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令和２年度愛媛県地域保健研究集会 プログラム 
 

 

■ 開催形式  誌上開催 

 

 

■ メイン企画  テーマ『新型コロナウイルス感染症について』 

 

【特別寄稿】 

 「新型コロナウイルス感染症の状況と課題」 

愛媛県立衛生環境研究所長 四宮 博人 

 

     コロナ時代における地域保健活動従事者のみなさんへ 

新型コロナウイルス感染症に対応しながら考えたこと 

愛媛県保健福祉部健康衛生局長 河野 英明 

 

【報告】 

「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大に伴う地域保健活動への影響等に関する 

アンケート調査結果 

 

【関連演題】 

１ 新型コロナウイルス感染症発生による働く世代の生活習慣等の変化と保健所から 

の情報発信について 

  ２ 新型コロナウイルス感染症発生による特定給食施設等の変化に関するアンケート 

調査について     

３ 新型コロナウイルス感染症発生時における中予保健所の危機管理体制と役割 

  ４ 新型コロナウイルス感染症の県内初発例を経験して（第１報）～医療との連携に 

ついて～    

５ 新型コロナウイルス感染症の県内初発例を経験して（第２報）～消毒班の業務に 

ついて～    

６ 精神科病院で発生した新型コロナウイルス感染症集団感染における外部支援につ 

いて 

     

 

■ 一般演題 28題 

  〇一般演題７～11    災害対策、感染症対策 

〇一般演題 12～22  健康づくり、歯科保健 

 〇一般演題 23～28  精神保健、介護 

  〇一般演題 29～34  母子保健 

   

 

 

 

 

 

 

愛媛県イメージアップキャラクター 
みきゃん 
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【メイン企画】 
 

テーマ「新型コロナウイルス感染症について」 
 

 

担 当：篠原 あゆみ（愛媛県四国中央保健所保健課長） 

倉田 朋子 （愛媛県中予保健所健康増進課長） 

 

【特別寄稿】 

「新型コロナウイルス感染症の状況と課題」 

四宮 博人（愛媛県立衛生環境研究所長） 

   

コロナ時代における地域保健活動従事者のみなさんへ 

新型コロナウイルス感染症に対応しながら考えたこと 

河野 英明（愛媛県保健福祉部健康衛生局長） 
 
 

【報告】 

「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大に伴う地域保健活動への影響等に関する 

アンケート調査結果 

＜愛媛県地域保健研究集会企画委員会＞ 

     篠原あゆみ 1) 田窪小夜 2) 青野桂子 3) 倉田朋子 4) 岡田克俊 5) 佐尾貴子 6)  

武内典子 7) 上田千里 8) 河野英明 9) 竹之内直人 7) 冨田直明 6) 
 
1）愛媛県四国中央保健所 2）愛媛県西条保健所 3）愛媛県今治保健所 

4）愛媛県中予保健所 5）愛媛県八幡浜保健所 6）愛媛県宇和島保健所 

   7）愛媛県心と体の健康センター 8）松山市保健所 9）愛媛県保健福祉部 

 

 

 

【関連演題】 

コメント者：近藤 弘一（松山市保健所長）        [演題番号１] 

      竹内 豊 （愛媛県八幡浜保健所長）     [演題番号２] 

冨田 直明（愛媛県宇和島保健所長）     [演題番号３] 

早田 亮 （愛媛県四国中央保健所長）    [演題番号４] 

      武方 誠二（愛媛県西条保健所長）      [演題番号５] 

岡田 克俊（愛媛県八幡浜保健所健康増進課長）[演題番号６] 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症発生による働く世代の生活習慣等の変化と保健所からの 

情報発信について 

○小野志保 岡本彩 吉岡佳奈江 三好里恵 青野桂子 廣瀬浩美 

     愛媛県今治保健所 
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２ 新型コロナウイルス感染症発生による特定給食施設等の変化に関するアンケート調

査について 

○岡本彩 吉岡佳奈江 小野志保 三好里恵 青野桂子 桑原祐子 田坂由里 

  福田正幸 宇都宮一枝 薦田洋司 廣瀬浩美 

愛媛県今治保健所 

 

３ 新型コロナウイルス感染症発生時における中予保健所の危機管理体制と役割 

   ○麓由香里 山田貴輝 弓達純子 竹内竜美 倉田朋子 三木優子 

    愛媛県中予保健所 

 

４ 新型コロナウイルス感染症の県内初発例を経験して（第１報）～医療との連携につ

いて～ 

○影山康彦 1) 渡部紀里 1) 菅美樹 1) 林美紀 1) 倉田朋子 2) 佐尾貴子 1) 冨田直明 1) 

    1）愛媛県宇和島保健所 2) 愛媛県中予保健所 

 

５ 新型コロナウイルス感染症の県内初発例を経験して（第２報）～消毒班の業務につ

いて～ 

○森松清美 1） 門脇周平 1） 井上有希 2） 森田早貴 1） 伊藤志穏 1） 滝沢浩司 1） 

山本佳子 1） 大野智也佳 1） 冨田直明 1） 石山恵 3） 

1）愛媛県宇和島保健所 2）愛媛県食肉衛生検査センター 3）愛媛県動物愛護 

センター 

 

６ 精神科病院で発生した新型コロナウイルス感染症集団感染における外部支援につい

て 

   ○續木太智 河野貴彦 穂満周作 藤本欣浩 冨岡文広 白石由起 菅隆章 

    愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課 
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【一般演題】 

 

■一般演題「災害対策、感染症対策」 

 

コメント者：早田 亮 （愛媛県四国中央保健所長）[演題番号７] 

      武方 誠二（愛媛県西条保健所長）  [演題番号８] 

廣瀬 浩美（愛媛県今治保健所長）  [演題番号９、11] 

      三木 優子（愛媛県中予保健所長）  [演題番号 10] 

 

 

 

７ 平常時から取組む在宅難病患者要援護者の災害時支援体制の検討 

○秋山友紀 木田未来 岡田朋子 鈴木洋司 田窪小夜 武方誠二 

   愛媛県西条保健所 

 

８ 八幡浜保健所管内特定給食施設等における災害時対策の推進に向けた取組について 

○大内詩野 1) 浦戸美緒 1) 栗原美香 1) 兵頭秀美 1) 岡田克俊 1) 富谷純子 2)  

竹内豊 1) 

1）愛媛県八幡浜保健所 2）愛媛県宇和島保健所 

 

９ 令和２年７月豪雨災害応援派遣での栄養・食生活支援についての報告 

  ○河端千津子 1) 宇都宮育子 2) 関谷雅子 3) 山内宏美 4) 大内詩野 5) 大澤佳子 6) 

 1）東温市役所 2）大洲市保健センター 3）愛媛県四国中央保健所 

 4）愛媛県西条保健所 5）愛媛県八幡浜保健所 6）愛媛県保健福祉部健康増進課 

 

10 西条保健所における外国出生結核患者支援と今後 

○宇都宮美和 竹内潤子 木村千鶴子 鈴木洋司 田窪小夜 武方誠二 

   愛媛県西条保健所 

 

11 保健所のエイズ相談で導入したメール予約の実施状況について 

○山下香奈江 松谷真智 宇都宮彩子 菊岡直子 中川早苗 藤本弘一郎 中村清司   

近藤 弘一 

松山市保健所 
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■一般演題「健康づくり、歯科保健」 

 

コメント者：近藤 弘一（松山市保健所長）    [演題番号 12、20] 

      三木 優子（愛媛県中予保健所長）  [演題番号 13、19] 

竹内 豊 （愛媛県八幡浜保健所長） [演題番号 14、21] 

冨田 直明（愛媛県宇和島保健所長） [演題番号 15、22] 

      早田 亮 （愛媛県四国中央保健所長）[演題番号 16] 

      武方 誠二（愛媛県西条保健所長）  [演題番号 17] 

廣瀬 浩美（愛媛県今治保健所長）  [演題番号 18] 

 

 

 

12 職場対抗ヘルスアップ選手権事業（職場環境改善健康づくり推進事業）2/4 

〇千葉美帆 吉見育峰 石﨑幸恵 川口和美 藤田博之 竹内竜美 倉田朋子 

 是澤麻衣 三木優子 

   愛媛県中予保健所 

 

13 愛媛県における栄養素等・食品群別摂取量の地域特性について～平成 27年愛媛県県

民健康調査の分析から～ 

○大内詩野 1) 安川潤 2) 愛媛県保健福祉部健康増進課・保健所管理栄養士一同 

1）愛媛県八幡浜保健所 2）愛媛県立子ども療育センター 

 

14 ビッグデータ活用地域健康づくり～健康づくり Re・Form～事業３年間の取組み報告 

  〇篠﨑紘一 下田惠 富谷純子 影山康彦 佐尾貴子 冨田直明 

   愛媛県宇和島保健所 

 

15 地区組織や保健・福祉行政が一体となった素鵞地区での生活習慣病対策の取り組み 

○中村美佐 1) 川原美穂 1) 上之尚子 1) 渡邉利行 1) 前田裕美 2) 山崎里佳 3) 

  野本裕子 4) 八木麻衣 5) 佐伯佑子 6) 花﨑みゆき 6) 入野了士 7) 

1）松山市地域包括支援センター東・拓南 2）同基幹型包括支援センター 

  3）同高齢福祉課 4）同国保・年金課 5）同健康づくり推進課 6）同保健福祉政

策課 7）愛媛県立医療技術大学 

 

16 市独自で歩んだ重症化予防事業の強みと弱み 

○末廣瞳 藥師寺由季 山本弥生 

宇和島市役所 

 

17 ＰＤＣＡサイクルに基づく地区活動の展開～より効果的な保健指導を目指して～ 

  ○佐尾亜希穂 芝江梨 松田美加子 宇都宮弥生 井上理恵 

   西予市生活福祉部健康づくり推進課 
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18 担当地区の健康課題を住民とともに考える保健活動～離島の生活を見て、聞いて、感

じる～ 

  ○畑中美里 宇都宮希代子 村佐真由美 中川綾 宇都宮繁樹 二宮恭子 

   八幡浜市保健センター 

 

19 健康パトロールカーによる巡回健康相談の変遷と今後について 

  ○中濵好美 1) 谷口美穂 1) 芝瞳 1) 岡崎あずさ 1) 坂川敬史 1) 松浦嵩輝 1)  

加藤泉 1) 猪野ユカリ 2) 入野了士 3) 

1）鬼北町保健介護課 2）愛媛県宇和島保健所 3）愛媛県立医療技術大学 

 

20 特定健康診査標準的質問項目の「人と比較して食べる速度が速い」に関する正確性の

検討 

  ○宮崎さおり 1) 許婷婷 1) 丸山広達 1)  田中洋子 2)  加藤匡宏 3) 斉藤功 4) 

1）愛媛大学農学部 2）松山東雲短期大学食物栄養学科 3）愛媛大学教育学部 

4）大分大学医学部 

 

21 働く世代の歯と口腔の健康づくり事業３年間の取組と今後の展望 

  ○石﨑幸恵 1) 愛媛県歯科保健担当者一同 

1）愛媛県中予保健所 

 

22 成人歯周病検診の結果から見る歯科保健に関する成人期の現状と課題 

  ○須内裕加 1) 村田美智子 1) 楠本沙弥香 1) 小清水文那 1) 和氣豊子 2) 

   1）大洲市保健センター 2）肱川保健センター 
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■一般演題「精神保健、介護」 

 

コメント者：竹之内 直人（愛媛県心と体の健康センター所長）[演題番号 23～25] 

      岡田 克俊 （愛媛県八幡浜保健所健康増進課長）[演題番号 26～27] 

冨田 直明 （愛媛県宇和島保健所長）     [演題番号 28] 

 

 

 

23 中予保健所における高次脳機能障害支援普及事業の取り組み 

○渡部夏実 石村優季 小笠原真由子 竹内竜美 倉田朋子 三木優子 

愛媛県中予保健所 

 

24 精神疾患を抱えながらも未治療のまま地域で独居生活している事例に対する支援につ

いて 

○眞田龍太郎 米田紀子 畑中美里 米田沙友里 村佐真由美 宇都宮希代子 

 中川綾 宇都宮繁樹 二宮恭子 

八幡浜市保健センター 

 

25 小・中学校における認知症サポーター養成事業の効果について～高校生へのアンケー

ト調査の結果から～ 

○高平真由美 1) 長尾奈美 2) 

1）鬼北町役場保健介護課地域包括支援センター 2）愛媛県立医療技術大学保健科

学部看護学科 

 

26 ひきこもり相談室の支援の現状と今後の課題 

○渡邊朗 重松和子 渡邊真実 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 

 

27 愛南町において「SOSの出し方に関する教育」へ取り組んだ過程と課題 

○石井ゆかり 森岡芙々紀 中川菊子 

 愛南町保健福祉課   

 

28 Ｂ県内の被用者の感じる仕事と介護の両立に関する意向と制度知識－家族介護の経験 

や予測により異なる知識、共通する両立意向－ 

○藤田碧 1)  西嶋真理子 2) 

1)人間環境大学松山看護学部 2) 愛媛大学大学院医学系研究科地域健康システム

看護学講座 
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■一般演題「母子保健」 

 

コメント者：早田 亮 （愛媛県四国中央保健所長）[演題番号 29] 

      武方 誠二（愛媛県西条保健所長）  [演題番号 30] 

廣瀬 浩美（愛媛県今治保健所長）  [演題番号 31] 

三木 優子（愛媛県中予保健所長）  [演題番号 32] 

近藤 弘一（松山市保健所長）    [演題番号 33] 

      竹内 豊 （愛媛県八幡浜保健所長） [演題番号 34] 

 

 

 

29 ５歳児相談の現状と役割についての検討 

○小坂友梨 八木麻衣 武田美紀 上田千里 行本孝子 篠崎征子 河合ゆみ 

 渡部将康 藤本弘一郎 中村清司 近藤弘一 

   松山市保健所 

 

30 オンラインを活用した妊産婦保健事業の取り組み 

○篠﨑征子 菅幸子 才野みゆき 一色結花 長谷広之 八木麻衣 上田千里  

河合ゆみ 渡部将康 藤本弘一郎 中村清司 近藤弘一 

松山市保健所 

 

31 松山市における「すくすく相談」の現状と意義について 

○一色結花 中野友香子 八木麻衣 武田美紀 上田千里 行本孝子 篠﨑征子  

河合ゆみ 渡部将康 藤本弘一郎 中村清司 近藤弘一 

松山市保健所 

 

32 ３歳児健康診査における視覚スクリーニング検査機器導入の効果と課題 

○塩崎愛水 村尾遥香 神野文絵 村瀬瑠美 林田美代 伊藤里美 高橋育子 

西条市保健センター 

 

33 ３歳児健康診査の視覚検査に導入した携帯型視機能スクリーニング機器（SVS）の事 

業評価 

○近藤麻紀 吉田久代 廣田朋子 内田昌子 篠森梨沙 大羽詩織 

東温市健康推進課 

 

34 個々への関わりから見えた地区特性について 

○山本美里 曽根美幸 菊池久子 堀口光代 米田京子 大空千津 二宮恭子 

八幡浜市保健センター 
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■メイン企画 

 

テーマ『新型コロナウイルス感染症について』 

 特別寄稿：「新型コロナウイルス感染症の状況と課題」 

          愛媛県立衛生環境研究所長 四宮 博人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



新型コロナウイルス感染症の状況と課題 

 

愛媛県立衛生環境研究所  

四宮博人 

 

新型コロナウイルス感染症は、2019年 12月上旬に中国武漢市で最初の流行が確認され、

翌年 3月 11日にWHOはパンデミック相当との認識を表明した。現時点で（2021.1.29）、

累計の感染者数は約 9 千万人、死亡者数は約 2 百万人である。日本においても 2020 年 1

月 16日に最初の患者が確認され、2月 1日に指定感染症に定められた。 

この戦後最大ともいえる感染症危機に対し、我が国は総力を挙げて対策を講じてきたが、

3 月下旬から感染者が急増し（「第 1 波」）、4 月 16 日に「緊急事態宣言」が全都道府県に

対し発令され、同月下旬には減少に転じた。しかし、6月下旬から再び増加し、8月上旬を

ピークとする「第 2波」が生じた。さらに、11月からの「第 3波」では過去最多の感染者

が確認され、2021年 1月 13日には 11都府県に対し 2度目の「緊急事態宣言」が発令さ

れた。現時点で、累計の感染者数は 379,516人、死亡者数は 5,452人である。愛媛県でも、

2020 年 3 月 1 日に最初の感染者が確認され、現時点での累計の感染者数 993 人、死亡者

数 18人で、人口あたりの感染者数は全国第 37位である。 

日本では、これまでのところ、欧米の先進諸国などと比較して、感染者、重症者、死亡

者は低い水準で推移している。自治体単位での保健所の積極的疫学調査による濃厚接触者

の特定や、それと密接に連携した地方衛生研究所の PCR 検査体制が国立感染症研究所と

の共同により早期に確立されたこと、及びこれらと連動して医療体制が整備されたことは、

クラスター対策や患者の入院隔離において大きな役割を果たしたと考えられる。しかしな

がら、流行が拡大した時期にあっては対応能力において十分ではなかった面もあり、検査

体制の強化、保健所の体制強化、医療提供体制の確保など、様々な課題が指摘されている。

愛媛県においても、人口あたりの感染者数は全国平均より低いものの、同様の課題に直面

している。 

2021年 1月に、「新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について」自治体説明会

があり、ワクチンが承認された場合に速やかに接種が可能となるよう、ワクチン接種の優

先順位を踏まえ、都道府県・市町村と連携して、接種体制を整える旨、周知がなされた。 

本研究会では、新型コロナウイルス感染症への状況と課題について情報共有し、議論を

深めることにより、当県での感染症危機管理に資することを期待している。 
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■メイン企画 

 

テーマ『新型コロナウイルス感染症について』 

 特別寄稿：「コロナ時代における地域保健活動従事者のみなさんへ 

         新型コロナウイルス感染症に対応しながら考えたこと」 

           愛媛県保健福祉部健康衛生局長 河野 英明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



コロナ時代における地域保健活動従事者のみなさんへ 

 新型コロナウイルス感染症に対応しながら考えたこと 

 

愛媛県保健福祉部健康衛生局長 河野英明 

 

◎ コロナ禍のなかで保健福祉事業をふりかえる。  

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により生じている健康課題の背景のひとつに、人と人

との距離の取り方の変化がある。外出自粛やテレワークの拡大、休校、イベントの自粛な

どにより、家族、友人、同僚、社会活動上の関係者との関係が変化するとともに、保健医

療福祉サービス等支援機関との距離が遠くなった。その結果、距離が離れ関係が疎遠にな

ることによる孤独・孤立、逆に閉じた関係の中で距離が近くなりすぎることによるＤＶや

虐待の問題が顕在化した。一方、距離の取り方の変化は悪いことばかりではなく、遠くの

家族や友人などとのオンライン交流が、これまで疎遠だった関係を親密にし、孤立を防ぐ

新たなサポートになっている場合もある。 

 

３密を回避する必要性から、保健や福祉分野でも直接面会することや集まることなどを

避けるため、ＩＣＴを活用する動きが生じたが、コロナ禍を避ける事業の工夫をおこなっ

た結果、予期していなかった効果も出ている。健診や相談を完全予約制にしたり、打合せ

をウェブ会議に変更することで、事業の「効率化」が図られた。オンラインによる健康教

育や動画発信による情報提供をおこなうことにより、「利便性の向上」や事業の方法（手法）

の「多様化」が図られた。ＩＣＴを活用した方法に変更することで、事業の対象者や目標

にも変化が起き、既存事業になかった効果が現れたケースもある。 

 

これまでの保健福祉事業は、基本的に同じ空間を共有することが前提であった。コロナ

対策として実施した事業の工夫が、既存事業の方法論の利点・欠点の評価につながり、あ

らためて事業の目的や目標、対象を見直す機会にもなり、ひいては事業そのものの意義や

必要性を考えるきっかけにもなるのではないか。 

当然ながら、ＩＣＴ等を活用した方法で実施可能な事業を、すべて一律に「対面・集合」

の方法から変更することが適切か、望ましいかどうかは別である。目的・目標と方法の関

係を、対面・集合「でなければできないこと」、「でなくてもできること」、「でない方が望

ましいこと」という視点でとらえなおしてみるとおもしろいのではないかと思う。 

 

オンライン飲み会が成立するには、「共有する」ものがある関係が必要であるように、保

健福祉活動が効果的に展開されるためには、関係者に一定の基盤となる「共有する」関係

が構築されていることが必要かつ重要である。 

例えば、幼児健診、育児相談、離乳食教室、子育てサークルなどの母子保健活動に、動

画配信やオンラインによる集団・個別指導を導入した市町があるが、事業が成立する基盤

となる「共有する」関係を構築するために、妊娠届出・母子保健手帳交付や新生児訪問な
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どの事業のあり方を考えてみてはどうだろうか。 

 

◎ 健康づくりはまちづくり 活動基盤＝ネットワークの構築・維持を日頃から 

 

本県においても昨年１１月以降感染が拡大し多くのクラスターが発生して、感染者への

医療・療養提供や積極的疫学調査による感染拡大防止対策に追われたが、新型コロナの影

響により生じる最も大きな健康課題は、生活基盤の崩壊・生計維持の危機による健康障害

である。まさに災害時の状況と同じく、健康被害は社会の脆弱な部分・人々にしわ寄せと

してより多く起きてくる。自殺者が減少から一転増加に転じたことは、災害時に起きる現

象と同様であり、今後身体疾患・生活習慣病への影響が現れてくることが危惧される。 

 

健康の保持増進の基本は生活の維持であり、コロナ禍においても生活支援が対策の基本

である。生活維持のためには、自助・共助・公助の重層的な支援体制が必要であるが、自

助・共助・公助の重層的な支援体制があるということは、暮らしやすい、安心安全な、生

き心地の良いまちであるということ。われわれが目指すのはそういう地域づくりであり、

保健・医療・福祉分野の関係者が、地域づくりに関わるためには、日常的な活動の中で、

関係者間での目的意識・目標の共有と関係性の構築（＝ネットワーク）が必要である。 

 

愛媛県では、年末から年明けにかけて多数確認された新型コロナ感染者に対し、医療、

保健、福祉の関係者が広く協力して対応にあたってきた。県や医技大保健師が松山市へ、

市町保健師が県保健所へ応援に入り、疫学調査や濃厚接触者・自宅療養者のフォローアッ

プに即戦力として活動した。西予市のグループホームでのクラスター発生では、他施設の

介護職員のみで施設療養者・濃厚接触者である入所者のケアにあたった。これ以外にも多

くの協力・支援活動が行われており、これらの実績は本当にスゴイことで、日頃から多機

関・多職種の連携と協同の関係性が構築できていたからこそ可能であったことである。 

 

これから先も、このネットワークを維持・強化し、協同して地域保健活動をおこなうた

めには、個々人が今置かれている立場や与えられた業務のみにとらわれず、地域の課題に

広く関心を持ち、問題意識を共有すること、関係機関が協力して推進体制を確保しモチベ

ーションを維持することが必要・重要であり、職種・立場を超えた交流を通して互いに信

頼でき、顔が見える人間関係を構築し維持したい。 

繰り返しになるが、われわれの活動の目的は健康づくりであり、健康づくりは安心して

暮らせる「地域づくり」、住み心地の良い「まちづくり」、である。あらためて、地域保健

活動とは何かを振り返り、この経験を今後に生かしていきたいものである。 

 

 

『私は人間だ。およそ人間に関わることで私に無縁なことはひとつもない』 

セネカの言葉（セネカ：ローマ帝国の哲学者・政治家 皇帝ネロの家庭教師） 
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■メイン企画 

 

テーマ『新型コロナウイルス感染症について』 

報   告：「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大に伴う 

地域保健活動への影響等に関するアンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大に伴う地域保健活動への影響等 

に関するアンケート調査結果 

 

＜愛媛県地域保健研究集会企画委員会＞ 

 篠原あゆみ 1) 田窪小夜 2) 青野桂子 3) 倉田朋子 4) 岡田克俊 5) 佐尾貴子 6)  

武内典子 7) 上田千里 8) 河野英明 9) 竹之内直人 7) 冨田直明 6) 
 

1）愛媛県四国中央保健所 2）愛媛県西条保健所 3）愛媛県今治保健所 

4）愛媛県中予保健所 5）愛媛県八幡浜保健所 6）愛媛県宇和島保健所 

 7）愛媛県心と体の健康センター 8）松山市保健所 9）愛媛県保健福祉部 

 

調査概要 

1. 目的 

新型コロナウイルス感染症による新しい生活様式の変化により、影響を受けている保

健所や市町における地域保健活動の現状や課題を整理し、今後の活動のあり方につい

て考える機会とする。 

 

2. 調査時期 

令和 2年 10月 

 

3. 調査対象 

愛媛県 6保健所、心と体の健康センター、松山市、19市町 

 

4. 調査方法 

質問紙調査（各保健所を通して市町に依頼、回収） 

 

5. 調査内容 

（1） 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う地域保健活動への影響 

（2） コロナ禍で保健活動を行うにあたり困ったこと 

（3） コロナ禍でうまく工夫して行った事業等 

（4） コロナ対策をする中で気づいた新たな健康課題 

（5） 新たな健康課題への対策や事業の実施等について、今後を見据えて考えている

こと 

（6） 新たな健康課題に対し実施した事業等 

 

6. 回答状況 

回収率 100％ 
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調査結果 

Ⅰ 県保健所・心と体の健康センター 

問 1.新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う地域保健活動への影響について 
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問 2.コロナ禍で保健活動を行うにあたり困ったことを教えてください。 

(1)会議や研修会の開催 

・会議や研修会の延期や縮小。運営方法に配慮（講師の選定、配席） 

・書面や WEB開催で意見交換が困難（参加者全員が WEB使用可とは限らず）。グループワークや実技を伴 

う研修会の中止。顔の見える関係づくりに影響。 

(2) 感染リスクが高い事業の対応、医療福祉ｻｰﾋﾞｽの制限 

・歯科保健事業の中止 

・結核患者の DOTSや精神障がい者等の家庭訪問、グループ支援が困難 

・精神障がい者、難病患者等の訪問看護や介護保険等サービスの制限 

・託児を伴うグループ支援の実施が困難で、医療的ケア児家族のつどいが中止となり、ストレス増大 

(3)医療機関の調整 

・精神科病院からの受診・入院拒否：医療が必要な精神患者が、県外滞在歴や県外在住の家族との接触によ 

り、2週間の待機を求められた。 

・病院内の立ち入り制限（ケア会議への参加、入院患者の面会等） 

 

問 3.コロナ禍でうまく工夫して行った事業等を教えてください。 

(1)主な内容 

①基本的な対応 

・事業開始前の体温測定、体調確認、3密を避けた配席、手指消毒、部屋の換気、使用後の消毒、対象者数 

を制限 

②代替え方法や工夫しての対応 

・オンラインの活用等による研修会の開催 

・訪問でなく電話で療養状況等の確認 

・難病等の申請は郵送で対応（問い合わせには丁寧に対応） 

・市町と連携し事業や訪問に対応（日頃からの連携が大切） 

(2)具体的な事例 

・病院のタブレット端末を使用し、オンラインで患者面接 

・高校の健康教育で、産婦人科医師の講演をリモート形式で実施 

・少人数による研修会で、専門医師より具体的なアドバイスを得た 

・歯科衛生士はフェイスシールドを装着して歯科指導 

・研修会の代わりに、アンケートやインタビュー調査を実施し、事業評価及び事業計画につなげた 

・県外の専門研修がオンライン研修になり、旅費不要で複数名で受講 

・学生実習は事業数や対人面接を減らし、家庭訪問は記録からのアセスメントとしたが、学びは深めるこ 

とができた 

 

問 4.コロナ対策をする中で気づいた新たな健康課題があれば教えてください。 

(1)感染対策による影響 

・長時間のマスク着用による呼吸苦、夏場は熱中症 

・外出自粛による運動不足、意欲の低下、高齢者の認知機能の低下 
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・患者・家族の孤立化、スマホ、ネットの長時間利用 

・休校での過ごし方による望まない妊娠 

(2)精神的ストレスによる影響 

・自殺者の増加、家庭内暴力や虐待の増加 

・コロナ患者・家族に対するこころのケア 

・新しい生活様式、価値観の変化に伴う生きづらさ 

(3)医療面での影響 

・難病患者等のレスパイト入院ができず、家族の介護負担の増大 

・受診間隔の減少による健康不安の増大 

・医療従事者へのこころのケア 

 

問 5.新たな健康課題への対策や事業の実施等について、今後を見据えて考えていることを

教えてください。 

(1)オンライン等の活用 

・WEB会議や Zoom利用で研修会、健康教育などを実施 

・保護者の育児支援、メンタルヘルス支援にオンライン活用 

・住民の行動化につなげる効果的な媒体（チラシ・動画等）の作成 

・メールを使用した資料配布による研修会の実施 

(2)関係機関との連携 

・母子保健で市町と協働で取り組めるプロジェクト、教育委員会等と連携し、子どもへの健康教育 

・企業の健康管理・健康経営の推進 

・生活困窮者や経済労働部とのつながりを強化した自殺対策 

(3)各事業への取り組み 

・地域の関係機関や住民自らの感染予防対策力、感染対策の向上 

・感染症の視点を取り入れた難病患者等の訪問支援や防災カード作成 

・要フォローケースの整理（各支援機関で主担当を明確化、予防的視点を強化） 

・実技を伴う歯科保健指導は、実施可能な基準の取り決め、実技を伴わない方法も検討し実施 

・各事業を整理し、危機対応への備え 

・自殺対策の強化等メンタルヘルス対策、潜在化しているアルコール依存症対策 

☆市町等生活相談に関する窓口の職員へのアルコール依存症の理解や、専門機関（県アルコール健康障害 

に関する治療拠点・専門医療機関・相談拠点等）との連携に関する研修の開催 

☆一般住民への啓発：県庁が断酒会に委託している啓発事業開催等の周知の強化、県精神保健福祉協会の 

心の健康講座で、アルコール健康障害についての正しい理解を促す内容を取り上げる。 

 

問 6.新たな健康課題に対し実施した事業等があれば教えてください。 

☆コロナ禍でしかできない方法で、局予算事業（職場対抗ヘルスアップ選手権事業）を実施。 

・企業や医療機関に対し、新型コロナ感染症によるこころへの影響や対処方法について健康レターを配布。 

・生活困窮者や経済労働部を対象に、自殺予防対策の研修会を実施。 

・難病協力病院の訪問（レスパイト事業の委託医療機関が増加） 
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Ⅱ 松山市 

問 1.新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う地域保健活動への影響について 
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問 2 保健活動実施にあたり、困ったことがあれば教えてください 

【母子保健関係】 

・健診中の消毒時間と人役の確保、非接触型体温計等物品の確保 

・幼児健診の受診率の低下 

・幼児健診は予約制で、1回の人数制限があり希望者が受診できなかった。 

・発達相談予約者からのキャンセルが多く、タイミングよく相談に繋がらなかった。 

・妊産婦等保護者側から訪問の拒否があり、電話対応が増加。 

・こんにちは赤ちゃん訪問を一部委託している母子保健推進協議会の会員から感染不安の相談があり、保健師 

が実施。 

・両親学級は、夫の感染流行地への出張等が想定され、妊婦への感染リスクにより再開が困難。 

教室再開等の問い合わせメールの対応に追われた。 

・休校で支援家庭の子どもの安全確認が困難な状況。訪問も拒否。 

・休校による育児疲れの相談あるも来所面談は拒否。 

・マスク着用のため、お互いの表情が見えず、コミュニケーションがとりにくい 

【特定健診、高齢者等】 

・特定健診、がん検診実施の判断基準が不明確。健康教育は計画どおり進まず。 

・唾液等の飛沫が伴う実技指導等のあり方 

・「受診勧奨判定値以上で未治療の者」への受診勧奨通知はしばらく見合わせたが、通院中の者までコロナを

理由に受診を控えていた。 

・今年度からの高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的事業で、通いの場を活用したポピュレーションアプ

ローチは、サロン等が中止で実施が遅れ、地域の医療専門職の派遣に繋がっていない。 

・精神疾患のある方の受診勧奨の訪問で、身体に接触しなければならないことがあった。感染防止策としてマ

スク着用、接触前後に手洗いやうがい等をしたが、ガウンやフエィスシールドまでしておらず不安だった。 

・電話での支援がメインで表情・反応などが見えず、様子が捉えづらかった。 

 

問 3 コロナ禍でうまく工夫して行った事業等があれば教えてください 

【母子保健関係】 

・窓口対応ではスクリーンや消毒液を配置、訪問や事業の実施時は検温と体調管理、アルコール消毒を徹底。 

・幼児健診、地域子育て支援拠点事業等は予約制で、受付時間を拡大し人数制限し対応。健康教育は広い会場

に変更。 

・カウンセラーによる個別カウンセリングで、来所をためらう人には電話で対応。 

・学校が休校になり親子で不安が高まっている可能性が考えられたため、0～18 歳までの相談窓口の周知啓発

を行い相談数が増加。 

・学校が休校になり、親子の不安が高まり児童虐待への懸念が高まったため、養育支援訪問対象の家庭に対し、

短時間で玄関先でもよいことを説得し、積極的に訪問を行い、児の安全確認や保護者の養育支援を行った。 

・相談窓口のチラシを広報と一緒に全戸配布。情報誌への掲載、メールや TVで配信。 

・ＣＡＴＶを活用し、健康教育（育児・沐浴）に関する動画を配信。 

・民間団体のフードバンクえひめ及びＪＣから提供された食品やマスクなどを家庭に届け訪問の機会とした。 
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【特定健診、健康づくり、高齢者等】 

・特定健診の結果説明の希望者に、個別で相談対応 

・健康相談会は、予約時間×予約人数を調整、希望者は電話相談で対応 

・健康講座は委託先の事業所と相談し、座学や測定会を中止し講演資料を郵送して対応 

・感染予防対策の実施を条件にまつイチ体操をする運動自主グループの再開 

・通いの場の中止等による健康面が心配な高齢者を訪問 

・サロン等の参加者に、脳トレや健康体操のチラシを月 1回、社会福祉協議会から発送 

 

問 4 コロナ対策をする中で気づいた新たな健康課題があれば教えてください 

【母子保健関係】 

・乳幼児健診や予防接種等受診控えがある。 

・外出自粛により、子どもだけでなく保護者の精神的ストレスも増大。 

・感染不安から訪問等に消極的な方がいる反面、孤独を感じ訪問を歓迎する方もおり、双方ともに安心して育

児等を行うためのサポートが重要。 

・外出自粛で、保護者は育児疲れや生活や経済面等の不安、子どもは友達と会えないことの寂しさなど、親子

で精神状態の悪化。 

・休校による運動不足や生活リズムの乱れ、ゲーム依存 

・学校再開後も、生活リズムの乱れなどによる登校しぶりや不登校の相談が増加 

【成人、高齢者等】 

・外出自粛による意欲、筋力の低下、ストレスや体重の増加や生活習慣病の悪化 

・医療機関の受診控えや健診受診者の減少による健康状態の悪化や疾患の増加 

・在宅生活による依存症（ネット、ゲーム、アルコール）や自殺、うつなどの心の健康に関連する課題、ひき

こもりの増加 

 

問 5 新たな健康課題対策や事業の実施等について、今後を見据えて考えていることを教

えてください 

【母子保健関係】 

・時間配分や人数制限等により感染防止策をとったうえでの事業の実施 

・感染予防に留意して「子育て広場」、健康教育、個別相談を開催。気軽に来所や相談ができる場となるよう

周知啓発を行っていく。 

・乳幼児健診や予防接種の受診控えについて、市民向け情報誌「ドコママ」で受診勧奨。（家庭訪問時には全

員に説明） 

・対面実施への不安や訪問を拒否するケースには、オンライン相談や講座が有効 

・外出自粛や休校になった場合の、要保護児童等の安全確認について検討 

【成人、高齢者等】 

・オンラインを活用した情報発信。健康講座やウォーキングなどの個人や少人数でする住民主体の健康づくり。 

・高齢者が出かける温泉やジムで健康教育や健康相談ができるように働きかけ 

・ひきこもりの実態調査、ひきこもり相談件数の集約（時期は未定） 
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問 6 新たな健康課題に対し実施した事業等があれば教えてください 

【母子保健関係】 

・幼児健診は 10月から集団から個別(医療機関委託)に切り替え 

・養育支援訪問事業を通じて把握した、育児疲れを抱えている保護者の負担軽減のため、子どもの調理活動や

戸外活動等を複数回実施 

・要保護児童等の安全確認のため、8～12月に 40地区の民生児童委員協議会に参加し、今後の協力を依頼し連

携強化を図る。 

・自宅でできる運動の紹介として、広報紙の掲載や広報番組、CATVで動画を放映。 

 

松山市里帰り困難妊産婦への育児支援サービス費用助成事業 

内容：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、県外への里帰りが出来なくなった妊産婦 

が、産前 8週から産後 6か月までの間に、民間団体等で育児支援サービスを利用す 

る費用を補助する。（10月開始：9月補正予算） 

 

オンライン育児講座・育児相談 

内容：新型コロナウイルス感染症で外出を控えていたり、遠方で講座に来られない妊産婦 

   と 1歳未満の乳児の保護者を対象に、オンライン会議システムを利用した育児講座・

育児相談（事前予約制）を実施。（10月開始：9月補正予算） 
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Ⅲ 市町 

問 1.新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う地域保健活動への影響について 
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Q2.コロナ禍で保健活動を行うにあたり、困ったことがあれば教えてください。 

【全体】 

(1)体制 

・通常業務に加え、コロナ対応業務の増加（対策本部会議、関係機関、関係課との調整、物品調整等）による 

負担。 

・3～5月頃、国や県の方向性により、その後の保健活動への対応や、感染予防策の準備、調整、コロナ禍で 

の手順書作成等、非日常業務への対応。 

・庁舎内、職員、自治体保有の各種施設等に対する対応方針の検討や決定に関する負担。 

(2)職員の健康管理 

・自身の体調管理、自身が感染源にならないよう、日常生活上での行動制限 

・市民の不安に適切に対応するためのストレス 

・必要な家庭訪問等による住民への感染及び職員への感染の不安 

(3)住民対応 

・コロナに関する知識不足と状況が変動する中での、市民からの様々な相談への対応 

・住民のコロナに対する不安が強く、事業を再開後もその対応に苦慮。 

・電話相談の増加。感染拡大期は訪問を控えたため、対象者と距離ができた。 

・コロナ予防の 3密回避について住民に呼び掛けたが、伝わりにくかった。 

・県境で生活圏域が県外のため、医療機関の受け入れ等で混乱があった。 

(4)物品の確保 

・国等から支給される感染症対策物品の配布、報告などへの対応。 

・衛生資材(マスクや消毒液、非接触型体温計など)が不足、商品の納入不可などにより、確保に苦慮。消毒液 

などは備蓄物品を活用するも、長期化により物品が枯渇。消耗品費の増加 

(5)事業実施について 

①実施にかかる判断、調整等 

・国内、県内の感染拡大の状況が変化する中、各種保健事業の中止、延期、再開の決定、優先順位の判断に

ついて、自治体としての実施方針を決定するために必要な情報の収集、方向性の模索・検討などに時間と

労力を費やした。 

・年間の事業計画の見直し、日程調整、会場や予算の確保（補正対応、交付金対応事業の検討など）、付随

する事務の増大 

・健康教育など多人数の事業、飲食を伴う調理実習、予防目的の事業は実施が困難。 

・事業目的を再確認するよい機会にはなった。 

②事業実施時の対応 

・検温や直近 2週間の行動歴、体調管理の確認などへの対応 

・会場や机のアルコール消毒等の対応 

・三密回避の工夫（時間調整や人数制限）、準備や段取り、事前説明への対応 

・健診の従事者は増員で対応、事務職などの応援も要請 

③対象者、関係者への対応 

・事業対象者への連絡業務（電話やはがき）の増大 

・各種事業の日程変更等について、対象者、講師、雇上げスタッフなどへの周知、医師会等関係機関との調
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整困難 

・関係機関との感染対策への認識の違い 

【母子保健関係】 

・４か月健診は個別に切り替え、直接面接したい保護者にも電話対応となり、フォローのタイミングの遅れ 

・健診や相談事業の延期により、子供にとって適切な時期に健診できるか課題だった。（母子の健康管理、 

疾病の早期発見への影響が心配） 

・保護者のコロナに対する不安が強く、療育につながらなかったケースあり。                                                                                                                                                                   

・育児不安の増大が懸念され、早い時期の母子保健活動の再開が課題だった 

・5月以降、法的根拠のある乳幼児健診や母子保健事業は感染予防に留意し実施（対象者数が少ないため）。 

・乳幼児健診等の日程変更のため、対象者への電話連絡と同時に相談対応。 

・対面での相談活動が基本で、業務を縮小したことによる積み残しがあり、活動再開後も申込みから相談ま 

で待機状態 

・県外から転入・里帰り妊婦に対しての相談対応（医療機関受け入れ等の相談） 

・予防接種等への問い合わせ数が殺到 

・グループワークを個人ワークに、集団健康教育は個別支援へと、工夫して実施したが効果が減少。 

・コロナの影響で、他者との接触を控える保護者もいて、赤ちゃん訪問や、その後の来所相談も拒否するケー 

スあり。連絡を取るのも困難 

・母の精神状態が不安定で、児童センターなどの利用や他の母親との交流を勧めるが、コロナを理由に、ずっ 

と家に閉じこもる方がいた。どのような支援方法がいいのか。 

【成人、健康づくり関係】 

・健診時に実施していた腹部超音波検診は年度内中止。歯科衛生士による歯科歯周病相談でのペリオスクリー

ンは中止。 

・医師会に依頼して、7月から月 1回計画していた健康教育は、出務がかなわず調整中。 

・健康づくり計画推進委員会（7 月）は書面開催となり、意見集約や調整に手間取った。中間評価の健康指標

をとる予定であった県民健康調査も実施されず、評価指標の変更を余儀なくされた。 

・グループワークを中止し、参加者同士の交流が難しくなった 

・健診と相談を別日程に変更したため、相談者が減少。 

・通所先によって感染予防対策の認識の違いで、参加者間でのトラブル対応に苦慮 

・今年度から老成人健診後、国保の重症化予防事業を始めているが、受診者数が少ないため、対象者も少ない

のではないか。 

・食生活改善推進協議会の研修で、健康課題にあわせたレシピ等も配布したが、実際作った人は少数。実際に

調理して、試食をすることが行動化には不可欠。 

【高齢者】 

・家族が県外在住や感染流行地域の滞在歴があった場合、2週間は医療機関の受診ができず、調整が困難。 

・各所属機関の方針により事業への協力が得られにくくなった。 

・夏場に換気することで室内温度が上昇し、高齢者の体調が心配された 

・外出自粛で閉じこもりがちになる方もいる。感染予防対応とフレイル予防の両立について具体的な情報提供

が必要。 

・デイサービス等の中止により、高齢者の介護予防や社会参加の妨げ。 
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【障がい者関係】 

・必要な訪問は感染予防に配慮し実施したが、相手が拒否の場合は別の手段で対応 

（福祉サービスや手当の認定に必要な場合や虐待等で急を要する訪問等） 

・精神障がい者は、サービス利用が制限され不調な方がいたが、頻繁な訪問もはばかられ心配した。 

・元々不安定な方がさらに不安定になり、精神保健分野での対応が増えた。 

【避難所対策】 

・出水期でのコロナに配慮した災害の備えや、避難所開設について新たな対応が必要 

・災害時の発熱者専用避難所（非公開）の開設について、場所の選定や役割分担などを決めることに苦慮。 

・避難所開設時の、発熱者等専用とコロナの濃厚接触者等のスペースの区別について     

 

