 
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■ 一般演題「歯科保健、学校保健」 （第４会場 ４階 第１会議室） 

座 長：川上 三紀（中予保健所健康増進課 担当係長） [演題番号 16～18] 

 鈴木 洋司（八幡浜保健所健康増進課 医監）  [演題番号 19～20] 

16 平成 30年西日本豪雨災害における愛媛県歯科衛生士会の活動 その１ 

○佐野真由美 富本珠美 篠原こずえ 川上三紀 松井寛子

一般社団法人愛媛県歯科衛生士会

17 平成 30年西日本豪雨災害における愛媛県歯科衛生士会の活動 その２ 

○西蔭節子 1） 土居多恵 1） 荒山英美 1） 水口欣子 1） 清家洋美 1） 川上三紀 1）

松井寛子 1） 是澤政勝 2）

1）一般社団法人愛媛県歯科衛生士会 2）宇和島歯科医師会 

18 働く世代の歯と口腔の健康づくり事業 ～管内造船所における取組報告～ 

○髙橋直樹 中越真寿美 三好里恵 森眞弓 荒木周一郎 冨田直明

愛媛県今治保健所

19 若い世代からのがん予防対策の取り組み ～学校現場と連携して～ 

○中越真寿美 高橋直樹 三好里恵 森眞弓 荒木周一郎 冨田直明

愛媛県今治保健所

20 高校生に対する｢食育｣と｢歯と口腔の健康づくり｣ ～｢食育＆歯科 net三瓶｣の取組～

（第二報） 

○川口和美 1） 大内詩野 1） 富谷純子 1） 鈴木洋司 1） 忽那照美 1） 河野英明 1）

高月ひとみ 2）

1）愛媛県八幡浜保健所 2）愛媛県立三瓶高等学校 

■ 一般演題【誌上発表】

21 西条市におけるヘリコバクター・ピロリ感染検査の取り組みについて 

○三瀬愛美 合田かすみ 田中舞 加藤美緒 末国あゆみ

西条市健康医療推進課
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【分科会】14：30～16：00（分科会Ⅱのみ 14：40～16：00） 

■分科会Ⅰ（第１会場 ２階 多目的ホール）

「県の災害対応を振り返って」 

担 当：佐藤 伸子 （愛媛県四国中央保健所保健課 課長）  

池田 ひとみ（愛媛県西条保健所健康増進課 課長）  

森 眞弓  （愛媛県今治保健所健康増進課 主幹） 

山西 佳恵 （愛媛県中予保健所健康増進課 課長） 

座 長：三木 優子 （愛媛県中予保健所 所長） 

１ 被災地保健所の役割 

○「30年７月豪雨災害における宇和島保健所の対応と教訓について」

日野 伸二（愛媛県宇和島保健所企画課 課長）

○「八幡浜保健所の対応から見えた課題 ―保健所長の立場から―」

河野 英明（愛媛県八幡浜保健所 所長） 

２ 県内支援保健所（ＤＨＥＡＴ）の役割 

○「八幡浜保健所での西条保健所支援チームの活動について」

武方 誠二（愛媛県西条保健所 所長） 

３ 意見交換・まとめ 
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■分科会Ⅱ（第２会場 ３階 研修会）

「これからのひきこもり対策」 

担 当：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） 

忽那 照美（愛媛県八幡浜保健所健康増進課 課長） 

鈴木 洋司（愛媛県八幡浜保健所健康増進課 医監） 

座 長：近藤 弘一（松山市保健所 所長） 

【話題提供】 

１ 愛媛県におけるひきこもり等に関する実態調査から 

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 ひきこもり相談室の取り組みから見えてきた現状と課題 

渡邊 朗（ひきこもり相談室 相談員） 

講 演 

   「メンタルヘルスの視点からひきこもりをとらえ直す」 

講師：愛媛県心と体の健康センター 所長 竹之内 直人 
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■分科会Ⅲ （第３会場 ４階 視聴覚室）

「多職種連携による地域包括ケア」 

担 当：兵頭 昌子（愛媛県宇和島保健所健康増進課 課長） 

松村 郁恵（松山市保健所健康づくり推進課 副主幹） 

座 長：兵頭 昌子（愛媛県宇和島保健所健康増進課 課長） 

1 地域包括ケアのこれまでとこれから 

田窪 小夜（愛媛県保健福祉部生きがい推進局 長寿介護課 主幹） 

２ 地域ケア会議から始まる多職種連携

佐々木 正子（新居浜市地域包括支援センター 副所長） 

３ 地域の実情に応じた多職種連携

岩村 正裕（宇和島市地域包括支援センター 所長補佐）

４ わが町らしい地域包括ケアを目指して 

上本 恵子（松野町保健福祉課 課長） 

－9－



【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 1~5 
分科会Ⅰ 

一般演題 6~10 
分科会Ⅱ 

一般演題 11~15 
分科会Ⅲ 

福祉 

サロン 

円卓会議室 

一般演題 16~20 
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「平成 30年７月豪雨災害に学ぶ」 
~ 今後の災害に備え、支援・受援体制の課題を考える ~ 

分科会Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 
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「平成３０年７月豪雨災害に学ぶ」 

～今後の災害に備え、支援・受援体制の課題を考える～ 

担  当：佐藤 伸子 （四国中央保健所･課長） 

池田 ひとみ（西条保健所・課長） 

森 眞弓  （今治保健所・主幹） 

山西 佳恵 （中予保健所･課長） 

座  長：河野 英明 （八幡浜保健所・所長） 

【趣旨・概要】  

  大規模災害はいつどこでどのような形で起こるかわからず、今回の愛媛県にお

ける豪雨災害の経験を教訓とし、次の災害に備えるための課題と方策を考える必

要がある。 

まず、被災地における支援・受援体制が課題となっていることから、被災地で

の保健衛生活動のニーズを整理分析し、県内外からの多様な支援の総合調整を行

う体制について検証し、より効果的な保健衛生活動の体制整備を検討する機会と

する。 

【話題提供】 

１ 平成３０年７月の豪雨災害の概要

西村 和己（愛媛県県民環境部防災局・危機管理監） 

７月に入り、梅雨前線の停滞や線状降水帯の発生により、長期にわたり雨が

降り続いた。特に７月５日から８日までの４日間で７月の平均雨量を大幅に上

回る集中豪雨となり、宇和島市、大洲市、西予市、松山市、今治市をはじめと

する県下各地で同時多発的かつ広範囲にわたる大規模な土砂災害や浸水害が

発生した。 

 主な被害の概要について、人的被害は、災害による死者２７名、災害関連

死４名（30．12、5現在）住家被害は、全壊６３２棟、半壊３，２１２棟、床

上床下浸水等を加えると６，９８８棟が被災したほか、断水は、最大で１２

市町、断水人口６３，８５６人（３１，０６８戸）（30．10．5現在）に上っ

た。 
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 主要地区別の被害として、大洲市では、一級河川肱川の氾濫による水害が

発生し、４名の方が亡くなるとともに同市の商業施設では、長期にわたり休

業せざるを得ない状況となった。西予市では、河川の氾濫により野村町の中

心部が浸水し、５名の方が亡くなるとともに乙亥相撲の会場である乙亥会館

も甚大な被害を受けた。宇和島市では、大規模な土砂災害が多数発生し１１

名の方が亡くなるとともに多くの住家、樹園地が被害を受けた。松山市では、

旧中島町上恕和の土砂崩れにより３名の方が亡くなるとともに北条地区、高

浜地区でも土砂崩れによる被害が発生した。今治市では、大島、伯方島、大

三島の島しょ部に被害が集中し土砂崩れにより２名の方が亡くなられた。 

発災後の応急・復旧対策として、「地域を守る」ためには、「人を守る」、 

「生活を守る」、「産業を守る」ことで初めて成り立つということを基本方

針に「人命救助」を最優先に取り組み、自衛隊、消防、警察等の迅速な行動

により県災害対策本部に報告があったものだけでも１３３名の方を救出した。

次に被災者が生活するうえで欠くことのできない「水の確保」及び「住居環

境の早期整備」にスピード感をもって取組み、「水」については、最大１２

市町、３１．０６８戸が断水状態であったが、順次解消し、最後に残った宇

和島市、三間・吉田地区も関係省庁、東京都の支援を得て仮設浄水施設を稼

働し、８月３日に三間地区で４日には吉田地区でそれぞれ通水し、当面必要

な生活用水が共有されるようになった。「住居」についても、住家被害は約

７，０００棟に上ったが、建設型と借り上げ型の組み合わせによる応急仮設

住宅の確保に努め、建設型で要望のあった宇和島市、大洲市、西予市に１７

２戸、さらに西予市岩木地区に４戸完成させた。 

このほか、避難所への避難者数は、最大約４，３００人が避難したが、ボ

ランティアによる泥出し作業や仮設住宅の建設などにより９月３０日にゼロ

となった。 

「水」や「住宅」の確保など応急対策を概ね終了させたことから、８月３０ 

日復興本部を設置し、被災者の生活再建をはじめ、インフラ施設の早期復旧、

農林水産業や商工業の復興対策に全力をあげて取り組んでいる。 

２ 被災地における保健衛生活動のニーズと受援状況

○「平成 30年 7月豪雨災害における宇和島市の保健活動について」

松田 美穂子（宇和島市保険健康課・課長補佐） 

 宇和島市では、平成 30年 7月 7日、西日本豪雨災害に見舞われ、特にミカ

ンの産地で有名な吉田町が甚大な被害を受けた。 
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発災当日から保健活動を開始し、全避難所巡回、吉田町の単身高齢者等要

援護者の家庭訪問、続いて全戸訪問を実施した。 

避難所巡回では、看護協会の災害支援ナースを活用し、夕方を中心に避難

者の寄り添い支援を実施した。また、市立宇和島病院の感染症予防チームの

協力で、避難所のトイレアセスメントを中心に環境整備を行った。 

全戸訪問では、宇和島保健所を拠点に、県内外の保健師に協力を得て、酷

暑の中、土埃が舞う被災地を、全戸訪問し、住民の健康状態の確認や今困っ

て居ることなど住民の声に耳を傾け、必要な支援に繋いだ。 

どの活動をとっても、当市だけでできることは何一つなく、保健所や医療

機関、各種団体などの協力のもと実施ができたと思っている。 

初めての災害対応で、反省点、課題は山積だが、特に、災害時の「受援」

の重要性を再認識することとなった。これらの点を踏まえ、今回の災害に対

する保健活動について報告する。 

○「西予市豪雨災害における災害時保健衛生活動を通して、これから取り組

む災害対応・受援体制について考える」 

三瀬 穂津美（西予市生活福祉部健康づくり推進課・保健師長） 

 愛媛県西予市は 7月の豪雨災害に見舞われ、保健師の初動対応は、各地区

避難所での被災者の状況把握と健康管理であった。被災状況に地域差があっ

たことや、道路・通信網の寸断された地域では情報が途絶えたことから、市

内の被災状況の把握や情報共有、保健師活動体制の指示等に時間を要した。 

 その後の保健師活動では、総務省からの派遣による熊本市の対口支援並び

に厚生労働省からの派遣による石川県の支援及び八幡浜保健所の助言を受け

て、現地避難所活動と被災地域の健康調査活動を行った。支援チームによる

経験を生かした助言等は、これまで大規模な被災を経験したことのない西予

市にとって心強くありがたかった。避難所では災害支援ナース等の支援を受

け、現場保健師が情報共有に努め健康管理を行った。 

 受援終了後の振り返りにより、支援者への情報の提供及び共有、記録様式、

依頼する活動内容、受援終了時期等の課題が見えてきた。 

今回、本庁と被災地区(現場)の役割・連携、受援体制等の課題を分析して、

今後の災害対応を考える機会としたい。 
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○「７月豪雨災害から半年 被災者への保健衛生活動と初めての受援を振り

返って」 

大野 由美（大洲市保健センター・次長） 

平成 30年 7月の豪雨災害により大洲市では、死者４名、住家・非住家被災

約 4,000棟、被災事業所約 1,000事業所、浸水面積は約 1,372haに及び、水

道、電気、電話などのライフラインの断絶等、甚大な被害となった。 

当市は過去に幾度かの水害を経験しており、水害が発生した際には、市の

水害被害調査名簿に基づき、床上浸水被害世帯の全戸に対して健康被害調査

を行ってきた。 

発災直後は、出勤できたスタッフで、一時的に浸水で孤立した保健センタ

ーの入る総合福祉センターの避難所支援を行いながら、調査に必要な住民名

簿や地図、調査物品の準備に取りかかった。翌日には八幡浜保健所の支援も

入り、その後西条保健所・中予保健所ＤＨＥＡＴチームの支援も受けながら

対応した。

活動当初は、市の水害被害調査の報告を待たず、被害の大きかった旧肱川

町エリア等の床上浸水世帯への全戸訪問をスタートさせた。しかしながら、

発災当初に市災害対策本部が発表した広範な浸水予想エリアの状況から、八

幡浜保健所やＤＨＥＡＴチーム等との協議のもと、早急に健康被害調査を進

めていくため調査方針を転換した。調査対象を①甚大な被害のあった肱川・

大川・菅田地区の一部の世帯②市避難行動要支援者名簿等のうち介護保険認

定者を除いた者のいる世帯とし実施した。 

被害の大きさから管内市町をはじめ、県・管外市町から保健師等の支援を

受けた。また災害直後からＤＭＡＴ・ＪＭＡＴ・日赤救護班チーム・ＤＰＡ

Ｔ・ＪＲＡＴ・災害支援ナース等、7月 24日からは、市内広域に開設された

避難所支援等のため、岩手県をはじめとする４つの県から保健師等チームの

派遣支援を受入れた。市からの情報提供と、各支援チームの活動の情報共有

や有効な支援策の連携を図るため、朝夕のスタッフミーティングを 7月 9日

から 9月末の県外保健師チーム等の支援活動終了まで行った。  

災害保健活動のフェーズごとに受け入れチームの調整を図り、保健センタ

ーチームと協働で被災者支援を行った。現在は、市地域支え合いセンターな

どと連携しながら要フォロー者の健康面の支援にあたっている。 

大規模水害における被災者への保健衛生活動と、多くの支援チームによる

初めての受援を経験し、今、改めて被災者支援活動のあり方や受援体制につ

いて振り返り、今後の災害支援活動に役立てていきたい。 
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３ 災害時支援・受援体制について 

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、阪神淡路大震災以降、全国各地で発生した災害に対し保健師チ

ームを派遣し、災害時の保健衛生活動（支援活動）の経験を積み、「平成 30年

７月豪雨」における被災者に対する健康支援において経験を活かすことができ

た。 

県外被災地での支援活動は、被災地自治体の指示により、被災者に直接支援

するプレーヤーの活動が主であったが、今回は愛媛県が被災したことから、様々

な支援チームの派遣調整や保健事業の継続・再開、復興に向けてのロードマッ

プの作成等マネジメント業務も必要であった。 

今回、初めての受援対応を経験し、発災直後から被災地で活動した県内外の

保健医療支援チーム等の支援内容や派遣調整、今年度実施した災害対応人材育

成研修の取組み等から、今後の災害対応に関する体制整備の方向性について報

告したい。 

【意見交換】
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分科会Ⅰ 

テーマ 「平成３０年７月豪雨災害に学ぶ 」 
～県の災害対応を振り返って～   

担  当：佐藤 伸子 （四国中央保健所･課長） 
池田 ひとみ（西条保健所・課長）

森 眞弓  （今治保健所・主幹）

山西 佳恵 （中予保健所･課長）

座  長：三木 優子 （中予保健所・所長）

【趣旨・概要】  

大規模災害はいつどこでどのような形で起こるかわからず、今回の愛媛県に

おける豪雨災害の経験を教訓とし、次の災害に備えるための課題と方策を考え

る必要がある。 

まず、被災地における支援・受援体制が課題となっていることから、被災地

での保健衛生活動のニーズを整理分析し、県内外からの多様な支援の総合調整

を行う体制について検証し、より効果的な保健衛生活動の体制整備を検討する

機会とする。 

１ 被災地保健所の役割

○「30年７月豪雨災害における宇和島保健所の対応と教訓について」

日野 伸二（愛媛県宇和島保健所企画課・課長） 

平成 30 年 7 月豪雨災害において、宇和島保健所管内では、死者 14 名（関連

死２名を含む。）、住家被害 2,115 棟（11 月 16 日現在）など、大きな被害に見舞

われた。

宇和島保健所では、発災２日後に災害医療対策会議を開催し、管内の被害状

況を把握し、被害の最も大きかった宇和島市吉田町における避難所支援、全戸

健康訪問調査、水道施設復旧のための各種調整、災害廃棄物処理の支援など、

復旧や二次災害の防止に関する様々な支援を行った。

しかし、発災当初は、道路が二重三重に寸断された中での職員の参集は困難

を極め、被害の全容把握に予想外に手間取ったほか、市町や医師会など他団体

との間における役割分担の調整、長期間の断水を余儀なくされた真夏における

避難所支援や全戸訪問健康調査などは試行錯誤しながら行ったが、結果的に熱
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中症や食中毒等の二次災害の発生がなかったことは、災害対応にあたった関係

職員の努力の賜物と考えている。

今回は、７月 7 日早朝の発災直後から吉田・三間地区における生活用水通水

再開までの主に 1 箇月間における宇和島保健所の対応を、保健、医療、福祉、

防災の多角的視点から振り返り、そこから見えた諸課題を「日頃の地道な保健

活動こそ災害時に威力を発揮する」など教訓として紹介することで、今後の災

害対応にあたる人材育成に参考となる情報をお伝えできればと思う。

○「八幡浜保健所の対応から見えた課題 ―保健所長の立場から―」

河野 英明（愛媛県八幡浜保健所・所長） 

保健所の統括者である保健所長の立場で感じた今回の災害対応の課題として、

被災者の状況や被災者支援活動の全体像が見えにくかったということがある。

災害対応においては、発災後の経過の中で健康課題やニーズが変化していくた

め、その時点その時点で、情報収集、分析、評価、対策の計画、実施が適切に

なされているか、今後予想される健康課題は何かなどを、常に統括者が認識・

判断できる状況にあることが重要である。しかし、今回は情報の集約が十分で

なかったため、発災後３週間は「現状・課題・対策の方針・進捗」をまとめた

情報を作成することができず全体像をつかむのが難しかった。そのため県庁対

策本部からも現場で何が行われているのか見えないという状況が起きた。今後、

より大規模な災害やより多くの健康被害が発生した場合は、保健所（統括者）

の意思決定、指示・命令に支障をきたし、対応活動が混乱することが危惧され

る。今回の経験から、保健所の組織体制、役割分担の面からみた問題点を報告

する。

２ 県内支援保健所（ＤＨＥＡＴ）の役割 

○「八幡浜保健所での西条保健所支援チームの活動について」

武方 誠二（愛媛県西条保健所・所長） 

  今回の災害は、大規模な豪雨災害であったが、大きく被災し支援を必要とした

のは南予地域の一部という限局した災害でもあった。ほとんど被害のなかった西

条保健所から南予の被災地活動の情報を見ながら、どういう形で支援ができるか

発災後早期から考えていた。

「県健康危機管理マニュアル」が平成２９年９月に改訂され、県内の応援体制

として遠隔地のカウンターパート保健所が決められていた。西条保健所として 
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は、八幡浜保健所のカウンターパート保健所として位置付けられていたため、

県庁、八幡浜保健所と連絡をとり、支援チーム（医師１、保健師２、事務職１）

を派遣しＤＨＥＡＴ的な役割を担うことを目的として八幡浜保健所の支援に出

向いた。（期間は１週間 ７月 10 日～16 日）当初は、主として保健所内での活

動を想定していたが、八幡浜保健所長との話合いによりチームとしての支援拠

点を大洲市保健センターとして活動し、その後１週間を中予保健所支援チーム

に引き継いだ。

このような支援は県内で初めてのことであり、自分自身は初めての被災地支

援ということでチームリーダーとしてＤＨＥＡＴ的な役割が十分に果たせたと

は思っていないが、今回、現地で実際にどのようなことを行い、どのようなこ

とを感じていたか、またのちに振り返って自分達の支援がどうであったか等、

今後の支援チーム活動に活かせるような活動報告をする。

３ 意見交換・まとめ
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分科会Ⅱ 

テーマ 「これからのひきこもり対策」 

担  当：戒能 德樹（心と体の健康センター・医監）

檜垣 裕子（心と体の健康センター・次長） 

忽那 照美（八幡浜保健所・課長）

鈴木 洋司（八幡浜保健所・医監）

座  長：近藤 弘一（松山市保健所・所長）

【趣旨・概要】 

｢ひきこもり｣は、様々な要因の結果としてひきこもり状態となっている青少年

の状態像を示す言葉として捉えられてきたが、近年は、ひきこもりの長期化、高

年齢化による“8050 問題”が深刻化してきている。 
ひきこもりになる要因や背景は様々で、回復には長期間を要することから、抜

本的な対策には、ライフサイクルを踏まえた対策が必要である。

今回の分科会では、ひきこもり対策を公衆衛生（地域保健活動）におけるメン

タルヘルスの視点からとらえ直す機会としたい。

１ 話題提供

○「愛媛県におけるひきこもり等に関する実態調査から」

小笠原 真由子（愛媛県保健福祉部健康増進課・専門員）

平成 28 年９月に内閣府が公表した「若者の意識に関する調査」では、15 歳 
～39 歳のひきこもりの人が全国で約 54 万 1 千人と推計されたが、この調査の 
対象となっていない 40 歳以上の人を含めると、かなりの人数になると考えら 
れる。

平成 29 年度から今年度にかけて、県内各市町の児童民生委員を対象に、ひ 
きこもりの方の概況を把握する調査を行ったので報告する。
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○「ひきこもり相談室の取り組みから見えてきた現状と課題」

渡邊 朗（ひきこもり相談室・相談員）  

 平成 23 年度に愛媛県心と体の健康センター内に「ひきこもり相談室」を開

設し７年が経過した。 

ひきこもり相談室における相談は、圧倒的に 20 代が多いが、30 代、40 代が

徐々に増え年齢が上がり、継続相談は年々増加している。また、ひきこもりの  

事例には、不登校の経験や発達障害等が背景に考えられる事例が多く見受けら

れる。 

  今回、ひきこもり相談室での取り組みと、当事者や家族への相談支援に関わ 

って見えてきた現状と課題について報告する。 

２ 講演 

「メンタルヘルスの視点からひきこもりをとらえ直す」 

竹之内 直人（心と体の健康センター・所長） 

ひきこもりになる要因や背景は様々で、回復には長期間を要することから、

ライフサイクルを踏まえた息の長い支援が必要である。

ひきこもりを取り巻く現状と課題を踏まえ、公衆衛生医師、そして全国精

神保健福祉センター長会ひきこもり研究班の活動の経験から、地域保健活動

に携わる関係者に求められるひきこもりへの支援について、メンタルヘルス

の視点からとらえ直し、後進へのメッセージを発信する機会としたい。 
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分科会Ⅲ 

テーマ「多職種連携による地域包括ケア」 

担  当：兵頭 昌子（宇和島保健所・課長）

 松村 郁恵（松山市保健所・副主幹） 

座  長：兵頭 昌子（宇和島保健所・課長）

【趣旨・概要】

高齢者から始まった地域包括ケアも 10 年が経過し、各分野（母子、難病、障

がい等）でも地域包括ケアの取り組みが開始され、保健・医療・福祉の様々な部

署で、地域包括ケア体制の構築を目指し、地域の実情に沿った多職種連携による

連絡会や研修会、会議等行われている。そのような中、健康寿命の延伸による社

会の活力維持のためには、保健事業と介護予防の一体的な実施が求められている。 

そこで、地域における多職種連携の現状や評価、施策化に向けての取り組み、

今後の展望等について共有し、保健と連動した地域包括ケアのさらなる推進を図

るとともに、「顔の見える関係」から、顔の向こう側（専門性）が見え、「地域の

中で繋がる関係」を目指す。 

１ 地域包括ケアのこれまでとこれから 

田窪 小夜（保健福祉部長寿介護課・主幹） 

 介護保険制度は、2000(平成 12)年に創設され、2005（平成 17）年には、「高齢

者の尊厳を支えるケア」の確立を目標として、地域包括ケア体制を支える中核機

関としての「地域包括支援センター」の創設や、認知症ケアや地域ケアを推進す

るため、地域の特性に応じたサービス提供体制整備を進めてきた。2017(平成 29)

年からは、団塊ジュニアが 65歳以上となる 2040年を見据え、高齢者がその有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように保健分野と一体化し

