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は  じ  め  に 
 
幼少の頃、ピアノを習っていましたが、小職にとって年に１度のピアノの発

表会は非常に恐ろしいものでした。発表会の当日は極度の緊張が襲い、失敗し、

音楽にならなかったことが２、３度ありました。前もってかなり弾き込んでい

たにも関わらず、一度間違えてしまうと頭の中が真っ白になっていました。発

表会の日が近づくと何か回避する手段はないかと後ろ向きになっていたのを思

い出します。しかし、思い返してみると、こういう経験の積み重ねが今につい

て繋がっているとつくづく感じることがあります。 
 元来、人は追い詰められることで力を発揮するものです。逆に、追い詰めら

れないと一生懸命になれない弱さがあるものです。島根県が行っているこの保

健活動企画研修はピアノの発表会的な要素が多く存在しています。期日までに

成果がだせるようタイムスケジュールを管理しつつ、企画を進めます。小論文

の作成や成果発表会で衆目に自分の成果をさらします。 
文献検索、統計分析、小論文の作成、プレゼンテーションの作成、いずれも

普段の業務のなかでは取り組む機会がない特殊な作業です。しかし、地域保健

における施策を科学的な根拠に基づいて実施しようとすると必須のスキルです。

こうしたことが企画研修で求められ取り組まれたことが受講者の今後の保健活

動を厚みのあるものにすることができると思われます。 
 今年度は７名の方にこの企画研修に取り組んでいただきました。それぞれの

努力と苦闘が伺える内容でした。特に、現状分析に際して仮説の構築と仮説の

検証を行い、問題解決に向けた論理的思考が順序立てて進められている例、緻

密な文献レビューにより取り組んだ分野の知識の厚みを持たせることができて

いると感じられる例などの成果が見られています。 
 研修に際しては、今年度も島根大学医学部、島根県立大学の先生方にご指導

をいただいたことにお礼を申し上げます。 
 ちなみに、小職はピアノでは挫折しましたが、現在サックスを習い、音楽を

楽しんでいます。今ではサックスの発表会がないかなどと思うようになってい

ることを蛇足ながら紹介し挨拶をしめさせて頂きます。 
 
 

平成２４年３月 
 

島根県健康福祉部健康推進課 
課 長   田 中  央 吾 
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１．保健活動企画研修の概要 

 

 

１．目 的 

地域保健従事者は、行政職員としての能力に加え、住民ニーズを把握し、地域の健

康課題をアセスメントし、その原因を科学的に見出し、行政施策に沿った事業や施策

を企画・立案・評価する専門職としての能力が求められている。このため、本研修を

通じて、事業の企画・立案能力及び情報収集・事業評価能力を習得することを目的に

実施する。 

２．研修到達目標 

行政施策に沿った事業や施策の企画を提案することができる。 

３．実施主体 

  島根県（健康福祉部健康推進課・保健環境科学研究所） 

４．協力機関 

  島根県立大学短期大学部・島根大学医学部 

５．対 象 

（１） 県・市町村に勤務する保健師、栄養士で、中堅的立場（大学等卒業後概ね 10 年以

上程度）にある者。 

（２） 前記に掲げる者と同等以上の経験を有すると所属長が認めた者。 

６．研修期間 

  平成２３年６月～平成２４年２月 

７．研修方法 

（１）この事業は、集合研修で講義とグループワーク等により基礎的事項を身につけ、具

体的な研修事業は約９か月間、研修生各自が自らの職場で実施をする。 

（２）１～２人の研修生に対して一人の協力機関の講師が、実態分析から企画書作成まで

について直接指導をする。 

（３）選定テーマは、保健所・市町村で実施している事業とし、研修終了時に成果をまと

め及び新たな提案を含めた企画書を作成し発表を行う。 

（４）研修方法は集合研修と個別指導を組み合わせて行う。 

８．指導方法 

（１）集合研修は、基礎的事項の講義を中心に実施する。 

（２）個別指導は、講師１人に対して１～２人を担当して指導にあたる。個別指導の実施

は、集合研修当日の個別指導実施やメール等による指導のほか、研修生と講師が直接

調整しあい、研修生が直接大学等に出向いて指導を受ける。 

（３）研修生の担当講師以外の講師による個別指導が必要な場合は、別に個別指導の日程

を設ける。なお、この場合の調整は保健環境科学研究所が実施する。 

 



９．指導体制 

（１）指導体制は、島根県立大学短期大学部、島根大学医学部、保健所、保健環境科学研

究所、本庁で構成し、それぞれの役割を明確にして連携のもと実施する。 

（２）研修生の調査研究の進行管理や受講生と講師等との調整を実施するために、研修コ

ーディネーターを置いて実施する。 

（３）講師の名簿一覧は表１のとおりとする。 

表１．講師等一覧 

講師名 所 属 

福 澤 陽一郎 

（落合 のり子） 

県立大学短期大学部 出雲キャンパス 教授 

      〃           准教授 

吾 郷 美奈恵 

（小田 美紀子） 

県立大学短期大学部 出雲キャンパス 教授 

      〃           助教 

名和田 淸 子 県立大学短期大学部 松江キャンパス 教授 

谷 口   栄 作 島根大学医学部 教授 

大 城    等 島根県保健環境科学研究所 所長 

梶 浦   靖 二 島根県健康推進課 医療調整監 

１０．講師等の役割 

（１） 講師について 

① 専門分野について講義及び個別指導を実施する。 

② 最終目的である企画書作成までの指導をし、その結果について評価をする。 

（２） 職場の指導者について 

① 研修生が研修を受講しやすい環境を整える。 

② 研修テーマについて、可能な範囲で指導をする。 

③ 研修成果について評価をする。 

④ 研修成果を職場内に波及することに勤める。 

（３） 保健所について 

① 職場内の受講生だけでなく、管内の研修生についても相談及び可能な範囲で指導

を行う。 

② 研修生の成果について管内に波及することに勤める。 

（４） 保健環境科学研究所（コーディネータ）について 

① 研修生の状況を把握し、研修全般に関する相談に応じ、必要に応じて指導をする。 

② 研修生、講師、職場、保健所間の調整に当たる。 

③ 統計等に関する指導を実施する。 

④ 事務局と協力しながら、研修全体の企画、調整、運営、評価を実施する。 

（５） 事務局について 

   本事業全体の企画、調整、運営、評価を行う。 
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相
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◆個別指導
◆研修成果に関する評価

◆研修生への直接指導、進捗管理

◆研修生、講師、職場、保健所間の
調整
◆統計等に関する直接指導
◆研修評価とあたらな事業提案

◆研修事業の予算確
保、企画、調整、運営

提案
保健企画研修の評価

↓
新たな研修の提案

助
言

調整

◆研修しやすい環境づくり
◆必要に応じて指導
◆研修成果の評価
◆研修成果の職場内への波及

◆職場内定例会等で他の職員と共
有し、訪問や検討を職場内で実施す
る

◆次年度の活動に反映させる工夫
（計画に盛り込む、実際に完成した
ツールの活用等）

◆職場内の研修生だけでなく、管内の研修
生についての必要に応じて指導、相談に応
じる
◆管内の課題とし一緒に検討する
◆研修成果の管内への波及

保健活動企画研修実施体制

支援者
サポーター

 

 

 

１１．研修生とそのテーマ 

研修生の所属は県（保健所）１名、市町村６名の７名であった。職種は保健師６名、 

栄養士１名であった。 

表２．平成２３年度保健活動企画研修受講生一覧 

職名・氏名 所　　属 テーマ 担当講師

副主任保健師 松江市 島根県立大学短期大学部

主幹 安来市 島根県立大学短期大学部

保健師 出雲市 島根県立大学短期大学部

主任保健師 飯南町 島根県健康推進課

主任保健師 浜田市 保健環境科学研究所

弥栄支所

市民福祉課

主任保健師 益田保健所 島根県立大学短期大学部

主任保健師 津和野町 島根大学医学部

教授　谷口栄作

教授　吾郷美奈恵

教授　名和田　淸子

教授　吾郷美奈恵

医療調整監　梶浦靖二

所長　大城　等

教授　福澤陽一郎

4

5

6

7 働く人がもっと元気になる職場づくりの具体
的な取り組み

小児生活習慣病予防のためのシステムづくり
～歯科保健を切り口に～

生活習慣確立のための乳児期からのアプロー
チの必要性について
～早寝早起きを中心にして～

益田圏域における働き盛りの健康づくり計画
策定
～事業所の主体的な取組みの推進～

山戸
ヤ マ ト

　由紀
ユ キ

上
カ

見
ミ

　典子
ミ チ コ

大塚
オオツカ

　律子
リ ツ コ

佐藤
サ ト ウ

　雅美
マ サ ミ

保健福祉課

健康増進グループ

健康保険課

1 松江市保健師の人材育成におけるクリニカル
ラダーの作成と活用に向けて

2 離乳食調理に対する母親の負担感の現状分析
と今後の支援策についての検討

3 出雲市における産婦・乳児の個別支援の現状
とフォローアップシステム

森脇
モリワキ

　弥生
ヤ ヨ イ

和田
ワ ダ

　美和
ミ ワ

木村
キ ム ラ

　貴子
タ カ コ

健康まちづくり課

子ども未来課

健康増進課

 



１２．保健活動企画研修の事業実績 

平成２３年度保健企画研修は研修計画作成、調査等資料の収集、収集した資料（調査デ

ータ等）の集計分析、まとめの一連の流れに沿って、３回の集合研修と個別指導を実施し

た。また、研修成果についての発表会を年度末に開催した。 

表３．平成２３年度保健活動企画研修プログラム 

月 プログラム 個別指導

4
4/14受講生募集開始
4/25受講生募集終了

5

6
6/2,6/3第１回研修会

研修計画書作成 計画書作成指導（研修会と同時実施）

7 　　　
調査票作成
調査方法指導

8

9 9/5,9/6第２回研修会
データ収集
調査・集計

10

11 集計・分析・まとめ 集計・まとめの方向性に関する指導

12 12/2第３回研修会

1 抄録作成 抄録作成指導

2 2/10発表会 発表

3

流れ

個別指導は

随時実施

 

 

（１）集合研修 

    ◇第１回集合研修 

     平成２３年６月２日（木） １０：００～１７：００ 

10:00～10:50 開講式 

あいさつ、講師紹介、自己紹介、保健活動企画研修概要説明、 

意見交換 

11:00～12:20 

（公開講座） 

①講義  「保健活動の評価方法」 

「質的研究の進め方」（倫理的配慮） 

講師：島根県立大学短期大学部 教授 吾郷 美奈恵 氏 

12:20～13:10 昼 食 

13:10～14:10 

（公開講座） 

②講義 「文献検討について」  

 講師：島根県立大学短期大学部  教授  名和田 淸子 氏 

14:20～15:50 

（公開講座） 

③講義 「調査の進め方とデータ分析①」 

講師：保健環境科学研究所 所長 大城 等 氏      

16:00～17:00 図書館利用について 

 

   

 

 



 平成２３年６月３日（金） １０：００～１６：００   

10:00～12:00 個別指導 

12:00～13:00 昼 食 

13:00～16:00 個別指導・自己学習（文献検索） 

【開催場所】  島根県立大学 短期大学部 出雲キャンパス １０４講義室 

【聴 講 者】   １４名 

 

◇第２回集合研修 

平成２３年９月５日（月）  １０：００～１６：００ 

10：00～10：10 オリエンテーション 

10：10～11：40 

（公開講座） 

講義 「調査のすすめ方とデータ分析②」 

講師 保健環境科学研究所 所長 大城等 氏 

11：40～12：20 意見交換 

12：20～13：20 昼 食 

13：20～14：20 

（公開講座） 

講義 「論文の書き方」 

講師 県立短期大学部出雲キャンパス 教授 福澤陽一郎 氏 

14：30～16：00 

（公開講座） 

講義 「企画書の書き方」 

講師 健康推進課 課長 田中央吾 氏 

平成２３年９月６日（火）  １０：００～１６：００ 

10：00～12：00 個別指導・自己学習 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～16：00 個別指導・自己学習 