Q3.コロナ禍でうまく工夫して行った事業等があれば教えてください。 

【全体】 

(1)体制的な工夫 

・全ての事業において感染防止対策を協議し実施。事業の手順書を作成し情報共有。 

・対応時期が年度末～年度初めだったため、先を見越しながら事業をまとめ実施。 

・コロナの相談対応は、患者発生経験のある市町から情報を頂き、マニュアルを作成。 

・庁舎内で、日直宿直者とも情報共有し、相談等のもれがないよう協力した。 

(2)事業実施時の基本的な対応 

・事前に案内文書で注意事項を記載、健康観察票等の配布。 

・非接触型体温計による検温・体調チェック、アルコール消毒、マスク着用、手袋着用 

・会場は広めの部屋を使用、窓を開け換気、距離をとった配置、動線に注意。ポイントにスタッフを配置。受

付時間の分散で混雑を避け、滞在時間を短縮 

・会議は時間短縮と出席人数の制限 

【母子保健事業関係】 

①健診等、集団への対応 

・健診回数の増加、受付時間を区切り、少人数での対応。完全予約制。 

・事前に健診アンケートを提出（返信用封筒準備）し、地区担当保健師による成長の確認と健診当日の時間短

縮ができた。必要な支援にスムーズにつながった。 

・パパママ学級の中止により、沐浴実習などの時間を区切り、少人数で対応。 

・離乳食講習（栄養士主体）は、試食を栄養士が調理し、30分に短縮して実施。 

・歯科診察では、使い捨てガウンを準備。計測、歯科、小児科診察など児を寝かす場合、保護者持参のバスタ

オルや使い捨てシートを使用。 

・乳幼児に対する感染予防対策…保護者が安心して事業に参加できるための対策 

（距離をとる方法、おもちゃの使用と使用後の消毒など） 

・物資が手に入らず、コストもかかるため、エプロン作成等で代用 

・母親学級を中止した産婦人科が多い中、感染対策を行いながら実施した。妊婦や家族から「コロナ禍でも学

べる機会があってよかった」と喜ばれた。 

②個別への対応 

・集団健康教育から個別相談に変更 
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・4か月児相談は、4～5月は保健師が手分けをして対象児の保護者に架電し、相談の中止を伝え、家庭での様

子確認や困りごと相談に対応。→事業再開時の参加率が高く、参加者の協力が得られた。 

・3～5月まで幼児健診は中止、乳幼児相談は希望者への個別対応。 

・県外から転入・里帰り妊婦に対しての相談対応（医療機関受け入れ等の相談） 

★動画、WEBの活用 

☆健康教育として、活動自粛の時期に子育てに関する動画を作成し配信 

☆離乳食教室の代わりに、「離乳食の作り方」の動画を作成し、自治体のホームページと専用アプリに掲載。 

☆オンライン健康相談：6/15開始。公式 LINEを使用し妊産婦、乳幼児の相談対応。 

☆オンライン健康教育:ウェブ会議用システム Zoomを使用した集団健康教育。オンライン妊婦のつどいを開催

予定。多胎児を育てる親子のつどいでは、外出に多大な労力がかかるため、オンラインで行うことによる手

軽さが好評のため、今後も実施予定。 

 

【特定健診、健康づくり事業関係】 

①集団対応 

・老成人健診は、感染予防に留意し、受付時間の延長や広い会場を使用、時間短縮（当日の保健指導の中止） 

等工夫し実施。人の動きが一方向になるよう動線を確保 

・ウォーキング推進事業（ウォーキング大会）から健康プログラム事業（個別で取組める運動）を新規実施 

・調理実習は人数制限や品数を減らし、調理も簡素化 

・食改事業等で、フェイスシールドを使用し、講話を実施。調理実習はせず、テーマに合わせて市販の食品を

使用して啓発 

②個別対応 

・事業は優先順位をつけて実施し、スタッフの削減 

・個別相談は広い部屋で換気を徹底して、タイムリーに相談対応した 

・健診結果報告会では、対面指導の必要な対象のみを呼び出し、個別で対応 

・健康相談会（予約制）は、予約時間×予約人数を調整。希望者は電話で相談対応 

・R元年度末の健康講座は、委託先の事業所と相談し、座学や測定会を中止し、講演資料を郵送して対応。 

・健康マイレージ事業に「イベント期間」を新たに設けた。 

★動画配信等 

☆医師会委託の在宅緩和症例検討会（月１回）は、オンラインで実施し参加者が増加。 

☆講演内容を録画し、CATVで放送、自治体公式 YouTubeで公開。広報紙にも講演の内容を要約して掲載。 

☆自治体のホームページや広報紙に相談先や健康づくりの情報発信 
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【高齢者関係】 

・健康長寿地域拠点づくり事業（通いの場づくり）；新しい生活様式を取り入れ感染対策を徹底するために、全

拠点の世話人等へ掲示物として感染予防対策の具体的な実施方法を示すことによって安全な拠点運営へと

つながった。指導事業者や包括職員も訪問時には適宜指導を行った。 

★動画、WEBの活用 

・医師の講演を録画して講演会開催。 

・医療・介護従事者向け研修会は WEB開催 

・介護予防体操の DVDをＣＡＴＶで定時放送。 

・ケアマネやデイサービス事業所等にもＤＶＤの活用やケアプランへの位置づけ 

 

【避難所対策】 

・コロナ禍における避難所の開設（濃厚接触者受け入れ施設の決定）、対応方法について、関係各課や学校担当

者と感染症対策を検討し準備。連携強化。 

→避難所開設対応マニュアルの見直し、小学校等避難所施設の各部屋の使用場所や方法の検討・すり合わせ

など。不足する備蓄物品の検討や新規の補充・購入、 

・一般避難所と福祉避難所の受け入れ対応の整理や見直し 

 

Q4.コロナ対策をする中で気づいた新たな健康課題があれば教えてください。 

【全体】 

・平時からの自己の健康管理、感染予防対策、職場における感染予防対策 

・人との交流不足による、精神的不安の増強、うつ予防対策、自殺の増加 

・高齢者等の意欲低下、筋力低下等の廃用症候群、介護予防 

・健診の受診控え、予防接種・疾病等医療機関への受診控えによる個人の健康へ影響、感染症の蔓延の恐れ、

社会の風潮の変化 

・感染者に対する風評被害、個人の危機感や考え方の違いによる心的な軋轢。 

・非正規雇用者が生計を立てている家庭では、経済的な不安定さがさらに強まり、健康や子育て、心理面への

影響が大きい。 

・感染対策のための事業従事スタッフが増加し、窓口対応や電話対応に支障あり。 

・縮小事業が少ないため、効率を考えて対応しなければ職員が疲弊。 

・災害時要援護者に対する情報提供（感染防止に留意した避難物資の準備、避難所での過ごし方等） 

【母子保健関係】 

・自粛生活で母子の孤立や育児不安などが増大→育児不安、虐待予防への対応 

・コロナ離婚が多く、新たな家庭環境での子供たちへの影響が心配 

・育児中の方は外出を控えている家庭も多く、こどもの発達上必要と思われるサービスや支援を受けることが

できていないケースがある。 

・乳幼児健診で、対象者同士の距離をあけ、保護者は 1家庭 1名と入場制限をしたところ、子育ての難しさが 

ある家庭が顕著となった。（保護者一人で外出が困難など不器用な事例等） 

・健診では、限られた時間の中で困りごとをうまく引き出す必要があった。 

・緊急事態宣言中は、乳幼児健診を見合わせ、時期をずらして実施→保護者の心配事にタイムリーに対応する
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ことが困難なケースがあった。 

・支援センターも少人数の予約制になっているため、他の母親と関係を築いたり、スタッフに相談希望がある

人が利用できず、母親のメンタル不調の一因になってしまった 

・報道で、家族に基礎疾患があるため、家族に感染させないよう自主休校している児童生徒がいることを知っ

た。当市の状況把握と家族のこころの健康状態について、学校と連携しての支援が必要。 

・子育て支援など集まる場の閉鎖、健康教育やつどいなど交流できる事業の中止による不安や孤立。困った時

に SOSを出せる関係性が大切。 

・家庭で過ごす時間が多くなり、保護者のストレス、育児家事の負担増加。ストレス発散方法がなく家族関係

の悪化。 

・他人と関わる経験が不足している親子が増えている。（部屋に入れない子ども、子どもへの対応に困ってい

るが相談できない母親など。） 

・学校の休校で、スマホ、ゲーム等の利用が増え、依存症や視力低下の問題。 

・マスクをつけることで、子どもの表情理解の発達への影響。 

・「こころの相談」等メンタル面での支援強化。 

【成人、健康づくり事業関係】 

・特定健診やがん検診の受診率が低下。 

・健診が延期のため、病気の発見が遅れ、医療費増大へとつながる可能性。 

・特定健診時のうつスクリーニングで、コロナ不安で数値の高い人が把握でき、支援につながった。 

・特定健診の結果、中性脂肪、LDL コレステロール、高血糖者が見られた。外出を控えた期間に食生活習慣の

乱れ（休日や夜の学食を控えテイクアウト、間食、飲酒、運動不足）が影響していると考えられる。家庭で

の料理の見直し 

・外出自粛により地域活動やコミュニティの活動が低下し、個人の活動量が減り心身共に機能が低下するリス

クが懸念される。（フレイル予防）。 

・病院等でクラスターが発生すると、定期受診や治療が困難になる可能性がある。 

・仕事が減り、経済的不安の増大 

・ コロナ禍のなかでのストレス対処方法やコミュニケーションなどメンタルヘルスの周知啓発 

・ 休日急患センターの利用者が減少。 

【高齢者】 

・閉じこもりがちの生活となり体力の低下、認知機能の低下に繋がる。フレイルの進行。ストレスの増大。 

・８月に社協と協働で独居高齢者にコロナ禍での生活や健康状態等の調査を実施。その中で体力・気力の衰え、

不安、孤独などの声が多く聴かれた。 

・病院受診も控え、少し体調が悪くても我慢する人が増えた。 

・高齢者が直接会わずに他者と交流することの難しさ 

・高齢者は周知手段が限られている人が多く、正確な情報の取得が難しい 

・遠方の家族との情報共有の図り方等、電話のみの情報で高齢者の把握が困難。 

【障がい者】 

・障がい者が感染した場合の人権や差別事象があった場合、傷害・犯罪に関する事象の増加があった場合、障

がい者への普及啓発活動はどうあるべきか 

・判断能力に問題がある場合、感染予防対策への理解が困難。 
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・外出自粛期間は、精神的な病気の方が不安定になり、問い合わせが増加 

・本人をはじめ、本人を支える家族の心理的負担；息抜きの時間がない、本人との面会を制限されているのが

寂しいなど 

                      

Q5.新たな健康課題への対策や事業の実施等について、今後を見据えて考えていることを

教えてください。 

【全体】 

・来年度の事業は、新しい生活様式を取り入れた内容に変更。健診等は予約制と時間割振りを継続。実施可能

な参加人数で実施。 

・健診や健康相談、集団教育の場で新たな健康課題に対する普及啓発 

・感染症予防や災害に関する正しい知識、正しい行動について日々の保健活動で実施 

・「新しい生活様式」での活動、健康づくりの推進（自助・共助・公助・互助） 

・自宅や個人で取り組める健康づくりメニューの提案、普及 

・地域交流活動の展開方法（関係各課、関係団体等との連携強化の重要性） 

★オンライン等の活用 

・タブレットを活用し、リモートによる妊婦・母子相談 

・関係機関とのオンライン会議（ケース会議）や相談受付 

・ＨＰ、ＳＮＳ等を活用した情報配信で啓発 

・インフルエンザなどの感症の流行期を見据え、オンラインの事業を継続実施 

・タブレットを用いることで業務のスリム化（その場で記録） 

・オンラインによる研修会、情報共有の会 

 

【母子保健対策】 

・母子手帳交付数の減少（コロナの関連はわからない） 

・ひとり親への支援 

・乳幼児健康相談の感染症対策を踏まえたよりよい実施について利用者アンケートの実施。 

・自主休校している児童・生徒の実態把握と学校と連携しての児童生徒と家族の支援 

【高齢者対策】 

・介護予防教室で従来のプログラムに加えて他者と交流する大切さを伝えたり、ソーシャルスキルとしてスマ

ホの楽しみ方やメールなどの通信手段を紹介 

・ 通いの場では要フォロー者の把握を行い、包括と指導事業者間で情報を共有 

【精神保健対策】 

・こころの健康に関する相談体制の整備、相談日数の増加 

 精神科医師による心の健康相談に加え、公認心理師等による相談を拡大 

・相談窓口の普及啓発 

・自殺対策事業の更なる施策 

【地域づくり】 

・周辺地域の感染拡大状況に留意しつつ、人と人とのつながりを保てる地域づくり 

・孤立化の予防、一人ひとりに寄り添った支援 
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・電話だけでなく対面での相談により不安の解消に努める 

・集まらなくてもお互いを見守れる「ながら見守り」を広める活動 

・コロナ禍での災害を想定した避難所運営訓練（住民組織を対象にＨＵＧを行う予定だったが、グループワー

クとなるため中止し、役員や防災士を対象に講演会を実施予定） 

 

Q6.新たな健康課題に対し実施した事業等があれば教えてください。 

(1)自治体ホームページ、広報、折込チラシ、防災無線、地元 CATV、Facebookの活用 

・新型コロナウイルス感染症に関する健康情報や相談窓口に関して、広報や折込チラシ、ホームページ、CATV

などで随時啓発。 

・認知症予防、筋力低下予防等ため、体操の動画を地元ＣＡＴＶで配信 

・感染症予防、運動、食生活、ストレス、受診方法、親子遊び、手作りマスク等の情報について周知。 

(2)オンラインの活用 

・いつでも相談（24時間いつでもメッセージ等で相談内容を質問できる。） 

・遠隔健康相談事業（産婦人科・小児科）⇒R2年 10月より実施 

 コロナ禍で既存の事業では届きにくい不安や多様化したニーズに対応するために、いつでも気軽に相談でき 

るオンラインを活用した相談事業を実施。 

・予約制相談（スマホのラインや電話でのビデオ通話等で産婦人科医や小児科医等と直接相談ができる。18時

～22時） 

(3)関係機関との連携 

・全保健師(保健・福祉分野)に対して、感染症認定看護師による「新型コロナウィルス感染対策研修会」を実

施。 

・人権への配慮について、民生委員や行政協力員、地区組織リーダー等にチラシを配布 

・保育所、児童クラブ、事業所等に感染症予防策についてチラシの配布や対応の支援。 

・避難所運営について、防災対策課と検討。 

(4)工夫した対応 

・幼児健診は、10月から集団健診を個別健診(医療機関委託)に切り替え 

・心の相談日を設けて相談できる体制整備。 

・特定健診時、うつスクリーニングの実施。 

・感染予防を講じた料理教室（災害時と併用で試食有り、会食無しの事業） 

・妊婦や未就園児など電話連絡による状況確認。 

(5)衛生用品の配布 

・妊婦や透析患者、障害者、児童・生徒等に対してマスクを配布。 

・医療機関、関係機関、町施設等への消毒液等の衛生用品を配布。 
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まとめ 

 

今回のアンケート結果により、県内の保健所・心と体の健康センター・市町では、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けながらも、保健活動の実施に前向きに取り組む様子が伺えた。 

事業の延期や中止の判断を迫られる一方で、日頃、実施してきた事業の優先度を見直し、予

約制や時間短縮による調整、集団から個別への移行、電話相談の充実、動画配信の活用など工

夫しながら、住民の健康を支援していた。 

また、感染防止対策と相反して起こる、外出自粛による育児疲れや健康状態の悪化、高齢者

のフレイルなど、新たな健康課題への気づきもあり、それに対する支援策として、オンライン

による会議、相談、健康教育や、YouTube や CATV 等を活用した動画配信なども生まれていた。 

新型コロナウイルス感染症という危機的事象は、従来実施してきた事業のふり返りを行い、

必要な事業を効果的な方法で実施し、自ら発信できない住民へのアプローチ方法を検討し、今

後の活動のあり方を考える機会になっていたことがわかった。 

未だ終息の見込みはたたない状況であるが、今後も、公衆衛生従事者として、住民の健康課

題をとらえ、工夫を凝らしながら必要な支援を行っていく必要性を感じた。 

 

謝辞 

今回のアンケート調査にご協力頂き、たくさんのコメントを残してくださった関係者の皆様

に、心から感謝申し上げます。 
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令和２年度地域保健研究集会事前アンケート 

「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大に伴う地域保健活動への影響等に関するアンケート 

 

機関名（〇〇市町・〇〇保健所・心と体の健康センター） 

 

１．新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う地域保健活動への影響についてお伺いします。 

【最も影響が大きかった時期】 

 複数選択可（該当箇所に〇を入れてください） 
具体的な状況 

現行通り 中止 縮小 Ｗｅｂ その他 

相  談       

家庭訪問       

健  診       

健康教育       

ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援       

研 修 会       

会  議       

イベント       

会議・研修

会への出席 

      

その他       

自由意見 

 

 

【現在】 

 複数選択可（該当箇所に〇を入れてください） 
具体的な状況 

現行通り 中止 縮小 Ｗｅｂ その他 

相  談       

家庭訪問       

健  診       

健康教育       

ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援       

研 修 会       

会  議       

イベント       

会議・研修

会への出席 

      

その他       

自由意見 
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令和２年度地域保健研究集会事前アンケート 

２．コロナ禍で保健活動を行うにあたり、困ったことがあれば教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

３．コロナ禍でうまく工夫して行った事業等があれば教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

４．コロナ対策をする中で気づいた新たな健康課題があれば教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

５．新たな健康課題への対策や事業の実施等について、今後を見据えて考えていることを教えて

ください。 

 

 

 

 

 

 

６．新たな健康課題に対し実施した事業等があれば教えてください。 

 

 

 

 

 

 

～ご協力ありがとうございました～ 
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■メイン企画 

 

テーマ『新型コロナウイルス感染症について』 

関連演題：６題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



新型コロナウイルス感染症発生による 

働く世代の生活習慣等の変化と保健所からの情報発信について 

 

○ 小野志保 岡本彩 吉岡佳奈江 三好里恵 青野桂子 廣瀬浩美（今治保健所） 

 
はじめに 

 2019年12月に新型コロナウイルス感染症（以下「新
型コロナ」）が中華人民共和国湖北省武漢市において
発生し、日本だけでなく世界規模で未知の脅威にさ
らされることとなった。感染拡大を防ぐために、休
業や外出自粛が要請され、日常生活や経済活動は大
きな影響を受け、保健所が従来行ってきた、企業の
安全衛生担当者の研修会や、働く世代を対象とした
健康教育を開催することが難しくなった。 
今治保健所では、「職域の健康づくり応援事業」や

「愛顔のＥ－ＩＹＯプロジェクト」として、企業に
おける健康づくりに関して、研修会の開催や働く人
の健康づくりを応援する“愛顔のけんこう応援レタ
ー”（以下「応援レター」）をメール配信する等、様々
な支援を行ってきた。その中には、国内はもとより
海外と取引のある企業も多く、感染対策のための環
境整備や体調管理に関する相談が保健所に多く寄せ
られるようになった。 
そこで、「新しい生活様式」の実践が求められてい

る働く世代において、日常生活の中の新型コロナに
おける感染対策や生活習慣等の変化に関する実態や
ニーズ等を具体的に把握するため、企業の労働者に
対してアンケート調査を実施し、保健所からタイム
リーな情報発信等に努めたことを報告する。 
 

方法 

対象  ：管内の協力企業３社の労働者（表１) 

調査時期：令和２年６月５日から７月31日 

方法  ：留置調査  

内容  ：基本的感染対策、食生活・生活の変化等 

表１ 対象者と回答状況 

協力企業 対象者数 回答者数 割合 

Ａ 
 55人 

男51,女4 

55人 

男51,女4 
100.0％ 

Ｂ 
19人 

男16,女3 

19人 

男16,女3 
100.0％ 

Ｃ 
347人 

男291,女56 

290人 

男237,女48,不明5 
83.6％ 

計 
421人 

男358,女63 

 364人 

男304,女55,不明5 
86.5％ 

アンケート全体の回答率は、86.5％であった。 

結果 

 「基本的感染対策の変化」では、「マスクの着用」

は90.9％、「体温測定や健康チェック」は83.2％の者

が「増えた」と回答していた。（図１） 

図１ 基本的感染対策の変化（n=364） 

「食生活の変化」では、「家庭調理」25.0％、「中

食」20.1％、「加工食品」16.5％、「間食」11.3％「食

事のバランス」5.8％の順で「増えた」と回答した者

が多かった。 

一方「共食（誰かと一緒に食事をする機会）」は、

49.7％の者が「減った」と回答していた。（図２） 

図２ 食生活の変化（n=364） 

43.7%

66.5%

83.2%

90.9%

54.1%

31.9%

12.6%

7.4%

0% 50% 100%

働き方

手洗い

健康

チェック

マスク

増えた 変化なし 減った 習慣なし 無回答

キーワード 新型コロナウイルス感染症、働く世代、生活習慣等の変化、地域・職域連携、健康経営 

4.4%

4.7%

5.8%

11.3%

16.5%

20.1%

25.0%

40.7%

53.0％

87.6%

68.1%

73.9%

66.2%

71.4%

49.7%

4.7％

3.8%

6.6%

3.0%

6.9%

1.9%

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

共食

糖入り飲料

食事の

バランス

間食

加工食品

利用

中食利用

家庭調理

増えた 変化なし 減った 習慣なし 無回答

演題番号１
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「生活の変化」では、「ストレス」については38.7％、

「体重」は22.3％の者が「増えた」と回答していた。 

一方、「お酒」は「増えた」8.5％「減った」11.5％、

「睡眠時間」は「増えた」5.8％「減った」6.0％と、

大きな特徴はみられなかった。（図３） 

図３ 生活の変化（n=364） 

 

「どのような時にストレスを感じるか」の内容は

（複数回答）、「仕事」49.2％、「新型コロナ関係」

32.7％、「経済状況」23.1％の順であった。（図４） 

 
図４ ストレスの内容（n=141）：複数回答 

 

考察 

コロナ禍における働く世代に対して取り組むべき

新たなポイントは次のとおりである。 

「基本的感染対策」として「マスク」「体温測定や

健康チェック」は、大多数が取組みを強化しており、

「手洗い」についても繰り返し重要性を啓発する必

要がある。  

「働き方」は、今回、屋外作業が中心の企業もあ

り、企業から職場や生活の場面で「三つの密」をで

きる範囲で回避する行動を促したい。 

「食生活の変化」では、「家庭調理」や「中食」の

利用が増加していた反面、体重増や共食（誰かと一

緒に食事をする機会）の減少があり、コロナ禍によ

る「巣ごもり」生活の中、運動不足や適正体重の維

持、家庭内での感染予防を考慮した食事場面の知識

の普及に取り組む必要がある。 

「生活の変化」では、４割弱の者が「ストレス」

が増えたと感じており、仕事や新型コロナ、経済へ

の先行き不安が背景としてあり、セルフケア・ライ

ンケアをはじめとしたメンタルヘルス対策にも対応

する必要がある。 

協力企業の担当者からは、ＩＴなど新しい働き方

を導入した企業では、「環境整備は整ったが今後の情

報共有やコミュニケーションが課題である」との一

方、労働体系を変更できずＩＴ化も難しい企業では、

「働き方や職場環境の変化はないが、新型コロナに

よる今後の生き残りを迫られ、企業全体の不安が高

まっている」との危機感がみられた。 

全ての協力企業で、刻々と変化する新型コロナの

情報を入手・更新することの難しさの訴えに対し、

保健所から事業所等に定期配信していた「応援レタ

ー」を臨時号として増便し、配信事業所も拡大した。

（Ｒ２年度の配信（12/7現在）：25回、283事業所） 

なお、「ストレス」が大きく増えた協力企業に対し

ては、管内のメンタルヘルス相談先一覧を社員に配

布し、保健所の個別相談事業の紹介を行った。 

 

まとめと今後の展開 

新型コロナは、国内においても増減を繰り返しな

がら感染拡大してきており、ワクチン開発の情報も

あるが、感染予防と経済の両立の中で、職場や日常

生活では常に緊張状態が続いている。 

今回、新型コロナが発生したことにより、従来の

個人や企業内だけではなく、「職域においても家庭・

地域を含めた健康づくりが重要である」との共通認

識を、短期間で持つことができた。 

今回のような状況下においては、ひとりひとりが

職場や家族を守る行動がとれること、問題に向き合

うことができる職場や地域づくりに、企業と保健所

が一丸となって取り組むことが何より重要で、職域

保健と地域保健のさらなる連携に努めたい。 

また同時に、企業が今後起こり得る様々な健康リ

スクに備えるためには、健康危機管理対応力や社員

一人一人のヘルスリテラシーを向上させることが重

要であり、「健康づくりはコストではなく、将来への

投資である」という「健康経営」の考え方を一層浸

透させてゆくことに努めるとともに、「応援レター」

を通じてそれぞれの企業の状況に応じた健康づくり

支援を多方面から行っていきたい。  

3.0%

8.8%

15.1%

17.6%

19.2%

23.1%

32.7%

49.2%

97.0%

91.2%

84.9%

82.4%

80.8%

76.9%

67.3%

50.8%

0% 50% 100%

その他

心身

家庭

人間関係

生活環境

経済状況

新型コロナ

仕事

あり なし

3.6%

5.8％

8.5%

22.3%

38.7%

25.1%

83.0%

52.7%

62.4%

49.7%

5.2%

6.0%

11.5%

7.7%

1.6%

65.6%

26.9%

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

たばこ

睡眠

お酒

体重

ストレス

増えた 変化なし 減った 習慣なし 無回答

演題番号１
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新型コロナウイルス感染症発生による 

特定給食施設等の変化に関するアンケート調査について 

 

○岡本彩 吉岡佳奈江 小野志保 三好里恵 青野桂子 

桑原祐子 田坂由里 福田正幸 宇都宮一枝 薦田洋司 廣瀬浩美（今治保健所） 

 

はじめに 

 今治保健所では、特定給食施設等栄養指導事業に
おいて、これまで特定給食施設等（以下「施設」）給
食・栄養管理従事職員を対象に研修会を開催し、衛
生管理と栄養管理について必要な知識の啓発や情報
提供を行うなど、人材育成に取り組んできた。 

 しかし令和２年１月下旬以降、新型コロナウイル
ス感染症（以下「新型コロナ」）の影響により、従来
型の研修会の開催を中止せざるをえなくなったため、
各施設における新型コロナの対策等についてアンケ
ート調査を実施し、管内施設の状況と課題を取りま
とめ、その結果を共有することにより施設内対応の
資質向上を図ったので報告する。 

 

方法 

１ 対象：今治保健所管内の特定給食施設等136施設 

表１ 対象施設 

施設の種類 施設数 

病院 28 

高齢者施設関係 等 38 

学校 24 

児童福祉施設（保育所等） 41 

その他（寄宿舎等） 5 

計 136 

２ 調査期間：令和２年６月25日から７月15日 

３ 方法：郵送または電話による聞き取り調査 

４ 調査項目：基本的感染対策（共通） 

衛生管理業務（共通） 

栄養管理業務※１（その他施設を除く） 

※1 施設の種類ごとに質問項目を設定 

 

結果 

１ 回収状況 

全施設から回答を得た。（回収率100％） 

２ 集計結果 

 基本的感染対策では、「体温等の記録」76％、「事

務室等の換気」70％、「こまめな手洗い等」62％、「マ

スクの着用」54％が「強化した」と回答した。一方、

「時差出勤」34％、「密集を避ける」12％、「緊急時

の対応方法」10％が「実施なし」と回答した。（図１） 

 
図１ 基本的感染対策（n=136） 

 衛生管理業務では、「厨房内の消毒」50％、「厨房

の換気」37％が「強化した」と回答した。一方、「納

入業者の体調確認（検温等）」43％、「納入前の業者

の手洗い等」29％が「実施なし」と回答した。（図２） 

 

図２ 衛生管理業務（n=136） 

栄養管理業務（施設の種類別）では、病院は「病

棟訪問」「個別指導」でのマスク着用や手指消毒を６

割以上が「強化した」とし、「集団指導」については

3%

18%

20%

32%

54%

62%

70%

76%

63%

82%

68%

57%

46%

38%

29%

24%

34%

12%

10%

1%

1%

1%

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

時差出勤

マニュアル変更等

密集を避ける

緊急時の対応方法

マスクの着用

こまめな手洗い等

事務室等の換気

体温等の記録

強化した 通常どおり 実施なし 無回答

23%

29%

37%

50%

35%

41%

61%

49%

43%

29%

2%

1%

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

納入業者の

体調確認

納入業者の

手洗い等

厨房の換気

厨房内の消毒

強化した 通常どおり 実施なし 無回答

キーワード 新型コロナウイルス感染症、給食施設、衛生管理、栄養管理、人材育成 
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64％が「実施なし」と回答した。（図３） 

図３ 病院：栄養管理業務における対策（n=28） 

高齢者施設関係では、「手洗いの呼びかけ」を32％

が「強化した」と回答したが、「食事の座席配置」は

「実施なし」21％「通常どおり」68％、「個別の食事

提供」は92％が「通常どおり」と回答した。（図４） 

図４ 高齢者施設関係：栄養管理業務における対策（n=38） 

学校では、「食事の座席配置」93％「食事前の手洗

い」を92％が「強化した」と回答した。（図５） 

 

図５ 学校：栄養管理業務における対策（n=24） 

児童福祉施設では「食事前の手洗い」を44％が最

も多く「強化した」と回答した。（図６） 

 

図６ 児童福祉施設：栄養管理業務における対策（n=41） 

「新たに取り組んでいることや課題」（自由意見）

については、「食材納入時・納入後には、必ず換気を

する」「検収室がなく、業者の手洗いの場所もない。

調理場の扉を開けると外なので衛生管理に限界があ

る」「使い捨ての器等の用意はできているが、受渡時

の担当や環境、配膳ルートに課題がある」「調理員の

休憩室が狭いため、ソーシャルディスタンスをとる

ことが難しい」「換気の方法や手袋の使い方など、新

型コロナ対策では推奨されている事項も、食品衛生

の観点からみるとどうなのか」など、新型コロナの

発生により感染対策への意識が高まる一方で、対策

が容易でない現状に戸惑いや不安の意見があった。 

 

考察 

 今回の調査結果より、新型コロナの基本的感染対

策である、体温等の記録、換気、手洗い等、マスク

の着用は強化されていることが分かった。一方、納

入業者の手洗いや体調確認については、実施してい

ない施設もあり、職員も含めてウイルスを外部から

持ち込まない対策を行うことの重要性を啓発する必

要がある。 

 施設別では、全体的に高齢者施設関係において「強

化した」割合が低く、食事の座席配置や個別の食事

提供なども「通常どおり」が多く、新型コロナの重

症化しやすい高齢者施設においては、食堂等での感

染予防対策が難しく、患者発生時には集団感染のリ

スクが高い状況が伺えた。 

 一般的に会食の場面での感染や集団感染事例が多

く報告されており、個々の利用者や入所者の特徴に

応じた施設全体での対策が重要である。 

特に、食事の場面は、単に栄養をとるためだけで

なく、人とのつながりや心を潤す機会でもある。 

給食・栄養管理従事職員においては、給食の配膳・

下膳の際に、利用者と接する機会があり、食事中の

座席配置などのできる限りの工夫を行い、大声で話

さないことや手指消毒等を繰り返し伝えるなど、業

務として従事する調理や栄養面ばかりでなく、喫食

の場面での安全で楽しい食事の環境整備についても、

他の職員とともに協力して取組むことが大切である

ことを指導していきたい。 

 

まとめと今後の展開 

給食・栄養管理従事職員の業務は、多岐にわたる

が、管内施設における配置状況は多くが少数配置で

あり、情報収集や情報交換等も難しい。今回の調査

により他の施設の状況や課題の共有ができた。 

今後は、個々の施設の種類に応じた支援や指導を

継続し、施設全体の感染予防対策につなげていくと

ともに、生活衛生課や関係機関等と情報共有し、連

携しながら施設内対応の資質向上を図っていきたい。 
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強化した 通常どおり 減った 実施なし 無回答
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新型コロナウイルス感染症発生時における中予保健所の危機管理体制と役割 
○麓由香里 山田貴輝 弓達純子 竹内竜美 倉田朋子 三木優子（中予保健所） 

Ⅰはじめに 

2019年 12月中国湖北省武漢市を発端とした新型

コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)は世界に拡

大し、WHOは 2020年 3月 11日にパンデミックと認

定するに至った。 

日本では 2 月 1 日、COVID-19 は指定感染症とな

り、地域における健康危機管理、感染症対策の中核

的機関である保健所は、感染者へ入院勧告・就業制

限、消毒命令等感染症法上、二類相当の対応を求め

られた。 

また、3 月下旬から患者数が増加し、4 月 7 日改

正新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、改

正特措法）に基づき緊急事態宣言が発出された。 

本報告では、地方都市周辺を管轄する中予保健所

（以下、当保健所）の COVID-19 発生時の危機管理

体制を振り返り、危機発生時に、危機の性質に合わ

せ、患者発生以前から組織横断的にどう体制を確保

し、対応していったかを報告する。そのうえで、新

興感染症発生時の体制整備の特徴、危機発生時に果

たした保健所の機能と役割を考察した。 

 

Ⅱ保健所内の危機管理体制 

１平常時 

当保健所では、「中予地方局愛媛県現地新型イン

フルエンザ等対策本部要綱」に基づき、所長を対策

本部長、企画課長を対策本部副部長とした現地対策

本部設置のため準備を行っている。平時の備えとし

て年度初めに班編成(表 1)を行い、毎年訓練を実施

している。 

２初動期 

R2.2.10、現地対策本部を設置した。 

治療薬もワクチンも未開発で、未知のウイルスの

ため、住民もパニックとなり、マスク、アルコール

等の衛生資材も不足し、保健所への相談・問い合わ

せが急増した。これらの相談対応のほか、疑い患者

の受診調整、患者発生に伴う疫学調査、接触者の検

体採取、検体搬送、入院調整、患者搬送、濃厚接触

者及び検疫所依頼による健康観察、消毒命令、公費

負担に関する事務処理といった対応を、通常業務と

並行しながら行う体制づくりが急務となった。平時

から体制づくりは行っていたものの、既存の新型イ

ンフルエンザ対策のための組織体制では対応でき

ず、COVID-19の特性に合わせて改編を行った。(表

1：R2.2.10) 

特に、特定接種、ワクチン接種、抗インフルエン

ザウイルス薬の予防投与の役割は不要だが、潜伏期

間 2週間の健康観察が必要なこと等を考慮し、現地

対策本部会議で決定し所内全職員へ周知した。 

３県内事例発生期 

3 月 2 日県内初の感染事例が報告され、4 日には

松山市で初の発症事例が発生した。これに伴い 7日

から県内全地域を 24 時間対応する相談窓口が開設

され、17日の改正特措法成立に伴い、中予地方局対

策本部が設置された。 

現地対策本部会議で対応を確認する中で、患者搬

送車両及び検体採取場所の消毒が必要であり消毒

班を追加、疫学調査、検体採取、患者搬送にはそれ

ぞれに事前準備も含めたリーダーが必要という意

表１ 現地対策本部班編成 
新型インフルエンザ 
現地対策本部班編成 

COVID-19 現地対策本部班編成 
R2.2.10 

COVID-19 現地対策本部班編成 
R2.3.4 

対策本部長・対策本部副部長 対策本部長・対策本部副部長 対策本部長・対策本部副部長 
総務班 総務班 総務班 
医療検査班 医療対策班 医療対策班  

一般相談班 一般相談班 
感染症対策班 感染症対策班 

〇患者及び濃厚接触者対応班 
〇帰国者・接触者相談センター班 
〇疫学調査・検体採取・検体搬送・患者搬送班 
〇健康観察班 

感染症対策班 
〇帰国者接触者相談センター班 
〇疫学調査班 〇健康観察班 
〇検体採取班 〇検体搬送班 
〇消毒班 〇患者搬送班 〇運転班 

生活衛生・消毒班 
患者移送班 
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見があり、新たな班を編成し体制を見直した。(表

1：R2.3.4) 

また総務班に経過対応記録のためのクロノロ作

成の役割を追加し所内の情報共有のツールとした。 

COVID-19 の PCR 検査検体となる、鼻咽頭ぬぐい

液採取訓練を実施し、PPEの着脱や消毒手順につい

ても所内班員で確認した。 

 この時期、感染症対策係の定例業務である HIV検

査を予約制とし感染対策とともに、対応できる人数

をコントロール可能となるよう変更した。 

４管内患者発生期 

4月 1日、管内初の患者が発生する。年度初めの

転勤初日、しかも夜間であったが、人事が決定した

時点で班編成し、役割・担当も引き継ぎをしていた

ため、大きな混乱なく対応が行えた。 

 その後も感染者の増加に伴い、応援職員や会計年

度任用職員の雇用等により班員を充実するととも

に、実情に応じた改編を行いながら対応した。 

 

Ⅲ結果及び評価 

 感染が落ち着いた 9月 1日に所内全体で検証ミー

ティングを実施し対応の評価を行った。 

 総務班：所内連絡体制を一斉メールでスムーズに

情報共有できる体制が必要だった。医療対策班：資

材保管スペース確保に課題があり、局全体での検討

が必要である。一般相談班：24時間相談窓口の設置

により負担が軽減され、消毒や検体搬送用務に従事

できた。帰国者接触者相談センター班：応援職員は

ありがたいが変わるたびに引継ぎ（状況説明等）を

するのが困難なため、継続性のある人がよい。疫学

調査班：班員が他班も兼務しており複数事例が出た

場合の対応が必要である。健康観察班：検疫所の観

察者はメールでの観察があるため、土日などネット

環境に対応したパソコンが必要である。検体採取

班：感染管理と人権保護のための動線確保が必要な

ため兼務の多い保健師以外の職種での人員応援が

検討課題である。検体搬送班：検体梱包までを医療

機関でしていただくと専門職以外でも搬送可能な

のでお願いしたい。消毒班：所内マニュアルにて対

応人員を増やす準備をしている。患者搬送班・運転

班：保健師が必ず同行することで患者支援、感染管

理、連絡調整ができスムーズである。 

各班から活動の振り返りと課題の共有を行うこ

とによりお互いの役割が理解でき、感染拡大期に向

けた課題が明確となり改善につながった。 

 

Ⅳ考察 

班編成の際に熟慮したこととして、多職種がそれ

ぞれのライセンスと日常業務で培った経験を活か

した役割分担を行った。例えば、一般相談の内容に

は、感染対策、特に消毒方法への質問や不安が多く

聞かれた。そのため、一般相談班・消毒班には、食

中毒への対応や食品衛生指導を行っている、生活衛

生課の職員を配置した。また、市町からの問い合わ

せや医療機関からの相談、医療資材への対応を担当

する総務班・医療対策班には、企画課の職員を配置

した。 

春山は、感染症健康危機管理にかかわる保健所の

活動体制として、所内・所属部署内における感染症

担当職員と担当外職員との協力体制、情報共有のし

くみづくりが重要である 1)と述べている。 

当保健所では、感染拡大防止と感染者への人権配

慮という使命を目指し、本部長を中心に管理職がリ

ーダーシップとマネジメント能力を発揮すること

で、組織としてのしくみづくりができ、職員個々の

対応力と組織としての対応力が相まって使命を達

成できたと考える。  

さらに、検証ミーティングを実施することでより

実践的な体制に近づけることができた。 

今回、新興感染症危機を経験し、平時からのマニ

ュアル、組織体制整備、訓練等の備えの必要性に加

え、組織風土として、日々のコミュニケーションの

大切さを痛感している。 

 

Ⅵさいごに 

感染症発生の危機に、快くご協力いただいた当保

健所内の全職員の皆様に感謝を申し上げたい。 

引用文献 

1)春山早苗.(2010).都市部における感染症危機管

理にかかわる保健活動.自治医科大学看護学ジャー

ナル.第 8巻,133-149 
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新型コロナウイルス感染症の県内初発例を経験して（第１報） 

～医療との連携について～ 
 

〇影山康彦 1) 渡部紀里 1) 菅美樹 1) 林美紀 1) 倉田朋子 2) 佐尾貴子 1) 冨田直明 1) 

      １） 宇和島保健所 2) 中予保健所 

 

キーワード 新型コロナウイルス感染症、初期対応、顔の見える関係 

  はじめに 
 2019 年末に中国湖北省武漢市で確認され
た新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は
年が明けて症例の増加とともに中国国内、
さらには全世界へと感染の広がりを見せて
いた。愛媛県では 2020年 3月 2日に当保健
所管内で県内初発の患者が確認された。 
 検査結果判明から入院先の調整、積極的
疫学調査、濃厚接触者・事業所への対応な
どが必要となる中、県内初発ということで
県庁、関係機関と連携しながら、手探りの
状態で対応にあたることとなった。 
 今回、当時を時系列的に振り返りながら
その対応や課題を報告する。 
 

経過 
   （追加資料表 参照） 

１ 背景と体制整備 
 2019年 12月に中国湖北省武漢市当局が、
重篤な非定形肺炎を発症した患者の集団発
生を発表、2020 年 1 月 5 日、WHO は国際保
健規則（IHR）に基づいてこの情報を公表し
た。 
 本邦でも 1 月 6 日に厚生労働者から「中
華人民共和国湖北省武漢市における非定型
型肺炎の集団発生に係る注意喚起について」
とする事務連絡が発出され、県庁・保健所
等で庁内 LAN による回覧版を立ち上げ、情
報共有、関係機関への周知などを行ってい
くこととなった。 

1月 16日には国内第１例目となる感染者
が発表され、1月 30日、日本政府に新型コ
ロナウイルス感染症対策本部が設置され、
WHO は新型コロナウイルスによる感染症の
アウトブレイクが、国際的に懸念される公
衆衛生上の緊急事態（PHEIC）であると宣言
した。 

1月 31日、愛媛県でも感染症医療機関連
携会議を開催。情報共有・体制確認がなさ
れ、同日、宇和島保健所でも新型インフル
エンザ等現地対策本部に準じた所内体制の

確認を行った。 
2 月 1 日には新型コロナウイルス感染症

が感染症法による「指定感染症」（二類相当）、
検疫法による「検疫感染症」として指定（施
行）された。 
当時は保健所が相談窓口であったため、

一般相談に加え、流行地域からの帰国者・
家族からの相談、関係機関からの相談に対
応するために、最新情報の収集に努め、情
報提供を行っていた。また、医療・救急体制
の確保のため、直接足を運び、関係機関へ
の協力依頼や情報共有も行っていた。 
2月 10日、県庁に「新型コロナウイルス

感染症対策本部」、保健所には「新型コロナ
ウイルス感染症現地対策本部」、「帰国者接
触者相談センター」が設置され、本部体制
が整備される中、新型コロナウイルス感染
症の対応を行っていた。 
 
2 陽性判明までの対応 
 ライブハウス（大阪）などでクラスター
発生が報道される中、2月 29日午後、一例
目からの相談があった。 
当日は土曜日であったため、電話連絡に

より初期対応を行った。健康増進課長、保
健所長、県庁と協議の上、行政検査を実施
する事となった。本人に連絡・調整の上、無
症状であったため、翌 3 月 1 日午前中に保
健所で検体採取を行うこととなった。 
検体採取は、幸い日曜日であり、人目に

つきにくく、動線の確保も容易であった。 
当保健所初の検体採取であったため、患

者到着から検体採取まで準備を整えた。 
対象者が駐車場に到着後、電話連絡をも

らい、案内係が PPE 着用の上、検体採取室
まで誘導を行った。 
検体採取室到着後に、聞き取りによる行

動調査、今後の日常生活上での注意事項、
結果判明後の流れなどの説明を行い、その
後、検体採取を行った。 
検体採取にあたっては、当時の事務連絡
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に基づいて、N95マスク、長袖ガウン、ゴー
グル、ヘアキャップ、手袋などの PPE 着用
で検体採取にあたった。 
午前中に衛生環境研究所に検体搬入を行

い、午後、PCR検査で陽性との結果報告があ
った。後に判明したことだが、県内最初の
陽性患者検体であり、確認検査のため衛生
環境研究所でシークエンス解析も行った。 
 