た支援や、要介護状態となることの予防、要介護状態等の軽減・悪化の防止のた

め、「地域包括ケアシステムの深化・推進」の実現に向けた改正が行われており、

現在各市町で地域ケア会議等を活用した取り組みが行われているところである。 

 そこで、これまでの高齢者に関する地域包括ケアの取り組みについて振り返る

とともに、現状と課題、今後の取り組みの方向性について報告する。 
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２ 地域ケア会議から始まる多職種連携 

佐々木 正子（新居浜市地域包括支援センター・副所長） 

新居浜市では、要支援認定者等を対象とした介護予防・重度化防止に資する介

護予防ケアマネジメントを支援するため、平成 27 年度から多職種協働による地

域ケア会議を実施してきた。共に同じ事例を検討していく過程で専門職間の理解

やネットワークが構築されつつある。一方で、各専門職が必要とする情報とケア

マネジメントに必要な情報は必ずしも一致しないこともあり、専門職から共通の

アセスメント項目の整理が必要との意見を受けて自主的学習会を開催している。 

本市からは、このような取り組みを通じて得られた多職種との「顔の見える関

係」の大切さについて報告する。 

３ 地域の実情に応じた多職種連携 

岩村 正裕（宇和島市地域包括支援センター・所長補佐） 

宇和島市においては、平成２７年度より「在宅医療看護・介護連携推進部会」

を組織し、医療介護にかかる地域資源の把握から、市民の様々な場面における多

職種連携の必要性や連携ツールの検討、市民啓発事業や多職種研修会など、多方

面から宇和島ならではの多職種連携体制構築に向けた取り組みを実施している。

また、平成２８年度からは愛媛県の支援を受け宇和島医師会が実施している「在

宅緩和ケア推進モデル事業」と連携し、市民が望む最期を多職種がどう支援する

か、実践報告と振り返りを重ねている。 

 平成３０年度現在においては、ＩＣＴによる多職種連携のネットワークを構築

し、隙間のない連携体制の構築を図る。更に隣接する松野町、鬼北町、愛南町と

締結した「定住自立圏形成協定」に基づく市町合同の職員研修会を実施し、自治

体の枠を超えた多職種連携を構築していく予定である。 

 今回これらの事例を通して、人口減少が爆発的に進む南予圏域における、多職

種による住民支援の考え方及び施策を報告する。 

４ わが町らしい地域包括ケアを目指して 

上本 恵子（松野町保健福祉課・課長） 

介護保険法の施行により、高齢者への介護支援が進む経過の中で予防の重要性

が改めて明確に示されたことからも介護予防と保健事業における連続性の視点

を連携の中に取り入れながら一歩ずつ進めている 

松野町においては、小回りがきいて顔の見える関係が築きやすいことを強みと
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して、それを活かした保健・医療・福祉の連携体制を時代のニーズに合わせなが

ら改変させ、全体で育てきた。連絡会では、「生涯を通じた健康づくり・予防」

の視点も意図的に取り入れながら、多職種スタッフが町の全体像を捉えるととも

に、自身の立ち位置における役割を考えることができるひとつの機会となるよう

努めている。 

また、その中で、重要な役割を担う医師からのメッセージも交え報告する。 
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中予保健所における特定感染症検査相談の取り組み 

ー平成 23年度～平成 29年度アンケート調査からの考察ー 
○是澤麻衣  麓由香里 青木里美 山田貴輝

青野桂子  山西佳恵 三木優子   (中予保健所)

キーワード特定感染症検査相談、HIV感染症 

Ⅰはじめに 

 県保健所では HIV を含めた特定感染症検査相談

を行い、検査による感染症の早期発見と予防知識

の啓発活動を行っている。 

 平成 29年の HIV感染者及びエイズ患者の新規報

告件数（全国）は、合計 1,389件（前年 1,448件）

で、近年は年間約 1,400 件と高止まりの状況であ

る。本県では平成 29 年に６件の報告（HIV 感染５

件、AIDS患者１件）があった１）。 

 中予保健所では毎週水曜日 13 時から 14 時、無

料・匿名・即日の特定感染症検査相談を行ってい

る。また、年２回エイズ予防週間に夜間・休日の

HIV 相談を行っている。相談は予約不要で、１日

の相談者数は３人から９人程度とばらつきがある。

検査は血液検査で、性感染症である HIV・梅毒・B

型肝炎検査を行っている。HIV迅速検査陽性例は、

偽陽性の可能性があるため、愛媛県立衛生環境研

究所で確認検査を行う。相談者は、主に HIV 感染

を考えて来所する。 

 このたび、平成 23年度から平成 29年度の中予

保健所特定感染症相談者へのアンケートをまとめ、

今後の保健所の役割、検査相談事業の方向性につ

いて考察したので報告する。 
表１. 中予保健所での検査について 

Ⅱ方法 

 中予保健所では、検査相談前に問診をかねたア

ンケート（愛媛県共通様式）を行っている。平成

23年度から平成 29年度のアンケート、2,171名に

ついて分析した。 

Ⅲ結果・考察 

 アンケートは、全相談者から回答を得た。 
１ 相談者の背景 

 年間の相談者数は、平成 23年度の 405 人から平

成 29 年度は 222 人と減少している。これは全国

HIV検査件数１）と一致した動きである。男女比は、

7：3（平成 29年度）で男性が多い。全体の相談者

数は減少しているが、MSM（Men who have Sex with 

Men 男性の同性間性交渉者）の相談者数は増加傾

向にある（平成 23年度 25人、平成 29年度 37人）。

HIV 感染のハイリスクグループである MSM に対す

る啓発が奏功していることや、MSM であることを

相談の場でいえる環境が充実したことが要因とし

て考えられる。 

HIV陽性者は全国と同様、中予保健所でも男性、

特に MSMが多かった。 

図 1. 相談者の人数・性別 

２ 相談者の年齢 

 男性の 30 代、女性の 20 代の相談者が大きく減

少していた。HIV陽性者は、前述の 30代男性が３

例で陽性者が最も多い集団であった。次いで 50代

男性が２例と次に多い集団であった。 

図２. 相談者の年齢 

３ 相談の動機 

 相談を受けるきっかけとなった事項は、「コンド

ームなしの性交渉」が男女とも最も多かった。リ

スクのある行為との認識はあるが、コンドームを

使わない・使えない状況があると考えられる。次

いで男性は、「風俗に行ったことがある」が多かっ

た。 
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表２. 相談の動機（複数回答可、平成 29年度） 

平成 29年度相談者：男性 164人、女性 58人、計 222人

４ 相談を受けるまでに悩んだこと 

相談を受けるまでに悩んだことは、感染不安が

最も多く、相談自体やプライバシーに関する悩み

もあった。男性では、悩みはなかったという相談

者も多くいた。 
表３. 相談を受けるまでに悩んだこと（複数回答可、平成 29年度） 

５ 性感染症の既往 

 男性の 13％、女性の 36％、全体で 19％が性感

染症の既往ありと答え、女性が多かった。感染症

別にみると性器クラミジアが最も多く、これは性

器クラミジアの年対罹患率、男性 158.4 人/10 万

人、女性 281.9 人/10 万人 2）より多い。クラミジ

アなどの性感染症の既往が検査を受ける動機づけ

になったことが考えられ、性的活動性が高く、感

染リスクの高い性交渉を行っている可能性がある。 
表４. 性感染症の既往（平成 29年度）

表５. 性感染症既往の詳細（平成 29年度） 

６ 過去の HIV検査歴 

 過去に HIV 検査を受けたことがある相談者は、

男性の 42％、女性の 47％、全体で 44％であった。 

  表６. 過去の HIV検査歴（平成 29年度）

７ HIV陽性者数 

 中予保健所の、平成 23年度から平成 29年度の

確認検査後の HIV陽性率は 0.28％で、全国の同規

模の保健所（年間 200～499件の検査）の陽性率

0.26％3）と同程度であった。 
表７. HIV陽性者数 

Ⅳおわりに 

 MSM 相談者が増えたり、性感染症歴を明らかに

したりと、中予保健所に性感染症について相談し

やすい体制ができていると考えられた。 

 男女とも若年層の相談者数が減少していた。全

体の相談者も減少しており、改善のためには性的

活動性が高く感染リスクのある若年層への啓発活

動が重要と考えられる。学校教育現場との連携も

視野に入れたい。 

 また、相談の動機にコンドームなしの性交渉が

多かった。性感染症の予防にはコンドーム使用が

最も有効だが、それに加えてコンドーム使用以外

のセーファーセックス（より安全な性交渉）に関

する指導も必要と考える。 

 県保健所では無料・匿名・即日の特定感染症検

査相談を行っている。HIV をはじめ、近年増加傾

向にある梅毒・B 型肝炎検査をより多くの県民が

うけ、正しい予防知識を得られる機会としたい。 

アンケート調査により、新たな課題を発見する

ことができた。 

アンケート調査を継続するとともに、今回の結

果を事業に生かしたい。 

【参考資料】 

1) 厚生労働省エイズ動向委員会「平成 29 年度エ

イズ発生動向年報」 

2)熊本ほか:日本性感染症学会誌 15:17-45,2004

3）HIV検査相談に関する全国保健所アンケート調

査（平成 28年度）厚生労働科学研究費補助金エイ

ズ対策政策研究事業 
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10 年間のまとめからみた 
宇和島保健所管内の新登録結核患者の状況と取組み 

～結核患者の包括ケアを目指して～ 
○山﨑未来 菅美樹 兵頭秀美 影山康彦 兵頭昌子 廣瀬浩美 （宇和島保健所）

キーワード 結核 高齢者 結核患者の地域包括ケア 

はじめに 

 厚生労働省は、2016年 11月に「結核に関す

る特定感染症予防指針」を改正し、2020 年ま

でに結核罹患率 10.0 以下の「低まん延国」と

することを成果目標として掲げている。 

 そこで、管内の 2008 年から 2017 年の 10年

間の新登録結核患者について分析し、地域特性

に合った結核対策を推進する施策を検討した

ので報告する。 

方法 

2008 年から 2017 年の 10 年間の新登録結核

患者（N=245）について、感染症サーベイラン

スシステム及び結核登録票から情報収集し、出

生国、年齢階層別、総合患者分類、介護保険の

有無等に分けて分析を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果 

 管内の 10年間の結核の統計は、表１、図２、 

３のとおりである。管内の結核罹患率及び喀痰

塗抹陽性罹患率は、県・全国よりも高い水準で

推移している。 

新登録結核患者のうち、80 歳以上（N=102）

が占める割合は増加傾向にある。また、80 歳

以上の新登録結核患者の 47.1％が喀痰塗抹陽

性であった（図１）。 

喀痰塗抹陽性肺結核患者の入院前後の居場

所は、図４、５のとおりであり、約 80％が入

院前は自宅で過ごしていた。一方、80 歳以上

の喀痰塗抹陽性肺結核患者のうち、結核病棟か

ら直接自宅に退院した者は 21 人（45.7％）に

すぎず、結核病棟への入院期間の平均（死亡退

院８人、死後届出１人を除く。）は、86.2（中

央値 75）日であった。 

 

 

肺結核 

喀 痰塗 抹 陽

性初回治 

41人 40.2％

肺結核 

喀 痰塗 抹 陽

性 再治療, 

7人 8.9％

肺結核 

そ の他 の 菌

陽性 

31人 30.4％

肺 結核 菌 陰

性 

5人 4.9％

肺外結核 

活動性 

18人 

17.6％

図１ 80歳以上の新登録結核患者の活動性分類 
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図３ 新登録喀痰塗抹陽性肺結核患者数と罹患率の年次推移
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図２ 新登録結核患者数と罹患率の年次推

表１　新登録結核患者及び罹患率の年次推移

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

71 79 68 81 77 63 51 43 42 41

20 31 32 36 28 23 22 20 15 19

管 内 15.7 24.8 25.7 29.4 23.2 19.4 18.9 17.5 13.4 17.3
県 15.2 16.1 19.3 15.3 13.4 12.2 13.5 12.1 9.7 10.8

全 国 19.4 19 18.2 17.7 16.7 16.1 15.4 14.4 13.9 13.3

5 14 13 20 15 11 11 10 8 7

管 内 3.9 11.2 10.5 16.3 12.5 9.3 9.4 8.8 7.2 6.3
県 5.2 6.3 7.3 6.2 5.4 4.6 4.9 4.5 3.2 4.1

全 国 7.7 7.6 7.0 6.8 6.5 6.4 6.0 5.6 5.2 5.0

参考：管内の総人口に占める80歳以上の割合　2010年11.2％　　2015年13.5％

罹患率
(人口

10万対)

喀　痰　塗　抹　陽　性　肺　結　核　患　者

年

年末時現在
登録者(人)

新登録結核
患者(人)

罹患率
(人口

10万対)

喀痰塗抹陽性
肺結核患者(人)
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肺結核患者（N=200）のうち、診断時に呼吸

器症状がなかった者は 36.5％であり、80 歳以

上（N=84）においても 34.5％であった。 

受診・診断・発見の遅れの割合は、全て全国

よりも高く、特に受診の遅れの割合が高かった

（表２）。 

80 歳以上の新登録結核患者では、登録時要

介護認定者の 47 人（46.1％）に加えて、治療

中に新たに要介護認定を受けた者が６人おり、

合計 53人（52.0％）が要介護認定者であった。 

80 歳以上の新登録結核患者の福祉サービス

利用状況は、表３のとおりである。 

外国出生結核患者は 23歳～56歳（平均 35.8

歳）の５人であり、出生国はフィリピン２人、

中国２人、インド１人であった。 

考 察 

結核罹患率は、管内・県・全国ともに減少傾

向にあるが、管内の結核罹患率は県・全国より

も高い水準で推移しており、特に喀痰塗抹陽性

罹患率は県・全国の 1.5～２倍である。 

また、管内には常勤の呼吸器内科専門医師が

おらず、他科の医師が診察を行うことが多い。

そのため、結核患者の早期発見と地元医療機関

で治療できるよう、管内では 2013 年度から管

内医師会と共催で年１回医療従事者を対象と

した結核対策研修会を開催している。研修会で

は、講師と連携し、管内の事例を通した結核診

療や治療法等の現場に即した内容の研修を行

っている。 

さらに、管内医師会・市町・福祉施設等の関 

 

 

 

係機関に感染症情報を還元し、タイムリーに情

報提供することにより結核の正しい知識の普

及啓発を行う等、関係機関との頻繁な情報連絡

を行っている。今後も頻繁な情報連絡を継続し、

より一層の連携強化が必要である。 

管内は、80 歳以上の高齢結核患者が占める

割合が増加傾向にある。80 歳以上の新登録結

核患者の 52.0％が要介護認定者であり、

44.1％が福祉サービスを利用している。そのこ

とは、福祉施設や在宅サービスの職員に結核の

正しい知識を身に着けてもらうことにより、高

齢結核患者の早期発見及び住み慣れた地域で

結核の治療を完遂できる地域づくりにつなが

ると考える。そこで、2017 年度からは福祉施

設や在宅サービスの職員を対象とした研修会

を開催している。 

また、管内は農業が盛んな地域であり、海外

からの農業の技能実習生を受け入れている企

業があるため、今後も外国出生結核患者の発生

が予測される。関係機関との連携により、言語

の壁を越えた患者支援を行う必要がある。 

おわりに 

管内の喀痰塗抹陽性罹患率が高く、高齢結核

患者が占める割合が増加している現状を高齢

結核患者に係わる医療従事者や、福祉施設職員

等の関係者に理解を深めてもらうことにより、

結核を早期発見し、患者が住み慣れた地域で治

療を完遂できるよう、今後も研修会の開催や、

タイムリーな情報提供に努めていきたい。 

93人 

68人 

9人 

4人 

12人 

25人 17人 

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

登録時の 

居場所 

結核病棟 

退院後の 

行き先 

自宅 施設入所 地元医療機関入院 死亡退院 

図４ 新登録喀痰塗抹陽性肺結核患者の入院前後の居場所 

36人 

21人 

4人 

1人 

7人 

17人 8人 

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

登録時の 

居場所 

結核病棟 

退院後 

の行き先 

自宅 施設入所 地元医療機関入院 死亡退院 

図５ 80歳以上新登録喀痰塗抹陽性肺結核患者の入院前後の居場所 

表２　受診・診断・発見の遅れ

受診の遅れ
(2ヶ月以上）

診断の遅れ
(1か月以上）

発見の遅れ
(3か月以上）

管 内 42.1% 21.3% 26.4%

全国（2015年) 20.1% 21.5% 20.4%

表３　80歳以上の新登録結核患者の福祉サービス利用状況

福祉サービス

未利用
施設入所

通所・短期

入所施設
在宅サービス

7人 10人 28人 19人
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総合防災訓練における保健師の役割と実災害への備えに関する考察 

○渡部 恵子 松本 哲男  石本 誠  池田 篤司  (松山市総合政策部危機管理課) 

キーワード：災害、地域防災計画、防災訓練、避難所、保健師の役割

はじめに 

松山市では、災害対策基本法及び松山市地域防

災計画に基づき、毎年、防災関係機関、民間協力

団体、自主防災組織等の市民とともに、総合防災

訓練を実施している。保健師は、この総合防災訓

練では、救護所での救護活動や避難所での健康相

談、健康教育を行い、過去の大規模地震等の被災

地支援では、避難所や仮設住宅における個人、集

団、地域の健康アセスメントを実施してきた。

平成 30 年 7 月豪雨において、松山市内でも被

害が発生したことから、今後より一層の災害対策

の充実が求められているところであり、今年度の

総合防災訓練を実施する中で、保健師の役割と実

災害への備えについて考察する機会を得たので

報告する。

方 法 

1. 訓練目的

防災関係機関との連携強化、応急対策の機能向

上及び地域住民等の防災意識の高揚を図るとと

もに、安全で安心なまちづくりに資する。

2. 訓練日時

平成 30 年 10 月 28 日（日）9:00～13:00 
3. 訓練場所

（メイン会場）愛媛大学教育学部附属幼稚園・小

学校・中学校・特別支援学校

（サテライト会場）松山市立坂本小学校

４. 訓練想定

四国沖の南海トラフを震源とする M9.0 の巨大

地震が発生。松山市で震度 7 を観測し、家屋の倒

壊による人的被害が多数発生、さらにライフライ

ンも寸断され、山間部では、大雨による土砂災害

が発生し、市民生活が大きく混乱している。

5．訓練実施項目 
（メイン会場）地震避難訓練、避難所開設運営訓

練、情報収集・伝達訓練、消火・救出・救護訓練、

道路啓開訓練、ライフライン復旧訓練、救援物資

供給訓練

（サテライト会場）土砂災害避難訓練、避難所開

設運営訓練、緊急支援物資供給訓練、土砂災害救

出・救護訓練

結 果 

1. 訓練参加者

訓練参加者は 1,700 名であり、内訳は、市民

1,400 名、各防災関係機関・団体 72 機関 200 名、

市関係者 100 名であった。市関係者のうち、保健

師（5 名）は、避難所開設運営訓練の企画・調整

及び実施に携わった。

2. 住民避難に関する訓練実施内容

訓練実施項目のうち、住民避難に関する項目に

ついて、訓練のねらいと実施した内容を示す。

(1) 地震避難訓練 
メイン会場に配置した地震体験車を一つの家

屋と見立て、身を守る安全行動や屋内での安全対

策などの地震時の初動対応を実演した。

(2) 避難所開設運営訓練 
①避難所運営員会への女性の配置

避難所運営委員会の総務班のリーダーに女性

が就くことで、女性の意見を避難所運営に反映で

きる組織体制をとった。

②女性、子ども、要配慮者の避難スペースの確保

過去の大規模災害では、性犯罪や性暴力が発生

した事例もあることから、性差の違いに配慮し、

プライバシー保護を目的とした女性配慮スペー
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スを設け、授乳室や女性用品の保管場所、妊産婦

の休憩場所を併設することで、女性が少しでも過

ごしやすい環境を確保した。子どもの遊びスペー

スでは、新聞紙を使ったスリッパづくりを体験で

きるようにし、災害時であっても子どもの遊びや

教育が継続できるような配慮をした。要配慮者の

避難スペースでは、市民が協働して段ボールベッ

ドや簡易トイレを作成し、日常生活動作の機能低

下がある高齢者や障がい者に配慮した避難スペ

ースづくりを体験した。

(3) 消火・救出・救護訓練 
初期消火及び要救助者の救出と並行して、松山

市消防局、日本赤十字社愛媛県支部、愛媛県立中

央病院 DMAT、松山市医師会、愛媛県看護協会、

松山薬剤師会、松山市保健所の連携によるトリア

ージエリアの設営、応急救護所の設営、応急処置

の実施を行った。

(4) 学校関係者と連携した訓練 
①学校と連携した避難所開設

避難所で必要とされる学校の備品等について、

学校関係者に準備段階から実際に対応してもら

うことで、初動時の円滑な避難所開設及び運営に

つなげた。

②小中学校の児童生徒等の訓練への参加

初期消火やがれきからの救出に児童・生徒が自

主防災組織等の市民と連携、協力した。

(5) 土砂災害訓練 
7 月豪雨災害を教訓として、多くの土砂災害警

戒区域等が存在する坂本地区において、地元自主

防災組織主体による避難所開設運営訓練や炊き

出し訓練、消防による救助訓練、企業局による給

水訓練等を実施し、土砂災害等に対する危機意識

の向上を図った。 

3. 保健師による訓練実施内容

危機管理課所属の保健師 1 名は、松山市避難所

運営管理マニュアルに基づき、避難所開設運営訓

練を企画し、関係者への事前調整や当日の総合調

整を実施した。

健康づくり推進課所属の保健師 4 名は、メイン

会場とサテライト会場に 2 名ずつ従事し、避難者

役市民に対して、避難生活における健康上の注意

に関する健康教育のほか、エコノミークラス症候

群や生活不活発病予防のための体操の実技、ノロ

ウイルス等の感染症拡大防止のためのペットボ

トルを用いた次亜塩素酸ナトリウム消毒薬の作

成手順の実技などを行った。

考 察 

総合防災訓練で様々な訓練項目を実施するこ

とにより、各々が行う応急対策の手順を確認する

とともに、共助の重要性の再認識と市民、関係機

関、市の連携強化を図ることができた。特に、自

主防災組織と学校が協力できるように努めたこ

とは、次の世代を担う子ども達の防災意識の向上

の面で意義があったと考える。

市町村に所属する保健師には、災害発生時に地

域住民の直接サービスを最前線で展開する役割

があり
1）、今回の訓練では、市民に対する健康教

育という直接サービスとして、災害時のみならず

平時から取り組める保健衛生の知識の普及を行

った。今後、保健師が保健事業や地区組織活動に

取り組む中でも災害時の対応につながる働きか

けを行うことが期待される。 

また、松山市地域防災計画の災害応急対策とし

て、住民避難活動、医療救護、こころのケアを含

む被災者の健康管理、要配慮者や避難行動要支援

者の支援、避難所等の感染症・食中毒予防を含む

保健衛生管理などが、保健師及び保健福祉部門が

担う役割として規定されている。災害時にこれら

の活動を円滑に実施するために、平時からの訓練、

研修、協議等をとおして、保健師等のスキルアッ

プの機会の確保し、支援体制の整備や関係機関と

のネットワーク構築を推進していきたい。 

文 献 

1) 日本公衆衛生協会,全国保健師長会：大規模災

害における保健師の活動マニュアル.2013. 
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住民と共に考える地区活動について～３年間の新任期を振り返る～

