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令和元年度愛媛県地域保健研究集会 プログラム 
 

日時：令和２年１月 30 日（木）10：00～16：00 

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

       第１会場：２階 多目的ホール  第３会場：４階 視聴覚室 

第２会場：３階 研修室     第４会場：４階 第１会議室 

 

【午前の部】10:00〜12:10 
 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 
ナッジ理論で伸ばす愛媛県の健康寿命 

～ ナッジ理論を知ってそこから仕掛ける健康術 ～ 

 

座長：河野 英明（愛媛県保健福祉部健康衛生局 局長） 

 
 

【基調講演】 

ナッジ理論と行動経済学の健康づくりへの応用：考え方と事例紹介 

帝京大学大学院 公衆衛生学研究科  教授 福田 吉治 

 

【シンポジウム】 

 １ 効果的な特定健診受診勧奨の手法について 

公益財団法人 愛媛県総合保健協会   

経営企画部経営企画課 課長補佐 元木 伸也 

 ２ 協会けんぽ愛媛支部における受診率アップの取り組みの工夫 

全国健康保険協会愛媛支部  

 企画総務部 企画総務グループ グループ長補佐 黒原 聖   

３ ディスカッション 

  助言者：帝京大学大学院 公衆衛生学研究科  教授 福田 吉治 

 

  

＊＊＊ 昼食・休憩（12：10～13：10） ＊＊＊ 

【午後の部】13:10〜16:00 
 第１会場 

(２階 多目的ホール) 

第２会場 

(３階 研修室) 

第３会場 

(４階 視聴覚室) 

第４会場 

(４階 第１会議室) 

13：10 一般演題Ⅰ 

（№1～5） 

○健康づくり 

○歯科保健 

一般演題Ⅱ 

（№6～11） 

○栄養 

○人材育成 

一般演題Ⅲ 

（№12～16） 

○感染症対策 

○精神保健 

一般演題Ⅳ 

（№17～23） 

○母子保健 

○難病対策 

14：30 分科会Ⅰ 

地域全体の健康づ
くりの推進 

～健康無関心層の健
康行動を後押しする
アプローチ～ 

分科会Ⅱ  

災害での被災地支
援を受援に生かす 

～台風第 19 号被災
地での支援活動から
～ 

分科会Ⅲ 

地域包括ケアの視
点で進める精神保
健の取り組み 

～依存症対策から考
える～ 

 

16：00 閉会 
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「ナッジ理論で伸ばす愛媛県の健康寿命」 

～ ナッジ理論を知ってそこから仕掛ける健康術 ～ 

 
10：10～12：10 
  (２階 多目的ホール） 

 

 

担 当：倉田 朋子 （愛媛県宇和島保健所健康増進課 課長） 

佐藤 伸子 （愛媛県四国中央保健所保健課 課長）  

高島 恵  （愛媛県宇和島保健所健康増進課健康づくり推進係 係長） 

 

座 長：河野 英明 （愛媛県保健福祉部健康衛生局 局長） 

  

 

 

【基調講演】 

ナッジ理論と行動経済学の健康づくりへの応用：考え方と事例紹介 

福田 吉治（帝京大学大学院 公衆衛生学研究科 教授） 

 

 

【シンポジウム】 

 １ 効果的な特定健診受診勧奨の手法について 

元木 伸也（公益財団法人愛媛県総合保健協会 経営企画部経営企画課 課長補佐）  

 

２ 協会けんぽ愛媛支部における受診率アップの取り組みの工夫 

黒原 聖（全国健康保険協会愛媛支部 企画総務部 企画総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長補佐） 

 

 ３ ディスカッション 

助言者：福田 吉治（帝京大学大学院 公衆衛生学研究科 教授） 
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【一般演題】13：10～14：20 

 

■ 一般演題Ⅰ「健康づくり、歯科保健」    （第１会場 ２階 多目的ホール） 

 

座 長：岡田 克俊（八幡浜保健所健康増進課 課長）[演題番号１～２] 

影山 康彦（宇和島保健所健康増進課 医監）[演題番号３～５]     

 

 

１ 愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり事業【第１報】分析事業 

  ○丸山広達 1） 淡野寧彦 2) 入野了士 3） 岡田克敏 4） 斉藤功 5） 

   1）愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野 2）愛媛大学社会共創学部 

   3）愛媛県立医療技術大学 4）愛媛県八幡浜保健所 5）大分大学医学部公衆衛

生・疫学講座 

 

２ 愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり事業【第２報】～モデル事業健康づくり

Re・Form～ 

  ○高島恵 篠﨑紘一 下田惠 影山康彦 倉田朋子 冨田直明 

   愛媛県宇和島保健所 

 

３ 特定健診の結果から見えた地区の健康課題について ～個々への関わりを通して～ 

  ○芝江梨 二宮真紀 井上理恵 佐々木靖子 

   西予市生活福祉部健康づくり推進課 

 

４ 愛媛県におけるフッ化物洗口の取組 第１報 ～フッ化物洗口普及事業 20 年の歩み～ 

  ○下田惠 1） 愛媛県歯科保健担当者一同 

   1）愛媛県宇和島保健所 

 

５ 愛媛県におけるフッ化物洗口の取組 第２報 ～歯科健診結果等からみた現状と課題～ 

  ○高橋直樹 1） 愛媛県歯科保健担当者一同 

   1）愛媛県西条保健所 
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■ 一般演題Ⅱ「栄養、人材育成」    （第２会場 ３階 研修室） 

 

座 長：佐藤 伸子（四国中央保健所保健課 課長） [演題番号６～８] 

倉田 朋子（宇和島保健所健康増進課 課長）[演題番号９～11] 

 

 

６ 愛媛の未来は食事で変わる！愛顔のＥ-ＩＹＯプロジェクト事業の取組(第１報) 

  ○関谷雅子 1） 愛媛県保健福祉部・保健所 管理栄養士一同 

   1）愛媛県四国中央保健所 

 

７ 愛媛の未来は食事で変わる！愛顔のＥ-ＩＹＯプロジェクト事業の取組（第 2 報） 

～企業のＥ-ＩＹＯサポートプログラムの実施について～ 

  ○富谷純子 1） 愛媛県保健福祉部・保健所 管理栄養士一同 

   1）愛媛県八幡浜保健所 

 

８ 朝食を食べよう！野菜を食べよう！『愛顔のＥ-ＩＹＯプロジェクト』しののめベジ

ガールの取組み 

  ○田中洋子 亀岡恵子 

   松山東雲短期大学 

 

９ 事例検討を通じて育ち合える現任保健師研修会 

  ○正岡田江子 石川由美 越智幸枝 武内典子 森蓉子 竹之内直人 

   愛媛県心と体の健康センター 

 

10 児童相談所専任保健師業務に関する一考察 ～所内他職種アンケートから～ 

  ○弓達純子 和田彩子 中本直子 稲田美香 清家貴明 石井恵一郎 石丸世志  

佐山賢二 本山英幸 

   愛媛県福祉総合支援センター 

 

11 児童相談所保健師による事例検討会の効果と課題 

  ○和田彩子 弓達純子 中本直子 稲田美香 清家貴明 石井恵一郎 石丸世志  

   佐山賢二 本山英幸       

愛媛県福祉総合支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

－4－ 



■ 一般演題Ⅲ「感染症対策、精神保健」      （第３会場 ４階 視聴覚室） 

 

座 長：是澤 麻衣（中予保健所企画課 医幹）  [演題番号 12～13] 

    森田 圭子（西条保健所健康増進課 課長）[演題番号 14～16] 

 

 

12 宇和島保健所における C 型肝炎の検査結果説明率向上に向けた検討 

  ○菅美樹 小玉将慶 林美紀 影山康彦 倉田朋子 冨田直明 

   愛媛県宇和島保健所 

 

13 中予地域における自殺未遂者相談支援の取り組みについて 

  ○市山美帆 1） 渡部夏実 1） 小笠原真由子 1） 竹内竜美 1） 仲田篤敏 1） 三木優子 1） 

滝澤加代子 2） 菅幸子 3） 中野朱美 3） 亀田真美 3） 近藤弘一 3） 

   1）愛媛県中予保健所 2）愛媛県心と体の健康センター 3）松山市保健所 

 

14 新任期保健師からみた個別事例の対応とその気づき 

  ○岡本真理子 山本美緒 松本範子 大道誠子 鈴木洋司 森田圭子 武方誠二 

   愛媛県西条保健所 

 

15 宇和島保健所におけるひきこもり支援の取組みと今後の課題 ～3 年間の活動を振り

返る～ 

  ○白石美沙希 大塚美紗 曽我直世 松下久美子 柏木徳男 倉田朋子 冨田直明 

   愛媛県宇和島保健所 

 

16 自殺対策を支える人材育成の取り組みについて ～市役所職員向けゲートキーパー養

成講座を開催してみて～ 

  ○眞鍋直子 伊藤ゆり 三瀬愛美 伊藤由紀子 合田かすみ 

   西条市保健センター 
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■ 一般演題Ⅳ「母子保健、難病対策」      （第４会場 ４階 第１会議室） 

 

座 長：竹内 竜美（中予保健所健康増進課 主幹） [演題番号 17～20] 

    鈴木 洋司（西条保健所健康増進課 医監） [演題番号 21～23] 

 

 

17 「中予地域発達障がい児（気になる子ども）」実態調査から子育て支援における関係

者の役割を考える 

  ○森絵美 森眞弓 藤原美佳 佐尾貴子 若本裕之 

愛媛県発達障がい者支援センター 

 

18 保護者が感じている子どもの育てにくさの要因についての検討 

  ○山中智恵美 富永瀬理香 八木麻衣 武田美紀 上田千里 行本孝子 河合ゆみ 

篠森紀子 金指巖 藤本弘一郎 中村清司 近藤弘一 

   松山市保健所 

 

19 １歳６か月児健康診査からの発達支援の取り組みについて 

 ○原梨恵子 八木美奈枝 和田莉奈 京野里保 石見慈 

  新居浜市保健センター 

 

20 鬼北町における就学前の子どもに対する支援体制の強化 

  ○芝瞳 1） 谷口美穂 1） 尾川優 1） 堀内伊作 2） 入野了士 3） 

   1）鬼北町役場保健介護課 2）南愛媛療育センター 3）愛媛県立医療技術大学 

 

21 妊娠を希望する家族への相談会の実践報告 ～平成 27 年度からの取り組みを振り返っ

て～ 

  ○渡瀬しずか 秋山友紀 小笠原裕子 鈴木洋司 森田圭子 武方誠二 

   愛媛県西条保健所 

 

22 医療的ケア児とその家族が安心して暮らすために －課題抽出から事業展開へ－ 

  ○鈴木美子 1） 玉井幸子 1） 関谷雅子 1） 佐藤伸子 1） 早田亮 1） 豊田ゆかり 2）  

枝川千鶴子 2） 

   1）愛媛県四国中央保健所 2）愛媛県立医療技術大学 

 

23 宇和島保健所管内における神経難病患者の在宅療養体制の現状と課題 

  ○千羽明日実 矢野公重 影山康彦 倉田朋子 冨田直明 

   愛媛県宇和島保健所 
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■ 一般演題【誌上発表】 

 

24 島しょ部における在宅医療及び医療介護連携等に関するアンケート調査の結果から 

  ○重松和子 篠原あゆみ 真鍋美智雄 窪田和哲 新田真理 廣瀬浩美 

愛媛県今治保健所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－7－ 



【分科会】14：30～16：00 

 

■分科会Ⅰ（第１会場 ２階 多目的ホール） 

 

「地域全体の健康づくりの推進」 

  ～ 健康無関心層の健康行動を後押しするアプローチ ～ 

  
 

担 当：岡田 克俊（愛媛県八幡浜保健所健康増進課 課長） 

行本 孝子（松山市保健所健康づくり推進課 副主幹） 

 

座 長：斉藤 功（大分大学医学部公衆衛生・疫学講座 教授） 

 

 

  

【話題提供】 

地域全体の健康づくり 

     斉藤 功（大分大学医学部公衆衛生・疫学講座 教授） 

 

 

【事例報告】 

1 愛媛の中年層の健康行動  

～ビックデータ事業・えひめ健康づくり 21 中間評価より～ 

     岡田 克俊（愛媛県八幡浜保健所健康増進課 課長） 

 

２ 町で取り組むゼロから始めるジョギング教室 ～働きざかりの肥満対策～ 

     宇都宮 すみ（松前町健康課 主任保健師） 

 

３ 職場環境改善健康づくり推進事業「職場対抗ヘルスアップ選手権事業」 

     千葉 美帆（愛媛県中予保健所健康増進課 健康づくり推進係長） 

   

４ アプリを活用した「健康無関心層」への健康づくり 

   ～健康マイレージ事業「うわじま歩ポ」について～ 

     田村 かおり（宇和島市保険健康課 主任） 

 

 

【質疑・意見交換】 
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■分科会Ⅱ（第２会場 ３階 研修会） 

 

「災害での被災地支援を受援に生かす」 

  ～ 台風第 19 号被災地での支援活動から ～ 
 

 

担 当：髙橋 紀久 （愛媛県今治保健所健康増進課 課長）  

仲田 篤敏 （愛媛県中予保健所健康増進課 課長）  

 

座 長：廣瀬 浩美 （愛媛県今治保健所 所長） 

 

 

 

【話題提供】 

1 被災地における保健衛生活動について 

兵頭 秀美（愛媛県八幡浜保健所健康増進課 主幹） 

 

２ 対口支援をはじめとする被災地支援について 

   高橋 直宣（愛媛県県民環境部防災局防災危機管理課 課長）  

 

３ 本県保健衛生分野における支援・受援体制整備の取組みについて 

出森 美和（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） 

 

 

 

【質疑・意見交換】 
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■分科会Ⅲ （第３会場 ４階 視聴覚室） 

 

「地域包括ケアの視点で進める精神保健の取り組み」 

～ 依存症対策から考える ～ 
 

 

担 当：森田 圭子（愛媛県西条保健所健康増進課 課長） 

     武内 典子（愛媛県心と体の健康センター 次長） 

    越智 幸枝（愛媛県心と体の健康センター 係長） 

 

 座 長：竹之内 直人（愛媛県心と体の健康センター 所長） 

  

 

 

【はじめに】 

  精神保健活動の今昔からみえる課題 

   ～ 地域包括ケアの視点で進める精神保健の取り組みのこれまでとこれから ～ 

竹之内 直人（愛媛県心と体の健康センター 所長） 

 

 

【話題提供】 

 １ 愛媛県における依存症計画について 

     田窪 小夜（愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課 主幹） 

 

 ２ 心と体の健康センターの取り組み 

     越智 幸枝（愛媛県心と体の健康センター 相談指導係長） 

 

 ３ 宇和島保健所の取り組み 

     松下 久美子（愛媛県宇和島保健所健康増進課 精神保健係長） 

 

 ４ 西条市生活困窮者相談窓口における相談事例をとおして 

宇野 拓馬（西条市社会福祉協議会西条市自立相談支援センター 相談支援員兼就労支援員） 

 

 

【質疑・意見交換】 
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【会場案内図】 
 

【２階】 
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

【３階】 
 

 

 

 

 

     

          

【４階】                        

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 
会議室 

 

視聴覚室 

 

研 修 室 

 
 

多目的 
ホール 

第１会場︓２階 多目的ホール 

第２会場︓３階 研修室 

第３会場︓４階 視聴覚室 

第４会場︓４階 第１会議室 

午前の部 
一般演題Ⅰ 
分科会Ⅰ 

一般演題Ⅱ 
分科会Ⅱ 

一般演題Ⅲ 
分科会Ⅲ 

福祉 

サロン 

円卓会議室 

一般演題Ⅳ 
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「ナッジ理論で伸ばす愛媛県の健康寿命」 
〜 ナッジ理論を知ってそこから仕掛ける健康術 〜 

 

分科会Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 
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「ナッジ理論で伸ばす愛媛県の健康寿命」 

～ナッジ理論を知ってそこから仕掛ける健康術～ 

 

担  当：倉田 朋子（宇和島保健所･課長） 

   佐藤 伸子（四国中央保健所・課長） 

高島 恵 （宇和島保健所・係長） 

                

           座  長：河野 英明（保健福祉部健康衛生局・局長）                  

 

【趣旨・概要】  

  人々を自発的に望ましい方向に誘導する手法である行動変容の理論である「ナ

ッジ理論」を知ることにより、受診率アップをはじめ様々な事業を効果的・効率

的に実施できるよう、各市町が実施している事業の方法を再確認し、更に地域に

沿った健康づくりの“仕掛け”を見つけることとする。 

  

 

 

【基調講演】  

ナッジ理論と行動経済学の健康づくりへの応用：考え方と事例紹介 

福田吉治（帝京大学大学院公衆衛生学研究科・教授） 

 

1．行動経済学とナッジとは 

行動経済学には、一般的に「人間がかならずしも合理的には行動しないこと

に着目し、伝統的な経済学ではうまく説明できなかった社会現象や経済行動を、

人間行動を観察することで実証的にとらえようとする新たな経済学」と定義さ

れる。一方、“ナッジ（Nudge）”は、「人々を強制することなく、望ましい行動

に誘導するようなシグナル、仕組みまたは戦略」のことを表す。加えて、マー

ケティングの世界でよく使用され、消費者のニーズを引き出すスイッチ、核心、

ツボを意味する“インサイト（insights）”あるいは“行動インサイト”という

用語もしばしば使用される。 

行動経済学やナッジは、2017 年に、行動経済学の研究者であるリチャード・

セイラ―氏らがノーベル経済学賞を受賞したことで大きく注目された。彼らの

著書である『実践行動経済学』のオリジナルのタイトルは『Nudge』である。

なお、行動経済学の代表的な研究者であるダニエル・カールマン氏は 2002 年に

ノーベル経済学賞を受賞している。 
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例えば、ゴミをきちんと捨ててもらうためのバスケットボールのゴールを模

したゴミ箱、コンビニのレジにきちんと並んでもらうための足型のシール、省

エネを目的としたオフにする絵が揃う電気のスイッチなどのように、人をそれ

となくある行動に誘導する“仕掛け”がナッジの例であり、行動経済学は“仕

掛け学”とも呼ばれることもある。 

 

２．なぜ、行動経済学なのか？ 

従来からの行動変容理論に基づく健康づくりが期待したほどの成果を上げら

れない。たとえその必要性は頭でわかっていても人が行動を変えるのは容易で

ない。従来からの行動変容理論や技術に代わるものが求められている。前述し

たカールマン氏は、人の意思決定には、感情的な“システム 1”と論理的な“シ

ステム 2”の 2 種類があるとした。人はもっぱらシステム 1 によって、すなわ

ち、暗黙のうちに簡便なやり方で意思決定することが多い。システム 1 を刺激

することで、理論でわかっていなくても行動変容させたり、ちょっとした仕掛

けで望ましい行動を導いたりすることができる。 

また、これまでの健康づくりでは、健康に関心のある人たちがより健康にな

るが、いわゆる健康無関心層の人たちはそのままで、むしろ健康格差が拡大す

る懸念がある。ポピュレーションアプローチは、集団全体の健康を向上させる

とされる。しかしながら、多くの場合、もともと健康な人がより健康に、そう

でない人は不健康なままになる。これまでの方法では反応しがたい人たちに対

して効果的な方法として、行動経済学が期待されている。 

 

３．行動経済学の基本的理論 

行動経済学は、以下のようないくつかの理論・考え方が含まれる。 

・ 選択回避・選択肢削減の方法：人は選択肢が多いと意思決定できなくなる。

有名なジャムの実験では、試食するジャムの数が少ない方がジャムはたくさ

ん売れた。 

・ フレーミング：同じ内容でも表現により意思決定への影響は変わること。「赤

肉 80％の肉」のほうが「脂肪 20％の肉」よりも健康的な印象を与える。 

・ アンカリング：先行する刺激やヒントによって後の判断が歪められること。

「今月のデータの回数」の質問は、その後の「幸せですか？」の質問の答え

に影響を与える。お皿を大きくすれば、ついたくさん食べてしまう など。 

・ 現状維持（Status Qua）・後悔回避：未知や未体験のものを受け入れたくな

い、現状を維持したいと思い、変化を恐れること。いつも同じ場所で食べる、

同じような服を着る など。 
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・ 損失回避：損失による満足感の低下は利得による満足感の増加よりも大きい、

得よりは損したくないということ。バイキングでつい元をとろうと食べ過ぎ

てしまう など。 

・ 松竹梅効果・極端の回避：3 つの選択肢があったら、つい真ん中のものを選

んでしまう。例えば、A コース 2000 円、B コース 4000 円、C コース 6000

円があったら、良く選ばれるのは B。 

・ 異時点間選択：「今」と「将来」のように異なる時点での選択を迫られる。喫

煙者は、将来の重いリスク（＝肺がん、肺気腫など）より今の小さな快楽（＝

ニコチン依存の解消）を選ぶ。 

・ デフォルトオプション：あらかじめ設定された標準的な選択肢（初期値）を

そのまま受け入れがちであること。定食にサラダをつけると野菜摂取量が増

える。デフォルトが不参加のオプトインより、デフォルトが参加のオプトア

ウトの方が参加者希望者は多い。 

・ コミットメント：将来の自分が行う行動や選択を縛ることで、無意識的に目

標が達成しやすくなる。同僚や家族へのダイエット宣言、禁煙に失敗したら

罰金を約束する など。 

・ インセンティブ：何らかのほうびを与えること。逆インセンティブ（ペナル

ティ）やあらかじめお金などを預けておくデポジットもある。自治体や医療

保険者などでの健康ポイント制もその例。 

・ プロンプト：行動を生じさせるための手がかりやヒントや手助けになるもの。

健診を受ける日をまず記載してもらう、健康づくりを進めるメッセージを定

期的にスマホに送る など。 

行動経済学やナッジを整理したもとして、『MINDSPACE』、『EAST』、『CAN』

がある。MINDSPACE は、Messengers（メッセンジャー）＝権威のある人か

らの情報に影響される、Incentives（インセンティブ）＝増えることより、失う

ことを避ける、Norms（規範）＝他の人がやっていることに影響される、Defaults

（デフォルト）＝あらかじめ設定されたものに従う、Salience（顕著性）＝目立

つものや自分に適しているものに惹かれる、Priming（プライミング）＝潜在意

識が行動のきっかけになる、Affect（情動）＝感動するものに惹かれる、

Commitments（コミットメント）＝約束を公表すると実行する、Ego（エゴ）

＝自分が心地よい方向に行動する、という人の 9 つの行動特性を示したもので

ある。 

EAST は、Easy＝簡単であること、Attractive＝魅力的であること、Social

＝社会的であること（社会規範となっており、他の人が行っている）、Timely

＝時期が適切であることを意味する。MINDSPACE と同様な内容を含むが、こ

れらは、ナッジや行動経済学に限ったことではなく、さまざまな介入に共通す

るものも多くある。 
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CAN は、食に関する行動経済学を専門とするワンシンクにより提唱された。

これは、健康的な食が、Convenient＝便利であること、Attractive＝魅力的で

ある、Normative＝日常的であれば、人はそれを選択し、やがて習慣化するこ

とができるようになる。 

 

４．健康づくりへの応用 

1）研究の例 

主に海外では 1990 年代後半より多くの研究が行われている。映画館でのポッ

プコーンの実験では、たとえまずいポップコーンでも大きなカップで提供する

と多く食べてしまう。ハンバーガーに野菜の写真を付け加えると、ハンバーガ

ーのカロリーは過少に見積もられる。野菜・果物、炭水化物、タンパク質の区

分をした portion control plate を使うことで、適切なバランスとカロリーの食

事をとれるようになり、体重コントロールが可能となる。 

2）健診の例 

健康診断・検診は、行動経済学やナッジが応用しやすい分野である。がん検

診では、マーケティングの考え方の応用をさらに進める形で、行動経済学やナ

ッジが活用されている。例えば、（1）最初の行動をひとつ（医療機関を選ぶ）

に絞り、かつ、パソコン・スマホに誘導する、（2）大腸がんの検査キットを、

今年度未受診者には送らないという（損失回避）、（3）多くの人が健診に行って

いるというメッセージを送る、（4）受診日を決めて記入してもらう。 

3）インセンティブの例 

インセンティブあるいは逆インセンティブ（ペナルティ）は、行動経済学の

理論の中でも行動を促す仕組みとして活用が期待できる。運動、栄養、禁煙、

健康診断受診などにおいて、インセンティブやペナルティが利用された研究や

実践がある。日本では、保険者、企業、地域での健康ポイント制度が広く行わ

れるようになっている。 

4）政策への応用 

イギリス政府はいち早く「Behavioural Insights Team」（通称：ナッジ・ユ

ニット）と呼ばれる組織を作り、ナッジをさまざまな政策の中に取り入れた。

その後、アメリカでは Social and Behevioral Science Team、世界銀行では

eMBwD（Mind, Behavior, and Development Unit）など、国や国際機関レベ

ルで同様の動きがある。日本においても、環境省での日本版ナッジ・ユニット 

BEST（Behavioral Science Team）が設置された。 

地域レベルでは足立区の例がある。足立区は、都平均より健康寿命が 2 年短

いということを受け、区をあげて健康寿命の延伸に取組を始めた中で、行動経

済学の応用も進めている。例えば、野菜摂取を増やす取組の中でナッジを応用

した“ベジファースト” がある。これは、飲食店で注文を受けた場合、野菜料 
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理から提供するものである。その他、小額のインセンティブでも、健康的なメ

ニューを増加させ、かつ、売り上げも高めることが確かめられている。 

 

５．終わりに：行動経済学の応用をめぐる課題 

行動経済学の効果についての知見がまだ多くない。今後は、事例と経験、そ

して、エビデンスを蓄積する必要がある。また、効果的なナッジは、人々の行

動を制限したり、しばったりし、しかも本人が無意識のであることもあるため、

倫理的な問題も含む。 

そして、重要なのは、行動経済学やナッジは従来の行動変容の理論（行動科

学）を対立するものではないことである。まずは従来からの行動変容の理論を

基本として学び、次の段階として行動経済学を応用するのがよい。例えば、日

本でもすでに紹介されている『介入のはしご』にも、デフォルトやインセンテ

ィブといった行動経済学の考えを含んでいる。従来からの健康教育やヘルスプ

ロモーション、ハイリスクアプローチやポピュレーションアプローチの中に、

行動経済学やナッジの考え方を取り入れることで、よりレベルの高い、効果的

な健康づくりが可能になるであろう。 

 

主な参考文献 

・ リチャード・セイラー、キャス・サンスティーン、遠藤真美 (訳)．実践 行動

経済学．日経 BP．2009． 

・ イチロー・カワチ．行動経済学の保健対策への応用．リサ・Ｆ・バークマンら．

社会疫学（下）．大修館書店．東京．2017．187-239． 

・ 日本健康教育学会．健康行動理論による研究と実践．医学書院．2019． 

・ 厚生労働省．受診率向上施策ハンドブック 明日から使えるナッジ理論．

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04373.html 
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【シンポジウム】  

１ 効果的な特定健診受診勧奨の手法について 

元木 伸也（公益財団法人愛媛県総合保健協会経営企画部経営企画課・課長補佐） 

 