3 陽性判明後の対応 
 本人に結果を連絡し、自宅待機の再確認
と入院調整を行う旨説明するとともに、県
庁と入院先の協議を行ったところ、事前の
方針では県内１例目は第一種感染症指定医
療機関である愛媛大学医学部付属病院の予
定であったが、無症状病原体保有者である
こと、地理的要因から管内の第二種感染症
指定医療機関である市立宇和島病院で入院
調整を行うこととなった。 
 入院調整にあたっては、日曜日の夕方で
あったが、病院の ICT（院内感染対策チーム）
の医師・看護師をはじめとして、病院関係
者の協力もあり当日 19 時頃には受入れ可
能との連絡をもらい、本人の病院到着後の
連絡方法・流れなどにつき担当者と再確認
を行った。 
本人の健康状態に異状なく、自家用車で

病院受診可能とのことで、入院準備、病院
到着後の連絡方法・流れにつき説明を行い、
自身で病院受診してもらうこととなった。 

[積極的疫学調査] 
 検体採取時には詳細な聞き取りができて
いなかったため、積極的疫学調査に当たっ
ては、PPE着用のうえ、病室で直接聞き取り
を行うこととした。 
 調査は感染症対策係と精神保健係の保健
師２名で行うこととし、本人に精神的問題
が発生した時に、精神保健係が当初から関
わることで相談がスムーズに繋がるように
配慮した。 
 初めての積極的疫学調査であり、詳細に
聞き取りを行ったこともあり、聞き取りに
は約 1.5時間かかった。 
[接触者への検査] 
 県内初発事例ということで、県庁と協議
の上、濃厚接触者に限定せず幅広く接触者
を検査する方針となった。 
 また検体採取に当たっては、対象者の協
力を得られやすいように、来所してもらう
だけではなく、現地まで赴き検体採取を行
った。 
 濃厚接触者は数名程度であったが、職場
の同僚なども幅広く検査対象としたことで
接触者の検査総数は計 36件となった。 

今回の検査方針で、疫学的に必要な濃厚
接触者の検査に加え、住民の安心も考慮し
幅広く検査を行っていくという方針が示さ
れた。 
この検査方針が感染拡大防止のために幅

広く検査を行い、新型コロナウイルス感染
症を囲い込む、いわゆる「愛媛方式」原点と
なった。 

[消毒] 
 本人の自宅消毒については、県庁と協議
の上、保健所で行うこととなった。 
詳細については、第２報に譲る。 

 
考察・課題 

 本稿執筆時点（2020年 12月）において、
その後の新型コロナウイルス感染症を経験
して当時を振り返ると、以下のような課題
があったことを実感する。 
 検査について、初回陽性例は衛生環境研
究所で確認検査を行うことを認識していな
かったため、リアルタイム PCR 検査陽性を
もって判断したという事前の確認不足があ
った。 
 感染症法に基づく勧告文書なども現在で
は比較的スムーズに発行できているが、当
時は発行文書について具体的にイメージで
きておらず、多忙な中、何とか発行できた
状況であった。 
 以上のような課題は、具体的な患者発生
時のシミュレーションが出来ていなかった
ことによるものだと思われる。 
 一方で、このような問題点はあったもの
の、何とか順調に所内の調整、入院調整、接
触者検診などが行えたのは、平素から新型
インフルエンザ等初動対応訓練を行ってい
たことが挙げられる。年１回ではあるが実
動訓練として市立宇和島病院と協働で、現
地対策本部立上げから患者搬送、検体採取・
搬送、積極的疫学調査までの訓練を行って
いたため、患者発生時の病院側の連絡・調
整先や、実際の感染症病棟までの経路や状
況につき、関係者間で平素から情報を共有
することができていた。 
 今後も新型コロナウイルス感染症への対
応が変化していくであろう中、引き続き関
係機関と顔の見える関係の継続と情報共有、
対応にあたっての具体的なイメージが重要
であると考えられる。 
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2019年 12月上旬 中国湖北省武漢市において原因不明肺炎の集団発生
12月31日 中国当局よりWHOに報告

2020年 1月5日 WHOが国際保健規則（IHR）に基づき情報を公表
1月6日 厚生労働省から注意喚起の事務連絡発出
1月16日 神奈川県で中国武漢市に滞在歴のある患者の感染を確認（国内感染者1例目）
1月28日 日本人初の感染者の確認（奈良県バスの運転手）
1月29日 中国からの帰国者チャーター便が到着（第１便）
1月30日 新型コロナウイルス感染症対策本部設置（内閣）
1月31日 WHOが「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）」宣言
2月1日 感染症法の指定感染症に指定（施行）
2月3日 クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号が横浜港に入港

乗員・乗客3,711名のうち７日までに検疫を実施した273名中61名の陽性確認
国内の医療機関に移送 （3月1日までに全員下船。 最終感染者数は712名）

2月10日 感染症対策本部設置（愛媛県）
現地対策本部、帰国者接触者相談センター設置（保健所）

2月13日 神奈川県で感染者の死亡確認（国内死亡1例目）
政府が新型コロナウイルス対策本部を設置

2月27日 全国一斉小中高の臨時休校を要請
2月28日 北海道が緊急事態宣言を発出
2月29日 一例目より連絡あり
3月1日 検体採取、リアルタイム-RT-PCR法にて陽性判明

入院調整、積極的疫学調査、接触者への検査、自宅消毒実施
3月2日 シークエンス解析で陽性判明

接触者の検査、健康調査など実施

表　新型コロナウイルス感染症をめぐる経過
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新型コロナウイルス感染症の県内初発例を経験して（第２報） 

～消毒班の業務について～ 

〇森松 清美 1） 門脇 周平 1） 井上 有希 2） 森田 早貴 1） 伊藤 志穏 1）滝沢 浩司 1）  

山本 佳子 1） 大野 智也佳 1）冨田 直明 1） 石山 恵 3） 

1） 愛媛県宇和島保健所 ２）愛媛県食肉衛生検査センター ３）愛媛県動物愛護センター 

 

 

はじめに 

令和２年３月１日（日）、宇和島保健所管内で

愛媛県内初の新型コロナウイルスの感染者が１

名確認された。感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（以下「感染症法」と

いう。）に基づき、直ちに感染者自宅等の消毒を

行うことが要求されたことから、生活衛生課職

員が消毒班として消毒作業を実施した。 

 今回、新型コロナウイルスに関する知見が乏

しい中で、手探りで消毒作業を実施したことか

ら、初発事例を中心に実施の状況、課題の整理、

改善状況等について報告する。 

実施内容 

１ 初発事例について 

感染症法では、必要な場合に、保健所長は患

者若しくはその保護者、施設管理者又は市町

長に対し、書面により消毒を命ずることとさ

れている。しかし、今回は初発事例で直ちに消

毒を行う必要があったこと、市町との調整を

実施していなかったことから、保健所が消毒

を実施した。 

消毒班は３名１組（消毒係２名、記録係１名）

で、感染者自宅の消毒を実施した。感染者家族

（濃厚接触者である家族。以下「家族」という。）

立会のもと、手指の接触頻度が高い場所を聞

き取り、消毒場所を図面上に記録しながら実

施した。実働時間は１時間 30分であった。 

なお、実施に際しては、「愛媛県新型インフ

ルエンザ等対策ガイドライン」を参考とした。 

  

（1）感染防護について 

感染防護衣は、全て使い捨てのヘアキャッ

プ、サージカルマスク、手袋、白衣、シュー

ズカバーを着用した（図 1 参照）。着用は、

周囲の目に配慮し車内で行った。 

なお、消毒時の窓の開放等の換気は行わず、

家族にマスクの着用は求めなかった。 

（2）消毒薬について 

確実な消毒効果と入手が容易な点を考慮

して、0.1％次亜塩素酸ナトリウム溶液をペ

ーパータオルに浸して使用した。 

（3）消毒手順について 

接触頻度の低い場所から高い場所（最後に

感染者の部屋）の順で接触環境表面を一筆書

きの要領で清拭し、感染者の部屋は床面も清

拭した（図１参照）。清拭後の廃棄物は滅菌用

廃棄袋に入れ持ち帰った。その後、家族に対

し、清拭後の水拭きを行うこと、適宜換気す

ること及び布類は通常の洗濯を行うよう指

導した。 

 

キーワード 新型コロナウイルス 消毒 感染防護  

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 感染防護と消毒実施（イメージ） 
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（4）消毒作業時に留意したこと 

消毒班リーダーは、作業前に家族に対面で

消毒について説明し、精神的な不安の払拭に

努めた。また、消毒班員による感染拡大防止

のため、消毒後帰庁するまで他施設への立ち

寄りは制限した。 

２ 初発事例における課題と２例目の改善点 

４月５日（日）、管内２例目における感染者

自宅の消毒を実施した。初発事例の課題を整

理し、次のとおり改善を行った。 

（1）消毒実施人数の改善 

初発事例の消毒は３名（消毒係 2名、記録

係 1名）で行ったが、清拭した場所の記録を

残す必要性が低いと判断し、２名に変更した。 

（2）感染防護の改善 

十分な換気を行いながら消毒を実施した。

家族の立会は、マスク着用のうえ消毒班と十

分な距離（2ｍ）を保持した。 

（3）消毒薬の改善 

次亜塩素酸ナトリウム溶液から、水拭きが

不要な 70％エタノールに変更した。ペーパー

タオルは破れやすかったため、ガーゼに変更

した。 

（4）消毒手順の改善 

消毒場所は、感染者の接触頻度を考慮して、

感染者の部屋の床面は消毒対象から除外し

た。 

３ ２例目における課題 

２例目の消毒実施直後、立会した家族の感

染が確認されたことから、消毒班の感染リス

ク低減を考慮する必要性を痛感した。このた

め、保健所連絡会で直接自宅に出向いて消毒

を実施する必要性について協議し、事例ごと

に確認しながら対応することとした。 

４ ３例目以降における対応 

３例目（４月９日女性）、４例目（４月９日

男性）の場合は、家族等の来所時に、自らが自

宅の消毒をすることを希望したため、対面で

消毒説明と実演（消毒の手順等）を実施した。

実演時に使用した消毒グッズ（密封袋に 70％

アルコールに浸したガーゼを入れたもの）は、

家族等に提供し自宅ですぐに消毒できるよう

配慮した(図２参照)。 

５例目以降は、感染症対策班の積極的疫学調

査が原則電話による調査に移行したため、消毒

班の業務についても、原則として電話による指

導に切り替えた。 

 なお、入手困難であった消毒薬の供給状況が

改善されたことや、消毒方法がマスメディア等

により広く周知されたことも、電話による指導

に変更する一因となった。 

考察 

 県内初の感染事例では、知見が乏しい状況で

作業に着手したため、消毒対象場所を広範囲に

したほか、家族への聞き取りや事前の説明等に

時間を要し、消毒班のみならず感染者家族も心

身ともに疲労した。 

また、消毒班が患者自宅等の消毒を実施する

ことは、想像以上に関係者への風評被害の原因

になる可能性があり、車の駐車場所、話し声の

漏れ等、細心の注意と配慮が必要となることを

痛感した。 

 今後も、新型コロナウイルスの感染は続くと

予想されることから、感染拡大防止を主眼に置

きながら、消毒班の感染防止に留意し、各事例

に丁寧に対応していきたい。 

 

図２ リーフレット等を利用した消毒の説明 
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精神科病院で発生した新型コロナウイルス感染症集団感染における 
外部支援について 

 

○續木太智 河野貴彦  穂満周作 藤本欣浩 冨岡文広  

白石由起  菅 隆章  (愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課)                

Ⅰ はじめに 

令和２年５月、県内精神科Ａ病院において感染

者数 34名（内訳：職員 11名、患者 19名、その他

関係者 4名）に及ぶ新型コロナウイルス感染症の

大規模クラスターが発生した。衛生資材の不足に

加え、自宅待機による看護職員等の一時的減少に

より、医療提供体制を維持しながら感染拡大を防

止することが早期に解決すべき課題であった。 

このため、直ちに患者搬送コーディネーター等

の専門家との協議や、クラスター対策有識者会議

（以下、「クラスター会議」という）を開催し、感

染を最小限に抑えるため、Ａ病院に感染制御チー

ム等を派遣し、松山市保健所等関係機関と連携を

図り、積極的に支援することとした。その取組に

ついて報告する。 

Ⅱ Ａ病院の概要と集団感染の状況 

 本県の精神科救急を担うＡ病院（182 床）は下

記（Ｃ～Ｆ）の 4つの病棟を有している。最初(1

日目)に感染が確認された職員は、Ｃ病棟に勤務

しており、院内一斉 PCR検査の結果、Ｃ病棟を中

心に感染が拡大していることが判明した。 

表１ PCR検査の対象者数と結果（ｎ＝455） 

表２ 病棟別患者・陽性者数と病棟の特徴（ｎ＝166） 

 

表３ Ｃ・Ｄ病棟の職員数と陽性者数（ｎ＝49） 

 

 

 

図１ ＰＣＲ陽性者把握経過（ｎ＝34） 

 

Ⅲ 外部支援の概要 

職員 28名（陽性者 11名、自宅待機者 17名）が

勤務できなくなる中、4日目の現地調査から 28日

目までの計 24 日間、感染症専門医及び感染管理

認定看護師による感染制御チーム、DMAT（4 隊）、

DPAT（8隊）、県看護協会等から募った看護チーム

（7機関）等、合計 38人（延べ 281名）を派遣し

た。さらに、厚生労働省クラスター対策班や関係

機関からリエゾンも派遣した。 

 図２ Ａ病院支援体制図 

対象者数 陽性者数 陰性者数
職員（外部業者含む） 138 11 127
患者（退院患者5名を含む） 166 19 147
その他関係者 151 4 147

Ｃ病棟 Ｄ病棟 Ｅ病棟 Ｆ病棟
入院者数 31 40 41 49
退院者数 1 1 3 0
陽性患者数 16（50%） 2（4.8%） 0 1（2%）

病棟の特徴

認知症を
中心とした
高齢患者
が多、く生
活介助が
必要

精神科一
般病床
（男性）

精神科一
般病床
（女性）

精神科療
養病床

ゾーニング レッドゾーン イエローゾーン グリーンゾーン イエローゾーン

県庁
DMAT調整本部

Ａ病院
病院指揮所

ICN

搬送調整

松山市
保健所
リエゾン

愛媛大学
感染制御部

県庁
DPAT調整本部

iCAP
愛媛県庁
リエゾン

（記録・連絡）

運用班

患者情報管理

生活環境支援

病棟全体管理

病棟職員支援

日本精神科病院協
会愛媛県支部

愛媛県看護協会

搬送調整

ロジスティクス

支援者管理

感染制御チーム

技術指導

疫学情報管理

診療支援

連携連携
Ａ病院

対策本部

連携

Ｂ病院
感染制御部

日本赤十字
愛媛県支部

リエゾン

厚生労働省
クラスター班

Ａ病院内支援者

県庁
コロナ支援班

ICＤ

指揮

支援班

C病棟 D病棟
職員数 29 20
陽性者数 9（31%） 2（10%）
陽性者11名は看護職及び介護職

演題番号６
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表４ 各医療チームの派遣期間・役割等 

DMAT・DPATは院内に現地指揮所を開設し、情報 

の一元化、役割分担の最適化を図り、Ａ病院と全 

医療チームとの合同ミーティングを毎朝・夕行う 

など、活動方針等を共有した。当課は、感染状況 

を把握するとともに、調整本部として、支援方針 

の決定、派遣調整、衛生資材の調達、現地指揮所 

との情報共有などを行った。災害派遣とは異なり、 

感染リスクから派遣元との調整は困難であった。 

17日目以降、自宅待機の職員が復帰（最終復職希 

望 10名）し、感染対策等を指導し撤退した。 

Ⅳ 結果 

1 感染制御・疫学調査について 

 院内における陽性者の確認は 12 日目が最後と

なり、42日目にＡ病院が収束宣言を発表した。ま

た、疫学調査から各病棟を跨ぐ作業療法を契機に

感染が拡がった可能性が高いことが示唆された。 

2 医療提供体制について 

Ｃ病棟は感染症患者専用病棟となり、外来は閉

鎖（42日目に再開）したが、標準予防策を遵守し

ながら、入院医療体制は維持できた。また、クラ

スター対応の経験を活かし、Ａ病院は新型コロナ

ウイルス感染症重点医療機関（20 床）となった。 

Ⅴ 考察 

1 感染制御チームによる支援 

発生状況と潜伏期間を鑑みると、初期段階に感

染制御チームがゾーニングを実施し、院内に常駐

して標準予防策の指導・徹底を図ったことが、以

後の水平感染の抑制に寄与したと推察される。 

2 医療チームの組織的な連携 

精神科病院における大規模クラスターという

これまで経験のない状況において、①クラスター

会議により、専門家の意見を仰ぎ、方針を決定で

きたこと、②災害支援とは異なる弾力的な派遣要

請に対し、ニーズ把握と資源投入の調整、搬送調

整、精神科診療支援、医療活動など各医療チーム

が役割分担を最適化し協働できたこと、③院内合

同ミーティングの開催や指揮所と調整本部の情

報連携が密に行われたことにより事態収束に向

けて医療チームが一貫した支援を展開できた。 

3 精神科病院における感染対策の重要性 

 閉鎖的環境下にある精神科病院は、鍵やドア等

手指接触面が多く、集団で行う作業療法など、感

染が持ち込まれると拡大しやすい。一方、感染管

理認定看護師等の専門職を配置している病院が

少なく、また侵襲的医療行為の頻度が低く、感染

症対応の経験が不足しやすい特徴があることか

ら、職員のスキルアップが重要な課題である。こ

のため、令和２年９月に新型コロナウイルス感染

症クラスター対応支援人材養成研修を開催し、精

神科領域の医療従事者に対して、感染対策への理

解を促した。 

Ⅵ 終わりに 

今回、支援者の安全性の担保や事前説明、派遣

後のＰＣＲ検査など、派遣調整は容易ではなかっ

たが、医療チームの組織的な連携により、効果的

なクラスター支援策を講じることができた。 

また、今後も医療機関等における感染症クラス

ターの発生が懸念されるが、初期段階での適切な

感染管理が非常に有効であることから、感染制御

チーム等の早期派遣や医療チームの支援・介入が

感染拡大防止に大きく寄与すると考える。 

医療チーム 活動期間 活動エリア 役割

感染制御
4～28日目
（常駐体制）

レッドゾーン
(全病棟）

・ゾーニング、標準予防策
・平時の感染対策の指導
（サーベイランス体制導入、院
内の正確な情報把握と共有、
地域流行を鑑みた感染管理
の実施、感染管理チームとの
連携）

DMAT（県内） 7～28日目
イエローゾーン

（D,F病棟）

・有症状患者を迅速に搬送調
整（PCR検査が陰性の元Ｃ病
棟患者（ Ｄ、Ｆ病棟で療養中）
を経過を観察し、有症状の場
合、転院）
・生活環境支援
（リネンが未回収となったこと
への対処等）
・病棟業務（看護・消毒業務）

DAPT（県内） 8～28日目
イエローゾーン

（D,F病棟）

DAPT（県外） 8～18日目
グリーンゾーン

（Ｅ病棟）

看護チーム 14～27日目
グリーンゾーン

（Ｅ病棟）

・病棟業務（看護・消毒業務）

【宿泊施設】
宿泊を希望する場合、
ホテルの医療チーム
専用フロアに宿泊(ホ
テルに状況を説明し、
ホテル側が配慮）

【ＰＣＲ検査等】
派遣元の判断により、
ＰＣＲ検査を実施
（派遣終了時、職場復
帰前）
また、最大14日間の
健康観察を実施

【費用支弁】
実費弁償または委託
契約等により、経費を
支弁
ホテルで健康観察す
る医療チームについ
ては最大14日間に限
り宿泊費を支弁

ＰＣＲ検査等

・医療チームの管理（勤務シ
フト、病棟の人員配置、PCR
検査の調整等）
・病棟業務と医療チームが支
援しやすいように現場で指揮
・持続性注射投与中の外来
患者を他院に紹介、搬送への
助言
・職員の精神的疲労にも配慮
し、相談窓口の掲示、職員の
面談等を実施

演題番号６
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1 日目 院内で最初の陽性確認（職員１名：Ｃ病棟）

2 Ｃ病棟職員・患者ＰＣＲ検査の結果、職員９名・患者11名(うち1名退院患者）の陽性確認

3 Ｃ病棟の陰性患者をＤ病棟（10名）・Ｆ病棟（11名）に移動

Ｃ病棟の陽性患者10名が感染症指定医療機関に転院

Ｃ病棟の陽性患者2名が精神症状により転院不可

4 ◎感染制御チームが現地確認

◎第1回クラスター対策有識者会議 Ａ病院に感染制御チームを常駐派遣

5 全職員のＰＣＲ検査の結果、職員1名の陽性確認

6 Ｄ・Ｆ病棟全患者のＰＣＲ検査の結果、患者2名の陽性確認

◎ピース・ウィンズ・ジャパン（ＰＷＪ）が現地支援介入

◎厚生労働省クラスター対策班による現地調査（～9日目）

7 Ｅ病棟の全患者・退院患者のＰＣＲ検査実施

◎ＤＭＡＴ事務局による現地確認（ＰＷＪから引継ぎ）

8 ◎ＤＰＡＴ事務局による現地確認

◎院内に現地指揮所開設

◎第2回クラスター対策有識者会議 Ａ病院に医療チームを派遣

◎県内ＤＭＡＴ，県内外ＤＰＡＴに派遣要請

◎感染症指定医療機関との協議・患者受入要請

9 ◎ＤＭＡＴ・ＤＰＡＴ等医療チームが活動開始

患者1名の陽性確認

10 患者2名の陽性確認

11 患者1名の陽性確認

12 患者1名の陽性確認（院内最後の確認）

13 転院患者1名の陽性確認

◎厚生労働省クラスター対策班による現地再調査（～18日目）

16 元Ｃ病棟患者・Ｃ病棟職員のＰＣＲ検査（2回目）の結果、自宅待機中の職員1名　陽性確認

17 自宅待機が終了したＣ病棟職員の復帰開始

18 全職員のＰＣＲ検査（2回目）（～20日目）

19 ◎日本精神科病院愛媛県支部病院長会議（陰性患者の受入要請等）

21 Ｄ・Ｅ・Ｆ病棟患者ＰＣＲ検査（2回目）（～23日目）

25 ◎Ａ病院を重点医療機関に指定

26 元Ｃ病棟患者ＰＣＲ検査（3回目）（～27日目）

28 ◎指揮所撤退

Ａ病院内の感染状況及び外部支援の経過

演題番号６

58



支援期間中に開催した主な関係者会議 

 

 

☞ クラスター対策有識者会議（第１回目）  4 日目 
  【出席者】 患者搬送コーディネーター、愛媛大学（救急科教授、精神科教授、感染制御部長）、Ａ病院院長、 

Ｂ病院感染管理認定看護師、松山市保健所長、県健康衛生局長 

  【内 容】 ・陽性患者２名が精神症状により感染症指定医療機関に転院できず、陽性患者の一部をＡ病院で療養する方針        

        （感染症指定医療機関に転院した陽性患者が、環境の変化から、転院後に不穏状態となり、Ａ病院に戻った） 

        ・院内感染拡大を防止するため、Ａ病院に精神科領域の感染管理認定看護師を常駐派遣 

 

☞ クラスター対策有識者会議（第 2回目）  8 日目 
  【出席者】 第１回の出席者に加え、Ｂ病院代表理事（ＤＰＡＴ先遣隊） 

  【内 容】 ・Ａ病院の看護職員が不足しているため、ＤＭＡＴ・ＤＰＡＴ等の医療チームを派遣（イエローゾーン、グリーンゾ 

ーンでの活動） 

        ・派遣終了後、派遣元が必要と判断した者に対しＰＣＲ検査を実施（県・松山市） 

 

☞ 感染症指定医療機関３病院との転院協議  8 日目 
【出席者】 患者搬送コーディネーター、愛媛大学（救急科教授、精神科教授、感染制御部長）、感染症指定医療機関医師、 

松山市保健所長、県健康衛生局長、健康増進課 

  【内 容】 ・精神不安定な陽性患者以外の受入調整 

 

☞ 日本精神科病院協会愛媛県支部病院長会議 19 日目 

【出席者】 県内精神科病院院長、患者搬送コーディネーター、愛媛大学（精神科教授）、Ａ病院院長、 
Ｂ病院代表理事、健康増進課 

【内 容】 ・Ａ病院院長から状況報告の上、陰性患者の転院受入等を要請 
 

☞ Ａ病院指揮所合同ミーティング 
【参加者】 Ａ病院院長・職員、ＤＭＡＴ・ＤＰＡＴ、感染制御チーム、看護チーム 

  【内 容】 ・現状・支援方針の情報共有（１日２回：朝ミーティング 8：30、夕方ミーティング 16：00） 

演題番号６
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各演題へのコメント 

 

演題番号１ 演題名：新型コロナウイルス感染症発生による働く世代の生活習慣等の変化と保健

所からの情報発信について 

筆頭演者：小野 志保（愛媛県今治保健所） 

コメント者：近藤 弘一（松山市保健所長） 

職域の健康づくりは、これからの地域保健の中で重要な課題である。 

この演題は３社ではあるが３６４名の回答を得たアンケートで、新型コロナにつ

いて職場での感染対策、食生活・生活習慣、さらにストレスの面への影響について

調査を行ったもので意義深い。今後、再度同じ対象に追跡調査を行いその変化につ

いて分析を行うことや、自殺への影響が指摘される中、メンタルヘルスの相談が増

えているのかなどの視点での調査に期待したい。 

 

演題番号２ 演題名：新型コロナウイルス感染症発生による特定給食施設等の変化に関するアン

ケート調査について 

筆頭演者：岡本 彩（愛媛県今治保健所） 

コメント者：竹内 豊（愛媛県八幡浜保健所長） 

特定給食施設等の実態がよく把握できていると思います。今後、感染症対策を強

化できている施設の具体策を発表してもらうとか、「新たに取り組んでいることや

課題」（自由意見）の情報を もうすこし整理して提示できたりすればより対策が

進むと思いました。 

 

演題番号３ 演題名：新型コロナウイルス感染症発生時における中予保健所の危機管理体制と 

役割 

筆頭演者：麓 由香里（愛媛県中予保健所） 

コメント者：冨田 直明（愛媛県宇和島保健所長） 

本部長のリーダーシップのもと、患者発生状況に応じて、組織横断的に体制を調

整されたこと、何より、中間ポイントで検証ミーチィングという方法で各班員から

の声を反映し対応の評価を行い、体制を整われたことは、多職種が存在する保健所

組織の強みを活かした素晴らしい取り組みです。今回の報告は、今後の保健所組織

の運営において参考になるものと考えます。 
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演題番号４ 演題名：新型コロナウイルス感染症の県内初発例を経験して（第１報）～医療との

連携について～ 

筆頭演者：影山 康彦（愛媛県宇和島保健所） 

コメント者：早田 亮（愛媛県四国中央保健所長） 

 新型コロナウイルス感染症は、地球的規模で目まぐるしく事態が推移し、様々な

理論的考察はあっても解決に向けた実地の方向性は未だ示されていない現状です。 

 本報告例において、発生時点で身近に経験例がなかったにもかかわらず、初動よ

り所内外の連携体制を速やかに構築し終結までスムーズに対応できたのは、無症状

事例本人からの直接相談に端を発した点が幸いしたとも言えますが、既実施の新型

インフルエンザ等初動対応訓練の積み重ねが十分に生かされたといえるでしょう。 

 

演題番号５ 演題名：新型コロナウイルス感染症の県内初発例を経験して（第２報）～消毒班の

業務について～ 

筆頭演者：森松 清美（愛媛県宇和島保健所） 

コメント者：武方 誠二（愛媛県西条保健所長） 

県内第一例目の対応お疲れ様でした。当初は、県民の皆さんへの安心を可能な限

り早く提供する、という観点から夜間でも即時対応が求められました。特に消毒は、

感染の危険性が高い作業になり、緊張感張り詰めた中での丁寧でしっかりした作業

だったと思います。今後もどのようなニーズが発生してくるかわかりませんが、他

県の状況を見ながら情報収集し、保健所間で迅速に事前対応を準備しながら拡大防

止対策に全保健所で取り組んでいきましょう。 

 

演題番号６ 演題名：精神科病院で発生した新型コロナウイルス感染症集団感染における外部支

援について 

筆頭演者：續木 太智（愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課） 

コメント者：岡田 克俊（愛媛県八幡浜保健所健康増進課長） 

2019 年末頃の中国武漢における流行の始まりを契機として、世界中に流行の広

がりが認められた新型コロナウイルスであるが、2020 年春には国内各地で医療機

関･福祉施設におけるクラスターが散見される状況の中で、県内の病院における初

のクラスター発生事例であった。 

 事例の対応について丁寧に取りまとめられており、厚生労働省対策班・ＤＭＡＴ・

ＤＰＡＴ等の多岐にわたる応援体制、院内の感染対策等の構築等、本事例で得られ

た知見により、その後県内各地で発生していくクラスター対策がより迅速に対応で

きるようになっていった。 
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平常時から取組む在宅難病患者要援護者の災害時支援体制の検討 

〇秋山友紀 木田未来 岡田朋子 鈴木洋司 田窪小夜 武方誠二 （西条保健所） 

 

はじめに 

近年、各地で甚大な災害が頻発してお

り、災害対策は重要な課題である。 

今年度は新型コロナ感染症に係る危機

管理体制を構築していく中で、他県では

水害が併発するなど、今後は複数課題に

同時に対応できる健康危機管理体制整備

が必要である。 

そこで、今年度、管内 A 市と平常時か

ら取組む在宅難病患者要援護者の災害時

支援体制を検討するための意見交換会を

開催したので報告する。 

現状と課題 

愛媛県では、「愛媛県在宅難病患者災害

時支援の手引き（平成 28 年 12 月改定）」

に基づき、災害時に在宅難病患者要援護

者（以下、「県要援護者」とする。）に対し

て迅速な対応ができるよう、保健所単位

で県要援護者名簿の作成を行っている。

また、患者・家族及び関係者が、自ら適切

な行動ができるよう防災カードを作成し、

防災意識の向上を図っている。 

一方、市では「災害対策基本法」及び「避

難行動要支援者の避難支援に関する取組

指針」に基づき、避難行動要支援者（以下、

「市要支援者」とする。）の対象範囲を決

めて名簿を作成し活用することとしてい

る。 

「県要援護者」と「市要支援者」の対象

は重なっていることが多いため、名簿や

個別計画の作成及び活用、平常時からの

対策について市との協議が不可欠である。

また、災害対策基本法で市町は名簿作成

のため必要があると認める時は関係都道

府県知事その他の者に対して要配慮者に

関する情報の提供を求めることができる

と定められており、平常時からの情報共

有は可能である。しかし、当保健所では A

市と「県要援護者」の定期的な情報共有や

具体的な取組みは行われていなかった。 

実施内容 

１.目的 

保健所が、A市の「市要支援者」の災害

時支援及びその中での難病患者の位置づ

けについて把握し、A 市と「県要援護者」

の災害時支援体制について検討する。 

２.対象者 

A 市の保健福祉を担当する４課の職員

６名 

３.内容 

（１）A市各課の災害時要配慮者及び「市

要支援者」の名簿作成や活用状況、把握し

ている人数、災害時支援に関する取組み

等の情報を共有する。事前に様式を準備

し、まとめたものを当日資料とする。 

（２）保健所で実施している在宅難病患

者災害時支援の取組みや A 市の状況につ

いての情報交換及び今後の具体的な連携

方法等について検討する。 

（３）意見交換会後、感想や業務への活用

状況等について書面で確認する。 

 

キーワード 在宅難病患者要援護者、災害時支援、平常時の体制整備 
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結果 

情報交換により、市要支援者名簿は危

機管理担当課がとりまとめ年１回更新さ

れていること、全体計画で「市要支援者」

の対象範囲を定め、名簿登録は希望する

人のみとしていること、独自の名簿作成

をしている課もあることが分かった。 

また、新型コロナ感染症を考慮した避

難所運営について市の関係課で話し合う

機会があったこと、介護支援専門員を対

象に災害時に備えたツールの作成や研修

会を検討している等の情報を得た。 

保健所からは、A市の「県要援護者」の

状況と A 市の全体計画の対象範囲に該当

する「市要支援者」の約９割が同じ対象者

であること等の情報提供を行った。また、

保健所の名簿は法律に基づく依頼により

平常時から市へ情報提供できること、今

後も一緒に検討していきたいことを伝え

た。 

参加者からは「現在作成されている名

簿では災害時に支援を実施するにあたり

十分とは言えない。」、「市の中で検討が必

要。」等の意見があった。 

意見交換会後、参加して良かった、市の

各部署の取組みや課題について理解でき

たとの意見があった。関係部署と連携の

もと要支援者リストについて検討してい

きたいとの意見や所属で本会の情報共有

を行っていた担当者もいた。その他、危機

管理部門の担当者にも参加してもらった

方が良い、名簿の突合ができたら良い等

の意見があった。 

考察 

意見交換会を開催したことで A 市の関

係部署の担当者と相互理解が深まり、「県

要援護者」の災害時支援について具体的

に検討・協働していくきっかけができた。 

A 市の災害時支援体制整備は危機管理

担当課が主管であり、各課としての考え

方に温度差があったことから具体的な検

討には至らなかったが、「県要援護者」の

情報提供を行うことにより、災害時にお

ける健康危機管理への意識を高め、市各

課の立場で「県要援護者」の災害時支援に

ついて考えてもらう機会になった。 

特に担当者が保健師の部署では、会議

後に所属での情報共有や業務への活用に

ついて主体的に検討されており、多職種

と課題を共有し予防や解決に向けて活動

を展開する専門職としての強みが発揮さ

れていた。 

まとめ 

コロナ禍の影響や災害対策基本法の個

別計画が市町の努力義務になる予定であ

ること等から、市として災害時支援につ

いて検討される機会が増えると考えられ

る。 

今後も名簿の突合・活用についての検

討を行うとともに、市が作成する個別計

画の一助となるよう課題共有を図りたい。

また、個別事例を通して地域における課

題の検討や自助・共助・公助の対策につい

て検討し、「県要援護者」の災害時支援体

制の強化を図るための協議を続けていき

たい。 
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八幡浜保健所管内特定給食施設等における 

災害時対策の推進に向けた取組について 
 

○大内詩野 1) 浦戸美緒 1) 栗原美香 1) 兵頭秀美 1) 岡田克俊 1) 富谷純子 2) 竹内豊 1) 

1) 八幡浜保健所 2) 宇和島保健所 

 

キーワード 特定給食施設等、災害時対策 

 

はじめに 

 平成 30年 7月豪雨により、八幡浜保健

所管内の特定給食施設等では大洲市や西予

市野村地区の施設を中心に大きな被害を受

け、長期間にわたる給食の停止や断水等ラ

イフラインの停止に伴う献立の見直し等、

対応を余儀なくされた。こうした被災経験

からも管内特定給食施設等において災害時

対策への関心が高まっていることを踏ま

え、研修会や個別指導の機会を捉えて給食

施設における災害時対策の推進に向けた取

組を行ってきたので報告する。 

取組内容 

(1) 管内給食施設における災害時対策に 

関する実態把握 

 毎年開催している特定給食施設等関係者

研修会（以下「研修会」という。）等の機

会を活用し、次のとおり管内給食施設の災

害時対策の実態把握を行った。 

① 平成 30年度研修会における情報交換 

 被災後およそ 4か月が経過した平成 30

年 11月に「特定給食施設等の非常時・事

故時の対策を考える」をテーマに研修会を

開催した（92施設 118名参加）。豪雨時の

施設の被災状況や対応について及び各施設

における災害時対策の現状についてグルー

プワーク形式で情報交換を行った。この情

報交換により、管内給食施設における災害

時対策の課題として 5点が明らかとなった

（表 1）。管内には遠方から通勤している

職員が多い施設もあり、災害時の職員確保

が難しいことや、水害や地震災害を想定し

た際の適切な保管場所の選択が難しい等、

地域特有の課題もみられた。 

【表 1】管内給食施設における災害時対策の課題 

・実用性のあるマニュアルの整備 

・非常時の職員確保 

・非常食の内容の充実 

・非常食の管理方法（保管場所等） 

・非常時の設備・物品等の整備 
  （ライフライン停止に備えた物品確保） 

② 災害時の対策に関するアンケート 

 管内給食施設における災害時対策の実態

把握及び①で明らかとなった管内給食施設

の共通課題に関する好事例の収集を行うこ

とを目的に、令和元年 7月にアンケートを

行った。アンケートは管内全給食施設（13

3施設）を対象とし、95施設から回答を得

た（回収率：72.0%）。 

 アンケートにより、被災経験等も踏まえ

た管内給食施設における工夫した取組が確

認できた。例えば、豪雨災害時に断水が長

期間続いたことを踏まえ、使い捨て食器や

ラップ等を確保している施設が複数みられ

た。このほか、被災後は給食部門の職員が

すぐに出勤できないことを想定し、給食部

門以外の職員にも食糧備蓄の保管場所や提

供方法を共有している施設や、給食部門以

外の職員を含めたマニュアルに準じた災害

時調理訓練を行っている施設もみられた。 
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(2) 災害時対策の充実に向けた取組 

(1)により明らかとなった管内給食施設

の実態を踏まえ、災害時対策における課題

解決に向けた取組の実践に繋げることを目

的に、以下を実施した。 

① 令和元年度研修会における情報交換 

平成 30年度研修会（(1)①）に続き、令

和元年 8月に「特定給食施設等の災害時の

対策を考える」をテーマに研修会を開催し

た（89施設 126名参加）。ここでは、 (1)

①で明らかとなった共通課題 5項目に関し

て (1)②のアンケートで収集した好事例や

その他各施設での取組について、グループ

ワーク形式で情報交換を行った。参加者か

らは、「他施設での取組について知る機会

となり、研修会を機に自施設の対策を見直

したい」との声が多く聞かれた。 

② 個別実地指導における助言 

 豪雨災害以降、給食施設に対する個別実

地指導において災害時対策の状況を重点的

に確認し、指導・助言を行った。具体的に

は、各施設における改善点や担当者の悩み

について確認し、研修会、アンケートや個

別指導で把握した他施設の取組事例等も参

考に、施設の状況に応じた助言を行った。 

結果 

 これらの取組を機に、災害時対策を見直

し、拡充した施設が多く見られた。具体的

には、アンケートを機に上司と施設内の備

蓄について検討を行い非常食の導入を行っ

た施設（保育所）や、発災後すぐに提供で

きるよう備蓄の考え方を「朝」、「昼」、…

から「１食目」、「2食目」、…とし、倉庫

の整理を行った施設（病院）等があった。

このほかにも、研修会での情報交換内容を

踏まえ自施設の職員確保方法や備蓄保管場

所について検討している施設がみられた。 

また、ハード面に関する変化として、被

災前と比較して備蓄を 3日分以上確保して

いる施設や水・熱源・食器等のライフライ

ン停止時に備えた設備を整備した施設が増

加した（栄養報告書より；図１）。 

 

考察 

 被災経験から災害時対策への関心が高ま

っていたことに加え、タイミングよく研修

会を企画、開催したことで、担当者の災害

時対策に関する意識の向上に繋がった。さ

らに、研修会やアンケート等を契機に自施

設の災害時対策について見直し充実を図っ

た施設が多くみられる等、管内施設におけ

る災害時対策の充実に寄与することができ

た。特に調理用水や使い捨て食器等の設備

確保をした施設が増加していたが、これは

研修会において平成 30年 7月豪雨被災時

に長期間の断水により水や使い捨て食器の

確保に苦労したことが共有されたことが影

響したと考えられる。実態把握を踏まえ管

内特有の課題を明確にした上で情報交換で

きたことで、地域において優先度の高い災

害時の備えの充実に繋げることができた。 

今後の方向性 

管内ではほとんどの給食施設でマニュア

ルが整備され、備蓄もある程度確保されて

いる。今後は、被災経験も生かし、さらな

る災害時対策の質の向上をはかる必要があ

る。保健所では今後とも定期的に災害対策

に関する研修会を開催して意識の維持向上

を図るほか、個別実地指導の機会も活用

し、各施設の状況に応じた災害時対策の推

進を継続したい。 
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令和２年７月豪雨災害応援派遣での栄養・食生活支援についての報告 

 

○河端千津子（東温市役所）宇都宮育子（大洲市保健センター）関谷雅子（四国中央保健所） 

山内宏美（西条保健所）大内詩野（八幡浜保健所）大澤佳子（愛媛県保健福祉部健康増進課） 

 

 

 

はじめに 

令和 2年 7月の豪雨で熊本県球磨川の氾濫

により大規模な災害が発生した。厚生労働省

から愛媛県に被災した熊本県球磨村への災害

応援派遣要請があり班編成をしていたところ、

追加で管理栄養士の応援要請があった。 

 県、市町とも管理栄養士の災害応援派遣は

今回が初めてであり、活動の拠点となった人

吉保健所での活動をまとめ、今後の愛媛県及

び市町における災害支援や受援のあり方等、

平常時における災害時の体制整備について考

察したので報告する。  

  

活動内容 

(1) 支援体制 

初回要請の８月４日までは県の職員による

応援派遣で、県保健所管理栄養士による支援

が決定していたところ、延長要請があり、以

降８月 13日までは、県と市町合同の愛媛県

チームで、市町の管理栄養士による派遣が決

定された。県と市町の合同チームとなったが、

愛媛県チームの支援との位置づけで、被災地

での活動のバックアップは概ね県が中心とな

った。 

被災地では、人吉保健所の管理栄養士と球 

磨村の管理栄養士が常に連携をとり、支援の

方針や方法について決定されていた。支援に

入っている自治体は毎朝、その日の業務につ

いて人吉保健所管理栄養士から指示を受け、

その内容について分担して活動を行った。 

 

（2）愛媛県管理栄養士の活動 

管理栄養士の派遣期間・活動内容は表のと

おりで、1～3班は他自治体栄養士合同、4,5

班は愛媛県のみで下記①～⑥の活動を行った。 

① 避難所の食事改善 

② 被災者の個別支援 

③ 支援物資の管理 

④ 新型コロナウイルス感染症対策強化 

⑤ 被災者の自立に向けた支援 

⑥ 球磨村、支援団体との情報共有 

避難所では、村契約業者の弁当と炊き出し

による食事の提供が行われていた中、7/21～

23の食事内容を熊本県栄養士会の協力を得

て計量し、国立健康・栄養研究所に分析委託

する調査が実施された。その結果から、全避

難所でビタミンＢ１、Ｂ２不足が懸念される

とともに、食塩相当量が１日平均 9.1ｇの弁

当に炊き出しの汁物が 1日２回提供され、塩

分過剰となっていることが分かった。この結

果を基に、弁当業者への内容改善依頼、炊き

出し内容の検討を行った。個別支援の際には

弁当の栄養的な特徴を説明し、弁当の量の調

整、炊き出しの汁物の利用調整、野菜ジュー

スや牛乳・乳製品の活用などを指導した。 

また、球磨村管理栄養士からの依頼により、

避難所避難者を対象に食・栄養面で支援が必

要な人を抽出するための食事アンケートを行

った。その結果、食事量に変化があった人が

37.2％、口内炎の治療が必要な人が 4.5％、

便秘の人が 20.6％と食事量や体調不良の回

答がみられた。これ以外にもアンケートをき

っかけにアレルギーや糖尿病等の持病があり、

不安を持ちながら弁当を利用している実態も

キーワード 被災地支援、栄養・食生活支援 
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把握できた。アンケート結果をもとに、病態

に応じた個別の相談や支援物資の栄養補助食

品を活用するなどの支援を行った。 

８月には支援自治体が愛媛県だけになり、

被災者が健康状態を自己管理できるよう血圧

計や体重計、記録用紙を準備した健康ブース

を避難所に設置した。また、避難所の要支援

者の情報を保健師や他団体の資料と合わせて

集約し、球磨村と日赤チームに支援を引き継

いだ。 

表１：派遣期間・活動内容等 

 