【開催場所】 島根県立大学 短期大学部 出雲キャンパス ２１３講義室 

【聴 講 者】 ２２名 

 

◇第３回集合研修 

平成２３年１２月２日（金）  １０：００～１７：００  

10：00～10：10 オリエンテーション 

10：10～11：10 

（公開講座） 

講義 「プレゼンテーションの基礎」 

講師 島根大学医学部 教授 谷口栄作 氏 

11：10～12：30 情報交換 ※進捗状況確認 （昼食） 

12：30～13：30 移動 

13：30～17：00 個別指導・自己学習 

【開催場所】  出雲保健所 大会議室 

【聴 講 者】  １８名 

 

 



（２）個別指導 

受講生名 講師名 月日 時間 会場 出席者

6月3日 10:00～12:00 出雲キャンパス 今田、小室
7月5日 14:00～15:50 出雲キャンパス 永野、今田、小室
9月6日 10:00～12:00 出雲キャンパス 永野、今田、小室
9月30日 8:30～18:00 松江市保健福祉総合センター 飯野、外谷、今田、小室
10月6日 14:00～17:15 松江市保健福祉総合センター 糸原、外谷、今田、沖原、小室
12月2日 13:30～15:00 出雲キャンパス 永野、今田
1月14日 13:30～16:30 出雲キャンパス

6月3日 14:30～17:00 松江キャンパス 前田、坂本、岩谷
6月14日 13:30～17:00 松江キャンパス 前田、岩谷
9月6日 10:00～17:00 松江キャンパス、保健環境科学研究所 前田、坂本、大城、岩谷
11月8日 13:30～17:00 松江キャンパス
12月12日 9:30～12:00 松江キャンパス 前田、坂本、岩谷
1月6日 14:00～17:00 松江キャンパス

6月7日 13:30～16:10 出雲キャンパス 尾添、今岡、小室
9月6日 14:00～16:30 出雲キャンパス 尾添、今岡、小室
10月28日 10:00～12:50 出雲キャンパス 尾添
11月25日 10:00～17:30 出雲キャンパス 尾添、小室
12月2日 15:30～17:00 出雲キャンパス 小室
12月8日 14:40～16:00 出雲キャンパス

6月3日 9:00～11:00 県庁健康推進課 本村、吉井、須田、岩谷
6月16日 14:00～16:00 雲南保健所 本村、吉井、須田、岩谷
9月6日 10:00～12:00 県庁健康推進課 本村、須田、岩谷
9月30日 14:00～15:30 飯南町保健福祉センター 本村
12月2日 14:00～17:15 県庁健康推進課
1月13日 10:00～12:00 県庁健康推進課 岩谷

6月8日 13:30～15:30 浜田市　金城支所 湯浅、宮田、岩谷
9月26日 9:30～12:30 保健環境科学研究所 野尻、岩谷
12月2日 13:00～16:00 出雲保健所 野尻

6月3日 10:40～15:00 出雲キャンパス 佐藤、藤谷、小室
9月6日 10:00～12:00 出雲キャンパス 藤谷、小室
12月2日 13:30～15:30 出雲キャンパス 藤谷、小室

6月17日 13:30～16:00 津和野町役場 中岡、藤谷、小室
7月19日 10:00～11:30 島根大学 中岡、藤谷
9月6日 13:30～16:00 島根大学 中岡、藤谷
12月2日 13:30～15:30 津和野町役場 中岡
1月6日 10:00～16:00 島根大学

佐藤　雅美

島根県立大学短期大学部
教授　吾郷美奈恵

島根県立大学短期大学部
教授　名和田　淸子

島根県立大学短期大学部
教授　吾郷美奈恵

島根県健康推進課
医療調整監　梶浦靖二

保健環境科学研究所
所長　大城　等

島根県立大学短期大学部
教授　福澤陽一郎

島根大学医学部
教授　谷口栄作

森脇　弥生

和田　美和

木村　貴子

山戸　由紀

上見　典子

大塚　律子

 



 
 
 

 

 

 

 

 

保健活動企画研修の成果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．保健活動企画研修の成果 

研修の成果について研修生は抄録を作成し、その抄録をもとに発表会を開催した。 

 

（１）平成２３年度保健活動企画研修成果発表会 

◇目的 

 保健活動企画研修に携わった関係者が一同に会して、研修生の研修成果について評価を行い、

その評価結果をその後の事業（研修テーマに関する事業）に適切に反映させることにより、中

堅保健師の資質の向上、事業（研修テーマに関する事業）の充実・向上を図る。 

◇日時   平成２４年２月１０日（金） １２：３０～１７：００ 

※１６：００～１７：００は意見交換会を実施 

◇会場   出雲保健所 大会議室 

◇出席者  受講生：７名、聴講者２５名、講師：６名、事務局：５名 

 

（２）平成２３年度保健活動企画研修成果 

順 発表及び質疑時間 職名・氏名 所　　属 テーマ 担当講師

発表12:40～12:55 副主任保健師 松江市 島根県立大学

質疑12:55～13:05 健康まちづくり課 短期大学部

教授　吾郷美奈恵

発表13:05～13:20 主幹 安来市 島根県立大学

質疑13:20～13:30 子ども未来課 短期大学部

教授　名和田　淸子

発表13:30～13:45 保健師 出雲市 島根県立大学

質疑13:45～13:55 健康増進課 短期大学部

教授　吾郷美奈恵

発表14:00～14:15 主任保健師 飯南町 島根県健康推進課

質疑14:15～14:25 保健福祉課 医療調整監　梶浦靖二

発表14:25～14:40 主任保健師 浜田市 保健環境科学研究所

質疑14:40～14:50 弥栄支所 所長　大城　等

市民福祉課

発表14:50～15:05 主任保健師 益田保健所 島根県立大学

質疑15:05～15:15 健康増進グループ 短期大学部

教授　福澤陽一郎

発表15:15～15:30 主任保健師 津和野町 島根大学医学部

質疑15:30～15:40 健康保険課 教授　谷口栄作
7
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松江市保健師の人材育成におけるクリニカルラダーの作成と活用に向けて 
松江市健康まちづくり課 森脇弥生 

Ⅰ．緒言 
地域住民のニーズに応じた質の高い保健・医療・福祉の総合的なサービスを提供し続けるためには、

保健師の力量形成・キャリアアップが必要である。しかし、保健師の業務体制・配置や教育の背景は変

化しており、全国的に中堅保健師の力量形成が脆弱している現状が指摘されている１）。松江市において

も同様の現状にあり、中堅保健師として、「職場での立ち位置はどこか？」、「中堅期に必要な能力

が備わっているのか？」、「後輩たちのモデルとなれているだろうか？」、「今後、リーダー期を担え

るのか？」等、中堅期の保健師として課題を感じており、次期リーダーとしての自分をイメージす

ることができずにいる。また、時代や社会情勢の変化に伴い、住民の健康ニーズ、行政保健師の役割

や働き方も変化しており、保健師としてのアイデンティティを確立できずに苦しむ保健師も少なくない。

このような現状と課題を解決していくためには、保健師の人材育成のあり方が重要である。現在、島根

県で作成された「新任期の保健師等支援プログラム」に沿って、新任期の指導体制が整ってきたため、

今後は、中堅期以降の力量形成に焦点を当てた人材育成が必要と考えている。 
保健師の資質向上に向けて、保健師自身が力量形成・キャリアップの必要性を認識し、自己研鑚に励

み続けること、そして、それを保証する職場や中長期的な人材育成プログラムが適切に機能する体制を

整備することが重要である。また、保健師として必要な能力や保健師魂について先輩から後輩へ継承し、

お互いが育ちあえる関係づくりも必要な要素である。更に、保健師の活動や専門性、その効果を可視化

して、住民や関係者へ見せていくことが必要である。そのため、保健師の専門性について、お互いが語

り合える機会を大切にし、同じ方向を目指す保健師集団になるための人材育成が行える松江市になりた

いと考えている。 
まずは、新任期から管理期を通して、保健師が自分の立ち位置や獲得すべき能力を確認できる媒体と

してのクリニカルラダーと、必要な能力を獲得するためにすべきことを示した人材育成プログラムが必

須と考え、今回、キャリアステージ別の到達内容を明らかにする“保健師クリニカルラダー【松江市版】”

を作成し、人材育成として職場で取り組んでいることをまとめた。また、作成した“保健師クリニカル

ラダー【松江市版】”の活用と保健師人材育成計画の作成について提案する。 
 
Ⅱ．方法 
１．調査対象 
調査対象は、松江市保健師及び管理栄養士 52 名、松江保健所と島根県保健環境科学研究所の担当保

健師各１名、松江市の公民館長 35 名である。 
２．調査方法 
調査方法は、一義一文で自由記載する用紙を配布し、８月に２週間程度の期間を設け、無記名による

提出を求めた。なお、調査に先立ち、島根県保健師長会「中堅保健師の人材育成研究事業報告書」を基

に１）、現状を理解する場を設け、意見交換を行った。 
３．調査内容 
 調査内容は、保健師に求める能力とその能力の到達希望年数である。 
４．分析方法 
提出された用紙から保健師に求める能力を一義一文とするラベルを作成し、質的に分類した。分類し

たラベルを保健師に求められる能力として一文に要約した。また、分類するカテゴリーは、事例管理、



地区管理、事業・業務管理、組織運営管理、予算管理、人材育成・人事管理、情報管理、健康危機管理

の８つの機能で２）、経験年数を段階的に示したキャリアステージ別に整理した。 
分析は、松江市健康まちづくり課の人材育成担当者２名、松江保健所と島根県保健環境科学研究所の

担当保健師各１名、企画研修受講者及び指導者各１名の計６名で行った。 
 作成した“保健師クリニカルラダー【松江市版】”（案）について、松江市保健師等に確認と意見を求

め、修正した。 
 
Ⅲ．倫理的配慮 
調査は無記名で行い、調査の目的と方法、利益・不利益、公表等について、文書と口頭で説明した。 

 
Ⅳ．結果 
調査用紙の提出は、松江市保健師・管理栄養士 38 名（73.1％）、島根県保健師（松江保健所・島根県

保健環境科学研究所）２名（100％）、松江市の公民館長 31 名（88.6％）であった。また、ラベルは 430
枚であった。 
“保健師クリニカルラダー【松江市版】”を表に示した。キャリアステージは、松江市の現状から新