平成 30 年度から、愛媛県内 16 市町で特定健康診断の受診率向上を目的に、

受診勧奨事業を㈱キャンサースキャン社と事業を展開している。愛媛県内の特

定健診対象者の過半数以上が「健診を受けて自分の健康状態を確認する」とい

う行動に向かえていません。健診に行かない理由は様々ですが、「忘れていた」

とか、「受けたいと思っていたけれどそのままになっていた」など、ちょっと後

押ししてあげれば行動が変わった人も少なくないはずです。「面倒だ」とか「後

で考えよう」となってしまう背景には、人の持つ心理的バイアス（先入観）が

あることが行動経済学によって解明されている。心理的バイアスは、無意識な

状態で本能的に発生し、直感的に疲れない道を選ばせてしまう。この心理的バ

イアスに着目した新しいアプローチで行動変容を促すのが、ナッジ理論を利用

した受診勧奨である。当協会が取組んできた受診勧奨の手法と効果を報告した

い。 

 

 

 

２ 協会けんぽ愛媛支部における受診率アップの取り組みの工夫 

 黒原 聖（全国健康保険協会愛媛支部 企画総務部企画総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ長補佐） 

 

協会けんぽ愛媛支部では、加入者の健康増進を目的として、特定健診・特定

保健指導や事業所における健康づくりの推進に取り組んでいる。 

特定健診においては、被扶養者の健診受診率の低さが課題であり、県内商業

施設等の利便性が高い会場を活用した無料集団健診の実施や対象者の興味をひ

くためのオプション検査の導入等により受診率向上に努めている。無料集団健

診は、7 月から 10 月と 1 月から 2 月にかけて実施しているが、7 月から 10 月の

実施に関し、6 月 10 日のハガキ申込み締切り直前に、再度、申込み期限を明記

した受診勧奨ハガキを送付することにより申込み者数を増加させた。また、9～

10 月の実施のうち申込み者数が少ない等、一部の会場に関しては、ＧＩＳ（地

理情報システム）により会場近くの対象者を抽出し、１会場に絞った受診勧奨

ハガキを送付することにより、受診行動へつながるようにした。 

特定保健指導においては、愛媛支部加入者の血圧の高さに着目し、食塩摂取

量尿検査を導入し、対象者の減塩に対する意識づけを図っている。 

近年、事業所における健康づくりは「健康経営」として注目されているが、

愛媛支部では、平成 28 年度以降、事業所の健診結果や問診票データを集計し、
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各事業所における血圧リスク者割合、血糖リスク者割合、脂質リスク者割合や

生活習慣状況が愛媛支部平均や同業種平均と比較できる「健康つうしんぼ」を

送付し、事業所の健康課題抽出に寄与している。「健康つうしんぼ」では、各項

目において事業所の順位づけも行い、各事業所の立ち位置をよりわかりやすく

している。 

 

 

 

 ３ ディスカッション 
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分科会Ⅰ 

テーマ 「地域全体の健康づくりの推進 

       ～健康無関心層の健康行動を後押しするアプローチ～」 

 

担当：岡田 克俊（八幡浜保健所・課長） 

   行本 孝子（松山市保健所・副主幹） 

 

座長：斉藤 功 （大分大学医学部・教授） 

  

【趣旨・概要】 

 住民の約 70%が健康無関心層であるとの報告があり、えひめ健康づくり２１中間

評価やビッグデータからも、かなりの者が健康無関心層もしくは健康に関心がある

も実践につながっていない層と推定される。 

 今後の地域における健康づくりを進めていくに際して、既存のやり方だけでは、

健康づくりの広がりに限界があるのは周知のとおりである。こういった層に、いか

にアプローチし、健康づくりに興味を持ち、さらに実践してもらえるかが、今後の

地域の健康指標の改善の鍵となると思われる。 

 そのための手法として、ゲーム的要素を取り入れる等の保健分野以外では当たり

前となっている手法を取り入れる等のチャレンジも必要であろう。また、健康行動

の実践につながった者が地域・職場やＳＮＳのつながりの中で健康のインフルエン

サーとして活動し、地域における健康のすそ野の広がりにも期待したいところであ

る。 

 地区おいても組織づくりがなじみにくい世代が今まで以上に増えている中で、健

康推進員等の組織づくりだけでは健康づくりの広がりの限界を感じる部分もあり、

本分科会では事例を交えながら、今後の取り組みの新たな展開の可能性について考

える機会としたい。 
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１ 話題提供 

「地域全体の健康づくり」 

斉藤 功 （大分大学医学部公衆衛生疫学講座・教授） 

 

 ビッグデータ活用県民健康づくり事業の結果から高血圧の分布に地域差があるこ

とがわかった。今後どのような手段で愛媛県民全体と共有し、対策へとつなげてい

くのか。また、地域差を生じさせている要因は何なのか、それを考えるきっかけに

していきた。公衆衛生は組織的な活動を通して実践する科学である。いかに組織化

を図るのか専門職の技量にかかっている。 

 

 

 

２ 事例報告 

○「愛媛の中年層の健康行動 

   ～ビッグデータ事業･えひめ健康づくり２１中間評価より～」 

岡田 克俊（愛媛県八幡浜保健所健康増進課・課長） 

 

 平成 31 年３月に取りまとめられた「えひめ健康づくり２１中間評価」では、適

正体重を維持している者の割合、栄養バランス等に配慮した食生活を送っている

者の割合、運動習慣者の割合等の指標が悪化(C 評価)しており、生活習慣や行動

に関する基本的な指標を改善するために、より一層の取組が必要との提言がなさ

れている(報告書 p50)。 

 また、平成 30 年度から始まった「ビッグデータ活用県民健康づくり事業」では

複数の保険者をカバーして悉皆性を上げた分析を行っているが、高血圧が依然と

して課題であるとともに、40～50 歳代の健康行動･意識面に着目してみると、定

期的な運動習慣のある者は２割弱しかおらず、また、運動や食生活等の生活習慣

を改善してみようと思う「つもりはない・つもりはあるが行動していない」者の

割合が７割を占めており、これらの対象にいかに健康への気づきと行動変容を来

すことができるかが重要であると考えられる。 

 当日は、こういった事業で得られた成果について、ターゲットにしたい健康無

関心層にどのようにすれば届けることができるのかについても考察したい。 
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○「町で取り組むゼロから始めるジョギング教室 ～働きざかりの肥満対策～」 

宇都宮 すみ（松前町健康課・主任保健師） 

 

 松前町では健康づくり計画に基づき、町の健康づくりの一環として、平成 20 年

からウォーキング教室を行っていたが、継続参加者や 65 歳以上の高齢者の参加率

が高く、また働き世代の中年層の参加が少ないことが課題であった。そこで、今

年度から新たな取り組みとして内容をウォーキングからジョギングに改編し教室

を実施することとした。また事業を夜間に開催し、対象年齢も 30 歳から 64 歳程

度とし、案内も対象年齢に応じて、町の広報やチラシ以外に、SNS(Facebook)を使

用して行っている。 

 年２クール開催し、1 クールあたり定員 30 人に対して、春コース、秋コース合

わせて 86 人（男 15 人、女 71 人）の定員を超える参加者が集まり、平均年齢も

48.9 歳であった。教室内容は、第１回にオリンピック選手の土佐礼子さんのジョ

ギング指導を行い、毎回管理栄養士及び理学療法士等の協力も得ながら、運動と

栄養の複合事業で実施した。栄養では外食やカロリーの講話、理学療法士からは

ストレッチや体幹トレーニング等怪我しない体づくりや手軽に自宅でも実施でき

るような内容を盛り込みながら、健康増進のための生活･運動習慣が身に付くよう

な工夫をした。 

 会社仲間や口コミ等での参加者も多く、また参加者の事後アンケートではプロ

グラムや、指導者への満足感も高かった。さらに体重減少者が 47 人（77％*）、

体脂肪減少者 51 名（83.6%*）と期待する効果も得られている。 

 一方で、県内でも民間のジムが多い地域において、行政が積極的に運動に関わ

る必要があるのかという点については、直接事業で参加者と関わることにより、

働き世代の抱える生活実態や健康状態を知り、更に踏み込んだ指導ができるメリ

ットがある。地域の健康課題を解決するために、必要な対象者に積極的に介入し

ていくという点、また単なる運動ではなく、健康づくりに結びつく知識･行動変容

を目指している点からは非常に重要であると考えている。 

 今後は、働き世代が松前町保健栄養推進協議会の加入等、積極的に健康増進事

業等に参加してもらえるよう教室内で促していきたい。更に、参加者が SNS・口

コミ等のインフルエンサーとして周りの人々に良い影響を及ぼし、健康無関心層

にまで届く健康づくりを目指していきたい。 

（*教室前後に体成分測定、アンケートが回収できた分析者のみ） 
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○「職場環境改善健康づくり推進事業「職場対抗ヘルスアップ選手権事業」 

千葉 美帆（愛媛県中予保健所健康増進課・健康づくり推進係長） 

 

 中予地域の働く世代の健康づくりの機運を高めるとともに、事業所での健康づ

くりの取組みを推進するための中予地方局予算事業として実施している。９月～

11 月の３か月間、「愛顔の健口支援協力事業所」に勤務する従業員５人でチーム

を組み、励ましあって「３つの健康づくりの目標」に取り組む「職場対抗ヘルス

アップ選手権」を実施した。公務員関係、企業等から、想定を超える 168 チーム

のエントリーがあった。 

 分かりやすく簡単な目標を設定し、〇×で結果を記録できるようにするなど、

できるだけハードルを下げ、気軽に取組みやすく続けやすいようにした。これ

が、まずはやってみようかという参加者の気持ちにつながり、結果的に、無関心

層を後押しするアプローチとなった。当日は、企画時の工夫や課題、今後の展開

も含めて報告する。 

 

 

 

○「アプリを活用した「健康無関心層」への健康づくり 

   ～健康マイレージ事業「うわじま歩ポ」について～」 

田村 かおり（宇和島市保険健康課・主任） 

 

 宇和島市では、市民の健康づくりの取り組みの中で、運動についてのアンケー

ト調査において、関心はある反面、習慣化出来ない人や無関心である層が 7 割に

なるなど運動の習慣化や健康無関心層へのアプローチが課題となっている。 

 そこで、平成 29 年度からウォーキングを中心とした健康づくりに着目し、アプ

リを活用した健康マイレージ事業「うわじま歩ポ」を実施している。 

 事業開始 3 年目となった現在の状況や課題について報告する。 

 

 

 

３．質疑・意見交換 

 

 

 

 

－23－ 



分科会Ⅱ  

テーマ 「災害での被災地支援を受援に生かす 
       ～台風第 19 号被災地での支援活動から～」 
                                   

              担  当：髙橋 紀久 （今治保健所･課長） 

                    仲田 篤敏 （中予保健所・課長） 

 

                座  長：廣瀬 浩美 （今治保健所・所長）                  

                 

【趣旨・概要】  

平成 30 年７月豪雨災害での被災を受け、昨年度の地域保健研究集会において

被災自治体それぞれの立場から活動報告をいただいたところであるが、今年度

も全国で風水害が相次いでおり、台風第 19 号により阿武隈川が氾濫し甚大な被

害を受けた福島県本宮市に、愛媛県からは対口支援、保健師チームの派遣をはじ

め様々な支援を実施したところである。 

近年、全国各地で大規模な自然災害が続発しており、今回の被災地への派遣

を踏まえ、平成30年７月豪雨災害を振り返りながら、それぞれの立場で備えへ

の具体的な取り組みを進める。 

 

 

１ 話題提供 

○「被災地における保健衛生活動について」 

兵頭 秀美（愛媛県八幡浜保健所健康増進課・主幹） 

  

台風第19号に係る保健師等の応援派遣は、福島県本宮市において保健師３名、

事務兼運転用務１名の４名編成で10月28日から11月16日まで3班が活動し、

管轄の福島県県北保健所保健師や福島県内市町応援保健師と共に、被災者の健

康調査（全戸訪問健康調査）を担当し支援にあたった。支援中、福島県内他市避

難所でのノロウィルス感染症の集団発生を受けて、当初、本宮市保健師が担当し

ていた健康支援に加わり、県北保健所とともに避難所の衛生対策・健康支援を強

化、実施したが、保健衛生活動全般にわたって、事前の準備が十分でない事項も

あり、本宮市役所、福島県北保健所と協議しながら対応を進めた。 

  平成 30 年７月豪雨災害においては宇和島保健所に在職し、被災地保健所とし

て宇和島市吉田町の全戸訪問健康調査を実施するとともに、今回、これらの経験

を踏まえて本宮市における被災地支援に取り組んできたところであり、今回の

被災地支援の経験から、被災者の健康調査や避難所の衛生対策と健康支援につ

いて、保健所や市町が平時からどのような備えをしていくことが望ましいか考

察したので報告する。 
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○「対口支援をはじめとする被災地支援について」 

          高橋 直宣（愛媛県県民環境部防災危機管理課・課長）  

 

 平成 30 年７月豪雨災害では県下各地で甚大な被害が発生し、土砂崩れや河川

の氾濫等により、多くの尊い命が失われるなど、本県にとって決して忘れること

ができない災害となり、他県から延べ人数で 4,424 人もの災害マネジメント総

括支援員や応援職員による支援をいただいた。 

 今年は、台風第 15 号に続き、11 月 12 日から 13 日にかけて、１都 12 県に大

雨特別警報が発令された台風第 19 号により、関東・東北地方を中心に甚大な被

害が発生する事態となり、愛媛県でも県内20市町や高知県、香川県と連携して、

福島県本宮市に対して避難所支援をはじめ災害廃棄物処理や住家被害認定調査

などの対口支援を 12 月 14 日まで実施した。 

 現在、平成 30 年７月豪雨災害の検証報告により提言された改善方策をスピー

ド感を持って実施しているが、台風第 19 号等における国及び被災自治体におけ

る検証作業や福島県本宮市へ派遣した応援職員へのアンケート調査等に基づく

新たな課題や知見についても、速やかに対策を講じることとしている。 

 

 

 

○「本県保健衛生分野における支援・受援体制整備の取組みについて」 

出森 美和（愛媛県保健福祉部保健福祉課企画係・担当係長） 

 

平成 30 年 7 月豪雨災害以降も、北海道胆振東部地震、佐賀県の大雨災害、さ

らには東日本における台風第 15 号、第 19 号災害など、全国各地で災害が立て

続けに発生している。 

このような状況の中、今年度、当課においては、厚生労働省からの要請等に基

づき、佐賀県への災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）派遣、福島県本

宮市への保健師等の応援派遣に係る調整を行うとともに、全国知事会からの要

請に基づき、宮城県への保健師の中長期派遣の調整を実施した。 

とりわけ、福島県本宮市への応援派遣に際しては、西日本豪雨災害での経験を

最大限に生かし、被災地や被災者に寄り添った支援を行うことで、他県から多く

の支援をいただいたことへの御恩返しをしたいという決意の下、保健師等の応

援派遣に係る後方支援を担当した。 

我が県、我がまちでも災害は起こりうるという“覚悟と緊張感”のもと、平時

にこそ有事の備えをしておかなければならない時代が来ている。そのためには、

他県等での災害発生時においても、可能な限り支援要請に応じることで経験値

を上げるとともに、県内の体制等の見直しにつなげ、県内で起こる大小の災害に

即応できる体制づくりを進めることが重要と考える。 
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今回は、平成 30 年７月豪雨災害における支援・受援、今年度の各種の派遣調

整等を振り返り、その経験から得た教訓を踏まえ、愛媛県災害時保健衛生活動マ

ニュアルの見直しや人材育成等の取り組みについて報告し、様々な情報や教訓、

具体的な取り組みを関係者が共有し、共に考え、共に新たな行動が起こせる機会

としたい。 

 

 

 

２ 質疑・意見交換 
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分科会Ⅲ 

テーマ 「地域包括ケアの視点で進める精神保健の取り組み 

～ 依存症対策から考える ～」 

 

担  当：森田 圭子 （西条保健所・課長） 

    武内 典子 （心と体の健康センター・次長） 

    越智 幸枝 （心と体の健康センター・係長） 

座  長：竹之内 直人（心と体の健康センター・所長） 

 

【趣旨・概要】 

国は、精神障がい者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすること

ができるよう医療・保健・福祉・住居等の環境・地域社会・就労・教育等が包括

的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指しているところであり、精神

保健活動を推進する行政の役割も大きく変わってきている。今までも、自殺対策、

ひきこもり対策を当分科会で取り上げできた。 

そのような中、県では、依存症対策に対し平成 29 年度に「愛媛県アルコール

健康障害対策推進計画」を、平成 31 年度に「愛媛県薬物依存症対策推進計画」

「愛媛県ギャンブル等依存症対策推進計画」を策定したところで、今回は、これ

らの「依存症対策」を取り上げ、まだまだ事例の少ない中でも取り組んでいる先

進的な具体策や、その中で見えてきた行政の役割、今後の取り組み課題等につい

て情報共有し、検討する場とする。 

 

 

 

１ 話題提供 

○「愛媛県における依存症計画について」 

田窪 小夜（愛媛県保健福祉部健康増進課・主幹） 

 

  人が「依存」する対象の代表的なものに、「アルコール」「薬物」「ギャン

ブル」などがある。このような特定の物質や行為・過程に対して、やめたくて

もやめられない、ほどほどにできない状態をいわゆる依存症という。 

  依存症は、適切な治療や支援により、回復が十分可能な疾患である一方、本

人・家族が依存症であるという認識を持ちにくいことや、治療を行う医療機関

等が少ないなどの理由で、本人や家族が適切な時期に必要な相談や治療が受け

にくい現状がある。 
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このため、県では、心と体の健康センターや各保健所において、本人や家族 

が気軽に相談できる相談体制や、関係機関との連携、依存症に対応できる人材

育成、本人や家族への支援体制の整備など、様々な側面から依存症対策に取り

組んでいるが、依存症を個人の問題だけでなく社会全体の課題としてとらえ進

めていくために、平成 30 年 3 月に「アルコール健康障害対策推進計画」を、平

成 31 年 4 月に「薬物依存症対策推進計画」及び「ギャンブル等依存症対策推進

計画」を策定した。 

  今後、当計画に基づき、依存症を有する人が必要な支援を受けられ、地域で

自分らしく暮らすことができる環境の整備に向け、医療体制の確保、人材育成、

普及啓発等にさらに取り組むこととしている。 

 

 

 

○「心と体の健康センターの取り組み」 

               越智 幸枝（愛媛県心と体の健康センター・相談指導係長） 

 

  依存症対策に関しては、平成 23 年度から自殺対策のハイリスク者支援と

して、支援者を対象に研修会の開催や、アルコール・薬物・ギャンブル依存症

等の家族・本人に対して、電話相談や面接継続相談、家族教室を開催するなど、

正しい知識や対処方法の知識の普及、自助グループ・地区組織の育成・支援等

を行ってきた。 

当センターに寄せられる相談のうち、依存症に関するものが年々増加傾向に

ある中、昨年度から、従来の自殺対策の中での取り組みから依存症に特化した

事業展開となり、当センターが愛媛県のアルコール・薬物・ギャンブル等の依

存症相談拠点に選定され、県の依存症対策推進計画に基づき、自助グループ等

と連携しながら、より効果的な相談支援を行うことが求められている。 

今回、当センターの依存症対策事業・個別支援等の取り組みの現状及び今後   

の課題について報告する。 

 

 

 

○「宇和島保健所の取り組み」 

松下 久美子（愛媛県宇和島保健所健康増進課・精神保健係長） 

 

地域における依存症対策については、昭和 53 年度から精神障害者社会復帰相

談事業の一環として、アルコール精神疾患の当事者及びその家族に対する集団

教室を実施。併せて断酒会の育成支援、アルコール依存症予備軍への対応、発

 

－28－ 



症予防のための地域啓発活動等を医療機関・地域と連携し進めてきた。現在は、

病院が中心となって、市町保健センターにも活動の幅を広げている。 

一方、平成 25 年にアルコール健康障害対策基本法が制定され、平成 29 年度

には県のアルコール健康障害対策推進計画が策定され、保健所に、人材育成・

ネットワークの構築による関係機関との連携強化が求められた。当保健所では、

自殺未遂者支援対策としても、アルコール健康障害への取組みが重要と位置づ

け、医療機関の地域連携室をハブに保健所を核とした地域自殺対策のネットワ

ークの構築に取り組んでいる。また、平成 27 年度、平成 30 年度には、職域、

地域、医療現場において多量飲酒者に対する減酒指導ができる人材の養成を目

的に「節酒プログラム（HAPPY プログラムと集団節酒指導プログラム）」の研

修会を実施し、平成 29 年度から、市町とともにそのプログラムを活用して、地

域住民を対象に、特定健診後のアルコール健康障害に対する予防的な視点で健

康教育に取組んでいる。 

これらの活動を振り返り、疾病予防、人材育成、市町支援、関係機関のネッ

トワークづくり等で保健所が果たした役割について報告する。 

 

 

 

○「西条市生活困窮者相談窓口における相談事例をとおして」 

宇野 拓馬（西条市社会福祉協議会西条市自立相談支援センター・ 相談支援員兼就労支援員） 

 

生活困窮者自立支援制度は、社会経済構造の変化に対応し、これまで十分で

なかった生活保護受給者以外の生活困窮者への支援（第２のセーフティネッ

ト）を抜本的に強化するために施行され、平成 27 年４月の制度開始から５年を

迎えようとしている。 

制度施行に伴い愛媛県内の各自治体に設置された就職・住居・家計管理など

生活全般に関する相談窓口では、相談者の抱える問題が深刻化する前に解決を

図るべく、専門の支援員が一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、

相談者に寄り添いながら他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行って

おり、寄せられる相談の内容や相談者の抱える課題も複雑かつ複合的なものも

多い。 

今回、西条市自立相談支援センター（西条市社会福祉協議会）へ相談のあっ

た、ギャンブル依存等の複合的な課題を抱える相談者への支援事例における支

援の実情や課題等を報告する。 

 

 

２ 質疑・意見交換 
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愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり事業【第１報】分析事業 

 

○丸山広達（愛媛大学大学院農学研究科） 淡野寧彦（愛媛大学社会共創学部） 入野了士（愛

媛県立医療技術大学） 岡田克俊（八幡浜保健所） 斉藤功（大分大学医学部） 

 

 

   

はじめに 

愛媛県では、平成 30 年度より愛媛県ビッ

グデータ活用県民健康づくり事業を展開して

おり、①特定健康診査データの分析による生

活習慣病の分布と関連因子の特定、②医療費

（レセプトベース）分析、③介護保険データ

分析を予定している。平成 30 年度は①の分

析を行い、県の健康課題である高血圧や既知

の危険因子である肥満や飲酒の、年齢調整該

当比の地域分布を示した。 

令和元年度は、分析ワーキンググループ内

において、①の分析において、平成 30 年度

報告データをさらに分析し高血圧の関連要因

を検討すること、新たに旧 70 市町村で分布

を確認すること、また②の分析では、昨年度

の結果に基づき、高血圧ならびに関連疾患の

医療費の分布等を確認すること等、実践活動

に資する地域特性をとらえることを目標に分

析を進めている。 

 

方 法 

以下に示す分析は現在進行中の内容であり、

令和元年度報告書に掲載される方法とは異な

る可能性があることを承知されたい。 

① 特定健康診査データの分析による生活習

慣病の分布と関連因子の特定 

令和元年 9月 20 日に報告したように、平

成 30 年度報告書データ（平成 27 年度特定健

康診査データ）を用いて、高血圧の関連要因

を分析した。さらに平成 29 年度の特定健康

診査を受診した、40～74 歳の国民健康保険

加入者約 7万人、全国健康保険協会（協会け

んぽ）加入者 12 万人、計 19 万人を対象とし

て、平成 30 年度同様に、愛媛県、保険者別、

二次医療圏別に肥満、高血圧、糖尿病、脂質

異常症、メタボリックシンドローム、各生活

習慣の性・年齢別の割合や、愛媛県を 100 と

した上述の疾病、生活習慣の年齢調整をする

標準化該当比の算出を行っている。さらに、

旧 70 市町村については、昨年度の結果に基

づき高血圧ならびにその危険因子（肥満、飲

酒）を中心に分布を確認している。 

 

② 医療費（レセプトベース）分析 

レセプトについては、平成 29 年度 1年間

の国民健康保険、ならびに協会けんぽ全加入

者を利用して高血圧ならびに関連疾患に関し

て分析を予定している。 

 

結 果 

① 特定健康診査データの分析による生活習

慣病の分布と関連因子の特定 

キーワード ビッグデータ、特定健診、レセプト 

一般演題 1 
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平成 30 年度報告書データを用いて、高血

圧の関連要因を分析した結果、飲酒頻度や量

が多いほど、また肥満度が高いほど高血圧者

が多い結果が得られた。ただし、食塩等の情

報について把握できておらず、これらだけが

本県の特徴というわけではない。 

また現 20 市町について、愛媛県を 100 と

した上述の疾病、生活習慣の標準化該当比を

報告する予定だが、令和元年度報告書は平成

29 年度の愛媛県を 100 とした標準化該当比

を示しており、平成 30 年度報告書の標準化

該当比との直接比較ができないことに留意点

が必要である。また、諸事情により平成 28

年度の分析を後回しにしたため、平成 27 年

度以降の標準化該当比の推移を示すことも必

要であると考える。 

さらに、旧 70 市町村については、高血圧

ならびにその危険因子を中心に分布を確認し

ているが、厚生労働省が平成 28 年に改定し

た「レセプト情報・特定健診等情報の提供に

関するガイドライン」では、公表物における

最小の地域区分は現市区町村単位であり、旧

70 市町村の集計値を地域が特定できるよう

な公表はできない。したがって、現在図 1

（サンプル）のような分布を公表できない。 

【図 1】 

 

 

一方で、地域性を確認する上で旧 70 市町

村のデータの活用を模索することも必要と考

えられる。図 2は、旧 70 市町村の内、一定

数の分析対象者数がいた自治体のみで行った

国保の肥満と高血圧の標準化該当比の地域相

関分析の結果である。高齢者の多い国保では

肥満と高血圧の分布の関係性は低かった。 

しかしながら、高齢者の少ない協会けんぽで

は一定の正の相関がみられた（図省略）こと

から、肥満について介入すべきは中年層であ

ることが推測できる。 

【図 2】 
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② 医療費（レセプトベース）分析 

レセプトについては、例えば図 3に示すよ

うに、加入者 1人当たりの医療費と受療率

（入院）との関係をみると入院受療率が高い

ほど医療費が高いことがわかる。愛媛県は高

血圧の有病者が高く、また心疾患死亡率につ

いても高い。この関係を医療費から裏付ける

分析が可能か現在検討中である。 

【図 3】 

 

一般演題 1 

 

－32－ 



 

愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり事業【第 2 報】 

～モデル事業健康づくり Re・Form～ 

 

○高島恵 下田惠 篠﨑紘一 影山康彦 倉田朋子 冨田直明（宇和島保健所） 

 

 

   