考 察 

災害発生約２週間後からの支援であったた

め、避難所の食事は業者の弁当や炊き出しが

提供され、カップ麺やレトルト食品、栄養補

助食品や飲料類の支援物資も利用でき、量は

十分に確保されていた。しかし、弁当の内容

分析や食事アンケートの結果から食事の質に

関しては課題が明らかになった。弁当や避難

所で提供される食事内容の改善依頼や個別の

支援を行うことで、避難生活による持病の重

症化や新たな健康被害を予防する一助となっ

たと考える。 

被災自治体の管理栄養士は住民と直接支援

する余裕のない状況を目の当たりにし、受援

の立場になった際には、避難所の食に関する

課題解決のため、多くの支援団体と連携を図

り、業務を分担していくことが必須であると

感じた。そのためには、主要な支援団体の特

徴を理解し、どの段階でどのような支援を受

けるかをイメージしておく必要がある。さら

に、被災者の健康を守る栄養・食生活支援の

意義と栄養士の役割について自治体内、関係

団体等の理解を得て、平時から災害対策に専

門職として関わっておくことも必要である。

県保健所管理栄養士には、市町が行う被災者

への支援を適切に行えるよう管内市町との情

報共有や体制整備をお願いしたい。 

今回初めて、業務が異なる県と市町の管理

栄養士が引継ぎながら 1か月間、県外での活

動を順調に行うことができたのは、被災地や

前任者の活動情報がメール等で提供され、現

地でもメールや LINE を活用して情報共有や

相談ができる体制が構築されていたためと考

える。支援団体からの情報もオンラインで被

災自治体に集約されていたため、被災時の主

要な施設ではオンライン環境を整えておくこ

とも重要だと感じた。 

 

謝 辞 

派遣前からの種々の調整や情報提供など細

かなサポートしてくださった県担当者の皆様、

派遣に送り出してくださった職場の皆様に深

く感謝いたします。  

月 日 状況・活動内容 
支援 

自治体 

7/4 発災  

7/5～7/7 （保健所活動支援） 熊本県 

7/8～7/19 ・7/9～避難所で 

3食弁当提供開始 

・要支援者の抽出 

熊本県 

岡山県 

山口県 

鳥取県 

福岡市 

7/20～ 

【1班】 

・食事提供状況調査 

・避難所食環境整備 

・個別支援 

愛媛県 

熊本県 

岡山県 

山口県 

福岡市 

北九州市 

7/25～ 

【2班】 

・避難所食環境整備 

・個別支援 

愛媛県 

熊本県 

岡山県 

北九州市 

7/30～ 

【3班】 

・避難所食環境整備 

・個別支援 

・食事アンケート実 

 施 

・避難所状況整理 

・食事提供状況調査

結果を踏まえた食

事内容の検討 

愛媛県 

熊本県 

岡山県 

北九州市 

8/4～ 

【4班】 

・避難所食環境整備 

・個別支援 

・食事アンケートを 

ふまえた個別支援 

愛媛県 

8/9～8/12 

【5班】 

・避難所食環境整備 

・個別支援 

・健康ブース設置 

・球磨村への引継ぎ 

愛媛県 
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西条保健所における外国出生結核患者支援と今後 

○宇都宮美和 竹内潤子 木村千鶴子 鈴木洋司 田窪小夜 武方誠二 （西条保健所） 

 

 

1.はじめに 

 我が国では、H30年に新規結核患者のうち外

国出生者が初めて 10％を超え、また、若年層

患者に占める外国出生者が増加している。愛媛

県の国籍別外国人労働者数は東南アジア諸国が

50％を占めており、これらの国は結核の罹患率

が極めて高い。さらに、地域別の就労状況をみ

ると、東予地域が外国人雇用事業所及び労働者

数ともに県内で最も多く、結核の啓発とともに、

発症時には安心して治療完遂できる支援を、事

業所等と連携して行うことがますます重要とな

っている。今回、患者支援及び外国人労働者受

入れ監理団体と連携した健康教育の取り組みを

通して、今後の外国出生結核患者対策について

検討したので報告する。   

2.現状 
（１）愛媛県における外国出生結核患者の状況 

 H27年～R元年の 5年間の新規外国出生患者

は 41人で、うち 80％が 20～30歳代であり、R

元年には新規登録者 112名中 10名（9％）と外

国出生者が増えている（図１）。そのため愛媛

県では、H30年度に患者が安心して治療を受け

ることができることを目的とし、愛媛県に届出

をしている国籍上位 4カ国（中国、韓国、フィ

リピン、ベトナム）及び英語を含めた 5カ国語

版の説明資料を作成している。 
（図１） 愛媛県新規結核患者数と外国出生患者 

割合の推移 ＊LTBI含まず     

                 

 
（２）東予地域における外国人雇用事業所及び

労働者数の現状 

西条保健所管内（西条市・新居浜市）を含む

東予地域の外国人雇用事業所数は、令和元年

10月末現在、県内 1,432カ所中 844カ所、外

国人労働者数は、県内 7,812人中 5,207人であ

り、それぞれ県内の 59％、66.7％を占めてい

る。 

（３）西条保健所管内における外国出生結核患

者支援の状況 

H22年 1月～R2年 9月末現在の外国出生結核

登録患者 11名の状況及び診断から治療終了ま

での支援状況について、ビジブルをもとに振り

返り、支援上の課題についてまとめた。 

1） 登録者の状況 

登録者は 11名で、来日目的は技能実習が

91％、出生国はベトナム、フィリピン、インド

ネシアといった結核高蔓延国が 91％を占めて

いた。肺結核は 6 名で全員が 20 歳代であった。

病型はｌⅢ1が最も多く、入国後の診断時期は

1年以内が 83％であった（図 2）。 
（図 2）管内の外国出生結核患者の登録者状況 

    （H22年 1月～R2年 9月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2）支援上の課題～支援の振り返りから～ 

 事例を通しての支援上の課題を以下 3点にま

とめた。 

① コミュニケーションの問題 

 言語のみならず、母国の医療制度や結核とい

う病気の考え方の違いなどから、説明の意図が

伝わりにくい。 

②寮生活等集団生活による集団感染リスク 

 技能実習生においては、寮生活等集団生活を

している事例が多く、特に塗抹陽性患者発生時

には集団感染となるリスクが高い。 

③雇用側の結核に関する理解度の問題 

 雇用側の結核に関する知識を得る機会が乏し 

く、患者発生時に初めて結核について知ること 

が多い。 

キーワード 外国出生結核患者、監理団体、連携、技能実習生、DOTS 
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3.西条保健所の取り組み 

  これら支援上の課題から、患者支援・事

業所支援に加え、予防的取り組みとして

H31(R元)年度から管内の技能実習生受入監

理団体と連携し、結核等感染症予防に関す

る健康教育を実施している。 

（１） 実施方法 

  管内事業所に波及させていくことを目的と

して、モデル的に管内の 1監理団体と連携し、

入国後講習（1か月間、研修センターで共同

生活をしながら日本語や日本の文化等につい

て講義を受講）の 1コマ 1時間を保健所が担

当し、結核等感染症予防の講習を実施した。

実施にあたっては、愛媛県作成の翻訳資料及

び翻訳アプリを活用した。 

（２） 対象 

  技能実習生（インドネシア共和国） 

（３） 実施上の配慮 

  日本語理解度や、母国文化の把握・確認等

を行い、ゆっくりわかりやすい日本語を用い、

ジェスチャーを駆使して、理解度を確認しな

がら実施した。また、感染症予防の基本であ

る手洗いについては、手洗いチェッカーを用

いた実習を取り入れ、視覚的な理解を促した。 

（４） 実施結果 

 R元年 9月～R2年 3月にかけて、計 4回・

69名に実施した。なお、実習生のみならず

配属先事業所職員の参加もあった。 

（５）成果 
①事業所と連携した DOTSと治療完遂への支援 

  届出受理後は、速やかに事業所の上司との

面接や結核に関する研修を行い、治療継続の

ための協力体制を構築した。事業所の上司が

服薬支援者となり、上司の見守りと協力のも

と、患者が安心して就労しながら治療を継続

し、途中帰国者以外は全員が治療を完遂する

ことができた。 

②監理団体と協働した予防教育による技能実習 

生の意識向上と行動変容 

  母国語を用いた啓発資料を用い、実習生の

反応を見ながら実施することで理解が深まり、

健康教育後は感染症予防の意識向上や行動変

容が見られているとの報告を受けている。 

4.課題 
  実施後の課題について、以下 5点にまと

めた。 

（１） 管内の他の監理団体への波及 

他の監理団体に予防教育を波及させていく 

予定だったが、R2年度は COVID-19による入

国制限があり R2年 11月現在、実施できてい

ない。    

（２） 管内の事業所における結核を含めた健 

康管理の現状と課題の把握 

（３）塗抹陽性患者発生時の接触者健診と事後

フォローの在り方について 

IGRA陽性時、母国での感染も考えられ

るため、LTBIによる単剤治療が耐性菌を

生み出す恐れがある。 

（４）治療途中で帰国する事例への支援 

（５）言語の違いによるコミュニケーション 

の問題 

5．今後の取り組み 
 課題を踏まえ、以下のことを実施する予定で

ある。 

（１） 技能実習生受入再開後、モデル実施の 

監理団体と取り組みを再開し、研修実施前

後評価を行い、管内へ波及させていく。 

（２）管内事業所における技能実習生の健康管 

理の実態と課題についての調査を実施する。 

（３）塗抹陽性患者発生時には、接触者健診項

目、方法について事業所及び医療機関と協

議のうえ、慎重に対応をしていく。 

（４）治療完遂前に帰国する事例について、母

国での治療を継続してもらうため、主治医

を中心に、結核研究所における結核医療国

際連携支援も活用するなどして、治療完遂

への支援と治療成績の確認を行う。 

（５）コミュニケーションの問題について、 

  医療通訳の導入に向けた働きかけ及びポケ

トークの効果的活用を行う。 

6．まとめ 
 外国人労働者の増加をふまえ、今後も予防

的視点から監理団体や事業所等と連携し、胸部

エックス線検査を含めた確実な健診受診と事後

フォロー及び、有症状時の早期受診の大切さを

さらに啓発していく必要がある。 

また、患者発生時は速やかに事業所と連携し

服薬支援者の育成を行い、翻訳ツール等を効果

的に活用した DOTSにより、患者が安心して就

労をしながら、確実に治療完遂できる支援を推

進していくことが重要である。 

 

＜参考資料＞ 

1) 公益財団法人結核予防会:結核の統計 2019 

2) 愛媛労働局：令和元年 10月末現在の外国

人雇用状況について（令和 2年 1月 31日

発表資料） 
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保健所のエイズ相談で導入したメール予約の実施状況について 

○山下 香奈江  松谷 真智  宇都宮 彩子  菊岡 直子  中川 早苗 

  藤本 弘一郎  中村 清司  近藤 弘一  （松山市保健所） 

 

         

はじめに 

近年、全国的に保健所で実施する HIV抗

体検査数は減少傾向である一方で、HIV新規

感染者数は全国でも高止まりの傾向が続き、

その中でも同性間性的接触のある男性(以後

MSM という)の感染が増加している。後天性免

疫不全症候群に関する特定感染症予防指針

でも、MSMは個別施策層と位置づけられ、対

象者の実情に応じて、検査を受けやすくする

ための特段の配慮が重要であると示されてい

る。松山市保健所では HIV抗体検査を含む

エイズ相談事業を、無料・匿名・予約制で毎週

月曜日の昼間と毎月第 2月曜日の夜間、6月

と 12月第 1日曜日の休日に行っている。予

約は従来電話及び来所での受け付けであっ

たが、平成 29年 10月からメールでの予約を

併用して開始した。令和元年度末でメール予

約を開始し２年半が経過したのでそこに至るま

での経緯や予約の受付状況、メール予約者の

傾向について報告する。 

 

メール予約に至るまでの経緯 

松山市保健所では個別施策層への対策と

して平成 18年度から非公表で MSM限定の

HIV検査会を実施しており、非公表の MSM

限定検査ではインターネットで予約を受け付け

ていた。しかし通常のエイズ相談事業ではイン

ターネット予約の体制は整備できていなかっ

た。その中でエイズ相談事業全体で若年層の

受検者数の減少や MSMなどの個別施策層の

受検環境の整備が課題となっていた。 

平成 29年 6月に MSM限定の検査で利用

者にアンケートを実施したところ、検査の受け

やすさについて 72.7％の人が「ネット予約がで

きること」と回答していた。また MSM限定検査

のインターネット予約の受付時間も 73.3％が

夜間や休日などの保健所が閉所している時間

であった。これらから、インターネット等を使っ

た予約方法は MSMや若年層にエイズ相談を

受けやすくする手段として有効ではないかと考

え、平成 29年 10月から通常のエイズ相談事

業でもメールを用いた予約の受け付けを開始

した。 

メール予約の方法 

 平成 29年 10月から、松山市ホームページ

にエイズ相談のメール予約に関するページを

設け、検査の時期など基本的な説明事項、メ

ール予約に関する注意事項及び予約専用の

メールアドレスを掲載している。予約者は注意

事項を確認後、メール本文に希望日時を第一

希望から第三希望まで記入し送信、保健所担

当者は受信したメールに対し決定した予約日

時と予約番号を返信し、予約完了となる。な

お、個人情報保護の観点から、予約に関する

メールの確認を行うのは事業担当者のみとし、

返信時には担当者でダブルチェックを行い、

受信メールに含まれるメールアドレス以外の個

人情報は削除したうえで返信している。 

 

結果 

エイズ相談の来所者及びメール予約者の属

性は、受付後に来所者が記入するエイズ相談

票と医師相談時に医師が記入するエイズ相談

受付票を基に年齢、性別、受検回数などを単

キーワード HIV、エイズ、検査、メール予約 
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純集計した。 

 平成 29年 10月から令和 2年 3月末までの

エイズ相談利用者は延べ 1,001人、うち男性

622人(62%)、女性 379人(38%)であった。検査

時間ごとの利用者数の内訳は、昼間検査 639

人、夜間検査 269人、休日検査 93人であっ

た。メール予約は延べ 329人の予約を受け付

け、実際の利用者は 276人、うち男性 149人

(54%)、女性 127人(46%)であった(図 1)。検査

の時間帯別にメール予約者の割合をみると、

昼間検査で 24.9%、夜間検査で 33.8%、休日

検査で 28.0%であった。 

エイズ相談利用者全体とメール予約者の年

齢及び年齢階層別利用者数、各年齢階層に

おけるメール予約者割合を表 1、2に示す。メ

ール予約者の平均年齢はエイズ相談全体より

も若く、男女ともより若い層でメール予約を利

用する割合が高くなる傾向があった。この傾向

は、特に女性の方で顕著であった。 

 予約メールの受信時間は、保健所開所時間

(平日 8時 30分～17時 15分)では 111件

(33.7%)、夜間や休日など保健所閉所時間で

は 218件(66.3%)の受信があった。 

 初回利用者の割合をみると、エイズ相談利

用全体では 60.7%だったのに対し、メール予約

者では 67%であった。 

 

考察 

 メール予約者はエイズ相談利用者全体と比

べ女性や若年層、初回利用者の割合が多か

ったことから、メール予約は若年層だけでな

く、女性や初回利用者に対しても受検へのハ

ードルを下げたと考えられる。 

予約メールの受信時間は 6割以上が夜間

や休日などの保健所閉所時間であった。また

夜間や休日検査の方が、昼間検査よりもメー

ル予約の割合が高いことからメール予約は保

健所の開所時間に関わらず自分の都合の良

いタイミングでメールが送信できる利便性か

ら、日中仕事や学校がある若年層から働き世

代の人の利便性向上に繋がったと考えられ

る。さらに、電話予約が可能な時間にもメール

予約を利用する人もいたことから、メール予約

はエイズ相談の予約手段として重要なツール

のひとつになっていると考えられる。 

 

おわりに 

 HIV/エイズはかつて「死に至る病」と言われ

ていたが、現在は治療の進歩で早期発見、早

期治療で死に至る病気ではなくなっている。し

かし、正しい知識が普及せず差別偏見を恐

れ、受検に繋がっていない感染者がいるのが

現状である。そういった感染者を受検に繋げる

ためにも、正しい知識の普及啓発に努めてい

くとともに、現在行っている MSM限定検査会

のインターネット予約や通常のエイズ相談メー

ル予約等を継続し、今後も利用者の傾向を把

握しながら受検環境を整備することが必要で

ある。 

表1)エイズ相談利用者全体とメール予約利用者の年齢(歳)

全体 メール

年齢(平均値±SD) 35.8±12.8 31±9.5

年齢(中央値) 31 29

表2)年齢階級別エイズ相談利用者数とメール予約者数及びメール予約利用者の割合

全体 メール予約 全体 メール予約

人数(人) 人数(人) 人数(人) 人数(人)

20歳未満 7 4 57.1 13 6 46.2

20～29歳 205 60 29.3 205 75 36.6

30～39歳 185 48 25.9 93 35 37.6

40～49歳 109 25 22.9 42 8 19.0

50～59歳 67 7 10.4 17 3 17.6

60～69歳 31 5 16.1 6 0 0.0

70歳以上 17 0 0.0 4 0 0.0

メール予約

利用者割合(％)

女男

メール予約

利用者割合(％)
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各演題へのコメント 

 

演題番号７ 演題名：平常時から取組む在宅難病患者要援護者の災害時支援体制の検討 

筆頭演者：秋山 友紀（愛媛県西条保健所） 

コメント者：早田 亮（愛媛県四国中央保健所長） 

 行政機関が災害発生時に特段の支援が必要と思われる管内在住者をあらかじめ

リストアップし、有事に備えた支援体制を準備するという考え方は、近年重視され

るようになってきていますが、県と市町村相互のより効果的な連携体制構築に向け

ての摺り合わせなど今後に委ねられる部分もまだ多く、地域差も存在しています。 

本報告は第一段階「情報共有」のための取り組みの成果であり、課題点はありつつ

も、次段階「課題共有」に向けての今後の方向性に期待したいと思います。 

 

演題番号８ 演題名：八幡浜保健所管内特定給食施設等における災害時対策の推進に向けた取組

について 

筆頭演者：大内 詩野（愛媛県八幡浜保健所） 

コメント者：武方 誠二（愛媛県西条保健所長） 

災害時の「食」に関しては、早期から質の高いものが求められようになっていま

す。今年度、愛媛県と愛媛県栄養士会の間で「災害時における栄養・食生活支援活

動に関する協定」が締結され、各組織の活動が明確になり、よりスムーズに支援が

行える体制が確保されました。今後、保健所としては、施設の個別指導の充実、関

係者間の連絡調整や食に関するマネジメント力の向上等に関して、平時から施設間

の連携を深めることにより災害対策を充実させていく必要があると考えます。 

 

演題番号９ 演題名：令和２年７月豪雨災害応援派遣での栄養・食生活支援についての報告 

筆頭演者：河端 千津子（東温市役所） 

コメント者：廣瀬 浩美（愛媛県今治保健所長） 

長期化する避難所での弁当や炊き出し等の食事を栄養士会と国立健康・栄養研究

所とともに分析を実施し、ビタミンＢ１、Ｂ２不足と弁当と汁物の塩分過剰状況か

ら個別の栄養・食生活改善活動を実行されたことは、根拠に基づいた避難所の栄養

改善の特筆すべき活動と思われた。 

 発災時の急性期を過ぎた避難所では被災者の個別の病態に応じた相談や支援物

資の栄養補助食品等を活用した栄養・食生活支援が栄養士の役割となるという貴重

な支援経験を活かし、関係機関や団体とともに平時から自治体栄養士として受援や

活動体制の準備に取組まれることを期待したい。 

 

73



演題番号 10 演題名：西条保健所における外国出生結核患者支援と今後 

筆頭演者：宇都宮 美和（愛媛県西条保健所） 

コメント者：三木 優子（愛媛県中予保健所長） 

愛媛県結核分科会においても結核高蔓延国からの労働者の発病が多いことが問

題とされ、県内で圧倒的に外国人労働者の多い西条保健所では対応に尽力してこら

れました。これまでの支援経験をもとに課題を整理され、母国を離れて発病された

患者さんが安心して治療を完遂できるように、生活環境に配慮した支援をしてこら

れた姿がうかがえます。また個々の事例での課題を監理団体ぐるみの予防的取り組

みにまで発展された手法はすばらしいと思います。帰国後の治療継続の支援にも取

り組まれ、愛媛の公衆衛生マインドを感じます。  

 

演題番号 11 演題名：保健所のエイズ相談で導入したメール予約の実施状況について 

筆頭演者：山下 香奈江（松山市保健所） 

コメント者：廣瀬 浩美（愛媛県今治保健所長） 

松山市保健所では、平成 18 年度から個別施策層対策として非公表でＭＳＭ限定

のＨＩＶ検査会をインターネット予約にて実施され、平成 29年 10月から通常のエ

イズ相談事業においてもメール予約を開始されている。 

メール予約の特徴として 20代・30代のメール予約割合が他の年代層より高く、

夜間や休日での利用増などインターネットやスマホアプリの活用は、ＨＩＶ検査の

予約ツールとして有用であるばかりでなく、スマホの二次元バーコードなどの読み

取り機能の活用等により個別施策層対策として意識啓発や情報提供ツールとして

も活用できると思われた。 
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職場対抗ヘルスアップ選手権事業 

（職場環境改善健康づくり推進事業）2/4 
 

 〇千葉美帆  吉見育峰  石﨑幸恵  川口和美  藤田博之 

      竹内竜美  倉田朋子  是澤麻衣  三木優子 （愛媛県中予保健所） 

 

キーワード 健康づくり、働く世代、健康無関心層 

 

はじめに 

本事業は、「えひめ健康づくり 21」の基本的方向であ

る健康寿命の延伸及び生活習慣病予防を図り、労働

者が元気で長く働けるよう、雇用人口の多い中予地域

で、職場の仲間と楽しみながら健康づくりに関する意識

を高め、職場での健康づくりの機運を醸成し、働く世代

の健康づくり及び生活習慣病予防を推進し定着させる

ために、令和元年度から３年計画の中予地方局予算

事業で実施している。事業所を巻き込んだ事業展開に

より、健康無関心層や健康づくりに取り組む機会の少

ない働く世代へのアプローチ方法として、ある程度の手

ごたえを得ることができたので途中経過を報告する。 
 

方 法 

令和元年度と２年度の事業内容の比較と参加数の

実績を（表１）に示す。 

(１) 職場対抗ヘルスアップ選手権 

① 職場チーム部門 

身に付いていない生活習慣の中から健康づくり目標

を選択できるよう、現在の生活習慣を目標一覧（添付

資料裏面）でまずチェックしてもらい、身に付いていな

い習慣の中から新たにチャレンジしたい目標２つを選

択できるようにした。目標３つは多すぎて長続きしなか

ったという意見もあり、チーム共通目標 1 つ＋自分だけ

の目標 1 つとした。基本的な生活習慣が身に付いてい

る参加者からは、「目標レベルが低い」「難度が曖昧」と

いう意見があったことから、２年度は「健康で長生きする

ために身に付けてほしい基本的な生活習慣」と「さらに

理想的な生活習慣を目指す人のための目標（中級）」

に分け、自分のレベルに合わせて選択できるようにした。

また、「健康づくり＝運動」と考える人も多く、歯みがき

や睡眠など健康づくりと関係ない目標が多いという意

見もあったため、２年度は、目標を設定した根拠やねら

いを解説し、参考となる Web 資料等をリンクさせた。中

級目標の点数を高くしても低くしても、目標選択や取組

み方に無理がかかる可能性も想像できることから、点数

は、どちらも同じ「できたら１点」とした。 

３か月の競技期間は長過ぎるという意見もあり、生活

習慣は２か月程度でも身に付けることができるという見

解もあることから、２年度は８週間とした。 

エントリーには個人情報取得が伴うため、県ホーム

ページの問合せフォームから作成し、スマートフォンな

どから簡単にエントリーできるようにし、結果については

Google フォームを利用し、個人情報を入力しない形で、

取組み結果を１週間毎に入力できるようにし、最終週に

はアンケートも実施した。 

表１ 令和元年度と２年度の事業内容の比較及び参加数実績 

 令 和 ２ 年 度 令 和 元 年 度 

募集期間 ８月 21日（金）～９月 14日（月） ７月５日～８月 16 日 

対 象 者 中予地域の事業所で勤務している者 愛顔の健口支援協力事業所限定企画 

周知方法 

・ホームページ掲載 

・チラシ配布（松山法人会、商工会議所、 

各市町、愛顔の健口支援協力事業所他） 

・同左 

・チラシ配布（愛顔の健口支援協力事業所のみ） 

応募方法 中予保健所ホームページから Web申請 メール、FAX、郵送等 

競技期間 ９月 28日（月）～11月 22日（日） （８週間） ９月１日～11月 30 日 （３か月間） 

テ ー マ 運動・歯科・食 （知識・自主学習編） 生活習慣病 

競
技
内
容 

職場チーム

部門 

・３～５人で 1チーム 

・新たにチャレンジする健康づくり目標を２つ選択 

（チーム目標 1つ＋個人目標１つ） 

・チームで励まし合って競技期間の成果を競い、健康

づくりに取り組む。 

・５人で１チーム 

・新たにチャレンジする健康づくり目標を３つ選択 

（チーム目標 1つ＋個人目標２つ） 

・同左 

事業所取組

部門 

・事業所で従業員のために実施している健康づくりの取

組みを紹介する。 

・同左 

 

結果提出方法 週ごとに、Google フォームから入力、送信 
３か月分まとめて、エクセル表に入力し、メール

または紙で競技終了後提出 

実 績 

（参加数） 

＜職場チーム部門＞・参加事業所数 25  

・参加チーム数 191（769 人） 

・参加事業所数 16 

・参加チーム数 172（851人） 

＜事業所取組部門＞・参加事業所 ６ ・参加事業所 ７ 
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競技中に、励ましのメールをしたり、中間集計をし

て暫定順位を発表したりして、参加者の意欲が下が

らないよう工夫した。 
 

② 事業所取組部門 

事業所でこれまで続けてきたことや、新たに始めた

ことなどをレポート形式で提出していただき、「健康フェ

スタ in 中予」やホームページで、好事例として紹介した。 
 

③ キックオフセミナー 

運動の方法が分からなかったという声や、正しい歯

みがきができていたかという疑問が生じ、ヘルスアップ

選手権の競技開始前に、体組成や口腔機能等を確認

し、運動や歯みがき等の実践方法を実技指導するセミ

ナーで、２年度から開催予定であったが、新型コロナウ

イルス感染拡大の影響により、実施できなかった。 

そこで、図らずも新型コロナウイルス感染拡大による

外出自粛によって、厚生労働省や全国の様々な団体

から、「おうちでできる体操」動画などがネット上に掲載

されることとなり、これらを利用する形で、ホームページ

上に運動の実践方法をリンクさせ、それを見て知識を

得て、自主学習しながら実践できるようにした。 

さらに、選択目標と健康づくりの取組みの関係を検

証するため、中予地方局松山庁舎職員参加者 142 人

を限定対象として、取組み前後の体重や筋肉量などを

体組成計で試行的に測定をした。 
 

(２) 健康フェスタ in中予（R元年度） 

職場対抗ヘルスアップ選手権で健康づくりに取り組

んだ人たちの努力を称える表彰式をメイン行事として、

健康づくりに関する展示や体験コーナーなどを実施す

るイベントを開催した。 
 

(３) 運営会議及びワーキング部会（R元年度） 

既存の「健康づくり運動地域推進会議」を軸として、

本事業の企画・運営や選手権の審査を行うため、松山

法人会、協会けんぽ、商工会議所、県歯科医師会、労

働基準監督署、管内市町の健康づくり担当者を構成

員に、運営会議を年３回開催した。運営会議の中から

選出した担当者に、事業所の厚生部門の担当者を加

えて、事業実施の企画・運営案の作成・検討を行うワー

キング部会も開催した。 
 

結果及び途中経過 

(１) 職場対抗ヘルスアップ選手権 

① 職場チーム部門 

元年度の事後アンケートで、これまで健康習慣のな

かった人のうち６割近くが、ヘルスアップ選手権終了後

も健康づくりを続けたいと回答し（図１）、２年度参加者

の１／３が１年目に引き続きヘルスアップ選手権に参加

した。（図２） また、２年度の参加者の性別や年齢構成

は、元年度と大きな違いはなかったが、女性の割合が

若干増加している。（図３、図４） 

表 2 で示した健康づくり目標では、下線の目標が元

年度にも多くの参加者に選ばれていた。グループ目標

の「３階差以内は階段を使う」は、職場チームで取り組

みやすい目標であり、また、「体重計にのる」は手軽に

実行できること、「朝食を食べる」は、食べていない人が

多い現状を反映したものと推察される。元年度にはな

かった「1 日 3 回以上笑う」も予想以上に人気があり、

「石鹸で手を洗う」は新型コロナの時代を反映したもの

となった。今回新たに設定した中級の目標は個人目標

としては多く選ばれた。 
 

表２ 令和２年度に選ばれた健康づくり目標 

② 事業所取組部門 

 元年度にエントリーのあった７事業所のうち６事業所

から、朝礼時や昼休みのラジオ体操、お口の体操、ノ

ルディックウォークやダイエット選手権などの取組みの

レポートがあり、健康フェスタ会場とホームページで紹

介した。 
 

(２) 健康フェスタ in中予 （令和２年２月 16日(日)） 

元年度は、県武道館大会議室で開催した。立ち上

がりテストや２ステップテストなどのロコモ健診、歯科健

診やフッ化物塗布、骨密度測定、減塩スープや乳製品

の試飲、スモーカーライザーによる呼気中一酸化炭素

濃度測定や禁煙相談等の各体験コーナーに 200 人余

りの参加があった。協賛企業や協力団体からいただい

た各賞や中予地方局長賞、みきゃん賞などを授与する

表彰式と、競技参加者へのインタビューも実施した。競

技参加者全員に参加賞のミニ賞状も配布し、喜ばれた。 

２年度は、中予地域で新型コロナウイルス感染者が

増加しているため、１月 10 日(日) いよてつ髙島屋スカ

イドームでの開催は中止となった。 
 

おわりに 

 ２年度は計画通りに進まない部分もあったが、コロナ

禍でも取り組めるよう工夫している。現在、選手権終了

直後のため、２年目の結果も含めて次回報告する。
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愛媛県における栄養素等・食品群別摂取量の地域特性について 

～平成 27年愛媛県県民健康調査の分析から～ 
 

○大内詩野（八幡浜保健所） 安川潤（愛媛県立子ども療育センター） 

愛媛県保健福祉部健康増進課・保健所管理栄養士一同 

 

キーワード 栄養素等・食品群別摂取量、地域間比較、県民健康調査 

 

はじめに 

愛媛県は全国と比較して心疾患や脳血管

疾患、腎不全による標準化死亡比が高く、

共通のリスク因子である高血圧の保有者を

減らすことは愛媛県の重要な健康課題であ

る 1)。さらに、平成 30年度から愛媛県が

実施しているビッグデータ活用県民健康づ

くり事業等により、高血圧をはじめとした

健康問題の保有状況には県内でも地域差が

あることが明らかとなっている 2)。 

今日、種々の健康問題と食生活の乱れに

は関係があると言われている。愛媛県で

は、県民の健康状態及び食生活等の実態を

把握し、県民の総合的な健康づくりの基礎

資料を得ることを目的として、概ね５年ご

とに愛媛県県民健康調査（以下、「県民健

康調査」という。）を実施している。この

調査では、国民健康・栄養調査と同様の秤

量法により、1日分の食事内容を調査し、

県民の栄養素等・食品群別摂取量の把握を

行っているが、これまでに県内地域間にお

ける統計的な分析結果を踏まえた比較は実

施していなかった。 

今回、地域特性に応じたより効果的な食

育や健康づくり事業の実践に向けて、直近

の調査である平成 27年県民健康調査のう

ち食物摂取状況調査データを用いて分析を

行い、地域による食生活の特性の傾向をつ

かむことを試みたので報告する。 

 

 

方法 

平成 27年県民健康調査における食物摂

取状況調査に協力を得られた 1,168名のう

ち、20歳未満の者及びエネルギー摂取量

が±3SD値を超える者を除いた 923名を分

析対象とした。 

栄養素等及び食品群別摂取量について

は、残差法を用いて個人ごとのエネルギー

摂取量調整値を算出した。さらに、東予・

中予・南予の地域別に年齢・性別を調整し

た栄養素等及び食品群別摂取量の平均値を

算出し、Z検定により県の平均摂取量と各

地域の平均摂取量の差の比較を行った 3)。 

結果 

本分析対象者の基本特性を表１に示す。

県全体の対象者の男女比は男性 46.5％、

女性 53.5%、平均年齢は男性 55.7歳、女

性 57.2歳であった。

 

表１　分析対象者

東予 中予 南予 県全体

男性

　人数（人） 188 130 111 429

　割合（％） 49.1 44.2 45.1 46.5

　平均年齢（歳） 55.2 55.8 56.4 55.7

女性

　人数（人） 195 164 135 494

　割合（％） 50.9 55.8 54.9 53.5

　平均年齢（歳） 59.5 54.9 56.6 57.2

全体

　人数（人） 383 294 246 923

　平均年齢（歳） 57.4 55.3 56.5 56.5
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栄養素等摂取量を表 2及び図 1に示す。

エネルギー摂取量は、地域間で有意な差は

みられなかった。エネルギー産生栄養素

（炭水化物、たんぱく質、脂質）では、県

平均の摂取量と比較して東予地区で炭水化

物の摂取量が有意に多く脂質の摂取量が有

意に少ない一方、南予地区では炭水化物の

摂取量が有意に少なく脂質の摂取量が有意

に多かった。また、その他の栄養素では、

中予地区でビタミンⅭの摂取量が有意に多

く、南予地域では食物繊維の摂取量が有意

に少なく、食塩摂取量が有意に多かった。 

次に、食品群別摂取量を表 3及び図 2に

示す。地域間で摂取量に有意な差がみられ

たのは、野菜類、魚介類、菓子類であっ

た。野菜類の摂取量について、中予地域で

有意に多く、南予地域で有意に少なかっ

た。魚介類の摂取量について、中予地域で

有意に少なく、南予地域では有意な差は認

められないものの多い傾向にあった。菓子

類の摂取量については、南予地域で有意に

少なかった。その他、穀類、砂糖・甘味料

類、果実類、乳類、肉類、アルコール飲料

の摂取量に有意な差はみられなかった。 

考察 

県民健康調査は県全体の健康状態及び食

生活等の実態把握を目的とした調査であ

り、二次医療圏別で分析を行うには各地域

の対象人数が少なく活用できる結果を得る

ことは困難であったが、東予・中予・南予

の３つの地域に分類し集団の規模を大きく

した上で分析することで、県下の地域ごと

の食生活の傾向をとらえることができた。 

栄養素等摂取量では、食塩摂取量につい

て全県平均が 9.7g/日と第二次県民健康づ

くり計画（以下、「県計画」という。）で目

標に掲げる 8.0g/日を大幅に上回る結果で

あった。特に、南予地域で有意に摂取量が

多かった。ビッグデータ活用県民健康づく

り事業により南予地域で高血圧の有病者が

多いことが報告されているが 2)、本結果か

ら当該地域において食塩摂取量が多いこと

が高血圧の発症に寄与していると考えられ

る。このことから、南予地域においては、

より一層減塩に向けた取り組みが必要であ

ることが示唆された。 

また、ビタミンＣや食物繊維の摂取量は

中予地区で多い結果であったが、これは同

地区において野菜類・果実類の摂取量が多

いことが要因だと考えられる。しかし、野

菜類の摂取量が最も多かった中予地域でも

野菜類の摂取量は 304g/日であり、県計画

の目標 350g/日に対し約 50g下回ってい

た。野菜類の習慣的な摂取は、生活習慣病

予防の観点からも重要であると言われてい

る。全県的な野菜類の摂取量増加に向けて

実施している「愛顔のE
え

-
い

IYO
よ う

プロジェクト

推進事業」や「食環境整備事業」等、普及

啓発の推進が今後より一層求められる。 

今後の方向性 

ビッグデータ活用県民健康づくり事業等

により、地域ごとの健康課題が明らかとな

りつつある。地域の実情にあった効果的な

食育や健康づくり事業を展開するために

は、栄養素や食品の摂取状況について地域

毎の特徴を正しく把握することが重要であ

る。今後も継続して県民健康調査結果等を

活用し地域特性の把握を行い、健康づくり

に役立てたい。 

参考文献 

1) 厚生労働省「人口動態統計特殊報告

（人口動態保健所・市区町村別統計

（平成 25年～平成 29年））」 

2) 愛媛県「令和元年度愛媛県ビッグデー

タ活用県民健康づくり事業データ分析

報告書」 

3) 「健康増進施策推進・評価のための健

康・栄養調査データ活用マニュアル」

（平成 23年 11月 30日版） p.36-37 
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表２　栄養素別摂取量
県全体

差 SE Z値 P値 差 SE Z値 P値 差 SE Z値 P値

全体

　エネルギー (kcal) 1879.7 1905.5 25.9 29.4 ( -31.7 , 83.5 ) 0.9 0.38 1847.9 -31.7 32.7 ( -95.8 , 32.3 ) 1.0 0.33 1902.2 22.5 37.7 ( -51.4 , 96.5 ) 0.6 0.55

　たんぱく質 (g) 70.1 70.7 0.6 0.8 ( -1.0 , 2.2 ) 0.7 0.48 68.8 -1.4 0.9 ( -3.1 , 0.4 ) 1.5 0.13 70.6 0.5 0.9 ( -1.4 , 2.3 ) 0.5 0.62

　脂質 (g) 54.1 51.2 -2.9 0.8 ( -4.5 , -1.3 ) 3.5 0.00 * 56.0 1.9 1.0 ( -0.1 , 3.9 ) 1.8 0.07 56.3 2.2 1.1 ( 0.1 , 4.3 ) 2.1 0.04 *

　炭水化物 (g) 262.3 268.4 6.1 2.4 ( 1.5 , 10.7 ) 2.6 0.01 * 261.9 -0.4 2.7 ( -5.7 , 4.8 ) 0.2 0.87 254.1 -8.3 3.0 ( -14.2 , -2.3 ) 2.7 0.01 *

　食物繊維 (g) 14.1 14.3 0.1 0.3 ( -0.5 , 0.8 ) 0.5 0.64 14.8 0.7 0.4 ( 0.0 , 1.4 ) 1.9 0.06 13.1 -1.0 0.3 ( -1.6 , -0.4 ) 3.2 0.00 *

　カリウム (mg) 2294.0 2284.6 -9.4 41.3 ( -90.4 , 71.6 ) 0.2 0.82 2340.1 46.1 45.4 ( -42.9 , 135.0 ) 1.0 0.31 2241.8 -52.2 45.3 ( -140.9 , 36.6 ) 1.2 0.25

　カルシウム (mg) 483.3 503.4 20.1 13.2 ( -5.7 , 46.0 ) 1.5 0.13 469.8 -13.5 12.6 ( -38.2 , 11.1 ) 1.1 0.28 465.5 -17.8 13.1 ( -43.4 , 7.8 ) 1.4 0.17

　ビタミンＡ (mg) 574.4 623.4 49.0 54.7 ( -58.2 , 156.2 ) 0.9 0.37 558.3 -16.1 36.3 ( -87.2 , 55.0 ) 0.4 0.66 497.0 -77.4 46.5 ( -168.5 , 13.7 ) 1.7 0.10

　ビタミンＣ (mg) 87.5 84.4 -3.2 3.5 ( -10.1 , 3.8 ) 0.9 0.37 96.7 9.2 4.5 ( 0.3 , 18.0 ) 2.0 0.04 * 81.5 -6.0 3.9 ( -13.7 , 1.6 ) 1.5 0.12

　食塩相当量 (g) 9.7 9.3 -0.4 0.2 ( -0.7 , -0.1 ) 2.3 0.02 * 9.6 -0.1 0.2 ( -0.6 , 0.3 ) 0.6 0.52 10.5 0.8 0.2 ( 0.3 , 1.2 ) 3.4 0.00 *

【注釈】差：（県全体の平均値-各地区の平均値）により算出、SE：標準誤差、95%CI：95%信頼区間、*：p<0.05

【注釈】(a) ：性・年齢・摂取エネルギー量調整値（ただし、エネルギーについては性・年齢調整値、男女別の項目については年齢・摂取エネルギー量調整値。）

図１　栄養素別摂取量（全体・性、年齢、摂取エネルギー量調整値）
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表３　食品群別摂取量
県全体

差 SE Z値 P値 差 SE Z値 P値 差 SE Z値 P値

全体

 穀類 (g) 111.4 116.5 5.1 7.1 ( -8.8 , 18.9 ) 0.7 0.47 106.6 -4.8 7.8 ( -20.2 , 10.5 ) 0.6 0.54 109.9 -1.6 8.5 ( -18.2 , 15.1 ) 0.2 0.85

 砂糖・甘味料類 (g) 7.8 7.5 -0.3 0.5 ( -1.3 , 0.7 ) 0.6 0.55 7.7 -0.1 0.6 ( -1.1 , 1.0 ) 0.1 0.91 8.5 0.7 0.6 ( -0.4 , 1.9 ) 1.2 0.21

 野菜類 (g) 276.7 275.6 -1.1 10.0 ( -20.7 , 18.4 ) 0.1 0.91 304.4 27.6 11.7 ( 4.6 , 50.6 ) 2.4 0.02 * 248.1 -28.6 10.4 ( -48.9 , -8.3 ) 2.8 0.01 *

  緑黄色野菜 (g) 111.4 112.9 1.5 6.4 ( -11.0 , 14.0 ) 0.2 0.81 128.8 17.4 7.9 ( 2.0 , 32.9 ) 2.2 0.03 * 88.2 -23.3 6.2 ( -35.4 , -11.1 ) 3.8 0.00 *

  その他の野菜 (g) 157.2 153.5 -3.7 6.6 ( -16.5 , 9.2 ) 0.6 0.58 167.4 10.2 7.4 ( -4.3 , 24.8 ) 1.4 0.17 153.4 -3.8 7.5 ( -18.5 , 10.8 ) 0.5 0.61

 果実類 (g) 94.4 93.7 -0.7 6.5 ( -13.4 , 12.0 ) 0.1 0.91 105.1 10.6 7.3 ( -3.7 , 25.0 ) 1.5 0.15 81.9 -12.5 7.6 ( -27.4 , 2.3 ) 1.7 0.10

 乳類 (g) 99.8 107.9 8.0 9.2 ( -10.0 , 26.1 ) 0.9 0.38 93.1 -6.7 7.8 ( -22.0 , 8.6 ) 0.9 0.39 97.5 -2.3 8.5 ( -19.0 , 14.4 ) 0.3 0.79

 魚介類 (g) 83.1 84.2 1.0 4.3 ( -7.3 , 9.4 ) 0.2 0.81 72.9 -10.2 4.9 ( -19.9 , -0.6 ) 2.1 0.04 * 93.0 9.8 5.3 ( -0.6 , 20.2 ) 1.9 0.06

 肉類 (g) 86.2 83.1 -3.1 4.0 ( -10.9 , 4.7 ) 0.8 0.44 91.3 5.2 4.4 ( -3.4 , 13.8 ) 1.2 0.24 84.4 -1.7 4.7 ( -10.8 , 7.4 ) 0.4 0.71

 菓子類 (g) 22.0 25.4 3.4 2.6 ( -1.7 , 8.4 ) 1.3 0.19 23.4 1.4 3.2 ( -4.8 , 7.6 ) 0.5 0.65 15.1 -6.9 2.5 ( -11.8 , -2.0 ) 2.7 0.01 *

 アルコール飲料 (g) 117.1 108.0 -9.1 14.8 ( -38.0 , 19.9 ) 0.6 0.54 101.0 -16.1 17.9 ( -51.2 , 18.9 ) 0.9 0.37 139.6 22.6 21.0 ( -18.5 , 63.6 ) 1.1 0.28