任前期（経験年数１年）、新任後期（２～３年）、中堅前期（４～９年）、中堅後期（10～19 年）、リー

ダー期（20～29 年）、管理期（30 年以上）の６つの段階とした。目指す保健師像をステージ毎に示し、

現在、力量形成の必要性が指摘されている中堅前期は、「地域の課題を解決するため、関係機関（者）・

団体をつなぎ、自信を持って仕事をする。」、中堅後期は、「ワークライフバランスを保ち、重点施策を

担い、住民やスタッフからより高い信頼を獲得する。」となった。 
保健師に求められる能力として、「事例管理」では、「新任期で家庭訪問や事業を通して、個別支援が

行え、その中から個別の健康課題を抽出する、また、関係機関（者）と情報共有し、協働するための調

整が行える能力」「中堅期で多種多様な事例に対応する、また、個別支援から必要な施策を判断し、不

足するものを施策化する能力」「リーダー・管理期で全市を視野に入れた個別支援等についての評価や

スーパーバイズ・コンサルテーション及びそれを受ける体制をつくる能力」となった。松江市が力を入

れている「地区管理」では、「新任期で地区診断を行い、健康課題を抽出し、住民や関係者との関係を

築き、保健活動を進める能力」「中堅期で地域住民や関係機関のエンパワメントを高め、ブロック単位

で地域を見る能力」「リーダー・管理期で個々の地区の課題等を整理し、松江市全体として見る能力、

各地区の地区保健活動が進捗しているか管理する能力」となった。「人材育成」は、「新任期で保健師の

やりがいを語れ、自分の課題を見つけ、積極的に解決する能力」「中堅期で、実践活動をまとめ・報告

する、また、後輩指導や組織内の人間関係を調整する能力」「リーダー・管理期で人材育成・人事につ

いて、必要な体制を整えるために実践する能力」となった。 
松江市の地域保健活動では、公民館や地区社会福祉協議会との連携が特徴であるため、今回、公民館

長へ調査協力を求めた。公民館長が求める保健師は、「気軽に相談できる存在・身近で安心できる存在・

保健のプロとしての存在」であった。経験年数で分類し、“保健師クリニカルラダー【松江市版】”と連

動させた結果、１年目は、「家庭訪問の時間をたくさん持ち、地域住民に対し、きめ細かい支援をして

ほしい、また、地域の関係者とコミュニケーションをとり、各種事業等に参加してほしい」となり、事

例管理能力の「支援内容が明らかなケースの個別事例を通して、個別の健康課題を把握する」、組織運

営管理能力の「職場内外でコミュニケーションをとる」、 地区管理能力の「助言を受けて、担当地区の

地区診断を行う」と連動する。２年目は、「地域の現状を知り、何が不足しているのか、また、健康づ



くりに関して必要な情報を提供し、企画・立案に指導・参画してほしい」となり、地区管理能力の「社

会資源を把握・アセスメントし、不足する資源を明らかにする」「住民や関係者と地域の課題を共有し、

連携・協働できる体制をつくる」と連動する。３年目は、「１～２年目で集めた地域のデータを基に、

更に地域と協働出来ることを見つけてほしい、また、行政と地域、地域と医療機関や福祉関係事業者と

の仲立ち・連携の要となってほしい」となり、地区管理能力の「地区診断・PDCA サイクルに基づき、目

標設定を行い、地区活動を行う」「地区の課題解決方法を提案する」「不足している住民・関係者間の

ネットワークを形成する」と連動する。４年目以降は、「より高い実践力を持って、地域で活動し、そ

の実践した保健活動の分析を行い、地域へフィードバックしてほしい」となり、地区管理能力の「地域

の特性に合った施策化を行う」「住民と協働した取り組みを検討・評価し、必要な社会資源の開発・施

策化を行う」と連動する。 

 現在、松江市においては、地区診断シート、まちづくりシート、保健専門職による住民組織のコミュ

ニティ・エンパワメント過程の質的評価指標記入シート（以下、評価指標記入シート）、事業シート等

を利用している。これらのシートを人材育成の方法として“保健師クリニカルラダー【松江市版】”と

連動して示した。例えば、地区診断シートの活用は、地区管理の「松江市の健康課題を把握した上で、

担当地区の健康課題を抽出する」、また、「地区診断・PDCA サイクルに基づき、目標設定を行い、地区

活動を行う」方法、まちづくりシートは、｢住民や関係者と地域の課題を共有し、連携・協働できる体

制をつくる｣方法、評価指標記入シートは、地区管理の「地域のエンパワメントを高める活動をする」

方法、事業シートは、事業管理の「PDCA サイクルに基づいて事業・業務を実施する」また「事業目的

に沿った評価を実施する」方法として示した。 
 
Ⅴ．考察 
保健師の人材育成については、新任期を支援するプログラムは充実したが、中堅期を支援するプログ

ラムはごく一部の自治体のみ取り組まれている現状である。本来は、今回の作成した“保健師クリニカ

ルラダー【松江市版】”のように、新任期から管理期までを示したプログラムが必要であり、保健師全

員へ調査用紙を配布し、保健師に必要な能力やクリニカルラダー案に対する意見を求めることにより、

“保健師クリニカルラダー【松江市版】”を参画型で作成したことは、ある意味、先駆的な取り組みで

ある。また、参画型で作成したことで、得られた結果が受け入れやすいものとなり、円滑な活用にもつ

ながると考えられる。ただし、提出された保健師に求める能力の到達希望年数に違いがあり、例えば、

「地域の課題に沿った保健計画を策定する」は、５年から 21 年以上のばらつきがあった。メンバーで

十分に検討しながら整理したが、市町村合併前の組織や仕事の仕方等の影響によることも考えられ、今

後、到達希望年数の妥当性について検証を行うと共に、県内外の関係者から多くの意見を求め、引き続

き検討することも重要である。 
保健師の人材育成のあり方や“保健師クリニカルラダー【松江市版】”（案）について、全保健師に意

見を求めながら進めてきた。その中には、保健師として大切にしてきたこと、先輩・後輩がお互いに伝

えあいたいこと、保健活動や保健師としてのやりがいや悩みを語り合い、共有・解決する時間が必要で

あるとの意見もあった。今後、“保健師クリニカルラダー【松江市版】”に示した「保健師に求められる

能力」を獲得するため、松江市人材育成基本方針・人材育成推進計画と整合性を図りながら、具体的な

計画と方法を設定した保健師人材育成プログラムを作成・運用していくこと、併せて、“保健師クリニ

カルラダー【松江市版】”を基に、保健師の専門性・実践したことを語り合える時間を設定していくこ

と、キャリアステージ毎に専門性を高める専門職の人材育成の必要性を関係部署へ啓発し、その体制を



整えていくことが必須と考えている。 
なお、地域保健活動を展開していく際には、要となる公民館等の関係機関（者）とより良い関係を築

き、地域の人々から信頼を獲得する保健師であり続けることが重要である。そのためには、公民館長か

らの調査結果についても、保健師一人ひとりが真摯に受け止め、日々の活動を自己研鑚と心得て実践し

ていくことが大切と考える。 
 
Ⅵ．結論 
キャリアステージ別に目指す保健師像と求められる能力を示した“保健師クリニカルラダー【松江市

版】”が保健師参画型により完成した。また、求められる能力を８つの機能別に示したことで、保健師

一人ひとりが、自分のキャリアデザインを描け、自分自身のステージと方向性が明らかとなるものであ

る。今後は、松江市の保健師が、この“保健師クリニカルラダー【松江市版】”を活用し、自己研鑚を

行うこと、また、それを支える人材育成プログラムが必要である。 
 
Ⅶ． 謝辞 
今回、本研究事業を実施するにあたり、調査にご協力をいただいた各地区公民館長様、松江市の保健師・

管理栄養士の仲間達に、心より感謝申し上げます。 
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提 案 

“保健師クリニカルラダー【松江市版】”の活用と保健師人材育成プログラムの作成 

≪提案趣旨≫  

保健師の資質向上に向け、保健師一人ひとりがキャリアデザインを描けることを目的に作成したクリ 

ニカルラダーを活用し、保健師自身がキャリアステージと方向性、求められる能力を明らかにすること、

また、求められる能力を獲得するために必要な自己研鑚を行うこと、それを支える人材育成プログラム

が必要。  

≪背景と問題点≫ 

 新任期については、新任期の保健師等支援プログラムに沿った指導計画があるが、それ以降は示され

ていない。 

≪現実までの計画≫ 

 平成 24年４月から“保健師クリニカルラダー【松江市版】”を全保健師が活用し、上半期・下半期の

区切りで保健師の資質向上に向けた目標設定及び獲得能力を自他評価する。 

 保健師の人材育成を担当する者を設置し、人事課と協議の上、平成 24年 12 月までに保健師人材育成

プログラム案を作成する。作成に当たっては、関係者から意見を広く求め、平成 25 年３月に完成する。 



表 “保健師クリニカルラダー【松江市版】” 
キャリア
ステージ 

新任前期 
（経験年数～１年） 

新任後期 
（2～3年） 

中堅前期 
（4～9年） 

中堅後期 
（10～19 年） 

リーダー期 
（20～29 年） 

管理期 
（30 年～） 

目指す 
保健師像 

公衆衛生の視点を持ち、積極
的に地域に出かけ、保健師の

やりがいを見つける 

地区診断と PDCA サイクルに

基づいて、業務を行い、課題
や成果を職場や地域の人と共
有する 

地域の課題を解決するため、
関係機関(者)・団体をつなぎ、

自信を持って仕事をする 

ワークライフバランスを保

ち、重点施策を担い、住民や
スタッフからより高い信頼を
獲得する 

保健師の人材育成の視点を持
ち、組織化・施策化に向けて、

リーダーシップを発揮する 

統括者としての自覚を持ち、
より質の高い保健活動を提供

できる体制や環境をつくる 

保
健
師
に
求
め
ら
れ
る
能
力 

①
事
例
管
理 

●支援内容が明らかなケース
の個別事例を通して、個別の

健康課題を把握する 
●支援内容の振り返りと評価
をし、プリセプターに報告す

る 
●相談や訪問などの記録を管
理する 

●複数の事例の優先度を判断
する 
●事例を通して、社会制度や

サービス、施設、関係者等を
理解する 

●事例の支援にあたって、キ
ーパーソンを決め、必要なサ

ービスを調整する 
●関係者と事例検討し、支援
目的の共有や役割分担をする 

●助言を得ながら、アセスメ
ント・計画・実施・評価を意
識して困難事例を支援する 

●事例を通して、不足する資
源や制度・サービスを見つけ

る 
●複雑化及び多問題の家族へ
主体的に支援する 

●事例を市の健康課題や施策
につなげる機会を設定する 

●全市を視野に入れた支援事
例のサービスの質と量を評価

する 
●必要時、支援の過程でスー
パーバイズやコンサルテーシ

ョンを受ける体制をつくる 

  