1.はじめに 

宇和島保健所においては、地域の特性に応じた地

域課題を解決するため、平成 25 年度から宇和島圏

域市町連携・協働による地域診断事業を実施してき

た。これは、活動の重点化や対象の優先順位を考慮

したＰＤＣＡサイクルによる保健事業の実施や連携

した取り組みが重要であるものの十分とは言えない

ため、保健所が市町の国保・保健衛生部門や保険者、

医療機関・医師会等と連携してデータヘルス計画や

保健事業を検証、支援することにより、ＰＤＣＡサ

イクルや連携による成果が見えるよう実施している

ものである。こうした中、平成 30 年度より愛媛県

ビッグデータ活用県民健康づくり事業が開始され、

宇和島保健所がモデル事業として取り組んでいるの

で、その実施状況を報告する。 

2.目的 

管内のデータを分析することにより管内の健康課

題を明確にし、ＰＤＣＡサイクルを意識した効率

的・効果的な健康づくりの推進を図る必要がある。

そのために、管内市町に対しデータの提供、関係機

関の情報交換、管内市町職員の地域分析能力等を踏

まえた人材育成を行い、課題に沿った事業を展開で

きるようフィードバックを行うことを目的とする。 

3.方法 

当モデル事業は、基本的な３本の柱（「人材育成」

「情報提供」「体制構築・環境整備」）に沿って総

合的に展開している事業[図１]であり、3 年計画と

して開始し、当事業の内容を検討する場として、宇

和島保健所健康づくり実践WTを設置した。 

計画内容は、3 年を通じて「分析能力向上・重点

事業の評価能力向上研修（健康づくりRe・Form研修

会）」及び「生活習慣病予防及び重症化予防検討会」

の二つを開催する。また、データ蓄積を目的とする

受診率アップの取り組みとして、1 年目に、特定健

診受診率アップに向けた媒体づくりを行う。2 年目

に健康診断受診に繋げるためのアプローチ方法や手

段を習得し先見的な事例研修を実施する。更に、1

年目に散在する既存データ及び調査の指標項目を検

討し、2 年目に健康課題で網羅できない世代に対し

データ収集を行い、住民向け健康課題に対する全ラ

イフステージの健康づくりリーフレット作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.取り組み結果 

(1)宇和島保健所健康づくり実践ワーキングチーム

（以下「実践WT」と記載） 

市町職員の異職種で構成し、1 年目には 1 回開催

し 10 名が参加し、保健所が実践 WT 事務局となる 3

年間の実践事業であることを示した。2 年目におい

キーワード 地域診断、人材育成、体制構築、情報提供 

 各種データベースの活用にかかる基本的な能力（統計） 

 管内市町と協働したＯＪＴ（健康づくり計画等の指標に
評価方法、ＫＤＢの現場での活用研修） 

 データを活用した地域診断に関する能力（散在する既存
データの活用） 

 データを活用した生活習慣病対策に関連する施策、事業
等の計画立案・実施・評価に関する能力 

 健康増進計画や特定健診
実施計画、データヘルス
計画推進のためエビデン
スに基づく地域課題を住
⺠に「⾒える化」して情
報提供 

 分析チームからのＫＤＢ
と協会けんぽデータの結
果を反映 

 ＰＤＣＡサイクルに基づいた
生活習慣病予防や重症化予防
の取組に対し、医師会との連
携等のフィールドサポート 

 異なる保険者の情報共有や関
係団体とのデータ共有と活用 

 健康課題を具体化すること
や、データ収集を目的に、内
容を検討する場（ワーキング
チーム）の設置 

Ｒｅ・Ｆｏｒｍ

人材育成

体制構築・環
境整備情報提供

[図1]基本的な取り組み 
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ては、当実践 WT を活用し、今後の事業の修正や新

たな企画及び分析の検討の場とした。 

（2）健康づくりRe・Form研修会 

1 年目は、①事前研修、②当日研修及び③事後研

修に分け、実施した。①事前研修では、データ提出

及び分析に基づく各市町の生活習慣病対策のための

現状分析を管内市町が作成し保健所に提出した。②

当日研修では、管内市町職員、県国保連合会及び全

国健康保険協会愛媛支部等の 42 名が参加し、地域

診断の方法を学び、関係機関との情報交換を行い、

事前提出資料を基に各市町のグループで内容を検討

し、課題にそった事業を展開しているかを検討し、

満足度は64.5％だった。そこではグループワークの

ファシリテータを課題分析者とし、担当者の OJT に

つながった。③事後研修では、研修受講者が自分の

市町の職場に持ち帰り、研修に参加できなかった職

員に伝達し、職場内研修を実施した。研修内容を８

項目に分類し、研修後に各市町が実施したことを報

告した。参加数は管内市町延べ100名であった。 

2年目は2回開催することとし、第1回（6月）に

は、昨年度に作成した項目から問題点と課題を抽出

する研修を行った。第2回は、県分析WTから国保と

協会けんぽとを突合した管内市町ごとのデータの一

部を提供してもらい、既存内容に追記していき問題

点を検討するものとした。 

（3）生活習慣病予防及び重症化予防検討会 

県及び管内の状況について情報提供を行い、糖尿

病専門医からの最近の診断等の講話及び事例を基に

関係機関との連携についてグループワークを実施し

た。これは、管内医師会の共催による開催とし、医

療機関が参加しやすい午後休診日の多い日程の夜間

の開催とした。1年目は管内行政に加え11医療機関、

３関係機関等により合計 46 名参加した。アンケー

ト結果の各項目について「良い」以上の評価が８割

以上と高く、グループワークを多職種の構成で実施

し今後の連携について検討できた。 

（4）受診率アップの取り組み 

１年目には、啓発事業として、通院中の人が特定

健診を受けていないことが多いことから、ターゲッ

トを通院中の人に絞り、受診率アップを図る媒体を

作成した。管内医師会長に内容について助言及び了

解を得た上で、ポスター及びリーフレットを作成し

た。（待合室等に掲示できる大きさ）事前に医師会

に通知後、宇和島管内全約 100 か所医療機関に配布

した。２年目には、受診率アップだけでなく様々な

事業を効果的・効率的に実施できるよう、各市町が

実施している事

業の方法を再点

検し、更に地域

に沿った健康づ

くりの“仕掛

け”を見つける

ことができるよ

う「ナッジ理

論」を知るとい

う、令和元年度

地域保健研究集

会のメイン企画

に繋いだ。 

(5)健康課題で網羅できない世代の調査 

若者世代のデータがないことから、実践ＷＴで検

討した結果、管内市町の成人式に合わせ、参加した

若者に対し生活調査のアンケートを実施することと

した。 

5.考察 

[人材育成の成果]：分析能力向上研修は、管内の

市町の関心が高く参加が多い。また、当日研修だけ

でなく前後の研修まで関与することで、事業とデー

タとの関連性を認識できてきている。まだ、問題点

からアセスメントして課題まで抽出するまでには十

分至っていない。 

[体制構築・環境整備]：管内の市では医師会から

の患者情報による生活習慣病予防介入の事業が開始

されているが、行政と関係機関との役割を認識でき

る場となりより効果的に展開できた。 

[情報提供]：受診率アップのポスター作成により

認識されていない人に周知することができた。また、

令和元年度に当ポスターを参考に新たにポスターが

作成され県内全域に広がったことは、ある程度の成

果と言えよう。 

6.まとめ 

当事業は、研修・ネットワーク会議・調査・啓発

事業と総合的に展開しているものの、提供される分

析結果が想定していた以上に少なかったり、データ

内容が市町のニーズと解離していたりと、軌道修正

を行わなくてはならなかった。また、研修の習得に

ついては年度が変わればリセットされる等、遅遅と

した事業の展開である。そういった中、ニーズによ

り行政と医科歯科の連携の体制整備という新たな企

画も提案され、そこで保健所がどういった支援を行

うことができるかを考えているところであり、今後

より効果的に市町の支援ができようにしていきたい。 

[図2]啓発ポスター 

<医療機関コメント記載欄> 
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特定健診の結果から見えた地区の健康課題について 

～個々への関わりを通して～ 

 

〇芝江梨 二宮真紀 井上理恵 佐々木靖子 （西予市生活福祉部健康づくり推進課） 

 

 

   

はじめに 

 西予市では生活習慣病重症化予防の取り組

みとして、特定健診の結果 HbA1c6.5 以上の

未治療者をハイリスク者として平成 26 年度

から保健指導を実施している。 

 私は、担当地区の健康課題を知るために特

定健診結果を項目別で平成 27 年度から経年

比較した。その結果、HbA1c6.5 以上の人が

増加傾向であり、その全員が医療機関受診者

であった。そこで、医療機関受診者への介入

も必要であると感じ、コントロール不良者へ

保健指導を実施することで得た学びを報告す

る。 

地区概要 

 西予市は、人口（平成 31 年 4 月 1日現

在）37,688 人、高齢化率 42.5％。西予市の

中心に位置する宇和町は、人口 16,689 人、

高齢化率 35.5％で、周囲を山に囲まれた盆

地の農業が盛んな米どころである。担当する

多田地区は人口 1,418 人、高齢化率 46.3％

で、宇和町の端に位置している。昔から住ん

でいる人が多く、地域づくり協議会の活動も

活発で多田地区を盛り上げようと団結して取

り組んでいる地域である。 

実施内容 

【対象】 HbA1c7.0 以上のコントロール不

良者 13 名を対象とした。抽出方法として、 

糖尿病合併症予防のためのコントロール目標

値が HbA1c7.0 未満である事から、平成 24 年

度から令和元年度特定健診受診者 HbA1c7.0

以上のコントロール不良者を、糖尿病管理台

帳より抽出した。また、健康相談や健康イベ

ントを実施した際にコントロール不良だと知

った者も含めた。 

【方法】 対象者 13 名に対し、健康相談・

健康教育・電話相談・訪問指導等を活用し保

健指導を実施。指導ツールとして「からだノ

ート」「糖尿病治療ガイド」を用い、健診結

果が表す数値と体のメカニズムについて保健

指導を実施した。また、訪問時不在の場合は

指導教材と手紙を残した。 

結果と気づき 

１） 支援状況 

年齢 性別 HbA1c 結果年度 治療状況支援方法

1 55 男 9.2 H26 治療中 息子に資料渡し、後日連絡あり電話相談　
2 73 男 8.4 H31 治療中 訪問
3 60 女 8.4 H31 治療中 訪問
4 67 男 8.3 H30 治療中 訪問
5 72 男 7.7 H31 治療中 訪問
6 70 男 7.6 H26 治療中 サロンにて健康相談
7 72 男 7.5 H23 治療中 訪問
8 61 女 7.4 H29 治療中 訪問
9 59 男 7.4 H26 治療中 訪問
10 71 女 7.2 H31 治療中 訪問
11 66 女 7.1 H31 治療中 電話相談
12 71 男 7 H30 治療中 サロンにて健康相談
13 72 男 7 H30 治療中 訪問拒否、電話相談  

２） 保健指導を実施して 

 訪問指導では、事前に連絡を入れ時間を

とってもらうことでゆっくりと指導を行う

キーワード 地区保健活動、重症化予防、地区担当制保健師 
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ことができ、公民館などの健康相談だけで

は知ることのできない住民の生活背景・環

境を知ることができた。また、訪問拒否の

人でも電話で現在の状況を知ることができ

た。 

 過去 5年間で健診受診歴がある人の中で

コントロール不良者を抽出したため、最近

健診を受診していなかった人とも関わるこ

とができた。さらに、指導回数を重ねるこ

とで、指導のポイントやコツを学ぶことが

できた。 

考察 

１） コントロール不良者への保健指導を

実施して 

保健指導実施時の住民の発言 

・内服して先生に診てもらっているから大

丈夫 

・糖尿病になって 10 年になるから、病気の

ことはわかっている 

・身体は元気に動いているので病気だと思

っていない 

・眼底出血など体の異変があって初めて気

を付けようと思った 

・HbA1c が何を示している値か知らない 

・毎日お菓子を 10 時と 15 時に食べてい

る。もう 70 代なので我慢したくない。 

・お菓子は毎日食べているが運動は頑張っ

ている 

・身体に良いと聞いてカカオ 70％チョコレ

ートを毎日食べている 

                 など 

上記の発言から、3つの事を考えた。 

① 内服さえしていれば大丈夫だと思って

いる人が多いこと。 

② 糖尿病の症状は自覚症状がでにくいた

め、病気と思わず運動療法や食事療法

の必要性が感じられていないこと。 

③ 糖が体に入ってきてどのように代謝さ

れ作用しているか等、体のメカニズム

を理解していないこと。 

２） 訪問指導を通して 

今回、「訪問すること」の大切さを改め

て感じた。今まで、訪問指導を実施するこ

とはハードルが高く、電話相談や健康相談

で終了することが多かった。しかし、訪問

指導を実施していく中で、時間をかけて聞

き取り、本人も気づいていなかった事に一

緒に気づくことが出来た。また、「訪問し

てもらったらリラックスして話せる」「定

期的に顔を見せに来てもらったら、やる気

が継続できる」という発言も聞けた。さら

に関わる回数を重ねる事で、相手から声を

かけてもらう事が増えた。このような積み

重ねが住民との信頼関係につながると感じ

た。 

今後の取組 

１ 単発の関わりにならないように、コント

ロール不良者のその後の HbA1c の変化を個々

に合わせて確認し、継続した支援をする。 

２ 長年治療している人が多く、糖尿病につ

いて知識を得る機会が多い。しかし、その知

識が定着している人は少ないため、何度も伝

えることで、知識の定着を図る。 

３ 糖尿病連携手帳を活用し、医療機関と連

携した指導を行っていく。 

４ 地域の健康教育の場で、多田地区の健康

課題について伝える。 

まとめ 

特定健診の結果から、個々へ訪問し関わる

ことで、個別の課題を知ることができた｡ 

今後、個別課題から地域課題へとつなげ、

その課題を地区全体で共有し、地区住民と共

に考え健康な地域になるように保健活動を展

開していきたい。 
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愛媛県におけるフッ化物洗口の取組 第１報 

～フッ化物洗口普及事業20年の歩み～ 

○下田 惠（宇和島保健所）、愛媛県歯科保健担当者一同 

 

キーワード フッ化物洗口、むし歯、医薬品 

 

はじめに 

 愛媛県のフッ化物洗口は、昭和61年に大三島町が
最初に取組み、次に平成３年に中山町で事業が開始
され、地域の歯科医院と保健所が連携を取りながら、
平成８年には伊予地区全体で実施された。 
愛媛県ではこれらのむし歯予防効果から平成12年

度より「フッ化物洗口普及事業」を実施してきた。 
開始から20年が経過し、歯科医師会との協力体制、

事業実施のシステム化及び事業実施のための媒体の
作成等これまでの取組と実施状況について報告する。 
 
フッ化物洗口普及事業の実施について 
Ⅰ 事業の実施について 
 １ 事業の経過 
「フッ化物洗口普及事業」は、むし歯予防に効果的
であるフッ化物洗口を小学校等において集団的に実
施することにより、むし歯予防を積極的に推進し、
地域における歯科保健水準の向上を目的に、平成12
年より開始した。 
 平成12年から平成27年の間は、県予算事業として、
フッ化ナトリウム試薬を使用し、当初は小学校を対
象に実施し、平成24年からは対象を中学校も含め、
事業の拡大を図った。 
 その後、週１回法（フッ化ナトリウム溶液を１週1
回継続して洗口する方法）の医薬品が販売されたこ
とや国の方針や関係団体からの意見を踏まえ、平成
28年より医薬品への移行を行うとともに、市町への
補助事業（補助率1/2）として展開してきた。（表１） 
 また、指定終了となった学校について、市町及び
学校を主体として継続実施できるよう支援している。
その結果、20年間で、閉校になった学校もあるが、
指定校のうち９割が継続してフッ化物洗口を行って
いる。    
なお、指定校（終了校含む）には、歯科健診集計

を提出してもらい、集積した結果を指定校（終了校
含む）に還元している。 
さらに、フッ化物洗口のみならず、事業に歯科保

健指導を組み込み、児童、生徒への歯みがき教室等
実施することで、正しい歯みがきの知識と技術の習
得も併せて行ってきた。 

 

（表１）事業の実施体制 

２ 実施手順 

 現在の実施手順は以下のとおりである。 

（１）実施体制の整備 

 市町内部（保健部門、教育部門等）での実施に

むけた意思統一と、地元の歯科医師会、薬剤師

会等にも十分説明し、理解と協力を得る 

（２）理解と合意 

１）関係者 

 市町、歯科医師会、薬剤師会等関係者によ 

る検討会を開催し、市町の方針を決定する 

とともに事業実施計画を策定する。 

   ２）現場 

    学校の現場職員を対象とした説明会を開催 

し、共通理解を得て実施体制を整える。 

３）保護者 

①保護者説明会の開催 

   実施校において保護者説明会を実施。 

②希望調査（申込書の提出） 

フッ化物洗口を希望する児童・生徒の保 

護者より実施希望の申込書による確認 

を行う。 

（３）不安を持つ人への対応 

必要に応じて資料の作成や説明会の開催を 

検討する。 

 平成12～27年 平成28年～ 

実施主体 県 市町 

対象者 

小中学校に在籍する児童・生徒のうちフッ化物洗口

を希望するもの 

（中学校対象はＨ24～） 

使用薬剤 
フッ化ナトリウム 

試薬 

フッ化物洗口剤 

（医薬品） 

補助先 学校 市町 

補助対象 

小中学校に在籍する児童・生徒のうち 

フッ化物洗口を希望するもの 

（中学校対象はＨ24～） 

補助 県予算による現物支給 県1/2（補助率） 

補助期間 原則1年間（最長3年間） 

一般演題 4 

 

－37－ 



（４）予算化 

 フッ化物洗口の開始日程や詳細を協議し、予算 

等を決定する。併せて県の補助制度への申請手 

続きを行う。 

（５）実施 

１）フッ化物洗口に係る器材、薬剤の購入 

２）予行練習 

３）フッ化物洗口の開始 

 

Ⅱ 実施数の推移 

平成12年に小学校10校を指定校としてモデル事業

として開始され、その後指定校を増やし年間20校枠

で実施してきた。令和元年現在指定校（終了校含む）

は小学校94校、中学校10校となっている。 

小学校の実施率は上昇しており、県下全小学校で

は50％、全児童の35.9％が実施している。（図１） 

中学校では全中学校の13.5％、全生徒の8.4％の実

施率となっている。（平成27年度現在）（図２） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Ⅲ 媒体について 
 フッ化物洗口を実施する際に、「フッ化物洗口のし
おり」、「Ｑ＆Ａ」、「ハンドブック」などの媒体を先
進地の新潟県を参考に、県歯科保健担当者が中心に
なり作成してきた。 
「しおり」は事業概要のパンフレットであり、来

年度最新のデータを記載したものを新たに作成する
予定である。今年度は愛媛県版の「フッ化物洗口マ
ニュアル」を作成している。これは医薬品へ移行し
た実施方法となり、これまでの媒体を集約し、フッ
化物洗口の必要性や実施手順などわかりやすく解説
できるよう作成したものである。 
今後も媒体を効果的に使用し、さらなる普及啓発

を図っていく。（図３） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考察 

 フッ化物洗口普及事業の円滑な推進のため、歯科
医師会の協力を得て、学校歯科医への説明会、養護
教諭への説明会及び保護者説明会等を行うなど、作
成した媒体等を使い、準備をしっかり整え、開始ま
での手順をシステム化する事で、確実に安全に実施
できるよう考慮してきた。 
フッ化物洗口は県条例で明記されており、愛媛県

歯科口腔保健推進計画においては、フッ化物洗口実
施についての目標値が設定されている。 
予算の関係で年間20校という指定枠であったため、

指定から外れた小学校の中には学校独自でフッ化物
洗口を開始した学校もあり、フッ化物洗口への関心
の高まりや普及の効果もみられた。本県の事業以外
でフッ化物洗口を実施する学校へは、安全に効果的
に実施できるよう保健所が技術的支援を行ってきた。  
また、現在は週１回法の医薬品が販売されたこと

で、より安全にフッ化物洗口が実施できる体制とな
っている。 
愛媛県のう歯罹患率は年々減少傾向にあるが、全

国に比べるとまだ高い数値となっている。フッ化物
洗口がむし歯予防に効果的であることは実証されて
おり、指定校（終了校を含む）のうちフッ化物洗口
を実施している小学校87校でのう歯罹患率は18.6％、
１人平均むし歯数0.41本という結果になっている。
（令和元年） 
今後は指定校（終了校を含む）の歯科健診結果を

はじめとするデータ分析から課題を明確にして、対
策をしていく必要がある。加えてむし歯の有無や喪
失歯の扱い等、歯科健診が均一化できるよう精度管
理も重要である。歯と口腔の健康のためには、フッ
化物洗口に併せて実施している歯科保健指導等を含
めた総合的な歯科保健をさらに充足させていくこと
が必要である。 

 

まとめ 

フッ化物洗口を実施していない地域があり、中学

校の実施もまだ少ない現状である。今後は、フッ化

物洗口に対する関係者間の相互理解と実施校の増加

に努めていきたい。 

（図１）フッ化物洗口をする小学生の割合 

（図２）フッ化物洗口をする中学生の割合 

（図３）これまでに作成した媒体 

（図２）フッ化物洗口をする中学生の割合 
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愛媛県におけるフッ化物洗口の取組 第２報 

～歯科健診結果等からみた現状と課題～ 

○高橋 直樹（西条保健所）、愛媛県歯科保健担当者一同 

 

キーワード フッ化物洗口、むし歯、予防 

 

目 的 
 愛媛県では、平成12年度から児童・生徒のむし歯
予防を目的にフッ化物洗口普及事業を実施している。 
 フッ化物洗口指定校には、指定終了後も毎年歯
科健康診断結果の提出を依頼しており、集積・分
析し、事業評価を行っている。 

また年度末には、養護教諭、担当教諭対象にアン
ケートを実施し、事業の実施状況や意見を聴取して
いる。 

 今回、これまでの歯科健康診査結果やアンケート
結果を踏まえ、愛媛県のむし歯予防の現状と今後の
フッ化物洗口の普及に係る課題等について検討した
ので報告する。 
 

方 法 
Ⅰ 歯科健康診断の結果 

指定校のうち、小学校 94校の歯科健診結果の集計

を行った。94校のうち、令和元年度現在フッ化物洗

口を実施している学校が 87校、中止している学校は

7校であった。 

永久歯のみを対象とし、学年毎に、①児童・生徒

数、②受診人数、③処置が完了している者、④未処

置歯のある者、⑤う歯のある者、⑥う歯のない者、

⑦処置歯総数、⑧未処置歯総数、⑨喪失歯総数、⑩

一人平均う歯数の 10項目の結果の収集を行った。 

喪失歯は、むし歯による抜歯を対象とし、矯正に
よる便宜抜去、先天性欠如歯等は対象外とした。 
  
Ⅱ アンケート 
 毎年度末、次年度指定継続校には、養護教諭及び
担当教諭に対し、ぶくぶくうがいの達成状況やフッ
化物洗口についての意見を、指定終了校には、次年
度の洗口の実施継続の状況、中止・中断の場合はそ
の理由等を聴取した。 

 

結 果 

Ⅰ 歯科健康診断 
 小学６年生の１人平均むし歯数の経年変化を見て
みると、年々減少しているが、当初に比べ下がり幅

が小さくなっており、近年は減少が頭打ちになって
いる。 

【図１】小学６年生の１人平均むし歯数の推移 

 

 

 

 
 
 
 
 
東中南予別にむし歯の状況を見てみると、中予が

最も少なく、南予、東予の順となっている。 
 
【表１】１人平均むし歯数 

 令和元年度 
フッ化物洗口指定校 

（小学6年生） 

※【参考】 
平成30年度県 
（12歳児） 

東予（45校） 0.97本 0.91本 

中予（20校） 0.39本 0.57本 

南予（29校） 0.79本 0.86本 

※男女を足して２で割った推計値。（学校保健要覧） 

 

また、フッ化物洗口実施中の小学校（87校）と中
止した小学校（７校）の学年別の１人平均むし歯数
を比較すると1年生では差はないが、実施中の小学校
では、2年生以降では、0.14～0.26本ほど差がある。 

さらに、平成12年度から継続して実施している７
校と、中止した小学校を比較すると数値が半数以下
となっており、継続して実施することで、よりむし
歯の予防効果がでていると考えられる。 
【図２】フッ化物洗口実施の有無による１人平均む

し歯数 
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継続６年以上と６年未満（中止を含む）で比較す
ると、１人平均むし歯数で、0.04本～0.20本減少し
ており、学年が上がるごとに減少幅が大きくなって
いる。 
 また、むし歯がある人の割合を比較すると、2.0
～7.6％減少しており、より継続して実施することに
より、むし歯の減少効果が高いと考えられる。 
 
【図３】継続年数による１人平均むし歯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ アンケート 
 平成31年3月調査で次年度継続指定校（4校）に対
するアンケートでは、ぶくぶくうがいの達成状況は、
80％以上が78.1％と最も多く、50～80％が15.6％と
なっているが、うまくうがいできないが6.3％あった。 
 これまでの結果でも、１年生のぶくぶくうがいの
達成率が低く、学年が上がるにつれ達成度が高くな
っていった。 

フッ化物洗口を行ってよかったかを聞いたところ、

養護教諭では、「はい」と「まだわからない」がとも

に50％であった。 

 担当教諭では、43.8％が「はい」と回答し、「まだ

わからない」が56.3％で、「はい」を上回った。 

 

【図４】フッ化物洗口を実施して良かったか 

（養護教諭）      （担当教諭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フッ化物洗口に対する自由意見としては、 

・児童のむし歯予防の意識が高まった 

・歯を大切にしようという意識が高まった 

・朝はみがきの様子がわかった 

・うがいの習慣がつく 

・歯について話すきっかけができた 

・むし歯の児童が減っている 

・歯科保健指導を受けることができてよかった 

等の意見がある一方で、 

・学校のカリキュラムの中で行うのにはかなり無理

をしている 

・養護教諭の負担が大きい  

・味についての不満が多い（医薬品） 

・インフルエンザの時期に実施することへの不安 

等の意見があった。 

 また、指定終了校で、中止・中断した理由を聞い

たところ、時間的な余裕がない、養護教諭の不在、

予算の問題、歯みがきの徹底等が挙がった。 

 

考 察 

 愛媛県でのフッ化物洗口事業は開始から20年の節
目を迎え、経年的にフッ化物洗口によるむし歯予防
効果をみると、県の指定で終わることなく、指定終
了後も継続して実施していることで、より効果が高
くなっている。 
 フッ化物洗口の有用性は徐々に浸透してきており、 
近年、県の事業を活用せず、市町や学校独自でフッ
化物洗口を実施しており、特に南予地域では、市町
独自で実施している自治体も多く、むし歯予防効果
が上がってきていると考えられる。 
市町間では予算等の問題によりフッ化物洗口を実

施している児童（小学生）の割合が80％以上の地域
がある一方で、20％未満の地域があるなど実施状況
に地域格差が起こっている。 
 学校においては、時間的な余裕がなく、実施に対
して養護教諭や担当教諭への負担の懸念や、少子化
の影響もあり、養護助教諭の採用も多くなっており、
養護教諭側から学校にフッ化物洗口の実施を働きか
ける難しさもあると聞いている。 
また、アンケート結果から養護教諭を含め学校全

体でのフッ化物洗口の必要性への理解がまだまだ不
十分であることもわかった。 
さらに、近年では、叢生（歯が重なり合って生え

ている状態の歯並びのこと）をもつ者の割合の増加
（12歳～15歳で、平成22年は25％であったが、平成
27年度では33.3％と増加している）や口呼吸の者の
増加も問題となっている。 
今後は、フッ化物洗口の必要性の啓発に努めると