【注釈】差：（県全体の平均値-各地区の平均値）により算出、SE：標準誤差、95%CI：95%信頼区間、*：p<0.05

【注釈】(a) ：性・年齢・摂取エネルギー量調整値（ただし、エネルギーについては性・年齢調整値、男女別の項目については年齢・摂取エネルギー量調整値。）

図２　食品群別摂取量（全体・性、年齢、摂取エネルギー量調整値）
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ビッグデータ活用地域健康づくり～健康づくり Re・Form～事業 

3 年間の取組み報告 
 

〇篠﨑紘一 下田惠 富谷純子 影山康彦 佐尾貴子 冨田直明 （宇和島保健所） 

 

キーワード 地域診断、人材育成、環境整備、体制構築、情報提供 

  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。 

こうした中、愛媛県では国民健康保険と全国健
康保険協会愛媛支部のデータを合わせたビッグ
データを一元的に活用し、県民の健康づくりに活
かそうと、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」が開始された。宇和島
保健所は同年より、モデル事業として取組みを開
始し、今年、事業３年目となるので、３年間の取
り組み内容と今後の課題について報告する。 

        目的 
将来を見据えた生活習慣病予防及び重症化予

防を推進するには、管内のデータを分析すること
により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、データの提供や
関係機関との情報交換を行う場を設けるととも
に、管内市町職員等の地域分析能力向上や課題に
沿った事業が展開できることを目的とする。 

取組み内容と結果（表１参照） 
当事業は、基本的な３本の柱（「人材育成」「環

境整備・体制構築」「情報提供」）に沿って、総合
的に展開している事業であり３年計画として開
始した。 
１ 人材育成 
 分析能力向上研修会や保健事業評価能力向上
研修会（以下「Re・Form研修会」）においては、必
要に応じて、事前・事後に職場内で課題に取組み、
当日研修の充実性の確保や管内職員全体でのデ
ータ分析・事業評価能力の向上に努めた。 
３年間で、計４回研修会を開催し、参加数は実 50
名、延べ 99名、満足度は約 95％だった。 
２ 体制構築・環境整備 

健康づくり実践ワーキングチーム会議（以下
「実践 WT」）において、当事業の方向性や内容の
検討を行い、市町職員等毎回 10 名程度の参加が
あった。また、生活習慣病及び重症化予防検討会
を開催し、講師は管内の糖尿病専門医とした。医

療機関から、「行政の支援内容がわからず、紹介し
ていいのかわからなかった。聞けてよかった」「保
健師との連携・共有も大事だと思った」等の意見
があり、全体の満足度は約 90％だった。 
３ 情報提供  
特定健診受診率向上を目的に、通院中の患者を

対象とした啓発ポスターの作成や、若者世代の健
康課題を把握するため、アンケート調査を行った。 
アンケートの結果は、Re・Form研修会においてフ
ィードバックを行った。 

考察・課題 
[人材育成]：３年間の Re・Form研修会に関する

アンケート結果において、「データの見方や考え
方が全く変わった」「データから見えた課題から
事業を考えるようになった」等の意見があり、地
域分析能力向上や地域課題の理解につなげるこ
とができた。今後は、研修やデータ分析の内容を、
地域住民に対する実践的な取り組みにつなげら
れるように、市町と意見交換を図りながら検討し
ていきたい。 

[体制構築・環境整備]：グループワークやアンケ
ート結果では、医療機関から「市町の取組みを知
る機会になった」「保健師との連携・共有も大事だ
と思われた」等の意見があり、管内の関係機関に、
連携の必要性や行政の役割について、より認識を
深めてもらう場になったと考える。一方で、行政
側から「連携についてもっと医療機関と情報共有
したい」「連携できる仕組みづくりに取組んでい
きたい」「かかりつけ医にもっと参加してもらい
たい」等の意見や、参加医療機関が固定化されて
いるといった問題もある。今後は、多くの医療機
関が参加し、連携について具体的な意見交換がで
きるよう、検討会のテーマや内容の見直し、更な
る連携強化を図りたい。 

[情報提供]：ポスターは、使用率・掲示率共に高
く、通院者に広く周知できた。また、12の医療機
関からは、「受診忘れが少なかった」「通院中の方
が診療所で健診できることがわかった」等、効果
を実感できており、管内の特定健診受診率向上に
一定の効果があった。更なる健診受診率向上を目
指し、医療機関からも健診受診案内が行えるよう
な取り組みを継続していく必要がある。 
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成人式アンケートでは、野菜の摂取状況や朝食

欠食割合、家庭と外食の味付けの比較等、一定の

示唆が得られた。しかし、対象が 20 歳と限定的

で、管内外での生活者が８割程度と多く、地域の

若者の傾向を知るには不十分であった。今後は、

管内在住の若者世代の健康づくり施策につなげ

られるよう、対象者や質問項目の再検討を行う予

定である。また、地域の健康づくりを推進するた

め、当事業で分析してきた健康問題や課題をライ

フステージ毎に整理し、地域住民や関係機関と共

有できるような媒体を作成したい。 

まとめ 

 国保データによる健康課題の詳細な分析は、各

市町ごとで取組まれている。今後は、分析結果を

住民や関係機関に見える化し、管内の健康意識の

向上や健康課題の解決につなげたい。また、県庁

による協会けんぽを含めた分析結果を活用し、地

域全体を広く網羅したデータでの分析が必要と

なる。そして、管内の課題となっている働き世代

への健康づくりに関して、協会けんぽや産業保健

センター等職域保健との連携した事業に取組み

たい。 

柱 事業名 
実施状況 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

人材育成 

Re・Form 

研修会 

 

[目的] 

職員の地域診

断に関する 

能力向上 

年 1 回実施 

〇H30.10.31（水） 参加者 33 名 

（地域保健師等研修会と同時開催） 

[健康づくり Re・Form 研修] 

講話：「健診・医療・介護等のビッグデー

タを活用した地域の健康課題に基

づく生活習慣病対策～PDCA サイク

ルの展開をするために～」 

ワーク：国保データに基づく地域の現状分析 

年 2 回実施 

〇R1.8.30（火） 参加者 24名 

[第 1 回分析能力アップ研修会] 

講話：「統計の読み取り方のポイント」 

ワーク：平成 30 年度作成物から地域の健康問題・課題の抽出 

〇R2.1.27（月） 参加者 17名 

[第 2 回分析能力アップ研修会] 

講話：「県庁分析 WG の進捗状況報告及びデータの読み取り方に

ついて」 

ワーク：国保＋協会けんぽの突合データを用いた健康問題・課題

の抽出 

年 1 回実施  

〇R2.10.6（火） 参加者 21 名 

[保健事業評価研修会] 

講話：「継続的な健康づくりに向

けた評価とその実践につ

いて」 

ワーク：健康課題における優先事

業の評価 

環境整備 

・ 

体制構築 

実践 WT 

 

[目的] 

当事業の計画

や内容の検討 

年 1 回実施 

〇H30.10.31（水） 参加者 10 名 

・健康づくり Re・Form 事業説明 

（3 年計画） 

・Re・Form 研修会説明 

 

年 4 回実施 

〇R1.6.7    参加者 12 名 

・今年度の Re・Form 事業計画 

・ビッグデータ H30 報告書について 

〇R1.8.30   参加者 11名 

・分析能力アップ研修会打ち合わせ 

・重症化予防検討会又はその他管内健康づくり事業の 

内容検討 

〇R2.1.27   参加者 12名 

・分析能力アップ研修会打ち合わせ 

・来年度の方向性 

〇R2.2.12   参加者 ９名 

・重症化予防検討会打ち合わせ 

年 4 回計画 

〇R2.7.28（火） 参加者 9名 

・今年度の Re・Form 事業計画 

・Re・Form 研修会の内容検討 

〇R2.10.6（火） 参加者 10 名 

・保健事業評価研修会打ち合せ 

・実施事業の評価 

・重症化予防検討会の内容検討 

 

※R3.2 月、3 月に実施予定 

生活習慣病 

重症化予防 

検討会 

 

[目的] 

関係機関との

ネットワーク

の構築や生活

習慣病重症化

対策 

年 1 回実施 

〇H31.2.28（金） 参加者 38名 

報告：県と市町の重症化予防における取組

み 

講話：「糖尿病重症化予防に取組む最近の

診断と治療について」 

ワーク：事例を基にした、重症化予防を目指

した関係機関との連携ついて 

年 2 回実施 

〇R1.12.18  参加者 29名 

報告：県と市町の重症化予防における取組み 

講話：「糖尿病重症化予防に取組む最近の診断と治療について」 

ワーク：事例をもとに、重症化予防を目指した関係機関との連携

について 

〇R2.2.12   参加者 58名 

報告：「令和 2 年度より開始する、糖尿病・歯周病重症化予防

に係る事業連携について（宇和島市）」 

講話：「糖尿病と歯周病」 

   「歯科医師からみた糖尿病」 

ワーク：事例を基に、医科・歯科・地域の連携を考える 

年 1 回計画（R3.2 月予定） 

※重症化予防事業において医療

機関等との連携の現状や課題に

ついて、各市町へヒアリングを

実施。 

情報提供 

 

特定健診受診

啓発パンフレ

ット作成 

 

[目的] 

特定健診受診

率向上 

主旨：治療中であっても受診できること、

集団だけでなく個別でも可能であ

ること等の周知をし、受診率の向上

を図る 

配布機関：管内約 100 医療機関 

配布物：ポスター1 枚 

    A４チラシ 4 枚 

昨年度と同様のポスター及び受診率への効果を測るアンケー

トを配布 

・アンケート返答数  ４６機関 

＜結果（n=46＞ 

・ポスター使用率   ８９％（４１機関） 

・ポスターを現在も 

掲示している    ６１％（２５機関） 

・効果を得られた   ３０％（１２機関） 

通院者の健診受診につなげるた

め、医療機関から案内しやすい

ように、A4 チラシ再度配布予定 

 

若者世代生活

実態調査 

 

[目的] 

若年層の健康

づくり施策に

関するデータ

集計 

 主旨：２０～３０代の若年層の生活実態を調査し、健康づくり

施策に必要な基礎資料を得ること 

対象者：令和元年度管内成人式出席者 

実施日：令和２年１月（管内市町成人式開催日） 

結果： 出席者 ９３２人  回収 ２４５人 

今年度は実施しない 

【表１】取組み内容と結果 
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地区組織や保健・福祉行政が一体となった素鵞地区での 

生活習慣病対策の取り組み 
 

○中村美佐 川原美穂 上之尚子 渡邉利行(松山市地域包括支援センター東・拓南) 

前田裕美(同基幹型包括支援センター) 山崎里佳(同高齢福祉課)  

野本裕子(同国保・年金課) 八木麻衣(同健康づくり推進課) 

佐伯佑子 花﨑みゆき(同保健福祉政策課) 入野了士(愛媛県立医療技術大学) 

 

キーワード 地区組織、保健福祉行政、生活習慣病対策、地域ケア会議 

  

はじめに 

素鵞地区は、松山市市街地に隣接し通勤にも便

利なため、新たにマンションの建設や住宅化が進

む一方、築年数が古いアパートや住宅が多く残っ

ている。人口は 19,064人(令和 2年 4月 1日現

在)程度で推移し、高齢化率は 29.5%で単身高齢

者世帯が多い。民生児童委員や公民館関係者が協

力的で、若い世代の後継者も育成され、地区活動

が熱心な地域である。 

当センターは平成 30年度に国保・年金課から

KDB地区別データ分析の情報提供を受け、地区の

健康課題を抽出した。その後、課題解決への優先

順位が高く、地区組織が熱心な素鵞地区を対象に、

令和元年度から介護予防の一環として生活習慣病

予防対策を実施している。 

本稿では、地区組織や保健・福祉行政が一体と

なり、通信発行や地域ケア会議（以下、会議）を

活用した素鵞地区での取り組みについて報告する。 

 

活動内容 

1．セルフケア通信の作成について 

提供を受けた KDBデータ分析結果から、国保加

入率、健診受診率、有所見率が高い項目、改善が

必要と思われる生活習慣、医療費や要介護認定状

況について、素鵞地区の課題を抽出した(表 1)。     

抽出した地区の健康課題をテーマとして、病態

等を絵で分かりやすく表現したセルフケア通信

（以下、通信）を作成し、表２のように地区住民

に向け情報発信を行っている。 

表 1 KDBデータから抽出した素鵞地区の 
健康課題(平成 27～29年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 通信の内容 

 

 

 

 

 

通信の作成にあたり、通信作成部会を組織した。

進め方は、第一段階で保健・福祉行政各課と当セ

ンターで方向性や大まかな枠組みを作る。第二段

階で公民館長、地区組織の代表、行政保健師、当

センター保健師で、地域からの意見を参考に修正

を加え、次号へのアイデアを練るという手順を踏

んでいる。 

通信は、行政各課保健師等と当センター職員

が、住民目線に立ち難しい病態を絵でわかりやす

く表現する方法や用いるデータについて協議を重

ねた。そこへ、食生活改善推進員からの「健康レ

令和元年度 令和2年度

・年に１回健康診査
・を受けよう

・毎年健康診査を受けよう
・朝食を食べていますか？

・糖尿病を予防しよう ・朝食を食べるためのコツ*

・脂質異常症を予防 ・はじめよう運動習慣*

・しよう ・まつイチ体操特集*

3回発行 5回発行 (*は予定)

項目 素鵞地区の健康課題

国保加入率 全体では24.1%、60歳未満の加入率が高い

健診受診率 全体では25%台、40～50歳代が低い

有所見率 中性脂肪、LDL、HbA1ｃ、クレアチニンが高
い

要生活習慣
の改善

喫煙率、30分以上の運動習慣なし、朝食の
欠食、就寝前2時間未満の夕食

医療費 一人あたりは低いが入院費用の占有率が高
い　精神疾患、慢性腎不全、虚血性心疾患
の割合が高い

要介護認定
率

60歳代の要支援１から要介護１が高い

要介護認定
者有病状況

糖尿病、高血圧、腎不全の有病率が高い
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シピの紹介」、地域保健推進協力会から「地区の

見どころを巡る健康ウォーキングコースの紹介」

母子保健推進員から「子育て中の若い世代にも発

信できる予防の視点」を取り入れる等、地区組織

の日頃の活動内容を活かし、盛り込んだ。 

2．通信を活用した広報活動について 

 通信の発行にあわせて当センターの保健師が、

高齢者のサロンやまつイチ体操＊自主グループで

の広報、民生児童委員定例会や町内会連絡協議会

等への広報の協力依頼を行った。 

 素鵞地区は、回覧板が回らないマンションやア

パートが多く、大切な情報が全住民に行き届かな

いことが課題であった。そこで、町内会連絡協議

会等の協力で、地区に古くからある掲示板や公民

館・分館等への掲示を行った。また、発想を転換

し、回覧板が回らない等の物件がアパートである

ことを強みと捉え、新たな試みとして不動産業者

3社の協力を仰ぎ物件の空きスペースへの掲示に

取り組んだ。 

3．会議の開催について 

地区の健康課題を住民と行政とで共有するため

に会議を開催した。開催にあたり、日頃の顔の見

える関係を活かし、事前に委員の方々を訪問し、

会議の大枠について話し合った。初回の会議では

「公民館を巻き込み地域が一体となり取り組む」

「各地区組織や団体が情報交換をし共に活動す

る」「行政がしっかりバックアップする」という

委員の発言で活動の方向性が示された。2回目か

らはその方向性を反映し、公民館長や町内会連絡

協議会長を構成メンバーとして新たに加えた。 

通信作成については「情報量を盛り込みすぎず

コンパクトに、今の通信を 2回に分けて発行して

はどうか」「冷蔵庫にも貼れる A4サイズに」等

の提案を受けた。また、掲示の取り組みに対し

「現在の通信は掲示向きではなく、説明し、じっ

くり読み込む内容」「ポスターとパンフレットの

使い分けが大切」等の指摘があった。広報活動へ

は、地区組織の委員から「まつイチ体操自主グル

ープの場で」「訪問活動のなかで」住民に伝える

役割を果たすことができるという発言が得られた。

これらの会議での意見は、通信の作成や広報活動

に取り入れた。また、会議を重ねるごとに住民か

らの発言がより具体的で活発になってきた。 

 

考 察 

1．通信作成について 

当センターの保健師にとって、行政保健師らと

ともにデータを読み解くことは、生活習慣病予防

の新しい知識を得たり、健康課題を共有するため

の貴重な機会になっている。また、会議で委員か

ら出た新たな意見や提案を柔軟に反映する等、地

域・行政が強みを活かし、一体となって作成に取

り組むことができている。 

2．通信の広報活動について 

 会議での委員からの自発的な発言を受け、地区

住民の活動を活かし、地区組織のメンバー自身が

発信することで、より地域住民の関心や地域の機

運が高まることが期待される。「伝え手」として、

主体的に活動できるように現在研修を企画してい

るところである。 

3．会議の効果 

 会議の場は、取り組み内容について、地区組織

や行政等関係機関で共有し、評価を受け新たな方

向性を決定する場になっている。会議で得られた

意見が活動にしっかり反映されることが、地区組

織の方がわが町のこととし捉える効果を生み、回

を重ねるごとに協議の場を活発にしていると考え

る。 

 

今後の地区活動に向けて 

委託型地域包括の強みである地域の方との顔が

見える関係性を大切にし、地域の健康課題に責任

を持って取り組んでいきたい。 

 

＊まつやま週イチ体操（「まつイチ体操」）とは、松山

市保健所理学療法士が考案した CD を聞きながら行

う体操 
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食生活改善推進員からのレシピ紹介 

 

 

 

 

 

                 地域保健推進協力会からのスマイルウォーキングコース紹介  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 母子保健推進員からの若い世代向けにもできる予防の啓発 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

難しい病態を分かりやすく絵で表現 

                                                      

健診受診率のデータの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国や市と比較しても 
働き盛りの受診率が 
低い。 メタボの割合が 

ピークになる世代で

も３０％ちょっとし

か受けていない。 
高血糖 高血圧  
進行を加速 
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掲示板や公民館分館等への掲示 

バス停の掲示板                  空き家の壁に掲示 

 

 

 

 

 

 

 

集会所の扉に掲示               物件の空きスペースに掲示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信を A3版から A4サイズにして発行 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ケア会議                      次号は「朝食を食べるためのコツ」です。 

第 1回＜テーマ＞「KDBから見えてきた素鵞地区の健康課題を知り地域でできる限り取り組みを考える」 

（H31年 3月）（委員）素鵞を担当する地域開業医、地区組織（民生児童委員、食生活改善推進員、地域保健推

進協力会、母子保健推進員）素鵞地区の主任介護支援専門員、保健・福祉行政、社協 

第 2回＜テーマ＞「素鵞地区での生活習慣病対策における通信作成と周知啓発の取り組みについて」 

（R元年 9月）（委員）新たに加わった委員：素鵞公民館長、町内会連絡協議会長  

第 3回＜テーマ＞2部制①「素鵞地区における地区組織の方ととともに行う通信作成と広報活動の推進」 

 （R2年 9月）     （委員）地域開業医、素鵞公民館長、地区組織（民生児童委員、食生活改善推進員 

地域保健推進協力会、母子保健推進員）保健・福祉行政、社協 

             （アドバイザー） 公衆衛生看護担当教員 

 ②「素鵞地区における掲示板等による広報活動の推進」 

  （委員）素鵞地区まちづくり協議会長、素鵞公民館長、地区組織（町内会連絡協議 

     会、民生児童委員）、素鵞地区主任介護支援専門員、保健・福祉行政、社協 

  （アドバイザー） 公衆衛生看護担当教員 
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市独自で歩んだ重症化予防事業の強みと弱み 

 

○末廣 瞳  藥師寺 由季 山本 弥生（宇和島市役所）  

 

キーワード 重症化予防、未治療者、連絡票、医療連携、保健指導 

  

背景と目的 

特定健診・特定保健指導でメタボ対策に取

り組んできたが、平成 23 年度に健診結果を

分析した結果、重症化ハイリスク者は非メタ

ボ者や治療中の者など特定保健指導対象外と

なる中にも多く含まれていた。また、要医療

者が受診に繋がっていないこと、受診には繋

がったが数値の改善に結びついていないこと

が当市の課題として上がった。 

この結果を踏まえ、平成25年度から「生活

習慣病等重症化予防事業」を開始した。各ガ

イドラインに基づき抽出した重症化対象者へ

「生活習慣病連絡票」を用いた医療機関への

受診勧奨、医師の指示に基づいた保健指導と

コントロール不良者への支援を行い、平成30

年度からは「愛媛県糖尿病性腎症重症化予防

プログラム」に準拠した重症化予防事業に取

り組んでいる。当市では国の基準では対象に

ならない糖尿病以外の疾患にも課題があるた

め、平成25年度から抽出した対象者への支援

も継続している。 

非メタボ者を含む要医療者については連絡

票の活用による受診の動機づけと、医師の指

示に基づく個別性の高い支援を行えるように

なった。他方、連絡票の返信率が 3割弱と低

く必要な人が受診に結びついていない。また、

コントロール不良者への支援については、レ

セプトでの継続受診を確認するに留まり、保

健指導や医療との連携までには至らなかった。 

今回、当市独自で開始した重症化予防事業

の取り組みから 7 年が経過し、支援方法を

再度見直した。そこから見えてきた課題と 

今後の方向性を整理したので報告する。 

 

方 法 

平成30年度から以下の項目を見直した。 

2.1 対象者 

糖尿病性腎症重症化予防対象者を DMレベ

ル、生活習慣病等重症化予防対象者を DM外

レベルとし、抽出している。コントロール不

良者への支援も課題ではあるが、未受診者へ

の受診勧奨を最優先とした。 

特定健診受診者に対し心電図を全数実施す

るようになった。 

（表 1）DMレベル 

 
（表 2）DM外レベル 

 

検査項目 40～74歳 75～79歳

 空腹時血糖

 HbA1c 6.5%以上 7.0%以上

尿検査

腎機能検査
高
め
る
所
見

リ
ス
ク
を
さ
ら
に

126mg/dl以上(随時血糖200mg/dl以上)

尿蛋白(+)以上

eGFR60ml/分/1.73㎥未満

収縮期血圧140以上かつ/または
拡張期血圧90mmHg

高血圧治療中の者、高血圧の既往歴がある者

血圧

検査項目 40～74歳 75～79歳

 空腹時血糖

 HbA1c 6.5%以上 7.0%以上

Ⅲ度高血圧

Ⅱ度高血圧

 LDLコレステロール

尿蛋白(++)以上
または尿蛋白(+)
尿潜血

尿蛋白(++)以上

eGFR50未満

eGFR50～60未満
及び尿蛋白(+)以上

＊70歳以上の場合
はeGFR40未満

180mg/dl以上

 尿検査

eGFR40未満

 腎機能検査

 心電図

126mg/dl以上(随時血糖200mg/dl以上)

収縮期血圧180以上かつ/または
拡張期血圧110mmHg

収縮期血圧160～179以上かつ/または
拡張期血圧100～109mmHg

心房細動・ST所見有(要医療)

 血圧
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2.2 対象年齢 

平成 30年度は 40～74歳まで、平成 31年

度は後期高齢者まで（40歳以上上限なし）

拡大した。令和 2年度からは後期高齢者の中

でも優先順位の高い 79歳までに絞り、重点

的に実施している。 

2.3 支援内容 

表 1、表 2の対象者へは、「生活習慣病連

絡票」を用いた医療機関への受診勧奨と保健

指導を継続している。さらに国が力を入れて

いる糖尿病支援を強化するため、DMレベル

については、糖尿病連携手帳の配布を開始し

た。また、糖尿病管理台帳を作成し、重症化

対象者の数値の経過より、治療中断者を把握

できるようにしている。 

 

結 果 

3.1 改善した点 

DMレベルは連絡票返信率および医療機関

受診率が向上し、医療機関でのアルブミン尿

検査等も実施でき、個別性の高い支援を実施

できてきた。 

DM 外レベルは心電図の全数実施によって、

心電図所見等から抽出する対象者が増加した。 

3.2 明らかになった課題 

 医療機関への周知が不十分なため、糖尿病

連携手帳を効果的に活用できていない現状も

確認された。 

また、DMレベルは約 4割の連絡票返信率

があるものの、DM外レベルについては約 3

割の返信率にとどまり、差があった。また、

DM外レベルについては、Ⅲ度高血圧対象者

の返信率が 2割に満たず、必要な対象者が適

切な受診に結びついていなかった。 

 

 

考 察 

本事業を通して、国の課題として上がっ

た糖尿病に関しては重点的な介入が進んだ。

今後は、糖尿病連携手帳を効果的に活用する

ためにも、合併症予防も含んだ医療機関相互

の連携体制づくりが必要と考える。また、数

ある合併症の中でも糖尿病と歯周病は、「双

方向性の関係」であり、それぞれの治療や生

活習慣の改善に努めることで重症化予防の効

果が期待できると言われている。その点に着

目して、内科・歯科間での連携を強化し、重

症化および合併症予防の強化に努めていきた

い。 

さらに、市の長年の課題でありながらも、

「高血圧」は受診行動に結びつきにくい現状

が確認された。この理由として、支援者は

「高血圧」の優先順位を上げず、受診勧奨中

心の介入となっていたこと、住民は受診の必

要性を理解できていなかったことが考えられ

た。適切な受診に結びつけるためには、支援

者と住民との間にある受診の必要性に対する

認識の乖離を埋め、行政だけではなく、地域

資源と連携した支援策を検討する必要がある。 

今回、平成 25年度から取り組んできた本

事業の強みと弱みが明らかとなったことから、

今後の方向性を、「医療連携を強化し、住民

と支援者が共通認識で重症化予防対策に向か

うこと」とした。現時点での弱みを強みに変

えていけるように、個別のハイリスクアプロ

ーチに加え、ポピュレーションアプローチも

組み合わせた市独自の重症化予防事業を推進

していきたい。また、課題として残っている

コントロール不良者への具体的な支援の方策

についても今後検討していきたい。 
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ＰＤＣＡサイクルに基づく地区活動の展開 

～より効果的な保健指導を目指して～ 

 
〇佐尾亜希穂 芝江梨 松田美加子 宇都宮弥生 井上理恵 

 (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予防を重点事業と

して取り組んでおり、担当する下宇和地区

では特定健診の結果、HbA1c6.5以上の割

合が年々増加していた。産業の特徴として

ぶどう農家が多いことから、健康課題に影

響しているのではないかと考え分析を行っ

た。 

この 1年目のアクションプランから

PDCAサイクルに基づく活動を展開したの

で報告する。 

地区概要 

下宇和地区は、人口 1,129人高齢化率

33.6％（令和 2年 4月 1日現在）である。

田んぼや畑が多くみられ、特にぶどう畑が

多いことが特徴である。 

取組経過 

【1年目：産業の状況と生活習慣を知る】 

HbA1c6.5以上の人の保健指導時に「ぶ

どうを作っているのでよく食べる」との発

言から、産業が健康課題に影響しているの

ではないかと考えた。そこで、産業の状況

を調べ、ぶどう農家 7軒に対して生活習慣

を把握するためにインタビューを行った。 

産業の状況 

市内のぶどう農家の６割を下宇和地区が

占める。（JA東宇和より） 

 

 

ぶどう農家の生活習慣      (表 1） 

 

農繁期の生活習慣に大きな変化はなく、

多いと思っていたぶどうを食べる量も適量

であり、問題はなかった。しかし、間食の

習慣が多いことが分かった。そこで、健康

教育参加者に対して間食等の項目を中心に

アンケートを行い地域の課題を明確にする

必要があると考えた。 

健康教育参加者 22名の生活習慣  (表 2) 

 

参加者の多くが間食の習慣があり、果物

を食べる習慣もあった。また、地区の味付

けとして甘めの傾向があり、これらのこと

が課題であると考えた。 

【2年目：文化祭で展示、新たな課題の解

決に向けて】 

1年目の課題から、地区の文化祭を利

用し、食品に含まれる糖分量がわかる媒体

年間を通して作業があり、農繁期でも
家族の協力があるため生活習慣が大
きく変化することはない(7軒）

数粒～多くても1/3房程度
あり 5軒
なし 2軒

生活習慣

1日のぶどうの量

間食の習慣

あり 13人
なし 9人

果物の摂取あり
濃い 5人
普通 3人
薄い 9人
無回答 5人

住民の声

・甘辛い
・濃くて甘い
・薄味だけど甘め
・甘くておいしい

味付け

21人（食事や間食の時）

間食

キーワード 地区活動、重症化予防、保健指導 
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を展示し、普段食べている食品の糖分量に

ついて知ってもらう機会とした。 

また、特定健診の結果をみると年々上昇

していた HbA1c6.5以上の割合が減少して

いた。（図 1） 

特定健診受診者 HbA1c6.5以上の割合（図 1）     

 

減少した要因を分析するため、個別で結

果を追跡した。改善しているのは 1人で、

その他は、健診未受診や数値の改善がみら

れなかった。そのため、保健指導の実施方

法が課題であると感じた。 

【3年目：改善につながる指導の実施】 

2年目の課題から保健指導を見直し、問

題点に気付けるよう管理栄養士の協力を得

て「食生活見える化シート」を作成し、指

導を実施した。（別紙参照：図 2） 

対象者は H29～R1年度の特定健診の結果

にて、HbA1c6.5以上の者 9名とした。 

（別紙参照:表 3） 

保健指導の結果 

表 1の食品を多く食べていたのは 3名で

あった。「身体を動かすのでしっかり食べ

ないともたない」「麺だけでは足りず米も

食べる」など、主食の重ね食いがあり、身

体を動かし作業をする男性に共通してい

た。 

表 6のとり方に問題があるのは男性 3名

で、「野菜のおかずを積極的に選ばない」

また、芋などは表 6の食品と思っており、

表 6の摂取が少なかった。 

表 2が多かったのは 3人で「果物はよく

食べる。果物なら大丈夫だろう」と適量を

知らず、食べている量も多くなっていた。 

その他 6名は間食に問題があり、「間食

が多いことはわかっている」と気づきなが

らも改善できていない状況であった。 

考察 

ツールを使用することで、食品の誤った

理解や、野菜が不足していることを一緒に

確認することができた。 

しかし、食事の偏りはわかるが、食品の

量が見えにくく、野菜や果物などの適量が

わかりにくかった。ツールとあわせて適量

のわかる資料を使う必要があると考えた。 

間食については、気づきながら改善が難

しい状況から、食品が及ぼす身体への影響

など正しい知識を伝える必要があると考え

た。 

今後の取組 

①ツールを引き続き活用し、ツールだけで

は不足している野菜や果物の適量がわかる

資料や身体の仕組みのわかる資料を一緒に

使い行動変容につながる保健指導を行って

いく。 

②健康教育の機会を利用して食生活につい

て分かった地区の課題（食品の選び方や糖

分のとり方・適量について）を地区住民へ

伝え、改善につなげていく。 

まとめ 

住民の声から産業による健康課題への影

響を考え地区活動を展開した。展開の過程

で新しい課題が見つかり、より効果的な保

健指導の実践につながった。今後も活動と

評価を繰り返し、新しい展開につなげなが

ら活動していきたい。

5.3

8.6

12.7

5.5

0

5
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15
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（％）

(年度)
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図 2 【食生活見える化シート】※糖尿病食事療法のための食品交換表参照 

 

表 3 【保健指導の結果】 

 

使用 方法 表1 表2 表3 表4 表5 表6

① 男 68 7.5 H29 × 〇 訪問 ● ● ● 間食

② 男 75 8 R1 〇 〇 訪問 ● ● ● 間食

③ 男 65 6.5 R1 × × 電話 ●

④ 男 70 7.3 H29 〇 〇 訪問 ● ● ●
飲酒
間食
調味料

⑤ 男 71 6.9 R1 〇 〇 訪問 ● ●
飲酒
間食

⑥ 男 73 6.6 R1 〇 〇 訪問 ●

⑦ 男 61 6.8 R1 × × 入院

⑧ 女 68 7.3 R1 〇 〇 訪問 ● ● 間食

⑨ 女 68 6.5 R1 〇 × 電話 ● ● 間食

ツール

その他
性別 年齢 HbA1c 結果年度 医療

問題点
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担当地区の健康課題を住民とともに考える保健活動 

～離島の生活を見て、聞いて、感じる～ 
 

○畑中美里 宇都宮希代子 村佐真由美 中川綾 宇都宮繁樹 二宮恭子 

（八幡浜市保健センター） 

 

キーワード 個から地域へ、離島健診、離島ならではの生活習慣 

 

はじめに 

 初めてＡ地区を担当した平成 29年度の

離島健診結果説明会で、「毎日飲酒している」

や「朝から飲酒している」等、飲酒習慣の

気になる住民が多いことに驚いた。これを

きっかけに、住民の健診結果と飲酒習慣の

関係を分析し、生活実態の把握や飲酒に対

する考え等を聞き取るインタビューをした。

その結果をもとに、地区の健康課題を抽出

し、この地区ならではの生活習慣との関係

性を住民と共に振り返った。 

 今回、個から地域の健康課題を明らかに

し、住民と共に取り組んだ保健活動のプロ

セスをまとめ、報告する。 

 

地区概況 

・八幡浜港の南西約 12㎞の沖合に位置する

八幡浜市で唯一の離島。乗船時間約 22分

の定期船が 1 日 3 往復運航。島の端から

端まで自転車に乗って 25分。 

・令和 2 年 4 月 1 日現在、人口 213 人（高

齢化率：69.9%、65 歳以上人口のうち後

期高齢者の割合：68.5%） 

・平成 29年度、20年ぶりの出生 1名。 

・主要産業は漁業及び農業（柑橘） 

・医療機関は市直営診療所 1か所 

・健診は、市実施の健診又は離島健診を受

けることができる。 

取り組みについて 

1.客観的データの収集・分析 

[対象]離島健診受診者のうち 40～74歳 

38名（男性 19名、女性 19名） 

[方法] 

①問診の飲酒に関する項目の集計（飲酒頻

度、1日の飲酒量） 

②飲酒頻度別の血圧、脂質、血糖有所見者

数の比較 

[結果] 

飲酒頻度 Ａ地区 八幡浜市※ 愛媛県※ 

毎日飲む 34.2% 23.0% 22.6% 

時々飲む 21.1% 25.0% 21.0% 

飲まない 42.1% 51.9% 56.4% 

・毎日飲む人の割合は市や県と比べて多い。 

・年齢や性別で比較すると 40～64 歳男性

10名中 7名が「毎日飲む」と回答し、島

内の若手男性に飲酒習慣がある方が多か

った。飲酒量については既存の問診票で

は実態把握ができなかった。 

・「毎日飲む群」は肥満者が多く、「飲まな

い群」は中性脂肪有所見者がいない。飲

酒習慣の有無に関係なく血糖や血圧の有

所見者が多い。（図 1） 
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図1 飲酒習慣と健診結果の関係性
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2.主観的データの収集・分析 

1)住民インタビュー 

対象 公民館主事、食生活改善推進員、見守り

推進員、福祉委員の女性 4名 

目的 地区住民の生活を知る 

聞 き

取 り

結果 

漁師が多く、悪天候だと何もすることが

なくて朝から飲酒する人がいる。夜中か

ら漁に出て早朝に仕事を終える漁師は、

仕事終わりの一杯（飲酒）が朝や昼間に

なる。ただ飲んでいるだけではなく、漁

師仲間で飲みながら情報交換もしてい

る。島内にいくつかたまり場があり、そ

こで飲酒する姿を見かける。 

お祭りや正月等に、あんこや羊羹を各家

庭で作る習慣があるが、徐々にその習慣

も減ってきている。 

島内に娯楽施設がない。 

以前は皆で集まってバレーボール等を

したものだが、今は人口が減り高齢化も

進み、人が集まらない。 

 
対象 30～60代の男性・漁師 2名 

（飲酒習慣あり） 

目的 健診結果の集計を見ての気づきや感想、

飲酒に対する認識を聞き取る。 

聞 き

取 り

結果 

血圧が高い人が多いのは塩をよく使う

からではないか。魚を干すときに防腐の

ために塩をたくさん使う。血糖が高い人

が多いのは遺伝が強いのではないか。飲

酒が良くないのは分かっていてもやめ

られない。悪天候で仕事に出られなけれ

ばお酒を飲むくらいしかやることがな

い。女性はおしゃべりをしてストレス発

散して、飲酒以外にもすることがあるか

ら、飲む人が少ないのではないか。 

船舶免許はあっても自動車運転免許が

ない人が多い。 

 

2)先輩保健師との意見交換 

所内保健師等研修会で取り組み経過を報

告し、各保健師が把握している島の暮らし

や生活習慣等について意見交換した中で、

島内の移動は徒歩や自転車のため、日中か

ら飲酒することが生活に及ぼす影響は少な

いのではないかとの考察があった。 

 

3.健康課題を住民と共に考える 

[対象]離島健診受診者 61名 

[方法]健診結果説明会で健康教育を実施 

[内容]飲酒習慣と健診結果の関係性につい

て伝える(図 1）。また、飲酒習慣の有無

に関係なく血糖と血圧が高いＡ地区なら

ではの生活習慣についてグループ内で意

見交換をする。各グループで出た意見を

全体で共有する。 

[グループワークの内容]  

住民が思う、血糖値が高くなる生活習慣 

漁に出たら菓子パンを食べることが多い。 

若い頃は普通にタルト 1本食べていた。 

島内の農協でも甘いものがよく売れる。等 

 

住民が思う、血圧が高くなる生活習慣 

味付けが濃い。甘辛い味を好む。 

刺身が泳ぐくらい醤油をたっぷり使う。 

のどが渇くとビールを飲む。 

アルコールが水代わり。等 

[所感] 

 関心を持ち聞いてくれている方が多く、

グループワークでも活発に意見交換する姿

があった。 

 

考察・まとめ 

 住民の飲酒習慣に驚いたことをきっかけ

に、健診結果だけでなく漁師の生活や少子

高齢化が急速に進む離島の生活等、生活実

態を把握することで、なぜそのような生活

習慣があり健康課題が生じるのか根拠を持

ち、理解することができた。地域ならでは

の健康課題を住民に伝え、住民が主体的に

健診結果や生活習慣を振り返ることができ

たことは、とても有意義な保健活動であっ

た。 

今後も、地区活動を通して、個や集団の

健康課題の背景にある住民の暮らしを知る

ことを大切にして保健活動に取り組みたい。 
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健康パトロールカーによる巡回健康相談の変遷と今後について 

 

○中濵好美 谷口美穂 芝瞳 岡崎あずさ 坂川敬史 松浦嵩輝 加藤泉（鬼北町保健介護課） 

 猪野ユカリ（宇和島保健所） 入野了士（愛媛県立医療技術大学） 

 

 

  

はじめに 

鬼北町は、昭和 42年 5月から、健康パト

ロールカーで細かく地区に入り巡回健康相談

(以下「健パト」という)を実施してきている。

これは、結核の多さや赤痢の集団発生を契機

に昭和 39年に地区診断を行い、同定された

高血圧の多さに対して、定期的に健康相談を

開き、『野良着のままで』の参加を呼び掛け

ていたことに起因する。しかし、昨今の健康

相談者数は減少していること、さまざまな法

律の制定により、保健業務の細分化や困難事

例の増加などにより、住民との関わり方がよ

り個別性を増してきていることから、健パト

を検証する時期になっている。本稿では、こ

れまでの変遷をたどりながら考察し、今後の

健パトの在り方について検討したので報告す

る。 

 

方 法 

平成 30年度 保健介護課の活動のまとめ

(平成 17年 1月 1日～平成 28年 3月 31日合

併後 10年間のまとめ)、毎年集計している巡

回相談の実施状況、広見町誌、「下大野は生

きている！～13年間の健康活動のあゆみと

成果～」の資料から健康相談に関連するもの

を抽出及び整理し、考察と検討を行った。 

 

結 果 

1．健パト開始前（昭和 39～42年） 

共同保健計画による地区診断で高血圧の問 

題が判明し、不良な環境を地域ぐるみで整備

した。当時は、健康への関心の薄い住民に

「健康状態を自分で見守ること」を目標にし、

農村医学センターの設置や健康手帳配布等で

住民に健康管理のアピールをすることで住民

組織ができ、健康管理への気持ちを高めた。

健康相談を定期的に開催したことをきっかけ

に、健パトで小さな集落に入っていき、車中

での血圧測定をはじめとする健パトが開始し

た。 

2．健パト開始後（昭和 42～56年） 

健診時に高血圧者への循環器精密検査の実

施、健診日数や回数の増加、訪問充実のため

の整備などをし、住民の健康管理の土台がで

き始めた。健診後のフォローに健パトを活用

し、現在の特定保健指導に相当する活動をし

ていた。 

 

 

 

 

 

 

図 1 鬼北町人口と 1日平均測定者数の推移 

3．老人保健法時代(昭和 57～平成 5年) 

健診が法整備され、受診率アップのために

保健推進員を導入した。健診受診や指導のき

っかけづくりにしたいと、税申告や国保保険

証交付時などあらゆる機会で健康相談を実施

していた。この時期は、1日の測定者数が最

高人数となった。 

キーワード 巡回健康相談、事業評価 
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4．地域保健法時代（平成 6～19年） 

 健診、がん検診とも国保世帯は無料となり、

平日関われない若い人に対して健診の機会を

展開した。家庭血圧計の普及や高血圧学会が

家庭での血圧測定の具体的な基準を示した。

測定者数は 40人台に減少した。 

5．高齢者医療確保法時代（平成 20～29年） 

近年の健康相談時間は家庭訪問時間を下回

った。一方で、家庭訪問件数は伸びていた。 

健パトで行ってきた健診受診勧奨は、地区

担当保健師が訪問や電話をしたり、国保部門

との横の連携で新規国保加入手続き時に受診

勧奨の書類を渡してもらう地道な活動やメデ

ィアを使った方法にシフトした。特定健診受

診率や特定保健指導率は伸び続け、介護保険

認定率は横ばいで経過していた。健パトは事

業所に出向き、将来的に国保になる人に働き

かけていた。測定者数は 20 人台に減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2  特定健診受診率、特定保健指導実施率 

図 2  介護保険認定率の推移 

6．改正健康増進法時代(平成 30年～現在) 

健診受診率は県平均よりも高い状態を維持

している。健パトの測定者数は 10人台で推

移し、前期・後期高齢者が多い。リピーター

や厚意で来る住民もいる。町部と僻地での測

定者数の開きが大きく、場所によっては測定

者数 0人というところもある。 

 

考 察 

 地区診断を皮切りに判明した高血圧の問題

が、当時の人々を動かし、健康を考える機会

が作られたことから、健パトが生まれた。健

パトは、保健師が日頃の住民の声を聞き、情

報をキャッチできる継続的な支援の始まりの

場となった。高血圧対策の当時の目標として

「健康状態を自分で見守ること」を掲げ、体

重・血圧測定による数値を可視化し、それに

対しての指導を受ける時間を日常に位置づけ、

健康へのモチベーションを支援する場とした。

その後、健診が開始され、健診後のフォロー

アップの場となった。法的に健診や訪問が位

置づけられると、地区に細かく入るだけでな

く、住民と関われるあらゆる場所へ範囲を拡

大し、健診・がん検診の啓発活動にも活用し

てきた。他方、保健師が関わる対象も変化し

ている。また、家庭でも血圧が測定できるよ

うになり、日常に健康情報があふれ、スマー

トフォンなどを活用し、健康の自己管理がし

易い時代となった。健診の啓発が断続的に行

われ、医療の進歩や受診のし易さ、健康や家

族の問題の変化これらのことから、当初の目

標は達成されたと考える。 

ただ、依然高血圧が高い状態は続いており、

自立した管理が難しい住民も存在する。今後

は KDBなどのツールを活用し、優先順位を明

確にした生活習慣病予防活動を強化していく

必要がある。 

今後の健パトは、既存の集まりに参加する

など、地区による特性に合わせた健康相談に

移行していく必要がある。 

 

まとめ 

これまでの変遷を辿り、現在の公衆衛生・

保健師活動の基礎や当時の人々の思いを知る

ことができた。現在、健診や病院受診が行わ

れていることは当然ではなく、先人の様々な

活動が積み重なった結果であった。歴史ある

事業を無駄にせず、時代変化に合った保健師

活動をすることで、住民に還元していきたい

と考える。 
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特定健康診査標準的質問項目の「 人と比較して食べる速度が速い」に