〇薬師神祥子 加地るみ子 二宮真紀 佐々木靖子（西予市健康づくり推進課） 

はじめに 

西予市では、生活習慣病重症化予防を目的に

HbA1c6.5％以上、または血圧Ⅱ度以上該当者を

対象に受診勧奨と保健指導を実施している。そ

の中で、健診の受診率が低いことを課題に感じ

た。担当地区の保健推進員会で健診受診率向上

の方法を検討し、保健推進員とともに特定健診

未受診者の受診勧奨に取り組んだ。 

これまでの３年間の地区活動について振り返

り、今後の取組と学びについて報告する。 

地区概況 

 西予市の中央に位置する宇和町は、人口

16,774 人、高齢化率 35.3％で農業の盛んな米

どころである。担当する田之筋地区は人口

1,502人、世帯数 702 戸、高齢化率 39.9％(平

成 30年 4月 1日現在)、南北に走る県道沿いに

８つの地区が並んでいる。中心に小学校、保育

所、公民館、郵便局があり、住民の集まる場に

なっている。退職後 Uターン者や新しい団地へ

の移住者も多いが、昔から住んでいる人が多く、

公民館発祥の地と言われ、地域づくり協議会の

活動も活発で、つながりの強い地区である。 

取組について 

【１年目～地区の全体像の把握に向けて～】 

積極的に地区に出て、地区の人と接する機会

を多く持つように意識した。地区担当保健師で

あることを知ってもらいたいという思いもあっ

た。保健指導を行う中で「健診は、学生時代に

受けて以来だった。夫に病気があるため、食事

内容には気をつけているつもりだが、自分の食

事は、パンとコーヒーなど簡単にしがち。」と

いう言葉から、なぜ健診を受けてなかったのか、

自分の健康への関心の低さが気になった。《健

康への関心が低い人が多いのか？》と思い、田

之筋地区の特定健診受診率を調べると 33.5％

であり、７割が未受診であった。受診率の低さ

を課題に感じた。 

【２年目～地区住民と共に考える～】 

Act１ 保健推進員へ健康課題を伝える 

西予市では各地区から保健推進員が選出され

ており、年に２回、地区ごとに保健推進員会を

開催している。保健推進員会で健診の受診率を

伝えるとともに、なぜ健診を受けない人がいる

のか、どうすれば受診率が上がるか話し合った。

この時、保健推進員から「何かできることはな

いか？私たちを活用してほしい」との意見が出

た。 

Act２ 受診勧奨アンケート及び結果報告 

KDB(国保ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)の国保被保険者台帳から、

健診と医療の受診状況を把握。平成 27年度に

一度も生活習慣病の受診歴がなく、平成 28年

度に特定健診の受診歴がない者 67名を抽出し

た。地区保健推進員に、抽出者への受診勧奨及

び未受診の理由を把握するアンケートの配布を

依頼し、地区健診３会場の特色(受診率)に合わ

せた勧奨チラシも準備した。個別の関わりの中

の気づきから、保健推進員を巻き込んだ活動に

結びつけることができた。 

キーワード 地区活動 受診勧奨 予防活動 個から地域へ 
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表１ 未受診理由把握アンケート結果 

受けない理由 人数(割合) 

病院で検査・治療している 15 人(22％) 

職場健診を受けている 6 人(9%) 

健康だから 6 人(9%) 

病気が見つかると怖い 0 人(0%) 

面倒くさい 3 人(4%) 

忙しい・時間がない 6 人(9%) 

その他 10 人(15%) 

未提出 13 人(19%) 

集団健診を受けたい 8 人(12%) 

《受診勧奨が重症化予防につながった事例》 

保健推進員の受診勧奨で健診を受診した 60代

女性。血圧 193/118、eGFR36.4で重症化予防対象

者として保健指導を実施。6年前に病院で健診受

診し高血圧指摘されるが、その後健診未受診であ

った。健診後は、内服継続し血圧安定。栄養指導

により、減塩に取り組んでいる。その後肥大型心

筋症も見つかり、治療開始。現在は、体調が改善

し、孫の面倒を見ながら過ごしている。 

この活動から一人の住民の重症化を予防し、

QOLを維持・向上することができたと感じた。 

受診勧奨の結果(表１)から、「健康だから・

面倒くさい・忙しい」と答えた方に健診を受け

る意味を伝える必要性を感じ、この結果と事例

について地域づくり協議会に報告した。「健診

を受ける意味を改めて知ることができた。」と

感想が得られた。 

【３年目～地区活動の取組強化～】 

Act３ 保健推進員と受診勧奨訪問 

特に受診率の低い２地区の国保被保険者台帳

から、健診未受診者 78名を抽出した。抽出者

に保健推進員と共に受診勧奨訪問を実施し、不

在の家には健診受診勧奨チラシを配布した。結

果、在宅 43人、不在 35人であった。 

表２ 受診勧奨訪問結果 

受けない理由 人数(割合) 

病院で検査・治療している 29 人(67％) 

職場健診を受けている 3 人(7％) 

受けたくない 6 人(14％) 

集団健診を受けたい 5 人(12％) 

  受診勧奨の結果(表２)、新たな健診受診者

が５人おり、受診者数が昨年より増加した。訪

問では「退職後、受けないといけないなと思っ

ていたが、きっかけがなかった。」などの声が

聞かれた。公民館、地域づくり協議会、保健推

進員等と協働しながら活動することにより、健

診に関する意識が高まるきっかけになり、受診

者数の増加につながったと思う。 

今後の取組 

１ これまでの取組の中の予防活動、個別課題

から地域課題へ、住民と協働した地区活動とい

う３つの視点を大切にしながら、地区活動を行

っていく。 

２ 健診を受けることで、一人ひとりが自分の

健診の結果を理解して、生活習慣と予防を結び

付けられ、健診を受ける価値を感じてもらうこ

とが、予防活動を仕事とする保健師の役割と感

じた。そのために、個別の保健指導をより充実

させていく。 

３ 若い世代の健診受診率は特に低く、今後は

若い世代から健康に関心が持てるような活動を、

公民館や地域づくり協議会とも協働し、地区住

民の声をひろいながら、展開していく。 

まとめ 

～３年間のリフレクション～ 

健診受診は、健康づくりのまず第一歩だと思

う。今回は、気づきを保健推進員に報告したこ

とから受診勧奨を実施することになり、地区住

民の健康づくりに役に立ったとやりがいを感じ

ることができた。健康づくりのために、協力し

てくれる仲間が地区にはたくさんいることを知

り、住民に保健師の活動を知ってもらうきっか

けにもなった。今後も地域住民と共に考え、地

域全体が健康なまちになっていくように地域づ

くりの一役を担っていきたい。 
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平成 30 年 7月豪雨災害に係る宇和島市吉田町 

全戸訪問健康調査について 

○兵頭秀美 大塚美紗 白石美沙希 山﨑未来 有元梨絵 曽我直世 武内八千代

松下久美子 影山康彦 兵頭昌子 廣瀬浩美（宇和島保健所） 

キーワード 災害時の健康調査、保健所と市の連携 

はじめに 

平成 30 年７月豪雨災害において大きな被害を

受けた宇和島市吉田町において、心身の健康状態、

生活での困りごと、被災状況等を把握するととも

に、支援の必要な住民への適切な援助を実施する

ため、宇和島市役所と連携して、保健師による宇

和島市吉田町全戸訪問健康調査を行ったので報告

する。 

調査方法 

発災３日目の７月 10日から宇和島市が 65歳以

上独居世帯の健康調査を実施し、その後、被災地

の全住民の状況を早期に把握し、支援体制を検討

するため、発災後７日目の７月 14 日より当保健

所が中心となって、全戸健康調査を実施した。 

宇和島市と役割分担し、保健所が県内外の保健

師の受入調整及び住民基本台帳をもとにマクロを

使用した世帯別調査票の作成と訪問対象の地区別

住宅地図の作成等の調査のための準備を行い、７

月 18日から２週間の短期集中型で吉田町全戸訪

問健康調査を実施した。（図１.２） 

調査にあたっては、心身の健康状態だけでなく、 

家屋等の被災状況、生活環境等も調査した。 

 

 

 

 

また、猛暑のなか断水が続いており、二次健康

被害が懸念されるため、熱中症や食中毒、感染予

防等の個別指導や訪問時にペットボトルの水等の

支援物資を個別配布する等の支援を行った。 

健康調査班は、保健所を拠点とし、朝ミーティ

ングでは支援状況や注意事項等のオリエンテーシ

ョンを実施し、ランチミーティングは町内の公民

館やＪＡ、介護老人保健施設を借り、休憩を兼ね

て情報交換を行った。夕方ミーティングでは、市

保険健康課、福祉課、地域包括支援センターの保

健師が参加し、訪問時状況の情報共有や要配慮者

の引継、他部署への引継事項の申し送りを受けた。 

調査結果 

 独居高齢者等の調査や全戸訪問健康調査の結果

を図３に示した。要配慮者 406世帯 420人がリス

トアップされ、事後に再訪問した結果、表１のよ

うに 176人について、宇和島市、保健所、ＤＰＡ

Ｔが協力して継続支援していくこととなった。 

 

宇和島市役所 宇和島保健所

宇和島保健所
　健康調査班
　　（医1.保11）

DHEAT
　（医1.保2.栄1.事1）

健康調査班　 調査時期：H30.7.18～8.1
      　調査地区：玉津地区、喜佐方地区、奥南地区、立間地区、吉田地区

　　　　　　　　　　　　　　　3,732世帯

県内保健師支援チーム
　県6、市4、町4、在宅3
　（保319.事9）

県外保健師支援チーム
　富山県、藤沢市、尼崎市
　大分市　　（保8.事4）

 図１　宇和島市吉田町支援スキーム

本庁
　保険健康課（保13）
　福祉課（保1）
　地域包括（保3）

被災地：吉田支所
　　　　　　　（保3）

【宇和島保健所】 【宇和島市役所】

住民基本台帳

朝ミーティング
※オリエンテーション

ランチミーティング
※休憩、午後からの調整

夕方ミーティング
※訪問状況の情報共有

基礎データとして活用調査結果のデータ入力・集計

要配慮者のフォロー

　図２　健康調査概要フロー

各戸配布用支援内容説
明書・支援物資

対象者台帳データ作成

保健師の受入調整
調査票作成

訪問地図作成

訪問調査
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考 察 

健康調査の結果、健康状態以外に被害状況や生

活環境等多くの情報を得ることができ、被害の全

貌を迅速に把握できた。また、保健・福祉分野以

外の部署においても、被害状況や支援状況の基礎

データとして結果が活用されることとなった。そ

の後の支援の方向性を決める上で大変役立つこと

により、全戸訪問健康調査は、被災後できるだけ

早期に短期間で実施することが望ましいと考える。 

 全戸訪問健康調査に先立ち、独居高齢者等の訪

問調査を実施したが、世帯分離の家庭や施設入所

者、転出者が多く、日頃からの台帳整理の必要性

を実感した。 

 また、調査票は当保健所で作成していた既存の

ものを使用したが、大規模災害を想定していなか

ったためにデータ入力がしにくいという課題があ

った。データ管理が行いやすく、基礎データとし

て必要な項目を入れた調査票を保健・福祉分野以

外の関係部署も交えながら検討し、作成していく 

必要がある。 

このほか、健康調査において、データ入力等の

保健師活動をサポートする職員の配置が、迅速に

調査を実施するうえで有益であった。 

 今回、要配慮者にリストアップされた者の多く

は、罹災前から問題を抱えており、罹災により問

題がよりクローズアップされた者が多く、平時か

ら住民・地域の情報を把握しておくことの重要性

を再確認した。 

今回の健康調査は、県内外から多くの保健師の

協力を得て、健康調査を実施したが、地域住民の

受入れもよく、多くの情報を得ることができた。

これは、地域のコミュニティの良さと日頃からの

きめ細やかな保健師活動の成果と思われた。 

おわりに 

罹災後早期に保健師が全戸訪問を実施したこと

は、被害の全貌を把握し、今後の支援活動の基礎

データになるだけではなく、地域住民の健康管理

や心のケアのために大切な対策であると考える。 

健康調査班によるさまざまな支援が展開され、

熱中症や食中毒、感染症などの二次健康被害の発

生を予防することができ、保健所の役割を果たす

ことができた。 

 平時から関係機関と顔の見える関係を構築し、

丁寧な地区診断を行い、住民や地域の情報を把握

しておくことが、災害時迅速な対応を行うために

重要であり、さらなる関係機関との連携強化や地

区診断に今後も努めていきたい。 

　表 1　要継続配慮者の内訳

分　類 人数 主な症状 支援部署

健康管理等 59人

・がん、難病治療中
・脳梗塞後遺症
・糖尿病、高血圧等治療中及び中断
・血圧が高い、浮腫、腎機能低下

市本庁・支所
保健師

生活・介護等 34人

・災害後、閉じこもりがちになったことに
よる　ＡＤＬの低下
・認知症状の悪化
・介護疲れ

地域包括支
援センター

障がい 32人 ・発達障がい者の不安増強
市福祉課・支
所保健師

メンタル 51人

・住宅被害が解決しないことによる非観
感とうつ症状、
・生活再建への不安
・不眠
・育児不安の増大
・遺族支援

市支所保健
師・保健所・
ＤＰＡＴ

計 176人

図３　宇和島市吉田町全戸健康調査フォローアップ

分　類 人数 うち継続

健康管理等 114人 59人

実施日 ①7/10～7/16 生活・介護等 180人 34人

障がい 49人 32人

メンタル 77人 51人

計 420人
（406世帯）

176人

対象数
575人

うち障がい者117人

実施日 ②7/18～8/1

不在等

対象数 3,732世帯 542世帯

対　象

市支所保健師が引き続き確認

9/2～9/11　高齢者世帯訪問支援　

生活支援と罹災証明申請勧奨　431世帯

3,490世帯

全戸訪問調査を実施

　  【世帯数】　 4,032世帯
　  【人 　口】   9,785人

所在等確認

要
配
慮
者　避難行動要支援者名

簿登録者及び独居高齢
者調査を実施

対　象
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難病医療体制の検討  

～難病拠点・協力病院の医療機関調査から～ 

○宇都宮愛理 松浦仁美 菅悦子 森田圭子 竹内豊 （愛媛県健康増進課）

キーワード 難病、難病医療体制 

は じ め に 

平成29年４月、国から「難病の医療体制の構

築」について、早期に正しい診断ができる体制、

身近な医療機関で治療の継続ができる体制など４

つの目指すべき方向性と、診療連携及び診療分野

別拠点病院を指定するモデルケースが示され、特

に在宅療養支援と医療機関連携が求められている。 

本県ではこれまでも、拠点・協力病院を対象に

アンケート調査を実施していたが、充分な実態把

握ができていなかった。 

今回、新たな医療体制構築の検討材料を得るた

め、また、在宅療養支援・医療機関連携の実態及

び促進要因を明らかにするため本調査を実施した。 

調 査 方 法 

【対象】県内難病拠点・協力病院等 計102か所 

【方法】郵送法による自記式質問紙調査 

【期間】平成29年11月～12月 

【項目】属性（回答職種・圏域）、診療機能、今

後の医療体制、レスパイト入院、医療機

関連携、多職種連携状況（福井（2014）

の顔の見える関係評価尺度、以下「尺

度」という） 等 

【分析】各項目について圏域別に記述統計を実施。

レスパイト入院及び医療機関連携の促進

要因を検討するため、各項目の実績の有 

無別に尺度得点の有意差を一元配置分散

分析で求めた。 

【倫理的配慮】対象の医療機関が識別できないよ

うデータをコード化した。 

結 果 

（１）属性 

回答85機関（83.3%）、有効回答 84機関、圏

域内訳は、宇摩10機関、新居浜・西条 12機関、

今治11機関、松山31機関、八幡浜・大洲 11機

関、宇和島９機関（表１）。職種内訳は、医師

36名、コメディカル21名、事務25名、不明2名

であった。 

表１．.回答内訳（圏域別） 

（２）診療機能の実態 

県内の医療費受給者数上位３位の疾患は、県内

いずれの圏域においても、確定診断・診断後の治

療ともに可能であった（表２）。 

しかし、神経難病の代表疾患である筋萎縮性側

索硬化症に関しては、診断後の治療が可能な医療

機関数が乏しい圏域があった。  

さらに、確定診断ができる医療機関に至っては

県下全体で非常に少なく、対応不可の圏域もある

結果であった（表３）。 

表２．.受給者数上位疾患の診断・治療可能医療機関数（圏域別） 

疾患名 区分 宇摩
新居浜
・西条

今治 松山
八幡浜
・大洲

宇和島

潰瘍性大腸炎 診断 3 7 5 8 8 3

治療 5 6 6 16 9 5

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病 診断 4 5 5 7 5 2

治療 7 8 9 24 9 5

ＳＬＥ 診断 3 3 5 4 4 2

治療 5 6 3 8 8 6

表３．.筋萎縮性側索硬化症の診断・治療可能医療機関数（圏域別） 

区分 宇摩
新居浜
・西条

今治 松山
八幡浜
・大洲

宇和島

確定診断 1 1 2 4 1 0

診断後の治療 4 8 7 21 9 2

（３）各医療機関が希望する医療体制 

今後目指すべき医療体制は、どのようなものが

本県の実情に応じているかとの問いには、62機

関（75％）が「地域型」の体制を希望しており、

圏域別に見ても「地域型」を望む声が最も多い結

果であった（表４）。 

表４．今後目指すべき医療体制について（圏域別） 

（４）レスパイト入院・医療機関連携の実態 

レスパイト入院については、受入実人数166件

/年、延人数407件/年であった。県下全体では、

「受入可能」が55機関あるのに対し、「受入実

績あり」は25機関であり、ほぼ全ての圏域にお

いて「実績あり」が「受入可能」の半数以下であ

った（表５）。 

10 12 11

31

11 9

0

10

20

30

40 ｎ=84 

n＝84 
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 医療機関連携については、県下全体では、「連

携実績あり」が45機関（53.3%）であったが、圏

域別でみると、２機関（20％）から６機関

（66.7%）と約３倍の差があった（表６）。 
 

表５．レスパイト入院の実態 

  

7 8 6

18

9 7
3 4 4

8
3 3

0

5

10

15

20

受入可能 受入実績あり
 

 

表６．医療機関連携の実態 

 

2
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0%
20%
40%
60%
80%

100%

あり なし  
 

（５）レスパイト入院及び連携を促進する要因 

 尺度得点を職種別でみると、コメディカルが最

も得点が高かった。 

 尺度とレスパイト入院の関連は、入院の受入

「可能群」は、「地域の相談できるネットワーク

がある」などの３因子で「不可群」に比べて得点

が高かった（表７）。さらに入院実績｢あり群｣は、

前述の３因子に加え、｢地域の多職種で会ったり

話し合う機会がある｣などを加えた５因子で、｢な

し群｣より尺度得点が有意に高かった（表８）。  

 医療機関連携実績は、｢あり群｣が｢なし群｣より､

｢他の職種の役割がわかる｣などの３因子で得点が

有意に高かった（表９）。 
 

表７.レスパイト入院受入可否と尺度の関連 

 

 
 

表８．レスパイト入院実績と尺度の関連 

 

 

 

 
 

 
 

 

表９．.医療機関連携の実績と尺度の関連 

 

 
 

考 察 ・ 結 論 

（１）目指すべき医療体制 

以上の結果を踏まえると、国が示す、診療連携

拠点病院及び診療分野別拠点病院のみを指定する

と、主要な医療機関が松山圏域に集中し、松山圏

域外では、早期診断や身近な医療機関での治療継

続の実現は困難であると推察される。 

あわせて、受給者数上位３疾患であれば各圏域

内で確定診断・診断後の治療ともに対応可能であ

ることが明らかになり、また、各医療機関も「地

域型」の医療体制を希望していることから、圏域

毎に核となる「地域拠点病院」を本県独自に指定

し、早期診断や身近な医療機関での治療継続を目

指す体制とした。 

 なお、神経分野に関しては、圏域内での対応が

困難な地域があることから、「神経拠点病院」を

指定した。 

（２）今後の取り組み 

レスパイト入院は、全圏域で受入れが可能だが、

実績は半数以下であることから、患者は固定の医

療機関で入院していることが推察された。医療機

関連携は、圏域単位で実績「あり」の割合に約３

倍の差が見られた。これらの背景については、今

後、患者が暮らす圏域内でレスパイト入院ができ

ているかどうか、受療動向、医療機関連携の実態

について、次年度のアンケート調査や、関係者の

生の声の中から検証していきたい。 
レスパイト入院及び医療機関連携の促進要因と

して、多職種連携が関連していることが示唆され

た。安井らは、多職種連携促進の重要な課題とし

て、コミュニケーション、情報共有を挙げている
2）。難病患者の在宅療養支援を推進する体制を構

築するため、難病患者に身近な圏域単位で、多職

種の顔が見え、コミュニケーション、情報共有の

ための場を設定することが重要と考える。 
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愛媛県における透析導入に至るリスクの検討 

○瀨戸裕一 1），竹内豊 1），廣瀬浩美 2），竹之内直人 3），斉藤功 4）

1）愛媛県健康増進課，2）愛媛県宇和島保健所，3）愛媛県心と体の健康センター，4）大分大学医学部公衆衛生・疫学講座

キーワード 後ろ向きコホート，人工透析導入率，透析導入に至るリスク 

目的 

保険者全体の重症化予防や医療費適正化の

観点から，愛媛県国保データベース（KDB）等

を用いて，国保被保険者を対象に新規人工透析

導入，並びに健診受診者においては人工透析導

入に至るリスク要因について検討した。 

方法 

愛媛県 KDB システム出力帳票及び特定健診

データ管理システムを使用し，平成 24 年度の

国保被保険者から，既に人工透析を実施してい

る者および 4 年間で後期高齢者に移行する 71

～74歳を除いた人 49,939人を分析対象者とし

た。 

特定健診受診の有無別に年齢調整した 4 年

間の累積人工透析導入率を算出した。 

また，健診受診者について eGFR と尿蛋白判

定別に，年齢階級別人工透析導入率を算出し，

さらに，ロジスティック回帰分析により人工透

析導入に対する調整済みオッズ比を算出した。 

肥満，高血圧，脂質異常症，糖尿病，喫煙を

人工透析導入に至る要因とし，eGFR および尿

蛋白について人工透析導入率を算出した。それ

らの要因と年齢・eGFR 及び年齢・尿蛋白で調

整した率比を算出した。率比とその 95%信頼区

間の計算はポアソン回帰分析を用いた。 

結果 

（1）人工透析導入率 

健診受診者 49,939 人を 4 年間追跡し，愛媛

県全体における新規人工透析導入者数は 20 人，

人工透析導入率は 40.05（人口 10 万人対）で

あった。未受診者は 150,822人追跡し，新規人

工透析導入者数は 639 人，人工透析導入率は

423.68（人口 10万人対）であった（図 1）。 

県全体において，未受診者は受診者に比べ人

工透析導入率は 10 倍程度であり，年齢階級が

上がるほど人工透析導入率は高かった。東予・

中予・南予地域についても同様の傾向だった

（表 1）。 

 

 

図 1 

平成 24年度未受診者 
150,822人 

平成 24年度受診者 
49,939人※分析対象者

平成 25～28 年度  

新規人工透析導入者数 20 人 

平成 25～28 年度  

新規人工透析導入者数 639 人 

累積人工透析導入率 

40（10 万人対） 

累積人工透析導入率 

424（10 万人対） 

表1　地域別にみた年齢調整人工透析導入率

人数
新規人工透

析導入者数

人工透析導入率

（人口10万人対） 人数
新規人工透

析導入者数

人工透析導入率

（人口10万人対）

東予地域 40～54 2,404 0 0.00 13,741 34 247.43
55～64 6,326 0 0.00 20,966 88 419.73
65以上 8,246 5 60.64 16,231 90 554.49
総数 16,976 5 29.45 50,938 212 416.19

年齢調整1) 28.86 412.10

中予地域 40～54 2,777 1 36.01 18,902 61 322.72
55～64 6,888 3 43.55 25,478 112 439.59
65以上 8,551 6 70.17 18,881 103 545.52
総数 18,216 10 54.90 63,261 276 436.29

年齢調整1) 54.45 438.65

南予地域 40～54 2,442 1 40.95 10,018 29 289.48
55～64 6,184 2 32.34 16,430 63 383.44
65以上 6,121 2 32.67 10,175 59 579.85
総数 14,747 5 33.91 36,623 151 412.31

年齢調整1) 35.09 414.18

愛媛県全体 40～54 7,623 2 26.24 42,661 124 290.66
55～64 19,398 5 25.78 62,874 263 418.30
65以上 22,918 13 56.72 45,287 252 556.45
総数 49,939 20 40.05 150,822 639 423.68

1)愛媛県全体を基準集団とした間接法による年齢調整

地域 年齢階級
健診受診者 健診未受診者
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（2）人工透析導入に至るリスク要因 

健診受診者について人工透析導入に対する

各要因のオッズ比を示したところ，性別，LDL

コレステロール，HbA1c(NGSP)，尿酸，高血圧，

糖尿病について，有意差が認められた。LDLコ

レステロールは透析導入について負の関連を

認め，HbA1c(NGSP)，尿酸，高血圧，糖尿病は

透析導入に対して正の関連を認めた（表 2）。 

また，年齢，BMI，尿酸，糖尿病，脂質異常

症で調整したところ，eGFR45 未満及び尿蛋白

(2+以上)について機能低下が進むほど人工透

析導入のオッズ比が著しく高くなった（表 3）。 

 

 

 

 