②
地
区
管
理 

●引き継いだ地区の地区診断

を確認する 
●松江市の健康課題を理解す
る 

●助言を受けて、担当地区の
地区診断を行う 

●地区診断・PDCA サイクルに

基づき、目標設定を行い、地
区活動を行う 
●社会資源を把握・アセスメ

ントし、不足する資源を明ら
かにする 
●住民や関係者と地域の課題

を共有し、連携・協働できる
体制をつくる 
●不足している住民・関係者

間のネットワークを形成する 
●地区の課題解決方法を提案
する 

●住民のネットワークやシス

テムを評価する 
●地区組織の立ち上げや育成
をする 

●地域のエンパワメントを高
める活動をする 
●住民と協働した取り組みを

検討・評価し、必要な社会資
源の開発・施策化を行う 
●地域の課題を整理し、優先

度を考慮した保健計画を策定
する 

●地域の特性に合った施策化

を行う 
●ブロックリーダーとしてブ
ロック内での地区活動につい

て意見や課題等を共有する体
制をつくる 
●地区診断の方法を検討し、

提案する 

●各地区の課題の中から、共

通する課題や優先度を整理
し、施策化する 

●各地区で目標に沿った活動

ができているかの進捗管理を
する 

③
事
業
・
業
務
管
理 

●1 か月のスケジュール管理
をする 

●事業の法令・根拠・目的・
内容を理解する 
●所属部署や関係部署の重点

施策を理解する 
●PDCA サイクルを意識して
事業に参加する 

●自分が担当した業務のまと
め・引継書を作成する 

●1 年間のスケジュール管理
をする 

●業務の優先度を判断し、行
動する 
●関係機関の役割を理解し、

必要な情報を共有する 
●PDCA サイクルに基づいて
事業・業務を実施する 

●事業目的に沿った評価を実
施する 
●事業実績や評価結果を次年

度計画や他事業に反映できる
よう提案する 

●事業の企画や施策化を行う 
●事業の主担当を担う 

●事業目的に沿って、チーム
で協働できる体制をつくる 

●他部門との整合性や意思統
一を図り、事業運営を行う 

●事業の策定や実施におい
て、職員の持つ知識・経験を

反映できる仕組みをつくる 
●組織として評価を行う体制
を整える 

●係内業務の進捗管理をする 

●事業・業務の実施や評価に
責任を持つ 

●市の上位計画や組織目標に
基づく事業計画や進行管理を
行う 



キャリア 
ステージ 

新任前期 
（経験年数～１年） 

新任後期 
（2～3年） 

中堅前期 
（4～9年） 

中堅後期 
（10～19 年） 

リーダー期 
（20～29 年） 

管理期 
（30 年～） 

保
健
師
に
求
め
ら
れ
る
能
力 

④
組
織
運
営
管
理 

●職場内外でコミュニケーショ

ンをとる 
●組織としての方針・体制を理解
する 

●情報処理や関係機関から

の照会や相談に組織的に対
応する 

●市全体の動きを把握して

活動する 
●組織内の情報の流れを円
滑にする 

●組織内の困難事例や懸

念事項が共有される体制
をつくる 

●業務の効率化を高める職場

環境を整備する 
●組織体制を明確にし、指揮・
命令系統を適切に機能させる 

●課題や情報を共有し、方針

を決定する体制にする 
●組織の目標を達成するた
めの組織体制と人員を確保

する 
●組織理念・目標や地域の課
題を共有し、組織としての方

針を決定する 
●新たな課題解決に向けて
のプロジェクトや組織の編

成を行う 

⑤
予
算
管
理 

●予算の仕組みや事業等との関

連を把握する 

●予算の執行状況を確認し

ながら、担当する事業を推
進する 
●予算要求にむけて資料を

準備する 

●予算要求書の作成にあた

り、目的・効率・効果・代替
案を明確にする 
●予算獲得のためにプレゼ

ンテーションや交渉を行う 
●スクラップ・アンド・ビル
ドの視点を持ち、事業の見直

しを行う 

●予算の執行状況を管理

する 

●国・県の予算や民間などの動

向を把握し、予算を獲得する 

  

⑥
人
材
育
成
・
人
事
管
理 

●保健師のやりがいを語る 
●的確に報告・連絡・相談を行う 

●研修や文献、事例検討等を活用
する 

●自らの課題を抽出し、職
員間で共感する関係をつく

る 

●ジョブローテーション等
により他の職務を経験する 

●プリセプターとして、後輩
指導を行う 
●実践活動をまとめ、事例検

討や学会などで報告する 

●職員間の人間関係を調
整する 

●学生の実習指導を行う 
●専門性を向上させるた
めの研修（off the job 

training）を企画する 
●専門性を向上させるた
めの現任訓練（on the job 

training）を行う 

●事業や職場環境の改善、人材
育成のための予算と人員を確

保する 
●係内のスタッフをまとめる 
●保健業務や人材育成につい

て、スーパーバイズする 
●中・長期的な人材育成計画に
ついて提言する 

●保健師の能力について評価
する仕組みづくり 

●職員の適材適所やライフ
スタイルを考慮した人材管

理をする 

⑦
情
報
管
理 

●個人情報保護を意識し、情報を
管理する 
●既存の書籍・法令集・統計・関

係資料等から必要な情報を収集
する 

●情報収集と発信のための
ネットワークを築く 
●情報をタイムリーかつ効

果的な方法で発信する 
●情報開示が求められた場
合のマニュアルや処理方法

について理解する 

●施策化に必要な情報を収
集し、資料を作成する 

●行政計画に反映させる
情報を収集し、提供する 

●情報開示や個人情報の管理
体制を整える 

●マスコミ対応等、情報の全
体管理をする 

⑧
健
康
危
機
管
理 

●関連法令、危機管理マニュアル
を理解する 

●危機対応について、研修やマニ
ュアルに基づきイメージする 
●危機発生に備え、平常時の活動

を意識して実践する 
●危機対応時に、命令系統を把握
し、与えられた役割に基づき動く 

●危機発生を想定し、モニ
タリング、監視などの予防

活動を行う 
●危機発生を想定し、担当
地区や担当事業における関

係者と協働する体制をつく
る 

●危機発生を想定し、モニタ
リング、監視などの予防活動

について指導を行う 

●危機発生の経緯をまと
め、整理・蓄積し、新た

な危機対応に反映させる 
●原因究明や被害の拡大
防止のための体制をつく

る 

●危機発生時、必要な状況収集
を指示し、情報発信を行う 

●危機発生時、組織内外問わ
ず、指示・役割分担を図る 

●危機発生時、迅速かつ的確
な采配を行う 

●危機発生時、迅速かつ的確
な判断ができ、管理体制を整
える 

 



表１　アンケート回収状況
対　象 配布者数（人） 有効回答数

４か月健診対象児の保護者 76 73（96.1％）
１歳６か月健診対象児の保護者 87 78（90.0％）

離乳食調理に対する母親の負担感の現状分析と今後の支援策についての検討 
安来市 子ども未来課 和田 美和 

Ⅰ．目的 
 安来市の母子保健における栄養・食生活支援として、月１回の離乳食教室を開催し、離乳食の基本的 
な知識と正しい情報を提供し、食への関心を高め、子育ての楽しさにつながるよう取り組んできた。し 
かし、平成 21 年度に行った安来市次世代育成支援に関するアンケート調査の結果、子育てに関して日頃 
悩んでいることの第２位が「食事や栄養に関すること」であり、今まで行ってきた食生活支援の不十分 
さを感じた。 
今回、それに対する対策を見直すため、４か月健診と１歳６か月健診対象者の母親へアンケート調査 

を実施し、離乳食調理に対する負担感の現状把握とその負担感の背景として考えられる母親自身の食体

験との関係性について調査したので報告する。 
 
Ⅱ．方法 
１．離乳食調理に対する負担感に関するアンケート 
１）調査期間：平成 23 年７月～９月 
２）調査対象：調査期間内に４か月健診及び 1 歳６か月健診を受診した児の保護者 
３）調査方法：保護者対象のアンケートは自記式質問紙法により実施。郵送によりアンケート用紙を事

前送付し、健診会場にて回収。 
４）調査内容：①４か月健診対象児保護者には、離乳食を始めるにあたっての意識調査と母親本人の食

体験について 
       ②１歳６か月健診対象児保護者には、離乳食期中の意識調査と母親本人の食体験につい 

  て 
５）分析方法：アンケートについては、項目間のクロス集計を行い、fisher の直接確立検定を行い、有

意水準をＰ＜0.05 とした。 
６）倫理的配慮：調査結果は、安来市の食育推進に活用し、目的以外には使用しないことを文章で説明

し、同意を得た。 
 
２．市内保育施設での離乳食状況調査 
１）調査期間：平成 23 年７月～９月 
２）調査対象：市内の乳児保育を実施している保育施設(14 施設) 
３）調査方法：調理担当者に聞き取り調査を実施した。 
４）調査内容：①入所時の確認事項、②最近の保護者の傾向、③子どもの様子、④授乳について、 

⑤アレルギーの状況について 
 

Ⅲ．結果 
１．離乳食調理に対する負担感に関するアンケート 
 回収状況 
 
 
 



図１　不安だった時期（４か月健診）
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表２　４か月健診対象者

項目 名（％）

年齢 20歳以下 27(37.0)

30歳代 43(58.9)

40歳代  3 (4.1)

出生順位 1子 32(43.8)

2子 20(27.4)

3子 18(24.7)

4子  2 (2.7)

無記入  1 (1.4)

就業有無 無職 41(56.2)

有職  8(11.0)

育休中 24(32.9)

保育施設の入所状況 入所していない 72(98.6)

入所している  1 (1.4)

家族構成 核家族 34(46.6)

複合家族 39(53.4)

表３　１歳６か月健診対象者

項目 名（％）

年齢 20歳以下 25(32.1)

30歳代 48(61.5)

40歳代  5 (6.4)

出生順位 1子 34(43.6)

2子 30(38.5)

3子 13(16.7)

4子  1 (1.3)

無記入  0 　(0)

就業有無 無職 25(32.1)

有職 53(67.9)

育休中  0　 (0)

保育施設の入所状況 入所していない 30(38.5) 

入所している 48(61.5)

家族構成 核家族 35(44.9)

複合家族 43(55.1)

図２　不安だった時期（１歳6か月健診）
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１）対象者の背景 
対象者の背景を表２、表３に示した。年代は、４か月健診対象児の保護者（４か月健診）、１歳６か月

健診対象児の保護者（１歳６か月健診）ともに 30 歳代が最も多く、それぞれ 43 名（58.9％）と 48 名

（61.5％）であった。出生順位は４か月健診、１歳６か月健診ともに第１子が最も多く、それぞれ 32 名

(43.2％)、34 名(42.0％)であった。就業は、４か月健診では無職が最も多く 41 名（56.2％）であり、育

休中が 24 名(32.9％)と続いた。また、１歳６か月健診では、有職者が最も多く、53 名（67.9％）で６割

を超えた。それにあわせて、保育施設の入所状況では、４か月健診では入所していないが 72 名（98.6％）

とほぼ全体を占めたが、１歳６か月健診では、入所しているが 48 名（61.5%）と６割を超えた。家族構

成は、４か月、１歳６か月健診ともに複合家族が多く、それぞれ 39 名(53.4％)と 43 名（55.1％）であっ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）母親の負担感の現状 
（１）授乳や食事について不安だった時期 

授乳について不安だった時期について、４か月健診では、「０～２か月未満」の該当者が 39名（56.5％）

で最も多く、そのうち第１子が 61.5％を占めた。また、１歳６か月健診では、「不安だった時期はない」

人の割合が最も多く 22名（28.2％）で、そのうち第２子以降が 86.4％を占めた。それに続き７～12か

月未満の回答者が 12 名（24.4％）と続き、そのうち第１子が 57.9％を占めた（図１、図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図３　離乳食で困りそうなこと（４か月健診）
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図5　離乳食について相談する人（場所）
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（２）離乳食で困りそうなことと困ったこと 

４か月健診の離乳食で困りそうなことでは、「母乳（ミルク）と離乳食のバランス」が 32 名（45.7％）

で最も多く、そのうち第１子が 65.6％を占めた。また、「作り方がわからない」と回答した 14名（18.6％）

はすべて第１子であった。「特にない」人は 19名（27.1％）でそのうち 84.2％が第２子以降であった（図

３）。 

１歳６か月健診の離乳食について困ったことでは、「作る時の材料が偏る」が 45名（58.4％）で最も

多く、「作るのが苦痛・面倒」が 26名（33.8％）、「決まったものしか食べない」が 16名（20.8%）と続

いた（図４）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）離乳食について相談する人（場所） 

離乳食について相談する人（場所）については、４か月健診では 68名（93.8％）、１歳６か月健診で

は 72 名（92.3％）の人がそれぞれあると回答した。その内訳については、４か月健診、１歳６か月健

診ともに「家族・友達」が最も多く、それぞれ 61名（83.6％）と 55 名（70.5％）であり、「育児番組・

育児雑誌」33名（45.2％）、20名（25.6％）と続いた（図５）。 

 

（４）現在子どもの食事で困っていること 

１歳６か月健診で、現在、子供の食事で困っていることについては、「遊び食い」が 30 名（38.5％） 

で最も多く、「むら食い」26 名（33.3％）、「偏食」24 名（30.8％）と続いた（図６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

図４　離乳食で困ったこと（１歳６か月健診）
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図６　現在子どもの食事で困っていること（１歳６か月健診）
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３）母親の不安感と各種要因との関連 
 ４か月、１歳６か月健診ともに、母親の「不安だった時期のある人」は「不安だった時期のない人」