ともに、児童・生徒の口腔内の様々な問題を踏まえ、
デンタルフロスの使用やぶくぶくうがいによる口呼
吸の予防等適切な歯科保健指導を通じて、歯からの
健康支援に取り組むことで、フッ化物洗口の実施校、
特に中学校への拡大を図っていきたい。 
 それにあたり今後、小学校でフッ化物洗口を実施
した児童としなかった児童の中学校での歯科健診結
果の比較についても今後検討する予定である。 
 

まとめ 
 第１報で報告した「フッ化物洗口マニュアル」を
活用し、フッ化物洗口に対する関係者間の相互理解
を深め、学校でのフッ化物洗口がより安全に効果的
に実施できる体制を支援し、特にフッ化物洗口を実
施していない中学校への普及拡大や地域格差の解消
に努めたい。 
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愛媛の未来は食事で変わる！ 

愛
え

顔
がお

のＥ
え

-
い

ＩＹＯ
よ う

プロジェクト事業の取組（第１報） 

 

○関谷雅子（四国中央保健所）  

愛媛県保健福祉部・保健所 管理栄養士一同 

 

 

 

はじめに 

県民の 10 年先、20 年先の未来を見据える

と、健康的な食生活を送ることは、「健康寿

命の延伸」や「医療費や介護費の抑制」につ

ながるほか、不規則な食生活になりがちな若

い世代が正しい食生活を学び実践する機会を

持つことにより、子どもの食生活など、子育

てにも良い影響を与える。 

平成 27 年愛媛県県民健康調査によると、

20～30 歳代の男性及び 30 歳代の女性に朝食

欠食率が高く、20～40 歳代の野菜の摂取量

が低く栄養バランスも悪い等栄養・食生活の

課題が多く見受けられた。 

そこで、平成 28 年度から平成 30 年度の 3

年間にわたり、「若い世代・働き盛り」にタ

ーゲットを絞り、食生活改善をサポートする

取組を行ったので報告する。 

取組内容 

（１）プラン１ 「朝食をとろう！野菜 de

朝食キャンペーン」 

若い世代・働き盛りの朝食や野菜の摂取に 

向けたキャンペーン活動を行った。 

①栄養士養成施設及び高校との協働事業

（H28～） 

 栄養士養成施設の学生及び高校生と協働し 

てメニュ―開発と愛顔の E-IYO プロジェクト 

（以下「プロジェクト」という。）の普及活

動を行った。 

学校名等 内容 

〔H28〕 

松山東雲短期大学  

今治明徳短期大学 

朝食レシピコンテス

ト・レシピ集の作成 

〔H29～〕 

松山東雲短期大学 

（カゴメ株式会社の協

力） 

野菜を使ったスムージ

－とスープのメニュー

開発、「しののめベジ

ガール」によるイベン

ト会場等での PR 活動 

〔H29〕 

済美高等学校 
季節のおむすび及びス

ムージ－のメニュー開

発、商品化に向けた企

業へのプレゼンテーシ

ョン実施 

松山東雲短期大学では「しののめベジガー

ル」が誕生し、各種活動がテレビや新聞に取

り上げられ、プロジェクトのＰＲにつながり、

現在も独自に活動を続けている。  

②婚活イベントにおいての普及（H29） 

えひめ結婚支援センターの「de 愛イベン

ト」として 20 代限定イベントを２回実施し

た。調理実習やクイズを通して朝食の大切さ

や野菜摂取促進について、若い世代へ直接働

きかけることができた。 

③企業との協働事業（H30） 

 株式会社セブンスターと保健所管理栄養士

が協働して旬の野菜を 100ｇ以上使用した季 

節の弁当を開発・販売した。年間５種類の弁

当を H30.５月～H31.２月まで販売した。ど

キーワード 朝食、野菜、若い世代・働き盛り、栄養・食生活改善 
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の弁当も好調な売れ行きがあり、会社側から

は消費者の野菜摂取への関心だけでなく、栄

養成分表示など健康に対しての意識の高まり

を感じるという意見が得られた。現在も、野

菜摂取向上の啓発普及活動を続けている。 

④県民への啓発（H30） 

愛媛県食生活改善推進連絡協議会へ委託し、

野菜レシピ集が作成され、県内広範囲で啓発

普及運動を行った。プロジェクトの趣旨は、

食育活動において引き継がれている。 

⑤ＰＴＡ連合会へ働きかけ（H30） 

 中央指導者研修会でプロジェクトの趣旨等

について情報提供した。 

（２）プラン２ 企業の食生活・栄養改善の

支援 

①我が社の E-IYO 名人育成研修会の実施

（H28、29） 

（公社）愛媛県栄養士会に委託して、県内

企業の福利厚生担当職員や管理職を対象に研

修会を行い、企業における「E-IYO 名人」を

育成した。（H29：23 社 29 名、H30：28 社

33 名）参加者からは、今後の健康経営の取

組を考えるきっかけになった、県での取組を

知る機会となり勉強になった等の意見が得ら

れた。 

（３）プラン３ 「栄養・健康先進県えひ

め」の発信 

①リーフレット等の作成による普及活動

（H28～） 

県ホームページへの掲載、事業推進ポスタ

ー、エプロンの作成を始め、学生考案のレシ

ピを掲載した朝食レシピ集やスムージーとお

むすびメニューのリーフレット（２種）を作

成し普及活動を行った。また、ロゴマーク

（図 1）を作成し活用した。 

②新聞広告、企業によるＰＲ活動（H30～）   

産経新聞にプロジェクトの趣旨（H30.5

月)、愛媛新聞に朝食・野菜摂取（H30.9

月）について広告を掲載し、ＰＲ活動を行っ

た。 

また、愛媛県包括連携協定締結企業である

カゴメ株式会社の協力により、野菜ジュース

「KAGOME 野菜生活 100 愛媛キウイミック

ス」の側面にプロジェクトのロゴマーク等を

掲載し、ＰＲ活動を行った(H31.4 月～R元.7

月)。 

③プロジェクトの成果発表（H30） 

県民健康づくり運動推進会議において、本

県、東雲短期大学、済美高校、株式会社セブ

ンスター、カゴメ株式会社が会議メンバーで

ある各種団体へ活動の報告を行った。その後、

団体同士の連携による新たな取組にもつなが

っている。 

まとめと今後の展開 

 若い世代・働き盛りの食生活にターゲット

を絞ったプロジェクトについて、複数の学校、

企業と協働して県民を対象に広範囲に活動を

推進できたことは大きな成果であった。食生

活の改善や健康寿命の延伸はすぐには効果が

立証されるものではないが、このプロジェク

トをモデル事業期間の 3年間にとどめること

のないよう、県のみならず、賛同いただける

複数の団体と共に今後も引き続き実践してい

くことにより、10 年先、20 年先の未来の県

民の健康づくりへの成果につながると思われ

る。今後も県民や他機関へプロジェクトの発

信を続けていきたい。 

（図 1） 
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愛媛の未来は食事で変わる！ 

愛顔の E-IYO プロジェクト事業の取組（第 2 報） 

～企業の E-IYO サポートプログラムの実施について～ 

 

○富谷純子（八幡浜保健所）  

愛媛県保健福祉部・保健所管理栄養士一同 

 

はじめに 

愛媛のものづくりを担う企業の従業員の栄

養・食生活改善を図ることは、健康づくりを

推進していく上で重要な課題である。 

そこで、栄養・食生活改善に積極的に取組

むモデル企業（事業場を含む）を選定し、そ

の取組を支援する「企業の E-IYO サポートプ

ログラム」を実施したので報告する。 

方法 

 西条、中予、宇和島保健所では平成 28 年

度から平成 30 年度までの 3 年間、四国中央、

今治、八幡浜保健所では平成 29 年度から平

成 30 年度までの 2年間、保健所ごとにモデ

ル企業を選定し、企業での栄養・食生活改善

の取組について企業の担当者と十分協議した

上で事業を実施した。 

事業の実施に当たっては、事前アンケート

調査を実施する等、企業の実態把握に努めた。 

アンケート結果や健康診断結果等から見た

企業の課題に応じてサポートプログラムを作

成し、個別支援、健康教室、健康管理担当者

への育成研修、ツールの提供等、必要な支援

を行い、事後アンケート調査等により評価を

実施した。 

各保健所での実施状況（概要）については、

表 1のとおりである。 

結果と考察 

企業の実態把握を行い、企業の課題に応じ

たサポートプログラムを作成・実施すること

により、栄養・食生活を始めとする生活習慣

に対する意識・意欲の改善、行動の変容など

の傾向が見られたが、体重の減少や健診デー

タの改善は認められなかった。このような指

標の改善につなげるには継続した取組が必要

と思われた。また、働く世代の健康づくりは、

職場全体で取り組むことが重要であり、経営

者等の意識改革に向けての取組も必要である。 

今後の展開 

モデル事業としての取組は昨年度で終了し

たが、今後も引き続き、「愛顔の E-IYO プロ

ジェクト推進事業」として、若い世代・働き

盛りを中心とした栄養・食生活改善支援事業

を展開していくこととしている。 

併せて、県民健康づくり運動地域推進会議

等、関係者が会する場も活用して情報共有を

図り、効果的な取組について検討し、知識や

技術の提供、環境づくり等の支援を行ってい

きたい。 

キーワード 愛顔の E-IYO プロジェクト、若い世代・働き盛り、栄養・食生活改善 
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（表 1）企業の E-IYO サポートプログラム実施状況（概要） 

保健所 モデル企業 
年度 

（平成） 
内容 

四国中央 A 社（製造業） 29-30 （H29）現状把握のためのアンケート実施、健康課題の 

抽出 

（H30)新入社員への健康教育（集団指導、グループワー

ク）、定期的な情報提供、事前・事後アンケート、食事

調査（写真記録による分析評価） 

西条 B 社（製造業） 28-30 （H28）健診データ分析、食物摂取頻度調査 

（H29）個別面接指導（3回）、集団指導（講話：食事・

飲酒等）、栄養摂取状況調査、生活習慣アンケート 

（H30）個別・集団指導、結果報告会 

今治 C 社（建設業） 29-30 （H29）健康講座（6回）：講話、24 時間食事調査、事

前・事後アンケート、個人の取組目標設定・評価、グル

ープワーク等 

（H30）健康講座（4回）：講話、運動実技、24 時間食事

調査、グループワーク、スモーカーライザーによる呼気

測定等 

D 社（建設業） 30 ・個別支援（4回：女性対象）、イブニング講座（5回：

男性対象）…講話、24 時間食事調査、事前・事後アンケ

ート、前年度健診結果を基に個人の取組目標設定・  

評価、男性のみスモーカーライザーによる呼気測定等 

中予 E 社（小売業） 29-30 （H29）企業の現状把握及び課題抽出…現状把握のための

アンケート実施、企業の課題を抽出 

（H30)企業への支援・評価…課題解決のための目標  

設定、サポートプログラムの作成、グループワーク 

F（行政機関） 29 食事頻度調査、栄養講話 

G（行政機関） 28-30 （H28）講話、健康づくり担当者へ指導資料配布 

（H29・H30）食事頻度調査、健康づくり・食生活アンケ

ート調査、栄養講話 

八幡浜 H 社（製造業） 29-30 （H29）現状把握（アンケート調査、健康診断結果分析）

→課題に応じた取組（ポスター掲示による健康的な食生

活の啓発、単身者等の食生活・栄養改善支援（写真記録

による分析評価）） 

（H30)課題に応じた取組（継続）、平成 30 年度新入社員

研修 

宇和島 I（各種 13 事業所） 28 企業バックアップによる 40 歳未満 BMI25 以上の男性を 

対象にした ICT を用いたダイエットサポート 

J 社（小売業） 29 全職員を対象にしたダイエットサポート 

・集団指導（講話）、事業所介入（事業所内歩数   

マップ、自動販売機カロリー表示） 

・個別指導（３か月前後の体重・腹囲測定及び    

アンケート、個別指導（目標設定及び結果） 

K（児童養護施設） 29 全職員対象「チーム対抗」ダイエットサポート 

・集団指導（講話、グループ構成による目標設定、  

３か月前後の体重・体脂肪計測） 

南予地方局内児童養護

施設（4施設）及び 

南予児童相談所 

30 健康管理担当者を対象にした育成研修 

（集団指導のデモンストレーション、グループ演習、 

ツール提供） 

L 社（介護・薬局 

17 事業所） 

30 各事業所チーム対抗による健康づくりの取り組み 

・事業所ごとの集団指導（講義、体重・体脂肪測定、 

随時職場介入、チーム目標設定） 
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朝食を食べよう！野菜を食べよう！『愛顔の E-IYO プロジェクト』 

しののめベジガールの取組み 

○田中洋子  亀岡恵子 （松山東雲短期大学） 

 

Ⅰ はじめに 
栄養士養成校である本学では、2016 年愛媛

県の「愛顔の E-IYO プロジェクト『朝食をとろ
う！野菜 de 朝食キャンペーン』」の協力依頼
を受け、手軽に不足分の野菜が摂れる朝食メニ
ューの開発を行った。 

2017 年に野菜帽がトレードマークの「しの
のめベジガール」を立ち上げ、産官学連携の継
続した取組みをこれまで実施している。 

今回、4年目になる本学の「愛顔の E-IYO プ
ロジェクト」の取組みと、学生の学び、今後の
課題について報告する。 

 
Ⅱ 取組み内容 
１．目的 
 愛媛県民の健康課題解決のため、食物栄養学
科 2年生の週 1コマの卒業研究の時間で、愛媛
県と連携した「愛顔の E-IYO プロジェクト」に
取り組んでいる。 
 専門性を活かしたレシピの考案や、調理、販
売、栄養教育など栄養士の学びが社会の中でど
のように役立つのかを協働を通して体感し、学
びを深め、現場に対応できる実践力を培うこと
を目的としている。 
２． 産官学連携の継続した取組み 
◆2016 年度 
 「朝食をとろう！野菜 de 朝食キャンペー
ン」の実施に伴い、学内で「朝食レシピコンテ
スト」を実施。若い世代の朝食摂取や野菜摂取
の習慣化をねらいとして、愛媛県の農林水産物
を使った栄養バランスのよい朝食レシピを考案
し、愛媛県保健福祉部試食会を実施。レシピ集
も作成され、啓発活動に使用している。 
◆2017 年度 
県包括連携協定締結企業カゴメ(株)と連携し、

スムージーや野菜スープレシピを開発。プロジ
ェクトの普及啓発活動を実施した。 

1 杯で不足分の野菜が摂取できるスムージー
3種類は、それぞれ４日間限定で学食での販売
を実施。（1杯 100 円。1日 20 杯限定）この取
組みは、テレビで放送された。 

野菜スープは東雲祭（学園祭の名称、以下同
じ）で販売し、スムージー同様、野菜嫌いの子
どもや幅広い年代の方々に好評であった。（1
杯 100 円。2日間で 200 杯を販売。） 

イベントやスーパー、学内において実施した
啓発活動は 11 回であった。 

 
 

◆2018 年度 
昨年度実施した愛媛県、カゴメ(株)と連携し

た取組みのほか、新たに西条保健所と連携し、
西条市の産直市場「周ちゃん広場」において試
飲活動や 3日間限定でスムージーを販売した。 
 「東温市健康フォーラム 2018」においても、
スムージーの試飲やステージ発表など啓発活動
を実施。 

地域での啓発活動として、「お城下マルシェ
花園」でのスムージー販売を行った。（5時間
で 200 杯完売。） 
 2018 年度の啓発活動は 13 回。新聞や専門誌
紙への取組み掲載は 7件であった。 
◆2019 年度 
2018 年 2 月県民健康づくり運動推進会議専

門委員会、2019 年 2 月県民健康づくり運動推
進会議での活動報告により、毎年新たな行政・
企業や団体から連携依頼を受け、活動の場が広
がっている。これまでの「お城下マルシェ」
「東温市健康フォーラム」、カゴメ(株)との連
携に加えて 2019 年度は新たに、大塚製薬㈱・
フジ㈱との小学生親子を対象にした「家族で大
豆を育てよう！」イベントでの食育、調理実習
や、帝人株式会社との「麦麦ごはん」の開発・
販売を行った。 

2019 年度の活動は 11 回。取組みは、テレビ
3件、ラジオ 1件、新聞 9件、専門紙誌 6件、
WEB10 件に掲載された。 
 
Ⅲ 2017 年・2018 年・2019 年東雲祭でのアン
ケート調査結果について 
１．方法 
 2017～2019 年の東雲祭において、野菜スー
プ購入者を対象に、食生活に関するアンケート
記入依頼を行い、556 名から回答を得た。 
２．結果 
 アンケート回答者 556 名の属性は、男性 106
人（19.1％）、女性 450 人（80.9％）で、10
歳代まで 102 名（18.3％）、20 歳代 103 名
（18.5％）、30 歳代 98 名（17.6％）、40 歳代
112 名（20.1％）、50 歳代 85 名（15.3％）、
60 歳代以上 56 名（10.1％）であった。 
 「朝食を毎日食べている」割合は、20 歳代
では 55 人（53％）と他の年代に比べて低く、
「朝食を食べていない」割合も 20 歳代が 12 人
（12％）と他の年代に比べて高い割合であった。
（表１） 
 
 

キーワード 愛顔の E-IYO プロジェクト、食育、朝食欠食、野菜不足、食生活 
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表１ 朝食を食べている人の割合(2017~2019 年) 

毎日食べている 合計
10歳代まで 80人 78% 19人 18% 3人 3% 102人
20歳代 55人 53% 36人 35% 12人 12% 103人
30歳代 83人 85% 11人 11% 4人 4% 98人
40歳代 100人 89% 7人 6% 5人 4% 112人
50歳代 69人 81% 9人 10% 7人 8% 85人
60歳代以上 52人 93% 2人 4% 2人 4% 56人
合計 439人 79% 84人 15% 33人 6% 556人

時々食べている 食べていない

 
表２ 野菜スープリピーターと初めて購入者と
の朝食摂取状況(2018~2019 年) 

81.8% 5.6% 75.3% 7.2%
食べていない

野菜スープリピーター 初めて購入者

117人 8人 177人 17人
毎日食べている 食べていない 毎日食べている

 

 野菜スープの東雲祭での販売は、2017 年よ
り開始しており、アンケート回収者のうち
2018 年のリピーター率は 33.6％、2019 年のリ
ピーター率は 44.3％であった。 

野菜スープリピーターとそれ以外の群の朝食
摂取状況を比較すると、野菜スープリピーター
群の方が「朝食を毎日食べている」人の割合が
高く、朝食の欠食率は低くなっていた。（表
２） 
 表３の「野菜を摂ることを心がけているか」
ついても、やはり野菜スープリピーター群の方
が「心がけている」と回答した割合が高かった。 
 1 日に摂る野菜の量については、「野菜を摂
るように心がけている」とはいうものの、実際
には、野菜スープリピーター群でも 1日 2皿程
度が 23.8％と最も多く、初めて購入者群では、
1日に 1皿程度が 38.3％と最も多かった。（表
４） 

単年ごとの変化を見ると、2017 年の調査結
果では、1日 1皿程度が 39.3％と最も多かった
が、2018 年・2019 年には、野菜スープリピー
ター群は 1日 2皿程度の割合が高くなってきて
いる。 
３．考察 
2017 年～2019 年の東雲祭での野菜スープ購

入者を対象としたアンケートでも、「国民健
康・栄養調査」結果と同様に、20 歳代の朝食
欠食率が高かった。 

平成 29 年「国民健康・栄養調査」の結果に
よると、野菜摂取量の平均値は 288.2 g であ
る。1杯でその不足分の野菜が補える野菜スム
ージーや野菜スープレシピを考案し、各イベン
トにおいて試飲や販売を行って、3 年目になる。 
今回、アンケートを集計し、「しののめベジガ
ール」のブースに来て下さる方は、比較的野菜
を摂取しようという意識の高い人が多い中、そ
れでも実際の摂取量は不足していることが分か
った。しののめベジガールのブースのリピータ
ーは「お城下マルシェ」や「東雲祭」などに 

表３ 野菜を摂ることを心がけているか
(2018~2019 年) 

92.3% 7.7% 87.7% 12.3%
心がけている 心がけていない 心がけている 心がけていない
132人 11人 206人 29人

野菜スープリピーター 初めて購入者

 

表４ 1 日に摂る野菜の量（1皿は小鉢 1皿程度） 

(2018~2019 年) 

2.8% 23.8% 42.7% 22.4% 2.8% 5.6%

3.0% 38.3% 37.4% 14.9% 4.3% 2.1%5人7人 90人 88人 35人 10人

4皿 5皿以上
野菜スープリピーター

初めて購入者
0皿 1皿 2皿 3皿 4皿 5皿以上

4人 34人 61人 32人 4人 8人
0皿 1皿 2皿 3皿

 

おいて増えてきている。アンケート調査結果よ
り、わずかな意識の向上が見られたが、まだま
だ朝食摂取、野菜摂取量向上に向けた啓発活動
を継続していく必要があると考えられる。 
 
Ⅳ まとめ 
「しののめベジガール」は、行政や企業と連

携し、地域への啓発活動をしている。マスメデ
ィアにも掲載していただくことにより、毎年前
年度よりさらに幅広く、「愛顔の E-IYO プロジ
ェクト」の PR 活動が展開できている。 

学生自身もこの活動に参加することにより、
みんなで協力をすることの大切さ、朝食摂取・
野菜摂取の大切さを改めて感じ、自分自身や周
囲の人の食生活改善にも役立っている。情報発
信やマスメディアの積極的活用によって、自分
達の活動が人目に付きやすくなり、それを見た
人からの反応や応援の言葉が直接聞けることで、
やりがいや今後の活動の励みにもなっている。 

学内の授業や学生生活だけでは到底学べない
ような知識や技術、実際の栄養教育を知ること
ができ、これから栄養士として働いていく上で
必要なことが身についていると思われる。 

今後の課題は、予算の確保である。卒業研究
の中での取組みのため十分な予算がない。さら
に活動の幅を広げていくためには、30 名程度
のメンバーの遠方会場への移動交通費確保が必
要である。2019 年度は「地（知）の拠点大学
による地方創生推進事業（COC＋）」の予算が
使用できたが、この事業も来年度は終了となる。
交通費以外では、愛媛県や企業と連携させて頂
くことで、広報に使用するパンフレット・登り
旗・エプロンなどを作成頂いたり、試飲に使用
する材料費を支援頂いたりすることで、活動の
質・量ともに可能性を広げることが出来た。 

これらの点をご理解頂いて引き続きご支援を
賜り、常に「当事者意識」を忘れず、この取り
組みを通して培った力を社会で発揮していける
学生を養成するためにも、今後も地域活動に積
極的に関わっていきたい。 
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事例検討を通じて育ち合える現任保健師研修会 

○正岡田江子 石川由美 越智幸枝 武内典子 森蓉子 竹之内直人 

（愛媛県心と体の健康センター） 

 

   

 

Ⅰ はじめに 

当センターでは、昭和 47 年から、精神保

健福祉に関する制度や疾患についての基礎

的な知識の習得と事例を通じ、精神障がい

者やその家族への支援に必要な実践能力を

習得することを目的とした研修会を開始し

平成 23 年度からは、保健師新任者研修と位

置づけ、現在の現任保健師研修会を実施し

ている。 

研修内容は、精神保健活動の変遷により

変化してきているが、事例検討や個別支援

に関する内容を保健師活動のコアとして盛

り込んでいる。個別支援を通じて、地域を診

る力を培い、現場での実践力を相互に高め

合うことができる現任保健師研修会の取り

組みについて報告する。 

Ⅱ 現任保健師研修会の概要 

１．目的 

精神保健福祉施策の概要、精神疾患につ

いての基礎知識、精神障がい者や家族への

支援に必要な実践能力の習得を目的とする。 

２．受講対象者 

保健師経験年数が２年以上 10 年以内の

市町および県の保健師で、全日程受講可能

である者 （15 名以内） 

３．研修内容 

研修内容は計４日間（表１のとおり）で、

事例検討を主軸として、さらに事例と関連

づけて考えられるように、愛媛の精神保健 

福祉の歴史と保健師活動、関連法・制度及 

 

び、精神疾患の基礎知識、精神障がい者の家

族支援等の講義を取り入れている。 

表１ 令和元年度現任保健師研修会プログラム 

４．事例検討の流れ 

 事例検討は、“育ち合い”を意識し、受講

者同士で事例を共有し、援助の在り方を一

緒に考えることができるプログラムとして

いる。 

平成 23 年度から、精神保健及び公衆衛生

活動に造詣が深い守田孝恵先生（山口大学）

にスーパーバイザーを依頼している。 

① 事例の提出 

事前準備として、受講者自らが地域で関

わっている事例について、規定の様式を使

い情報整理、アセスメント、本事例を提出し

た理由及び検討課題を明確にして提出する。 

② 事例検討 

 事例検討は、1グループ５～６人編成とし、

それぞれのグループに当センター保健師が

ファシリテーターとして入る。グループメ

開催日 内　容

講義　「愛媛の精神保健福祉施策の経緯と現状」

講義　「保健師が知っておきたい精神保健福祉法」

講義　「保健師が知っておきたい障害者総合支援法・障害者差別解消法」

講義　「地域の現場で役立つ精神疾患の理解と対応」

演習　「事例検討」

講義　「保健師が捉える精神障害者の生活とその支援」

　　　　　　～事例を援助していく上でのヒント～

座談会　「家族の思い」～発病から現在まで～

まとめ　「家族支援」

講義　「障害年金について」

先輩を囲んだ情報交換会「地域で問題と出逢った時」

演習　「援助の経過報告発表」

講義　「研修のふりかえり、まとめ」

1

2

3

7月25日

7月26日

9月4日

11月8日4

キーワード 精神保健 事例検討 育ち合い  
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ンバー、当センター精神科医、スーパーバイ