健診受診者について，要因別の率比は，高血

圧があることで 3.87 倍，糖尿病があることで

7.51倍オッズ比が上昇した（表 4）。 

eGFR 及び尿蛋白判定について，機能低下が

著しい場合，高血圧，糖尿病，喫煙を有するこ

とで人工透析導入率が高くなった（表 5，6）。 

年齢 eGFR で調整した高血圧の率比は 2.57

倍，糖尿病の率比は 5.80倍，喫煙の率比は 2.53

倍であった。また，年齢・尿蛋白判定で調整し

た高血圧の率比は 1.74 倍，糖尿病の率比は

2.68倍，喫煙の率比は1.88倍であった（表7）。 

 

 

 

 

結論 

健診未受診者からの新規人工透析導入率が

非常に高い現状から健診受診率向上とともに

ハイリスク者を早期に把握し，予防につなぐ医

療連携の構築が急務である。また，eGFR 及び

尿蛋白は，高血圧，糖尿病，喫煙があることで

人工透析導入率は上がることが示唆された。 

今後は，示唆された結果について県糖尿病対

策推進会議等において糖尿病性腎症の重症化

予防に向けた取組を検討し，保険者と専門医や

医師会等との更なる連携体制の構築等が急務

と考える。 

変数 オッ ズ比
１ ) P値

性別( 男=1， 女=0) 4. 38 1. 59 - 12. 04 <. 0001

年齢（ 歳） 1. 41 0. 81 - 2. 46 0. 23

BMI ( kg/ m² ) 1. 10 0. 72 - 1. 68 0. 66

収縮期血圧( mmHg) 1. 14 0. 75 - 1. 75 0. 54

LDLｺﾚｽﾃﾛ ﾙー( ㎎/dL) 0. 49 0. 30 - 0. 79 <. 0001

HbA1c( NGSP) ( %) 1. 53 1. 16 - 2. 00 <. 0001

γ-GTP( I U/L) 0. 70 0. 29 - 1. 70 0. 43

尿酸( ㎎/dL) 1. 24 1. 07 - 1. 44 <. 0001

高血圧( あり =1， なし =0) 4. 14 1. 51 - 11. 39 <. 0001

糖尿病( あり =1， なし =0) 7. 96 3. 25 - 19. 49 <. 0001

脂質異常症( あり =1， なし =0) 1. 42 0. 58 - 3. 48 0. 44

1) 連続量に関し ては， １ 標準偏差増加分のオッ ズ比を示す。

95%信頼区間

表2　 ロジスティ ッ ク 回帰分析による人工透析導入に対する各要因のオッ ズ比( 単変量解析)

変数 人数 オッズ比1） P値

e-GFR

　 60以上 41,829 1.00

　 45～59 6,628 3.04 0.49 - 18.81 0.28

　 45未満 1,482 50.62 12.82 - 199. 88 <.0001

尿蛋白判定

　 -，± 47,230 1.00

　 1+ 2,100 3.41 0.63 - 18. 30 0.52

　 2+以上 493 31.01 9.02 - 106. 56 <.0001

1)性別，年齢，BMI，尿酸，高血圧，糖尿病，脂質異常症で調整。

95%信頼区間

表3　 ロジスティ ッ ク 回帰分析によるeGFRと 尿蛋白判定の人工透析導入に対する調整済みオッ ズ比

表4　各要因別にみた人工透析導入率と率比

人数
新規人工透析

導入者数
人工透析導入率
（人口10万人対）

年齢調整
人工透析導入率
（人口10万人対）

率比
（95%信頼区間）

P値

肥満 なし 37,820 15 39.7 33.2 1.00
あり 12,119 5 41.3 35.3 1.06 (0.39-2.92) 0.91

高血圧 なし 28,951 5 17.3 16.6 1.00
あり 20,988 15 71.5 64.3 3.87 (1.37-10.9) 0.01

脂質異常 なし 24,295 8 32.9 28.8 1.00
あり 25,644 12 46.8 39.0 1.35 (0.55-3.33) 0.51

糖尿病 なし 46,074 12 26.0 23.3 1.00
あり 3,865 8 207.0 175.2 7.51 (3.05-18.48) <.0001

喫煙 なし 43,505 15 34.5 27.3 1.00
あり 6,434 5 77.7 70.3 2.58 (0.93-7.20) 0.07

表5　各要因とeGFR分類別にみた人工透析導入率

要因
新規人工透析

導入者数
人工透析導入率
（人口10万人対）

新規人工透析
導入者数

人工透析導入率
（人口10万人対）

新規人工透析
導入者数

人工透析導入率
（人口10万人対）

肥満 なし 3 9.4 0 0.0 12 1194.0
あり 0 0.0 2 107.6 3 628.9

高血圧 なし 2 0.8 1 30.3 2 296.3
あり 1 5.9 1 30.0 13 1610.9

脂質異常 なし 0 0.0 1 35.4 7 1063.8
あり 3 14.3 1 26.3 8 970.9

糖尿病 なし 2 5.2 1 16.5 9 679.2
あり 1 31.7 1 179.2 6 3821.7

喫煙 なし 2 5.5 2 33.4 11 848.1
あり 1 17.8 0 0.0 4 2162.2

eGFR
60以上 45～59 45未満

表6　各要因と尿蛋白判定分類別にみた人工透析導入率

要因
新規人工透析

導入者数
人工透析導入率
（人口10万人対）

新規人工透析
導入者数

人工透析導入率
（人口10万人対）

新規人工透析
導入者数

人工透析導入率
（人口10万人対）

肥満 なし 4 11.1 2 151.6 9 3448.3
あり 2 18.1 0 0.0 3 1293.1

高血圧 なし 3 10.7 1 129.5 1 751.9
あり 3 15.6 1 75.3 11 3055.6

脂質異常 なし 3 13.0 0 0.0 5 2907.0
あり 3 12.4 2 181.2 7 2180.7

糖尿病 なし 4 9.1 2 114.2 6 1680.7
あり 2 59.3 0 0.0 6 4411.8

喫煙 なし 6 14.5 1 59.0 8 1975.3
あり 0 0.0 1 246.3 4 4545.5

尿蛋白判定
－/± 1＋ 2＋以上

表7　各要因と年齢・eGFR及び年齢・尿蛋白判定で調整した率比

要因
調整済み

人工透析導入率
（人口10万人対）

調整済み率比
（95%信頼区間）

P値
調整済み

人工透析導入率
（人口10万人対）

調整済み率比
（95%信頼区間）

P値

肥満 なし 52.7 1.00 165.8 1.00
あり 40.9 0.78 (0.28-2.14) 0.623 63.2 0.38 (0.13-1.16) 0.09

高血圧 なし 30.6 1.00 87.4 1.00
あり 78.8 2.57 (0.89-7.40) 0.080 152.0 1.74 (0.59-5.08) 0.31

脂質異常 なし 46.0 1.00 120.9 1.00
あり 52.8 1.15 (0.47-2.84) 0.762 122.5 1.01 (0.41-2.50) 0.98

糖尿病 なし 36.3 1.00 96.8 1.00
あり 210.6 5.80 (2.35-14.32) ＜0.001 259.7 2.68 (1.04-6.90) 0.04

喫煙 なし 41.1 1.00 105.0 1.00
あり 104.0 2.53 (0.91-6.99) 0.074 197.2 1.88 (0.68-5.22) 0.23

年齢・eGFRで調整 年齢・尿蛋白判定で調整
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2018 西日本豪雨災害における 

（公社）愛媛県栄養士会食生活支援の活動報告 

濵田 千鶴 （（公社）愛媛県栄養士会） 

は じ め に 

台風 7号および梅雨前線等の影響による集

中豪雨が、平成 30年 6月 28日から 7月 8日

にかけて愛媛県を含む西日本各地に甚大な被

害をもたらした。 

（公社）愛媛県栄養士会は（公社）日本栄

養士会と連携して、7月 12 日に「特殊栄養

食品ステーション」を愛媛県栄養士会事務所

に立ち上げた。17日には出先ステーション

を大洲総合福祉センターに開設し、災害支援

活動を開始した。このことについて報告をす

る。 

活 動 概 要 

日本栄養士会において平成 23 年度から開

催されている JDA-DAT リーダー研修を受講し

ているものを中心に、現理事、会員が栄養・

食生活支援を実施した。また日本栄養士会は

愛媛県栄養士会から支援要請を受け、指定都

道府県栄養士会 JDA-DATに出動要請を行った。

出動要請された（公社）高知県栄養士会・

（公社）徳島県栄養士会 JDA-DAT は、出先ス

テーションである大洲総合福祉センターで、

愛媛県栄養士会と共に災害支援を行った。 

大洲総合福祉センターには、パソコン、プ

リンター、携帯電話（2台）等を持ち込み、

記録・報告書の作成を実施した。 

「特殊栄養食品ステーション」では普通の

食事が食べられない方に対して、アレルギー

対応食、乳児用ミルク、離乳食、嚥下困難な

方向けのおかゆや軟らか食を設置し、被災さ

れた方からの相談に応じ、提供を行える体制

を整えた。 

【災害支援者：時間・人数】 

1日 3名での対応   9：00～17：30 1名 

14：00～20：30 2名  

【災害支援の 1日の流れ】  

9：30 全体ミーティング（1回目） 

・前日までの大洲市の被害・復旧状況の報告 

・災害支援に入った各職種が支援活動の報告

や当日予定の伝達 

10：00 活動内容  

・特殊栄養食品ステーションでの栄養相談 

・保健師チームに帯同しての避難所回り 

・被災者への物資提供や配達 

・避難所別アセスメントの作成 

・報道機関への対応       等 

15：00 訪問予定避難所（者）の情報共有 

・センター担当者、災害支援 Ns、栄養士 

15：30 全体ミーティング（2回目） 

・当日の大洲市被害・復旧状況の報告 

・災害支援に入った各職種による支援活動や

問題点の報告 

17：00 避難所回り 

・災害支援 Nsに帯同し状況確認 

・栄養相談 

・特殊栄養食品の配達・提供・在庫確認 等 

20：00 避難所（者）状況・問題点の報告 

・センター担当者、災害支援 Ns、栄養士 

20：30 支援活動記録、報告書作成 

・被災者健康相談票、在庫表記録 等 

21：00 帰宅 

キーワード 栄養士会、ステーション、JDA-DAT 
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以上の流れは 7月 17 日から 7月 30日。 

8月からは大洲市の要請により金曜日のみの

支援（14：00～20：30）となり、8月 20日

から月水金（13：00～20：30）の支援に変更

となった。台風で支援中止になった 7月 29

日と 8月 22日と支援の無い日は携帯電話を

持ち帰り対応をした。 

結 果 

【災害支援者数・被災者数】 

〈支援者〉・・活動人数    36名 

活動延べ人数    86名 

〈避難所〉 ・・・ 大洲市  16か所 

 西予市  2か所 

〈支援被災者〉支援被災者人数   107名 

支援被災者延べ人数   193名 

  ※避難所にいた対象者家族も含む  

【災害支援での食に関する問題点】 

・炊き出しでの衛生状況。 

・配食された弁当の喫食時間が遅い。 

・高温の室内に、飲みかけペットボトルが放

置されている。 

・生野菜の希望があるが提供できない。 等 

【災害支援の感想（理事）】 

・現場でどのような指導ができるのか不安で

あった。自分が思っていることと求めてい

るものが違うことをどのようにすればいい

のか、他県の JDA-DAT から指導を受けた。 

・最初はどのようにしていいのか分からなか

った。基本的なものがあればやりやすい。 

・金銭や家の無い不安、プライバシーの大切

さなど、災害支援 Ns.や県外 JDA-DATの方

の話は大変勉強になった。 

・話を聞くことで、被災者が気持ちを吐き出

すことができるのかなと思った。 

・被災者の直接の声を聞く事ができ、研修と

実際の違いを実感した。 

・避難者支援で話を聞いて、ニーズが何か、 

何が必要なのかを学ぶことができた。 

・JDA-DATリーダーにつなげなければならな

い。そのためには研修やマニュアルが必要

である。 

・災害支援に参加するたび、情報は変化して

おり、正しい情報をもって支援することが

大切だと感じた。 

考 察 

愛媛県栄養士会 JDA-DATリーダーの調整

がとれず、数名のリーダーと理事と会員で

の支援となった。最初は何をしていいのか

理解できないまま支援に入ったが、日本栄

養士会や他県 JDA-DATのご指導、ご協力に

より、愛媛県栄養士会が特殊栄養食品ステ

ーションで栄養・食生活支援をすることが

できた。ただ支援者が 2日以上の連続した

支援ができなかったので、連続した支援が

できればよりよい支援が提供できたのでは

と考える。 

毎日のミーティングで被災者と被災者を

取り巻く環境は刻々と変化し、支援者は正

しい情報を持って支援をしなくてはならな

いことを痛感するとともに、日頃から県や

市町とのコミュニケーションを密にしてお

く必要性を十分に感じた。 

今後、愛媛県栄養士会としては JDA-DAT

リーダー育成はもとより、JDA-DATスタッ

フ育成が急務であると考える。 
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平成 30 年７月豪雨災害における保健所栄養士の 
市町への栄養・食生活支援と課題について 

○高島恵 兵頭昌子 廣瀬浩美（宇和島保健所）

1.はじめに
災害発生時には、市町は主体的に直接的な

支援を行い、保健所は市町と連携し効果的な
活動が行えるよう後方支援を行うこととなっ
ているが、保健所栄養士が行う栄養・食生活
支援等の具体的な内容の提示はないことから、
市町の災害状況に合わせた支援を行わなけれ
ばならない。 
今回、平成 30 年７月豪雨災害において、

宇和島市吉田地区への栄養・食生活支援実施
状況および徳島県 DHEATと協働した活動状況
を報告するとともに、被災した福祉施設や病
院等の栄養士等に対して災害時の食生活状況
について振り返りの研修を行い、今後の災害
時の栄養・食生活支援について考察した。 

2.宇和島市吉田地区への栄養・食生活支援の
実施状況 
(1) 保健所と市保健センターとの連携体制 
 大規模な被害を受けた宇和島市吉田地区で
は、発災から３日目より、昼夕に自衛隊の炊
き出しが開始された。避難所の提供食数は約
200 食/回で、市栄養士は炊き出しの献立作
成・食材発注業務を行っていた。その後、断
水の影響で自宅での調理が困難なため食数が
600 食/回以上となり、市栄養士による自衛
隊への炊出しに対する支援は疲弊し、避難所
で提供される朝食内容等について苦情もあり、
発災 12 日目より市と連携して被災地の栄
養・食生活支援を行った。 
(2) 行政栄養士の業務内容と問題点 

被災した地域が宇和島市吉田地区と局所的
であったため、市栄養士は通常業務を行いな
がら次の災害支援業務を行っていたことから
市栄養士の全体の業務量は増大し過剰となり、
長期化とともに疲弊がみられた。（表 1） 

3.保健所による栄養・食生活支援の内容
市栄養士から、避難所等での栄養管理に重

点を置きたいとの意向があり、業務量が過剰
と判断し、期間限定での在宅栄養士の短期雇
用を提案や災害支援業務を他機関と連携して
実施するよう提案した。 
(1) 自衛隊の炊出し献立作成と食材発注業務

の担当調整（市立宇和島病院へ移行） 

表 1宇和島市行政栄養士の業務内容と問題点 

被災のない市立宇和島病院の栄養部門と
保健所にて自衛隊の炊出し支援調整を行っ
た。 
市立宇和島病院の集団給食体制 
体制 管理栄養士 10名配置 

献立作成 
全世代や身体状態に対応 
献立作成ソフト利用可 

材料 大量注文業者複数把握 

衛生管理 施設及び職員共に適正 

病院栄養士と共に避難所及び自衛隊炊出
しの現地確認を行い、食材の搬送方法や保
管方法の衛生管理の改善や献立作成・発注
業務を市栄養士から市立宇和島病院の栄養
士へ移行した。 
(2) 避難所の食品等の衛生管理指導を保健所

生活衛生課が支援 
避難所での食中毒発生予防等のため、保健

所生活衛生課が避難所や事業所の巡回を実施
した。 
(3) 避難所の食品等の支援物資の確認 

発災から 12 日目に避難所の支援物資を確
認したところ、大量に多種多様な食支援物資
が届いていた。 

主食 パン・ご飯（パック） 

副食 タンパク源（鮭フレーク、缶詰） 

汁物 味噌汁（インスタント） 

飲料 ＬＬ牛乳、野菜ジュース等 

果物 バナナ、冷凍みかん等 

その他 電子レンジ、ポット等があり温め等可能 

市栄養士が支援物資の内容や種類を把握が
不十分であったことから、物資支援担当課と
内容を確認し、パン以外の食品の提供を開始
することができた。 

キーワード 食支援、避難所、DHEAT 

業務内容 問題点 

自衛隊の炊出しに伴う献
立作成及び食材発注の業
務 

献立作成や発注制限が多
く、献立作成を手計算で実
施、食数も増加した上に直

前変更が多かった。炊出の
食材搬送等の担当課が異な
るため調整に難航 

避難所の食に係る衛生管
理（差入れ、炊出し） 
ボランティアへの指導 

配膳場所の衛生管理 

集団給食衛生管理のノウハ

ウや環境が不十で食中毒の
危険がある。 

保健師・栄養士による各

避難所の巡回 

要配慮者は把握したが、個

別支援できず。 

避難所物資の分配状況や
不足等の確認 

物資担当課へ要望 

食支援物資内容等の情報が
入らない 

要望が通らない 
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また、避難所で避難者が食品の選び方を
赤・黄・緑の３色等の簡単な方法で選択でき
るように指導したところ、翌日には支援物資
を分類し、避難者が選択できるよう掲示する
等避難所の食事提供等の運営改善がとられた。
（図①） 

さらに食物繊維を多く含む食品やビタミン
剤等を分かりやすく配置し、高齢者等の嚥下
困難者にはとろみ剤食品を追加する等の配慮
もみられた。 

（図① ３色バランス） 
(4) 炊出しから弁当への配給移行について 
発災から 13 日目には、断水の長期化を踏

まえ、自衛隊の炊出し終了後の被災者への食
事の提供方法について、関係者と学校給食施
設利用による食事提供か弁当配給かの検討を
行った。 

結果、７月末より弁当の配給になり、特に、
自衛隊の炊出し食数の多さや現地の食品流通
上問題がなかったことなどから、管理栄養士
が監修している中予大手業者等の業者選定等
について助言を行った。 

弁当配給業者の衛生管理は、中予管轄保健
所の生活衛生課が確認を行った。 

炊出しから弁当への切替え時には、弁当提
供世帯をあらかじめ確認して配給する方法や
偏った食事やマンネリ化する弁当内容を改善
する方法について事前に市栄養士に情報提供
した。保健所支援として受援した徳島県
DHEAT の管理栄養士の熊本県震災支援の反省
を活かした助言であった。 
その結果、移行直後は 100 食程度で開始し

た弁当配給数は、生活再建とともに徐々に減
少し、野菜不足や献立内容の苦情も市栄養士
が随時対応することで改善できた。 
(5) 避難所での栄養・食生活指導と要配慮者

への個別栄養指導支援 
避難所生活でのバランスのとれた食事に向

けて、徳島県 DHEATの管理栄養士と協力して
媒体作成を行った。「３色バランスについて」
「減塩方法」を入れたポケットティッシュの
配布や熱中症予防リーフレットをペットボト
ルに添付する方法等を市栄養士へ情報提供し
た。避難所の要配慮者に対する個別の栄養ア
セスメントにおいては、度重なる訪問や重複

した質問等にならないように徳島県 DHEAT の
管理栄養士と検討し、市栄養士と共にアセス
メントした。 

避難所巡回訪問時の情報を基に要配慮者を
抽出し、少人数で効率的な個別栄養指導がで
きた。 

4.被害を受けた施設との振り返り
 被災した地域の病院、学校及び福祉施設の
振り返り研修を 11 月に行い、発災当時の状
況や課題について情報共有と意見交換を行っ
た。 
保育所においては、災害発生時に被災しな

かった保育所が備蓄しているアレルギー食を
すべて宇和島市が集め、被災した保育所に対
して再配布する等の対応がなされたことの報
告があった。保育所での食品の備蓄内容や備
蓄量、衛生管理等については、今後に役立て
ていくことが必要である。 

5.考察
発災当初は市栄養士が自ら対応するとの連

絡があり、保健所からの直接的な支援や調整
は控えていたが、災害対応においては、でき
るだけ早く市栄養士と保健所栄養士が連携体
制をとる必要性を感じた。その後の市栄養士
との連携は、業務調整や避難所の栄養・食生
活支援などを地元の資源やネットワークを活
用して支援することができた。 
自衛隊の炊出しから弁当配給への移行の方

向性についても、保健所栄養士としての役割
を果たせたと思う。 
災害時の避難所の食事内容や栄養状態につ

いては、被災者の健康面からも問題視される
ことが多い。そのため、災害発生当初から食
品等の物資を各避難所に栄養バランスや食事
内容を考慮して配分することできるよう物資
の分配部門と管理栄養士の連携が重要である。 

保育所や学校では、３色別のバランスを踏
まえた食育教室が実施されており、そういっ
た知識やボランティアによる炊出しの衛生知
識について、災害時に住民が活用できる啓発
活動が必要である。 

発災後、さまざまな団体が被災地や避難所
等での食支援の要望がある中、本当に被災地
や避難所にとってその支援が必要かどうかを
見極める困難さを実感した。 

6.おわりに
最後に、保健所栄養士が市町の災害支援業

務の後方支援が行えるよう、平時より色々な
担当や場面想定による訓練が必要であり、マ
ニュアル等に反映していきたい。 
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企業の食生活･栄養改善の支援事業 ～３年間の成果と課題～ 

○ 安川潤  石﨑幸恵  山内宏美  岡田克俊  池田ひとみ  武方誠二  (西条保健所)

キーワード 愛顔のＥ－ＩＹＯプロジェクト、企業の栄養改善 

はじめに 

健康的な食生活は、生活習慣病の予防･改善

に寄与するほか健康寿命の延伸にも結びつく

が、愛媛県では、特に働き盛り世代の野菜不足

や肥満率の高さが問題となっている。県では、

このような背景から H28 年度に各保健所で｢企

業の食生活･栄養改善支援事業(愛顔のＥ－Ｉ

ＹＯプロジェクト)｣を開始し、課題解決に取り

組んでいる。 

西条保健所では、初年度にモデル企業を選定

し、2･3年目に特定保健指導(以下、保健指導と

いう)対象者への介入や従業員への健康教室の

開催等を実施した。 

今回は、企業への介入内容及び得られた成

果･課題について報告を行う。 

方  法 
【対  象】 

 モデル企業：管内の事業所Ａ社（寮あり）

 対 象 者：全従業員及び保健指導対象者※

※職員健康診断(以下、健診という)の結果で動機づけ支援、 

または、積極的支援に該当し(H29：24人、H30：42人)、 

保健所の介入に同意した者 

※年齢構成及び各保健指導の割合は表 1のとおり 

表 1 保健指導対象者の年齢構成 及び 各保健指導の割合 

20代 30代 40代 50代 動機づけ 積極的 

H29 1名 2名 7名 4名 4名 10名 

H30 2名 0名 3名 7名 7名 5名 
※H29-30 年度継続支援者は動機づけ・積極的支援に各１名ずつ 

【基本情報】 

H29･30年の健診結果(全体)を表 2に示す。 
表 2 Ａ社の健診有所見率(H29･30 年) 

項目 基準値 
有所見率(％) 

H29 H30 

肥満 (BMI:㎏/m2) 

 (腹囲:㎝) 

BMI:25以上 29 37 

腹囲:男 85,女 90以上 40 38 

高血糖 (㎎/dl) 空腹時血糖:110以上 7 11 

脂質異常症 

(㎎/dl) 

LDL-C:140以上 or 

HDL-C:40未満 or 

中性脂肪:150以上 

26 43 

高血圧 (㎜ Hg) 血圧:140/90以上 12 9 

※[H29:受診者 167 人,平均年齢 45 歳][H30:受診者 181 人,平均年齢 44 歳] 

【内  容】 

Ａ社での取組みと該当(参加)者数を表 3 に

示す。 

初年度は、一部社員を対象に FFQg(食物摂取

頻度調査法)※1 を用い、個人の栄養状態を評価

した。2年目は、事業所全体の生活及び食生活

習慣の現状と問題点を把握するために、愛媛県

健康づくり計画の指標となる項目を中心にア

ンケートを全従業員に実施した。 

また、対象者の負担軽減と回収率の向上を目

指し、事業所内では、電子媒体で配布･回収す

ることで集計作業の効率化を行った。 

保健指導対象者への介入は、個別指導と集団

指導を行い、個別指導は食行動や食事内容、運

動習慣についてＡ社保健師と各回 30 分程度実

施した。 
表 3 取組み内容(H28～30 年度) 