関する正確性の検討 

 

〇宮崎さおり 許 婷婷 丸山広達（愛媛大学農学部） 

田中洋子（松山東雲短期大学食物栄養学科） 

 加藤匡宏（愛媛大学教育学部）  斉藤功（大分大学医学部）  

 

  

 

はじめに 

 「早食い」は肥満や生活習慣病のリスクと

いわれているが、多くの研究で早食いの評

価は主観的な質問紙調査であり、その質問

への回答と実際の食事時間とを分析した研

究は少ない。本研究では、特定健康診査標準

的質問項目の「人と比較して食べる速度が

速い」に関して、実際の食事時間を録画記録

した結果と比較することで、その質問に対

する回答の正確性を検討した。 

 

方法 

対象者は、2019 年 4 月～11 月に愛媛県

で実施した試験簡略名「健常人を対象とし

たはだか麦を利用した菓子の食後血糖・中

性脂肪への影響に関する無作為化比較試験」

に参加した 20～69 歳の健常な男性 7 名、

女性 20 名の計 27 名である。対象者には初

回調査時に、特定健康診査で使用される標

準的な質問票に回答してもらった。本試験

では試験日に昼食を提供し昼食摂取に関す

る情報も収集している。本試験では、指示通

りに喫食できているかを確認するため、食

べ始めから食べ終わりまでの時間と様子を

ビデオに録画記録した。提供した昼食は、食

事摂取基準 2015 年版の参考推定エネルギ

ー必要量（身体活動レベル II）や各栄養素

目標量等の 30～49 歳代を参考に 1 日の平

均摂取量の 1/3より 10％程度多めに設定し

た食事内容（表１）である。食事の記録 2 回

分を用いた。特定健康診査標準的質問項目

である「人と比較して食べる速度が速い」に

対する回答（速い、ふつう、遅い）別の録画

記録による食事時間の平均値を比較した。 

 

結果 

男性 7 名中、「遅い」と回答した者はいな

かった。 

回答別の食事時間の比較分析を行った結

果、男性では「人と比較して食べる速度が速

い」に対し、「速い」と回答した者は「ふつ

う」と回答した者に比べて、2 回とも食事時

間が早かった。一方で、女性では 1 回目の

記録では、「速い」「ふつう」「遅い」の順、

2 回目は「ふつう」「速い」「遅い」の順であ

った（表２）。 

 

考察 

今回の結果から「自分は早食いである」と

思っている人は、実際の食事時間も早い傾

キーワード 食べる速度、食事時間 

演題番号20

98



向が示された。早食いの評価に関わる先行

研究では、質問や回答の仕方が異なるが、自

己評価と友人評価の一致度を見て、その相

関が高かったという報告はあるものの、実

際の食事時間との比較を行った研究報告は

限定的である。今回の研究は、客観的に見て

も同質問によって、食べる速さがおおよそ

評価できている可能性が高いと考えられた。 

 

（表１）提供した昼食のエネルギー、主要栄養素構成  

 

（たんぱく質エネルギー比 16.5%程度、脂質エネルギー比 25％程度）  

 

 

（表２）食べる速度に対する回答別の録画記録による食事時間の平均値の比較 

 

 

 

 

エネルギー たんぱく質  脂質  炭水化物  食物繊維 

（kcal）  （g）  （g）  （g）  （g） 

男性  1,028 38.8 27.3 150.1 7.9

女性  758 32.2 23.2 101.2 7.2

平均値 標準偏差

速い 3 9分54秒 2分4秒

ふつう 4 12分19秒 2分14秒

遅い 0 - -

速い 3 8分40秒 0分14秒

ふつう 4 12分14秒 3分19秒

遅い 0 - -

速い 7 11分10秒 2分30秒

ふつう 10 12分0秒 3分10秒

遅い 3 16分30秒 2分17秒

速い 7 12分1秒 2分46秒

ふつう 10 11分1秒 3分11秒

遅い 3 15分25秒 2分1秒

＊特定健康診査標準的質問項目の「人と比較して食べる速度が速い」に対する回答

食べる速度に

対する回答＊

人数

（人）

食事時間

1回目

2回目

男性

女性 1回目

2回目
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働く世代の歯と口腔の健康づくり事業３年間の取組と今後の展望 

○石﨑 幸恵（中予保健所）、愛媛県歯科保健担当者一同 

 

キーワード 歯周病、働く世代、アンケート 

 

はじめに 
 愛媛県では、平成29年度より事業所等の従業員を
対象に、「働く世代の歯と口腔の健康づくり事業」を
実施している。 
 これは、平成25年～27年度に実施した壮・中年期
対象の中予保健所でのモデル事業や、平成27年県民
健康調査結果より「働く世代」の歯と口腔に関する
課題が見えたことをふまえ、平成29年３月に策定し
た第２次愛媛県歯科口腔保健推進計画を契機として、
全県下での普及啓発等のため新たに事業化したもの
である。 
 今回、各保健所で実施した３年間の取組について
報告するとともに、事業所等の協力を得て行った事
業介入前後のアンケート結果等から見えてきた「働
く世代」の現状や課題、今後の展望について考察し
たので報告する。 
 

方 法 
１ 対象 

県下６保健所において、商工会等を通じてアプロ

ーチし、協力の得られた事業所の従業員に対し介入

を行った。平成 29年度～令和元年度の３年間で介入

した事業所は、延べ 33事業所となり、実施人数は延

べ 4,790人であった。 

２ 実施内容 
(1) 事前アンケート調査 

介入前に、全保健所共通のアンケート調査を
実施した。アンケートの主な項目は、１日の歯
みがき回数、歯間部清掃用器具（デンタルフロ
ス及び歯間ブラシ）の使用頻度、１年以内の歯
科検診の受診の有無、歯科疾患と全身疾患の関
連を知っているか、8020運動や噛ミング30の意
味の認知度等とした。また事前アンケートのみ、
歯の本数（自己申告）についての項目を設けた。 
平成30年度からは、歯と口の健康を保つため

に取組んでいること、歯みがきの時に気をつけ
ていることについて、複数回答の形式での設問
を追加した。 

(2) 介入事業 
事前アンケート調査の結果を踏まえて現状把

握及び課題抽出を行い、事業内容については対
象事業所と検討・相談の上で実施した。主な内
容は、保健所歯科医師・歯科衛生士等による歯

科相談や講話・実技指導等であり、社員研修や
安全衛生委員会、従業員健康診断時等を活用し
た。 

(3) 事後アンケート調査 
介入事業終了後、数か月後に、歯の本数につ

いての項目を除いた(1)と同内容のアンケート
調査を実施した。平成30年度からは事業介入直
後用のアンケートも作成し、事業所等の状況に
応じて実施した。 

 

結 果 

 平成29年度～令和元年度までの３年間、各保健所
で行った事業介入前後のアンケートについて、主な
結果を示す。回答者は総数1,975名（10代39名、20
代345名、30代465名、40代471名、50代340名、60代
266名、不明49名）で、男女比はほぼ２：１となった。
なお集計するにあたって、未回答項目については結
果から除外した。 
１ 性別・年代別アンケート結果（事業介入前） 
 平成29年度～令和元年度の事業介入前に行ったア
ンケートについて、性別・年代別に集計した。 
 歯間部清掃用器具の使用については、おおむね年
代が上がるほど使用率が高い結果となった。50代と
60代は約４割の者が使用しており、その使用者の中
では、週５日以上と回答した者の割合が一番高かっ
た。（図１） 
 歯科検診の受診については、男性は10代、20代の
受診率が低く３割前後であり、30～50代は４～５割
程度だった。しかし、60代の受診率は63.6％と他の
年代と比較し割合が高く、過半数以上を占めていた。
一方、女性は20代以上の年代で、過半数以上が歯科
検診を受診していた。（図２） 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

【図１】年代別歯間部清掃用器具の使用（男女計） 

(n=3,782 デンタルフロス及び歯間ブラシ回答合算) 
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【図２】歯科検診受診の有無 

 
２ クロス集計結果 

 平成30年度、令和元年度の事前アンケート結果に
ついて、クロス集計を行ったところ、歯科検診受診
者の方が、未受診者と比べて歯科疾患と全身疾患の
関連を知っている割合が高い結果となった。（図３）
また歯間部清掃用器具の使用についても、歯科検診
受診者や8020運動の意味を知っている者の方が、使
用率が高い結果となった。 

 

 
 
 
【図３】歯科検診受診の有無と歯科疾患と全身疾患の関連を 

    知っている者についてのクロス集計（n=1,327） 

 
３ 事前、事後アンケート集計結果（比較） 
平成30年度、令和元年度の事前及び事後（数か月

後実施）アンケートを集計した。事業介入前に比べ、
介入後はほとんどの項目で結果の改善が見られた。
歯間部清掃用器具の使用については、デンタルフロ
ス及び歯間ブラシともに使用していない者の割合が
減少するとともに、週２～４日、週１日以下の割合
が増加していた。週５日以上の使用者はデンタルフ
ロスについてはほとんど変化がなかった。（図４）ま
た歯科検診については、事後では受診した者の割合
が増加し、半数を超えていた。他にも、歯科疾患と
全身疾患の関連についての知識に関しては、70.1％
から80.3％に増加した。 
 

 

 

 

 

【図４】デンタルフロスの使用 

 

考 察 

性別・年代別アンケート結果からは、全体的に年
代が高いほど歯科保健行動や意識について、高い傾
向がみられた。特に歯科検診に関しては、20代以上
の女性と60代の男性の受診率が比較的高かった。第
２次愛媛県歯科口腔保健推進計画の目標値（R3）と
の比較については、表１のとおりである。歯科疾患
と全身疾患の関連についての知識（20歳以上）に関
しては、知っている人の割合は68.3％となっており、

目標値の70％に近い値であった。また歯間部清掃用
器具の使用については、現状値（計画策定時）から
やや増加したものの、目標値には届いていない。歯
科検診の受診についても、現状値からやや増加して
いるが、目標値と約15％の差があり、引き続き歯科
保健に関する周知・啓発が必要である。 
表１ 対比表 

 
現状値 

(H29策定時） 

事業介入前アンケート 

結果（H29～R元） 

目標値 

（R３） 

歯科疾患と全身疾患の

関連について知ってい

る人の割合(20歳以上) 

49.5％ 68.3％ 70％以上 

歯間部清掃用器具を週

２回以上使用している

人の割合 

40代  15.0％ 

60代  27.4％ 

40代  17.5％ 

60代  27.9％ 

40代  20％以上 

60代  30％以上 

過去１年間に歯科検診

を受診した人の割合

(20歳以上) 

45.5％ 49.6％ 65％以上 

クロス集計からは、歯科検診受診者の方が、歯み
がきが習慣化されており、歯間部清掃用器具の使用
率が高く、歯科疾患と全身疾患の関連についてもよ
り多く知っているなど、歯科保健に関する行動・意
識との相関関係がみられた。 
 事業介入前後の比較では、ほとんどの項目におい
て介入後の方がおおむね結果の改善が見られ、特に
歯科疾患と全身疾患の関連についての知識や、歯科
に関する用語の認知度の向上に関しては顕著であっ
た。また歯間部清掃用器具の使用割合が増加するな
ど、行動の変化がみられたことからも、保健指導等
の介入によって一定の効果があったと考えられる。 
本事業は基本的に勤務中の従業員を対象とするた

め、介入するにあたって従業員の勤務時間の調整や
場所の確保等、事業所の理解や協力が不可欠である。
しかし、事業所によってはアンケートを含め保健所
の介入をすべて受けることは難しい場合もあり、今
後の事業をどのように広げていくかについては、検
討が必要である。 
 

まとめ 
歯科検診受診者は歯科保健に関する行動・意識が

高いことから、受診者数を底上げし、定期的な歯科
検診の受診を定着させることが重要である。さらに
定着に至るまでの周知啓発により、歯科検診受診に
対する意識の向上も同時に図ることが望ましい。 
しかし、歯科検診を実施している事業所は少なく、

事業所から従業員に受診勧奨できるような環境づく
りの整備が必要である。本事業により、引き続き働
く世代の歯科保健に関する意識を高め、行動変容を
促す取り組みを実施していきたい。 
また若年層は、歯科保健行動や意識が低い傾向に

あることも明らかになったため、就業前の若年層を
対象とした事業展開も検討し、ライフステージに応
じた適切な歯科保健行動や意識を持つことができる
よう進めていきたい。 
今後も働く世代の健康課題を明確にし、課題に即

した事業の推進を図りたい。 
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成人歯周病検診の結果から見る歯科保健に関する成人期の現状と課題 

 

〇須内 裕加    村田 美智子    楠本 沙弥香    小清水 文那 （大洲市保健センター） 

  和氣 豊子 （肱川保健センター） 

 

キーワード 成人期、歯科保健、歯周病検診 

 

はじめに 

 大洲市では、成人期の歯科保健事業として

平成 22年度より、年度末年齢 40歳・50歳・60

歳・70 歳の市民を対象に成人歯周病検診を

実施している。平成28年度には歯周病検診マ

ニュアル 2015の内容を踏まえ問診票と結果票

の一部を変更した。 

 成人歯周病検診の結果をみると判定結果は

要精密検査の割合が最も高いため、口腔状態

が不良の者が多いことが示唆された。そこで現

状を把握し課題を明確化することで、今後の

歯科保健事業を効果的なものにすることを目

的に成人歯周病検診の結果票及び問診票を

分析したため、結果を報告する。 

 

方法 

1．分析期間：平成 28年度～令和元年度 

2．調査対象 

 平成 28 年度～令和元年度成人歯周病検診

受診者 255名 

 3．調査項目 

 1）成人歯周病検診結果票による項目 

 性別、年齢、判定結果 

 2）成人歯周病検診問診票の分析 

 主な項目：間食の頻度、歯間ブラシ・フロスの

使用、歯磨きの回数・タイミング、気になること、

定期健診の状況 

 

結果 

 1．受診者内訳 

 性別は男性 86人、女性 169人である。年齢

は 40歳 55人、50歳 90人、60歳 72人、70

歳 38人である。判定結果は要精密検査が最

も多く 108人、次いで要指導 97人、異常なし

50人であった。 

 2．間食の頻度 

 

 

 間食の頻度は男女ともに「時々」と答えた者

が最も多く、女性は男性より毎日間食する者の

割合が高かった（表 1）。 

 3．歯間ブラシ・フロスの使用 

 

 

 

 歯間ブラシまたはフロスを使用しているかの

問いに対し、全年齢において「使っていない」

と回答した者が最も多くなっている。年齢別に

みると 50歳が最も利用率が低く、53.3％が使

っていないと回答している（表 2）。 

 4. 歯磨きの回数・タイミング 

 歯を磨く回数は 3回が最も多く 113人、次い

で 2回 96人、1回 24人、4回 13人、未記入

5人、5回 1人である。いつ歯磨きをするかの

問いでは朝食後と就寝前と回答した者が最も

多くそれぞれ 175人、次いで昼食後 111人、
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起床後 56人、夕食後 50人、その他 3人であ

る。 

 5．定期健診の受診 

 

 

 

 

 年 1 回以上の定期健診を受けていないと答

えた者のうち、気になることがあるかの問いに

「はい」と答えた者は 74.6％である（表 3）。 

 

 

 

 

 かかりつけ歯科医がある者のうち、年 1 回以

上の定期健診を受けていない者は 112 人と多

く、かかりつけ歯科医がある者のうち 59.9％は

年 1回以上の定期健診を受けていない状況で

ある（表 4）。 

  

考察 

1．データから見えた成人期の現状と課題 

成人歯周病検診を受けた者のうち、要精密

検査 42.3％要指導 38.0％と、口腔状態に何ら

かの異常がある者が全体の 8割を占めている

状況である。 

間食をしている者の割合が高く、間食をして

いるということはう蝕に繋がりやすい口腔状態

と考えられる。また、昼食後の歯磨きが習慣化

していない者が多く、歯間ブラシやフロスの利

用率も低いことから、こまめにブラッシングをす

ることの必要性の周知や歯間ブラシ・フロスの

使用を勧めることが必要である。 

 また、気になることがあっても定期健診を受

けていない者がいることや、かかりつけ歯科医

が決まっていても定期健診には繋がっていな

い者がいることから、余程の症状があればかか

りつけ歯科医へ受診をするが、それ以外では

歯科医に行かないという者が多いのではない

かと考えられる。このことから、定期健診の重

要性を周知することが必要である。 

 2．今後の歯科保健事業の展開 

 「こまめなブラッシング」、「歯間ブラシ・フロス

の使用」、「定期健診の受診」が十分にできて

いない現状が見受けられたことから、今後の歯

科保健事業では、この 3点の啓発に力を入れ

ていくことが当市においては重要になると考え

られる。 

 

今後の展望 

本報告は成人歯周病検診の受診者を対象

としているため、歯に関する関心が高い対象

者であると考えられる。無関心層を含めるとま

た違った現状や課題が見えてくる可能性があ

るため、無関心層を含めた現状をどのように把

握していくかが今後の課題である。 

また、令和 2年度で成人歯周病検診の開

始から 10年が経過するため、10年前の対象

者が再び成人歯周病検診の対象となる。この

ことから、対象者の口腔状態が 10年の間にど

のように変化したかを分析すると、また新たな

課題を見出すことができるのではないかと考え

られる。 

 

倫理的配慮 

 本報告に際して、個人データは匿名化のうえ

数値化し取り扱った。 

 

利益相反 

なし。 
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各演題へのコメント 

 

演題番号 12 演題名：職場対抗ヘルスアップ選手権事業（職場環境改善健康づくり推進事業）2/4 

筆頭演者：千葉 美帆（愛媛県中予保健所） 

コメント者：近藤 弘一（松山市保健所長） 

この演題は令和元年度と２年度に職域での健康づくりの動機付けについて職場

対抗とその表彰も兼ねた健康フェスタの方法で取り組んだもの。職場対抗の競技内

容などに改善したものの参加実績が伸び悩んでいるのは新型コロナの影響もある

のだろうか？ 健康づくりは継続が大切であり、令和元年度の参加者の６割が継続

の意思を示し２年度の参加者のうち１／３が継続者であることは大いに評価でき

る。また、健康づくり目標に「１日３回以上笑う」を採用したことは新しい視点で

ある。 

 

演題番号 13 演題名：愛媛県における栄養素等・食品群別摂取量の地域特性について～平成 27

年愛媛県県民健康調査の分析から～ 

筆頭演者：大内 詩野（愛媛県八幡浜保健所） 

コメント者：三木 優子（愛媛県中予保健所長） 

『ビッグデータ活用県民健康づくり事業』が始まってから、地域ごとの健康課題

を分析し、それを関係者で共有したり、住民にわかりやすい形で提供したり、健康

づくりの機運がさらに高まってきていると感じます。今回は愛媛県県民健康調査の

食物摂取状況について丁寧に分析をいただきました。同じ県内でも地域によって有

意な差があり、それがビッグデータでの分析結果にも関係づけられていて、大変興

味深いご報告です。得られたデータを元により効果的に健康づくり事業を展開され

ることを期待しております。 

 

演題番号 14 演題名：ビッグデータ活用地域健康づくり～健康づくり Re・Form～事業３年間の

取組み報告 

筆頭演者：篠﨑 紘一（愛媛県宇和島保健所） 

コメント者：竹内 豊（愛媛県八幡浜保健所長） 

３か年の事業の３本柱がよくまとめられていると思います。 

成人式アンケートに代わる若者世代実態調査の再検討結果が気になりますが、そ

れを含めて令和３年度以降の分析結果の見える化や健康意識の向上につながる成

果を期待します。 
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演題番号 15 演題名：地区組織や保健・福祉行政が一体となった素鵞地区での生活習慣病対策の

取り組み 

筆頭演者：中村 美佐（松山市地域包括支援センター東・拓南） 

コメント者：冨田 直明（愛媛県宇和島保健所長） 

地区の課題を分析し、住民、地区組織の代表らの意見を反映させ、住民と共に素

鵞地区の健康づくりに取組まれており、地域住民と行政が協働しながらの素晴らし

い活動です。データより、60 歳代の要支援 1 から要介護１が多いと分析されてい

ますが、今後さらに、若い世代の要介護の原因疾病を抽出し、若い世代からの介護

予防対策の取組にもつなげていかれることを期待します。  

 

演題番号 16 
演題名：市独自で歩んだ重症化予防事業の強みと弱み 

筆頭演者：末廣 瞳（宇和島市役所） 

コメント者：早田 亮（愛媛県四国中央保健所長）  

 高血圧・高脂血症・高血糖などは、放置し悪化すればより深刻な生活習慣病を惹

起し易いにもかかわらず、いずれも介入効果を十分期待できる初期段階で無症状で

あることから、併発疾患に対する予防意識が希薄になりやすい傾向が見られます。 

 本報告では、対象者への個別指導・支援の現状と成果、加えて行政側からのアプ

ロ―チのみでは解決への道筋が描きにくい点も十分に示されており、歯科領域を含

む医療面からの関与の充実も合わせた今後の事業展開による成果に期待します。 

 

演題番号 17 演題名：ＰＤＣＡサイクルに基づく地区活動の展開～より効果的な保健指導を目指

して～ 

筆頭演者：佐尾 亜希穂（西予市生活福祉部健康づくり推進課） 

コメント者：武方 誠二（愛媛県西条保健所長） 

HbA1cに着目して地域特有の生活習慣を見つけ出し、保健活動を展開し始めた段

階ということになりますね。当初の仮説とは違った課題を見つけ出して活動の評価

をし、また新たな活動に結びつけていく中でツールの工夫も同時に行っていること

に発展性を感じる取組です。血液検査の結果だけにふりまわされることなく、地域

特有の生活習慣を見極める眼、手法やツールをより磨いて地区全住民の取組となる

よう期待しています。 
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演題番号 18 演題名：担当地区の健康課題を住民とともに考える保健活動～離島の生活を見て、

聞いて、感じる～ 

筆頭演者：畑中 美里（八幡浜市保健センター） 

コメント者：廣瀬 浩美（愛媛県今治保健所長） 

離島ならではの生活習慣の課題として、飲酒習慣の問題が多い住民への気づきを

客観的および主観的データの収集・分析、先輩保健師との意見交換等から地域の健

康課題として住民と共有し、住民自身の行動変容を促すことにより、健康課題の解

決に向けた環境整備に取り組む実践活動のプロセスは、健康づくりだけでなくすべ

ての公衆衛生活動に対する共通の取り組みとして重要である。 

公衆衛生の幅広い分野において、こうした量的、質的、客観的、経験的な事実や

課題への気づきをＰＤＣＡによる活動サイクルにつないでいくことは重要で、今回

の課題についても今後の改善状況や働きかけの効果などを検証していくなど市町

ならではの継続性のある保健活動を展開していただきたい。 

 

演題番号 19 演題名：健康パトロールカーによる巡回健康相談の変遷と今後について 

筆頭演者：中濵 好美（鬼北町保健介護課） 

コメント者：三木 優子（愛媛県中予保健所長） 

健康パトロールカーの半世紀を越える活動に敬意を表します。過去の資料からこ

の間の活動をまとめられたこと、鬼北町の保健活動の歴史を見るようで懐かしいよ

うな温かい気持ちになりました。時代とともに健康課題が移り変わり、健康パトロ

ールカーでの相談内容もそれに応じたものになっているということですが、ずっと

住民に寄り添って活動される保健師さんたちの姿勢は変わらないものと思います。

これからも健康パトロールカーでのご活躍をご期待申し上げます。  

 

演題番号 20 演題名：特定健康診査標準的質問項目の「人と比較して食べる速度が速い」に関す

る正確性の検討 

筆頭演者：宮崎 さおり（愛媛大学農学部） 

コメント者：近藤 弘一（松山市保健所長） 

この演題は「食べる速さ」の指標として本人の「速い」「遅い」の認識を基準に

実際の速さの平均を検討したもの。早食いは食習慣、食育の面から改善すべきこと

と考えられているが、その指標について、客観的数値を用いて分析したもので新し

い視点であり今後の研究の発展を期待する。女性では「遅い」とするものとそれ以

外で食事時間に差があるようにみえる。分析方法として、例数が少ないので回答別

の食事時間の分布を示すことや、完食までの時間が短いものから例えば上位 1／3

を「短い」、それ以外を「短くない」と定め、それと本人の認識の「速い」「速くな

い」との相関性をみることなども検討していただきたい。 
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演題番号 21 演題名：働く世代の歯と口腔の健康づくり事業３年間の取組と今後の展望 

筆頭演者：石﨑 幸恵（愛媛県中予保健所） 

コメント者：竹内 豊（愛媛県八幡浜保健所長） 

歯科保健事業介入前後の比較で成果・課題がよく理解できる取組みだと思いまし

た。今後この成果をもとに歯科口腔保健推進計画の目標値を改善できるよう、それ

ぞれの事業の展開に期待します。 

 

演題番号 22 演題名：成人歯周病検診の結果から見る歯科保健に関する成人期の現状と課題 

筆頭演者：須内 裕加（大洲市保健センター） 

コメント者：冨田 直明（愛媛県宇和島保健所長） 

成人歯周病検診の結果票及び問診票のデータの分析については、大変な作業であ

ったと思いますが、貴重なデータの蓄積ができたと思います。分析結果においては、

要精密検査となった者など口腔状態に何らかの異常がある者の割合の高さや、定期

検診の受診率の低さなど、成人期の課題が明確になっており、大洲市の歯科保健事

業へ展開されることを期待します。 

 今後は、要精密検査となった者の、その後の受診率の調査など、歯周病検診の効

果の検証も検討いただければと思います。 

 

 

107



中予保健所における高次脳機能障害支援普及事業の取り組み 
〇 渡部夏実 石村優季 小笠原真由子 

竹内竜美 倉田朋子 三木優子 （中予保健所） 
キーワード 高次脳機能障害・支援ネットワーク 

 

Ⅰ はじめに

 愛媛県では平成 20 年に松山リハビリテーション

病院を高次脳機能障害（以下、障がい）の支援拠点

機関に指定し、相談支援コーディネーターを中心に

専門的な支援を行うとともに、平成 21 年には各保

健所圏域に相談支援協力機関を設置し、当事者や家

族への支援を行っている。松山圏域では伊予病院を

相談支援協力機関に指定している。 

中予保健所では、平成 22 年度から「高次脳機能

障害支援普及事業」を実施し、担当者会や連携会議

を開催して、顔の見える関係づくりを図ってきた。 

 今回、当所における活動を振り返り、支援の課題

及び今後の取り組みを考察したので報告する。 

 

Ⅱ 事業の取り組みについて 

１．中予保健所管内の特徴 

 中予保健所は松山圏域のうち松山市を除く２市

３町を管轄しているが、当事業は松山市も対象とし

ている。松山圏域には医療機関や事業所が多く、保

健所や拠点機関のみでは当事者の把握や各機関の

支援状況を把握することが難しい。障がい支援につ

いての経験値も様々である。 

 

２．事業の取り組み内容（表１参照） 

（１）支援者スキルアップ及びネットワークづく

りのための取り組み 

 担当者会として、平成 22 年度より松山圏域の支

援者を対象に、学習の機会や顔の見える関係づくり

を行う場として企画している。 

毎回 40～50 名ほどの参加があるが、担当者は年

度によって変わるため、地域支援について十分に協

議できる場とはなっていなかった。そこで、地域支

援ネットワークづくりを協議するため、中予管内の

保健・福祉の関係機関を対象に支援者連絡会を令和

元年度から開催している。また、これまで医療機関

との連携は支援拠点機関、相談支援協力機関のみに

とどまっていたが、「回復期病棟のある医療機関で

も支援が行われている」との情報を得て、支援状況

を把握するためヒアリングを行った。さらに「支援

機関の窓口（担当者）が見えにくい」との声から、

松山圏域の関係機関が連携しやすいように担当者

名簿を作成した。（表２参照） 
表２．令和元年度の取り組み内容

時期 内　　容

◆支援拠点機関の活動実績報告
「松山圏域の回復期病棟のある医療機関でも患者支援が行われている」との情報がある。

◆「あい」総会出席

◆松山圏域の回復期病棟のある４医療機関に支援状況ヒアリングと担当者会の案内
◯ねらい◯新たな医療機関と連携することで、松山圏域の支援ネットワークを構築すること。
（ヒアリング内容：高次脳機能障害支援状況・他機関との連携　等）
・4医療機関とも支援を実施しており、「関係機関との連携を考えたい」「支援について学習
したい」との意見があった。
・担当者会を案内⇒4医療機関すべてから参加あり

◆担当者名簿の作成⇒計45機関協力
◯ねらい◯各機関窓口が見えないことが連携の妨げとなることのないよう、各機関の窓口を
　　　　　可視化し、円滑な連携へとつながること。
【対象者】（松山圏域）回復期病棟のある医療機関、行政（保健・福祉）、事業所
※協力希望のあったところ

◆担当者会の開催
◯ねらい◯障がいに関する基礎的な内容を学習し、各機関の取り組みや困りごとを共有する
　　　　　ことで、支援者のスキルアップの機会とすること。
【内容】・事務局事業説明・担当者名簿の配布
　　　　・学習会「高次脳機能障害とその支援について」
　　　　　　　　　講師　伊予病院　 大塚　奈穂子 先生
　　　　・意見情報交換会
【対象者】（松山圏域）相談支援専門員、医療従事者、保健師、行政職員等：60名

◆「あい」定例会出席

8月 ◆松山圏域高次脳機能障害担当者連携会議の開催（退院時連絡票を用いたケース会議）

◆支援者連絡会の開催
◯ねらい◯中予管内の関係者にしぼって協議することで、より具体的な支援体制について
　　　　　検討すること。
【内容】・事務局説明（普及啓発の実施状況を報告）
　　　　・活動報告
　　　　（1）松山リハビリテーション病院
　　　　（2）伊予病院
　　　　（3）愛媛高次脳機能障がい者を支援する会「あい」
　　　　・各市町、関係機関から支援状況報告
【対象者】（中予管内）保健師、行政職員、医療従事者、相談支援専門員等：20名

◆「あい」定例会出席

◆松山圏域高次脳機能障害担当者連携会議の開催（退院時連絡票を用いたケース会議）

担当者会・支援者連絡会・担当者名簿作成には市町障がい福祉担当課にも積極的に協力を求めた。

４月

7月

２月
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（２）個別ケースへの対応 

 医療と地域が連携して当事者・家族支援を実施す

ることを目的に、支援拠点機関、相談支援協力機関、

松山市保健所、中予保健所の４機関で、平成 27 年

度より、退院時連絡票を用いたケースの引継ぎとそ

の後の支援報告を行っている。病院から退院する当

事者で同意がある人に対して地域支援を行ってい

る。 

（３）「愛媛高次脳機能障がい者を支援する会あい」

（以下、「あい」）定例会への参加 

 当事者・家族の声を聞き、ニーズを把握する機会

とするため、松山市で開催される定例会に年３回程

度参加している。 

（４）普及啓発活動の実施 

 平成 24 年度の担当者会で作成した媒体を活用し

て、住民や関係機関を対象に市町職員や保健所職員

が実施している。既存の研修会や会議の場を活用し

て媒体配布や障がいの認知度・理解度等を把握する

ためのアンケート調査を行い、結果については担当

者会にて報告している。 

 

Ⅲ 結果と考察                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 事業開始当初は関係機関が広く集まって障がい

の病態や症状、利用できる資源・サービス等を学習

する機会を担当者会として企画してきたが、現在は、

障がい支援の経験値は様々だが多くの機関が支援

に携わっている。参加者からは、「まだ障がい支援

を行ったことはないが、支援を行う際は本日の研修

を活かしたい」「意見交換会が大変有意義だった」

との意見があり、幅広く支援に関わる人の学習の機

会として今後も必要だと考える。 

 令和元年度より新たに開催している支援者連絡

会では、中予管内各機関での障がい支援状況を共有

することができ、参加者からは「今後は具体的な事

例から支援を深めたい」との意見があった。意見交

換や事例検討、関係機関の支援状況報告を行ったこ

とで各支援者が役割を把握し、支援ネットワークを

意識するきっかけとなったと考える。市町では保健

センター以外に障がい福祉担当課が、障がいに対す

るサービスの認定や精神障がい者手帳申請窓口と

なっており、当事者・家族の相談窓口となることも

考えられる。いずれの窓口につながっても当事者・

家族が包括的に支援されるように、今後も連携につ

いて検討していく必要がある。 

 個別事例への対応は、入院中から保健所を案内す

ることで支援介入が行いやすく、地域と医療が連携

した支援へとつながっている。「あい」定例会への

参加は当事者・家族の生の声を聴くことができる貴

重な機会であり、保健所の訪問支援につながったケ

ースもあった。また、継続して参加することで、会

員や支援者との関係構築にもつながり、当事者が担

当者会で体験発表を行う等事業にも反映するきっ

かけとなっている。 

 市町の協力を得て実施する普及啓発は、住民へ直

接媒体が配布できるだけでなく、市町担当者の啓発

意識向上につながっている。アンケート調査の結果

では、障がいの認知度としては約 4 割が「知らない」

と回答しており、今後も住民を対象とした啓発が必

要である。 

 

Ⅳ 今後の取り組み 

１．地域支援ネットワークづくり 

 行政をはじめとした関係機関で毎年複数の担当

者が交代するため、支援者のスキルアップのための

研修は不可欠である。それに加え、支援体制につい

て検討する場である支援者連絡会を継続的に実施

し、実際の事例を用いて具体的な支援体制や、支援

する上で課題となることについて協議できる場と

する必要がある。行政のサービス窓口をはじめ、い

ずれの機関が相談窓口となっても包括的に支援で

きるネットワーク構築の検討が必要である。 

 

２．個別支援と普及啓発 

 保健所では当事者・家族の実態が把握しづらく、

相談としてつながりにくい状況である。今後も、引

き続き退院時連絡票や電話・来所・訪問による相談

支援、家族会支援からつながるひとつひとつの事例

を丁寧に支援し、そこから得る学びを大切にして、

事業展開していきたい。 

 また、地域には多くの潜在者が存在することも考

えられることから、住民への普及啓発を今後も実施

し、支援を必要としている人に必要な支援を提供で

きるよう、障がいに対する正しい知識と相談窓口等

の周知を行う必要がある。 

 

Ⅴ おわりに 

 今後も関係機関との連携を行いながら、１事例１

事例を大切に支援し、当事者・家族が安心して地域

生活が行えるネットワークについて検討していき

たい。 
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精神疾患を抱えながらも未治療のまま地域で独居生活している 

事例に対する支援について 

  

○眞田龍太郎  米田紀子  畑中美里  米田沙友里  村佐真由美     

宇都宮希代子  中川綾  宇都宮繁樹  二宮恭子 （八幡浜市保健センター） 

 

 

はじめに 

保健師１年目に、精神疾患を抱えながらも未治

療のまま地域で独居生活しているケースに出会

い、支援を継続して３年目となる。 

同居していた家族の施設への入所により独居

生活が始まったケースで、その家族のケアマネー

ジャーや民生委員、地区の商店の支援を受け生活

している。精神症状による対人不安や閉じこもり

傾向の影響により、食事の確保や清潔保持など健

康課題が多数見受けられたため、保健師として継

続的な支援を行っている。 

支援の経過や、支援を通して考察した保健師の

役割について報告する。 

 

地区の概要 

八幡浜市は、(令和 2 年 4 月 1 日現在)人口

32,922 人、高齢化率 39.9％の市である。ケース

の住む地区は人口 1,428人、高齢化率 42.5％で、

八幡浜市の南東に位置する山間部である。公共交

通機関は JRと予約制の乗合タクシーがあり、市

の中心部までは車で約 15分かかる。 

 

ケースの概要 

A氏 50歳代女性。母と二人で生活していたが、

母の施設入所により独居となる。 

妄想や幻聴等の精神症状があり精神疾患の疑

いはあるが、医療機関未受診のため診断はされて

いない。これらの精神症状により対人不安や閉じ

こもり傾向がある。 
 

【把握経路】：A 氏の独居生活を心配した、母の

ケアマネージャーと民生委員からの相談。 
 

【家族構成】 

 

 

 

 

 

【食事】：地区内にある商店が１日に１度配達し

ている弁当１食のみ。 
 

【清潔】：入浴や更衣はできていない。トイレの

汲み取りについても数年していない。 
 

【ライフライン】：水道、電気は通っているが、

ガスは止めている。電話線は抜いている。 
 

【金銭管理】：母の年金を弟が管理し、水道代や

電気代、弁当代は全てそこから支払っている。 

 

支援の経過 
 

1 事例検討会の開催 

事例検討会を開催し、Ａ氏に関する情報の整理

と今後の具体的な支援の方向性について検討し

た。 

参加者：保健所保健師、市保健師、母のケアマネ

ージャー 

支援の方向性：生活水準の向上や精神症状による

医療機関への受診が必要と考えられる。まずはＡ

氏との信頼関係を築くため、定期的な訪問を行う。 
 

2 訪問の実施 

 2018年 6月 14日から 2020年 1月 28日まで

の期間に、生活状況や精神症状についての確認、

医療機関への受診勧奨を目的として、計 10回の

訪問を実施。最初の数回は、A氏と顔見知りであ

キーワード 新任期、個別支援 

■ ○

○

○□

□

□ ◎× ○
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る母のケアマネージャー同行のもと訪問。 
 

3 支援者の情報収集 

民生委員や弁当を配達している商店など地域

の支援者にも定期的に話を聞き、A氏との関わり

について情報収集を行った。得た情報を整理し、

Ａ氏を中心に相関図（別紙１）を作成した。 

 

結果 

1 A氏の状況 

1) 初回訪問時 

地区の保健師として、定期的に訪問したい旨を

伝え、了承を得る。表情や言動は穏やかで、保健

師の受入れは良い。主訴はなし。 

2) 継続訪問時 

食事量が不足しているが買い物に行けないこ

とや、家を空けられないなど、困りごと等につい

て話を聞くことができ、生活の様子が少しずつ分

かってきた。精神症状の影響で不安が生じている

ことも分かった。Ａ氏としては今の状態でも日常

生活は送れているとのことだった。不安を取り除

くために医療機関の受診を勧めたが、家を空ける

ことができないと拒否された。 

その後も継続して訪問した結果、徐々に信頼関

係を築くことができ、Ａ氏から「困ったときは電

話線を挿して自分から連絡します。」という発言

があった。 
 

2 地域の状況 

相関図を作成し、Ａ氏に関する情報を整理した

ことで、保健師や民生委員をはじめ、商店や近隣

住民等が連携し合いＡ氏を支援していることが

明らかになった。加えて、商店は精神科病院とも

長く付き合いがあり、精神疾患を抱える方に対す

る地域のよき理解者となっていた。 

また、地域の支援者はＡ氏のことを精神疾患を

抱えている人と捉えているのではなく、困りごと

を抱えている同じ地域に住む住民として関わっ

ていることが分かった。 

 

考察 

1 個を視る 

生活のしづらさがあるかもしれないが、今のと

ころ A 氏なりに地域で生活できている。また、

今後医療機関の受診が必要となってくることも

考えられるが、緊急性はない。 

Ａ氏の中で少しずつ保健師を頼れるようにな

ってきており、今後も継続して訪問することで、

普段の生活やより具体的な困りごとを相談して

もらえるようになると考えられる。 
 

2 地域を視る 

地域の支援者が互いに連携し、同じ地区に住む

A氏を支えているからこそ、Ａ氏は地域で生活し

続けられていると考えられる。また、A氏が今後

も地域で生活し続けるために、支援者同士の情報

の共有、整理を保健師として支援することが必要

だと考える。 

 

今後の課題 

A 氏の精神症状による不安や生活のしづらさ

を軽減するため、今後も継続した訪問により生活

状況を確認し、地域の支援者と情報共有して連携

した支援ができるよう関係づくりをしておく。ま

た、保健師から母以外の家族と連絡を取り、現在

の A 氏の状況について共有し、有事の際に連絡

を取れるような関係を築いておく必要がある。 

 

まとめ 

今回、精神疾患を抱えながらも未治療のまま地

域で独居生活している A 氏への支援経過を振り

返った。支援し始めた頃は、Ａ氏の生活水準の向

上や医療機関へと繋げることが保健師としての

役割だと思っていた。しかし、継続して支援して

いくうちに「Ａ氏がこれからも地域で生活するた

めにはどうしたら良いのか」と考えるようになり、

地域の支援者と連携し情報を整理することや、A

氏と支援者、または支援者同士をつなぐことが重

要だと考えるようになった。関わり始めた頃と現

在とでは、A氏の捉え方や保健師の役割について

考え方が変わった。それは、Ａ氏への支援を通し

て、個から地域へと広げていく視点を学ぶことが

できたからだと思う。 

実際に地域に足を運び A 氏や地域の支援者と

関わることで、地域を視るということを少しずつ

理解できてきた。今後も保健師としての役割を意

識し、A氏が引き続き地域で生活していけるよう

支援していきたい。 
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地区担当保健師 

保健所保健師 ケアマネージャー 

小学校 保育所 

A 氏の母がグループホーム入所する

まで母に関わっていた。 

A 氏が独居になり心配している。 

精神科病院開設時から 60 年近く

売店として関わっている。 

精神科病院の売店を担っており、入院

患者とも交流がある。 

そのため、入院中の患者のよき理解者

である。 

A 氏や独居高齢者を定期的に訪問し

ており、見守ってくれている。 

継続して訪問している。訪問時、民生

委員や商店を訪れ情報共有している。 

50 歳代女性 

Ｈ29 年より独居 

「１日１食の弁当じゃ足りない…」 

「外出ができなくて困っている」 

母の年金で暮らしている 

 

Ａ氏を中心に地域資源をまとめた相関図 

近所のおじさん 

商店 
自宅の前の倒木を片付け

てくれたことがある。 

A 氏 

毎日弁当の配達をしており、配達した

弁当がそのまま放置になっていないか

確認してくれている。弁当代の件で家

族(A 氏の兄弟)と連絡も取っている。 

民生委員 

母 
80 歳代 

施設入所 

地区は山間部であり、公共交通機関はＪ

Ｒと予約制の乗合タクシーがある。市の

中心部までは車で約 15 分かかる。 

Ａ氏宅の周りには郵便局、精神科病院、

駅、保育所、小学校があり、地域に唯一

の信号が団地の入り口にある。 直接的な関わりはないが、関わり方

の相談等にのってもらっている。 

精神科病院 

病院の文化祭で保育

園児や小学生の美術

作品を展示している。 

太さの違いは関係性の強さ 

は直接的な関わりがない 

兄弟(市外) 
弁当代等の金銭管理 子(市外) 

過去に A 氏につい

て市へ相談あり 

別紙１ 
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小・中学校における認知症サポーター養成事業の効果について                                                                                                                           
～高校生へのアンケート調査の結果から～ 

 

〇高平真由美（鬼北町役場保健介護課地域包括支援センター） 

長尾奈美(愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科) 

 

  

 

 

はじめに 

 

我が国における認知症者数は、団塊の世代が後

期高齢者となる 2025年には 700万人を超え、高齢

者の 5人に 1人が認知症になると推計されている。 

認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進に向

けた認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）

では、柱の一つに普及啓発があり、地域・学校・職

域における認知症サポーターの養成が推進されて

いる。 

こうした背景から、鬼北町では 2011年より小・

中学校で認知症サポーター養成事業を実施してき

た。鬼北町総人口（2020年４月１日時点）は、10,066

人、高齢者人口は 4,540人（高齢化率 45.1％）、認

知症高齢者数＊１は 646 人（高齢者人口に占める割

合 14.2％）である。認知症サポーター数は延べ

2,050人で、総人口に対する割合、総人口 1万人あ

たりの講座回数とも県内２位である。当町の特徴と

して、10 代のサポーターが 45.3％を占め、全国平

均の 24.9％を大きく上回っている。 

 小野（2012）は、認知症サポーター養成講座を受

けることにより、小・中学生でも「認知症の人は、

まわりの人の接し方によって症状が変わり、まわり

の人の助けがあれば安心して暮らせる」という正し

い知識と理解が得られ、この効果は２年経過後も持

続していたと述べている。 

 本研究は、当町における認知症サポーター養成事

業の評価を行い、今後の講座づくりに示唆を得るこ

とを目的とする。 

 