ザーから、アセスメントや個人・家族の捉え

方、保健師としての関わり方についてのコ

メントをもらう。 

③ 自組織での事例の支援 

 事例検討で得た助言をもとに、関係機関

と連携しながら、本人・家族に支援を行い、

支援の経過をまとめる。 

④ 事例の経過報告発表 

 支援した結果、検討課題についてどうな

ったか、事例を通じて学んだことなど、援助

の経過報告を受講者全員の前で発表し、全

体で共有する。 

⑤ まとめ・研修の振り返り 

 スーパーバイザーによる事例のまとめと

研修の振り返りを行う。 

Ⅲ 結果 

令和元年度は、14 名（県保健師２名、市

町保健師 12 名）の参加があり、うち、全日

程参加した 13 名に修了証書を発行した。修

了証書は、本研修をきっかけに顔の見える

関係を築いていくことができるように、平

成 28 年度より、集合写真入りのものを交付

している。 

受講者からは、「制度・サービスの話や家

族の方の話など、様々なケースの支援に活

かせられそうな内容がたくさんあった」と

いう知識の習得に関する意見だけでなく、

「ほかの保健師から経験に基づいた様々な

意見が聞けた」「似たケースが多く参考にな

った」「先輩と話しながら取り組んでいけた」

「同じ悩みの人がいることがわかって心強

かった」という“育ち合い”を実感している

意見も多く聞かれた。「単発でなく継続して

行われたことにより、実践の後押しにもな

った」という、複数回の研修のメリットを指

摘する意見もあった。 

また、「事例の経過を整理して、自分が成

長できた点や課題もより明確になった」「エ

コマップや時系列に支援経過を書くことで

情報整理ができた」といった事例を整理す

ることの大切さを実感した意見もあった。

４回の研修を通して、「地域づくりとはこう

いうことなんだと実感できた」「幅広く情報

法収集しようと、アンテナが拡大した」とい

う声が聞かれた。 

Ⅳ 考察と課題 

 本研修は、精神保健福祉に関する基礎的

な知識だけでなく、事例検討や現場の支援

実践を通して、丁寧にかかわることで、保健

師に求められる技術と態度を学ぶ機会とな

っている。さらに、支援の過程を記録用紙に

可視化・言語化していくことで、課題を明確

にし、「個」から「地域」へ支援の広がりを

実感できたのではないかと考える。 

また、他の保健師の事例を複数聞くこと

で、自分が経験できていない事例をイメー

ジし、受講者同士の“育ち合い”ができたと

考える。 

本研修に参加した受講者を通じて、事例

の選択、相談・報告という場面や事例の援助

経過の中で上司・同僚の指導を受けること

が、人材育成につながり、研修効果を高める

と思われる。 

今後も、保健師の実践力を相互に育ち合

える研修となるよう継続していきたい。 

 

【参考文献】 

１）守田孝恵 編著（2013）：展開図でわか

る「個」から「地域」へ広げる保健師活動，

クオリティケア 
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児童相談所専任保健師業務に関する一考察～所内他職種アンケートから～ 

 

 〇弓達純子 和田彩子 中本直子 稲田美香 清家貴明 石井恵一郎 

石丸世志 佐山賢二 本山英幸  （愛媛県福祉総合支援センター） 

 

 

   

はじめに 

愛媛県福祉総合支援センター（以下、当セ

ンター）の相談件数は、10 年で約 1.8 倍、

内虐待件数は約 4倍、性的虐待は約 2.5 倍に

増加した。しかしながら、専任保健師配置は

0～1名の現状である。 

児童福祉法改正や、児童虐待防止対策強化

関連法等の改正に伴い、児童相談所運営指針

においても、保健師業務は 公衆衛生及び予

防医学的知識の普及や、育児相談、１歳６か

月児及び３歳児の精神発達面における保健指

導等、障害児や虐待を受けた子ども及びその

家族等に対する在宅支援、子どもの健康・発

達面に関するアセスメントとケア及び一時保

護している子どもの健康管理、市町村保健セ

ンター、子育て世代包括支援センターや医療

機関との情報交換や連絡調整及び関係機関と

の協働による子どもや家族への支援と記載さ

れている。当センターでは看護師配置はなく

専任保健師が一時保護している子どもの健康

管理や、精神科医及び小児科医の診察等に係

る補助的業務など、看護師業務を担っている

現状がある。 

国では社会的養護を推進しており、里親委

託や特別養子縁組の対象の増加が見込まれる

ため、地域保健との連携や児童の安全確認な

ど、保健師による医療と保健の視点が必要と

されている。 

先進地では、県内複数の児童相談所に専任

保健師が配置され、児童相談所保健師マニュ

アルを策定しているところもあるが、当セン

ターの専任保健師業務について、所属職員の

意識調査を踏まえ考察する。 

方 法 

児童相談業務に従事する職員 42 名（管理

職を含む）に対し、富岡らの先行研究を基に

20 項目のアンケート調査を実施。専任保健

師を活用している業務や、期待する業務を複

数選択で求めた。実施期間は、令和元年 8月

16 日（金）から 8月 23 日（金）。専任保健

師業務に対する意見や、今後期待することを

自由記載で求め、内容の近い意見をまとめて、

カテゴリー化した。 

調査に際しては、個人が特定されない等の

倫理的に配慮する旨を書面及び口頭で説明し、

所属長の承認を得て実施した。 

        結 果 

１）対象内訳 

回答数 割合

Ⅰ 児童福祉司 18 45.0%
Ⅱ 児童心理司 9 22.5%
Ⅲ 指導員・保育士 4 10.0%
Ⅳ 児童相談員・里親担当職員 3 7.5%
Ⅴ 管理職（SVほか） 6 15.0%

職種別内訳　　　　　　　　　　　　　　 

 

調査対象者 42 名中、回答者 40 名、回収率

95％で、児童福祉司と児童心理司で全体の約

7割を占める。 

キーワード 児童相談所、保健師、専門性 
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活用 期待 活用 期待 活用 期待

初動に同行し安全確認やリスクアセスメントの実施 65% 68% 72% 72% 44% 56%
育児相談・保健指導 53% 30% 56% 17% 33% 56%
母子保健関係機関からの情報収集・連絡調整 65% 38% 72% 39% 44% 33%
特定妊婦への対応 43% 40% 50% 33% 11% 44%
母子保健、精神保健医療との連携 65% 40% 78% 39% 44% 56%
医療機関からの通告事例の聞き取り 60% 48% 67% 44% 33% 22%
性的虐待事例等の受診調整や健康教育 70% 58% 72% 50% 67% 56%
家族再統合の情報提供・アセスメント 35% 33% 39% 22% 0% 11%
在宅支援の役割分担、支援チーム参加 30% 23% 39% 6% 11% 0%
移送 60% 23% 72% 11% 22% 0%
既往歴、現病歴、アレルギーの把握 75% 28% 83% 17% 44% 22%
施設職員・里親の相談対応 45% 28% 56% 6% 11% 22%
感染症に対する対策 38% 23% 33% 0% 11% 0%
保護所入所児童への保健指導 73% 35% 72% 22% 44% 33%
里親への健康教育 33% 23% 39% 11% 22% 11%
保健所や市町等との連携 63% 45% 83% 50% 22% 11%
管内の実態把握 33% 38% 50% 28% 0% 11%
市町など研修支援 23% 25% 22% 11% 0% 11%

地
域
対
応

種
別

業務内容
全職種(n=40)

内訳

児童福祉司(n=18) 児童心理司(n=9)

ケ
ー

ス
対
応

一
時
保
護
対
応

２）集計結果  活用している業務（上位 3つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全職種の回答で活用割合が高い業務は、

「既往歴、現病歴、アレルギーの把握」「保

護所入所児童への保健指導」「性的虐待事例

等の受診調整や健康教育」の順だった。期待

が高い業務は、「初動に同行し安全確認やリ

スクアセスメントの実施」「性的虐待事例等

の受診調整や健康教育」「医療機関からの通

告事例の聞き取り」の順だった。児童福祉司

は、「既往歴、現病歴、アレルギーの把握」 

「保健所や市町等との連携」「母子保健、精

神保健医療との連携」の順だった。 

自由意見では「専任保健師配置により連携

がスムーズ」「性教育業務が実施できる」

「面接に同席し虐待予防の観点の助言指導が

できる」「保健師業務はわかりづらい」など

があった。相談件数の増加に伴い専任保健師

の稼働量は今以上に増加することが予測され、

増員を求める意見もあった。 

今後求められる業務は、「一時保護児童の

健康管理の充実」「所内研修」「事例検討 

会」「地域関係機関との連携強化」「思春期 

児童への性教育」「里親に対する支援」だっ 

 期待している業務（上位 3つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。専任保健師の業務により、個別支援の強

化、関係機関との連携強化、組織の機能強化

に結び付くと考えられる意見が出ていた。 

        考 察 

従来、専任保健師は所内唯一の看護職とし

て健康管理業務を担っていたが、調査結果か

らは初動に同行した安全確認やリスクアセス

メントへの期待も高く、医療と保健の視点を

活かした業務が求められていた。里親委託や

特別養子縁組の事例も増えており、地域母子

保健との連携などつなぎの役割も求められて

いた。今後求められる業務には「所内研修」

や「事例検討会」の意見もあり、多数の困難

事例に対し、他職種によるチームアプローチ

のために保健師の人材育成能力を活用した業

務を組織内で位置づけることも必要と考える。      

参考文献 

「児童相談所における保健師の役割について」 

（日本こども家庭総合研究所紀要第 45 集 H20 年） 

「児童相談所チームアプローチにおける保健師の役割  

～所内多（他）職種へのアンケート調査に基づき～」 

（神奈川県立総合療育相談センター・神奈川県児童相談紀

要 Vol.15 2014） 

「児童相談所保健師の活動と役割に関する文献的考察」

（川崎医療福祉学会誌 Vol.27 No.2  2018） 

「児童相談所保健師に必要な専門的能力」 

（川崎医療福祉学会誌 Vol.27 No.2 2018） 
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児童相談所保健師による事例検討会の効果と課題 

 

 〇和田彩子 弓達純子 中本直子 稲田美香 清家貴明 石井恵一郎 

 石丸世志 佐山賢二 本山英幸 （愛媛県福祉総合支援センター） 

 

 

   

Ⅰはじめに 

愛媛県福祉総合支援センター（以下、当セ

ンター）における相談件数は、平成 20 年か

ら平成 30 年の 10 年間で約 1.8 倍、その内虐

待件数は約 4倍、性的虐待は約 2.5 倍に増加

している。児童福祉司１人当たりの虐待対応

件数は約３倍の換算となり、児童福祉司が、

多忙な業務の中で複雑かつ困難な事例に対応

している現状にある。 

当センターに平成 30 年度から配置された

専任保健師として、個別支援において児童福

祉司の相談支援業務を保健医療の面から補完

する役割を担う中で、児童福祉司の負担感を

軽減し、知識や経験を共有することが必要と

考えた。また、当センターで今年度実施した、

専任保健師業務に関するアンケート調査にお

いて「保健師の専門性を生かした研修を実施

して欲しい」等の意見があり、多職種による

チームアプローチのために、保健師の人材育

成能力を活用した業務を新規に企画し、実施

する必要があると認識した。 

そこで、令和元年８月から当センターの

OJT として保健師による事例検討会を事業化

したので、その概要と効果や課題について報

告する。 

Ⅱ事例検討会の概要 

１ 目的 

 児童相談所における相談援助活動において

は、情報収集、調査、診断、判定、アセスメ

ントにより、具体的な支援を展開していると

ころである。既存の援助方針会議とは別に、

個別事例の支援策を検討する過程（事例検討

会）を通じ、異なった視点からの気づきやア

セスメントのプロセスを共有し、支援者が相

互に実践力を高め合い、対象者へのよりよい

支援につなげる。 

２ 実施日時 

 毎月２回（原則第１、３水曜）の 11 時か

ら１時間程度 

３ 対象者 

 児童福祉司、児童心理司、児童支援専門員

専任保健師、弁護士、警察官等当センターに

勤務する職員 

４ 実施方法 

「実践力アップ事例検討会の実施の手引

き」（日本看護協会作成）に基づき実施する。 

この手法を取り入れた理由は、従来の事例

検討会と比べ、事前資料の準備の必要がない

など簡易に開催できるメリットがある他、人

材育成・支援技術の向上的要素や支援者間の

エンパワメントにつながる要素を持つなど高

いパフォーマンスが期待できるからである。 

 毎回の事例提供者は専任保健師が選定し、

事前に事例提供者と進行内容について協議を

行った。ファシリテーター・板書係ついては、

キーワード 児童相談所、保健師、OJT、事例検討会 
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児童福祉司, 

10名

児童心理司, 

6名

児童支援専門員, 

2名

その他, 3名

当初はこの手法の経験者である保健師職が担

い、専任保健師が、庁内 LAN システム回覧板

で毎回参加者を募った。 

Ⅲ事例検討会の実績 

令和元年８月から 11 月までの期間に、合

計７回開催し、実 21 名、延 63 名の参加があ

った。参加者の内訳は図 1のとおりである。   

図 1 参加実人数 21 名の職種別内訳 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ事例検討会の効果及び課題 

令和元年 11 月までに事例検討会に参加し

た 21 名にアンケートを自由記載で依頼し、

内容の近いものについてカテゴリー化を行っ

た。 

事例提供者からは、「新たな視点への気づ

き」「担当者の抱え込みの防止」「支援者の

スキルアップ」「エンパワメントの高まり」

等のカテゴリーの意見があった。「エンパワ

メントの高まり」というカテゴリーについて

は、経験年数の長短に関わらず「今の支援が

間違っていないことが確認でき、プラスして

こうしたらいいという意見がもらえて励みに

なった」「一緒に事例を検討してもらい心強

かった」という意見があった。児童福祉司が

ひとりで抱え込みがちな支援の検討過程をオ

ープンにすることで、エンパワメントが高ま

った様子が伺えた。 

参加者からは、「自由な雰囲気での発言の

しやすさ」「支援者のスキルアップ」「多職

種からの意見の聴取」「事例検討会の手法の

よさ」「エンパワメントの高まり」等のカテ

ゴリーの意見があった。保健師職の児童福祉

司からは「保健師職以外の職種がこの方法に

馴染むか不安だったが、ホワイトボードに書

ききれないくらいの発言があり、この方法は

すごいと思った」等と改めてこの手法のメリ

ットが挙げられた。保健師職以外の参加者で

ある社会福祉士職、心理職や行政職からは、

「発言がホワイトボードにきれいに整理され

て並んでいくので議論が外れず、話している

内容に集中しやすい」「この手法を学びた

い」等の意見が多くあった。 

課題については、「参加する時間が確保し

づらい」「ケースの経過が長く検討時間が足

りない」等の意見があった。「テーマを絞っ

て検討してみてはどうか」という意見もあり、

当センターのように限られた時間内に複雑か

つ困難な事例を扱わなければならない部署で

は、事例提供者とファシリテーターの事前の

協議を特に丁寧に行う必要があると感じた。 

Ⅴ考察 

今回、当センターで事例検討会を実施した

ことで、改めて児童福祉司等が一堂に会し、

事例提供者である児童福祉司をエンパワメン

トしながら、参加者が様々な気づきや知識・

経験を共有し、事例を深く理解し、支援策を

検討する機会になったと感じる。また、児童

相談所専任保健師として、事業化・組織化に

関する専門性を有する保健師の能力を活かし

た取り組みになったと考える。今後は、多忙

な業務の中でも参加できる組織内でのシステ

ム作りが必須である。また、参加者自身にこ

の手法のメリットを感じてもらい、多忙な中

でこそ参加するという意識をもってもらえる

よう継続して開催していきたい。 
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宇和島保健所における C 型肝炎の検査結果説明率向上に向けた検討 

 

○菅 美樹 小玉将慶 林 美紀 影山康彦 倉田朋子 冨田直明（宇和島保健所） 

 

 

   

はじめに 

愛媛県では特定感染症検査において、HIV

検査、梅毒検査、B型肝炎検査、C型肝炎検

査を実施している。前者 3項目は採血約 30

分後に口頭にて結果説明を行っているが、C

型肝炎は 1週間後以降に再来所による口頭説

明を行っている。今回、宇和島保健所におけ

る過去 12 年間の検査数及び結果説明実施率

と全国の特定感染症検査の状況を調査し、ニ

ーズ調査から結果説明率向上に向けた課題を

洗い出し、対策について考察した。 

 

方 法 

 1.宇和島保健所の状況：平成 20 年 4 月 1  

 

 

日～令和元年 10 月末までに特定感染症検査

において実施した HIV 検査と C型肝炎検査数

と結果説明率を調査した。 

2.ニーズ調査：令和元年 7月から特定感染

症検査を受検した者のうち、同意を得られた

受検者に対し、検査動機、結果説明のニーズ

に関するアンケートを実施した。              

3.全国での状況：HIV 相談マップ

（https://www.hivkensa.com）にアクセスし、

97 保健所（都道府県保健所 47 カ所、市区保

健所 50 カ所）における検査項目、結果説明

時期・方法、予約の有無、費用の有無などを

調査した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード 
特定感染症検査、C型肝炎、 

結果説明 
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図 1. HIV 検査数及び C 型肝炎検査数と結果説明率 

（年） 

平 成       
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結 果 

1.宇和島保健所の状況：調査期間の HIV 及

び C型肝炎検査数と結果説明率の推移を図 1

に示した。HIV 検査の総検査数は 592 件で各

年度の結果説明率は 92.8～100％（平均

98.5％）であった。C型肝炎の総検査数は

178 件で、各年度の結果説明率は 45.5～

100％（平均 65.2％）であった。 

2.ニーズ調査：C型肝炎検査を受検した 4

名と受検しなかった 13 名に行った。受検し

なかった 13 名の理由（複数回答可）につい

て、「結果説明を当日受けられない」11 名、

「感染の可能性がない」4名であった。希望

する説明の方法として、「電話」10 名、

「今までどおり直接聞く」5名、「郵送」2

名で、郵送や電話が可能になった場合に受検

するかの質問で、「受検する」が 11 名であ

った。その際、住所や氏名を聞いて良いかの

質問に「良い」が 9名であった。 

3.全国の状況：詳細について、表 1に示し

た。 

 

考 察 

 過去 12 年間の当保健所における C型肝炎

の結果説明率は平均 65.2％で、3割以上の人 

 

 

が検査結果を聞いていない現状が明らかとな

った。このことから、肝炎に関する正しい知

識や理解が十分でなく、身近な感染症として

の認識が不足していることが推察された。そ

のため、受検時は肝炎予防に関する正しい知

識の普及啓発を図るだけでなく、肝炎は自ら

の健康や生命に関わる問題であることを伝え、

検査結果を必ず確認することの重要性を今以

上に意識付けしていくことが大切だと考えら

れた。 

ニーズ調査により、特定感染症検査時に C

型肝炎検査を受検しない理由として、「結果

説明を当日受けられない」が 84.6％であり、

その中で郵送や電話による結果の説明が可能

になった場合「受検する」と答えた人が多く

を占めたことから、検査の受検意思があるこ

とが確認された。ただこの手法を取り入れて

いるのは、全国的に 9.8％とまだ少ない現状

であったことから、先進的な取り組みと考え

られるが、HIV 検査と区別した個人情報管理

の構築が必要である。また、直ちに行える対

策として、緊急肝炎ウイルス検査、住民健診

を利用した受検機会の勧奨が挙げられ、検査

受付時の声掛けが受検率の向上に繋がると考

えられる。 

検査名 実施率 匿名性 結果説明の日時 結果説明の方法 

  匿名 即日 1 週

間後 

2 週

間後 

口頭 電話 郵送 電話又

は郵送 

HIV 検査 100 100 60.8 29.9 7.2 100    

 

STD 検

査 

梅毒検査 87.6 92.9  

38.9 

 

44.4 

 

12.2 

 

98.9 

 

1.1 

  

クラミジ

ア検査 

57.7 94.6 

淋菌検査 11.3 90.9 

肝炎検査 62.9 86.9 29.5 45.9 11.5 88.5 1.6 4.9 3.3 

表 1. 全国における検査実施状況 
（単位：％） 

（小数第二位を四捨五入） 
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中予地域における自殺未遂者相談支援の取り組みについて 

 

○市山美帆 渡部夏実 小笠原真由子 竹内竜美 仲田篤敏 三木優子 （中予保健所） 

滝澤加代子 （心と体の健康センター）  

菅幸子 中野朱美 亀田真美 近藤弘一 （松山市保健所） 

 

 

 

はじめに 
救急医療に運ばれる自殺未遂者の 1割は将

来自殺に至り、そのうちの１割は１か月以内
に自死するといわれている。中予保健所が平
成 24 年度より中予地域の消防署を対象に行
っている「自損行為による搬送調査」による
と年間約 200 件の自殺未遂者が救急搬送され
ている。松山医療圏域には中予保健所と松山
市保健所があり、自殺未遂者の自殺防止対策
には、二つの行政機関が一体となって自殺未
遂者を相談支援につなげる体制づくりが必要
である。 

そのため中予保健所では、医療機関や関係
機関の支援者を対象に「自殺未遂者支援研修
会」を実施するとともに、平成 29 年度から
は松山市保健所と協働し「中予地域自殺未遂
者相談支援事業」に取り組んでいるので報告
する。 

取組みの状況 
１ 中予地域自殺未遂者相談支援事業 
（１）目的 

自殺未遂者が保健所等の相談窓口とつなが
り、その支援を受けることで再度の自殺企図
や既遂を防ぐ。 
（２）対象者 

自殺未遂（自損行為）にて松山圏域二次救
急医療機関等（以下、医療機関という）に搬
送された本人及びその家族等のうち、保健所
による相談支援を希望し、かつ個人情報を保
健所に提供することに同意が得られた者 

（３）事業内容 
事業の流れは概要フロー図 1のとおりである。 
①事業説明 

医療機関は「中予地域自殺対策リーフレッ
ト」を活用し、対象者の居住地を担当する保
健所への相談を勧める。 
②保健所へ連絡 

対象者が保健所への相談と個人情報の提供
に同意した場合、医療機関は相談窓口連絡票
（中予保健所作成）に基づいて本人及び家族
等から聞き取りを行い、その内容を電話によ
り保健所に連絡する。 
③相談支援 

連絡を受けた保健所は可能な限り対象者が
医療機関入院中に面接を行い、すでに退院し
ている場合は家庭訪問等にて相談支援を行う。
必要に応じて適切な相談支援窓口へつなぐ。  
（４）相談支援体制整備の工夫 
①松山市保健所との連携体制 

年度初めに松山市保健所との事業打合せで
支援に関する留意事項の確認を行い、事業に
協力的な医療機関に対し、合同で事業説明を
実施している。また、当保健所は松山市在住
のケースに対しても、同伴訪問や電話連絡等
で支援について検討している。 
②医療機関との連携強化 

年度初めに医療機関 16 機関（三次救急医
療機関を含む）に電話及び郵送で事業協力依
頼を実施している。更に協力的な医療機関に
出向き、窓口となる地域連携室等（令和元年
度 8機関）の担当者に事業説明と協力依頼を
行っている。また、今年度５月にＡ医療機関
が開催している救急隊との症例検討会で、中
予地域の自殺の現状や取り組みなどを報告し
た。なお、昨年度末に実施した保健所に繋が
ったケースの事例報告会は、連絡後のフィー
ドバックとまだ相談支援につなげられていな
い医療機関が参考にする機会になると好評で
あった為、今年度末も実施予定としている。 
 

キーワード 自殺未遂、自損行為、救急医療、相談支援、連携 

⑩自分で相談

⑤連絡（入院中の
　場合医療機関と
　連携）

⑥相談支援（電話
　・面接等）

④電話にて情報提供
　（相談窓口連絡票の内容
　をお知らせください）

⑦必要に応じて
　相談機関を紹介

⑨相談支援

⑧必要に応じて連絡調整・
　事例検討等を実施

②保健所での
　相談支援を
　希望①リーフレットの

　説明
③情報提供の
　同意

図１ 中予地域自殺未遂者相談支援事業の概要フロー図

自殺未遂者やその家族等

医療機関等

中予保健所（松山市以外の対象者）☎909-8757

松山市保健所（松山市の対象者） ☎911-1816

様々な相談機関窓口
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（５）支援の状況 

医療機関から連絡があった件数および現在

の支援状況は表１のとおりである。 

本人の状態に応じて、面接や電話での相談

を実施し、現在も支援を継続しているのは７

件、本人が自ら SOS を出せるようになり、そ

れを支援する人や体制ができた等で、保健所

の支援を終了した件数は３件である。 

２ 自殺未遂者支援研修会の開催 

 平成 28 年度より自殺未遂者に直接対応す

る関係者のスキルアップを目的に「自殺未遂

者支援研修会」を開催している。相談支援事

業を進めるにあたり、自殺未遂者に対しどの

ように声かけしたらよいかわからない等の病

院関係者の声があった。このため、自殺に追

い込まれる人の心理や自殺未遂者への対応の

実践的なスキル、介入のタイミング等具体的

な支援方法を学べる内容で実施し、参加者の

スキルアップと意識の向上につながった。 

 また、相談支援体制整備に向けて顔の見え

る関係づくりを構築する中で、各関係機関の

管理者および救急のチームスタッフの理解を

求める声が多く上がってきた。そこで、今年

度は最も多く連絡事例があるＡ医療機関を研

修会会場とし、多くの院内スタッフが参加で

きるよう企画した。自殺未遂者の再企図防止

に向けて、保健所と医療機関の支援体制の強

化を図るため、先進地域である宇和島での取

り組みの報告を実施した。 

昨年度及び今年度の内容およびその成果に

ついては表２に示したとおりである。 

結果及び考察 

これまで自殺未遂者相談支援事業で実績の

ある医療機関は 16 か所中２か所である。連

絡があった場合、対象者の住所地の保健所が

対応し、松山市の場合は中予保健所も同伴訪

問等で協力支援しており、この事が保健所と

連絡のあった医療機関との体制整備につなが

った。また、支援状況を医療機関にフィード

バックすることで、医療機関側の安心につな

がり、支援体制が強化されている。 

今年度の自殺未遂者支援研修会では、会場

を医療機関としたことで救急医療のリーダー

となる医師の参加につなげることができ、医

療機関や消防からも例年以上に多くの参加者

があった。研修後のアンケートではこれまで

以上に連携が取れると回答した人は 65％で、

リーフレットを手渡し保健所の相談を勧める

等具体的な動きがイメージできていた。一方、

連携が取れない・わからないと回答した人は

「自施設の支援体制が整っていない」を理由

にあげており、今後は事例報告会等を活用す

ることが支援体制の構築に有効と考える。 

今後の取り組み 

 相談支援体制については、今後も松山市保

健所と連携を図り、協力的な医療機関から順

にキーパーソンへのアプローチをしながら支

援体制を強化し、引き続き中予地域の体制を

構築したい。 

連絡のあった事例については、初回訪問を

早期に行い、その後もタイムリーな関わりを

持ち再企図防止に努め、相談支援を行う関係

者が長期的な視点を持ち、継続的に見守り支

援する体制整備につなげたい。 

自殺未遂支援者研修会は院内スタッフの知

識普及や事業の理解を深める機会として、院

内研修会に協力して開催するなど医療機関の

要望に応じ、精神科病院の協力も得ながら、

効果的に開催したい。 

おわりに 

 医療機関からの連絡件数は徐々に増加して

いる。自損行為を行う背景には色々な問題が

複雑に関係しており、相談支援における対応

も様々である。1事例 1事例を丁寧に対応す

るとともに、今後も関係者間の顔の見える関

係を大切にしながら、一人でも多くの人が相

談支援に繋がり再企図防止となることを目指

したい。 

内　　　　　容 参　加　者 成　　　　　果

平成30年度

報告　　　「中予地域の自殺の状況について」
報告者　中予保健所　健康増進課　精神保健係　滝澤加代子
講演　　　「支援をつなぐ自殺未遂者ケア」－今日から使える現場のスキルー
演習　　 事例を通してのロールプレイ
講師　　 松山記念病院　看護部長　青井みどり氏

中予圏域救急医療機関　19
精神科病院　9
消防　3
警察　1
行政　15　　　　　　　計47

・初期対応にあたる職員が自殺未遂者への具体的な支援方法を
学べた。
・支援をつなぐ必要性についての参加者の意識向上が図れた。
・各機関におけるチームスタッフや管理者への理解を求める声が
上がるようになった。