内容 

初年度 

[H28 年]

①対象企業の選定

②FFQg による栄養調査(サンプル調査:男女計 14 名)

2 年目 

[H29 年]

①年 3 回の保健指導を実施(開催月：7、10、1 月

対象者：男性 14 名)

【身長･体重･腹囲･血圧の測定、栄養指導、 

  生活習慣アンケートの実施と栄養調査】 

②健康づくりアンケートを実施（対象者：全従業員、

167 名中 71 名回答 回答率 43％) 

③②の結果に基づいて健康教室を実施 (開催月：11 月 

参加者：男性 15 名) 

【生活習慣病及び食事･飲酒について】 

④媒体の展示【健康パネルやフードモデル等】

3(最終)年 

[H30 年] 

予定

①年 3 回の保健指導を実施(開催月：8、10、3 月(予定）

対象者：男性 11 名、女性 1 名) 

 ※継続 2 名、新規 10 名 

【身長･体重･腹囲･血圧の測定、栄養指導 

 健康習慣アンケートの実施】 

②保健指導対象者への集団指導(12 名)

【生活習慣･食習慣について】 

結  果 
【FFQgの結果】 

FFQgの結果(抜粋)を表 4、5に示す。 

この結果は、一部社員に対する調査で、個別

の食事内容に関する課題としては、野菜類の摂

取不足や菓子類の過剰摂取が目立つ等、多くの

問題がみつかった。 

※充足率の計算で用いた食品及び栄養素の基準値は、FFQg の基準(食品群:平成 26

年度国民健康･栄養調査を元に作成した荷重平均成分表より算出、栄養素:日本人の

食事摂取基準 2015 版)を使用 

【全従業員対象のアンケート調査の結果】 

 事業所全体の課題(女性の回答が少なかった

ため男性のみに着目)は、特に飲酒に関する問

題が大きく、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(純アルコ

表４ 食品群摂取状況(数値は平均値) 表５ 栄養素摂取状況(数値は平均値)

食品群 摂取量(g) 充足率(%) 栄養素 摂取量 充足率(%)

穀類 372 59 エネルギー 2029kcal 77

魚介類 49 45 たんぱく質 71.1g 113

野菜類 121 35 脂質 68.9g 94

菓子類 68 194 炭水化物 237.6g 63

果実類 31 15 カルシウム 427mg 63

乳類 87 38 ビタミンＡ 320μg 37
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ール換算で男性 40g/日以上)を飲んでいる人は

23.1％で、終業後に社員同士で飲酒をする習慣

が見受けられたため、従業員を対象とし、アル

コールに関すること(飲み方や飲酒頻度)を中

心に、野菜摂取の必要性や朝食欠食をなくすと

いった食行動･食事内容のことも盛り込んだ健

康教室を開催した。 

【保健指導の結果】 

① 2年目の保健指導における各評価指標の比較

各評価時の平均体重･腹囲･血圧を表 6に示す。 

初回と実績評価間で有意な差はみられなか

った。 

また、積極的支援者(10名)の中で 3％以上の

体重減少※2がみられた者は 1 名のみであった。 

 表 6 体重･腹囲･血圧[収縮期･拡張期]の変化(数値は平均値) 

評価 

項目 

初回 

(7月) 

中間 

(10月) 

実績 

(翌 1月) 

初回-実績 

ｐ値 

体重(㎏) 83.4 83.3 84.3 0.868 

腹囲(㎝) 96.6 96.3 96.0 0.813 

血圧 

(㎜ Hg) 

収縮期 147 141 142 0.547 

拡張期 88 87 88 0.928 

生活習慣については、｢夜食の頻度(減６名、

増１名)｣や｢運動の頻度(増 6名、減 2名)｣等は

改善した者が多かった。飲酒については、飲酒

習慣のある 12名のうち、3回目の保健指導時ま

でに飲酒回数を減らした者は 2名に留まったが、

平均純アルコール摂取量は初回時 36.3g/日か

ら、3回時 25.8g/日と約 3割減少した。 

② 2年目の保健指導対象者における翌年の健診

結果との比較

 人事異動の無かった保健指導対象者 12名(動

機づけ支援:4名、積極的支援:8名)の H29年･30

年の特定健診の結果を表 7に示す。 

収縮期血圧値は有意に低下しており、メタボ

リックシンドローム(以下、メタボという)の診

断基準値(130㎜ Hg)を下回った。反対に、空腹

時血糖値は有意に上昇していたが、その値はメ

タボの基準値(110㎎/dl)内であった。 

積極的支援者(8 名)の中で、体重 3％以上の

減少がみられた者は 4名であった。 

表 7 健診結果の前後比較(数値は平均値) 

評価 

項目 
H29 H30 H29-H30 (ｐ値) 

体重(㎏) 81.2 80.1 0.721 

腹囲(㎝) 92.2 92.2 0.991 

血圧 
(㎜ Hg)

収縮期 136 123 0.024 

拡張期 84 82 0.690 

空腹時血糖(㎎/dl) 93 101 0.012 

中性脂肪(㎎/dl) 180 182 0.948 

HDL-C(㎎/dl) 52 56 0.465 

③ 3年目の保健指導における各評価結果の比較

 身体状況については、3 月に最終評価を予定

しているが、医療保険者が実施している保健指

導に加えて保健所が介入していることもあり、

生活習慣の改善意識は継続していると思われ

る。 

特に｢野菜たっぷり料理の摂取頻度(増 4 名、

減 1 名)｣や｢外食時や食品購入時に栄養成分表

示を参考にする(1名⇒6名)｣等を改善した人が

多くみられた。飲酒に関しては、頻度を減らし

た者は 2名で、飲酒に関しては純アルコール摂

取量が、初回時(21.0g/日)、中間時(20.3g/日)

と大きな変化はなかった。2 年目同様、生活習

慣の改善は見られているため、今後、体重や血

液データの改善に繋がることに期待したい。 

ま と め 

 今回、3 年計画でＡ社と協働で従業員の食生

活･栄養改善に取り組んだ。 

一般的に事業所は経営重視であり、勤務時間

内はもちろん勤務時間外でも集団での健康教

育や個別指導等の取組みは、必要最低限である。

エビデンスに基づく指導を実施するための提

案や従業員の食生活改善に向けた取組み(寮の

食事等)についても、個人情報の取り扱い規定

や自己責任論により、実施することが困難であ

った。 

まず経営者に｢健康経営のメリット｣を理解

してもらい、企業全体で健康づくりに取組む環

境が必要である。事業所内では、健康管理に関

わるスタッフと医療保険者の協力が重要で、今

回のＡ社のように単身赴任者の割合が多く、約

3 年周期で転勤のある事業所の場合、事業所間

の健康管理スタッフの連携も重要である。 

高齢化に伴う社会保障費の上昇に歯止めを

かけるため、平均寿命と健康寿命の差を縮める

ことを目標に、健康問題の多い働く世代をター

ゲットにこの事業を実施しているが、規模の小

さい事業所ではまだまだ健康づくりに関する

意識は低いとされている。 

今回、従業員の生活習慣の改善及び健康レベ

ルの向上のためには、個人指導を綿密にかつ継

続することが重要だと分かった。 

今後、健康経営概念の啓発と普及また、協力

の得られやすい事業所でこの取組みを地道に

重ねていき、中小事業所でも健康づくりの取組

みが始められるよう支援を行いたい。また、特

定健診の受診はもちろん、がん検診の受診率ア

ップ、外食や飲食店での野菜摂取や減塩に関す

る啓発、事業所に配布している「愛顔のけんこ

う応援レター」の充実等に取組んでいきたい。 

≪参考資料≫ 
1. 吉村幸雄著. エクセル栄養君 食物摂取頻度調査 新 FFQg

Ver.5. 建帛社. 2016

2. 日本肥満学会：「肥満症治療ガイドライン 2016」
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・どのように声掛けして良いか分からなかった 

・自傷行為について触れて良いのか分からずためらった 

・生徒からの相談がないまま複数回の自傷行為に至っていた 

・自傷行為までのサインに気付けなかった 

・見守ることしかできなかった 

・自分の無力さを感じた 

・大人が戸惑ってしまった 

自殺対策における若年層対策 

～子どもが安心して SOSを発信するために～ 

○有元梨絵 大塚美紗 白石美沙希  松下久美子 

松本雅文  兵頭昌子  廣瀬浩美 （宇和島保健所） 

はじめに 

管内の自殺者数は減少傾向にあり、特に 30～

50 歳代の自殺者数は減少している。一方、10 歳

代の自殺者数は少数ながら増加し、平成 29 年度

に当保健所が把握した自殺未遂者においても 10

歳代が 4割を占めるなど、若年層対策が喫緊の課

題である。平成 29 年に改正された国の「自殺総

合対策大綱」では、若年層対策への取組みが強化

され、「児童生徒の SOSの出し方に関する教育」

への取組みが示された。当保健所では、子どもた

ちのコミュニケーション力や感情のコントロール

力を高めることを目的に、平成 26 年度から学校

関係者等を対象に「認知行動療法」を中心とした

研修会を開催する等、人材育成を行っているが、

教職員等との関わりの中では、依然として生徒の

メンタルヘルスに関する対応についての戸惑いや

不安の声がある。そこで、愛媛県中堅期保健師ス

キルアップ研修を活用しながら、今後の取組みに

ついて考察したので報告する。 

方 法 

（１）平成 27～29年度に実施した保健所主催の

研修会のアンケート（図 1～2、表 1） 

（２）平成 30年度中堅期保健師スキルアップ研

修による関係者への聞き取り（表 2） 

教職員：2校 7名 

教育関係機関：3機関 3名 

 上記から学校関係者による相談対応の現状を把

握し、保健所の今後の取組みについて考察した。 

結果及び考察 

（１）アンケートより 

「死にたい」と相談された時の対応について自信

がある者は保健医療福祉関係者でも 1％であり、

対応についての不安は大きい。(図 1)学校関係者

においては、生徒の自傷行為を認識したことのあ

る教職員が 60％いる。(図 2)しかし、認識した際

の対応については「どのように対応して良いかわ

からなかった」と戸惑いが大きく、また、複数回

の自傷行為に至るまでサインに気付けず無力感を

感じている教職員もいた。(表 1) 

図 1  「死にたい」と相談された時の対応の自信 

図 2  生徒の自傷行為を認識した経験 

表 1  生徒の自傷行為を認識して困ったこと 

（２）関係者への聞き取り（表 2） 

教職員は、自殺の現状について知る機会がほと

んどなく、若年層の自殺の現状は把握していない。

生徒からの SOSに対しては、誰もが分かるような

明らかな変化がある場合には対応をしているが、

深刻な問題（自傷行為等）への対応には自信がな

く不安もあり、生徒からの相談がなければ教職員

から積極的に声をかけることにためらいがある。

教職員の相談先としては、スクールライフアドバ

イザーへの相談が多いため、対応についてはその

キーワード 自殺対策、若年層対策、人材育成、学校関係者、SOS教育 

（保健医療福祉関係者等110

（学校関係者 115名） 
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項目 回答

自殺の現状について把握する機会
・ほとんどなく細かい現状は知らない。
・長期休暇前に休暇後の自殺者増加についての文書通知があるため職員会議での情報共有がある。

生徒に対するメンタルヘルスの取組み
・全校集会で１回/年程度、外部講師による健康に関する教育の機会がある。
・生徒へのSOSの出し方に特化した内容の予定はない。

生徒からのサイン
・教員それぞれであるが、マスクをしている、ケガをしている等、見かけに変化があれば声をかける。
・欠席が多くなる、保健室へよく行く等があれば、担任と養護教諭で情報を共有するようにしている。
・入学時よりプロフィールがあれば気にかけている。

生徒の相談先
・担任以外の教員が相談に乗る日を設けており、相談がある場合もある。
・保健室を利用する生徒について、養護教諭が相談に乗ることが多い。

生徒からの相談内容
・友人関係、進路が多い。
・本当に深刻な問題は相談していないと感じる。
・保護者からは不登校についての相談が多い。

フォロー体制、教職員の相談先

・相談を受けたものが担任及び養護教諭と共有し、対応に困る際はスクールライフアドバイザーに相談。
・外部への相談はほとんどない。
・うつ病等、医療につなぐ必要があると感じることはあまりない。
・学校医、児童相談所、市町福祉担当課。必要時医療機関（主治医がいる場合）、保健所。

対応への困りごと

・教員が生徒のSOSについての学習をする機会がなく、深刻な問題に踏み込みにくい。
・自傷行為に対してどう声をかけるべきか悩み、うまくつなげなかった。
・医療の対象になるかの判断が難しいく、保健室と医療の間にワンステップあると良い。
・個別性が強く、一般的な知識では対応が難しい。

教職員のスキルアップの機会
・テーマは健康に関することだけではないが、１回/年、学校内の教員研修がある。
・生徒指導の担当者会において、対応が困難であったが解決した事例を取り上げている。

保護者に向けて健康教育できる機会
・直接であればPTA総会の日が可能かもしれない。
・資料の配布はいつでも可能。

保健所への要望

・H30度より各小中学校において「SOSの出し方に関する教育」を１回/年は実施することとしている。学習の方法は各校に任せて
いるが、専門職の協力があればありがたい。
・学校に出向いて教職員を対象とした研修の機会があれば多くの教員が参加しやすい。
・メンタルでのフォローが必要な子どもは家庭でも問題を抱えていることが多く、親を含めたフォローをお願いしたい。
・一般的な知識の啓発だけでなく個別の相談もできると良い。

資質も重要である。保健所への要望では、学校に

おける職員対象の研修、生徒への「SOS の出し方

教育」への協力、個別相談への対応等が挙げられ

た。 

以上のことから、生徒が自殺や自傷行為に至る

前に信頼できる大人に SOSを発信し、相談するこ

とが望まれるが、教職員は相談対応への不安から

積極的な声かけにためらいを感じていたり、SOS

に気付けなかったことへの無力感を抱えている現

状がある。現在は、生徒自身が SOSの出し方につ

いて学ぶ機会が少なく教職員への積極的な相談に

つながっていないが、今年度より生徒への「SOS

の出し方教育」の実施が教育委員会や市町で位置

付けられたため、今後、生徒から教職員への相談

が増加することが考えられる。そこで、「SOS の

出し方教育」と同時に、生徒から発信される SOS

を確実にキャッチし、生徒をサポートする環境を

早急に整えることが必要である。そのためには、

生徒の身近な大人である教職員が「気付く」「受

け止める」「つなぐ」等のゲートキーパーの役割

を果たし、生徒が発信する SOSへの対応力を身に

付けるとともに、段階的に PTAを巻き込んだ取組

みを推進していく必要がある。 

今後の取組み 

（１）「SOSを受け止める」ための支援 

① 人材育成

教職員、スクールライフアドバイザー、PTA、 

表 2  関係者への聞き取り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域保健関係者等を対象に「自殺の現状」や

「SOS の受け止め方」についての研修会を段階

的、継続的に開催し、対応力やコーディネート

力の向上を図る。 

② 個別支援を通じた教職員への支援

未遂者支援等の個別支援を通して、教職員の

生徒に対する対応への相談に応じるほか、希望

校に出向いての講座を開催する。 

③ 相談機関としての保健所の周知

親を含めたフォロー等、学校だけでは対応が

困難な場合もあるため、個別支援や研修会等の

機会を活用して保健所の取組みや支援について

周知する。 

（２）各機関が実施する生徒への「SOS の出し方

教育」に対する支援 

教育委員会や市町の自殺対策計画で生徒への

「SOS の出し方教育」について位置付けられた

ことから、その取組みがスムーズに推進できる

よう、教育機関や市町と相談しながら連携体制

について検討する場を設ける等、今後の取組み

を支援する。 

おわりに 

自殺対策は「生きることへの包括的な支援」で

あり、成果を上げるためには多機関で取り組むこ

とが不可欠である。そのため、関係機関が協働し

て取組むことができるように保健所の役割を考え

ながら推進していきたい。 
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八幡浜保健所管内における地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み 

○宮内亜希子 猪野ユカリ 武田博之 青木平八郎 忽那照美 河野英明（八幡浜保健所）

キーワード 在宅医療・介護連携、退院支援ルール 

はじめに 
管内人口 13.7万人の内、2.6人に 1人が

高齢者で、そのうち高齢単身者は 2割を超え
る。管内の在宅支援サービスは限られており、
高齢者率が高いわりに支援者が少ない状況が
ある。 

在宅生活を継続するためには要介護者が入
退院時において医療やケアが切れ目なく支援
されることが望ましく、当保健所では在宅医
療・介護連携推進のため「八幡浜保健所管内
（八幡浜・大洲医療圏域）における退院支援
ルールの手引き」（以下、退院支援ルールと
いう。）について検討し本年度より本格運用
しており、これまでの取組やその中での保健
所の役割について報告する。 

取組の状況と成果 
取組の状況と成果については表 1に示す。 

１.取組の経緯
Ｈ26年度から「保健所による在宅医療・

医療介護連携・地域包括ケア推進事業」によ
り管内の地域包括ケアシステム構築に向けて、
保健所としての取組を模索していた。Ｈ27
年度に行った滋賀県への先進地視察の成果を
踏まえ、医療・介護連携の実態を把握し、地
域住民が安心して住み慣れた地元で生活でき
ることを目指した取組の実施について計画し
た。 
2.実態把握
管内の医療と在宅をつなぐケアマネジャー

（以下、ケアマネという。）が関わる退院支
援について実態を把握するため、アンケート
調査を行った。その結果、連携に関する課題
が明らかとなった。 
3.地域課題・先進地での取組状況等の共有
実態把握と並行し、医療と介護の連携には

医師の理解が不可欠と考え、診療所医師を講
師に医師も対象とした研修を実施した。

Ｈ28年度はケアマネアンケートの結果や
課題について管内医療機関の地域連携室担当
者、看護部長に情報提供し、医療介護連携に
向けて八幡浜保健所医療介護連携会議（以下、
連携会議という。）を開催した。参加した地
域連携室、看護部の合意を得て「退院支援ル
ール」の策定に取り組むこととなった。 
4.退院支援ルールの策定
医療機関代表とケアマネ代表によるワーキ

ングチームを設置し、退院支援ルール（案）
を作成し、第 2回連携会議にてＨ29 年度に
試行することの合意を得た。 

5.退院支援ルールの試行と本格運用
Ｈ29年度を退院支援ルールの試行期間と

し各機関で運用、試行しての状況について、
ケアマネアンケート及び医療機関へのヒアリ
ングを行った。医療機関・ケアマネ双方から
提供された情報はお互いに有効活用され、少
しずつ浸透している感を得た。また、退院支
援ルールで定めた入院時の情報提供について
は介護保険制度改正介護報酬改正による加算
もあり注目されてきた。第 3回連携会議の合
意を得てＨ30年度から本格運用している。 

成果のまとめと課題 
管内では、既存の組織により市町・地域ご

とでの連携は図られていたが、管内各市町を
超えた共通の「退院支援ルールの手引き」と
いう在宅医療・介護連携ツールの検討・策定、
関係機関での運用を通じて、高齢者のその人
らしい在宅での生活を支援する、というケア
マネ、医療機関双方の共通認識が図られ、顔
の見える関係が広がってきた。 
また、各市町の包括支援センター主催のケ

アマネ連絡会や医療介護連携会議等で、退院
支援ルールの運用状況を確認したり、入院時
情報提供シートの様式について意見集約し改
定するなど、地域にあった活用が始まってい
る。さらに医療監視において退院時の状況を
確認すると、退院支援ルールに掲載している
情報提供シートを活用している医療機関も見
られ、ケアマネとの連携がしやすくなったと
いう声もあった。また、退院先は在宅だけで
なく施設の場合が多く、施設からの情報提供
がない場合もあった。 

今後の方向性と保健所の役割 
切れ目のない支援を続けられるツールとし

て「退院支援ルールの手引き」はケアマネ、
医療機関双方の意見から高齢者支援のために
有効であることが認められており、今後も見
直しをしながら運用していきたい。現在は在
宅と医療機関での活用が主であるが、今後は
在宅・施設どちらでも活用が広がる取り組み
を検討していきたい。 
保健所では、既存の八幡浜、大洲・喜多地

区の在宅緩和ケア症例検討会や南予地域連携
ネットワーク連絡会（全体会・地域会）への
参加・協力を行っているが、高齢者虐待や介
護予防など高齢者に対する予防から困難事例
まで多岐にわたる対応を求められている。ま
た市町では細分化された事業項目が増えてい
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る状況であり、広域的に高齢者の支援を考え、
地域特性に合った対策を実践していくことが
保健所の役割と考える。

おわりに 
多職種連携については多くの既存の組織が

あり、それぞれの地区での顔の見える関係づ
くりがなされている。将来高齢者の支え手が

不足することが予想されるが、関係機関が連
携することで、高齢者が障害や病気と付き合
いながら、どこでもその人らしく生活できる
よう高齢者支援がスムーズに行える地域をめ
ざし、関係性やつながりを大事にしながら今
後も支援していきたい。 

表１ 医療介護連携関係会議の開催状況 

実施 
年度 

実施したこと 成  果  等 

1.取組の経緯 27年度 〇滋賀県への先進地視察 

滋賀県東近江保健所では『脳卒中対策』として、病病連携
から医療・介護連携の取り組みや評価、緊急時救急搬送や地
域リハビリ、会議等へ展開していた。 

管内で実施している関連事業の評価や課題の整理のほか、
症例検討会や連絡会等既存の機会を活用しながら、医療・介
護連携の実態把握について計画した。 

また先進地での取組を管内の取組に生かすため研修会にお
いて関係者で共有することを計画した。 

2.実態把握 
27年度 

〇ケアマネアンケート調査 
〇医療機関へのヒアリング 
【工夫したこと】 
・ケアマネへのアンケート
調査については地域包括
支援センター連絡会等を
活用し、アンケート内容
や方法等助言をもらっ
た。 

ケアマネへのアンケート調査では「退院調整の連絡もれが
ある」、「連絡から退院するまでの日数が短い」、「医療に
対して敷居が高い」など連携に関する課題が明らかとなっ
た。 

医療機関へのヒアリングでは、地域連携室が設置されてい
る医療機関においては地域の情報が得られやすくなっている
一方、設置のない医療機関においても病棟や事務職員が地域
との連絡窓口となっていることが確認できた。またケアマネ
が入院時の情報提供や退院前の調整に関わっていることも確
認できた。 

3.地域課題・先
進地での取組
状況等の共有

27年度 

〇在宅医療関係職員研修会
（95名参加） 

【工夫したこと】 
・管内 3医師会の会長及び
事務長へ趣旨説明、医療
機関への周知について協
力を依頼 

・休日に開催 

医師の参加は 4名であった。 
県外講師による講演は、与えられる情報だけではなく、そ

のなかから共通点を見出し、地元でできることは何か考える
機会となった。また現場からの報告は、身近な地域での活動
が、同じ立場の関係者はもとより、他職種にとっても自身の
活動や地域の資源等について考える機会となった。 

28年度 

〇連携会議（97名参加） 
【工夫したこと】 
・管内３医師会長へ趣旨説
明、医療機関への周知に
ついて協力依頼。 

・有床医療機関の地域医療
連携室職員、看護部長へ
個別に趣旨説明。 

有床医療機関 24 施設のうち 23 施設からの参加があった。
規模の大きな医療機関は看護部長及び地域医療連携室の職員
の参加があった。グループワークは医療と介護の混合とし、
医療と介護双方が顔を合わせて話をする機会となった。各グ
ループには地域包括支援センターのケアマネや事業所の主任
ケアマネにより進行、記録を依頼し、円滑な話し合いがで
き、退院支援ルール策定に取り組むことの合意を得た。 

4.退院支援ルー
ルの策定

28 年度 

〇ワーキング（31名参加） 
〇連携会議（91名参加） 
【工夫したこと】 
・ワーキングメンバーは医
療・介護の代表者とし
た。 

・都道府県実証事業マニュア
ル、既存の連携シートなどを
参考にした。 

ワーキングでは、医療と介護の代表者及び市町が一堂に会し、
「都道府県実証事業マニュアル」、既に管内市町で使用している医
療機関・ケアマネ間の情報共有シートなどを参考に、退院支援ルー
ルの素案作成について検討した。 

会議では、「退院支援ルール（案）」について確認、使用にあたっ
ての不安な点や所属職場内での協力体制等について意見交換で
き、「退院支援ルール」の最終合意を得て、平成 29 年度試行運用
の運びとなった。 