         方 法 

 

１． 対象とデータ収集方法 

2020 年 7 月 3 日～7 月 9 日、町内の県立Ｋ高等

学校に在籍する１年生 91 人にアンケート調査（別

紙）を実施した。アンケート用紙は学校の協力を得

て配布・回収し、回答率は 100％だった。 

２． 調査内容 

質問項目は、出身中学の所在地、認知症に対す

る理解の度合い（よく知っている、まあまあ知って

いる、あまり知らない、まったく知らないの４段階

で調査）、認知症の人に関わった経験の有無、認知

症サポーター養成講座の受講経験の有無、認知症の

人を地域で支えるために必要と思う知識（病気の理

解、症状への対応、治療法、予防法、利用できる制

度や社会資源、その他の 6項目で調査※複数回答）

とした。 

なお、受講経験があると答えた者に対し、受講

した場所（小学校、中学校、その他）認知症への理

解の深まりの有無、良かったこと・役立ったことの

有無及び具体的内容（自由記述）を尋ねた。また、

受講経験がないと答えた者に対し、受講への意欲の

有無を尋ねた。 

３． 分析方法 

 調査対象者を町内中学校の出身者と町外中学校

の出身者に分け、各調査項目の結果を比較した。 

また、受講して良かったこと・役に立ったことが

あると答えた者の自由記述の内容を意味内容の類似

性に基づき分類した。 

４． 倫理的配慮 

アンケート用紙は無記名自記式とし、研究内容、

目的、研究参加の自由、本研究以外に情報を用いな

いこと等を学校側に文書で伝えた。 

 

結 果 と 考 察 

 

出身中学は、町内 43人（以下、町内出身群とす

る。）、町外 48人（以下、町外出身群とする。）だっ

た。認知症に対する理解は、「よく知っている」者

が 23人（25.3％）、町内出身群では 14人（32.6％）、

町外出身群では 9人（18.8％）であり、町内出身群

が多かった。「あまり知らない」、「まったく知らな

い」と答えた者はいずれも町外出身群だった（図１）。 

認知症の人に関わった経験がある者は、48 人

（52.7％）、町内出身群では 27 人（62.8％）、町外

出身群では 21 人（43.8％）であり、町内出身群が

多かった。 

キーワード 認知症サポーター養成講座、学校、共生と予防 
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認知症サポーター講座の受講経験がある者は 38

人（41.8％）であり、町内出身群では 34人（79.1％）、

町外出身群では 4 人（8.3％）であり、町内出身群

が多かった（図２）。町内出身群では小・中学校の

両方での受講者が 8人いるのに対し、町外出身群 4

人では小学校での受講経験はなく、いずれも中学校

で受講していた。両群とも学校以外で講座を受けた

者はいなかった。 

図１ 認知症に対する理解の度合い 

図２ サポーター養成講座の受講経験の有無 

 

講座受講後に認知症に対する理解が深まった者

は、認知症サポーター講座受講経験がある 38 人中

35 人（92.1％）だった。また、講座を受けて良か

ったこと・役立ったことがある者は 23人（60.5％）

だった。講座を受講して良かったことの記述内容は、

「認知症者への接し方の理解」、「認知症という病気

の理解」、「認知症者の気持ちの理解」に大別できた。

具体的記述には、以下の内容があった。 

・近所のおばあちゃんに受け答えをする時、笑顔でゆっ

くりと答えられた 

・身近にいるのでどう話すとかが分かった 

・認知症の人への接し方が変わった 

・認知症の人に対しての考え方・対応が変わった 

講座を受講して良かったこととして、実際に認知

症の人と関わる場面がみられたことから、小・中学

校で講座の受講経験がある高校生は、認知症に対す

る正しい知識を活用して認知症者と接していると

考えられる。 

認知症サポーター講座の受講経験がない 53 人の

うち、講座を受ける機会があれば参加したい者は

36 人（67.9％）であり、認知症サポーター講座に

対する高校生の受講ニーズは、一定数あると考えら

れる。 

認知症の人を地域で支えるために必要と考えて

いる知識は、「病気の理解」72人、「症状への対応」

68人、「予防法」34人の順に多かった（図３）。 

図３ 認知症の人を支えるために必要な知識 

 

まとめ 

 

当町における小・中学校での認知症サポーター

講座の実施率は、近隣自治体と比べて高く、これに

より生徒らの認知症に関する理解が深まり、認知症

の人と接する場面において良い対応につながって

いることが明らかになった。当町・近隣自治体とも

に、子どもが認知症サポーター養成講座を受ける機

会は学校のみであることから、引き続き教育現場で

受講機会を提供する必要がある。 

また、高校生は、認知症に対する病気の理解や症

状への対象に加えて「予防法」についても関心を持

っていること明らかになった。これから社会人とな

る高校生らに認知症の予防に関する知識を普及す

ることは、2019 年に国がまとめた認知症施策推進

大綱の柱である「共生と予防」にもつながるため、

さらに内容を検討し、高校生を対象とした講座の開

発に取り組みたい。 

 

脚注 
＊１認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱａ以上の者 

引用文献 

小野歩,「地域における認知症サポーター養成講

座の効果」,第 52回全国国保地域医療学会, 2012
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（別紙） 

 認知症に関するアンケート調査  
 

１． あなたの出身中学校はどこにありましたか？（あてはまるものを○で囲んでください） 

ア.  鬼北町内     イ. 鬼北町外 

 

２． あなたは「認知症」という病気について知っていますか？ 

ア.  よく知っている    イ. まあまあ知っている    ウ. あまり知らない  

エ. まったく知らない 

 

３． これまでに認知症の人（疑いも含め）を見かけたり、関わったりしたことはありますか？ 

ア.  ある       イ. ない  

 

４． あなたは「認知症サポーター講座」を受けたことがありますか？ 

（※認知症サポーター講座とは、地域で暮らす認知症の人や家族を温かく見守りサポートするため

に病気や関わり方などについて学ぶ無料講座です。） 

ア.  ある       イ. ない 

 

⇒４で「ア. ある」と答えた方 

（１） あなたはどこで「認知症サポーター講座」を受けましたか？（あてはまるものすべて選

んでください。） 

ア. 小学校      イ. 中学校      ウ. その他

（          ） 

 

（２）講座を受けた後、あなたの「認知症」に対する理解は深まりましたか？ 

     ア. はい       イ. いいえ       ウ. わからない 

 

（３）講座を受けて良かったと思うこと、役に立ったことはありますか？ 

  ア. ある  （具体的に） 

 

 

イ. ない      ウ. わからない 

 

⇒４で「イ. ない」と答えた方 

（１）「認知症サポーター講座」を受ける機会があれば、参加しようと思いますか？ 

    ア. 思う      イ. 思わない    

 

５．認知症の人を地域で支えるためには、どんな知識が必要だと思いますか？（複数回答可） 

ア. 病気の理解    イ. 症状への対応    ウ. 治療法    エ. 予防法  

オ. 利用できる制度や社会資源    カ. その他（             ） 

  

演題番号25

115



ひきこもり相談室の支援の現状と今後の課題 

○渡邊朗 重松和子 渡邊真実 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 

ひきこもり相談室は、平成 23年度に心と体の

健康センター内に開設し、ひきこもり状態にあ

る 18 歳以上の本人や家族を対象として、相談

をはじめ、相談室の周知や関係機関とのネット

ワーク構築及び連携の強化、支援者のスキルア

ップを図っているところである。 

10 年目を迎えたひきこもり相談室の取り組

みの経過を振り返り、今後の支援のあり方につ

いて検討したので報告する。 

Ⅱ 事業開始からの取り組み状況（表１～５、図１､２） 

（１）個別支援 

・電話相談（随時） 

これまでに実778件、延 1,449件の相談があ

る。ひきこもり状態にある本人が電話をしてく

ることは少なく、親や兄弟等、家族の電話相談

が多い。 

・来所相談（予約制） 

これまでに実289件、延 3,568件の来所相談

を実施している。電話相談者の約４割が来所相

談につながり、その約７割が家族のみの相談と

なっており、本人来所（家族同伴含む）は約３

割である。本人は自発的に相談に来るというよ

り、親から勧められて相談に来る場合が多い。 

新規来所相談時の本人の状況を見ると、性別

は、男性231人（80％）、女性 58人（20％）で、

平均年齢は29歳、20歳代が 49.1％、30歳代が

26.6％、40歳代は14.9％である。ひきこもりの

期間は平均 8.7 年となっており、１～３年が

30.8％、次いで 10～19年が 18％と多かった。

また、92％は家族と同居している。最終学歴は、

短大・大学卒16％、大学院卒１％であるが、進

学後の中途退学は38.4％と、学校生活等の不適

応があったことが窺える。全体の不登校経験は

49.5％に見られた。 

家族の主訴は、「将来への不安」、「仕事」、「家

族の対応」が約６割を占め、「育て方が悪かった

のではないか」との悩みも聞かれる。まずは家

族のしんどさを労いながら、ひきこもりに対す

る知識を共有し、対応方法を一緒に考えるよう

努めている。 

（２)集団支援 

・デイケア（H25年～) 

 来所相談に来ている本人を対象としている。

対人不安が強く、他者とのコミュニケーション

が苦手な方が多いことから「安心して集える場

所を提供する」ことを目的とし、スケジュール

を可視化する等の工夫をした上で、運動と作業

を織り交ぜたプログラムにより開催している。 

・家族教室（H24年～） 

家族が、ひきこもりの知識やかかわり方につ

いて学び、同じ悩みを持つ方がいることを知り、

安心して悩みを話せる場を提供することを目的

に開催している。「家族の対応」、「親亡き後の生

活を考える」などの講話に加え、家族同士がつ

ながることを意識したグループワーク等を盛り

込んだ内容としている。 

（３）支援者支援 

・事例検討会 

 長期化しやすい事例が多く、「変化がないの

は支援方法に工夫が足りないのか」等、支援者

が事例へのかかわり等に不安を抱えることも多

キーワード 個別支援 集団支援 事例検討 研修会  
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い中、実践力 UP 事例検討会 1)の手法を取り入

れ、毎月1回定例開催している。 

・研修会 

 ひきこもりは、甘えや怠けだと誤解されるこ

ともあり、ひきこもりに対する正しい知識や対

応、ひきこもり相談室の取り組みの周知を含め

て、理解者や支援者を増やす研修会を毎年開催

している。 

Ⅲ 事業の結果 

（１）個別支援 

ひきこもり相談室の新規相談者は約 30 人前

後で推移しており、継続相談事例が増えてきて

いる。平成 23 年の開設年から相談が継続する

など長期的な支援となっている事例も多い。そ

の一方で、これまでに相談室での相談が終了し

た方は 34 人である。彼らの相談期間を見ると

３年以内が65％であった。終了理由には、障害

年金受給や障がい者手帳取得を通して就労支援

等の福祉サービス利用や、えひめ若者サポート

ステーションや相談支援事業所、高等技術訓練

校の利用が主体になったことなどがあげられる。 

（２）集団支援 

デイケアや家族教室等の集団支援は、個別相

談と並行しての利用となるが、個別相談では得

られない刺激や、コミュニケーションの機会が

増えることで、安心して参加できる関係性を築

ける場となっている。また、毎年繰り返し開催

することで、デイケアでは、緊張感が強かった

方も継続して参加することで、自ら発言するこ

とができるようになる等の変化がみられる。家

族教室では、家族同士の横のつながりが深まっ

ていることが、家族の感想から窺える。 

（３）支援者支援 

事例検討会には、近年「8050問題」で対応に

苦慮している地域包括支援センターや医療機関

等多様な関係機関の参加があり、異なる視点か

らアセスメントを得ることができ、支援者のス

キルアップに繋がっている。また、定例化する

ことで、機関同士で顔の見える関係ができ、ネ

ットワークが広がってきている。 

Ⅳ 考察とまとめ 

10年間の取り組みを振り返り、個別支援、集

団支援、支援者支援の３つの軸を、今後も継続

していくことが大切であり、家族も支援者も抱

え込まないよう、相談窓口の明確化や、支援体

制の拡充の必要性を実感している。 

県が実施した児童民生委員への実態調査 2）で

は、1,000 人のひきこもり状態を把握している

が、相談につながっているのはわずかである。

また、把握できたひきこもり状態にある本人よ

りも、当センターの相談者は、若い世代が多い

状況にある。今後は、若い世代への対応を充実

させるとともに、ひきこもり本人や両親の高年

齢化に伴い、経済的な問題を含め、様々な問題

にさらに対応していく必要があると思われる。 

Ⅴ おわりに 

ひきこもり相談室は、心と体の健康センター

内にあることから、保健所と連携が取りやすい

体制となっている。また、多機関・多職種が参

加する事例検討会の開催や、開設当初から続く

研修会の開催など、ひきこもり相談室の特徴を

活かし、「ひきこもりの回復には安全安心な環境

や、理解者の存在が重要で焦らずに長期的に見

守る」という認識を関係機関で共有し、息の長

い活動を行っていきたい。 

 

参考： 

１）「実践力アップ事例検討会―実施の手引きー」 

公益社団法人日本看護協会 平成２６年３月 

２）「ひきこもり等に関する実態調査結果」 

愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課 平成３０年１２月 

参考文献： 

「ひきこもり相談支援実践ガイドブック」 

原田豊著 平成３０年１２月 
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表 1 ひきこもり相談室の取り組みの経過 

 

 

表２ 対象者の属性（初回相談時を集計）H23～R1 

 

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 令和元年度

電話相談

来所相談

同行支援

家族教室
思春期事業として実施 家族の集い実施

研修会と同時開催

デイケア
2クール

事例検討会
（必要時）

支援体制連携

強化事業 連絡協議会

担当者会

研修会
年2回 年3回

情報発信

技術援助 保健所支援等
保健所単位の

研修会

年2回（うち1回は研修会と合同開催）

普

及

啓

発

・

研

修

事

業

保健所・センターの情報共有

年2回

ホームページ作成

リーフレット作成

事業内容

相
談
支
援
事
業

（必要時） （積極的）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開講座

　　外部講師

1クール 1クール

月1回 月1回

定例事業化

人 （％）
性別 男性 231 79.9%

女性 58 20.1%

年代 10代 26 9.0%

20代 142 49.1%

30代 77 26.6%

40代 43 14.9%

50代 1 0.3%

60代 0 0.0%

相談者の内訳 父 26 9.0%

母 135 46.7%

両親 42 14.5%

兄弟のみ 9 3.1%

家族・親戚 17 5.9%

本人 34 11.8%

本人と家族 22 7.6%

その他 4 1.4%

居住形態 独居 17 5.9%

家族と同居 266 92.0%

不明 6 2.1%

ひきこもり期間 １年未満 46 15.9%

1～３年 89 30.8%

4～５年 31 10.7%

6～９年 38 13.1%

10～19年 52 18.0%

20～29年 17 5.9%

30年以上 2 0.7%

不明 14 4.8%

最終就学歴 中学校 26 9.0%

（中退・卒業を含む） 高等学校 95 32.9%

短大・専門学校 44 15.2%

大学 105 36.3%

大学院 11 3.8%

不明 8 2.8%

不登校経験 あり 143 49.5%

なし 134 46.4%

不明 12 4.2%

就労経験 あり 180 62.3%

（パート、アルバイトも含む）なし 97 33.6%

不明 12 4.2%

図１

 
図２ 

 

26

142

77

43

1 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

10代 20代 30代 40代 50代 60代

本人の年代別状況

46

89

31
38

52

17

2
14

0

20

40

60

80

100

１
年
未
満

1
～
３
年

4
～
５
年

6
～
９
年

1
0
～

1
9
年

2
0
～

2
9
年

3
0
年
以
上

不
明

ひきこもり期間別状況

演題番号26

118



表３ デイケアプログラム（R 元年度）      表４ 家族教室プログラム（R 元年度） 

表５ 事例検討会参加状況 

 

参考 ひきこもり等に関する実態調査結果 

図３ ひきこもり者の年代別性別状況 (n=1,000)    図４ ひきこもり期間 (n=1,000) 

   

事例検討会（H27年度） 月1回開催

【参加機関】 保健機関： ひきこもり相談室、心と体の健康センター、市保健所

福祉機関： 市生活困窮者支援担当課、社会福祉協議会

【職　種】

事例検討会（R元年度） 月1回開催
保健機関： ひきこもり相談室、心と体の健康センター

県保健所、松山市保健所

医療機関： 精神科病院

福祉機関： 相談支援センター、相談事業所等

松山市生活福祉課

社会福祉協議会

介護機関： 松山市介護保険課、松山市地域包括支援センター

就労機関： ハローワーク

医師、精神科医師、保健師、看護師、心理職、精神保健福祉士

社会福祉士、相談支援専門員、主任ケアマネージャー等

医師、精神科医師、保健師、心理職、精神保健福祉士等

【参加機関】

【職　種】

23

75

116

187

125
107

36

5 1
24

11

38

50

46

33

42

34

9 0

11
3

1

4

6

5

2

0

3
0

3

0

50

100

150

200

250

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 無回答

（人）

男性

女性

不明

１年未満
3%

１～３年未満
12%

３～５年未満
12%

５～１０年未満
22%

10年以上
42%

無回答、不明
9%

時 間 内 容 目 的

第
1
回

13：00～13：20 ストレッチ、ラジオ体操 体を動かそう

13：20～14：20 作業（フリースタイル書道） 集中力を高めよう

14：30～14：50 ＳＳＴ（挨拶・自己紹介） コミュニケーション能
力を高めよう

14：50～15：00 リラクゼーション法 リラックスしよう

第
2
回

13：00～13：10 ストレッチ、ラジオ体操 体を動かそう

13：10～13：30 準備・移動

13：30～14：00
見学（愛媛中央産業技術専門校
松山駐在 ＯＡ総務コース）

見学してみよう

14：50～15：00 リラクゼーション法 リラックスしよう

第
3
回

13：00～13：20 ストレッチ、ラジオ体操 体を動かそう

13：20～14：20 創作活動（木工） 集中力を高めよう

14：20～14：50 片付け・休憩

14：50～15：00 リラクゼーション法 リラックスする

第
4
回

13：00～13：10 ストレッチ・ラジオ体操 体を動かそう

13：10～13：20
13：20～14：20

準備
調理（炊飯器でおもち作り）・会食

協力して楽しもう

14：20～14：50
レクリエーション
片づけ

コミュニケーション能
力を高めよう

14：50～15：00 リラクゼーション法 リラックスしよう

第
5
回

13：00～13：10 ストレッチ、ラジオ体操 体を動かそう

13：10～14：20 ニュースポーツ（ペタンク・ラダー
ゲッター等）

集団での活動を楽し
もう ｉｎ体育館

14：20～14：50 移動・休憩

14：50～15：00 リラクゼーション法 リラックスしよう

回　数 内　容

第１回 ひきこもりについて（公開講座）

第２回 障害福祉サービスと制度、座談会

第３回 家族の体験談、座談会

第４回
本人と向き合うためのソーシャルスキル
トレーニング、座談会

第５回
家族教室のまとめと医師への質疑応答、
座談会
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（図１） 関係機関との合意形成 

愛南町において「SOSの出し方に関する教育」へ取り組んだ過程と課題 

○石井ゆかり 森岡芙々紀 中川菊子（愛南町保健福祉課） 

キーワード 自殺対策 SOSの出し方に関する教育 

 

Ⅰ はじめに 

平成 28 年「自殺対策基本法」が改正され、

自殺対策が「生きることの包括的な支援」とし

て実施されるべきこと等が基本理念に明記さ

れた。自殺対策の地域間格差を解消し、誰もが

支援を受けられることを目的として、平成 30

年に「第１次愛南町自殺対策計画」を策定した。 

 本策定を機に、愛南町もハイリスク集団を念

頭に置く「自殺予防」ではなく、ポピュレーシ

ョンアプローチによる「自殺対策」として「SOS

の出し方に関する教育」への取組を開始した。 

そこで、平成 30 年度からの活動過程と今後

の課題について説明する。 

 

Ⅱ 現状と課題 

 愛南町では、平成 19 年に策定した健康増進

計画「健康・生きいき ai プラン」の評価のた

めに小中高生を対象とした「思春期の心と体の

健康に関するアンケート」を平成 20 年から実

施している。平成 28年の調査では、「困ったこ

とや悩みを気軽に相談できる人はいますか」の

問いに、「いない」と回答した者の割合は全体

16.2％、男子 18.9％、女子 13.5％で男子の方

が多かった。さらに、男子は学年が上がるにつ

れて「いない」と回答した者の割合は減ってい

るが、相談できる相手のいない児童生徒の存在

が課題となった。 

そこで、他者に対する援助希求的態度を促進

し、相談相手の選定を促すことが必要であると

考えた。この内容は「SOSの出し方に関する教

育」の内容に合致していると判断できる。 

 

Ⅲ 活動内容 

１ 事業目的 

①児童生徒が自分自身に生じている問題を早

期に認識する。 

②児童生徒が他者に対する援助希求行動をと

ることができる。 

③周囲の大人が児童生徒の出す SOS に気づく

感度を高めることができる。 

２ 方法及び内容 

①事前準備 

自殺対策計画策定作業で、既存事業の棚卸 

のためにヒアリング調査を町教育委員会に実

施した。ヒアリング時に「SOSの出し方に関す

る教育」の取組の内容や国、県教育委員会から

の通知等の法的根拠を示すことで理解を得ら

れた。その後、平成 30 年度内の校長研修会に

て事業説明を行い「SOSの出し方に関する教育」

実施校を募ったところ、令和元年度の実施予定

として小学校１校から希望があった。 

②体制整備 

町内医療機関（精神科医院、小児科医院の医 

師や看護師）、保健所、児童相談所、保護者、

教員へ事業の説明と実施後の協力を依頼した。

（図１） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③モデル的な実施 

実施前に、学校及び学級のアセスメントを行

い、保健師、担任教員がハイリスク児童（支援

継続中の児童）やその家族の状況を相互に確認

した。 

 保健師と担任教員が、東京都足立区モデル 

（１回完結式外部講師活用型）の資料を参考に 

授業資料を作成した。メールや電話を活用して 

詳細部分を確認した。 

児童が支援を求めることができても、ゆるぎ 

ない受け皿が確保されていなければ効果は得

られないことから、児童に身近な存在として実

施校教員全員を対象に保健師が「教員向けゲー

トキーパー研修会」を実施した。 
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（図２） お守り型相談窓口普及啓発用媒体 

SOS の出し方を伝える授業は道徳の時間を

活用し、導入やグループでの演習は担任教員が

行い、専門的内容は保健師が行った。児童には、

相談窓口普及啓発媒体を配布した。媒体は大切

に保管し、相談できる大人を思い出せるよう、

お守り型に成型し、自分の信頼できる３人の大

人の名前を記載できるスペースを作った。（図

２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 活動結果 

令和元年度は小学校１校で実施した。教員研

修会は 13人中 11人の参加があり、児童の SOS

の出し方の授業は６年生に実施し、19 人の参

加があった。継続した支援を行っている児童に

は、今まで通りの家庭訪問や来所相談等で支援

した。授業後、ハイリスク児童として新たに支

援を開始した児童はいなかった。 

１ 教員  

教員研修会の受講者のうち、10 人からアン

ケートを回収した。そのうち「子どもからの

SOSに対応できると感じる」との回答は５人で

あった。自由記載からは「子どものサインの出

し方は一人一人違うので不安がある」「子ども

の SOS のサインに自分が気づくかどうか不安」

との回答があった。 

２ 児童 

 今回実施した「SOS の出し方に関する教育」

では児童が「３人の信頼できる大人を見つけて

話してみよう」という演習があり、参加した児

童は全員が、信頼できる人として３人の大人を

見つけることができていた。 

 参加児童に対する実施後のアンケート（19

人中 17 人回収）では「つらいことがあったら

信頼できる大人に相談してみる」「友達がつら

そうにしていたら相談に乗り、一緒に大人に相

談してみる」等の自由記載が 16 人あり、困っ

た時には信頼できる大人に相談することが理

解できていた。 

 

Ⅴ 評価と今後の課題 

 町内の小中学校長へ「SOSの出し方に関する

教育」の保健師による周知の場の設定や会議内

で町教育委員会による独自の周知など「SOSの

出し方に関する教育」は、町教育委員会から多

くの協力が得られた。また、授業実施前の体制

づくりでは、精神科医師や小児科医師・看護師

に目的を伝え、事業の内容を説明することでお

おむね肯定的に受け止められた。 

 この取組の実施校を町内で増加させるため

に、学校からの提案で公開授業として実施する

ことができ、町内 16 校中９校から教員の参加

があった。その後、町内での様々な教員の研修

会にて「SOSの出し方に関する教育」を周知で

きたことも継続した実践につながっている。 

学校や学級へのアセスメントを通じて、児童

に関する情報の共有や、学校の相談支援体制を

把握することができた。乳幼児期から家族への

支援を行っている保健師が学校現場に出向き、

学校と連携、対応して解決に向けた支援を行う

ことにより「SOSの出し方に関する教育」を効

果的に進めることができると感じた。 

 今後、愛南町自殺対策計画に基づいた事業評

価を行い「SOSの出し方に関する教育」を推進

していき、必要に応じて自殺対策検討委員会で

確認し、さらなる対策を講じていきたい。 

   

参考文献等 

１）「SOS の出し方に関する教育を推進するための指導資料」 

東京都教育委員会 平成 30年２月 

２）「子供に伝えたい自殺予防（学校における自殺予防教育導

入の手引き）」文部科学省 児童生徒の自殺予防に関する調査

研究協力者会議 平成 26年 7月 

３）「教師が知っておきたい自殺予防」 文部科学省 平成 21

年３月 
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図 自殺予防教育に向けての下地づくり 

1 SOSの出し方教育実施前の配慮等 

  ①校内の環境づくり 

   「健康観察」「相談体制の整備」「生活アンケート」を 

   実施している等、学校内での環境が整っていること 

 

  ②下地づくり（基盤）のための既存の教育活動 

   「生命を尊重する教育」「心身の健康をはぐくむ教育」 

   「暖かい人間関係を築く教育」を実施している等、 

    学校内での SOSの出し方教育を実施するために 

   下地づくりの教育までがなされていることが必要。 

 

  ③SOSの出し方に関する教育 

   早期のこころの健康に関する問題認識、援助希求的態度の促進の教育を実施 

 

 

２ SOSの出し方に関する教育の流れ 

  ①教員向けこころのゲートキーパー研修会の内容 

・子どもの自殺の実態 
・自殺に追いつめられる子どもの心理 
・どのような子どもに自殺の危険が迫っているのか 
・自殺直前のサイン 
・対応の原則 
・対応の留意点 

 

②児童生徒向けプログラムの内容 

      ・命の危機を乗り越えるために 
    ・こころの危機のサイン 
    ・心身が不調な時の対応 

 

３ 相談窓口普及啓発媒体の内側 

 

 

 

 

 

SOSの出し
方教育

下地づくりの
教育

校内の環境づくり

追加資料 
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Ｂ県内の被用者の感じる仕事と介護の両立に関する意向と制度知識 

-家族介護の経験や予測により異なる知識、共通する両立意向- 
○藤田碧1)  西嶋真理子2) 

1)人間環境大学松山看護学部  2) 愛媛大学大学院医学系研究科地域健康システム看護学講座

 

 

 

 

はじめに 

近年の要介護者の増加に伴い, 家族の介護を
理由とした離職である「介護離職」をする労働
者が増加している。「平成24年度仕事と介護の
両立に関する実態把握のための調査研究事業報
告書」（以下, 両立実態報告書) によると, 介
護離職をした者のうち離職時に就労継続を希望
していた者は約56％である。離職後の負担の変
化を尋ねると, 精神的負担で6割強, 肉体的負
担で6割弱, 経済的負担で7割強が「負担が増し
た」と回答している1）。介護を担っている家族
の離職が要介護者に与える影響については, 経
済的理由により介護保険サービスの利用の手控
えがあること, 手控えによる影響として「本人
の健康状態の悪化」「家族の介護負担の増加」
等があると報告されている2)。介護離職により家
族が受ける影響は, 要介護者・介護を担う家族
ともにQOLや健康状態の低下を招く課題であり,
少なくとも, 望まない介護離職を避けることは
重要である。これらの問題に対応するため，201
6年に育介休業法が改正され，仕事と介護の両立
支援の体制整備が進みつつある。このためには，
労働者の感じる仕事と介護の両立に関する考え
を把握することが重要である。そこで，法改正
に当たり「仕事と介護の両立支援事業所」とし
て新規に申請をした事業所に勤務する被用者に
意識調査を行った。この研究の目的は,現在就労
中の労働者について, 自身が家族の介護に直面
する見込みの程度と制度に関する認識との関連
や,家族の介護に直面した場合に望む働き方等
の現状を把握することである。 

 
方法 

1.研究方法 
B県内にある「仕事と介護の両立支援制度」を

新規に申請予定の事業所51か所に勤務する, 週
20時間以上勤務している労働者(雇用保険被保
険者) 520人に，労働局が作成した「仕事と介護
の両立実態把握調査票」の回答を依頼した。事
業所の担当者を経由して無記名自記式の調査票
を配布し, 事業所内では個人の提出の有無や回
答内容を確認せず, 留め置き方式で回収した。 
2.調査実施期間 

 2016年4月1日～2016年4月20日 
3.調査項目  

回答者の基本属性（性別, 年代）, 家族介護
の経験, 現在家族介護をしていない者について
は今後5年以内に家族介護に直面する可能性の

見込み, 地域包括支援センター（以下「包括」）
の認知度, 勤務先の仕事と介護の両立支援制度
の認知度, 自分が介護を担う場合に望ましいと
考える働き方である。 
4.分析方法 

基本統計量の算出と, 有効回答でχ2検定を行
った。解析にはEZRを用いた(有意水準5%)。 
5.倫理的配慮 

全ての事業所の長に許可と同意を得た後,労
働者に個人が特定されないことや回答による不
利益は一切生じないことを説明するなど，「疫
学研究に関する倫理指針」に則った。 

 

結果 

1.回答者の概要 
  418人から回答を得た（回収率80.4％）。回
答者の基本属性等を表1および図1に示す。 
2.地域包括支援センターの認知度 

「包括」の認知度の回答結果について表2で示
す。「名称も利用方法も知らない」のうち84.7%
は家族介護の経験がない者である。家族介護経
験の有無別の比較を図2，今後5年以内の見込み
別の比較を図3に示す。見込み別では可能性が
「高い」と回答した者に「利用経験あり」が, 
可能性が「少しある」者に「名称と利用方法を
知る」が, 可能性が「ない」者に「名称も利用
方法も知らない」がそれぞれ有意に多かった。 
3.勤務先の両立支援制度の認知度 

両立支援制度の認知度の回答結果について表
3, 家族介護経験の有無別の比較を図4，今後5年
以内の見込み別の比較を図5に示す。見込み別で
は可能性が「高い」者に「制度はあるが内容を
知らない」が有意に多く, 「制度があるかどう
か知らない」は有意に少なかった。 
4. 自分が家族介護を行う場合に望む働き方 
 自分が介護を担う場合に望ましいと考える働
き方に関する回答結果を表4，家族介護経験の有
無別の比較を図6，今後5年以内の見込み別の比
較を図7に示す。見込み別ではいずれの項目でも
有意な差は見られなかった。 

 

考察 

「包括」に関する認知度は, 利用経験あり・
利用経験ないが, 名称と利用方法を知ってい
る・名称のみ知る者の合計は302人で回答者全体
の72.2%に上り, 「包括」の存在はある程度の認
知がなされていると考えられる。家族介護経験
の有無別の比較では, 家族介護経験がある者が

キーワード 介護休業、仕事と介護、介護離職、両立支援、地域包括支援センター 
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ない者よりも名称や利用方法を知る者が有意に
多い。労働者は,家族の介護に直面する可能性を
感じるようになると,「包括」等の地域での相談
場所の知識を得ることが示唆された。 
 勤務先の両立支援制度の認知度は, 回答者全
体では制度の有無を知らない者が約半数を占め
た。高齢者を支える「包括」に比して, 労働者
自身を支える仕事と介護の両立支援制度は労働
者に十分に認知されていないことが考えられる。
調査時点では制度そのものが未整備だったのか,
制度があるものの周知が不足していたのかは十
分に把握できないが, 法改正等を受けて各事業
所で仕事と介護の両立支援制度を整備するにあ
たっては, 十分な周知を行うことが重要だと考
えられる。家族介護経験の有無や見込み別に比
較をすると, 家族介護の経験がある者・可能性
が高い者は制度の有無を知らない者が有意に少
なく, 家族介護を行うにあたり, 勤務先の両立
支援制度があるかどうか情報収集をしている可
能性が示唆された。労働者は，家族の介護に直
面する可能性を予測すると「包括」や職場の両
立支援制度について情報収集を行い，制度知識
面の準備状態に移行すると考えられる。同時に,
この結果からは,労働者が家族の介護に直面す
る可能性を予測していない場合は, 家族が要介
護状態になった時点では制度に関する認知度が
不十分なままであると想定することができる。
これらを踏まえると, 家族の介護に直面する可
能性を感じる前の段階から, 家族介護に関する
知識面の備えができるような支援が重要である
と考えられる。 
 家族の介護にあたる場合に望ましいと考える
働き方を全員に問うと, 「仕事を辞めて介護に
専念」は6.2%に留まり, 何らかの形で就労の継
続を望む者は合計すると88.8%となった。家族介
護の経験がある者は, 「介護休業を取得し自分
で介護をした後に復帰」が望ましいと考える者
が有意に多く, 「変えない」が望ましいと考え
る者は有意に少なかった。今後の家族介護の可
能性の見込み別では, いずれの群でも「制度利
用しできるだけ普通に」が最多となった。これ
は,介護に直面する見込みの程度は異なってい
ても, 仕事と介護を可能な限り両立するのが望
ましいとする考えは共通している可能性を示唆
している。労働者の間で, できるだけ両立する
働き方が望ましいという意向に既に共通理解が
あることは, 仕事と介護の両立支援体制を構築
するにあたり, 事業所内での合意形成を得やす
いと考えることもできる。 
 超高齢化社会を迎えるにあたり, 家族介護者
が仕事と介護両立を希望する場合は，支援者は
その意向を尊重する姿勢で関わることがより重
要になると考えられる。介護離職により起こさ
れる心身の健康の低下の弊害を踏まえ，介護者
が仕事と介護の両立を通して心身や社会性が良
好な生活を維持することは, 良好な介護関係の
持続の重要な要因となることを支援者が理解す
る必要がある。しかし, 現行の介護保険法は家

族介護者を福祉サービスの主たる対象者として
直接的に支えるものではない。介護保険法の地
域支援事業の中に家族介護者支援の規定がある
が, 任意事業であり市区町村格差が大きいこと
の指摘もある3)。2017年6月に一部改正された「地
域支援事業実施要綱」にあるのは, 「家族を介
護する者が求めている支援としては, 相談援
助・支援, 介護に関する情報や知識・技術の提
供, 家族介護者同士の支え合いの場の確保, 家
族介護者に関する周囲の理解の促進」と, 家族
が介護者役割を果たす上での支援のみの記述で
あり, 就労継続等の他の社会的役割を果たす上
での支援については言及されていない。このた
め,介護保険制度に携わる者が, 家族介護者自
身の健康管理や就労等社会参加の意向に関する
支援意識が希薄になることが懸念される。介護
保険法は家族介護者への直接的支援を規定して
いないが，育介休業法は労働者を福祉の対象と
捉える法律である。要介護者の家族支援にあた
っては，両方の理念を理解し，家族介護者の「介
護者役割以外」の人生を考慮した支援策を提示
し,意思決定を支えることが重要である。 

これらを踏まえ, 労働者にとって望まない介
護離職を防ぐための支援内容を考察した。家族
が要介護状態となる前の段階を「家族介護の備
えの段階」, 要介護状態へ移行すると予測され
る段階を「家族介護の検討段階」と分類した。 
「家族介護の備えの段階」では介護が必要にな
った場合の初期に相談できる場の周知や，家族
の介護を我が身に起こりうることと認識できる
情報発信が重要だと考える。「家族介護の検討
段階」では,支援者が介護離職による弊害を熟知
し, 多くの労働者が何らかの形での仕事と介護
の両立を希望していることを踏まえた上で,労
働者の意向を尊重する姿勢を示すことが望まれ
る。これらの姿勢で様々な家族の支援に当たる
ことが,ひいては仕事と介護の両立支援制度の
定着にむけた貢献ともなりうると考えられる。 

 

結語 

今回の調査の回答者のうち家族介護に直面す
る可能性を自覚する労働者は約半数存在し, 予
測の程度に応じて, 「包括」や勤務先の両立支
援制度を把握している可能性が示唆された。ま
た, 回答者のうち9割弱が, 自分が家族介護を
行う場合には何らかの形で就労継続を望んでい
ることが明らかになった。家族介護者が望まな
い介護離職を防ぐためには，家族介護の備えの
段階では介護に関する初期段階の相談場所や支
援制度の周知が望まれる。家族介護の検討段階
では家族介護者の意向を尋ね, 就労中の家族介
護者を福祉の対象者とする視点をもって支援案
を検討し，意思決定を支援することが重要であ
ると考えられる。 
 

利益相反 

演題発表に関連し，開示すべきCOI関係にある 
企業・組織および団体等はありません。 
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1.回答者の概要 

  表 1 回答者の基本属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 1  家族介護の経験および今後 5年以内の家族介護を行う見込みについての回答別人数 

 

2.地域包括支援センターの認知度 

表 2 地域包括支援センターの認知度   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加資料 

図 2 家族介護経験の有無別の地域包括支援センターの知識 

    * p<0.05   **p<0.01 

図 3 家族介護を行う見込み別の地域包括支援センターの知識 

    * p<0.05   **p<0.01 

** ** ** 

** 

** 

* 

演題番号28

125



3.勤務先の両立支援制度の認知度 

表 3  地域包括支援センターの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 自分が家族介護を行う場合に望む働き方 

表4 自分が家族介護を行う場合に望む働き方 
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3)笹谷 春美：ケアをする人々の健康問題と社会的支援策(<特集> 健康のための社会政策) , 社会政策 24(2) , 53-67，2012 

図 4 家族介護経験の有無別の勤務先の両立支援制度の知識 

     * p<0.05   **p<0.01 

図 5 家族介護を行う見込み別の勤務先の両立支援制度の知識 

    * p<0.05   **p<0.01 

図 6  家族介護経験の有無別の望む働き方 図 7  家族介護を行う見込み別の望む働き方 
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** 

* ** 
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各演題へのコメント 

 

演題番号 23 演題名：中予保健所における高次脳機能障害支援普及事業の取り組み 

筆頭演者：渡部 夏実（愛媛県中予保健所） 

コメント者：竹之内 直人（愛媛県心と体の健康センター所長） 

日々業務に努力されて、発表ご苦労様です。熱心な取り組みに敬意を表します。

高次脳機能障害はまだ世間の認知度（約４割が知らない）は低いです。①地域支援

ネットワークづくりを通じて、支援者のスキルアップ、課題の共有、支援体制の構

築、そのことにより②個別支援と普及啓発が向上することを願います。また家族会

への参加は当事者や家族にとって何よりも心強いと思います。今後の活躍を期待し

ます。 

 

演題番号 24 演題名：精神疾患を抱えながらも未治療のまま地域で独居生活している事例に対す

る支援について 

筆頭演者：眞田 龍太郎（八幡浜市保健センター） 

コメント者：竹之内 直人（愛媛県心と体の健康センター所長） 

日々業務に励まれて、発表ご苦労様です。「A 氏を中心に地域資源をまとめた相

関図」感動しました。地域資源をここまで把握出来ることは、関係機関と良好な関

係づくりへの日頃からの努力の賜物と思います。「A 氏の支援を通じて、個から地

域へと広げていく視点を学ぶことができた」立派です。「今後も保健師としての役

割を意識し、A氏が引き続き地域で生活できるよう支援していきたい」今後の活躍

を期待します。 

 

演題番号 25 演題名：小・中学校における認知症サポーター養成事業の効果について～高校生へ

のアンケート調査の結果から～ 

筆頭演者：高平 真由美（鬼北町役場保健介護課地域包括支援センター） 

コメント者：竹之内 直人（愛媛県心と体の健康センター所長） 

 日々業務に励まれて、発表ご苦労様です。「小・中学校における認知症サポータ

ー養成事業」は先駆的な取り組みで感心しました。「認知症サポーター養成講座を

受ける機会は学校のみ」確かにその通りですね。「高校生は、認知症に対する病気

の理解や症状の理解に加え予防法についても関心あり」小、中、高校生への啓発は、

お年寄りにやさしい街づくりと、認知症予防対策に貢献する事業と思います。今後

の活躍を期待します。 
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演題番号 26 演題名：ひきこもり相談室の支援の現状と今後の課題 

筆頭演者：渡邊 朗（愛媛県心と体の健康センター） 

コメント者：岡田 克俊（愛媛県八幡浜保健所健康増進課長） 

 約 10 年にわたる丹念な事業推進について、丁寧にまとめられた報告となってい

る。演者は淡々と述べられているが、相談事例の約半数が 30 歳代以降であり、ま

た電話相談から初回に本人が来る事例は約７%(56件/778件)となっており、早期の

介入の重要性が指摘される一方で、周囲の理解も得ながらゆっくり見守り、少しず

つ歩むことの重要性を改めて再認識させられた。あわただしい時代趨勢にある中、

関係機関も含めて気長な取り組みも一つ大切であろう。 

 

演題番号 27 演題名：愛南町において「SOSの出し方に関する教育」へ取り組んだ過程と課題 

筆頭演者：石井 ゆかり（愛南町保健福祉課） 

コメント者：岡田 克俊（愛媛県八幡浜保健所健康増進課長） 

 学校における自殺対策として「ＳＯＳの出し方に関する教育」の推進について具

体的に触れられたのは H30 年１月文科省通知であろう。その時期を逸することな

く、アンケートによる実態把握及び通知等の根拠を元にした企画立案を行い、教育

機関及びその他関係者と連携しながら丹念に事業を進行してきたことがうかがえ

る。現在教育を受けている児童が、次は自分たちが大人となった時に子供にＳＯＳ

を出してもらえやすくなる等、今後とも I町における対策が浸透していくことを期

待したい。 

 

演題番号 28 演題名：Ｂ県内の被用者の感じる仕事と介護の両立に関する意向と制度知識－家族

介護の経験や予測により異なる知識、共通する両立意向－ 

筆頭演者：藤田 碧（人間環境大学松山看護学部） 

コメント者：冨田 直明（愛媛県宇和島保健所長） 

被用者のアンケート結果から、介護者家族のＱＯＬ、健康状態の低下予防の視点

で介護経験や介護予定者への支援について考察され、これからの介護者家族支援、

ひいては高齢者対策、労働者の就労継続対策のヒントになるものと思われます。 

両立には事業所の協力も不可欠と思われます。機会があったら、事業所目線での 

実態調査も面白いと思われます。 
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5歳児相談の現状と役割についての検討 
〇小坂友梨 八木麻衣 武田美紀 上田千里 行本孝子 篠崎征子 

 河合ゆみ 渡部将康 藤本弘一郎 中村清司 近藤弘一（松山市保健所） 

 