令和元年度

報告　　　「中予地域の自殺の状況について」
報告者　中予保健所　健康増進課　精神保健係　市山美帆
講演　　　「救急医療から始まる自殺対策」
講師　　 正光会宇和島病院　医師　渡部三郎先生
　　　　　 市立宇和島病院　臨床心理士　川中真紀氏

中予圏域救急医療機関　28
精神科病院　12
消防　17
警察　1
行政　23
その他　5　　　　　　 計86

・開催場所を事業の関心の高い救急医療機関としたこと等もあっ
て多くの参加者が募れた。
・早期に地域保健師につなげ、長期間に関わり続けることが再企
図防止になることが学べた。
・今後の連携が取れると感じた人はそれぞれの立場で具体的な
動きのイメージがつかめていた。
・今後の連携が取れない・わからないと感じた人は各機関内での
体制ができていないことが大きく影響していると分かった。

表２　自殺未遂者支援研修会の内容及びその成果

連絡件数 支援継続 終了 支援ならず

平成29年度 1 1
平成30年度 4 2 2
令和元年度 7 5 2

表１　連絡件数および現在の支援状況　（令和元年11月末現在）
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新任期保健師からみた個別事例の対応とその気づき 

 

○岡本真理子 山本美緒 松本範子 大道誠子 鈴木洋司 森田圭子 武方誠二  

（西条保健所） 

 

 

   

はじめに 

 新任で配属された精神保健係において、

保健所での支援期間の長いケースを担当し

た。担当者として関わる中でケースの主体

性を尊重した支援の重要性に気づくに至っ

た。担当になってからの取り組み、支援の

状況を保健師としての意識の変化も含めて

報告する。 

 

ケース概要 

 A 氏 40 代男性。統合失調症で通院して

いる。こだわりが強く、自分の考えに他者

を巻き込もうとする。また、何か作業をす

る際には一つずつ指示や説明が必要である。 

20 年以上前から保健所で相談対応をし

ており、他に利用している相談場所や作業

所はない。周囲の出来事に影響を受けやす

く、自身に関連付けて極端に感情移入した

り、しんどくなるきっかけとなる行動をと

り、気分が不安定になることを繰り返して

いる。「生きていても仕方ない」など、死

に関する発言もある。 

F 会（ひきこもりデイケア：H25～H28 年

実施。対象はひきこもり状態にある概ね

18 歳から 40 歳。A氏は H25～H26 年参

加。）を卒業後は年２回程度実施している

卒業生交流会に参加している。 

 

支援の実際 

 不定期な来所や電話相談を受けており、

先輩保健師の指導を受けながら相談対応を

始めた。A氏は通院を続けており、保健所

に適宜相談するという対処行動はとれてい

るが、しんどさを訴える状態は変わらなか

った。何度も話を聞き、気分を安定させる

ためにできることは何かを一緒に考えてい

たが「話を聞いてもらっても、しんど

い。」「前任の保健師の方がよかった。」

等の発言があった。 

担当して１年が経つ頃、A氏からマイン

ドフルネス実施の希望があった。担当保健

師として、関わりに悩んでいたこともあり、

係会で A 氏への支援について検討すること

にした。マインドフルネスについては、今

に目を向けるという考え方が、過去のこと

を思い出して後悔したり、未来のことを不

安に思う傾向のある A氏に合っていると考

え、主治医にも意見を伺った。また、気分

の変化を客観的にとらえる工夫も必要と考

えられた。過去に、気分を０～100 の点数

で評価するツールを用いた時には「気分が

落ち込む。死にたくなる」と訴えているに

もかかわらず、高い点数の評価となってお

り、適切に気分を表すことができていなか

った。 

検討の結果、①毎月１回１時間来所対応

（面談＋マインドフルネス）すること、 

 

キーワード 新任期 個別支援 

表１ 来所予定表 
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②気持ちの変化をイラストで確認すること、

③主担当ともう一人保健師が対応すること、

を A氏に提案し１年間の計画を一緒に立て

ることにした（表１）。 

計画を立てた後は、その計画に基づいて

毎月面談を実施。マインドフルネスは、CD

のガイドに合わせて体を動かすというもの

を活用。気分の確認は面談前後に行い、A

氏と変化を確認した。（図２）また、A氏

は保健所との関わりしかなかったため、地

域活動支援センターや保健センターにつな

がるよう、保健師が一緒に施設に見学に行

くことや、定期来所を保健センターで行う

などの提案をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果 

 １年間の計画を立てた後は「A氏本人と

一緒に決めたこと」として急な予定変更希

望があっても、予定通り来所をしてもらう

よう、係で一貫した対応をとった。その結

果、電話・来所ともに相談回数は減り、自

らしんどくなる行動を避けるなど、ストレ

スに対する対処行動もとれるようになって

いった。気分の変化の確認は、イラストを

用いたことで、良い変化が表れていること

を見える化でき、A 氏と共有ができた。 

新たな居場所づくりについては、本人に

利用の意思がなく、つながることはなかっ

た。 

 半年経過して、振り返りを行った際に定

期来所は終了すると本人が決めたが、数か

月後から再び不安定になり、現在は随時相

談を受けている。 

 

保健師の心境の変化 

新任期に初めて担当した個別ケースであ

り最初は、保健師として今の A 氏の状態を

変えなければ、という気持ちが大きかった。

しかし、相談回数が増えるばかりで、何も

できていないという思いが強まっていた。

このことを先輩保健師に話をすると、係会

で相談することを助言いただいた。相談

（電話・来所）の時間の区切りを決めるな

ど、方針が決まったことで、支援に対する

不安が軽減された。主担当の自分だけで考

えないといけないと思い込んでいたことが、

自分にとってしんどくなっていた原因だっ

たと気が付いた。たとえ主担当であったと

しても係で共有し、支援しているのだと感

じた。 

 A 氏に対してはこれまで多くの保健師が

支援してきているが、状態が変わっていな

い。このことから自分が担当している期間

に変化をもたらすことは難しいことや、先

輩の助言から、新たな居場所につながるこ

とが必ずしも本人にとっての気分安定につ

ながるわけではないことに気が付くことが

でき、A 氏の言動に一喜一憂せず、A氏自

身の自己決定を促す関わりを心掛けるよう

になった。主張を変えることは多々あるも

のの、それも含めて A氏であると考えるよ

うになってからは、“今の A氏”を冷静に

見て関われるようになった。 

 

まとめ 

保健所での支援は、緊急時介入、見守り

訪問など様々である。A 氏のようなケース

は、それらの事例とはまた違った支援の難

しさがあった。今後も保健師としての視点

をもって繰り返しアセスメントを行い、ケ

ースにとってよりよい生活を送るために何

ができるのかを考えていきたい。 

 

参考文献 

マーク・ウィリアムズ、ジョン・ティーズ

テール、ジンデル・シーガル、ジョン・カ

バットジン：うつのためのマインドフルネ

ス実践 慢性的な不幸感からの解放、星和

書店、2012 

松本俊彦：もしも「死にたい」と言われた

ら 自殺リスクの評価と対応、中外医学社、

2015 

図２ 気分の評価スケール 
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宇和島保健所におけるひきこもり支援の取組みと今後の課題 

～3 年間の活動を振り返る～ 

 

○白石美沙希 大塚美紗 曽我直世 松下久美子 

   柏木徳男 倉田朋子 冨田直明 （宇和島保健所） 

 

 

 

はじめに 

 宇和島保健所では平成 23 年度から「ひき

こもり対策推進事業」を実施している。 

 今回、平成 29 年度からの 3年間の活動を

振り返り、ひきこもり支援の課題及び今後の

取組みについて考察したので報告する。 

Ⅰ 事業の取組みについて（表 1参照） 

 各事業について工夫した点を述べる。 

1 当事者・家族への相談支援 

1）家族のつどい（以下、『つどい』） 

（1）個別支援との連動 

実施前には、担当保健師等から当事者と家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

族の状況やニーズ等を把握し、スタッフ間で

情報共有をして参加者への配慮を行えるよう

にした。終了後は個別面接によりフォローも

行った。 

（2）話しやすい雰囲気づくり 

家族の緊張を緩和し、和やかな雰囲気で話

ができるようにグラウンドルールやアイスブ

レイクを取り入れた。 

（3）プログラム内容 

家族のニーズを踏まえて、ひきこもり経験

者からの体験発表やコミュニケーションスキ

ルの改善を目的とした演習等を取り入れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード ひきこもり対策、個別支援、関係機関との連携、普及啓発 

表1．Ｈ29年度～R元年度の宇和島保健所におけるひきこもり対策推進事業の取組み（抜粋）

〇R1.9.17（火）　参加144名
【宇和島市と共催で実施】
1.講演「ひきこもりの理解と対応」
2.情報提供「ひきこもりの相談窓口について」
※研修会終了後に保健師による個別相談受付を実施
〇R1.9.26（木）　参加72名
【愛南町と共催で実施】
1.講演「“ひきこもり”について考える！」
2.情報提供「ひきこもりの相談窓口について」
※研修会終了後に保健師による個別相談受付を実施

普及啓発
（Ｈ23年度）

○市町の広報誌へのひきこもり相談窓口掲載の依
頼
○学園祭での普及啓発活動

○市町の広報誌へのひきこもり相談窓口掲載の依
頼（1～2回/年）
○学園祭等のイベントでの普及啓発活動

○市町の広報誌へのひきこもり相談窓口掲載の依頼（1～2回/
年）
○学園祭等のイベントでの普及啓発活動
〇宇和島市及び愛南町にて研修会を実施

※研修会の場が関係機関同士の顔の見える関係づくりにもつながっていたため開催を見
送る

【目的】当事者及び家族等への支援が総合的に提供できるよう
関係機関の支援情報の共有を図り、事例等を通じて関係機関
の役割及び連携について考えることにより、今後、関係機関相
互の連携を強化し、ネットワークの構築を図る。
【対象】管内の市町、医療機関、地域活動支援センター、就学・
就労支援機関等ひきこもり支援関係者
※R元年度は新たに生活困窮者自立相談支援機関を追加

【対象】一般住民
【方法】市町の広報誌へのひきこもり相談窓口掲載（年1～2
回）、イベントにてひきこもり相談窓口リーフレットの配布等

〇R1.9.5（木）　参加27名
1.情報提供「愛媛県におけるひきこもり等に関する実態
調査結果」
2.宇和島保健所の取組みについて
3.各機関の取組みについて
4.意見交換

事業名

（開始時期）

家族のつどい
（Ｈ26年度）

年3回実施　対象家族11組
○H29.7.31(月)　参加6名(6組)
座談会「日頃の思いと家族にできること」・ミニ演習
「本人とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの基本」
○H29.11.28(火)　参加9名(7組)
体験発表「ひきこもり経験者及び支援者からのﾒｯ
ｾｰｼﾞ」・座談会
○H30.3.2(金)　参加3名(3組)
 ﾘﾌﾚｯｼｭ講座「ﾌﾗﾜｰｹｰｷを作ろう♪」 ・座談会

年3回実施　対象家族14組
〇H30.6.29(金)　参加6名(5組)
座談会「家族の思いを語り合おう」
〇H30.10.29(月)　参加10名(8組)
演習「本人への関わり方のヒント」・座談会
〇H31.2.20(水)　参加3名(2組)
リフレッシュ講座「家族が元気でいるために
～ちぎり絵を作ろう～」・座談会

連絡会
（Ｈ24年度）

事業概要

【目的】家族がひきこもりについて正しい知識や情報、
対応方法を理解するとともに、共通する悩みや不安に
ついて一緒に話し合うことで、家族自身の孤立感や焦
燥感等の軽減を図る。また、家族がエンパワメントされ
ることで、当事者への影響を期待できる。

【対象】保健所又は市町が個別支援を行っている管内
在住の18歳以上のひきこもり当事者及びその家族

実　施　状　況

H29年度 H30年度 R元年度

年3回実施　対象家族14組
〇R1.8.7（水）　参加6名（5組）
演習「家族の関わり方～コミュニケーションのポイント
～」・座談会
〇R1.10.4（金）　参加7名（6組）
講演「ひきこもりについて～正しい理解と家族の関わり
方～」・座談会
〇第3回：R2年1月頃予定

研修会
（Ｈ25年度）

【目的】ひきこもりは保健・医療・福祉・教育・就労等、多領域の
分野において対応が求められるが、事例によって背景や状態
像が多様であり、初期介入や継続支援を行うことが困難な場
合がある。そのため支援者が、当事者及び家族に対して適切
な支援を行えるよう、ひきこもり支援の知識を習得し、支援の在
り方について学ぶ機会とする。
【対象】管内の市町、医療機関、地域活動支援センター、就学・
就労支援機関等のひきこもり支援関係者
※R元年度は新たに一般住民・介護保険分野・生活困窮者自
立相談支援機関を追加

〇H30.2.23(金)　参加20名
1.講演「大人の発達障害の理解とひきこもり
支援のポイント」
2.事例検討

〇H30.11.30(金)　参加19名
1.講演「青年期のひきこもり支援～児童精神
科医の立場から～」
2.事例検討
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2 研修会による人材育成 

1）対象者の拡大 

「愛媛県におけるひきこもり等に関する実態 

調査結果」から地域には当事者や家族だけで

孤立しているケースが少なくないという課題

が挙がった。そのため一般住民等に対し更な

る普及啓発が必要と考え、R元年度は一般住

民を対象に市町と共催で研修会を実施し、新

たに対象として介護保険分野や生活困窮者自

立相談支援機関を加えた。 

2）研修内容 

支援者への聞き取り（表 2）から、支援に

行き詰まり感や困難さを感じていることが分

かった。そのため、まずはアセスメントや支

援のポイント等に重点を置いて研修を企画し、

講演後には日本看護協会開発“実践力アップ

事例検討会”の手法を用いて事例検討を実施

し、事例を通じて支援の在り方について学ぶ

機会を設けた。 

3 連絡会を通じた関係機関との連携 

1）対象者の拡大 

国は H30 年度から対象への支援の充実を図

るために生活困窮者自立支援制度との連携を

強化していることから、R元年度から生活困

窮者自立相談支援機関も新たに対象とした。 

2）管内の支援状況の共有 

R 元年度は連絡会を開催し、関係者間で管

内の支援状況を共有し、意見交換を行った。 

Ⅱ 参加者の反応と考察 

1 つどいについて 

参加者の感想（表 3）から、座談会や演習

等を通じ、家族は自身の行動を振り返り、当

事者と向き合うヒントを得ることができてい

る。また、つどい後、家族が行動化できるよ

う面接等の個別支援を継続することで家族だ

けでなく、当事者にも良い影響が現れた。 

2 研修会について 

参加者の感想（表 4）から、支援者にとっ

て講演・事例検討を通じて多職種でひきこも

り支援について考える機会となっている。一

般住民に対しては、ひきこもりの基本的な理

解と相談窓口について普及啓発できた。 

3 連絡会について 

意見交換では様々な意見（表 5）があり、

義務教育の終了後に不登校生徒への支援が地

域へ繋がれないまま途切れてしまっている等

の課題が明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 今後の課題 

1 個別支援の継続の必要性 

ひきこもりは経過が長期となる場合が多い

ため、個別支援が不可欠である。 

2 つどいの継続とプログラムの工夫 

 同じ立場の家族同士が繋がり続けることで

社会的孤立を防ぐとともに、家族がエンパワ

メントされるような内容の検討が必要である。 

3 ひきこもりの予防（不登校への支援） 

 不登校の支援はひきこもりの予防の観点か

らも重要であるため、特に義務教育終了後の

支援体制について教育機関や就学支援機関等

と検討していきたい。 

4 支援者のスキルアップ及び連携強化 

当事者や家族へより質の高い支援を提供で

きるよう支援者のスキルアップを図り、介護

保険分野や生活困窮者支援機関も含めた関係

機関の連携強化が今後も一層必要である。 

5 一般住民への普及啓発 

保健所への相談は氷山の一角であり、潜在

化している対象者が支援につながるよう、ひ

きこもりの正しい理解や相談窓口等の周知を

積極的に行う。 

おわりに 

 今後も当事者や家族の支援を丁寧に実施し、

地域の支援体制を構築していきたい。 

表2.ひきこもり支援で困っていること
・当事者の思いや考えが汲み取りにくく、当事者の目標をどこ
へ持っていけばいいか分からない
・どのように支援を進めていけばいいのか分からない
・現在、実施している支援方法で良いのだろうかと不安になる

表3.つどい参加者からの感想（抜粋）

・日頃思っていることを他の人の前で言ったことで、より自

分の気持ちが確認できた

・「言葉」の大切さを痛感。私の普通は相手に「普通」ばかり

とは限らないと思った

・自分も”身も心も”改めて元気にならないとと思った

・第三者とつながることがいかに大切かと再確認できた

・（つどい参加後に）本人への挨拶・声かけを続けていたとこ

ろ、最近、本人が返事をしてくれるようになった

表4.研修会参加者からの感想（抜粋）
【支援関係者（※H29～R元年度研修会アンケートより一部抜粋）】
・他職種の方から違った視点による意見が聞け、勉強になった
・実際自分のケースに活かせられる内容だった
【一般住民（※R元年度研修会アンケートより一部抜粋）】
・ひきこもりに対する知識が乏しく対応に困っていたが、講演で知識
を得ることができた。相談機関を知ることができ心強く思った
・相談したくとも本人が出たがらない。受診や外へ出すための方法
の具体策が知りたい

表5.連絡会参加者からの意見（抜粋）
・通所する中学3年生（不登校生徒）が卒業後、高校生活の様子は
把握できていない【就学支援機関】
・本人や家族から相談がないと関わりにくく、受診した際も薬を受け
取るとすぐ帰ってしまい、話を聞くことは難しい【医療機関】
・家族やケアマネから相談を受け、本人へ支援を提案するも、本人
に困り感がないことも多く、支援に繋がらない【生活困窮者自立支
援機関】
・家族や関係機関から相談を受け、関係機関と役割分担をしながら
家庭訪問や電話相談を行っている【市町】
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自殺対策を支える人材育成の取り組みについて 

～市役所職員向けゲートキーパー養成講座を開催してみて～ 
 

○眞鍋直子 伊藤ゆり 三瀬愛美 伊藤由紀子 合田かすみ（西条市保健センター） 

キーワード 自殺対策、市役所職員向け、ゲートキーパー養成講座 

   

はじめに 

西条市の平成 30 年の自殺者数は、17 人であっ

た。経年で見ると 20～30 人前後の人が自ら命を

落とし、全国や愛媛県と比べ高い傾向にある。 

 西条市では、平成 24 年度から一般市民や民生

委員、健康づくり推進員等に対し、1 コース 2 日

のゲートキーパー養成講座を開催してきた。また、

市役所職員に対して、平成 23 年度から平成 26 年

度の 4 年間こころ塾の講師を招き 90 分の講義を

行ってきた。 

 今年度は、「市役所は、自殺の要因となる問題を

抱える人たちが相談に来る場所の一つ」という観

点から、市役所職員に対して講義だけでなく演習

も取り入れた実践型の講座が必要と考え実施し

た。 

 今回、その取組の成果と課題を検討したので報

告したい。 

 

方法 

１．講座開催 

（1）受講者の選出方法  

全職員に広く、平等に周知し、各課から受講者

を選出した。 

（2）実施日・場所 

①令和元年 8 月 7 日・ 西条市役所 

 ②令和元年 8 月 19 日・東予総合福祉センター 

※行事の少ない時期に開催し、急な欠席や中座が

ないように配慮した。また、場所を分けることで、

支所勤務の職員も参加しやすいように配慮した。 

（3）講座内容（表 1） 

２．アンケート及びインタビューの実施 

（1）受講前後のアンケート 

「気づくことへの意識」や「積極的にコミュニケ

ーションをとる」「聴き上手を心がける」「専門機関

へつなぐ」「他課や保健センターと日頃から話し合

える関係をつくる」「見守る」という 6 点について、

理解し実践できるかを評価するために、受講前後で

気持ちの変化についてアンケートを実施した。 

（2）受講者へのインタビュー 

受講後の思いを知り、今後の課題を検討するため

に、受講時の様子や業務内容から 3 名を選びインタ

ビューを行った。 

 

結果 

１． アンケート結果 

（１）受講者数 56 名(2 か所合わせて) 

 回答者数 56 名 

(回収率及び有効回答率 100％) 

（２）受講者の年代別割合(図 1) 

職位別割合(図 2) 

講座の満足度(図 3) 
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・50 歳代以上、課長級以上の管理職の参加が最も

多かった。 

・96％が、講座に対して「非常に満足した」「満

足した」と回答した。 

（３）気持ちの変化（表 2） 

「専門機関へつなぐ」「他課や保健センターと日

頃から話し合える関係をつくる」という項目にお

いて、「実践できている」と回答した職員が 30％

台であったのが、受講により 96％以上の職員が

「大いに実践できる」「実践できる」と回答した。 

（４）自由記載にて（抜粋） 

・講座は 1 度だけではなく繰り返して受講するこ

とが大切だと思う。 

・日頃からどこにつなげられるのか機関等の確認

が必要だと思った。 

・市民や同僚のサインに早く気づいて対応して

いく職場を目指したい。 

２．インタビュー結果（抜粋） 

（１）50 歳代 男性 副署長 消防本部 

自分の普段の業務を振り返るきっかけになった。

全職員が知っておくべき内容だと思う。受講後も

考えるきっかけとしてフォローアップのような

ものがあればいいと思う。 

（２）30 歳代 男性 主事 施設管理課 

参加するにあたり、はじめてゲートキーパーと

いう言葉を知った。自分自身メンタルが弱いと感

じるところがあるので、受講したいと思って参加

した。普段からコミュニケーションが大事だと思

った。 

（３）30 歳代 女性 主査 国保医療課 

ゲートキーパーという言葉は知っていたが、専

門的な知識が必要だと思っていた。受講して、自

分にもできることがあることが分かった。窓口で

の対応は、目を合わせることを意識したい。 

 

考察 

今回の講座の評価指標である 6点すべてにおい

て、96％以上の受講者が実践できると回答してお

り、実践していくことへの前向きな気持ちの変化

がみられた。特に、専門機関へつなぐことへの意

識と他課や保健センターと日頃から話し合える

関係づくりにおいては、気持ちの変化があった職

員が多く、今後庁内全体で自殺対策を意識した連

携がとれやすくなることが期待できる。 

また、今回の講座は管理職の受講が最も多く、

受講による満足度は 96％であったことから、今後

ゲートキーパー養成講座が業務の中で必要な取

組だと認識され、一般職員の受講のきっかけにつ

ながるのではないかと考えられる。 

さらに、フォローアップを望む声や繰り返し受

講する必要性を訴える声も聞かれたことから、継

続的にゲートキーパーとしての意識を高められ

るような研修体系の整備が必要だと感じた。今後

ゲートキーパーの役割が、より自分のこととして

感じられ、業務の中で実践できるように支援して

いくことが必要だと考える。 

一方で、講座を通じてゲートキーパーという言

葉の認知度を高めることもできた。悩みを抱える

市民や職場の同僚に対して適切な対応ができる

職員を増やしていくことが、今後の課題であると

考える。 

以上のことから、今回の講座は庁内の自殺対策

の意識づけにつながり、有効であったと考える。

来年度は、窓口対応職員に対して講座を開催し、

自殺対策を意識した市民への対応が実践できる

ように取り組んでいきたい。さらに、職位を考慮

しながら経年的に講座を実施することで、より定

着が図れるように取り組んでいきたい。 

 

終わりに 

自殺の原因は、すぐに解決策が見つかる問題で

はないことが多い。だからこそ、共感し寄り添い

合いながらともに悩み支える人材が必要となる。

今後も引き続き市役所職員向けゲートキーパー

養成講座を開催し、全職員が自殺対策の意識を持

って職務に当たれるように支援していきたい。誰

も自殺に追い込まれることのない西条市の実現

に向け、取り組みを続けていきたい。 

 

【参考文献等】 

1）西条市自殺対策計画 

2）地域自殺対策パッケージ全文 

平成 29 年自殺総合対策推進センター 
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「中予地域発達障がい児（気になる子ども）」実態調査から 

子育て支援における関係者の役割を考える 

○森絵美 森眞弓 藤原美佳 佐尾貴子 若本裕之 

（愛媛県発達障がい者支援センター） 

 

Ⅰはじめに 

 愛媛県発達障がい者支援センター（以下、

あい♥ゆう）における相談件数は年間延べ約

3000 件（実約 700 件）あり、就学期が全体

の約半数を占めており、幼児期は 1割未満の

状況にある。 

 一方で、子育て支援（母子保健）幼児期は、

1.6・3 歳児健診、5歳児相談等において、

ASD の早期発見支援体制が整備され、その発

見率も高くなっている。子育て支援の中で、

十分なフォローがあるため当所の幼児期の相

談件数が少ないと思われたが、近年、就学後、

当所の相談事例から、発見されながらも「具

体的支援、指導がなかった」等、フォローの

あり方について課題に思える事例が散見され、

就学前の実態把握が課題となった。 

 そこで今回は、就学前に多くの子どもたち

が通所するであろう幼稚園、保育所に対する

アンケートにより、発達障がいや言語、コミ

ュニケーション等診断はされていないが発達

障がいを疑う「気になる子」を含めて、実態

を把握し、そこから必要な支援や関係機関の

役割について考察した。 

図１あい♥ゆうでの相談実件数（H30 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ対象と方法 

１．調査対象 

1）中予管内 6市町（松山市、伊予市、東温

市、久万高原町、松前町、砥部町） 

・公立及び民間の保育所・幼稚園・認定こど

も園等 263 施設代表者。並びに、在籍する発

達障がい児の園児に関して、担当する保育者。 

２．調査方法 

1）令和元年 9月～10 月（自記式質問調査） 

2）郵送により配布、返信用封筒により返送 

3）アンケート 1は、施設の代表者が回答 

4）アンケート 2は、発達障がいと診断され

ている園児の担当保育者、園児 1人に 1枚回

答（保護者と保育者に対し、調査への協力文

書とともに同意書の提出を依頼）。 

 

Ⅲアンケート内容について 

表 1.アンケート 1 の内容 

質問内容 

①現在の在園児数 

②医療機関で診断されている園児の主たる診断名 

③診断されている園児を支援しているスタッフの数 

④支援体制について 

⑤発達障がいに関する情報源 

⑥気になる園児の実数と内容 

⑦気になる園児の対応や支援で必要なこと 

⑧支援について気になること（自由記載） 

表 2.アンケート 2 の内容 

質問内容 

①担当している園児の年齢 

②該当する園児の主たる診断名 

③保護者の方が園児のことを主に相談している機関 

④園児に対し、園独自で支援している内容 

⑤巡回相談・指導の利用をしているか 

⑥本園児を担当するうえで困っていること 

⑦本園児について、担当として希望する内容 

 

Ⅳアンケート結果 

１.アンケート 1（回収率：66.2％） 

１）在園児数（R元年 9月 1日現在） 

表 3.現在の在園児数（1 歳以上）      (人) 

1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

1609 1834 2982 3103 3195 12723 

N=657 

その他 
61 人 

  

0-3 歳 
24 人 

  

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

4-6歳

39人
7-12歳 219人

（33.3％）

13-15歳

82人

16-18歳

40人
19-39歳

140人

40歳

以上
52人

その他

61人
0-3歳

24人
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2）発達障がいと診断されている園児の主た

る診断名 

 調査の結果、発達障がいと診断されている

園児は、64 施設に在籍し、161 名であった。 

図 2.診断されている園児の主たる診断名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）気になる園児の実数 