5.試行と本格 
運用 

29年度 

〇ケアマネに対するアンケ
ート調査 

〇医療機関へのヒアリング 
【工夫したこと】 
・地域包括支援センター連
絡会等を活用し、アンケ
ート内容等助言をもらっ
た。 

〇ワーキング（27名参加） 
〇連携会議（77名参加） 

ケアマネへのアンケートでは医療機関からの情報は在宅生
活の環境整備、支援の見直し、医療管理通院支援の必要性等
の判断、入院中の経過の把握等に活用されていることが分か
った。しかしケアマネが知らない間に退院している時があ
り、連絡が欲しい、という意見もあった。 
医療機関へのヒアリングでは、「入院時介護保険、担当ケ

アマネについて必ず確認するようになった」、「入院時の状
況をケアマネに伝える意識付けができた」、「ケアマネの情
報を病院が把握していることによって、家族が安心され、信
頼関係が築きやすく、退院した後も体制ができているのでお
互いにいい感じで移行できる」などの意見が聞けた。 

ワーキングでは退院支援ルールの試行状況について医療・
介護双方からお互いに建設的な意見交換ができた。 
会議では退院支援ルールをツールとして、地域を越えた医

療と介護の職員が一堂に会し、互いの役割を理解し、医療・
介護の連携構築を図る機会にできた。Ｈ30 年度から退院支援
ルール本格運用の合意を得た。 
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妊婦の食生活の課題に着目した食育料理教室の取組について 

〇伊藤朝美 井手洋子 石見慈 近藤珠美 木戸貴美佳（新居浜市保健センター） 

はじめに 

現代の若い女性の健康・食生活の現状は、や

せが増加し、食事の栄養バランスの偏り等、決し

て望ましい状況にあるとはいえない。 

 特に妊娠期の栄養摂取は、胎児の発育にも関連

がある可能性が高いと考えられている。 

 新居浜市では、初産婦を対象に、両親学級を実

施しているが、平成 29年度の両親学級における

食事調査で、朝食の欠食やバランスの偏りなど妊

婦の食生活の問題点が明らかになった。 

平成 30年度、両親学級を実施するにあたり、

妊婦の食生活について改めて調査・集計を行う

と同時に両親学級に調理実習を組み込み、妊娠

期に必要な食事量や栄養素について体験型の実

習を行うことにした。 

 また、妊娠前から適正体重やバランスの良い食

事について知識を身につけ、主体的に健全な食生

活の実践につながるための新たな取り組みとして

若い世代対象の食育料理教室を企画し、実施した

ので報告する。 

Ⅰ．食事調査 

１ 調査方法 

調査時期 平成 30年 5月、8月 

調査対象 両親学級参加者（妊娠中期）43名 

  20代 15名(34.9％)30代 26名

（60.5％）40代 2名(4.6％) 

調査方法 ・１日間食事記録法 

  ・食事摂取基準に基づく身長に対

する個別目標摂取量算出（エネ

ルギー、たんぱく質、脂質、炭

水化物、カルシウム、鉄、食

塩） 

２ 調査結果 

① 妊婦の体格（妊娠前）について

妊娠前の体格については、やせ（ＢＭＩ18.5

未満）21.4％、標準（ＢＭＩ18.5～25未満）

69.1％、肥満（ＢＭＩ25以上）9.5％であった。 

年代別に見ると、平成 29年度の国民健康栄養

調査の結果と比べてやせの割合が 20歳代は

21.4％でほぼ同じだったが、30歳代については

23.1％でやせの割合が高いことが分かった。 

② エネルギー摂取量について

参加者の１日に必要なエネルギー摂取量につ

いて、目標値に対する摂取率は、やせ 82.4％、

標準 81.6％、肥満 74.6％となり、いずれの体格

区分においてもエネルギー摂取量が必要量を満た

していないことがわかった。 

③ 三大栄養素の摂取量について

たんぱく質・脂質・炭水化物の三大栄養素に

ついて、たんぱく質はどの体格区分においても目

標値を満たしていることがわかった。 

脂質は、やせ・標準体格においては目標値よ

りも摂取量が上回っており、全体のエネルギー摂

取量は少ないにもかかわらず、脂質に関しては過

剰摂取の傾向にあることがわかった。 

炭水化物は、どの体格区分においても、摂取

量が少なかった。 

これらの結果から、教室参加妊婦の食事は低

糖質・高脂肪食の傾向があることがわかった。 

④ 各種ミネラルの摂取量について

各種ミネラルの摂取量について、今回は、妊

娠中特に注意が必要であるカルシウム・鉄・食塩

の３種類について調査をおこなった。 

カルシウムはどの体格区分においても、目標

値を満たしていなかった。食事内容から、牛乳や

キーワード 食育、妊婦、やせ 
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ヨーグルトなどの乳製品をとる習慣がない妊婦が

47％、乳製品を摂取している妊婦は 53％だった。 

鉄は、どの体格区分においても目標値を全く

満たしておらず、摂取量が一番少なかった。 

食塩は、やせは基準値以下で、標準と肥満は

過剰摂取だった。しかし、標準と肥満のものにお

いては個人差が大きく、過剰摂取しているものと、

していないものの二極化が見られた。 

⑤ 食事バランスについて

食事全体のバランスについて、今回の調査で

は朝食を欠食しているものはほとんどいなかった

が、主食・主菜・副菜がそろった食事をしている

ものは、朝食は 23.3％、昼食は 53.5％、夕食は

88.3％と朝食でバランスのとれた食事ができてい

るものが少ないことがわかった。 

Ⅱ．食育料理教室 

１ 妊婦食育教室 

【対象者】両親学級参加者 

【実施回数・定員】4回/年・各日程 25人 

【内容及び結果】 

妊娠期に必要な食事量については、主食（特

にご飯）を食べていない妊婦が多いことから、一

日に必要な主食の量について個々人で計算をして

もらった。 

また、一日に必要な食事量について視覚的に

伝わるよう、フードモデルを展示した。 

調理実習においては、新居浜市食生活改善推

進員に調理補助を依頼し、妊婦に不足しがちな鉄

分やカルシウムが多くとれるメニューとした。 

参加者からは、「妊娠中にこんなにたくさん

食べないといけないとは知らなかった」「これか

らは、赤ちゃんのために食事バランスについて考

えていきたいと思った」などの意見があり、意識

の変化が見られた。 

２ 若い世代対象の食育料理教室 

①簡単・美味しい・楽しい「食育料理教室」

【対象者】49歳以下の市民（子育て世代対象） 

【実施回数・定員】3回/年・各日程 20人 

【内容及び結果】 

子育て世代を対象としていることから午前中

開催とし、託児を実施した。 

一日に必要な食事量やバランスの良い食事に

ついての講義を行い、若い世代の興味を引くよう

「塩パン」を取り入れたバランスメニューとした。 

参加者からは、「パンを主食にしたバランス

献立がわかった」「託児があると参加しやすい」

などの意見を聞くことができた。 

②「若者対象食育料理教室」

【対象者】18～35歳の市民 

【実施回数・定員】1回/年・20人 

【内容及び結果】 

対象の世代は日中仕事をしているものが多い

ことから、平日の夜間の実施とし、保健センター

の健診等各種事業や市政だより、地域のフリーペ

ーパーに掲載し参加者を募った。 

若い世代は調理知識や調理体験の少ないもの

も多いため、調理の基礎から学べる内容とし、献

立の立て方については一汁三菜を基本に考えると

バランスがよくなることを伝えた。 

また、魚を使った料理への苦手意識が高いこ

とから魚を使った簡単な和食メニューとした。 

参加者からは「食事の基礎が学べてよかっ

た」「これからは一汁三菜を意識しようと思う」

「和食だけでなく、今後、洋食、中華とコース学

習したい」などの積極的な意見を聞くことができ

た。 

まとめ 

妊婦の食生活調査の集計結果から食育料理

教室を開催したが、結婚や妊娠等食への興味

関心が高まる時期をとらえ、栄養に関する知

識や調理体験を提供することが今後の母子の

健全な食生活の一助になると感じた。これま

で、妊娠中の食事については、母子健康手帳

発行時に食事に関する資料を配布していたが、

伝えなければいけない情報が多く、食事のこ

とまで詳しく伝えられていない現状である。

今後は妊婦支援計画の項目に盛り込み個々の

食生活の実態に応じた丁寧な指導をしていき

たいと考える。 

また、妊娠前の若い世代を対象として、適

正体重やバランス食についての知識の普及や

具体的な調理法を学べる食育料理教室の開催

など、妊娠前から子育て期にわたる切れ目の

ない食育の推進について、来年度本市が策定

する第2次食育推進計画の中に盛り込んでいき

たい。 
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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を基に効果的な保健指導について考える～ 

○新山泉 松谷真智 武田美紀 河合ゆみ 篠森紀子 中村清司 近藤弘一（松山市保健所）

キーワード 妊娠の届出 子育て世代包括支援センター 切れ目ない支援 

Ⅰ．はじめに 
松山市では、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きた。
平成 30 年 8 月の子育て世代包括支援センタ
ー「すくすく・サポート」（市内 5か所）の
開設に先立ち、平成 30 年 4 月から、全妊婦
に妊娠届出時アンケート（※以下「アンケー
ト」という）と保健師による面接を行い、継
続支援対象者を抽出し、関係機関との連携や
訪問等の支援を行っている。今回、6 カ月間
に得られた松山市の妊婦の現状と妊娠届出時
の効果的な保健指導についての考察を報告す
る。 

Ⅱ．方法 
１.対象
 平成 30 年 4 月 1 日～9 月 30 日に妊娠届出
時にアンケートと面接を実施した 1,973人。 
２．アンケート内容 
 妊娠届出時に、妊婦が記名式で記入し、内
容に応じて保健師が聞き取りを行う。 
 アンケートの項目は妊娠判明時の気持ち、
妊娠後の喫煙、飲酒習慣、仕事の状況、産前
産後休暇・育児休暇の有無、育児の相談者・
協力者の有無、こころの不調・受診歴、心配
事、相談事の有無と具体的な内容について記
入を依頼している。 
３．集計 
妊娠届出書とアンケート結果を入力した母 

子保健情報管理システムから対象者の情報を
抽出し、クロス集計を行った。 

Ⅲ．結果 
アンケートと面接を実施した 1,973人の、

平均年齢は 30 歳 10 か月±5 歳 4 か月で、15
～19 歳 48 人（2.4％）、20～24 歳 218 人
（11.0％）、25～29 歳 582 人（29.5％）、
30～34 歳 688 人（34.9％）、35～39 歳 364
人（18.4％）、40～44 歳 73 人（3.7％）で
あった。項目ごとの結果は表 1と表 2に示す。 

項目別にみると、出産経験は 15～39 歳は
年齢が上がると初妊婦が減っていくが、40～
44歳になると初妊婦の割合が高かった。 
妊娠届出時に入籍「なし」の割合は、15～

19 歳が特に多い。20～29 歳は年齢が上がる
につれて減っていき、30～44 歳はほぼ同じ
になっている。 

妊娠判明時の気持ちが「予想外で驚き戸惑
った」と「困った」の割合は 15～19 歳が全
ての年代の中で最も高く、次に 40～44 歳が
高かった。 
喫煙習慣は年齢が上がるごとに「なし」と

「やめた」の割合が高くなり、「あり」は
15～19 歳の割合が高い。飲酒習慣はどの年
齢も「なし」と「やめた」が 90％以上であ
るが、40～44歳を除く年代で「あり」が 1％
程度いた。また、初妊婦と経妊婦を比較する
と、初妊婦は妊娠を機に「やめた」が多く、
経妊婦は「なし」が多かった。喫煙や飲酒を
妊娠を機に「やめた」人は初妊婦に多いが、
一方で続いている人もいた。同居家族の喫煙
習慣は、年代が上がるにつれて「なし」の割
合が高くなり、「あり」は 15～24 歳に多い
が、「やめた」も 15～24 歳が多く、初妊婦
に「やめた」が多かった。 
妊娠、出産、育児についての相談者や産後

の育児や家事の協力者については、どの年代
も「いる」の回答が多い。具体的な相談者と
して多く挙げられているのは、どの年代も夫、
パートナー、自分の親、友人である。年代が
低いほど自分の親の割合が高く、年代が上が
るにつれて夫の割合が高くなっている。協力
者についても、同様の傾向があった。心配事
「あり」の内訳は高い順に、15～24 歳は
「経済的なこと」「妊娠・出産のこと」「仕
事のこと」であるのに対し、25～29 歳は
「妊娠・出産のこと」「経済的なこと」「仕
事のこと」、30～39 歳は「妊娠・出産のこ
と」「上の子のこと」「経済的なこと」40～
44 歳は心配事「あり」の割合が他の年代に
比べて高く、「妊娠・出産のこと」が特に多
かった。15～39 歳では年代が上がると経妊
婦が多くなり、上の子の育児に関する心配事
も増えていた。 
こころの不調で心療内科や精神科を「以前

受診していた」「現在通院中」の割合は、年
齢が上がるにつれて高くなり、40～44 歳が
最も高かった。 
妊娠前から仕事をしていた人のうち、妊娠

判明後の仕事の状況は、15～19 歳は「辞め
た」「辞める予定」が多い。年齢が上がるに
つれて仕事を継続している割合は高くなり、
40～44 歳が最も多く、90%以上の妊婦が仕事
を続けている。 
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Ⅳ．考察 
6 カ月間のアンケートから、松山市の妊婦

の年代別特徴を見ると、15～29 歳は妊娠後
も継続して働く人が他の年代よりも少なく、
心配事も経済基盤に関することが多く挙げら
れたことから、産後の就労、協力者からの援
助内容について聞き取り、必要に応じて手当、 
助成制度、相談窓口について情報提供する必
要がある。特に、15～19 歳は初妊婦や未入
籍、未就労（学生を含む）の妊婦が他の年代
よりも特に多く、妊娠についても予想外や困
ったと回答した人が多いことがわかった。ま
た、他の年代に比べて相談者や協力者がいる
人が少なく、生活基盤の脆弱性が考えられる
ため、入籍予定や学業の継続、経済状況や協
力者を確認し、産後の生活の見通しが立たな
い場合は産後も適切な育児が行えるようフォ
ローする必要がある。 

30～44 歳は初妊婦の割合が減少し、上の
子について心配な人が多くなることがわかっ
た。サポート体制や出産時の上の子の預け先
を確認し、妊娠中から利用できる保健・保育
サービスや相談窓口を紹介し、産後の育児環
境を整える準備ができるような面接が必要と
考えられる。また妊娠中から産後の上の子と
の過ごし方・関わり方について助言し、状況
に応じて産後に育児負担について確認する必
要があると考えられる。 
40～44 歳は初妊婦が多く、予想外の妊娠

に戸惑いを感じた人が 15～19 歳に次いで高
い。妊娠・出産について心配のある人や、心
療内科等の受診歴有りや通院中の人、仕事を 

続ける人が他の年代よりも多いことがわかっ
た。一般的な妊娠・出産に関する情報提供に
加え、高年出産になることへの不安の受け止
めや、仕事を続けながらの妊娠中の過ごし方
の指導、産後の精神面の支援が必要である。 

全ての年代を通して、妊娠判明時に予想外
や困ったと感じた妊婦については、妊娠の受
け入れ状況とあわせて、産後の育児状況の確
認や困りごとへの助言や指導が必要と考えら
れる。また、妊娠判明後にも飲酒や喫煙習慣
がやめられていない人が一部存在し、飲酒よ
りも喫煙習慣が続いている人が多いことがわ
かった。飲酒、喫煙習慣については特に初妊
婦が生活習慣改善の機会と捉え、本人と同居
家族への保健指導が効果的な時期と考える。 

現在、妊娠期からのフォロー者の抽出は、
アンケートを踏まえた保健師による面接の結
果から行い、妊娠期からの継続支援検討会議
で方針を協議している。面接時に本人からの
訴えがない場合でも、面接中の様子や聞き取
りの内容によって今後の支援の方針を検討し
ている。窓口に来所した妊婦の状況や生活背
景を考えながら面接を行うことで、妊婦から
の訴えのない場合も継続した支援につなげら
れると考えられる。 

今後、各年代の特徴的なリスク要因につい
て窓口担当保健師と共有し、面接の際に必要
な保健指導や情報提供を行い、出産や育児の
不安の軽減に努めたい。 

内容 人 ％ 内容 人 ％ 内容 人 ％ 内容 人 ％ 内容 人 ％ 内容 人 ％

経済的なこと 9 18.8% 経済的なこと 21 9.6%
妊娠・出産に
関すること

60 10.3%
妊娠・出産に
関すること

57 8.3%
妊娠・出産に
関すること

51 14.0%
妊娠・出産に関す
ること

24 32.9%

妊娠・出産に
関すること

6 12.5%
妊娠・出産に
関すること

17 7.8% 経済的なこと 43 7.4%
上の子の育児
に関すること

55 8.0%
上の子の育児
に関すること

37 10.2% 経済的なこと 6 8.2%

仕事に関する
こと

4 8.3%
仕事に関する
こと

11 5.0%
仕事に関する
こと

32 5.5% 経済的なこと 36 5.2% 経済的なこと 23 6.3%
上の子の育児に
関すること・仕事に
関すること

4 5.5%

40～44歳15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳

表 1 年代別アンケート結果（妊娠届出書情報を含む） 

表 2 年代別心配事ありの内訳（複数回答あり） 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

出産の経験なし(初妊) 40 83.3% 136 62.4% 322 55.3% 267 38.8% 122 33.5% 31 42.5%

未入籍 36 75.0% 65 29.8% 58 10.0% 43 6.3% 20 5.5% 5 6.8%

妊娠がわかった時の気持ち(予想外+困った) 15 31.3% 29 13.3% 78 13.4% 84 12.2% 46 12.6% 15 20.5%

妊婦の喫煙(有) 3 6.3% 4 1.8% 12 2.1% 22 3.2% 7 1.9% 0 0%

同居家族の喫煙(有) 22 45.8% 102 46.8% 176 30.2% 211 30.7% 93 25.5% 14 19.2%

妊婦の飲酒(有) 1 2.1% 1 0.5% 6 1.0% 3 0.4% 2 0.5% 0 0.0%

相談者(有) 44 91.7% 206 94.5% 573 98.5% 670 97.4% 347 95.3% 72 98.6%

協力者(有) 43 89.6% 206 94.5% 575 98.8% 667 96.9% 348 95.6% 70 95.9%

心配事(有) 12 25.0% 45 20.6% 126 21.6% 147 21.4% 96 26.4% 30 41.1%

こころの不調(受診歴有+通院中) 2 4.2% 16 7.3% 44 7.6% 55 8.0% 32 8.8% 10 13.7%

14 51.9% 109 72.2% 331 78.6% 377 83.0% 200 85.8% 39 90.7%

n=421n=151妊娠前から仕事をしていた人のうち
仕事(同じ条件+働き方を変えて働く)をしている人

n=27 n=43

40～44歳

質問項目

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳

n=48 n=218 n=582 n=688 n=364 n=73

n=233n=454
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ライフサイクルを通じた性教育 

～性教育パッケージを使った幼児期の性教育に関する実践報告～ 

○榊原彰子 麓由香里 出森美和 青野桂子 山西佳恵 三木優子（愛媛県中予保健所）

中越利佳 豊田ゆかり（愛媛県立医療技術大学）

Ⅰ はじめに 

中予保健所では、子ども達のコミュニケー

ション力を高め、性行動の自己決定力を育ん

でいくために、組織的かつ継続的な性教育が

必要と考え、平成 25 年度から愛媛県立医療

技術大学地域交流センター（以下、大学）と

共に、地域や学校関係者を対象とした「思春

期保健スキルアップ研修会」（以下、研修

会）を開催している。 

平成 21年度に大学と共同で作成した「小

中学生用性教育教材」について、平成 28年

度研修会を検討の場として、大学・市町と共

に改編を行い、3歳から小学校低学年までを

対象とした「幼児期編・保護者編」等を追加

した「性教育パッケージ～子どもたちの性を

はぐくむ命の教育～」（以下、教材）を作成

した（表１）。 

平成 29 年度には、管内 2 市 3 町において、

教材を用いた性教育を実施した。 

今回は、その実践結果や課題等を通して、

幼児期の性教育における今後の方向性につい

て考察したので報告いたしたい。 

表１ 教材作成の歩み

H21 
・「中学生の生活状況と性に関する意識・行動調査（保
健所）」より、 性教育教材開発の必要性 

  ➠大学と共同で「小・中学生用性教育教材」を開発 
H22 
~ 

H26 

・SNSや LINEなど、時代の変化に即した内容を望む声 
・小中学校用教材は、地域の保健センターでは使用でき
ないため、幼児期の内容があるとよいという声 

H27 
・「中学生の生活状況と性に関する意識・行動調査（保
健所）」より、ＳＮＳによる出会い系サイトの懸念
や保護者のニーズが高いことが判明 

H28 

・教材の改編に着手（幼児期編とその保護者編の新規作
成、デート DV、リベンジポルノの性犯罪・サイバー
犯罪編の改編等） 
➠保健所は「幼児期編・保護者編」について担当し、
大学・市町保健センターと共同作成 

Ⅱ 方 法 

平成 29 年度研修会において、管内市町担

当者に、「幼児期編・保護者編」を紹介し、

各市町で教材を用いた性教育を依頼した。 

【期 間】平成 29年 5月～平成 30年 1月 

【実施者】管内 2市 3町の母子保健担当者 

【対象者】幼児・保護者等 

【方 法】各市町の実情に応じて、教材を用

いた講話などを実施し、平成 29

年度末までに実践報告書を提出 

平成 30 年度の研修会において、各市町の

実践状況をまとめ、活用方法及び課題等につ

いて検討した。 

その後、保健所において、実践報告書及び

研修会意見を整理した。 

Ⅲ 結 果 

（１）実践状況の概要（表２） 

表２ 管内市町における教材を使用した性教育の実践状況 

（２）対象者の反応 

真剣な表情で聞く母親が多く、「幼児期か

らの性教育は必要」、「早いうちからする方

が子どもも素直に受け止められる」、「聞き

やすい環境を作りたい」、「これからに備え

ていつでも答えられるようにしたい」、「も

キーワード 性教育、幼児期、保護者 

実施 

場所 

・３歳児健診の待合の場（2市） 
・つどいの広場（2町） 
・ファミリーサポートセンター会員養成講座・学習会
（1町） 

対象者 ・主に保護者 

実施 

方法 

・配布資料なしで、口頭説明 
・パワーポイントを用いた講話 
・パワーポイントをそのまま印刷し、掲示または配布 
・アンケートを作成し、性教育に関する認識調査を実施 

工夫点 

・手元に残るように、講話内容をカラー印刷して配布 
・健診の待合時間を活用して、性に関する小冊子の展示 
を見てもらい、相談時に全員に冊子を配布 

・健診の待合時間を利用し、講義形式ではなく、「性に 
関するお話」という切り口で、保護者に語りかけるよ 
うにした 

・助産師と一緒に実施し、お産を通して感じることや実 
体験や具体的な内容を盛り込んだ 

・先輩ママや保健師自身の体験談により、他の母親にも
体験を共有できるようにした 

・子どもの成長に応じた性教育に関する書籍を紹介し、
保護者たちに閲覧してもらった 

・コミュニケーションはスキルであるので、日頃から練
習が大切なことを伝えた 
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う少し大きくなったら話そうと思う」等の意