に比較して、出生順位が、第１子とそれ以外では、第１子の割合が有意に高かった（表４、表５）。また、

１歳６か月健診で、「不安だった時期のある人」は「不安だった時期のない人」に比較して、市の離乳食

教室（前期）への参加経験の有無で、参加経験がある人の割合が有意に高かった（表５）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４）市の離乳食教室への参加経験の有無と各種要因との関連、離乳食教室への要望 
 １歳６か月健診で、市の離乳食教室への参加経験のある人とない人を比較すると、参加経験のある人

は、出生順位が、第１子とそれ以外では、第１子の割合が有意に高かった（表６、表７）。 
一方、４か月健診では、69 名（94.5％）の人が「市の離乳食教室を知っている」と回答し、52 名（71.2％）

の人が「離乳食教室に参加したい」と回答した。しかし、１歳６か月健診では、「離乳食教室に参加して

いない」と回答した人が 49 名（62.8％）いた。また、市の離乳食教室について、「今のままでよい」が

40 名（51.3％）、「回数を増やしてほしい」が 12 名（15.4％）、その他が 9 名（11.5％）いた。その他の

意見では、「土、日の休日に開催して欲しい。」という少数意見があった。 
 
 
 
 
 
 
 
5）母親の食体験・手伝い経験と離乳食調理への負担感との関連 
「子どもの頃の食体験」と離乳食調理の負担感については、有意な関連は認められなかったが、「子ども

の頃の手伝い経験」との関連では、「子どもの頃の手伝い経験」のない人では、ある人と比較して、「離

乳食を作るのが苦痛・面倒」と思う人の割合が有意に高かった（表８、表９）。 
 
 
 
 
 
 
 

表４ 母親の不安感と各種要因との関連(４か月児）

あり なし

第2子以降  16(43.2）   21(56.8）

第1子 25(78.1)   7(21.9)

男子  16(50.0）   16(50.0）

女子 25(65.8)  13(34.2)

なし  41(59.4）   28(40.6）

あり 0(0)   1(100)

有職   4(50.0）    4(50.0）

無職 37(59.7)  25(40.3)

核家族  20(62.5）   12(37.5）

複合家族 21(63.6)   11(36.4）

Fisherの直接法　正確有意確率（両側）　*＜0.05

家族形態 0.629

出生順位

性別

保育所入所

就業有無 0.710

 0.006*

0.227

0.414

不安だった時期　
Ｐ値

表５　母親の不安感と各種要因との関連（1.6歳児）

あり なし

第2子以降  25(56.8）  19(43.2）

第1子 31(91.2)  3( 8.8)

男子  29(69.0）  13(31.0）

女子 27(75.0)  9(25.0)

なし  22(73.3）   8(26.7）

あり 34(70.8) 14(29.2)

有職  39(73.6）  14(26.4）

無職 17(68.0)  8(32.0)

核家族  24(68.6）  11(31.4）

複合家族 32(74.4)  11(25.6）

参加なし  33(63.5）  19(36.5）

参加あり 23(88.5)   3(11.5）

参加なし  44(68.8）  20(31.3）

参加あり 12(85.7)   2(14.3）

Fisherの直接法　正確有意確率（両側）　*＜0.05

市の離乳食教室(後期) 0.327

性別 0.620

保育所入所 1.000

出生順位  0.001*

 0.031*市の離乳食教室(前期)

就業有無 0.602

家族形態 0.619

不安だった時期　
Ｐ値

表６　市の離乳食教室(前期）への参加と各種要因との関連（1.6歳児）

なし あり

第2子以降  37(84.1）  7(15.9）

第1子  15(44.1） 19(55.9）

なし  21(70.0）  9(30.0）

あり  31(64.6） 17(35.4）

有職  34(64.2） 19(35.8）

無職 18(72.0)  7(28.0）

Fisherの直接法　正確有意確率（両側）　*＜0.05

市の離乳食教室(前期）
Ｐ値

就業有無 0.610

出生順位  0.000*

保育所入所 0.805

表７　市の離乳食教室(後期）への参加と各種要因との関連（1.6歳児）

なし あり

第2子以降  43(97.7）   1( 2.3）

第1子  21(61.8）  13(31.2）

なし  26(86.7）   4(13.3）

あり  38(79.2）  10(20.8）

有職  41(77.4）  12(22.6）

無職 23(92.8)   2( 8.0）

Fisherの直接法　正確有意確率（両側）　*＜0.05

就業有無 0.204

出生順位  0.000*

保育所入所 0.548

市の離乳食教室(後期）
Ｐ値

表８　母親の食経験と負担感の関係性（1.6歳児）

人数（％）

食べなかった 食べた

あり  24(42.9）  32(57.1）

なし 12(54.5) 10(45.5)

あり  29(43.9）  37(56.1）

なし  6(54.5)  5(45.5)

あり  14(48.3）  15(51.7）

なし 22(44.9) 27(55.1)

あり  11(42.3）  15(57.7）

なし 24(47.1) 27(52.9)

あり  22(48.8）  23(51.2）

なし 13(40.6) 19(59.4)

あり   8(50.0）   8(50.0）

なし 27(52.9)  34(47.1）

あり  26(44.1）  33(55.9）

なし  10(55.6）   8(44.4）

Fisherの直接法　正確有意確率（両側）　*＜0.05

作る時の材料が偏る 0.496

離乳食教室への参加 0.817

作るのが苦痛・面倒 0.810

離乳食で不安だった時期

食経験（インスタント食品）

0.451

離乳食で困ったこと 0.534

Ｐ値

決まったものしか食べない 0.781

ベビーフードの利用 0.430

表９　母親の手伝い経験と負担感の関係性（1.6歳児）

人数（％）

なし あり

あり  9(16.4）  46(83.6）

なし 3(13.6) 19(86.4)

あり 12(18.5）  53(81.5）

なし    0（0) 11(100)

あり  3(10.3）  26(89.7）

なし 9(18.8) 39(81.2)

あり  8(30.8）  18(59.2）

なし 4(8.0) 46(92.0)

あり  9(20.0）  36(80.0）

なし 3(9.7) 28(90.3)

あり  3(18.8）  13(81.2）

なし  9(15.0）  51(85.0）

あり  8(13.8）  50(86.2）

なし  3(16.7）  15(83.3）

Fisherの直接法　正確有意確率（両側）　*＜0.05

決まったものしか食べない 0.708

ベビーフードの利用 0.716

作るのが苦痛・面倒  0.018*

作る時の材料が偏る 0.340

離乳食で困ったこと 0.195

離乳食教室への参加 0.518

手伝い経験
Ｐ値

離乳食で不安だった時期 1.000



表10　離乳食の状況調査（まとめ）

・入所時、調理担当者と担任とともに面談にて、聞き取り調査を実施。
　(14施設）
・食事の進み具合は、担任を通して確認する。(14施設）
・家庭で２回食を開始し、ペースがつかめてきたら保育所でも離乳食を
　開始する。（14施設）
・家庭から、家で食べているもののサンプルをもってきてもらう。
　(２施設）

・月に１回のお弁当の日を実施しているが、キャラ弁の傾向にある。
　(１施設）
・家庭で食育の関心が高まるよう保育所では取り組んでいるが、親の
　理解が乏しい。(１施設）
・卵をはじめるのが遅い。(２施設）
・離乳食の進め方がアバウトな人が多い。(１施設）
・家で食べる食材が偏っている。(１施設）

・第１子は離乳食の進み方が遅い子が多い。(１施設）
・第２子以降は、離乳食の進み具合が早い。（月齢のわりに大きいもの
　や固いものを食べている場合もある。）また、離乳食時より、味付け
　が濃くなる傾向の家庭も見られる。(２施設）
・０歳児は母乳が離乳食に影響している。夜中のおっぱいをやめたら、
　食事量が増えた子もいる。(１施設）
・１歳半～２歳ごろ急に食べなくなったり、野菜を嫌がったりするが、
　おやつは食べる。(２施設）

・咀嚼が悪く、あまり噛まない子がいる。(２施設）
・前歯で噛み、飲み込めない。(１施設）
・全年齢的に偏食がある。(３施設）

・魚の献立の時は、骨を警戒してなかなか食べない。(１施設）
・魚は意外と口に残りやすい。(１施設）
・魚の食べ方がヘタな子がいる。(１施設）

食事マナー

・食器に手を添えない。(１施設）
・はしの持ち方・使い方がヘタな子が多い。(３施設）
・食べる時の姿勢が悪い。(１施設）
・三角食べができない。(１施設）

その他 ・夏は、気温に影響されやすく、食欲もかわる。(１施設）

入所時の確認事項
〔離乳食〕

最近の保護者の傾向

２歳未満児の様子

全
体
的
な
様
子

気になる
食行動

２．市内保育施設での離乳食状況調査の結果 
 各項目における市内保育施設の状況を表 10 にまとめた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ．考察 

    授乳や食事については、「出産直後」と「離乳食開始の時期」に特に母親に負担感が強く感じられて 
おり、特に第１子の場合、経験の少なさからそれが育児不安につながっていると考えられる。また、「困 
ったこと」の内容を出生順位で見ると、第１子では、離乳食の作り方や選び方など基本的なことが多く 
みられるが、第２子以降では、「作るのが苦痛・面倒」「食べる量が少ない」など「経験」からくる悩み 
が多い傾向があると考えられる。さらに、保育施設での離乳食状況の結果とあわせ保護者の状況を客観 

的に見てみると、「第２子以降では、離乳食の進み具合が早い。」「離乳食時より、味付けが濃くなる傾 

向にある。」など第２子以降でも問題が見られることから、「経験」にかかわらず、離乳食について基本 

的におさえていくことが大切だと考える。また、１歳６か月になると、子どもの食事について「遊び食 
い」や「むら食い」「偏食」などの悩みが増えてきており、食事に対する不安感は、発達段階によって 
変化していくといえる。 
離乳食に対する不安感のある人にとって、市の離乳食教室は不安解消の受け皿にはなっているが、今 

回の調査では、実際に解消できているかまでは証明できなかった。また、４か月健診の調査では、約７

割の人が「離乳食教室に参加したい」と回答しているのに反して、１歳６か月健診の調査では「離乳食

教室に参加していない」と回答した人が６割だった。この結果と「市の離乳食教室への要望」を受け、



新規事業
・妊産婦期からの食育事業
　マタニティー教室の中で調理実習を実施する。

　する。

・保育施設との離乳食連絡会の実施

　調理実習をすることにより、母親自身の食生活の見直しととりわけ食（離乳食）についても紹介

　　乳児保育を実施している保育施設の調理担当者に集まってもらい、市より情報提供、保育施設
　からの意見交換等を行い、関係機関との連携を深める。

拡充事業
現　　状 新たな取り組み

*４か月児健診での集団指導 *乳児健診での集団指導
　・５～６名ずつの小グループで、離乳食について　・５～６名ずつの小グループで、離乳食につい
　 リーフレットやフードモデルを使い説明する。　　ておかゆや野菜スープなど実物を見てもらい

　　離乳食に対するイメージを持ちやすくする。
　・離乳食教室への普及・啓発

*離乳食教室 *離乳食教室
　◎月齢区分 　◎月齢区分の見直し
　ごっくん教室（対象生後５,６か月児） 　ごっくん教室　（対象生後５、６か月児）
　もぐもぐ教室（対象生後７～９か月児） 　もぐもぐ教室①（対象生後７、８か月児）
　かみかみ教室（対象生後10～18か月児） 　もぐもぐ教室②（対象生後９～11か月児）

　かみかみ教室　（対象生後12～18か月児）

　◎内容 　◎内容の見直し
　・離乳食作りのデモンストレーション 　　→手軽にできる離乳食作りの提案
　・離乳食の基本的な知識、正しい情報の提供 　　・冷凍方法

　　・大人の食事からのとりわけ方
　　・市販のベビーフードの使い方　　など

離乳食について課題があっても参加しない人への啓発を今後検討していきたい。 
母親の手伝い経験のない人では、「離乳食を作るのが苦痛・面倒」と思う人の割合が高かったことから、 