 気になる園児数は、1歳以上の在園時の約

12％を占めている。 

表 4.気になる園児の実数 

1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 合計 

131 人 245 人 363 人 381 人 376 人 1496 人 

4）気になる園児の内容で多かったもの 

(複数回答) 

①指示が通りにくい 

②気が散りやすい 

③理解の遅れがある 

5）気になる園児の対応や支援で必要と感じ

ること（3つまで回答） 

①専門職員による相談や園訪問（47.1％） 

②専門機関との連携強化（35.6％） 

③専門職員による保護者支援（35.1％） 

 

6）支援について気になること（自由記載） 

①保護者支援について（42 施設/96 施設） 

 ・疑いでは保護者への伝え方が困難。 

 ・保護者と支援者相互の温度差があるため、 

支援や方向性を考えていくときに難しい。 

 ・保護者を支援する機関があるとよい。 

②他機関との連携について（18施設/96 施設） 

 ・家庭と保育園、専門機関が連携できる体 

制を作ってほしい。 

 ・専門機関に相談するタイミングに悩む。 

③保育士のスキルアップ（14施設/96 施設） 

 ・保育を工夫する力が保育士には必要だが 

人材育成が難しい。 

 ・児の個々の育ちに合わせた対応が十分に 

できているか悩む。 

 

④マンパワー不足（13 施設/96 施設） 

 ・個々に応じた対応をしていくためには、 

人的なサポートがどうしても必要である

が、園が雇用できる人数は限りがある。 

２.アンケート 2 

1）アンケート 2の回答施設と人数 

発達障がいと診断されている園児 161 名 

(64 施設)のうち、保護者の同意を得て、 

55 人(34 施設)の回答があった。 

2）診断名 

 図 3.診断名（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）園独自の関りについて 

 ①個別指導（75％） 

  ・(例)絵カードを使用してスムーズに動

くことが出来るように配慮している 

 ②集団活動（52％） 

  ・(例)事前に活動を伝えたり、絵や写真

を使って見通しを立てる、視覚による

分かりやすい環境作り工夫したり、環

境を整える。 

4）担当している園児で困っていること 

①対応の仕方 

②保護者支援 

③園児が利用している他機関との連携 

 

Ⅴ考察 

 アンケート結果より、気になる園児は在園

児の 1割以上を占め、保育者は保護者支援、

関係機関との連携、保育者のスキルアップ、

職員不足に課題を抱えていることが分かった。 

 保育者の対応力の向上のためには、①幼稚

園・保育所の集団生活の気づきに対する適切

な対応②現場で発達障がいを疑う児の支援が

できる人材の育成・配置③関係機関同士が情

報共有、相互理解ができる機会④ライフステ

ージを通した地域の支援者の存在が必要と考

える。 

調査から得た実態や問題点を共有し、実現

可能な支援を検討していくために、各分野の

専門機関が協働していける仕組みづくりをし

ていくことが今後の課題と考える。 

0
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保護者が感じている子どもの育てにくさの要因についての検討 

 

○山中智恵美 富永瀬理香 八木麻衣 武田美紀 上田千里 行本孝子 河合ゆみ 

篠森紀子 金指巖 藤本弘一郎 中村清司 近藤弘一（松山市保健所） 

 

はじめに 

「健やか親子21（第2次）」では、重点課題

として、「育てにくさを感じる親に寄り添う支

援」がある。育てにくさを感じる要因には、児の

発達面や食事や睡眠などの生活面が関連している

と考え、より早期に支援することができれば、育

てにくさの軽減につながるのではないかと考えた。 

そこで、1歳6か月児健康診査受診時に、保護

者が育てにくさを感じる要因について、出生順位

や性別、発達相談の状況と共に9-10か月児健康

診査の発達面や生活面などを調査し、育てにくさ

につながる要因を分析し、今後の効果的な支援の

在り方について検討した。 

 

方 法 

１．対象 

 平成30年度に本市で1歳6か月児健康診査を

受診した児3,919人の内、本市で9-10か月児健

康診査を受診し、調査項目に全項目回答している

3,588人。 

２．集計方法・内容 

1歳6か月児健康診査と9-10か月児健康診査

の結果を母子保健情報管理システムから抽出し、

氏名・生年月日から突合を行った。 

１）育てにくさ 

 1歳6か月児健康診査問診票 

 「あなたは、お子さんに対して育てにくさを 

感じていますか」の問いに対して、「いつも

感じる」「時々感じる」を「感じる」とし、

「感じない」と回答した人と比較し集計した。 

２）育てにくさの要因として考えられる項目 

（１）対象者の属性 

  出生順位・性別 

(２）1歳6か月児健康診査 

   発達相談の有無、結果 

(３）9-10か月児健康診査 

 計測値（身長、体重） 

離乳食の状況、生活リズム 

   身体的発育異常 

（体重増加不良、低身長） 

    発達（ひとり座り、つかまり立ち、喃語、 

    視線が合う、指で小さいものをつかむ） 

３）検定方法 

   統計的な検定はχ²検定を用いて実施した。 

 

結 果 

１．育てにくさと対象者の属性との関連（表1） 

 表1に育てにくさと対象者の属性との関連を示

した。第1子の場合、第2子以降と比べ育てにく

さを感じている割合が高かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．育てにくさと1歳6か月児健康診査の発達相

談との関連（表2） 

 発達相談を受けている児の方が、育てにくさを

感じている割合が高く、要支援者（施設紹介、経

過観察）の場合は更に割合が高かった（p<0.05）。 

 

 

 

 

 

 

３．育てにくさと9-10か月児健康診査時の状況 

との関連（表3） 

キーワード 育てにくさ 健やか親子 21 1 歳 6 か月児健康診査 9－10 か月児健康診査 

感じる 感じない 合計
  全体 823（22.9％） 2,765（77.1％） 3,588

  第1子 429（25.6％） 1,250（74.4％） 1,679
  第2子 268（20.7％） 1,029（79.3％） 1,297
  第3子 106（21.4％） 390（78.6％） 496
  第4子以降 20（17.2％） 96（82.8％） 116

  男児 443（24.1％） 1,396（75.9％） 1,839
  女児 380（21.7％） 1,369（78.3％） 1,749

表1 対象者の属性と育てにくさの関連

出生順位

性別

感じる 感じない 合計
有（助言のみ+要支援者） 105（38.3％） 169（61.7％） 274
有（要支援者） 91（40.4％） 134（59.6%） 225
無 718（21.7％） 2,596（78.3％） 3,314

発達相談
表2 1歳６か月児健康診査【発達相談】と育てにくさの関連
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表3に9-10か月児健康診査時の状況との関連

を示した。離乳食の状況が不調であること、生活

リズムが整っていないことについては、育てにく

さとの関連がみられた（p<0.05）。低身長の場合

は逆に育てにくさを感じる割合が低かったが、統

計的有意差はみられなかった（N.S.）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発達所見との関連では、いずれの項目でも有所

見である場合に育てにくさを感じている割合が高

い。また有所見の項目数が多いほど、育てにくさ

を感じる割合が高くなる傾向がみられた（表 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考 察 

本市の1歳6か月児健康診査で育てにくさを感

じている保護者は、全体の 22.9％である。今回、

9-10か月児健康診査結果と合わせて育てにくさ

の要因について調査をした結果、出生順位、発達、

離乳食の状況、生活リズムにおいて、育てにくさ

との関連があることがわかった。 

第1子の場合育てにくさを感じる割合が高かっ

たが、茂本ら１）は「第一子の母親は，育児の経

験不足から，日常生活に対して予期せぬ変化や見

通しのなさという期待との相違を感じやすい」と

述べている。また離乳食状況、生活リズムについ

ても、日常生活面での見通しや、保護者の期待と

の相違、保護者自身の実質的な育児負担などから、

育てにくさに影響しているのではないかと考えら

れる。 

発達所見については、すべての項目において有

所見者の場合、育てにくさを感じやすい傾向にあ

った。特にひとり座りができない児の方が育てに

くさを感じやすい傾向があった。つかまり立ちよ

りひとり座りができない方がより発達の遅れがあ

ると考えられ、その後の育てにくさにつながって

いるのではないかと考えられる。1歳6か月児健

康診査で個別の発達相談を受けている児は、保護

者が育てにくさを感じている割合が高いことから

も、こういった発達の遅れは育てにくさへの影響

があるのではないかと考える。また発達に関する

所見数が多くなるほど育てにくさを感じる割合が

高くなることからも、発達に何らかの問題が認め

られる場合は、より早期から、保護者への支援が

重要であると考えられた。 

 

まとめ 

 検討結果から、保護者が感じる育てにくさには、

乳児期での発達面の遅れや、生活面の困りごとと

関連があり、早期から継続した支援を行う必要が

あることが分かった。そのため、乳児一般健康診

査・幼児健康診査時だけではなく、妊娠期から、

保護者と相談しやすい関係を築き、相談場所の情

報提供や育児サポートサービスの利用など、切れ

目ない支援をしていくことが重要であると考える。

なかでも発達については、個人差が大きいこと、

比較対象がいないことなどから、その遅れに気が

つかない場合も多い２）。そのため、より丁寧な

関わりが必要であり、保護者からの相談や健康診

査結果だけではなく、日頃から保護者や児へのフ

ォローを行う時には保健師が発達や生活面の視点

を持ち支援していくことが重要である。保護者が

感じている悩みに寄り添いながら、適切な時期に

介入していくことが、今後の効果的な支援につな

がると考える。 

 

参考文献 

１）茂本咲子．母親が認識する乳児の状態と育児

困難感の特徴とその関連．日本小児研究．

2010;69(6):781-789. 

２)平岡雪雄．発達障害の乳幼児期の発達兆候に

ついて-発達障害の早期発見・支援に向けての予

備的考察-．日本子ども家庭総合研究所紀要．

2010;47:353-358. 

感じる 感じない 合計
 全体 823（22.9％） 2,765（77.1％） 3,588

 順調 729（21.7%） 2,631（78.3%） 3,360
 不調 94（41.2%） 134（58.8%） 228

 整っている 727（21.9%） 2,592（78.1%） 3,319
 整っていない 96（35.7%） 173（64.3%） 269

 体重増加不良 40（25.6%） 116（74.4%） 156
 低⾝⻑ 16（19.3%） 67（80.7%） 83
 所見なし 776（22.9%） 2,618（77.1%） 3,394

 ひとり座り   不可 22（38.6%） 35（61.4%） 57
 つかまり立ち  不可 97（27.3%） 258（72.7%） 355
 喃語      不可 28（27.5%） 74（72.5%） 102
 視線が合う   不可 2（50.0%） 2（50.0%） 4
 小さいものをつかむ 不可 13（29.5%） 31（70.5%） 44

⾝体的発育異常（重複あり）

発達所見（重複あり）

表3 9-10か月児健康診査と育てにくさとの関連

離乳食の状況

生活リズム

発達所見
有所見項目数

感じる 感じない 合計

 0個 705（22.4％） 2,440（77.8％） 3,145
 1個 90（25.0％） 270（75.0％） 360
 2個 18（31.0％） 40（69.0％） 58
 3個 5（33.3％） 10（66.7％） 15
 4個 3（37.5％） 5（62.5％） 8
 5個 2（100％） 0（0％） 2

表４ 【発達所見】有所見項目数と育てにくさの関連
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１歳６か月児健康診査からの発達支援の取り組みについて 

 

○原梨恵子 八木美奈枝 和田莉奈 京野里保 石見慈 （新居浜市保健センター） 

 

 

   

はじめに 

本市では平成 23 年度から１歳６か月児健

康診査の問診項目にＭチャットを取り入れて

おり、対人関係の発達をみるスクリーニング

ツールとして活用している。また、１歳６か

月児健康診査等における言語及び精神発達面

等で経過観察を必要とする幼児及びその保護

者を対象に、遊びを通じた発達援助の場を設

け、精神的に安定した育児環境を作り、必要

な指導及び助言を行うことを目的としてフォ

ローアップ教室を実施している。そこで１歳

６か月児健康診査からの発達支援の取り組み

について成果をまとめ、保健師間の共通認識

を図るとともに、今後の課題を考察したため

報告する。 

 

方 法 

１ １歳６か月児健康診査及び発達相談 

本市ではＭチャットの 23 項目の質問中９

項目を問診に取り入れ、面接場面では直接行

動観察を実施している。また、臨床心理士に

よる関わり方等の発達相談や幼児の得意・不

得意を知るための発達検査を実施している。 

２ 経過観察児フォローアップ教室     

対象：１歳６か月児健康診査等において経過

観察の必要な幼児とその保護者(保育園・幼

稚園に就園している児は除く)。 

内容：毎月１回、定員約 20 名、参加期間は

原則６か月間と設定し、遊びを通じた発達援

助の場を設け、必要な指導及び助言を行う。

また、ケース検討委員による相談・助言を経

て、５か月目にその後の支援を検討する。 

ケース検討委員：小児科医、発達支援センタ

ー、児童発達支援、児童センター、保育園、

幼稚園、地域子育て支援拠点施設、臨床心理

士、地域福祉課。 

 

結 果 

１ １歳６か月児健康診査及び発達相談 

 平成 28 年度から 30 年度までの健康診査結

果は以下の通りである。 

年度 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

受診者数(人) 958 915 923 

総
合
判
定 

健康 355 341 328 

要助言・指導 122 81 71 

要経過観察 379 392 432 

要精密検査 21 15 18 

要治療 17 17 14 

治療中 64 69 60 

総合判定において、「要経過観察」は 30

年度 432 人(47％)だった。そのうち発達面等

で保健師等が支援していく、Ｍチャットが１

項目でも「いいえ」であった人は 162 人

(37.5%)で、残りは可逆の指差し不可、有意

味語が少ない場合が多かった。言語及び精神

発達面等で経過観察を必要とする幼児も増加

キーワード １歳６か月児健康診査、Ｍチャット、フォローアップ教室 
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傾向であり、早期療育につながるよう保護者

を含めた支援が必要となる。 

健康診査では併設の発達相談を利用するこ

とで支援のきっかけとなり、必要な幼児には

後日発達検査を実施している。30 年度の発

達相談及び発達検査の利用は 192 人であった。 

２ 経過観察児フォローアップ教室 

 平成 28 年度から 30 年度までの教室参加開

始時の児の年齢区分割合は以下の通りである。 

 

参加開始年齢は、１歳６か月から２歳３か

月が７割と多く、健診後すぐの支援対象とな

っている。 

 

フォローアップ教室終了時に保健師は、ケ

ース検討委員の意見をもとに保護者と話し合

い、今後の療育等について調整する役割を担

っている。支援内容は、発達支援センターや

児童発達支援等の療育機関につながることが

多く、保育園・幼稚園等の同年齢児との交流

や遊び体験により発達の伸びを期待する保護

者もいる。また、フォローアップ教室終了後

すぐには療育機関につながらなかった場合で

も、保護者の受け止め等を見守り支援するこ

とで、後日療育につながった幼児もいる。他

市町へ転出する幼児は保護者同意のもと転出

先の保健センター等に連絡票等を送付し、継

続的に支援を受けられるようにしている。 

 

考察・課題 

１ １歳６か月児健康診査及び発達相談 

 健康診査後に継続的な支援につなげるには、

保護者が幼児の発達に対する理解が不可欠で

ある。Ｍチャットの質問を取り入れたことで、

表出言語だけにとらわれず、対人コミュニケ

ーションに視点を向けることができた。 

２ 経過観察児フォローアップ教室 

教室では、遊びを通じて発達支援を行うと

ともに、安定した育児環境を作れるよう、保

護者がケース検討委員と関われる時間は貴重

である。また、療育機関へスムーズにつなが

るよう、保健師はケース検討委員や療育機関

と連携していく必要がある。発達相談やフォ

ローアップ教室が幼児の発達面について保護

者の気づきを促す手段となっている。 

３ 今後の課題 

療育が必要な場合でも、受け入れ可能な療

育機関がない時期もある。療育機関へつなが

れるよう支援を行っているが療育機関の受け

皿が不足している場合の対応や、保育園・幼

稚園へ就園した場合は一貫した支援ができる

よう関係機関が連携して仕組みづくりを考え

る必要がある。 

最後に、療育機関等につながった後も保護

者にとって安心して相談できる存在でいられ

るよう継続して支援していきたい。 

n=106 

n=106 
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鬼北町における就学前の子どもに対する支援体制の強化 

 

○芝瞳 谷口美穂 尾川優（鬼北町役場保健介護課） 

    堀内伊作（南愛媛療育センター） 入野了士（愛媛県立医療技術大学） 

 

 

  

はじめに 

鬼北町は年間出生数が 50 人前後と少なく

減少傾向にあるにも関わらず、3歳児健診以

降に「落ち着きがない」「指示が入らない」

と保育所から発達に関連した相談が増加して

いた。保健師が保育所訪問で確認し、気にな

る現状を保護者に伝えても「３歳児健診では

指摘されていない」と返答され早期受診につ

なげることが難しく、発達が顕著な時期であ

る 3歳児から就学前までの時期に成長を確認

する場がないことが問題だと感じていた。そ

こで、就学に向けた不安の解消、支援が必要

な児への早期介入で二次障害を防ぐことを目

的に平成 27 年度から 5 歳児健診を開始した。

本報告では、南愛媛療育センター・小学校・

保育所と連携した 5歳児健診の取り組みをま

とめ、今後の課題について考察する。 

 

方 法 

【対象児】 

 平成 27 年度からの 4年間で 5歳児健診の

対象者となった平成 22 年 4 月～平成 26 年 3

月生の児 244 名を対象とした。 

【健診項目の内容】 

 5 歳児健診は言語、認知、社会性の発達

を評価するために、問診、ことばの相談、集

団遊び、診察を行った。育児相談に加え、就

学前相談、栄養相談を行うことで就学前の不 

安を解消することを目指した。 

【3歳児および 5歳児での健診結果比較】 

5 歳児健診の 4年間の結果をまとめ、さら

に 3歳児健診の結果と比較した。 

 

結 果 

平成 27 年度からの 4年間の受診者総数は

227 人（受診率 93.0％）で、「経過観察」と

診断された人数は 28 人（12.3％）であった。 

 

表 1 5 歳児と 3歳児の健診結果比較（人） 

3 歳児 

健診 

5 歳児健診 

健康 
経過 

観察 
精密 
検査 

加療

中 
合計 

健康 170 13 2 2 187 

経過観察 6 9 1 1 17 

精密検査 1 2 1 1 5 

加療中 0 3 0 2 5 

未受診 11 1 0 1 13 

合計 188 28 4 7 227 

 

3 歳児健診で「健康」と診断された 187 人

のうち、「経過観察」13 人（6.9％）、「精

密検査」2人（1.0％）であると 5歳児健診

において診断された（表 1）。 

 問診項目における「健康」と判断された児 

とそれ以外の児で、25 ポイント以上通過率 

キーワード 5 歳児健診、軽度発達障害、連携 
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に差があった項目は表 2のとおりである。 

設問に対する判断基準が保護者で差がある

のか、問診作成時に上位にくると予想した

「落ち着いて話を聞くことができますか」、

「こだわりが強いと感じることがあります

か」、「子育ては楽しいですか」の項目は表

2に示した項目よりも差がみられなかった。 

 

表 2 問診項目通過率の差（％） 

  
通過率 
の差 

スキップができますか 34.2  

発音はハッキリしていますか 34.0  

ひらがなの自分の名前が読めますか 31.1  

指示が通じていないと感じることがありますか 30.0  

自分の左右は分かりますか 29.9  

お手本を見て四角が書けますか 29.7  

かんしゃくを起こして大変なことがありますか 27.7  

※不明の回答は不通過とした 

 

考 察 

3 歳児健診で「健康」と診断された 187 人

のうち 15 人（8.0％）が、5歳児健診では

「経過観察」や「精密検査」と診断された。 

このことから 3歳児健診の段階では十分に

判断できなかった情緒や社会性など大脳の発

達に起因した問題に気づくことで早期介入が

できたため、5歳児健診の有用性を確かめる

ことができた。 

鬼北町では経過観察児の割合が 12.3％で 

あり、厚生労働省の調査結果による 5歳児健

診での軽度発達障害の出現割合 8.2～9.3％

と比較するとやや高い数字となった。 

これは診察を依頼している南愛媛療育セン 

ターは発達障害の診断や治療の専門施設であ 

り、児の機微を察し、診断につなぐことがで

きていることも影響していると考える。 

「経過観察」と診断された 28 人のフォロ

ー方法は、＜保育所で経過観察＞11 人、＜

健診再受診＞3人、＜教育相談＞14 人であっ

た。そのうち 19 人が就学しており、＜学校

生活支援員の配置＞7人、＜特別支援学級＞

１人で、残る 11 人は支援対象にはなってい

ないが、今後支援が必要となる可能性もある。 

逆に 5歳児健診および就学前健診で問題な

く通過したが、就学後に発達障害の診断を受

けた事例もあった。5歳児健診は軽度発達障

害を疑われる児に早期介入できる契機となる

が、「健康」と診断されても今後の支援が不

要と判断されたわけではない。 

 

まとめ 

鬼北町の 5歳児健診では、南愛媛療育セン

ターの医師・言語聴覚士、特別支援教育に携

わっている小学校教諭、保育士、保健師、管

理栄養士が連携して企画・実施・フォローを

行っている。特に、健診実施後に専門医を含

む全スタッフでカンファレンスを開き、「経

過観察」となった児らのフォロー方法を検討

している。これは南愛媛療育センターの協力

を得られたことが強みである。 

今回は 4年間の健診結果のまとめであり、

子どもたちの成長発達を継続して支援するた

めには今後も地域、医療機関、保育所、学校

等と連携しながらより精度の高い健診、切れ

目のない子育て支援が必要である。さらなる

支援体制の強化として、令和 2年 4月から子

育て世代包括支援センターを開設できるよう

現在準備を行っているところである。 

一般演題 20 

 

－70－ 



妊娠を希望する家族への相談会の実践報告 

～平成 27 年度からの取り組みを振り返って～ 
 

○渡瀬 しずか 秋山 友紀 小笠原 裕子  

      鈴木 洋司 森田 圭子 武方 誠二（西条保健所） 

 

キーワード 女性の健康、集団支援、不妊 

 
はじめに 

当所では、生涯を通じた女性の健康支援事業として

平成27年度から集団形式での相談会を心と体の健康セ

ンター（不妊専門相談センター）等と連携して実施して

いる。 

 相談会について、参加者の声や終了後のアンケート

をもとに検討を重ね、実施内容や周知方法を変更しな

がら実施してきたこれまでの経過を振り返るとともに

今後の取り組みについて考察したので報告する。 

相談会の目的 

妊娠を希望する女性が抱える悩みはデリケートな内

容で、周囲の人、特に家族や友人等親しい間柄の相手に

も相談しづらく当事者だけで抱え込みやすい。不妊治

療については医療機関に相談することもできるが、日

頃受診している医療機関でも治療について相談するの

を躊躇することもある。また、不妊治療等についての情

報がインターネット等に氾濫し、混乱してしまうこと

も多いと思われる。 

そのため、妊娠や不妊に関する正しい知識の提供と

当事者間で悩み等を共有することにより、精神的な不

安軽減につなげることで、妊娠を希望する女性やその

家族の健康の保持・増進を図ることを目的として相談

会を実施している。 

相談会の取り組み状況（表1） 

＜対象者＞ 

 実施当初は、同じような立場の人同士の方が話しや

すいと考え、“特定不妊治療者（1人目妊娠希望）”を対

象としていた。しかし、治療を始めていない人からの相

談があり、保健所が関わったことがない人にもニーズ

があると考えたため、3年目から対象者の範囲を“妊娠

を希望する人”に拡大した。対象範囲を拡大したことに

より、治療未経験者から数年に渡る治療経験者まで

様々な状況の人達が参加するようになった。 

＜実施内容＞ 

初年度から医師や助産師、アロマセラピストによる

講話と座談会の二部構成で実施している。前半の講話

では不妊治療や治療中の生活の工夫等について学び、

後半の座談会では講師を交えて参加者同士が学びや思

いを共有できる時間を設けている。初年度から 2 年目

は、時間を共有する仲間づくりを目的として、2日間の

コースで実施した。しかし、参加者の中には仕事をして

いる人がいたり、1日目に参加者同士が連絡先を交換す

るなどの様子がみられたことから、参加者の負担軽減

と参加者同士のつながりのきっかけづくりを重視し、3

年目からは 1 回の相談会（助産師の講話と座談会）に

変更した。 

＜結 果＞ 

講話では熱心に資料にメモをとり積極的に質問する

姿がみられた。座談会では自身の状況や日ごろから気

になっていた思いについて話し合ったり、病院や医師

の様子、治療の具体的な内容など“通院しているからこ

そ分かること”を話し合うことで情報交換の場になっ

た。また、サプリメントや漢方等についても講師による

助言を受けることで安心した様子がみられた。 

会終了後もデリケートな内容を話し合ったり何度も

講師に質問する姿がみられた。そのため、安心して交流

できる場の提供と、専門家による指導や助言によるフ

ォローの必要性を考え、平成 28 年度と平成 30 年度は

その年度の相談会の参加者対象に座談会のみ追加で実

施した。 

＜参加者の反応＞ 

 参加者同士で楽しく話し合う様子がみられ、「同じ地 
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表1 相談会の取り組み状況 

 

域で悩みを共有できる人と出会えたことが良かった。」

「参加者のみなさんと意見を言い合えたこと（が良か

った）。」「先生の話や、他の人との話が楽しく前向きに

なれた。」「ネットではなく直接先生や皆さんとお話が

出来て良かった。」「（まだ治療を始めていない人）産ん

でみようかなという思いが強くなった。」といった肯定

的な意見が開催の度に挙がった。平成 30 年度では会

終了後のアンケートを実施し、5段階評価で4.75と参

加者の満足度は高かった。 

考 察 

 顔が見える状況で、同じ思いを持つ人達と学んだり、

思いを表出することで参加者が抱えている不安やスト

レスの軽減につながったことから、相談会の目的を達

成していると考えられる。3 年目から対象範囲を拡大

したことにより、参加者同士の交流がうまくいくかと

いう懸念があったが、治療経験者は治療等これまで自

身がしてきたことやその時の思いを表出して振り返る

機会となり、治療未経験者は治療経験者の具体的な治

療の経過や意見を知ることができた。参加者の状況は

それぞれ異なったが、会を通じて治療や今後の夫婦と

しての人生をどのように歩んでいくかを考えるきっか

けとなった。さらに、お互いにこれまでの頑張りを認

め合う様子がみられ、それぞれに自己効力感を高め、

自己と他者への健やかな妊娠に向けたエンパワメント

ができていると考えられる。 

特定不妊治療費助成申請における指定医療機関は県

下7か所であり、その内2か所が当保健所管内にあり、

申請者数は年平均142件と県の保健所で最も多いこと

から、妊娠を希望する夫婦に対する相談のニーズは多

いと推測される。しかし、相談会の参加人数は少なく、

会への敷居が高かったり、その他の理由により相談し

たくてもできない人が多数いると考えられる。参加者

全員が発言でき、参加者同士が互いを気遣うことがで

きたことは小集団ならではの良さがあるが、相談会に

参加していない人に対する支援についても今後検討し

ていく必要がある。 

おわりに 

相談会を通して、参加者が抱えている不安やストレ

スの軽減につながっていると考えられる。特に医療機

関を受診する前や治療の継続を悩んでいる場合には相

談をどこでしたら良いのか、治療中の医療機関での相

談が難しい場合がある。今後も妊娠や不妊に関する必

要な情報を伝え、安心して当事者同士の思いを共有で

き、不安が軽減されるように当事者間のつながりのき

っかけづくりの場として取り組みを継続していきたい。 

年 度 H27 H28 H29 H30 

対象者 特定不妊治療者（1人目妊娠希望） 妊娠を希望する人 

参加人数 実7名、延9名 実8名、延18名 4名 実4名、延7名 

内容 ◆年間1コース（各2ｈ） 

①医師・助産師の講話＋座談会 

②アロマの講話＋座談会 

◆年間2コース（各2ｈ） 

①助産師の講話＋座談会 

②アロマの講話＋座談会 

◆座談会のみ 1回 

◆助産師の講話＋座談会（2ｈ） 

 