見があった。 

 一方で、「今まで性教育について聞く機会

がなかった」、「兄弟がいると性の話題もあ

るが、第 1子だときっかけが少ない」、「幼

児期からの性教育が必要かどうか分からな

い」との意見もあった。 

 また、月経時に子どもと一緒に入浴するか

どうかの話題になった際は、月経についてオ

ープンに伝える人もいれば、言わずに隠して

いる人もおり、保護者の対応は様々だった。 

（３）取組みを通しての意見や課題・成果 

【実施場所】 

・健診時は配布資料の説明時間がとりにくい 

・泣く子や動きの多い児がいると、落ち着い

て実施することが難しい 

・母子分離が可能な場が望ましい 

・母親学級、子育てサークルやサロン、児童

館等、健診以外の場で活用はできないか 

【実施方法】 

・少人数での実施が望ましい 

・健診の場でも、教材の展示や資料配布等の

情報提供はできる 

・幼児向け性教育では、エプロンシアターな

ど、子どもの興味を惹きつける工夫が必要 

【実施者のスキル】 

・質問されたらどう答えたらよいのか不安 

・様々な意見を引き出すスキルが必要 

【成果】 

①市町保健師の気づき

・幼児期からの性教育は、子ども自身の自尊

心を高める働きかけとなり、思春期へ繋が

る大事なことである 

・まずは保護者の意識から高めていくことが

必要であり、保護者が子どもと向き合うこ

とが大切である 

・保護者との接点の機会は、既存の事業でた

くさんあるので、保護者編を活用したアプ

ローチはできそう 

・幼児に対しては、他者との違いに触れやす

い集団の場（幼稚園・保育所等）の方が実

施しやすいのではないか 

・性教育は「特別なことではなく、命を大切

にすること」と伝えた方がよい 

②新たな取組み（波及効果）

・性教材資料を配布するきっかけになった 

・シングルマザーから男児の体の仕組みにつ

いて相談があり、新たな母子保健教材を購

入して提供した 

・性教育を実施していない保育所に、教材の

紹介ができた 

Ⅳ 考 察 

今回の取組みを通して、保護者の中に、幼

児期からの性教育のニーズが実際にあること

が明らかになった。 

しかし、保護者が性教育について話を聞く

機会は少なく、必要性の認識や性に対する意

識、考え方、子どもに伝えるスキルは様々で

あることが伺えた。 

そのため、地域では、保護者が子どもと上

手く関わることができるよう、保護者と接す

るあらゆる機会を通して、積極的に幼児性教

育に関する情報を発信していくことが必要で

あると考える。 

今回、保護者に対しては、いずれの市町も

既存の事業を活用して性教育を実践しており、

日頃の保健活動に上手く組み込むことで実践

できることが確認できた。今後も、これらの

日常活動の機会を活用し、幼児期からの性教

育の意識を高める働きかけを行っていくこと

ができると考える。 

一方、幼児向けの性教育については、市町

では実施が難しいという課題が明らかになっ

た。他者との違いに触れやすい集団の場の方

が、性に興味をもつ契機を得やすいという観

点からも、今後、幼稚園や保育所等へ教材の

存在を伝え、性教育の実施に向けた働きかけ

を行っていくことが必要である。 

この取組みが、幼児期から小学校、中学校

へと発達段階に応じた性教育として連続して

行われることにより、思春期への健やかな成

長発達を促し、“性をはぐくむ命の教育”と

なっていくのではないかと考える。 

今回の取組みは、市町にとって、保護者の

性に関するニーズや実態を把握し、新たな取

組みに繋がる等、意識・関心を高める機会と

なった。また、幼児期からの性教育が子ども

の成長発達にとって重要であるということを

再確認してもらう機会にもなった。 

保健所は、教材作成から実践、評価までの

一連のプロセスを大学と共に実施することで、

エビデンスに基づいた助言や実践方法の提供

が受けられ、安心して取り組むことができた。 

今後も引き続き、大学との連携を強化しな

がら、これまでの取組みを継続してスキルア

ップを図り、取組みの輪を広げていきたい。 
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肺炎
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24.2%

肺炎

心不全

心筋梗塞

呼吸不全

脳梗塞

脳内出血

腎不全

肝硬変等

気管支炎

その他

平成 30 年西日本豪雨災害における愛媛県歯科衛生士会の活動 その１ 

○佐野 真由美 富本 珠美 篠原 こずえ 川上 三紀 松井 寛子

（一般社団法人愛媛県歯科衛生士会） 

キーワード 災害支援、口腔ケア、誤嚥性肺炎 

はじめに 

災害時の歯科医療保健活動は、被災者・避

難所に対する応急歯科治療および歯科保健活

動となる。これまでの大規模災害において、

肺炎による関連死、誤嚥性肺炎の発症につな

がった可能性があると報告されている。（図

１）その整わない生活環境の中での被災者に

対する健康を確保するための予防的活動を行

う。歯・口唇・口腔内粘膜への直接的な外傷

はもちろんであるが、避難所生活が長期化す

ると、口腔内に様々な問題が生じやすくなる。 

また、食生活の変化による口腔衛生状態の

不良、義歯の紛失、痛みの出現、治療の継続

不可などの問題に早急の対応が望まれている。 

図 1 災害関連死死因別割合 

 今回の平成３０年度西日本豪雨災害では愛

媛県各地で甚大な被害を及ぼした。特に南予

地区では広域、長期間にわたり住民の生活に

多大な被害をもたらした。そこで甚大な水害

被害にあった西予市の野村町で支援を行った

ので、その活動を報告する。 

方 法 

（１） 避難所での歯科口腔保健活動 

日時 平成 30 年 8月 27日  

場所 西予市立野村小学校 体育館 

対象者 被災者（避難所利用者含む） 

年齢 7歳から 88 歳 

人数 18名（歯科口腔保健指導者数） 

その他 愛媛県歯科医師会に同行 

内容：問診後にアセスメント票に記入し、歯 

科医師会の検診車にて健診した。要治療者 

はその場で歯石除去や投薬、フッ化物塗布 

などの処置を行った。その後に、避難所の 

食堂において歯科衛生士による口腔ケアニ 

ーズ調査票（図２）を活用し、口腔ケアを

実施した。指導内容については、子供に対

しては遊びを取り入れ、コミュニケーショ

ンを図ることから始め、歯みがき指導を実

施した。 

高齢者には、グループ単位で義歯の清掃を 

中心に持参した口腔ケア用具を用い口腔ケ 

アの必要性や誤嚥性肺炎の予防について説 

明した。 

（２） 施設での歯科口腔保健活動 

日時 平成 30年 11月 29日 

場所 西予市野村町 

被災グループホーム ２か所 

対象者 被災者および施設職員 

人数 グループホーム利用者 計 34名  

施設職員約 20名  

指導内容：初めに健口体操として、首、肩 

まわりの筋肉をほぐす体操、「あいうべ 

体操」「ことば遊び」「唾液腺マッサー 

ジ」を実施した。その後持参した歯ブラ 

シでの頬粘膜マッサージ、ブラッシング 

方法を施設職員とともに実施した。また、 

口腔ウエットシートでの粘膜面・舌のマ 

ッサージ施行後、残留物の除去を行った。 

義歯装着者に対しては、義歯の着脱方法 

及び清掃方法を指導した。 

職員に対しては実際に口腔ウエットシー 

トを用いた実践での指導。手指消毒ジェ 

ルやマウスリンスの使用方法や誤嚥性肺 

炎の要因・予防法を説明した。 

（平成７年 阪神淡路大震災より） 
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結 果 

（１）避難所での歯科口腔保健活動 

 ニーズ調査によると（図３）に示すような

問題が確認できた。 

図２歯科医療・口腔ケアニーズ調査票（集団） 

図３ 聞き取り調査結果 

内容は、口の中の問題として、疼痛、虫歯、

歯肉腫脹、乳歯の動揺、義歯の不具合、か

かりつけ歯科医院の水没であった。食事の

時の問題として義歯の不適合、入れ歯の問

題としては義歯の紛失があり、希望として

は、紛失した義歯の作製であった。 

（２）施設での歯科口腔保健活動 

グループホームでの「ことば遊び」や「あ

いうべ体操」は、災害前には行っていたが豪

雨で資料が流され、現在は行えていない。今

後も継続することを目標に、歯科衛生士会で

作成した健口体操の資料を配布した。 

利用者の口腔内は昼食後であったが、食物残

渣の付着はほとんどなく、痂疲などの汚染も

なかった。両施設とも約 7割が義歯、それも

部分義歯より上下どちらかに総義歯を装着し

た者が多くみられた。歯ブラシでのみがき方

指導に関しては特に問題はみられなかった。

口腔ウエットシートを指に巻きつけてケアを

行える利用者は 6割ほどであった。職員も実

際に口腔ウエットシートでの演習を行い、使

用方法の注意点を指導した。誤嚥性肺炎の原

因や口腔内細菌との関係について知識を深め

る時間となった。 

考 察 

避難所の体育館には当初の予定以上の受診

者、相談者がおり、決められたブースでの物

資の配布や説明に時間を伴う作業であった。

医療ニーズには比較的対応できていたが、待

ち時間の短縮や、被災者に対する事前の周知

活動等、改善点が明確化した。 

義歯装着者には義歯の紛失に伴い摂食に問

題が起こることが予想されることから早期の

歯科医療の介入が必要である。また、災害に

備え、水を使用しない口腔ケア方法を指導す

ることも重要である。 

発災後約二か月の避難所での心身的ストレ

スは大きなものであり、歯科に関する不安、

悩みに限らず、被災時の状況を傾聴するなど、

今回の活動はメンタルヘルスへのアプローチ

にも繋がったのではないかと考える。 

まとめ 

今回の支援を行うにあたり、被災者には短

期的歯科保健医療支援活動と、長期的歯科保

健活動の医療ニーズを把握し、現場に応じた

活動を提供しなければならないが、西予市、

愛媛県歯科医師会、愛媛県歯科衛生士会との

連携不足があった。初期対応についての遅れ

や事前の情報収集不足、従事者同士の情報共

有不足などの課題が明確化した。今後の歯科

保健医療体制の整備に向けて、各職種の専門

性を生かした支援体制づくりが期待されてい

るが、その中で我々歯科衛生士にどのような

活動が可能であるのかを考える機会となった。 

歯科衛生士会としての初動対応は、まず被

災地在住の会員に電話での安否確認・被害状

況の聞き取り、正確な情報を短期間で把握す

ることが必要である。また、被災会員の支援

はもちろん、今回の経験を活かし、災害時の

保健活動と地域防災計画のための具体的なシ

ステムの構築、地域歯科衛生コーディネータ

の育成も充実させなければならない。 

参考文献：日本災害時公衆衛生歯科研究会「災害時

の歯科保健医療対策」  

(件)
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北宇和歯科医師会 

宇和島歯科医師会 

愛媛県歯科衛生士会 

災害対策窓口 

愛媛県歯科衛生士会 

平成 30 年西日本豪雨災害における愛媛県歯科衛生士会の活動 その 2 

○西蔭 節子 1） 土居 多恵 1）  荒山 英美 1）  水口 欣子 1）

清家 洋美 1） 川上 三紀 1）  松井 寛子 1)    是澤 政勝 2)

1)一般社団法人愛媛県歯科衛生士会  2)宇和島歯科医師会

キーワード  口腔ケア 健口 災害備蓄 

はじめに 

宇和島市吉田町では、土砂災害に加えて浄

水場の崩壊により長期にわたり（８月中旬ま

で）断水状態が続いた。水の確保や後片付け

等に追われて困難を強いられていた避難生活

者の健康維持に影響する歯科口腔健康問題を

把握し、適切な歯科口腔保健支援活動を行う

ために「災害対策窓口」を設け、北宇和・宇

和島歯科医師会と協働で図 1のように連携を

とり７月 18日から支援活動を行った。 

支援内容としては、被災地区の高齢者施設、

避難所などでの状況把握のためにアセスメン

ト票による聞き取り調査、口腔ケア用品の配

布、町内での健康診断や健康相談時に歯科口

腔保健指導を行ったのでその活動を報告する。 

 

方 法 

1、聞き取り調査 

愛媛県災害時保健衛生活動マニュアル～歯

科口腔保健編～のアセスメント票によりハイ

リスク者、環境、用具、清掃行動、症状、専

門支援、その他の問題について聞き取り、状

況やニーズの把握に努めた。対象被災地域の

高齢者施設（主に入所者５０人以上）や避難

所では、担当者に聞き取り調査を行った。ま

た、町内で行われる特定健診や乳幼児健診、

健康相談日には歯科相談窓口を設け、個別の

聞き取り調査と歯科口腔保健指導を行った。 

2、支援物資の配布 

支援物資の口腔ケア用品は表１のように集

まり、聞き取り調査によりニーズに合わせて

配布したり、一部避難所には「健口ボックス」

として配置し、必要に合わせて使用できるよ

うにした。 

3、歯科口腔保健活動 

ニュースレター「健口だより」（図２）を

発行した。「健口ボックス」内に置き、内容

は表２のように災害時の口腔ケアにつながる

ものとした。 

また、被災地の高齢者施設では「災害時の

口腔ケアについて」とともに「誤嚥性肺炎予

防、口腔機能維持向上の実習」を交えながら

職員研修会を行った。 

4、研修会 

歯科衛生士の資質の向上のために平成 24

年から南予地域で定期的に開催している「な

んよ DHスタディーグループ研修会」では、 

歯ブラシ 

歯磨剤 

デンタルリンス 

口腔ケア用 

ウエットシート 

義歯清掃用ブラシ 

義歯洗浄剤 

義歯安定剤 

義歯保管ケース 

手指消毒用ジェル 

コップ 

図 1 連携 

図２ ニュースレター 

表２ ニュースレター内容 

表 1 口腔ケア用支援物資 

愛媛県歯科医師会 

宇和島市 宇和島保健所 
協働 

サポート 

災害対策窓口 

テーマ ワンポイント 

歯科保健医療にできることがあります デンタルリンス 

健康を保つために口腔ケアも大切です キシリトールガム 

入れ歯のお手入れは大切です 舌みがき 

誤嚥性肺炎の予防 パタカラ体操 
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「豪雨災害の経験を活かして」（表 3）の内

容で 11月に研修を行った。身近に起きた災

害を知り、専門職として災害時に対応できる

知識や技術を学んだ。 

 

 

 

 

考察 

1、高齢者施設では近隣からの給水による生

活用水やペットボトルの飲料水を使用して、

平時の口腔清掃を維持しようと努力している

ようだった。聞き取り調査により不足してい

た物品を配布し、節水状況にあっても口腔清

掃の質が保てるように専門的助言ができ、平

時の口腔ケアの質の向上にもつながるように

取り組めた。後日要請があり開催した高齢者

施設職員研修会では、「災害時の口腔ケア」

の大切さを確認し、少ない水で出来る歯みが

きの仕方や毎日続けられる口腔体操やマッサ

ージなどを実習した。施設内での実施に向け

て、準備が整いつつある様子が見られ、一歩

前進したのではないかと考えている。 

2、避難所で生活している方の中には、歯ブ

ラシや入れ歯が流された方がいた。避難所と

なっている体育館や公民館では、「歯みがき」

特に「入れ歯の清掃」ができる環境（場所、

水不足、人の目が気になる）の確保が難しか

った。また、少ない水で口腔清掃をする時に

活用できる「口腔ケア用ウエットシート」

「デンタルリンス」の使用方法が分からない

方が予想以上に多かったため指導した。これ

らの事は平時の歯科口腔保健活動の不十分さ

がわかり、今後充実させる必要があることが

課題となった。また、非常時持ち出し袋の中

に「命を守るケア用品」として歯ブラシ等を

入れるよう情報提供を行った。 

3、支援物資の配布方法として、一部の避難

所では、歯ブラシ、歯磨剤、コップ等の口腔

ケア用品を詰め合わせた「健口ボックス」を

配置し必要な物品を簡単に手に取り口腔清掃

時に使用できるようにした。物資の提供と共

に口腔ケアを身近なもの、当たり前のものと

して受け入れてもらえたと思っている。 

4、復興期になり歯科口腔保健活動を進める

にあたり「健口だより」を発行し「健口ボッ

クス」内に配置した。水不足でおろそかにな

りがちな「入れ歯の清掃」や口腔清掃不良や

免疫低下、ストレスにより発症が懸念される

「誤嚥性肺炎」について、デンタルリンスの

使用方法、キシリトールガムの働き、舌みが

きの方法、口腔体操（パタカラ体操）による

口腔機能維持向上について分かりやすく情報

発信をした。これからも啓蒙活動の一環とし

て継続していきたいと考えている。 

5、私たちの研修会では被災した会員からの

生の声を聞き、生活の変貌を知ることになっ

た。また、「地域の防災インストラクター」

から教えられた「備蓄の基本」は、大いに取

り組むことができる内容であった。特別な備

蓄品をそろえるだけではなく、「日常生活の

中で、災害時に活用できるものを使い回す習

慣を身につけておく」ということだった。こ

れを災害時の口腔衛生環境に置き換えてみる

と、平時からの歯科口腔保健活動の取り組み

のひとつひとつが「健康につながる備蓄」に

なると確信することとなった。 

まとめ 

この災害は地域の医療・歯科医療を崩壊す

るには至らなかったが、不自由・不慣れな生

活が長期化している。そのような環境下で、

健康を維持するために予防的活動となるのが

地域保健活動である。その中で効果的・効率

的に歯科口腔保健活動を行うためには多機関

多職種と連携をとり協働支援ができる「災害

に対応する仕組み作り」が必要だとわかった。 

避難生活では、「入れ歯が無くて食事がし

づらい」「歯みがきができず歯肉炎や歯周病

になった」等の歯に関する問題点が見られる

ようになり、全身症状にも大きく影響を及ぼ

すことが想定される。災害発生後いかに早く

サポートができるかが問われることになる。 

歯科衛生士として行っている歯科口腔保健

活動としては、災害時に限らず地道に行って

いくことが重要であるということを確認でき

たので、基礎固めとして捉え、平時から「災

害を乗り越える歯や口の健康」を維持するこ

とを意識した活動を続けていきたい。 

表 3 歯科衛生士研修会 

DH：Dental Hygienist（歯科衛生士） 

第１８回なんよ DHスタディーグループ研修会 

内容：「豪雨災害の経験を活かして」 

１．豪雨災害を経験して 

２．支援活動について 

３．災害に備えるために 

４．災害時の口腔ケアについて 
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働く世代の歯と口腔の健康づくり事業 

～管内造船所における取組報告～ 

○高橋 直樹、中越 真寿美、三好 里恵、森 眞弓、荒木 周一郎、冨田 直明（今治保健所）

キーワード 働く世代、歯科口腔保健、健康づくり 

目 的 

 近年、歯と口腔の健康が全身の健康に影響してい

ることが明らかとなり、歯科口腔保健対策は生涯に

わたる健康づくりの観点からも重要である。  

とりわけ、歯周病が発症、増悪する壮・中年期へ

の対策は必要不可欠である。 

平成25年度から中予保健所において、壮・中年期

を対象に歯科検診の受診率向上を目指した産官学に

よる「壮・中年期歯科検診受診促進『中予モデル』

構築事業」を実施し、職域への普及啓発を促進して

きたことをさらに、平成29年３月に策定した第２次

愛媛県歯科口腔保健推進計画を踏まえ、平成29年度

から県内県型保健所において、働く世代の歯と口腔

の健康づくり事業として展開しており、今治保健所

での２年間の取組みについて報告する。 

方 法 

Ⅰ 対象事業所の選定 

 対象事業所については、今治保健所で実施してい

る、愛顔のけんこう応援レター配信登録事業所から、

歯科口腔保健の講話を希望した事業所を選定した。 

Ⅱ 対象事業所 

平成29年度：Ａ造船所 従業員数97名 

平成30年度：Ｂ造船所 従業員数400名 

  （社内協力工含む） 

Ⅲ 実施時期及び介入方法 

 各造船所と事前に内容を検討した結果、表１のと

おり実施した。 

 なお、Ａ造船所、Ｂ造船所ともに、安全衛生委員

会出席者（主に親方が参加）とし、それぞれ、17名、

39名を対象とした。 

表１ 介入方法 

造船所 実施時期 介入方法 

Ａ 

平成29年4月 事前アンケート 

平成29年5月26日 講話・実技 

平成29年10月 事後アンケート 

Ｂ 

平成30年6月 事前アンケート 

平成30年7月10日 
講話・実技 

直後アンケート 

平成30年12月 事後アンケート 

Ⅳ 実施内容 

１ 事前アンケート 

 主な内容は、歯みがき回数、デンタルフロス・

糸ようじ、歯間ブラシの使用頻度、歯科検診の受

診状況、歯科疾患と他の病気との関連等の選択解

答とした。 

２ 講話及び実技 

  保健所歯科医師により、愛媛県の口腔内の状況、

むし歯や歯周病の原因と予防、口臭、口腔機能の

低下による影響、歯科疾患と全身疾患との関連等

を講話するとともに、実技は、ペリオスクリーン

による唾液検査、歯間ブラシの使用方法について

指導した。なお、Ｂ造船所においては、在宅歯科

衛生士と２人で実施した。 

３ 直後アンケート 

  Ｂ造船所のみ、講話・実技の内容の感想や、歯

みがき回数、デンタルフロス・糸ようじ、歯間ブ

ラシの使用頻度、歯科検診の受診、今後取り組み

たいこと等を実施した。 

４ 事後アンケート 

  講話・実技を実施した５か月後に事前アンケー

トと同じ内容にて、取組み結果を確認し、行動変

容に結びついているかを評価した。 

結 果 

Ⅰ 実施状況 

表２ 実施者数 

造船所 介入方法 実施者数（実施率） 

Ａ 

事前アンケート 17名（100％） 

講話・実技 13名（76.5％） 

事後アンケート 14名（82.4％） 

Ｂ 

事前アンケート 39名（100％） 

講話・実技 

直後アンケート 
33名（84.6％） 

事後アンケート 39名（100％） 

Ⅱ 事前アンケート 

１ 歯みがき回数 

  Ａ造船所、Ｂ造船所ともに、１日２回みがく者 

がそれぞれ65％、49％と最も多く、３回以上みが

く者が23％、20％であった。（図１） 
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図１ 歯みがき状況 

Ａ造船所   Ｂ造船所 

２ デンタルフロス、糸ようじの使用頻度 

  Ａ造船所、Ｂ造船所ともに、使っていないがそ

れぞれ59％、72％と最も多く、週２日以上は12％、

15％であった。（図２） 

図２ デンタルフロス、糸ようじの使用状況 

   Ａ造船所      Ｂ造船所 

３ 歯間ブラシの使用状況 

  Ａ造船所、Ｂ造船所ともに、使っていないがそ

れぞれ65％、72％と最も多く、週２日以上は18％、

17％であった。（図３） 

図３ 歯間ブラシの使用状況  

   Ａ造船所      Ｂ造船所 

４ 歯科検診の受診状況 

  １年以内の歯科検診の受診した者は、Ａ造船所

35％、Ｂ造船所64％であった。 

５ 歯科疾患と他の病気との関連 

  歯科疾患と他の病気との関連を知っている者は、

Ａ造船所82％、Ｂ造船所51％であった。 

Ⅲ 唾液検査結果  

唾液検査で陽性となったのは、Ａ造船所11名（陽

性率84.6％）、Ｂ造船所11名（33.3％）であった。 

Ⅳ 事前アンケートと直後・事後アンケートとの結

果比較 

Ａ造船所においては、１日２回みがく者の割合は

増加したが１日３回みがく者の割合は減少した。デ

ンタルフロスの使用頻度、歯科検診の受診状況はそ

れぞれ２ポイント、１ポイント増加した。（表３） 

 Ｂ造船所においては、講話・実技直後のアンケー

トでは、行動意欲が高くなっていたが、事後アンケ

ート結果を見ると、全体には改善傾向にはあるもの

の、直後アンケートほどの改善ではなく、また、歯

科検診の受診状況は悪化していた。（表４） 

表３ Ａ造船所におけるアンケート結果比較（％） 

項目 事前 事後 

１日の歯みがき回数 

１日２回みがく 65 72 

１日３回みがく 23 21 

ﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾛｽ（週2日以上） 12 14 

歯間ブラシ（週2日以上） 16 14 

歯科検診の受診（ある） 35 36 

歯科疾患と他の病気 82 71 

表４ Ｂ造船所におけるアンケート結果比較（％） 

項目 事前 直後 事後 

１日の歯みがき回数 

１日２回みがく 49 36 59 

１日３回みがく 20 58 13 

ﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾛｽ（週2日以上） 15 70 23 

歯間ブラシ（週2日以上） 17 67 23 

歯科検診の受診 64 91 44 

歯科疾患と他の病気 51 70 54 

考 察 

 Ａ造船所、Ｂ造船所とも、事前及び事後アンケー

トを比較してみると、歯みがき回数やデンタルフロ

スの使用頻度については、改善傾向が見られたもの

の、Ａ造船所で歯間ブラシの使用頻度については、

減少していた。 

特に、Ｂ造船所においては、デンタルフロスの使

用について、70％近くの者が使用したいと回答して

おり、事後の結果でも使用している者は23％おり、

事前を基準にすると６～８ポイント増加していた。 

また、直後アンケートでは、90％以上の者が歯科

検診を受診したいと回答していたが、結果的には半

数程度にとどまっていた。 

講話・実技を１回実施しただけでは、まだまだ歯

科検診への行動変容には結びついていなかった。 

 今回の対象者は、安全衛生委員会参加者というこ

とで健康に対する意識の高い者と考えていたが、な

かなか行動変容までは結びついておらず、一般の従

業員についてはさらに難しいと考える。 

 今後は、造船所の担当者と入念な検討を行い、事

業所健康診断時や朝礼、昼食時等の機会を捉えて、

リーフレットや各種媒体による繰り返しの啓発が必

要である。 

まとめ 

 現在、事業所等での歯科検診は法律で義務化して

おらず、事業所等での実施は限られている。 

 今後も、歯科検診等による従業員の健康管理や事

業所の生産性の向上の寄与等、事業主が歯科口腔保

健の重要性を理解し、歯科検診等の機会の確保への

体制の構築の一助となるよう更なる普及啓発を図っ

ていきたい。 
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若い世代からのがん予防対策の取り組み～学校現場と連携して～ 