小さい時からの手伝い経験は大切であり、今後より一層、子どもの食育に力をそそぐ必要がある。 
 また、今回の調査では、母親自身の食生活の実態については調査していないが、母親の食生活が直接 
家族の食生活へ結びつくといわれていることから、離乳食の開始をきっかけに、母親自身が「食」の重 
要性を考え、食事を見直し、「食」への興味・関心をもつことが、子どもの「食」への意識を変え、負担 
ではなく、楽しんでいけるのではないかと考える。 
 
Ⅵ新たな提案 
 今回の調査結果より、来年度の栄養・食生活支援事業の見直しを行った。離乳食に対する知識の普及 
は、余裕をもって離乳食に取り掛かかれるよう出産前の妊娠期から取り入れることにする。また、離乳 
食開始前に行われる４か月健診時に、できるだけわかりやすく、すぐに実践できる離乳食作りを提案で 
きるよう、フードモデルではなく、実物を使った集団指導に変更を行う。 
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出雲市における産婦・乳児の個別支援の現状とフォローアップシステム 

                           出雲市役所 健康増進課 木村貴子 

Ⅰ. 緒言 

子育て家庭の孤立化、育児不安を持つ母親の増加、児童虐待の増加を背景に、厚生労働省は平成 19

年度から次世代育成支援対策交付金による「生後４か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事

業）」を創設した。平成 23 年度からは子育て支援交付金交付要綱の中の、次世代育成支援対策推進事業

において、乳児家庭全戸訪問事業が盛り込まれている１）。出雲市では、平成 20 年度から市の保健師及

び市が委嘱した助産師による生後１か月前後の産婦・乳児全戸訪問を実施してきた。生後３か月ごろに

は、地域の身近な子育て支援者を登用した全戸訪問事業も行っている。また、妊娠届出時には保健師が

個別に面談し、虐待予防の観点から 12 項目のチェックを行い、必要な場合は妊娠中からの関わりを持

つとともに、出生後は原則保健師が家庭訪問して必要な支援につなげている（図１）。 

 近年は、児の問題よりも、養育に対する不安定さ等の母親の問題を感じることが多々あり、母親の心

の健康状態やあかちゃんに対する思いを理解した上での育児支援の充実が急務であると感じている。平

成 20 年３月に策定した出雲市健康増進計画において、心の健康を「健康いずもプロジェクト」として

重点課題に位置付け、産後うつ病の早期発見と対応の充実を図りつつある。これまでも母親の精神面等

のフォローアップについては保健師・助産師で相談しながら行ってきた。しかし、個人の力量等により

その把握・支援方法は様々であり、また、担当者で完結し、保健師及び助産師で共有することができに

くい状況にあった。 

そこで、平成 23 年７月から産婦・乳児訪問において、「エジンバラ産後うつ病質問票」（以下、ＥＰ

ＤＳとする）、「育児支援チェックリスト」、「赤ちゃんへの気持ち質問票」の３つの質問票を共通ツール

として用いることとした２）。ＥＰＤＳは母親の抑うつ感や不安の評価を行うためのもので、30点満点中

９点以上を産後うつ病とスクリーニングする。「育児支援チェックリスト」は、母親に対するサポート

を含めた育児環境の評価を行う。「赤ちゃんへの気持ち質問票」は、育児の負担や赤ちゃんへのさまざ

まな気持ちを評価するためのもので、点が高いほど赤ちゃんへの否定的な気持ちが強い。 

ここでは、保健師・助産師がこの共通ツールを使って行うフォローアップの現状と活用した評価を明

らかにし、本市における精神面等のフォローアップの必要な母親への支援システムを検討することを目

的とする。 

Ⅱ. 方法 

１．フォローアップの現状 

１）対象  
平成 23 年 7 月以降に、保健師及び助産師が産婦・乳児訪問として家庭訪問した 350 事

例（入力順）である。  
２）方法  

家庭訪問の際に、母親の同意を得て共通ツールを母親に自己記入してもらったのち、保

健師・助産師が詳細な聞き取りを行い、総合的なフォローアップの要・否を判断する。訪

問した保健師・助産師は訪問記録及び共通ツールの写しを担当に提出する。また、健康増

進課長の許可を得て、個人が特定できないようにしたデータを用いた。  
３）内容  
 訪問時の月齢、出生順位、出生体重、出生週数、訪問先（自宅または里帰り先）、家族

形態、出生届出時の栄養方法、妊娠届出時にフォローアップの必要な家庭と判断したか否



か、家庭訪問時の児の体重、家庭訪問時の栄養方法、共通ツールの点数・結果、保健師・

助産師のフォローアップ要否の判断である。  
４）倫理的配慮  

氏名や住所、母親の生年月日等を除外し、個人が特定できないようにしたデータを用い

た。  
２．活用の評価 

１）対象  
共通ツールを用いて家庭訪問した保健師及び助産師 32 名である。  

２）方法  
無記名自記式質問紙調査である。  

３）内容  
共通ツールの評価を、情報把握、母親への支援、専門職の積極性、総合的なフォローアップ対象

把握の４項目をそれぞれ４段階尺度で行う。また、必要な体制・施策を自由記述で求める。 
４）倫理的配慮 

無記名自記式質問紙調査とした。  
Ⅲ. 結果 

１． フォローアップの現状 

 対象への訪問は、市外への長期里帰り等の特別な事情がある場合を除き、ほとんどの家庭へ生後２か

月までに訪問し、自宅以外（里帰り先）への訪問が 16.0％、自宅への訪問が 84.0％であった。家族形態

は、約 70％が核家族を占めていた（表１）。出生週数は 36 週以下が 6.3％で 37 週以上は 93.7％であっ

た。訪問を担当した職種の内訳は、初回訪問は保健師が 46.0％、助産師が 54.0％であった。妊娠届出時

の個別面談でフォローアップが必要だと判断した家庭は 350 件のうち 39 件であり、保健師が 30 件、助

産師が 9 件訪問していた。 
 初回訪問後、総合的なフォローアップが必要と判断した事例は、350 事例中 97 事例（27.7％）であ

った（図２）。家族構成については、核家族のうち 30.9％、複合家族のうち 20.6％を要フォローとして

いた。出生順位では、第１子は 37.1％、第２子は 19.3％、第３子は 19.7％、第４子以降は 33.3％を要

フォローとしており、第１子のフォローアップ率が高かった。訪問先（里帰り先か自宅か）でのフォロ

ーアップ割合の差はなく、１日体重増加量の平均値においても有意な差は認めなかった。 
ＥＰＤＳが９点以上であった母親は 41 名であり、350 名のうちの 11.7％であった。41 名のうち、40

名についてはフォローアップが必要と判断していた。訪問時の児の月齢（産後の日数）でのＥＰＤＳ高

得点者の割合に有意な差はなかった。 
 ＥＰＤＳと赤ちゃんへの気持ち質問票との点数との相関は有意（ｐ＜0.01）であり、ＥＰＤＳが高得

点である母親は、赤ちゃんへの気持ち質問票の得点も高い傾向にあるといえる。しかし、ＥＰＤＳが９

点未満であっても、赤ちゃんへの気持ち質問票についてききとりを行った結果フォローアップが必要と

判断している事例は 15 事例あった。15 事例の赤ちゃんへの気持ち質問票の点数は最低２点最高 10 点

であった。 
妊娠届出時の個別面談でフォローアップが必要と判断した家庭 39 件のうち、初回訪問時にフォロー

アップが必要と判断したのは 17 件であり、43.6％と高いフォローアップ率であった。 
ＥＰＤＳと育児支援チェックリストとの関連については、母の精神的な既往歴、経済的な不安、現在

の子育て環境（住居など）への不満足が有意に関連していた（ｐ＜0.05）。 



フォローアップ内容は、サービス等の紹介（健康相談、出かける場、医療機関等）67 件、要再訪問

23 件、要電話連絡 16 件、保健師に連絡（助産師訪問の場合）16 件、その他（４か月時健診等でフォロ

ー）９件であった。要再訪問と判断している 23 件のうち、19 件は再訪問をしており、残りの４件は母

の仕事復帰や長期里帰りのため電話連絡でフォローアップしていた。保健師に連絡となっている 16 件

のうち、9 件は母親の精神面が気になった事例であり、このうち 8 件は保健師による再訪問を実施し、

１件は電話連絡していた。再訪問した 27 件のうち、17 件について 2 回目の訪問でＥＰＤＳを実施し、

9 点未満に下がっていた事例は 11 件、9 点以上であったのは 6 件であった。下がっていた事例への支援

内容としては、育児・家事方法の具体的な助言、母の不安な思いの傾聴、児に疾患のある母親に他の事

例の話をして具体的なイメージを持たせたこと、健康相談や出かける場の紹介があった。また、買い物

や旅行などに出かけられるようになったことや、児がよく寝るようになったり笑うようになったりした

ことで、母の安心感・充実感が増し、点数が下がったと思われる事例もあった。親の精神面の問題から、

出産病院へ連絡し相談するようすすめた事例は３件あったが、訪問後新たに精神科医療機関へつなげた

事例はなかった。 

２． 活用の評価 

 共通ツールを使用して家庭訪問した保健師・助産師 32 名のうち、31 名から回答があった（回答率

96.9％）。職種の内訳は保健師２４名、助産師７名であった。 
 ＥＰＤＳ、育児支援チェックリスト、赤ちゃんへの気持ち質問票ともに、役に立ったまたはどちらか

と言えば役に立ったとの回答が 100％であった（図３）。また、これらの３つの質問票活用の効果につ

いて、情報把握、母親への支援、専門職の積極性、総合的なフォローアップ対象把握の４つの評価指標

からみると、情報把握及びフォローアップ対象把握については高い評価であった（図４）。母親への支

援及び専門職の積極性については、有意な差は認めなかったが、経験年数の多い保健師・助産師のほう

が低い傾向にあった。 
 専門職が訪問する時間（家庭に滞在する時間）は、導入前は 53.7±15.9 分、導入後は 71.5±20.0 分

と増えていたが、共通ツールの活用は、８名（25.8％）が自分のために役に立っている、23 名（74.2％）

が対象者（母親・家族）と自分の両方のために役に立っている、と活用に前向きであった。 
また、「今までよりも母親の精神面や経済面等の心配事が把握しやすく、それに対する支援につなげ

ることができた」、「経験の少ない新任保健師にとって質問票があると話がしやすくてよい」、「今までい

かに表面的な部分だけしか相手の気持ちをきいていなかったなと思った」等の感想があった。必要な体

制・施策としては、経験年数に関係なく、定期的なケース検討会及び事例検討会の実施、医療機関との

連携強化、フォロー台帳の整備等内部での管理体制の強化が多くあがっていた。 
Ⅳ. 考察 

 ＥＰＤＳが９点以上だった母親の割合 11.9％は、先行研究３）４）との大きな差はないがやや低かった。

また、ＥＰＤＳの高得点者は赤ちゃんへの気持ち質問票得点が高いことは、先行研究３）結果を支持する

ものであった。ＥＰＤＳが低い得点でも、児への否定的な気持ちが強く児への愛着が少ない事例も少な

からずあり、ＥＰＤＳとともに赤ちゃんへの気持ち質問票を活用することが有効であるといえる。また、

妊娠届出時の面談結果フォローが必要であると判断した家庭については、特に育児支援チェックリスト

を用いて育児支援状況等を確認することで、支援の必要な家庭の絞り込みができていると考えられる。

支援の必要な事例を見逃さないため、母親の背景を理解して確実な支援を行うため、３つの質問票を活

用することが有効であると考える。 
 今回の研究では多くが児の出生後 2 か月までの早期に家庭訪問ができており、時期によるＥＰＤＳ高



得点者の割合に差はなかったが、鈴宮らはＥＰＤＳの高得点者は産後早期ほど高い傾向にあると述べて

おり３）、今回のように産後早期に実施する産婦・乳児の家庭訪問時に共通ツールを活用することが有効

であると考える。 
現在妊娠届出時に、経済的な不安と住居の不安については自己記入してもらって確認している。今後

は、母の精神的な既往歴についても自己記入してもらうと、早期から支援の必要な母親との関係を築く

ことができ、産後もなるべく早い時期での家庭訪問につながると思われる。 
保健師・助産師は共通ツールについて高く評価しており、今後も産婦・乳児訪問時に継続して共通ツ