◆助産師の講話＋座談会（1.5ｈ） 

◆座談会のみ 1回 

周知方法 対象者（約60名/年）、管内市、指定医療機関へのチラシの送付 従来の方法に加え、管内市広報、保健所ホームページ、管内フリーペ

ーパーへ情報掲載 

工夫点 

・ 

変更点 

・心と体の健康センターや市と 

相談し、不妊についての講義 

とリラックスできる内容を実 

施し、当日はセンターと市職 

員も出席 

・公平性を考慮し、管外の医師に 

治療についての講話を依頼 

・時間を共にする仲間づくりを 

目的としてコース（2日間）と 

して実施 

・前年の参加者から「来て良かっ 

た」「同じ境遇の人と話せる会 

を探していた」との声があり、 

実施回数を2コースに増やし 

た 

・参加者から「これまでのつどい 

の参加者とつながりたい、実際 

に会って話したい」という声が 

あり、座談会のみ再度実施 

・「治療を考えているが、どこの 

病院に行ったら良いか分から 

ない」といった問い合わせが 

あり対象範囲を拡大 

・参加者の負担軽減と参加者の 

つながりのきっかけづくりを 

重視し、コースから1回の相 

談会へ変更 

・対象範囲の拡大に合わせて周 

知方法を変更 

・会終了後に参加者同士の交流 

が活発で、プライベートな内 

容を話す様子がみられたた 

め、相談会を短縮し、安心し 

て交流できる場として会場を 

提供 

・会終了後の様子から座談会の 

み再度実施 
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「医療的ケア児とその家族が安心して暮らすために」 

－課題抽出から事業展開へ－ 

 

○鈴木美子 玉井幸子 関谷雅子 佐藤伸子 早田亮 （四国中央保健所） 

豊田ゆかり 枝川千鶴子 （愛媛県立医療技術大学） 

 

 

はじめに 

医療技術の進歩を背景に医療的ケアが必要

な児は増加傾向にあるが、管内は社会資源が

乏しく、医療的ケア児を支援できる環境は十

分とは言えない。また、医療、福祉、保健、

子育て支援、教育と支援が多岐にわたり、制

度を把握することさえ困難な状況がある。 

当所では、26 年度から医療的ケア児の全

数把握、個別支援を行い、訪問看護ステーシ

ョンを中心とした事例検討や研修を行ってき

た。その結果、既存のサービスでは不十分で

あり、新たな支援体制の構築が必要であった。

そこで、29 年度には個別から地域課題とし

て、多職種が一同に集まり、協議できる場

（医療的ケア児の支援を考える会）を立ち上

げた。さらに 30 年度からは、抽出された課

題を基に、具体的な事業を展開している。今

回は、その取組みについて報告するとともに、

今後の課題及び展望について述べる。 

図：保健所の歩み 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 

実態

把握 

 

個別

支援 

 

普及

啓発 

 

体制

整備 

 

 

 

事業

展開 

 

 

 

 

取組み内容 

（１） 医療的ケア児の支援を考える会 

 考える会では、22 機関 32 名から 211 の意

見が抽出され、質的統合法（KJ 法）を参考

に医療的ケア児が地域で生活するために必要

なことを６カテゴリーに整理した（表１）。

多職種で課題を共有することにより、取り組

むべき方向性の共通認識が図られ、考え方の

主軸となった。本会では、活動を報告・評価

し、次の活動につなげる PDCA サイクルに基

づいた協議を行っている。 

表１：地域で生活するために必要なこと 

1.小児在 宅医 療 を
支える基本理念 

医ケア児と家族が自宅で一緒に暮らせる
ことが大切 

2.ライフ サイ ク ル
に沿った切れ目の
ない支援 

ライフサイクルに沿った切れ目のない支
援には連携システムの構築が必要 
退院後の生活を見据えた支援の必要性 
医ケア児が早期から集団生活体験できる
就園・就学相談の充実 
コーディネート活動の充実 
保健師のコーディネート活動に期待 

3.社会資源の充実 社会資源としての専門職の確保 
今あるサポート資源の活用 
緊急時の支援体制づくりが必要 
レスパイトの検討が必要 
関係する職員の意識・ｽｷﾙ・知識の向上 
訪問看護活動への期待 
医ケア児を支える拠点が必要 
小児在宅医療の充実 
家族同士が支えあい繋がる拠点が必要 

4.小児在 宅医 療 を
支える体制づくり 

関係機関の人々の顔の見える関係作りが
大切 
医ケア児に関係する人や機関とのネット
ワーク作りが必要 
関係する者の互助の意識が必要 

5.医療的 ケア 児 を
支える人々の負担
軽減 

家族の経済的負担の軽減 
家族の育児負担の軽減 
サービス提供側の負担軽減 

6.地域特 性に 応 じ
た PDCA サイクル
に沿った活動 

地域特性に応じた情報共有・支援構築が
必要 
ニーズから立ち上げた計画・支援・評価
が必要 

 

キーワード 医療的ケア児、多職種連携、PDCA サイクル 

保護者・関係者ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 
在宅療養児支援連絡会 

児・家族への個別支援（相談・訪問・ｹｱ会議） 

各種会議に参加：医ｹｱ時の状況報告 

保護者の集い 

訪問看護ステーション連絡会：ｹｰｽ検討、研修 

医ｹｱ児の支援を考える会 

研修会 
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（２） 課題解決を目指した事業展開 

‘①医療的ケア児の保護者の集い 

社会資源の充実のカテゴリーの「家族同士

が支えあい繋がる拠点が必要」という課題に

対し、まずは、保護者のニーズを明確化する

ために聞き取りを行った。保護者の生の声か

ら集いへのニーズはとても高いことが分かり、

参加しやすい時間や場所、子どもを連れてく

る上での配慮点などを把握した。集いは、就

学前のできるだけ早い時期から、保護者同士

が日常生活での工夫や経験談を情報交換する

ことでお互いの不安を軽減し、また、定期開

催することで保護者間のつながりを強化し、

孤立化を防止することを目標に開催した。保

健所としては、集いはみんなで作り上げてい

く会だと認識し、一人一人の声の吸い上げを

大切にしながら、場の設定をはじめとした企

画力を発揮し、その都度、内容を変化させな

がら事業展開している（表２）。参加者には

毎回アンケートを行い、不快な思いをした人

がいないか確認することを心掛けている。ま

た、欠席者には集いの内容を文書で報告し、

間接的な発信をしている。 

表２：保護者の集いのプログラム 

日時 内容 意見交換 

H31.3.8 ・保健所：医ケア児と

家族への支援制度に

ついて説明 

・ラ・ファミリエ：活

動紹介 

・そろそろ外に出

かけてみたい。 

・送迎バスに乗れ

ない。 

R 元.5.31 ・相談支援専門員：通

所系サービスの話 

・座談会：お出かけお

すすめスポット 

・歯の話が聞きた 

い。 

・重心の子も誘い

たい。 

R 元.11.12 ・歯科衛生士：講話、

マッサージ方法、ケ

ア用品の紹介、個別

ブラッシング指導 

・災害への備えに

ついて話が聞き

たい。 

②支援者研修会 

 社会資源の充実のカテゴリーの「緊急時の

支援体制づくりが必要」及び「関係する職員

の意識・スキル・知識の向上」という課題に

対しては、医療的ケア児の支援を考える会で

検討し、支援者のニーズにあわせた研修会を

開催した（表３）。開催後のアンケートから

は、支援者の立場によって次回へのニーズは

異なった。実際に事例に関わる職種からは、

自信を持ってケアに当たるための実技（緊急

時や急変時の対応、胃管チューブや気管カニ

ューレの抜去時の対応など）の要望が強く、

間接的に関わる職種からは、ACP（児の最善

の利益を考えるプロセス）や実績のある自治

体からの取組み事例の紹介などの要望が強い

ことが分かった。 

 表３：支援者研修会のプログラム 

日時 R 元.10.8 15：00～17：00 

参加者 訪問看護ステーション及び通所施設職員、医療

的ケア児の支援を考える会メンバー等（98 名） 

内容 講演１：四国中央病院小児科の現状と院内での

取組（四国中央病院第一小児科部長） 

講演２：胃管チューブや気管カニューレが抜け

たときの対処（四国こどもとおとなの

医療センター小児外科医長） 

講演３：アドバンスケアプランニング（ACP）と

一時救命処置（同 新生児内科医長） 

講演４：消防本部の連絡体制と救急車到着まで

の対応等（四国中央市消防本部） 

 

考 察 

医療的ケア児を地域で支えるには多岐にわ

たる分野を超えた取組みが必要であり、保健

所が、個別支援から徐々に集団へと支援の幅

を広げ、多職種が一同に集まり検討する場を

設定したことに大きな意義があった。また、

６カテゴリーに整理された概念は、常に活動

を振り返る原点となっている。 

事業展開をするために重要なことは、①当

事者（関係者含む）の声を聴き、アセスメン

トしていくこと。②その声を大切に、企画

力・行動力・調整力を発揮して、次の活動に

つなげていくこと。③事業の推進に大きな影

響力をもつ資源（人を含む）を活用すること

であると考える。それが、地域のエンパワー

メントの効果を向上させていると考える。 

 当所での取組みは始まったばかりで、医療

（歯科含む）や災害対応、市との連携、日中

活動の場、児の預かり先、経済問題、きょう

だい支援など解決すべき課題はたくさんある。

今後とも、医療的ケア児とその家族がこの地

域で安心して暮らせるよう支援していきたい。 
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宇和島保健所管内における神経難病患者の在宅療養体制の現状と課題 

 

○千羽明日実 矢野公重 影山康彦 倉田朋子 冨田直明 （宇和島保健所） 

 

キーワード 神経難病、在宅療養体制 

 

はじめに 

愛媛県では平成 10 年度から「愛媛県難病

患者地域ケア推進事業実施要綱」に基づき

難病患者地域ケア推進事業を行っている。 

その一環として当保健所では、難病地域

ケア対策連絡協議会（以下、連絡協議会）

を年 1回開催し、神経難病患者とその家族

が、必要な支援が円滑に受けられるよう、

保健・医療・福祉関係者と共に地域の支援

体制について検討している。 

今回、平成 28 年度から 3 年間の連絡協議

会を振り返り、管内の神経難病患者の在宅

療養支援及び体制の現状や課題についてま

とめたので報告する。 

 

連絡協議会の取り組み状況 

平成 28 年度から 3 年間の開催状況は、表

1 のとおりである。 

１．平成 28 年度 

 保健師が日々活動する中で、管内にはALS

患者が利用できる資源が少なく、介護・医

療等関係者の中には、資源の存在自体を把

握できていない者が多いことに気づいた。

そこでまずは県の難病医療体制を紹介する

とともに、管内で ALS 患者を支援している

医療機関等から話題提供いただき、関係機

関間の連携について意見交換を行った。 

 

その中で出席者から、「ALS患者が確定診

断された後、宇和島圏域での支援がどのよ

うに行われているか、何に困っているのか、

全体像の共有が必要。」という意見が出さ

れた。 

２．平成 29 年度 

前年度の状況を受け、宇和島圏域の ALS

患者の地域ケア体制を共有するため、事務

局が宇和島市の事例を基に、ALS 療養者の

療養行程概要と課題（図 1）を提示し、そ

の上で地域の課題について意見交換を行っ

た。 

 

 
図 1：ALS 療養者の療養行程概要と課題 

 

表 1 難病地域ケア対策連絡協議会の開催状況 

 

発病～確定診断
（5ヶ月～1年2ヶ月）  【確定診断】 ○管内では確定診断が難しい

　
確定診断～外来通院

（4ヶ月～10ヶ月） 【告知】 ○病気の受け入れの困難さ
　

　【特定医療費（指定難病）助成申請】

【退院前/定期カンファレンスの開催】 ○状況に応じた支援体制づくり
 【療養の場の変化】 ○療養の場が移る場合の連携

【医療処置・機器利用の選択】 ○医療処置、延命治療の選択
 【治療法の選択】

 【かかりつけ（専門）医の選択】
 【介護保険の申請・ケアマネの選定】 ○家族の介護負担の増大

【訪問看護の導入】
【障害者手帳・障害年金の申請】 ○療養を続けるための経済的

　負担

外来通院～在宅療養または入院
（2年2ヶ月～） 　【近医の確保（往診の開始）】 ○往診医の確保

　【レスパイト導入】 ○レスパイト先の確保

ＡＬＳ療養者の療養行程概要【状況】 課題

発病

診断確定
（専門医受診）

特定症状克服の
意志確立

今後の生活設計
生活障害克服の

意志確立

グリーフケア

治療法及び療養生活の選択

在宅医療・緊急時
医療課題

選択に応じた医療・
生活支援提供

在宅療養生活課題

ターミナル対応

QOLの向上

開催
年度

目的 内容 出席者

H28

宇和島地域における難病患者への医療提供体制
の構築と療養支援について関係者で検討し、課題
を整理する。

１）話題提供「管内の難病患者の現状と難病対策について」
２）話題提供「愛媛県難病医療コーディネーターの配置及び愛媛県難病医療等
　　　　　　ネットワーク整備事業における難病医療拠点病院の指定について」
３）話題提供「難病患者の療養支援について」
　　①鬼北町立北宇和病院の取り組みと課題
　　②訪問看護ステーションの取り組みと課題
４）意見交換「関係機関の連携強化を目指して～医療連携の課題について～」

・事例に関わる医
師、看護師、保健
師
・介護支援専門員
・市立宇和島病院
・難病医療コー
ディネーター

H29

宇和島市内のALS患者とその家族が、保健・医療・
介護・福祉等の必要な支援が円滑に受けられる体
制について検討する。

１）話題提供「宇和島市内のALS患者の現状と課題から」
２）意見交換「安心して在宅療養ができる地域を目指して
　　　　　　　　　～身近な医療機関との連携～」

・事例に関わる医
師、看護師、介護
支援専門員、保
健師
・市立宇和島病院

H30

神経難病患者とその家族が必要な支援を受けるた
めに、保健・医療・福祉からみた現状と今後の課題
を管内関係機関で共有し、当管内における在宅療
養のあり方について考える。

１）話題提供「神経難病患者への支援の現状と課題」
　　　：宇和島保健所　難病・母子保健係
２）各機関から報告及び意見交換…助言：市立宇和島病院副院長
　　　「神経難病患者への支援の現状と課題」について

・当管内の保健・
医療・福祉関係の
実務者の代表
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その結果、①確定診断を行う専門医とか

かりつけ医との連携が難しい②レスパイ

ト・往診医療機関の確保が困難③患者を支

援する介護支援専門員等のスキルアップが

必要等の課題が共有できた。 

３．平成 30 年度 

前年度の宇和島市内の ALS 患者の在宅療

養の課題から、管内市町及び介護支援専門

員、訪問看護の代表者など関係者を広げ、

管内の神経難病患者の在宅療養について意

見交換を行った。 

その結果、管内の神経難病患者は、確定

診断した病院、近辺の専門医療機関、かか

りつけ医と、複数の医療機関の関わりがあ

り、連携が重要であること、管内で受け入

れのある医療機関は特定されており、患

者・家族と医療機関との調整が難しくなっ

た際の、他の選択肢の確保が必要であると

の意見があった。 

また、各市町において要介護者に対する

介護支援体制は出来つつあるが、ALS 患者

などの重度神経難病患者への支援を経験し

ている関係者が少ないことや、神経難病患

者への支援に不安を感じている関係者の声

があった。特に医療と介護の連携に不安を

感じている関係者が多く、その際に訪問看

護師が調整役となれるとの意見があった。 

 

宇和島保健所管内の現状と課題 

１．他圏域の専門医療機関と地元の医療機

関（かかりつけ医を含む）との連携強化 

当管内には神経内科医が常駐している医

療機関がないため、神経難病患者は中予圏

域等の医療機関で確定診断を受けている。

確定診断後の治療は、当管内の難病協力病

院等が中心となり、往診が必要な場合は、

かかりつけ医に依頼しているが、受け入れ

医療機関が少なく、偏っていることから、

調整が困難な場合が多い。これらのことか

ら、専門医療機関と地元の医療機関がスム

ーズに連携できるよう、支援体制の構築と

かかりつけ医の確保が課題である。 

 

２．神経難病患者を支援する関係者のスキ

ルアップ 

 現在、ALS 患者の支援が特定の機関に偏

っている現状があり、経験のない支援者は

対応に不安を感じている。また、初めて

ALS 患者を担当した支援者の中には、病状

が進行し医療依存度が高くなっているにも

関わらず、医療との連携やサービスの調整

が上手くできていなかった事例もあった。 

これらのことから、神経難病患者を支援

する関係者が、病気の特性を理解し、対応

力の向上を図るとともに、保健・医療・介

護・福祉関係者との更なる協働を図ること

が課題である。 

 

今後の取り組み 

 前述の課題のうち、１. 他圏域の専門医

療機関と地元の医療機関との連携強化につ

いては、ALS 患者などの事例を丁寧に支援

し、必要時にはケア会議等を活用するなど

１事例ずつ連携を積み重ねていきたい。ま

た、連絡協議会に他圏域の関係者にも参加

を呼びかけ、当管内の神経難病患者を取り

巻く環境（資源）について理解を得て、地

元の医療に適切に繋いでもらえる体制につ

いて協議できる場を設定したい。また、難

病協力病院、かかりつけ医等医療機関にも

出席を呼びかけ、顔の見える関係の中で協

力機関の拡大を図りたい。 

 ２．神経難病患者を支援する関係者のス

キルアップについては、神経難病患者を支

援する関係者に対して、対応への不安を払

拭しスキルアップを図るための研修会を企

画し、継続して開催したい。特に医療と介

護の連携の要となる訪問看護の活用につい

ても周知していきたい。 

 

おわりに 

 当管内は、資源が少ない地域ではある

が、各機関が自分たちで支えなければなら

ないという意識が強い地域である。その強

みを生かしながら、関係者と協議を積み重

ねることにより、難病に罹患しても、住み

慣れた地域で、その人らしく、本人とその

家族の希望に沿った生活が送れる在宅療養

体制づくりに取り組んでいきたい。 
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島しょ部における在宅医療及び医療介護連携等に関する 

アンケート調査の結果から 

 

○重松和子 篠原あゆみ 真鍋美智雄 窪田和哲 新田真理 廣瀬浩美（今治保健所） 

 

 

  

はじめに 

超高齢社会の進展に伴い、地域で生活する要

介護高齢者が増加していく中、高齢者のニーズ

に寄り添いながら、病気になっても住み慣れた

地域で安心して暮らせるための地域包括ケアシ

ステムの構築が進められている。 

しかし、管内の島しょ部においては、高齢化

率の高い地区が多く、交通手段や交通費の問題

等もあり、医療や介護サービス等を受ける機会

は限定されている。  

そこで、島しょ部における在宅医療の実施状

況や連携状況についてアンケート調査を実施し、

関係機関からみた現状と課題についてまとめた

ので報告する。 

 

調査方法 

１ 対象 

今治市島しょ部・上島町の医療機関(病

院・診療所)15 か所、今治市陸地部精神科病

院 1か所、広島県病院 1か所（表１） 

島しょ部にサービスを提供する管内・管外

の診療所訪問看護 4か所、訪問看護ステーシ

ョン 6か所、地域包括支援センター2か所、

居宅介護支援事業所 12 か所（表２） 

２ 期間：平成 30 年９月 1日～30 日 

３ 方法 

郵送法及び訪問による聞き取り 

４ 内容 

（１）在宅医療等の実施状況 

（２）医療と介護等の連携状況 

（３）現状や課題等 

 

調査結果 

１ 回収状況 

表１ 医療機関 

病院 3 1 1 1
有床診療所 3 2
無床診療所 11 8 2

計 17 11 1 2 1

調査

対象数
今治市陸地部

精神科病院1（施設数）

所在地別回答数

今治市

島しょ部13

上島町

2

広島県

1

 

表２ サービス事業所等 

地域包括 2 1 1

居宅介護 12 2 2 3

計 24 4 5 4 2

診療所訪問看

護・訪問看護

ステーション

（施設数）

調査

対象数

所在地別回答数

今治市

島しょ部9

今治市

陸地部8

上島町

4

広島県等

3

10 1 3 2

 
今治市島しょ部の回答は 4施設のみで、回収

率は、44.4％であった。 

 

２ 在宅医療の実施状況 

表３ 在宅医療の状況と在宅医療の範囲 

実施

なし

訪問

のみ

往診

のみ

両方

実施

決めて

いる

決めて

いない

病院（3） 3 2 1
有床（2） 1 1 2
無床（10） 3 2 5 3 4

在宅医療を行う範囲

（施設数）

在宅医療の実施状況

通院困難な方への計画的な訪問診療や緊急時 

対応の往診を両方とも実施している医療機関は 

15 か所中 6か所であった。 

 

３ 関係機関からの意見等（抜粋） 

１）在宅医療の状況 

［今治市島しょ部］ 

・診療所での 24 時間対応は、医師への負担が

大きく、医療の制限もあり困難である。 

・医師不在時の対応ができない。 

・認知症、精神疾患等の専門医が少ない。 

・通院が困難な場合に往診を依頼できる医療機

関が少ない。訪問診療を行う診療所も少ない。 

・島しょ部の状況を知らない陸地部の関係者が

多い。 

［上島町］ 

・在宅医療等に関する連携が十分に出来ない。

医療的ケアは島内の医師に頼っていることが

多く、年々負担が大きい。 

・連携できる医師がいない。 

・在宅医療、在宅終末期医療は増えてきており

できるだけ対応したい。 

キーワード 島しょ部住民、在宅医療・介護サービス、交通事情 
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２）訪問看護、介護サービス状況について 

［人員について］ 

・スタッフを確保できないため、訪問看護や 

サービス利用者を増やせない。 

［社会資源・サービスについて］ 

・島によっては、訪問系の事業所がない。 

・居宅介護事業所が少ないため、サービス利用

が限られ、在宅に戻れない。 

・保険薬局が少ないため、在宅での服薬管理等

を依頼できない。 

・上島町では、介護資源が少ないため、利用で

きる介護サービスの種類が限られている。医

療系介護サービスはないため、広島県側の事

業所に頼っているが、利用条件が厳しく殆ど

利用できていない。訪問看護ステーションも

ないため、医療的処置が必要な患者は在宅へ

戻れない。通院も難しく在宅医療の困難さ、

不便さを強く感じている。 

［交通事情について］ 

・しまなみ海道の通行料が負担となっており、

単件の訪問看護はコスト的に困難である。 

・医療とサービス事業所の連携においても交通

費が問題となる。 

・市内から距離があるため、頻繁な訪問や緊急

時対応が困難である。 

３）島しょ部住民の状況について 

［サービス、コミュニティ等について］ 

・在宅医療や終末期医療の患者が増え、多くの

住民が訪問看護・介護サービスを必要として

いる。 

・老々介護、独居の方が多く、緊急時の連絡が

困難である。 

・高齢化・少子化で人がいないため、近隣での

助け合いも難しくなっている。 

・小売店舗が少なく高齢者が気軽に買い物に行

くことができない。 

［交通事情について］ 

・公共交通機関が乏しく、運転ができない高齢

者は外出することが難しい。 

・交通費が高額で負担が大きい。 

・病院を受診する際の介護タクシーがない。 

 

４ 期待する医療介護サービス等 

［医療サービスについて］ 

・在宅終末期医療に関する医療系サービスの拡

充 

・訪問診療、往診、訪問看護ができる施設の設

置、訪問看護ステーション(又はサテライト)

の設置 

・薬剤師による調剤、残薬の確認、服薬指導等

の充実 

［介護・訪問リハビリ等について］ 

・訪問リハビリの継続及び実施、ショートステ

イ、介護(ヘルパー、デイサービス)ができる

介護サービス事業所の設置 

・介護保険以外の配食や見守りサービスなどの

増加 

［連携について］ 

・ICT 利用による医療側から介護側への連絡・

指導などの連携強化 

・広島県側との連携強化及び島内での柔軟な医

療対応 

［交通事情について］ 

・医療・介護に係るしまなみ海道の通行料やフ

ェリー代の無料化・減免などの特例措置 

・通院のための定期的な送迎バスや介護タクシ

ー等の移動手段の充実 

・買物援助となるコミュニティバスや移動販売

車の確保 

 

考察及びまとめ 

島しょ部では、在宅医療や終末期医療の患者

が増加する一方、医師の不足や看護師や介護職

員のスタッフが少ないため、往診や訪問診療が

難しい。また、島しょ部には訪問看護ステーシ

ョンがなく、居宅介護支援事業所も少ないため、

訪問看護や介護サービスの対応も十分ではなく、

在宅復帰が難しい環境にあり、訪問看護ステー

ション（又はサテライト）や介護サービス事業

所の新規設置による医療・介護サービスの拡充

が望まれている。 

こうした状況の中、多くの住民が住み慣れた

地域で最期まで安心して生活できるよう 24 時

間対応の在宅医療を提供していくためには、島

しょ部に在住する看護師等の医療職を確保する

必要があるが、新たな医療職の確保は人手不足

により困難な状況となっている。 

また、今治市の島しょ部では、しまなみ海道

の通行料、バス・船舶等の公共交通機関の交通

費が訪問医療・介護サービス事業者には大きな

負担となりサービス提供を阻害する要因の一つ

となっている。一方、上島町では、主に広島県

尾道市内の医療機関等から在宅医療のサービス

提供を受けているが、利用条件があり厳しい状

況にある。 

今回の調査結果から、今治市島しょ部と上島

町では、生活圏域や医療、介護サービス、交通

事情等が異なっており、島しょ部毎の特性を踏

まえた地域包括ケアシステムを構築することが

求められており、関係機関の相互理解とネット

ワークづくりを更に進めていくことが課題であ

ると思われた。 

今回は、施設調査を実施したが、次年度は、

住民のニーズや医療介護等の実態を把握するた

めの島しょ部住民を対象としたアンケート調査

を実施する予定である。今回の結果と併せて島

しょ部の地域包括ケアシステムの構築について

分析し、ネットワーク構築とともに住民の健康

意識の向上と健康寿命を延伸する取組みについ

ても関係機関と連携し検討したいと考えている。 
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