○中越 真寿美 髙橋 直樹  三好 里恵  森 眞弓 

荒木 周一郎 冨田 直明 （今治保健所） 

Ⅰ はじめに 

本県における死亡原因の第１位を占めるが

んは、平成 29 年には 4,629 人の命を奪い、

全死亡者数の 25.5％を占めているが、県の

がん検診受診率は年々減少傾向にあり、今治

保健所管内（以下「管内」という。）も同様

の傾向にある。 

 県では、がん検診の受診勧奨やがん予防へ

の意識啓発を目的として、平成 21 年度から

がん対策推進員の養成事業を実施している。 

 今治保健所では、食生活改善推進員等を対

象に養成してきたが、平成 24 年度からは、

社会に出る前の若い世代にターゲットをおき、

若いうちからの健康的な生活習慣の確立や検

診の必要性を認識させ、さらには家庭等への

波及効果も期待し、今治明徳短期大学等の学

生を中心に養成してきた。 

 今年度は、管内の中学校では初めて上島町

立弓削中学校の３年生を対象に、学校や町と

協働した授業を実施した。 

 今まで取り組んできたがん予防対策の中で

も、今回は上島町立弓削中学校と今治明徳短

期大学における若い世代への取り組みを報告

する。 

Ⅱ 取り組み状況 

１ 平成 29 年度までの取り組みの経緯 
（１）上島町立弓削中学校

 関係機関が集う会議において、中学校の養

護教諭から「がん教育にどう取り組めばよい

かわからない」「保健所の取り組みを紹介し

てほしい」との声があり、平成 29 年度の養

護部会において、これまでのがん対策推進員

養成の取り組みを情報提供した。

 その後上島町立弓削中学校から、がん予防

をテーマに保健体育の授業を活用して行いた

いので支援してほしいと依頼を受けた。

（２）今治明徳短期大学

平成 24 年度から、毎年１年生を対象に、

がん予防の講話や乳がんの触診モデル体験等

を中心とした講義を継続的に実施してきた。

平成 29 年度は、がん予防啓発のためのテ

ィッシュラベルを作成してもらい、学生祭で

一緒に配布しながら啓発活動を行った。

２ 平成 30 年度の実施状況 
 各校における実施状況を表１にまとめた。

（１）上島町立弓削中学校

 事前に対象生徒にアンケート調査を行い、

がんという病気に対する印象や知識の程度を

把握した。その結果を踏まえ、保健所が教案

や板書計画を作成し、保健所（保健師、栄養

士）、町（保健師）、学校（養護教諭、保健

体育教員）と打合せを行った。

 授業では、導入として町の健康問題に触れ

たり、手作りの媒体を用いるなど、生徒が自

分や家族の健康にかかわる問題として、興味

を持って参加できるよう工夫した。また、板

書や発表する生徒の指名等は、保健体育の教

員が行うようにした。

（２）今治明徳短期大学

 事前に教員と教案を用いて、指導項目を確

認した。多くはこれから社会に出る年代の学

生に対し、がん予防のための生活習慣だけで

なく、近年ニーズが高まっているがん治療と

仕事の両立についても指導項目に加えた。

 また、啓発用のティッシュラベルは、「絵

が得意でない人もいる」という学校側の意見

から、平成 30 年度は講義を受けて感じた想

いを、「あ」から「ん」の 50 音の「がん予

防かるた」に、学生自身の言葉で表現しても

らった。

Ⅲ 結果 

１ 上島町立弓削中学校

授業前「がんという病気へのイメージ」の

上位は、「突然なってしまう病気」「怖い病

表１ 各校における実施状況（平成 30年度） 

キーワード がん予防、がん検診、学校

上島町立弓削中学校 今治明徳短期大学
対象 中学３年生19名 大学１年生28名
時間 50分 90分

講義「がんを知り、予防しよう！」
１. 体験談から～がんとともに働く～
２. がんを知り、予防しよう
　　・がんができるしくみ
　　・がんの現状
　　・がんを予防する生活習慣
　　・がん検診の必要性
　　・がん治療と仕事の両立について
３. 乳がんの触診モデル体験
４. まとめ（グループワーク）
　　「今日からはじめます！がん予防宣言」
５. がん予防かるたを考えよう

内容

授業「がん予防を応援し隊！」
１. 我が町の健康問題（町保健師から）
２. がんを知り、予防しよう
　　・旗揚げ式アンケート（がんの印象）
　　・がんができるしくみ
　　・がんの現状
　　・がんを予防する生活習慣
　　・がん検診の必要性
３. まとめ（ワークシート記入後、発表）
　　がんを予防するために
　　①これからの自分ができること
　　②家族や身近な人にも伝えたいこと
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気」が占めたが、授業後は「老化とともにな

りやすくなる病気」「予防ができる病気」

「生活習慣が原因の１つとして考えられる病

気」が上位に変わり、「早期に発見すれば治

る病気」という認識も高まった（表２）。

 

 

 また、授業前、約 7割は「日頃の食生活や

生活習慣ががん予防に大切なことを知らな

い」と回答したのに対し、授業後、全員が

「がん予防に大切な食生活や生活習慣を実行

しようと思う」と回答した。 

さらに、授業後、全員が「がんについて家

族で話をしてみようと思う」と回答し、その

内容は「がんを予防する方法について」が

100％、「がん検診やがんの早期発見につい

て」が 63.2％に及んだ。 

 自由記載には、「今までがんは怖いと思っ

ていたけど、実際はそうではなくて、自分が

気をつければ予防ができることがわかった」

「大人になったら、1～2年に１回はがん検

診に行こうと思う」等の意見が挙げられた。 

２ 今治明徳短期大学 

 グループワークでは、それぞれの学生が自

分の生活習慣を振り返り、見出した改善目標

を仲間と共有し合うことができていた。 

 がん予防かるたの言葉は、207 もの言葉が

寄せられ、保健所内投票により決定した。

「何だろう 違和感探そう 触診で」「減塩

が あなたの胃がん 予防する」など講義を

通じて学んだことや、「お父さん そろそろ

気にして 健康のこと」など家族を思いやる

言葉も含まれていた。ボランティアによるイ

ラストを加えた図１のかるたを、学生祭やイ

ベント、会議等で活用・展示し、また、ティ

ッシュボックス等に貼り、配布した。 

Ⅳ 考察 

１ 上島町立弓削中学校 

学校や町のスタッフと、教案や板書計画を

用いて打合せを行ったことで、それぞれが共

通認識を持ち、関係者が一体となって協力し

合うことができた。また、町との連携により

取り組みを共有したことで、今後のフォロー

体制を整えることができた。 

 授業で使用した手作りの媒体は、生徒の心

を動かし、効果的だったと考えている。特に

タバコに含まれるタール（液体）の模型は、

手に取った生徒から思わず声が漏れるほどの

インパクトを与えた。また、食品中に含まれ

る塩分量の媒体は、普段の食事に意外と塩分

が含まれていたことを気づかせ、「インスタ

ントより自分で作って食べたい」「（塩分を

排出するための）野菜や海藻もしっかりとり

たい」という感想につながった。こうした媒

体を用いた指導方法に、校長、教頭等学校側

も興味を示したことから、今後は養護教諭の

研修会等で取り組みの成果を伝えていくとと

もに、効果的な媒体作成や指導の工夫なども

共有していきたい。 

２ 今治明徳短期大学 

 大学では、がん予防の教育が年間の講義計

画の中に位置づけられ、計画的・継続的に取

り組める体制が構築できつつある。要因とし

て、学校側ががん教育の必要性を理解し、重

要性を認識していること、また、教員との関

係性を築き、協力を得て毎年取り組みを継続

してきたことが大きいと考えている。 

 学生は、ティッシュラベルやがん予防かる

た等を通じて他の学生や地域住民に、学んだ

ことを伝える活動に展開できつつある。今後

は、次世代を担う若者から地域にがん予防の

重要性を発信していけるような活動の拡がり

を目指していきたい。そこで、まずはがん予

防かるたを今治保健所ホームページに掲載し、

誰もがイラストも含め自由に利用できるよう

にしたい。また、市町広報への掲載を働きか

けるなど、さらなる PRも考えている。 

Ⅴ 終わりに 

 今後もがん検診の受診率の向上につながる

よう、生涯を通じた視点でがん予防を推進し、

２校での取り組みをモデルに、市町や学校と

協働してがん予防教育に取り組んでいきたい。

表２ がんという病気へのイメージ 

図１ がん予防かるた 

早期に発見すれば治る病気 老化とともになりやすくなる病気 予防ができる病気
生活習慣が原因の１つとして

考えられる病気

94.7% 89.5% 84.2% 84.2%

手術が必要な病気

61.1% 55.6%

【授業前】上位４項目

【授業後】上位４項目

早期に発見すれば治る病気 突然なってしまう病気

83.3% 61.1%

怖い病気
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高校生に対する「食育」と「歯と口腔の健康づくり」 

～「食育＆歯科 net 三瓶」の取組～（第二報） 

○川口和美 1) 大内詩野 1) 富谷純子 1) 鈴木洋司 1) 忽那照美 1) 河野英明 1) 高月ひとみ 2)

1) 愛媛県八幡浜保健所  2) 愛媛県立三瓶高等学校

はじめに 

八幡浜保健所では、親から巣立ち自立して

いく時期を控え、生涯の健康づくり・生活習

慣の基礎を確立するために重要な時期である

高校生を対象に、「食育」と「歯と口腔」の

両面から健康管理に関する知識や技術の習得

を目的とする講座「食育＆歯科 net三瓶」を

平成 28年度から実施している。 

モデル事業として愛媛県立三瓶高等学校の

全校生徒を対象に実施してきた本取組では、

「食育」と「歯と口腔」それぞれに学年別の

プログラムを組んでグループワークや実技を

含めた講座を実施しており、取組の背景や経

緯、初年度の取組状況については平成 28 年

度愛媛県地域保健研究集会で報告している。 

保健所・学校・西予市・在宅歯科衛生士が

協働しプログラム等の見直しを重ねながら取

組を継続してきたが、モデル事業最終年度を

迎えたことから、２年目・３年目の取組の経

過とアンケート結果を踏まえた３年間の取組

の評価、今後の展望について報告する。 

取組の内容 

１ 目的 

食に関する知識やライフステージに応じた

望ましい食習慣及び歯と口腔の健康管理に関

する知識を習得し、生涯を通じて健康的な生

活習慣を実践できる青年期の育成を図る。 

２ 対象 

愛媛県立三瓶高等学校の全学年の生徒 

３ 実施期間 

平成 28年度から平成 30年度（３年間） 

４ 講座内容（プログラム） 

各学年とも食育の講座を実施した後に歯科

の講座を実施する流れで行い、学年ごとに知

識や技術のステップアップが図れる内容とな

るよう意識した。食育は学年別に講話とグル

ープワーク、歯科はクラス別に講話と実技を

組み込んだ形式で行った。各講座の実施後に

は内容の理解度等を確認するためのアンケー

トを実施し、生徒の反応やアンケート結果を

元に、毎回の実施毎に参加した養護教諭・西

予市（栄養士・歯科衛生士・保健師）・在宅

歯科衛生士と共に意見交換を行い、プログラ

ムの再検討・見直しを重ねていった。３年目

に実施したプログラムは表１のとおり。 

(表１)テーマとプログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード 食育、歯と口腔、高校生 

学年 １年生 ２年生 ３年生 
共通 
テーマ 

食事と 
歯と口腔の健康 身体をつくる 受験、新生活に 

向けて 
食育 
テーマ 

食生活を見直し、 
バランスよく食べる 

適正体重を維持又は 
めざす 

自ら正しく選択し、 
行動できる 

食育 

【講話】 
1. 食育＆歯科 net三瓶
について

2. ライフステージに応じた食
生活について知る

3. バランスのよい食生活と
食事内容を知る（朝食
の摂取、主食・主菜・副
菜をそろえる）

4. し好飲料等の適切な利
用について考える

【グループワーク】 
1. 主食・主菜・副菜の分類
2. 主食・主菜・副菜を組み
合わせて、バランスのよい
食事内容を知る

【講話】 
1. BMI から求める適正体
重を知り、健康管理する

2. バランスのよい食生活と
食事内容について理解
を深める（朝食の摂取、
野菜は 350ｇ以上の摂
取をめざす）

【グループワーク】 
1. BMI から自分の適正体
重を求める

2. 野菜の摂取量を増やす
方法を考える（朝食、
食事の組み合わせ）

【講話】 
1. BMI から求める適正体
重について理解を深める

2. バランスのよい食生活の
ためのポイントを理解し、
行動につなげる（朝食の
摂取、食事の改善方法
を知る）

【グループワーク】 
1. 食事の改善ポイントを考
える

2. 今までの食事、食生活に
ついて振り返る

3. 自分が実践できることを
考え、行動につなげる

歯科 
テーマ 

歯みがき習慣を 
見直す 

むし歯・歯周病から 
歯を守る 

噛むことの 
大切さを知る 

歯科 

【講話】 
1. 口腔、各歯の役割を知
る

2. むし歯について正しい知
識を習得する

3. 口腔内に興味をもつ
（自分の口腔内の現状
を知る）

4. 検診、治療の必要性を
理解する

【実技】 
1. 歯みがきの癖（苦手な
部位）を知る

2. 自分の口腔に合った歯ブ
ラシの選び方を知る 

3. 正しい歯みがき習慣を身
に付ける
（基本形：自分の口腔
に合った歯みがき方法の
習得）

【講話】 
1. むし歯、歯周病について
正しい知識を習得する

2. 今から 8020 を目指す
（8020運動）

3. 検診、治療の必要性を
理解する

【実技】 
1. 歯みがきの癖（苦手な
部位）を知る

2. 正しい歯みがき、フロッシ
ングの習慣を身に付ける
（応用形：自分の口腔
内に合った歯みがき方法
[タフトブラシ・ホルダー付
デンタルフロス使用]の習
得）

【講話】 
1. 噛む効果を知る
2. 日頃から噛ミング 30 を
心がける

3. 口腔領域をフルに活用し
て食べる楽しみを知る

4. 検診、治療の必要性を
理解する

【実技】 
1. 歯みがきの癖（苦手な
部位）を知る

2. 正しい歯みがき、フロッシ
ングの習慣を身に付ける
（100％みがき[糸巻
きタイプのデンタルフロス
使用]を目指す）
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結 果 

１ アンケート結果 

３年間の介入後（講座終了２か月後）に３

年生にアンケートを実施し、介入前（１年生

時）に実施したアンケートと比較し、行動変

容の確認を行った。 

「食育」の項目ではそれぞれの取組の状況

を確認したところ、「朝食をほとんど毎日食

べる」はあまり変化がなく、「主食・主菜・

副菜のそろった食事ができている」「１人で

作れる料理がある」は割合が低くなっていた。

一方、「食事のあいさつをする」「栄養成分

表示を参考にする」は割合が増加しており、 

特に「食事の知識や技術を持っている」は倍

増していた（図１）。低くなっていた項目に

ついては、介入前ではできていたと思ってい

たことが、実際はできていなかったことが学

習して理解できた結果と考えられる。 

(図１)食育：取組の状況 

 

「歯と口腔」の項目では意識と行動の状況

を確認したところ「歯をみがく時気を付けて

いること」の問では「歯ブラシを定期的に交

換」の項目が減少しており、それ以外の項目

では増加していた（図２）。「歯ブラシを定

期的に交換」の減少は、介入前の生徒の“定

期的”の認識と講座で伝えた“定期的(１か月)”

の頻度が異なっていたためと考えられる。 

「歯みがきの時に使用している道具」の問

では歯ブラシが 100％になった他、デンタル

ミラー以外の項目で増加がみられた。デンタ

ルフロスは 8.7％から 32.6％に増加し、２年

と３年でデンタルフロスの実技を行った後、

３割の生徒がその後も使用していることが確

認できた（図３）。 

(図２) 歯をみがく時気を付けていること（複数回答） 

 

 

(図３)歯みがきの時に使用している道具（複数回答） 

 

２ ｢食育＆歯科 net三瓶｣を３年間受けての

感想(抜粋) 

【食育】 

・食育教室をうけて朝食を食べるようにした。 

・３年間を通して食育について詳しく知るこ

とができたので、これからの日々の生活で

活かしていきたい。 

・食育教室を通して、食への感謝や食への意

識が高まり、「いただきます」のあいさつ

をするようになった。 

【歯科】 

・この３年間を通して、歯みがきの意識や仕

方がかなり良い方向に変わったと思う。 

・３年間を通して自分に適した歯のみがき方

を見つけられた。 

・年を重ねるごとに歯みがきチェックが綺麗

になっているので、これからも学んだこと

を思い出しながら歯みがきをしていきたい。 

３ 評価 

アンケート結果から、３年間の取組を通

して食育・歯科共に知識や技術の向上、行

動の変容がみられ、３年間の介入の効果を

確認することができた。段階的に継続して

介入できたことが結果につながったのでは

ないかと考えられる。 

今後の展望 

保健所のモデル事業は今年度で終了とな

るため、本取組で作成したプログラムを管

内の高等学校で広めていくことを目的に、

南予地区の養護教諭の研修会で取組の報告

等情報提供を行う予定としている。加えて、

学年別のプログラムを各学校で養護教諭が

実施することができるよう、活用できる状

態に媒体を整理し、提供できればと考えて

いる。 

本取組に３年間継続して関わっていただ

いた西予市の栄養士・歯科衛生士と共に継

続について更に検討を重ね、本取組が波及

されるよう引き続き実施方法について模索

していきたい。 

80.4%

80.4%

76.1%

47.8%

13.0%

21.7%

81.4%

62.8%

65.1%

53.5%

16.3%

44.2%

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

朝食をほとんど毎日食べる

主食・主菜・副菜のそろった食事

ができている

1人で作れる料理がある

食事のあいさつをする

栄養成分表示を参考にする

食事の知識や技術を持っている

1年時（介入前）

3年時（介入後）

52.2%

4.3%

34.8%

19.6%

43.5%

10.9%

39.5%

18.6%

51.2%

34.9%

53.5%

41.9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

歯ブラシを定期的に交換

小さい歯ブラシを使用

小刻みにみがく

力を抜いてみがく

鏡を見ながらみがく

ペングリップで持つ 1年時（介入前）
3年時（介入後）

97.8%

0.0%

8.7%

67.4%

4.3%

100.0%

2.3%

32.6%

90.7%

4.7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

歯ブラシ

タフトブラシ

糸ようじ(デンタルフロス)

歯みがき剤

合わせ鏡(デンタルミラー)
1年時（介入前）
3年時（介入後）
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西条市におけるヘリコバクター・ピロリ感染検査の取り組みについて 

〇三瀬愛美 合田かすみ 田中舞 加藤美緒 末国あゆみ （西条市健康医療推進課） 

はじめに 

 西条市の死亡原因の第 1位は「悪性新生

物（がん）」であり、その中で胃がんは肺が

んに次いで第 2位となっている。胃がんの

リスク要因としてヘリコバクター・ピロリ

の感染があげられており、除菌をすること

で、胃がんの予防効果があると言われてい

る。 

 そこで、ヘリコバクター・ピロリの感染

の有無を確認し、必要に応じて除菌治療に

つなげ、胃がん発生予防を図る。また、こ

の検査を通じて、胃がん予防の意識を高め、

自分自身及び家族の健康に関心を持つこと

を目的に、平成 29 年度より成人（年度末年

齢 50歳）、中学 2年生を対象に実施してい

る。 

 成人ヘリコバクター・ピロリ感染検査、

中学 2年生ヘリコバクター・ピロリ感染検

査について、平成 29年度の実施状況を報告

する。 

方法 

1 成人ヘリコバクター・ピロリ感染検査 

(1)対象者 

50歳（昭和 42年 4月 1日～昭和 43年 3

月 31日生まれ） 

(2)対象者数 

1,385人 

(3)検査期間 

平成 29年 5月 8日～12月 10日（94日間

の総合健診にあわせて実施） 

(4)検査内容 

血液検査（ヘリコバクター・ピロリ抗体

検査及びペプシノゲン検査） 

(5)二次検査対象者 

 血液検査の結果で、ABC分類（表 1）の B、

C、D群と判明した方 

 二次検査対象者には、医療機関受診勧奨

を実施 

表 1 ABC分類 

分類 A 群 B 群 C 群 D 群 

ヘリコバクター・

ピロリ抗体検査 

陰性 陽性 陽性 陰性 

ペプシノゲン検査 陰性 陰性 陽性 陽性 

2 中学 2年生ヘリコバクター・ピロリ感染

検査 

(1)対象者 

14歳（平成 15年 4月 2日～平成 16年 4

月 1日生まれ） 

(2)対象者数 

1,023人 

(3)検査期間 

 平成 29年 12月 22日～平成 30年 3月 31

日 

(4)検査場所 

 市内指定医療機関（32件） 

(5)検査内容 

 尿検査 

(6)二次検査対象者 

尿検査で陽性と判明した方 

 二次検査対象者には、医療機関受診勧奨

を実施 

結果 

1 成人ヘリコバクター・ピロリ感染検査 

(1) 血液検査受診率 

対象者 1,385人のうち、受診者は 190人

（13.7％）だった。 

受診者のうち、ABC分類の判定結果は、A

群 126 人（66.3％）、B 群 50 人（26.3％）、

C群 12人（6.3％）、D群 2人（1.1％）とい

う結果だった。（図 1） 

キーワード ヘリコバクター・ピロリ感染検査、中学 2年生、除菌治療 

A群, 

66.3% 

B群, 

26.3% 

C群, 

6.3% 

D群, 

1.1% 

図1 ABC分類判定結果 
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(2)陽性率 

ABC 分類で B、C、D群と判明した方は、

陽性者となり、陽性者は 64 人（33.7％）だ

った。 

(3)二次検査受診率 

陽性者のうち二次検査受診者は 45人

（70.3％）、二次検査未受診者は 16人

（25.0％）だった。未受診者の中には「受

診しようとは思っているが、受診できてい

ない。」「偽陽性で受診の必要ないと思った。」

などの回答があった。その他 3人について

は、連絡がつながらず、受診状況の確認が

できていない。（図 2） 

二次検査受診者のうち、陽性は 35人

（77.8％）、陰性は 8 人（17.8％）だった。

二次検査を受診したが、受診内容は不明と

いう者が 2人（4.4％）いた。（図 3） 

 

二次検査の陽性者は、全員が除菌治療を

実施していた。そのうち除菌成功の確認ま

で行い、成功した者は 26人（74.3％）だっ

た。 

2 中学 2年生ヘリコバクター・ピロリ感染

検査 

(1) 尿検査受診率

対象者 1,023 人のうち、受診者は 386 

人（37.7％）だった。 

(2)陽性率 

  受診者のうち、陽性者は 18人（4.7％）

だった。 

(3)二次検査受診率 

  陽性者のうち二次検査受診者は 17人

（94.4％）、二次検査未受診者は 1人（5.6％）

だった。 

二次検査受診者のうち、陽性は 7人

（41.2％）、陰性は 10人（58.8％）だった。

二次検査の陽性者は、全員が除菌治療を実

施している。（図 4） 

まとめ 

 成人ヘリコバクター・ピロリ感染率は、

18.4％（感染疑は 33.7％）、中学 2年生ヘ

リコバクター・ピロリ感染率は 1.8％（感

染疑は 4.7％）だった。 

 この検査を通して、無症状のヘリコバク

ター・ピロリ菌陽性者を除菌治療へ結びつ

けることができた。 

今後もこの事業を継続して実施していく

予定である。また、胃がん予防の意識を高 

め、自分自身及び家族の健康に関心を持っ

てもらえるよう関わっていきたい。 

受診 

70.3％ 

未受診 

25.0％ 

未確認 

4.7％ 

図2 二次検査受診率 

陽性 

77.8% 

陰性 

17.8％ 

不明 

4.4％ 

図3 二次検査受診結果 

陽性 

41.2％ 

陰性 

58.8％ 

図4 二次検査受診結果 
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