ールを活用して、フォローアップの必要な母親を確実に把握し、継続的に関わり、支援に結び付けてい

くことが重要である。また、継続的な支援の結果、母親の心の健康状態がどう変化したのか評価するた

めのツールともしていく。経験年数の多い保健師・助産師が評価指標「母親への支援」について低い傾

向にあったのは、支援開始後、母親の行動変容等がすぐに表れるものではなく、支援を継続して長期的

に行っていく必要があると認識しているためと思われる。また、「専門職の積極性」については、元々

家庭訪問の重要性を認識し、高いスキルを持っており、訪問に対して積極的であったためだと考える。 
共通ツールの導入後１件の訪問にかかる時間が増えていることや、比較データはないがフォローアッ

プする家庭も増加していると推測されることは課題である。しかし、確実にフォローアップを行い、子

育て等について心配なことを相談してもらえる関係を築くことで、虐待をはじめとする大きな問題が起

こることを予防できるという長期的な目線でのメリットを優先させていくことが必要だと考える。 
 今後の体制として、訪問時の共通ツールの活用によるアセスメントとともに、ＥＰＤＳが 9 点以上の

事例、自殺念慮・自殺企図項目に該当する事例、児への否定的な気持ちの強い事例については訪問後早

期のカンファレンスを必須化し、情報の共有やフォローアップ計画を話し合い、継続的な支援をしてい

くことのできるシステムを構築していく必要がある。そのため、共通ツールの点数やフォローアップの

必要な理由、継続支援状況を健康管理システムに入力できるようシステム改修を行っていきたい。また、

保健師・助産師のスキルアップのため、自主研修として事例検討会を実施していくことも必要だと考え

る。 
Ⅴ．結論 

産婦・乳児の個別支援において、共通ツールを活用することにより、支援の必要な家庭を見逃すこと

なく把握でき、継続支援につなげることができる。また、確実なフォローを行うためのシステムとして

共通ツールの活用とともに、訪問後早期のカンファレンス、健康管理システム改修、保健師・助産師の

スキルアップのための事例検討会を実施していく必要がある。 
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表１ 訪問した事例の概要（ｎ＝３５０）

出生順

１子 ２子 ３子 ４子～ 計（人）

訪問月齢０か月 ４８ ３２ １７ ３ １００

１か月 ７８ ６８ ４０ ２ １８８

２か月 ２８ １７ ８ １ ５４

３か月 ３ ２ １ ０ ６

４か月～ ２ ０ ０ ０ ２

家族形態

核家族 １２１ ７８ ４１ ３ ２４３

複合家族 ３８ ４１ ２５ ３ １０７

訪問先

自宅以外 ３２ １４ １０ ０ ５６

自宅 １２７ １０５ ５６ ６ ２９４

 
 
 
 
 

図３ 共通ツール活用の評価１

 
 
 
 

図５ 新たな提案

産婦・乳児訪問

カンファレンス
（訪問後早期に実施）

継続的なフォローアップ
・継続訪問（すこやか訪問含め）
・医療機関紹介
・グループミーティング紹介 など

フォロー否（終了）
児のフォロー

再訪問・健康相談等母のフォロー

再訪問（原則２週間後） フォロー否（終了）

サービスの紹介・健診等での見守り

・自殺企図項目該当

・赤ちゃんへの否定
的な気持ち強い

ＥＰＤＳ9点以上

虐待が疑われる場合は
子育て支援課に相談

ＥＰＤＳ9点以上

・共通ツールの点数
・フォローアップの必要な理由
・継続支援状況

システムに入力

事例検討会（自主研修）

図１ 出雲市の母子保健の流れ

時期 サービス

妊娠期

分娩

新生児期
乳児期

出生届

母子健康手帳交付妊娠届

ポピュレーションアプローチ

１か月

ハイリスクアプローチ

妊婦本人と保健師が面接し
1 2リスク項目の有無の確認

該当項目あれば
オレンジマーカー

出生票の作成
妊娠届出時の状況の変化の確認

産婦・乳児訪問（保健師・助産師）

①育児支援チェックリスト
②エジンバラ産後うつ病質問票
③赤ちゃんへの気持ち質問票

２～３か月

４か月

あかちゃん声かけ訪問

４か月児健診

１歳６か月

３歳

１歳６か月児健診

３歳児健診

継続乳児家庭訪問

お母さんへの子育てアンケート

必要時、すこやか訪問

にこっとティータイム

グループミーティング

図２ フォローが必要と判断した９７事例の現状
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図４ 共通ツール活用の評価２
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新たな提案 

 

１．産婦・乳児家庭訪問時及び継続訪問時においての共通ツールの活用継続 

 

２．訪問結果記録の総合判断欄の記載項目追加 

 フォロー要否のほか、フォローが必要と判断した理由を選択できるように記載項目を追加する。 

 

３．訪問後のカンファレンスのシステム化 

カンファレンスを実施する基準を設け、タイムリーに情報共有・支援方針検討ができるようにシステ

ム化する。 
 
１）カンファレンス実施の基準（いずれかに該当） 

  ・ＥＰＤＳ９点以上（２回訪問後。初回訪問でＥＰＤＳが９点以上だった場合は原則再訪問） 
・ＥＰＤＳの設問 10（自殺企図）に点数がつく場合 
・赤ちゃんへの気持ち質問票において、赤ちゃんへの否定的な気持ちが強くみられた場合 
・その他、カンファレンスが必要だと判断する場合 
 

 ２）メンバー（原則） 
 【本庁及び平田・大社・斐川支所】 
  ・訪問者（地区担当保健師） 
  ・係長 
  ・事業担当保健師 
 【佐田・多伎・湖陵支所】 
  全保健師（河南連絡会時） 
   ※カンファレンスにおいて虐待が疑われると判断した場合は、子育て支援課（児童相談担当課）

へ相談 
 
 ３）内容 
  情報の共有と今後のフォローアップ計画 
 
４．事例検討会（自主研修）の実施 

保健師・助産師のスキルアップのため、自主研修として年に１～２回事例検討会を実施し、支援後の

振り返りや支援方法の検討を行う。 
 
５．健康管理システムの改修 

フォローアップを確実に行うために、産婦・乳児家庭訪問後における現在の健康管理システム入力内

容に加え、訪問時の共通ツールの点数及びフォロー要否の判断の根拠、継続支援の状況などを入力でき

るよう、健康管理システムを改修する。平成 25 年度の改修にむけ、平成 24 年度中に内容等検討する。 
 



小児生活習慣病予防のためのシステムづくり～歯科保健を切り口に～ 

 

飯南町役場 保健福祉課 山戸 由紀 

 
Ⅰ．はじめに 
 システムづくりとは、個々の要素が相互に影響し合いながら、全体として機能するまとまりや仕組み
をいう。飯南町では乳幼児期の保健活動全般において、小児の生活習慣の問題点を十分に把握できてい
ない、その問題点が課内や関係者間で共有化できていないという課題があった。 
 保健活動を行う上で、町をあげて皆が同じ方向を向き、なおかつ継続した取り組みが必要である。 
今回、乳幼児のむし歯が多いことから、歯科保健対策を切り口に、母子保健活動のシステムづくりを

目指した。システムづくりの手順として、具体的なむし歯対策を提示できるよう、データを分析し、課
題の把握を行い、システム化の対象を保健福祉課、母子保健専門部会とし、課題や今後の保健活動の共
有化を行った。 
 
Ⅱ．研究目的 
飯南町では、乳幼児に対する歯科保健活動として、乳幼児健診（対象、４～５か月児、９～１０か月

児）、１歳６か月児健診、および３歳児健診での親子の歯科健診、歯科保健指導、保育所でのむし歯予
防教育、ブラッシング指導、フッ化物の応用等を行ってきたが、保健師それぞれが個々で主観的に生活
習慣の問題点を漠然ととらえて活動していた。しかし、平成２１年度の１歳６か月児のむし歯有病率６．
１％、一人平均むし歯本数０．１５本、および３歳児のむし歯有病率４１．７％、一人平均むし歯本数
１．６１本はここ数年、島根県の数字よりも高い状況にあった。 
そこで、母子保健活動のシステムづくりを行うことを目的に、客観的な課題把握が不可欠と考えた。

はじめに、乳幼児健診で収集した情報をデータベース化し、飯南町における１歳６か月児および３歳児
のむし歯に影響する家庭環境・生活習慣の要因を明らかにした。そして、どの時期にどんなむし歯対策
が必要かを明確にするためにデータ分析、課題把握を行い、保健福祉課や母子保健専門部会において、
今後の母子歯科保健対策を検討した。 
次に、今後の母子保健対策の検討前後の保健福祉課職員や母子保健専門部会委員の意識の変化を調査

し、データ分析に基づく課題把握がシステムづくりに及ぼす影響を評価した。 
 
Ⅲ．研究方法 
１．１歳６か月児歯科健診、３歳児歯科健診データの分析 
【調査対象】平成１７年度から平成１９年度に出生した児の１歳６か月児健診、３歳児健診のデータを
分析した。受診者数は、１歳６か月健診が８９名、３歳児健診が９５名であった。 
【分析項目】 
１）１歳６か月児と３歳児の家庭環境・生活習慣に関するアンケート項目と、１歳６か月児と３歳児の
むし歯有病率、一人平均むし歯数を分析した。 

２）１歳６か月と３歳で「あめ」、「チョコレート」、「アイスクリーム」、「ジュース」、「菓子パン・まん
じゅう」、「手作りおやつ」のうちでよく食べると回答した品目数とむし歯との関係や家庭環境・生活
習慣の関係について分析した。 

３）平成１０年から平成２０年における１歳６か月児歯科健診でむし歯があった者のみを抽出し、家庭
環境・生活習慣を分析した。 
なお、回答の得られなかった項目は、それぞれの集計から除外して算出した。各家庭環境・生活習慣

におけるむし歯有病率の有意差検定にはχ２検定を、一人平均むし歯本数の有意差検定には、ウェルチ
ｔ検定を用いた。 
２．保健福祉課職員への調査 
【調査内容】データ分析前後に母子保健対策の課題と感じていること、業務改善に対する意識の変化を 
聞いた。 
【調査対象】飯南町役場保健福祉課の職員で、保健部門保健師３名、栄養士１名、保健部門事務職員１名。 
【調査方法】事前は個別インタビューを行った。 

事後はデータ分析結果の報告をし、職員の感想を聞いた。 
【調査時期】平成２３年９月、平成２４年１月。 
３．母子保健専門部会への調査 
【調査内容】データ分析前後に母子保健対策の課題と感じていること、今後の具体的な母子歯科保健対
策について意見を聞いた。 
【調査対象】母子保健専門部会メンバー：学校養護教諭７名、保育所所長４名、学校栄養教諭１名、歯
科衛生士１名。 
【調査方法】事前は議事録よりまとめた。 

事後はデータ分析結果の報告会を開き、委員の感想を聞いた。 



【調査時期】平成２１年度及び平成２２年度の部会の議事録を調査した。 
４．倫理的配慮 
 調査においては、対象者について得られた個人情報について、匿名性および秘密保持を行うことに配
慮した。 
 