キーワード 5歳児相談 就学前 育てにくさ  

はじめに 

 本市では、保護者に子どもの発達特性に

気付いてもらい、就学に向けた支援に繋げ

ること、個別相談により育児不安の軽減を

図ることを目的とし、平成 29年度から年中

児を対象とした 5歳児相談を開始した。5歳

児相談は、幼稚園、保育園等を通じて各家庭

に案内し、保護者からの申し込みを受け付

けている。相談日までに保護者には「5歳児

相談質問票（以下、質問票）」を、児の在籍

園には「5歳児相談事前情報提供書（以下、

事前情報提供書）」を提出してもらう。それ

らをもとに心理判定員による相談を実施し、

対象児に適した支援方針を立てている。 

 今回、「質問票」「事前情報提供書」をもと

に、5歳児相談を利用した児の傾向と心理判

定の結果について分析し、5歳児相談の現状

とその果たす役割について検討する。 

方法 

１．対象 

 平成 30 年度、平成 31 年度に本市で 5 歳

児相談を受けた 182名の内、「質問票」は 182

名、「事前情報提供書」は 176名を対象とし

た。相談を受けた児のうち、様式の回答がな

い者を除いた。 

２．集計方法・内容 

１）質問票 

 保護者に対する 16問の質問のうち、自由

記載を除く 15 問の設問に対して、「該当す

る」「どちらとも言えない」を「該当する」

とし、「該当しない」と答えたものと比較し

集計した。 

２）事前情報提供書 

 相談を受ける児が在園する園に対する 15

個の項目に分類された 62 問の質問に対し

て、「とてもよくあてはまる」「あてはまる」

「どちらともいえない」を「あてはまる」と

し、「あてはまらない」と答えたものと比較

し集計した。 

３）心理判定結果 

 経過観察または施設紹介のどちらに判定

されたかを集計した。 

１）から３）を単純集計、またはクロス集

計し、統計的な検定はχ²検定を用いた。 

結果 

１．心理判定結果 

 表 1 に対象者の心理判定結果を示した。

全体の約 6 割が経過観察、約 4 割が施設紹

介となっている。 

 

 

 

２．質問票（保護者への質問項目） 

 表 2 に、質問票で「該当する」と答えた

割合が高い上位 10 問を示した。「ことばの

指示理解がしにくい」のみ、「施設紹介」と

なった割合が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

表1　対象者の心理判定結果別実数

経過観察 施設紹介 合計

質問票 108(59.3%) 74(40.7%) 182

事前情報提供書 104(59.1%) 72(40.9%) 176

表2　質問票で該当が多い項目

該当する 該当しない

思うようにいかないと物を投げる・叩く 94(52.2%) 86(47.8%)

こだわり 86(47.8%) 94(52.2%)

興味のあるものに突進する 71(39.4%) 109(60.6%)

ことばの指示理解がしにくい * 58(32.0%) 123(68.0%)

偏食 51(28.3%) 129(71.7%)

予定変更による不安・かんしゃく 46(25.4%) 135(74.6%)

順番待ちや貸し借りができない 40(22.3%) 139(77.7%)

進んでお手伝いをしない 40(22.6%) 137(77.4%)

友だちと遊べない、ひとり遊びが多い 37(20.6%) 143(79.4%)

スキンシップを嫌がる 36(19.9%) 145(80.1%)

質問

＊「該当する」のうち、施設紹介となったものの割合が有意に高い項目
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３．事前情報提供書（園への質問項目） 

 表 3に、事前情報提供書で、「あてはまる」

と答えた割合が高い上位 10問を示した。こ

のうち、「【コミュニケーション】やりとりが

うまくできない」「【コミュニケーション】相

手の気持ちや状況を理解せずに話す」「【書

く】絵がとても幼いまたは描かない」「【聞

く】2つの指示が実行できない」「【聞く】指

示代名詞の理解が苦手」「【コミュニケーシ

ョン】気持ちを確認する視線がうまく使え

ない」「【聞く】言われたことをすぐに忘れ

る」の７項目で、「施設紹介」となった割合

が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考察 

質問票では、こだわりや偏食、かんしゃく

といった、保護者が家庭で育てにくさを感

じうる項目が多く該当していた。5歳児相談

を受けるにあたって、改めて保護者が日頃

の児の様子を振り返り質問票を記入するこ

とで、日常生活の困り事を可視化でき、保護

者の気づきのきっかけとなっていると考え

られる。 

事前情報提供書では、【コミュニケーショ

ン】や【聞くこと】といった集団生活の中で

顕在化してくる項目が多く該当していた。

個の関わりでは困っていなかった児でも、

集団に入ることで困難さが生じるようにな

る場合もある。そうした児も 5 歳児相談を

受けることで、必要な支援に繋ぐことがで

きていると考える。 

また、施設紹介との関連について、質問票

より事前情報提供書の項目で有意差が多く

検出されたことにより、支援方針を立てる

上で、集団活動での児の様子が有用な情報

であることが示唆された。 

まとめ 

5歳児相談は、保護者が気づく「育てにく

さ」をきっかけに相談する場合と、集団生活

で生じる困難さから相談に至る場合がある。

検討結果から、質問票と事前情報提供書を

活用した 5 歳児相談は、適切な相談対応と

必要な支援に繋がっていることが分かった。 

 秋山 1）は「5 歳児相談の目的は、障害を

発見することではなく、児のつまずきを保

護者と共有し、社会生活にうまく適応して

もらうことが目的である」と述べている。本

事業では、家庭での困り事や集団生活での

つまずきを保護者、園と共有し、発達上の特

性を共通認識することで、それらを解消す

るための一貫した関わりが期待できる。 

本市では、1 歳 6 か月児健康診査や 3 歳

児健康診査で個の発達についての丁寧なス

クリーニングを実施してきたが、5歳児相談

は、集団適応の難しさから発見される児の

支援としての役割を確認することができた。

就学に向けて、年中児を対象に 5 歳児相談

を設けることは、必要な支援を受けて集団

適応を可能にする重要な機会である。今後

も保護者の気づきに寄り添い、集団での様

子も踏まえた適切な支援ができるよう、運

営していく必要があると考える。 

参考文献 

１）秋山千枝子．5歳児健診における評価の

ポイント．月刊母子保健．2017：702：4-5． 

表3　事前情報提供書で該当が多い項目

あてはまる あてはまらない

【コミュニケーション】やりとりがうまくできない * 70(38.5%) 112(61.5%)

【衝動性】話が終わらないうちに話し出す 62(34.1%) 120(65.9%)

【コミュニケーション】相手の気持ちや状況を
理解せずに話す

* 61(33.5%) 121(66.5%)

【書く】絵がとても幼いまたは描かない * 54(29.7%) 128(70.3%)

【衝動性】自分の気持ちをコントロールできない 53(29.1%) 129(70.9%)

【聞く】2つの指示が実行できない * 49(26.9%) 133(73.1%)

【聞く】指示代名詞の理解が苦手 * 48(26.4%) 134(73.6%)

【コミュニケーション】気持ちを確認する視線が
うまく使えない

* 48(26.4%) 134(73.6%)

【対人関係】周りと違う遊びをすることが多い 46(25.3%) 136(74.7%)

【聞く】言われたことをすぐに忘れる * 45(24.7%) 137(75.3%)

【項目】質問内容

＊「あてはまる」のうち、施設紹介となったものの割合が有意に高い項目
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オンラインを活用した妊産婦保健事業の取り組み 

○篠﨑征子 菅幸子 才野みゆき 一色結花 長谷広之 八木麻衣 上田千里 

河合ゆみ 渡部将康 藤本弘一郎 中村清司 近藤弘一（松山市保健所） 

 

キーワード オンライン、妊産婦、両親学級 

 

 

はじめに 

 松山市では、新型コロナウイルスの流行によ

り、令和2年3月から、集団開催の保健事業を

中止した。すくすく・サポート（松山市子育て

世代包括支援センター）等での個別の相談は、

感染防止策を講じながら継続していたが、相談

件数は大幅に減少した。 

 また、妊産婦は日常生活が制約され、予定し

ていた里帰り出産や立ち合い出産が困難となり、

家族等からの支援を得られず不安を抱えやすい

状況となっていることが考えられた。 

そのため、妊婦等が育児の知識や技術を習得

する機会を確保し不安の軽減を図ることを目的

として、オンラインを活用した妊産婦保健事業

を企画した。今回は、11月に実施した「パパ・

ママのための教室（オンライン Ver.）」の取り

組みを中心に報告する。 

 

オンライン事業化の経緯 

 従来、松山市のパパ・ママのための教室（両

親学級）は、沐浴実習による育児技術の習得や、

親としての心得等の準備を行うことを目的に、

妊娠中期の妊婦とパートナーを対象に、年8回

（定員 50 組/回）、夜間・休日に開催をしてい

た。電話での申込開始初日に定員が埋まるニー

ズの高い事業である。 

 教室の開催を中止した代替え策として、個別

の沐浴実技指導や、市ホームページ上での沐浴

や赤ちゃんのお世話の動画提供（愛媛CATVと連

携し動画を作成）と併せて、「パパ・ママのため

の教室（オンライン Ver.）」をオンライン妊産

婦保健事業（表1）の一つとして事業化した。 

 具体的な事業内容の検討やオンラインに関す

る情報収集等には、課全体の業務でのオンライ

ン活用を視野に入れ、課内ワーキングを設置し

協議を重ねた。どの程度需要があるか予想がつ

かない中、他の業務量とのバランスを考え、育

児講座は月２～４回、育児相談は月３回の開催

とした。 

表１ オンライン妊産婦保健事業 

オンライン育児講座 対象 

パパ・ママのための教室ｵﾝﾗｲﾝ Ver. 妊婦とﾊﾟｰﾄﾅｰ 

マタニティライフの過ごし方 妊婦、ﾊﾟｰﾄﾅｰも可 

プレママのお口のケア 妊婦、ﾊﾟｰﾄﾅｰも可 

パパ＆ママと赤ちゃんのお口のケア 概ね 1 歳未満の乳

児の保護者 

離乳食講座 妊婦・7か月未満の

乳児の保護者 

オンライン育児相談 対象 

保健師と話そう（妊産婦や赤ちゃんの

健康、育児の相談） 

妊婦、概ね1歳未満

の乳児の保護者 

助産師と話そう（妊娠や出産のこと、母

乳・卒乳などの相談） 

栄養士・歯科衛生士と話そう（妊産婦の

食事や離乳食、歯の手入れの相談 

 

「パパ・ママのための教室（オンライン Ver.）」

の実際 

①オンライン環境の整備・協力体制 

 開催に必要なオンライン環境の整備や取り扱

いマニュアル作成、オンライン技術習得等のサ

ポートについては、保健師・栄養士・理学療法

士・事務職等の若手職員中心で行った。こうし

た協力体制により、パパ・ママのための教室（オ

ンラインVer.）担当の保健師は、指導内容の検

討や教材準備等の時間を確保することができた。 

②教室の内容 

表2に従来の教室内容、表3にオンラインVer.

の教室内容を示した。 

1回50分（CiscoWebex無償版）の時間内で実

施できる内容を検討し、育児用品や心の準備、

パパのサポート等の講義（パワーポイント教材

を使用）を中心に、クイズ形式で受講者との双

方向でのやり取りが可能となるよう工夫した。 
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表２ 従来のパパ・ママのための教室内容 

時間 内容  

18:00～ 

18:30～ 

18:45～ 

 

20:00～ 

 

21:00 

受付 

オリエンテーション、喫煙講話 

沐浴実習 

質疑応答・意見交換 

講演「親が親になる時」（大学講師） 

感想カード記入 

終了 

表３ パパ・ママのための教室オンラインVer.の内容 

時間 内容 

 事前に市ホームペーシﾞ上の動画（沐浴、赤ち

ゃんのお世話）を視聴 

18:25～ 

 

18:30～ 

 

 

19:10 

ミーティング開始 

申込名簿で出席、通信状況確認 

教室開始・講義「赤ちゃんを迎える準備」 

パパの家事・育児マスタークイズ 

質疑応答 

教室終了（19:15ミーティング終了） 

 アンケート（メール回答） 

③初回（11月4日）開催結果 

 定員10組に対して申込 8組、参加7組。質問

をチャットで受け付けたり質疑応答時間を設け

たが、質問はなかった。 

初回開催のため従事者 10 名と余裕のある体

制を整えていたが、参加者2組から音声が聞こ

えないとチャットが入り、電話対応に追われて

いる間に終了時間となった。音声トラブルが解

消できず映像のみで参加した2組には、後日、

日程調整を行い再度実施した。 

 受講者アンケート結果（表 4）では、満足度

は高かった。満足の理由は「初めて知る内容も

あり参考になった。」「二人で赤ちゃんを迎える

心の準備ができた。」「楽しく参加できた。」「体

調が優れなくても家で受けられ、とても助かっ

た。」等であった。 

表４ 受講者アンケート結果 

項目 結果（回答率71.4％） 

満足度 満足（80％）、やや満足（20％） 

講座の時間 ちょうどよい（80％）、短い（20％） 

子育ての印象

（複数回答） 

楽しみ（100％）、大変（60％）、不安（40％）、

夫婦でできそう（20％） 

使用した端末 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ（60％）、ﾊﾟｿｺﾝ（40％） 

今後、取り入れ

てほしい内容 

沐浴で気を付けること、新生児の育児で

特に気を付けることや見落としがちなこ

と、水を入れたペットボトルやタオル等

で沐浴の重さの体験 

④オンラインで起きやすいトラブル 

 開催者側はパソコンを使用したが、受講者か

らの連絡をチャットとしたため、講師とチャッ

トに対応するサポートの保健師が一台のパソコ

ンを共用した。同一パソコンでの操作は難しく、

講義中の画面にサポートの保健師が映るトラブ

ルがあった。周辺機器としてカメラを用いるか、

開催者側で2台目の端末が必要と気づいた。ま

た、音声の伝わり方に時差や途切れが生じるこ

とがあるため、講師はゆっくりした話し方を心

掛けた。スライドの使用では、画面の隅に映る

講師の画像で見えない部分ができたり、スマー

トフォンでの見づらさがあり、スライドの配置

やフォントサイズにも配慮が必要であった。 

受講者側としては音声のトラブルが多く、ア

プリケーション内のマイクの設定だけでなく使

用する端末の設定が複雑に関与していた。改善

策として、事前のテストミーティングの実施を

強く推奨し、当日の教室開始後のトラブルへの

対応は難しいことを周知することとした。 

これまでに経験のないオンライン開催に当た

り、事前に何度もデモを重ねて臨んだが、受講

者側がオンライン環境の設定に不慣れな場合に

起こりうる様々なトラブルを想定しておく必要

性を痛感した。 

⑤従来の教室との比較 

感染のリスクがないことや体調が優れなくて

も参加できたこと、対象を妊娠中期の安定期に

限定せず実施できたことは、オンライン開催の

大きな利点であった。その他、自宅での妊婦と

パートナーの普段の様子や家庭環境を画面から

うかがえたことも良かった点である。 

欠点としては、受講者のオンライン技術に個

人差が大きくトラブル対処が難しかったこと、

試行錯誤しながらの準備・開催のため労力が大

きかったことがあった。開催者にも受講者にも、

一定の技術の習得が必要と感じた。また、沐浴

については事前の動画学習としたが、体験型の

指導を望む意見があり、オンラインでの対応に

は限界があることを感じた。 

 

まとめ 

オンラインの活用は、対面での集団健康教育

ができない中、安心して出産を迎えるために必

要な知識を必要な方に届ける手段として、効果

的な取り組みであったと考える。 

今回の「パパ・ママのための教室（オンライ

ン Ver.）」での経験を活かし、より良いオンラ

イン保健事業を実践していきたい。 
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松山市における「すくすく相談」の現状と意義について 

○一色結花 中野友香子 八木麻衣 武田美紀 上田千里 行本孝子 篠﨑征子  

河合ゆみ 渡部将康 藤本弘一郎 中村清司 近藤弘一（松山市保健所） 

 

 

はじめに 
 松山市は、平成 30年 8月に「すくす

く・サポート（子育て世代包括支援セン

ター）」を 5か所開設した。保健師が全

ての妊婦と面談し、必要に応じて早期に

支援を開始するなど、妊娠期から子育て

期の切れ目ない支援に取り組んでいる。 

「すくすく相談」は、概ね 6歳までの

乳幼児を対象にした保健師による育児相

談であり、常設の相談スペースで、平日

に常時行っている。開始から約 2年経過

し、利用状況から本相談の意義を検証す

る。 
 

方 法 
１．対象 

平成 31年度「すくすく相談」利用者 

2,233人 

(乳児 1,562人、幼児 665人、学童 6人) 

２．集計方法・内容 

母子保健情報管理システムから下記情

報を抽出した。 

(1)平成 31年度「すくすく相談」利用状

況(利用延べ件数、利用回数、利用時

期、育児相談内容)を月齢別・年齢別

に集計した。 

(2)平成 31年度「すくすく相談」利用者

のこんにちは赤ちゃん訪問時期につ

いて突合した。 

 

結 果 
１．利用人数について 

すくすく相談の乳児期の利用実人数は

1,562人で、本市の平成 31年度出生数

3,615人の約 4割に相当する。 

また、1年間の利用総回数は 6,212回

であった。うち、乳児は 4,434回、幼児

は 1,772回、学童は 6回であった。 

２．利用回数について 

1人あたりの利用回数は 1回～30回と

幅広く分布しており、2回以上利用した

者の割合 55.4％、4回以上利用した者の

割合は 25.8％だった。 

３．利用時期について 

出生後早期(生後 0～1か月)の利用は

201回だった。早期利用者のうち 76人

(37.8%)は、こんにちは赤ちゃん訪問を

受ける前に利用していた。 

乳児期の利用回数は全体の 71.4%で、1

歳児も合わせると 89.7%を占めていた。

特に利用の多かった乳児期の利用につい

て月齢別に図 1に示した。 

離乳食開始時期の生後 5～6か月の利

用が最も多かった。続いて、生後 7～8

か月、生後 2か月、生後 4か月の順に利

用者数が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．相談内容 

乳児期に相談が多かった項目につい

て、月齢別に表 1に示した。全月齢で

「体重の増加の心配」が最も多く、各月

齢の相談内容の約 3割を占めていた。ま

た、「母乳」「ミルク」は月齢が進むにつ

れて減少し、生後 5か月頃から「離乳

食・幼児食」が急激に増えていた。同様

キーワード 育児相談、乳幼児、子育て世代包括支援センター、子育て 
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に、月齢が進むにつれて「スキンケア

(清潔)」は減少し、「歯の手入れ」は増

加していた。 

 
 

また、乳児期後期（9～11か月）で

は、運動発達に関する相談が 70回で全

体の利用回数（986回）の 7.1%を占め

た。また幼児期の精神発達に関する相談

は 174回で全体の利用回数（1,772回）

の 9.8％を占めた。 

また、特記すべき事例として、股関節

脱臼や斜視などを疑い、医療機関受診に

つながったものや、筋緊張の低下や偏

食、発語の遅れが発見され、地区担当保

健師を介して発達支援につながった事例

があった。 
 

考 察 
本市の「すくすく相談」では、出生数

の約 4割相当の利用があり、相談場所と

して認知されていることがわかった。ま

た、利用者の半数以上が複数回利用して

おり、相談満足度が高いと想定してい

る。  

利用時期は、乳児期の利用が圧倒的に

多かった。なかでも生後 2か月、5～8か

月頃が多かった。これは 1か月児健康診

査後、乳児一般健康診査（3～4か月児・

9～10か月児）前後の時期であり、医師

などの専門家に相談する機会が少ない時

期に利用を希望する保護者が多いと推測

される。また、生後 1か月以内の早期利

用も 200回を超えおり、こんにちは赤ち

ゃん訪問前の利用もあることから、産後

早期の相談のニーズがあることも再確認

した。 

水野ら 1）は、「母親が期待する支援と

して、近親者には家事や精神的な支援

を、専門家には助言や相談等、育児支援

を望んでいた。」と述べている。保護者

が不安に感じた時に気軽に専門家に相談

できる場としての役割を果たしていると

考える。また、乳児期後半から増えてく

る運動・精神発達に関する相談や、特記

すべき事例では、専門的な視点で観察す

ることにより、定期健康診査の時期に関

わらず、身体の異常や発達の遅れを早期に

発見し、医療機関等専門機関につなぐ機能

も持っていると考えられる。 

まとめ 
検討結果から、「すくすく相談」は保

護者が不安に感じた時に専門家に相談で

きる場としての役割を担っていることが

明らかになった。また、相談内容は月齢

によって変わってくるが産後早期から、

専門家への相談のニーズは高いことも確

認できた。すくすく相談では、就学前ま

での期間、いつでも相談ができることで

随時、逸脱の早期発見が可能となり、医

療機関等専門機関への連携ができてい

る。本相談を中心に、関係者間での情報

共有の仕組みが作られ、専門的な支援に

つながるルートが構築されつつある。今

後も親子が気軽に利用できる地域に定着

した場所としての役割を果たし、関係者

との連携を強化していきたい。 

 
 

参考文献 
1）水野祥子.産後早期支援における妊婦

の予定と乳児をもつ母親の実態.関東学

院看護学雑誌.2014;Vol.1pp.33-39 

表1　相談内容

2か月 5か月 8か月 11か月

体重の増加の心配 68.0% 55.9% 57.6% 52.6%

母乳 46.3% 27.8% 13.3% 9.6%

ミルク 34.2% 20.7% 13.3% 17.0%

離乳食・幼児食 1.0% 52.8% 55.1% 48.0%

スキンケア(清潔) 8.2% 2.9% 2.5% 1.2%

歯の手入れ 0.7% 2.0% 3.7% 7.6%
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3歳児健康診査における視覚スクリーニング検査機器導入の効果と課題 

〇塩崎愛水 村尾遥香 神野文絵 村瀬瑠美    

林田美代 伊藤里美 高橋育子 （西条市保健センター） 

 

キーワード 視覚スクリーニング検査 3歳児健康診査 

はじめに 

 子どもの視機能は、6歳までにほぼ完成され

るため、3歳児健康診査は視力異常を発見し

て、早期に治療を開始するための重要な機会で

ある。最近では、弱視の一因となる屈折異常の

発見に有効である視覚スクリーニング検査機器

を導入する自治体が増えており、西条市でも令

和元年度から視覚スクリーニング検査機器（ス

ポットビジョンスクリーナー）を導入し、従来

のランドルト環視力検査と併用することとし

た。 

 今回、視覚スクリーニング検査機器を導入し

た結果や今後の方向性について報告する。 

 

方法 

１ 対象 

令和元年6月～令和 2年3月に実施した3歳

児健康診査受診者663名 

 

２ 検査方法 

健診前に自宅で保護者によるランドルト環視

力検査とアンケート記入の上で受診してもら

い、健診会場で保護者に問診後、視覚スクリー

ニング検査機器を用いる。1回目のスクリーニ

ングで要精密の判定が出た場合、その場で2回

目を実施し、2回目も要精密と判定が出た場合

に、内科診察の場面で医師から検査結果につい

て説明を行い、精密検査用紙を発行する。ま

た、ランドルト環視力検査などで要精密と判定

された場合も、精密検査用紙を発行する。 

 

結果 

受診者数663名のうち、精密検査用紙を発行

したのは50名であった。  

 

 

ランドルト環視力検査には問題なく、視覚ス

クリーニング検査機器の判定結果のみで要精密

となった人は16名で、全員精密検査を受診し

ていた。診断名としては、遠視 5名、近視3

名、弱視1名、内斜視2名、乱視 7名、視力再

検2名、その他2名（複数診断名を含む）であ

った。 

ランドルト環視力検査で要精密、視覚スクリ

ーニング検査器機の判定も要精密となった人は

8名で、精密検査を受診したのは6名だった。

表１　３歳児健康診査受診時月齢　　　（名）

受診時月齢 受診者数

３歳2か月未満 3

３歳２か月以上～4か月未満 593

３歳４か月以上～6か月未満 45

３歳６か月以上 22

合計 663

表２　視覚精密検査理由                                  （名）

精密検査理由内訳 精密検査者数

視覚スクリーニング検査機器判定 ＊41

ランドルト環視力検査等 9

合計 50

＊視覚スクリーニング検査機器で「測定できず」を１人含む

表３　視覚精密検査者スクリーニング検査結果内訳（名）

異常なし 要精密 測定できず 計

異常なし 0 （16）16 0 16

要精密 （4）5 （6）8 0 13

未実施 1 （15）16 1 18

保護者アン

ケートより
（２）3 0 0 3

計 （６）9 （37）40 1 50

（　）は、精密検査受診者数

視覚スクリーニング検査機器

ラ

ン

ド

ル

ト

環

視

力

検

査
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診断名は、遠視1名、弱視2名、内斜視1名、

外斜視1名、乱視2名、視力再検 1名（複数診

断名を含む）であった。 

ランドルト環視力検査が未実施、視覚スクリ

ーニング検査器機の判定が要精密となった人は

16名で、精密検査を受診したのは 15名だっ

た。診断名は、遠視6名、近視2名、弱視5

名、内斜視1名、外斜視 2名、乱視8名、その

他2名（複数診断名を含む）であった。 

また、視覚スクリーニング検査機器の判定結

果は問題なかったが、ランドルト環視力検査の

結果から精密検査となった人は9名で、精密検

査を受診したのは6名だった。診断名は、近視

1名、視力不良１名、遠視 1名、乱視1名、視

力再検1名、その他1名（複数診断名を含む）

であった。 

 

精密検査の受診状況としては、視覚スクリー

ニング検査機器の判定が要精密となった41名

では、37名が精密検査を受診し、精密検査受

診率は90.2％であった。 

ランドルト環視力検査から精密検査となった

9名では、6名が精密検査を受診し、精密検査

受診率は66.7％であった。 

 

考察と今後の取り組みについて 

今回、視覚スクリーニング検査機器を導入し

たことで、従来の方法であれば見落とされてい

た31名が精密検査を受け、診断を受けること

ができ、弱視の早期発見、早期治療開始につな

ぐことができた。精密検査結果では、受診した

すべてのケースに診断がついているか、経過観

察となっているため、視覚スクリーニング検査

機器の有効性を実感している。 

また、視覚スクリーニング検査機器の判定が

要精密となった場合、精密検査受診率も高く、

検査機器による客観的な検査結果であるため保

護者の精密検査受診に対する動機づけにもなっ

ている。 

一方、視覚スクリーニング検査機器の判定は

異常なしであったが、保護者によるランドルト

環視力検査結果や聞き取りで精密検査用紙を発

行したケースからも、なんらかの視覚異常の診

断がついたケースもみられ、保護者によるラン

ドルト環視力検査も省略できないスクリーニン

グであると考える。 

しかし、視力検査の専門的スキルを持たない

保護者に3歳2か月児のランドルト環視力検査

の実施は、保護者・児双方に負荷があること

が、検査未実施者が663名のうち 167名

（25.2％）いることから推測される。また、平

成29年厚生労働省からの連絡では、「ランドル

ト環を用いた視力検査の実施可能率 3歳0か

月児 73.3％ 3歳6か月児 95.0％1」とあ

るため、西条市では、令和２年度より 3歳児健

康診査の対象を3歳2か月児から3歳6か月児

へ引き上げた。対象児の月齢が 4か月上がるこ

とで、児の普段あまり経験のない状況に対する

適応や質問に対する応答性が向上し、保護者の

ランドルト環視力検査実施の負荷や検査結果の

精度の向上が期待できる。 

加えて、より見逃しを防ぐために、保護者に

よるランドルト環視力検査未実施ケースやアン

ケート結果の聴取についても、スタッフ間で統

一していく必要性があると考えられる。今後、

3歳児健康診査視力検査におけるフローチャー

トを作成し、スタッフ間で意識統一し取り組ん

でいきたい。 

 

参考文献 

１）神田孝子他：保育園における３、４歳児の

視力検査．日本公衆衛生雑誌 1993；40：893－

900 

表４　視覚精密検査受診状況

精密検査 精密検査者数
精密検査

受診者数
精密検査受診率

視覚スクリーニング機器 41 37 90.2%

視力検査 9 6 66.7%

全体 50 43 86.0%

（名）（名）
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三歳児健康診査の視覚検査に導入した 

携帯型視機能スクリーニング機器（SVS）の事業評価 

○近藤麻紀 吉田久代 廣田朋子 内田昌子 篠森梨沙 大羽詩織  （東温市 健康推進課） 

 

キーワード 三歳児健康診査、スポットビジョンスクリーナー 

 

はじめに 

子どもの目の見えにくさは自覚症状も他覚所

見もわかりにくく、受診に結びつきにくいため、

乳幼児健診や就学前健診でのスクリーニングが

重要とされている。東温市では、保護者による

ランドルト環を使った視力検査を三歳六か月の

幼児に実施してきた。しかし、その結果をまと

める中で、現在の検査方法の精度に問題がない

か疑問を感じることがあった。そのような時、

他市が実施したスポットビジョンスクリーナー

（SVS と略）の説明と眼科医師による講話を聞

くことができた。 

SVS は測定できる項目は屈折値と斜視角の 2

つであるが、弱視の原因は、屈折異常・不同視・

斜視で 9 割以上を占めるため、SVS で大半の弱

視リスクファクターは検出出来ると考えられて

いる。そして、SVSは操作が簡便で、短時間で誰

でも容易に実施出来るため、ランドルト環によ

る視力検査に加えて SVSを導入することにした。 

 

活動目的 

 東温市で、弱視の危険因子をスクリーニング

する機械として、SVSを導入して 1年が経過し

たため、その結果を基に事業評価を行う。 

 

活動の内容 

1．三歳児健康診査における視覚検査の実際 

初めに、ランドルト環を用いた視力検査の方

法と問診票を対象児へ送付し、保護者が自宅で

検査を実施する。次に、三歳児健康診査で看護

師が SVSを実施し、その後保健師が問診項目と

家庭での視力検査の結果を確認する。家庭で視

力検査ができなかった児は、保健師が健診会場

で視力検査を行う。最後に、問診、ランドルト

環及び SVSの結果から精密検査が必要な児に対

して精密検査受診票（受診票と略）を発行し、

2か月以内の受診を勧める。 

なお、東温市では、SVSのカットオフを日本

弱視斜視学会・日本小児科眼科学会の推奨する

基準値 1)にした。 

 評価は、以下の対象と項目について行った。 

2．評価対象 

令和元年度三歳児健康診査を受診した 264人 

3．評価項目 

1）SVSの検査完了の状況 

2）受診票の発行状況 

3）三歳児健康診査結果 

・SVSの判定結果 

・ランドルト環の判定結果 

・問診の結果 

4) 精密検査結果 

 

結 果 

1．SVSの検査完了の状況 

令和元年度に三歳児健康診査を受診した

264人のうち、SVSの検査が完了したのは 260

人で、検査完了率は 98.5％だった。 

2．受診票の発行状況 

三歳児健康診査を受診した 264人の内、問

診、ランドルト環及び SVSのすべての検査を

完了して受診票を発行したのは 35人だっ

た。ランドルト環及び SVSの両方で異常がな

かった 2人は、問診により受診票を発行して

いる(表 1)。 

 

表 1  受診票を発行した 35人の結果 

 

 

 

 

3．検査種類ごとの精密検査の結果 

1）SVSのみ「要精密検査」となった 8人のう

ち、精密検査を受診した 7人は、要医療又は

要経過観察だった。結果の内容としては、乱
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視や斜視等の屈折異常が多く報告されていた

(表 2)。 

 

表 2 SVSのみ「要精密検査」となった人の 

精密検査結果 

 

 

2）ランドルト環のみ「要精密検査」となっ

た 23人のうち精密検査を受診した 16人は、

「要医療」が 4人、「要経過観察」が 8人、

「異常なし」が 4人だった(表 3)。 

 

表 3 ランドルト環のみ「要精密検査」と 

なった人の結果     

 

 

3）ランドルト環及び SVSの両方で「要精密検

査」となった 2人の内、精密検査を受診した 1

人は「要医療」だった。 

4)ランドルト環及び SVSの両方で「異常なし」

となった人 2人の内、「要経過観察」が 1人、

「異常なし」が 1人だった。 

 

 

評 価 

SVSを導入した結果から、以下の 3つの効果

が期待された。 

1つ目は、三歳児健康診査を受診した幼児の

98.5％が SVSの検査を完了できたことで、ラン

ドルト環による視力検査ができない児に対して

も屈折検査を実施できる。 

2つ目は、ランドルト環と問診だけでは発見

できなかった幼児を、早期に医療につなげられ

る。 

3つ目は、家庭での視力検査では精度に差が

生じる懸念があったが、ある一定の水準で精度

管理することができる。 

以上の 3点から、幼児の将来の視力の発達に

大きく貢献することができると考えられる。 

また、ランドルト環で受診票を発行した人の

うち、SVSでは「異常なし」であったにも関わ

らず、精密検査の結果「要医療」と判定された

児が 4人いたことから、三歳児健康診査におけ

る視覚検査の精度を向上させるためには、SVS

による屈折検査だけではなく、ランドルト環に

よる視力検査及び問診も必要と考えられる。 

 

今後の課題 

今回、視力検査の種類ごとに精密検査の受診結

果を整理する中で、SVSの結果による受診票発行

者とランドルト環の結果による受診票発行者を比

べると、精密検査受診率に差があることが分かっ

た。精密検査の受診率向上について日本眼科医会

からの三歳児眼科健康診査調査報告(Ⅴ)2)による

と、今後努力すべきことの中に「精密検査未受診

者を減ずること」があげられていることから、ス

クリーニングされた幼児たちが、適切な治療につ

ながるために、精密検査の受診率向上が課題とな

った。 

 

参考文献 

1.小児科医向け Spot Vision Screener運用マニュ

アル Ver.１.2018. 

2.日本眼科医会公衆衛生部 福田敏雄,三歳児眼科

健康診査調査報告(Ⅴ)-平成 24年度-. 
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個々への関わりから見えた地区特性について 

 

○山本美里 曽根美幸 菊池久子 堀口光代 米田京子 大空千津 二宮恭子 

（八幡浜市保健センター） 

 

 

 

はじめに 

新任期 1年目で実践したアクションプランを基

に、担当地区の住民と関わる中で、見えてきた地

区特性について、また、地区特性ゆえの課題に対

して住民の思いを調査したので、その結果を報告

する。 

 

地区概況 

八幡浜市は人口 32,922人、高齢化率 39.9％。 

担当するＡ地区は、人口 2,914人、高齢化率

42.5％(R2年 4月 1日現在)。出生数は、H31年度

12人。Ｂ市と隣接しており、地区の中心部には、

医療機関やドラッグストア、学校がある一方、山

間部には、限界集落も点在している。地区で子育

てをする母は、地区の中心部に暮らす方が多い。

子育てサロンの歴史は市内で一番長く、昔から

「地域全体で子育てをしよう」という地区。 

 

取組のきっかけ 

私が就職して最初の 3ヵ月間にこんにちは赤ち

ゃん訪問事業等で訪問した、Ａ地区の全件が市内

や近隣市外に祖父母が暮らしている家庭であっ

た。そのため、Ａ地区は身近に祖父母が暮らして

いる家庭が多く、祖父母の協力を得ながら子育て

ができている家庭が多いのではないかと感じて

いた。 

 しかし、訪問や乳幼児健診・相談の場でＡ地区

の母から話を聞く中で、「祖父母と育児方針の違

いがあり、悩んでいる。」という相談を数件受け

た。祖父母が近くに暮らしている場合、近くにい

るために育児方針の違いを感じている母が他に

もいるのではないか、また、子育て世代と祖父母

世代の思いにギャップがあるのではないかと感

じたため、子育て世代や祖父母世代の思いを知り

たいと考えた。 

 

方法・結果 

Ⅰ 地区特性についての調査 

【調査対象・方法】 

対象：H27年 4月～H30年 3月出生のＡ地区 

45件 

 方法：妊娠届出時のアンケートや乳幼児相談・

健診の記録から、祖父母が市内や近隣市

外に暮らす家庭数を確認。 

【結果】 

祖父母が近くに暮らしており、協力が得られる

家庭は、43 件/45 件。両親の実家が遠方にあり、

何かあった時に協力が得られにくい家庭は、2 件

/45件。このことから、Ａ地区は、多くの家庭が、

祖父母が近くに暮らしており、何かあった時に協

力が得られることが分かった。しかし、祖父母が

身近にいる家庭であっても、祖父母が農家の場合、

繁忙期や閑散期の時期によって協力の有無が異

なることも明らかとなった。また、Ａ地区に祖父

母が近くにいない家庭が少ない理由として、転入

者が入居できるマンションや借家、土地が限られ

ていることも考えられる。 

Ⅱ 祖父母の育児協力について調査 

キーワード 新任期 地区特性 祖父母の育児協力 
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1．子育て世代の思いを確認 

【調査対象・方法】 

対象：未就園の児をもつＡ地区の母 8人 

 方法：子育てサロンでインタビューを行い、次

の項目を確認した。①市内や近隣市外に

祖父母が暮らしているか、祖父母の育児

への協力の有無、②育児方針に違いを感

じることがあるか、③どのような時に育

児方針の違いを感じるか、等について。 

【結果】 

①祖父母が近くにおり、協力が得られる：7/8人。 

②育児方針の違いを感じることがある:4/7人。 

③育児方針の違いを感じる時：おやつのあげ方、

箸やスプーン・フォークの共有、衣服の着せ方

等。育児方針の違いを感じることはあっても、

「助かっている部分の方が大きいので、目をつ

むる。」という声もあった。 

⇒インタビューをした母のほとんどから、祖父母

に対して、「とても助かっている。」や「頼りに

なる。」という話があり、子育てへの協力が得

られる祖父母が身近にいることは、母にとって

心強い存在なのだと改めて感じた。しかし、祖

父母の協力が身近にあるが故に、育児方針の違

いを感じることがあることが分かった。 

 

2．祖父母世代の思いを確認 

【調査対象・方法】 

 対象：孫の育児経験のあるＡ地区の祖母 2人 

方法：食生活改善推進員の会で孫の育児協力に

ついてインタビューを行った。 

【結果】 

①気を付けていること 

・祖父母 2人の時より食事内容に気を遣う。 

・おやつは、16時以降与えて欲しくないと言われ

ている。 

・箸の共有は絶対しない。昔は、煎餅等やわらか

くしてあげていたが、今はダメ。飲み物も飲み

かけの物はあげない。 

・「娘の子とお嫁さんの子で対応も違う」という

声もあった。 

②孫の育児に関わることでの喜び 

・ご飯を完食してくれると作り甲斐がある。「あ

りがとう」、「美味しい」と言ってもらうと嬉し

い。 

・スポ少の応援に行くのが楽しみ。等。 

⇒祖父母世代も気を遣いながら孫の育児に協力

していることや孫の成長が楽しみの一つにな

っていることを知ることができた。 

 

Ⅲ 市全体での祖父母の育児協力について 

【方法】 

八幡浜市子ども・子育て支援事業計画から、市

全体での祖父母の育児協力の状況を確認する。 

【結果】 

アンケート(複数回答あり)より、気軽に相談で

きる先が「祖父母等の親族」は、85.3％。「緊急

時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみて

もらえる」は、64.5％。「祖父母等の親族の身体

的・精神的な負担や時間的制約を心配することな

く、安心して子どもをみてもらえる」は、52.3％。 

市全体でも、半数以上の家庭が祖父母等の親族

の協力を得られており、子育ての協力に祖父母等

の親族が大きく関わっていることが分かった。 

 

まとめ 

子育て世代と祖父母世代のそれぞれの思いを

知り、改めてＡ地区は、協力が得られる祖父母が

身近にいる家庭が多いという強みを活かし、今後

も双方が協力しながら子育て出来る関係を築い

ていければいいと感じた。祖父母世代の子育ての

良い点を継承するとともに、祖父母も時代ととも

に変わる育児知識を身に付け、程よい距離感を保

ちつつ協力していくことが大切であると考える。    

そのため、祖父母世代へも子育てに関する知識

の普及を行っていく必要があると感じた。今回の

学びを今後の支援にも活かしていきたい。 
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各演題へのコメント 

 

演題番号 29 演題名：５歳児相談の現状と役割についての検討 

筆頭演者：小坂 友梨（松山市保健所） 

コメント者：早田 亮（愛媛県四国中央保健所長） 

 幼児対象の法定健診である「１歳６か月児健診」「３歳児健診」には、診査項目

として身体状況に加え‘精神発達の状況’‘言語障害の有無’‘育児上問題となる事

項’があります。しかしながら、その後学童期開始時（満６歳）に至るまで、体系

的に児の発達状況に関与すべく制度的に担保されたものは存在しない現状です。 

 本報告事業は、まさにその中間期にとりわけ児の社会性形成に関わる部分での大

きな受け皿として実施されている点に意義があり、今後の継続実施に期待します。 

 

演題番号 30 演題名：オンラインを活用した妊産婦保健事業の取り組み 

筆頭演者：篠﨑 征子（松山市保健所） 

コメント者：武方 誠二（愛媛県西条保健所長） 

コロナ渦の中でうまれたオンラインでの教室は、双方向で相手の反応や家庭環境

も見ながらという画期的な取組に感心しました。導入にあたってはかなりのご苦労

があったものと推察します。通常の状態に戻っても、いろいろな理由で教室に参加

できなかった人も利用できるものです。実施して様々な課題が出てきていますが、

それらをクリアしていきながら充実させていただきたいと思います。このノウハウ

を共有することにより、県内にこの取組が広がっていくことを期待します。 

 

演題番号 31 演題名：松山市における「すくすく相談」の現状と意義について 

筆頭演者：一色 結花（松山市保健所） 

コメント者：廣瀬 浩美（愛媛県今治保健所長） 

子育て世代包括支援センター（５か所）の開設から約２年目の利用状況について、

母子保健情報管理システムを活用して丁寧に検証しており、評価できる。 

保健師による全ての妊婦の面談など妊娠期から出産・子育て期までの一貫した切

れ目ない支援は、母子保健・子育て分野を持つ中核市保健所ならではの活動である。 

乳児期の利用が出生数（3,615人）の約４割（1,562人）であり、複数回利用（２

回以上 55.4％、４回以上 25.8％）も半数以上など身近な専門相談として活用され

ている実態がきちんと把握できている。  

今後は、育児や発達・不安への個別相談に対する利用者の満足度など質的な評価

や地方都市の核家族・共働き世代の子育て支援ニーズ、コロナ禍での育児不安など

についても総合相談窓口としてきめ細かく対応していただき、妊娠期から安心して

子どもを産み育てるための拠点としてさらなる充実を期待したい。 
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演題番号 32 演題名：３歳児健康診査における視覚スクリーニング検査機器導入の効果と課題 

筆頭演者：塩崎 愛水（西条市保健センター） 

コメント者：三木 優子（愛媛県中予保健所長） 

３歳児検診での視力検査は、弱視を発見し早期に治療をする重要な機会となりま

すが、従来の視力検査に加えて他覚的屈折検査を導入された結果、大変有効であっ

たことをご報告いただき、未実施の市町におかれては導入を検討される際に大いに

参考にしていただけると思います。合わせて従来の視力検査についても実施月齢を

見直すことで応答性の向上が図られるなど、より精度の高い健診を目指してご尽力

いただいていることに敬意を表します。 

 

演題番号 33 演題名：３歳児健康診査の視覚検査に導入した携帯型視機能スクリーニング機器

（SVS）の事業評価 

筆頭演者：近藤 麻紀（東温市健康推進課） 

コメント者：近藤 弘一（松山市保健所長） 

近年、市町で導入が検討されているＳＶＳについて、その導入の意義を検討した

もの。 

カットオフ値はメーカーの設定よりも高い日本弱視斜視学会・日本小児科眼科会

の基準を用いており、陽性反応が出にくくなっていると考えられる。抄録中に「Ｓ

ＶＳで大半の弱視リスクファクターは検出できると考えられている」とあるが、今

回の検討ではＳＶＳのみが異常となったものは少なく従来のランドルト環のみが

異常になったものが多く、ランドルト環のみで異常となったものの中に弱視（疑い

を含む）で要医療となっているものが少なくないことから、ＳＶＳ導入後もランド

ルト環による検査と問診も必要であるとしたことは妥当であり、今後の他の市町の

導入に際する考え方に参考になるものである。 

 

演題番号 34 演題名：個々への関わりから見えた地区特性について 

筆頭演者：山本 美里（八幡浜市保健センター） 

コメント者：竹内 豊（愛媛県八幡浜保健所長） 

地域に寄り添った気づきに基づいて調査研究している大事な発表だと思いまし

た。子育て世代が地域特性や祖父母の思いを情報共有することで育児方針に関する

悩みを少しでも減らせることができる方向性が見えてきたと思います。今後地域づ

くりの中で子育て世代の悩みを減らせたという成果発表を期待します。 
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