Ⅳ．結果 
１．データ分析結果 
１） １歳６か月児の家庭環境・生活習慣とむし歯の状況 
１歳６か月児のむし歯有病率と一人平均むし歯本数に有意差が認められた家庭環境・生活習慣はなか

った。（表１）  

２） ３歳児の生活習慣とむし歯の状況 
一人平均むし歯本数で有意差が認められたのは、「性別」（男＞女）、「家族形態」（核家族＞複合家族）、

「父とのふれあい」（父とのふれあいが毎日ある＞父とのふれあいが時々ある、ほとんどなし）、「その
他家族とのふれあい」（祖父母等とのふれあいが毎日ある＞祖父母等とのふれあいが時々ある、ほとん
どなし）、「くせ」（くせがある＞くせはなし）であった（表１） 
３） １歳６か月児の生活習慣と３歳児のむし歯の状況 
３歳児の一人平均むし歯本数に有意差の認められた１歳６か月の家庭環境・生活習慣は、「相談相手



の有無」（相談相手なし＞相談相手あり）であった。（表１） 
 
４） おやつとむし歯の関係 
１歳６か月、３歳それぞれにおいて、おやつの種類別によ

く与えている者とそうでない者とのむし歯有病率、一人平均
むし歯数を比較したときに、むし歯の状況に有意差が認めら
れたものは「手作りおやつ」（手作りおやつを食べる＞手作
りおやつを食べない）のみであった。このことから「手作り
おやつ」に加え、砂糖が含まれている「あめ」、「チョコレー
ト」、「アイスクリーム」、「ジュース」、「菓子パン・まんじゅ
う」の７品目にしぼって、よく与えているとした品目数別に
むし歯の状況を比較した。 
１歳６か月での「手作りおやつ」、「あめ」、「チョコレート」、

「アイスクリーム」、「ジュース」、「菓子パン・まんじゅう」
の摂取状況とむし歯の関係に有意差は認められなかったが、
３歳では「手作りおやつ」、「あめ」、「チョコレート」、「アイ
スクリーム」、「ジュース」、「菓子パン・まんじゅう」のうち
よく食べるとした品目数が多いほどむし歯有病率、一人平均
むし歯数は高かった。（図１、図２） 
 

また、３歳児の「手作りおやつ」、「あめ」、「チョコレート」、
「アイスクリーム」、「ジュース」、「菓子パン・まんじゅう」
の摂取状況と有意差が認められた家庭環境・生活習慣は、
「既往歴」（既往歴がある＞既往歴がない）「就寝時間」（就
寝時間が遅い＞就寝時間が早い）であった。（表３） 
５） 平成１０年から平成２０年における１歳６か月

児歯科健診でむし歯があった者の家庭環境・生活習
慣 

１０年間で１歳６か月時にむし歯のあった子は、 
１４名、一人平均むし歯本数は、２．５７本であった。家
庭環境・生活習慣として、該当者が半数を超えていたもの
は、第３子以上が１４名中８名、複合家族が８名、就寝時
間が２２時以降の子が８名、その他家族とのふれあいが毎
日ある子は１２名があげられた。傾向としては、出生順位
が遅く、複合家族で祖父母とのかかわりがある子、また、
就寝時間が遅い子にむし歯が多かった。 
４本以上のむし歯のある子が、昼間の保育者祖父、祖母

の子で見られた。 
 
Ⅴ．考察 
１． むし歯と家庭環境・生活習慣について 
 今回の分析結果では、３歳で「手作りおやつ」、「あめ」、
「チョコレート」、「アイスクリーム」、「ジュース」、「菓子
パン・まんじゅう」のうちよく食べるとした品目数が多い
ほどむし歯有病率、一人平均むし歯数は高かったことから、
砂糖の入ったおやつを食べることが３歳児のむし歯を増
やす原因になることが認められた。小松﨑らは、早期から
のショ糖摂取機会の増加がミュータンス菌数の増加に結
びついている可能性が示唆されている１）と報告している。
このことからより早期からの砂糖の摂取がむし歯に大き
く関わっていることが分かった。 
また、三藤らは、甘味食品の摂取時期が早いほど、間食

回数が多い２）と報告し、阿部らは、間食回数は１歳６カ
月時から２歳６カ月時にかけて増加する、また、間食時間
の規則性についても、決めていないと回答した群が１歳６
カ月から２歳６カ月の間に増加していると報告している

３）。そして、三藤および宮田らは、間食時間の規則性がな
し群は１歳６カ月児および３歳児ともに、高いむし歯有病率を
示した２）４）としている。 

今回１歳６か月児の家庭環境・生活習慣は３歳児のむし



歯には関連はなかったが、１歳６か月以降から３歳の間に家庭環境・生活習慣の影響で、間食回数が増
え、間食時間が不規則になることで、むし歯有病率が高くなったこと、および、砂糖の入ったおやつの
摂取が３歳児のむし歯を増やすことから、１歳６ヶ月から３歳への間食についての介入が必要と考えら
れる。 
また、３歳時におやつを食べる環境として就寝時間に有意差が認められているが、宮田らは夕食後に

間食をとらない群は間食をとる群に対して有意に齲歯数が少ない４）と報告していることから、就寝時間
が遅いと、夕食後の間食をとる機会も増えると推測されるため、今後の乳幼児健診の問診等で、就寝時
間と夕食後の間食との関連性も聞き取る必要性があると考えられる。 
今回、３歳児の一人平均むし歯本数について有意差が認められたのは、「性別」（男＞女）、「家族形態」

（核家族＞複合家族）、「父とのふれあい」（父とのふれあいが毎日ある＞父とのふれあいが時々ある、
ほとんどなし）、「その他家族とのふれあい」（祖父母等とのふれあいが毎日ある＞祖父母等とのふれあ
いが時々ある、ほとんどなし）、「くせ」（くせがある＞くせはなし）であった。三藤は、祖父母との同
居の場合、３歳時の間食回数が有意に多くなるため、齲蝕発症に祖父母の関与は関連する２）。と報告し
ていることから、祖父母とおやつとの関連は考えられる。一方相澤は、歯科保健行動の実行の有無には
子どものう蝕予防に対する母親のさまざまな意識が関連し、母親のう蝕予防への関心が高いほど子ども
のう蝕発症が少ない５）としていることから、母親の養育態度が子どものむし歯に影響を与えていると考
えられる。母親は育児の主な担い手であることから、今回祖父母よりもまず両親に対しての指導が必要
と考える。 
２． １歳６カ月から３歳へのアプローチについて 
 １歳６カ月から３歳にかけて、むし歯有病率が６．１％から４１．７％、一人平均むし歯本数が０．

１５本から１．６１本と急増していることから、１歳６カ月から３歳にかけてポピュレーションアプロ
ーチによる歯科保健活動が必要である。 
末續らは、１歳６カ月児歯科健診でむし歯のなかった者は、２歳児歯科健診を受診し、保健指導を受

けた群が受けなかった群に比べて３歳児歯科健診での齲蝕有病率が少ない６）、また１歳６カ月から３歳
までの間に間食や歯みがきに関して良い習慣に変わったと考えられる者は、歯科保健事業への参加回数
が多かった６）と報告している。このことから、１歳６カ月から３歳までの歯科保健に関する専門家の関
わりを保護者特に母親に対して増やす必要がある。さらに小松﨑らは、幼児期の歯科保健活動では保護
者に対する食習慣・生活習慣指導に密接に関わることが可能であり、幼児期以降の生活習慣病予防も含
めた幅広い視点から指導効果を高めれば、直接的な齲蝕リスク要因である口腔環境の悪化を抑止するこ
とも可能である１）と報告している。３歳までの時期に生活習慣病予防を含めた指導をしていくことで、
３歳以降も規則正しい生活習慣の継続が可能になると考える。 
３． １歳６か月までのアプローチについて 
 １歳６カ月でのむし歯有病率は４．５％と低かったが、むし歯がある子の一人平均むし歯数は２．５
７本と多かったことから、１歳６カ月まではむし歯のあった子に対してのハイリスクアプローチが重要
であると考えられる。 
三藤らは、甘味食品の摂取時期が早いほど、むし歯発症、重症化の要因となり、その後多くの食習慣、

生活習慣との関連がある２）と報告している。今回飯南町では、家庭環境・生活習慣が「出生順位第３子
以上」、「家族形態複合家族」、「就寝時間２２時以降」、「その他家族とのふれあいが毎日ある」という児
にむし歯がある傾向がみられたことから、９～１０か月健診でこれらの生活習慣がある児を問診で拾い
出し、１歳６か月までに甘味食品を与えないようにするための指導が必要であると考えられる。具体的
には、育児相談の案内と併せて、むし歯予防パンフレットを持参し、個別訪問による指導が必要と考え
る。また、笹原らは、子どもの出生順位が遅い母親ほど、良好な歯科保健行動が期待される７）としてお
り、飯南町での結果と異なった報告をしている。飯南町では母親に対し、正しい歯科保健の情報がいき
わたっていないとも推測される。このことから、むし歯予防についての個々に合った正しい知識を啓発
するため、乳幼児健診での歯科保健個別指導を行う必要がある。 
４．  保健福祉課職員、母子保健専門部会での取り組みについて 
 今まで乳幼児のおやつの食べ方に対しては健診時の指導内容に入れていたが、内容はスナック菓子に
ついてであり、砂糖よりも脂肪分やカロリーを中心に行っていた。今回砂糖が３歳児のむし歯との関連
があることが認められたので、間食回数、間食の規則性、間食の量に対する指導を乳幼児はもちろんの
こと、学童に対しても継続した取り組みが必要と考えられる。現在学童期は規則正しい生活習慣の継続
のための取り組みをすでに行っている。また、間食についても、生活習慣病予防として学習する時間を
設けている学年もある。学童では、夕食前の時間でおやつを食べる子が多く、おやつの量が食事に影響
を与えると考えられることから、食事の前後におやつを食べないこと、おやつの量や内容、組み合わせ
についても保護者を含めて継続して取り組む必要があると考える。 
また今回「手作りおやつ」が３歳児のむし歯と関連していることがわかり、保健福祉課職員や部会の

委員も今までどちらかというとよい認識をしていたものだったことから、「手作りおやつ」の内容や量
について改めて健診時の問診での聞き取りが必要と考えた。保育所ではほとんどが「手作りおやつ」で
あり、調理職員への聞き取りを行う中で、例えば、パイシートや加糖ヨーグルト、ホットケーキミック
スなど砂糖がもともと入っている既製品の使用について、今後検討が必要と考えた。保育所では、その
日食べたおやつを保護者に対し提示していることから、おやつを手作りする際の既製品に含まれる砂糖



の量などの注意点も含めて保護者へも伝えていく必要があると考える。 
また、むし歯予防については、甘味食品の摂取のみでなく、ブラッシング、歯質強化も合わせて実施

していくことが重要である。ブラッシングについては今回むし歯との関連が認められなかったが、小松
崎らは、仕上げみがきの励行がミュータンス菌数の増加を防ぎ、う蝕の初発抑止に寄与している１）と報
告している。さらに、阿部は早期からの歯みがき習慣の確立が２歳６カ月時のう蝕発病に影響を与えた

３）と報告していることから、従来から行ってきているブラッシング指導に加え、早期からの個別指導が
必要と考える。 
歯質強化については飯南町でもフッ素塗布、フッ素洗口を実施している。笹原らは、母親のフッ化物

応用に対する知識や態度の違いが、子どものフッ化物塗布回数に大きく影響している８）と報告しており、
２歳からフッ素洗口が始まるまでの期間に定期的なフッ素塗布が定着するよう、保護者に対してフッ化
物に関する普及啓発が今後さらに必要と考える。 
今回システム作りのスタートとして、課題の要点をメンバーに対しわかりやすく伝えることが大前提

であったが、うまく伝えることができなかったと評価する。データを丁寧に分析し、結果を受け止め、
正しい情報を的確に伝える力は、職員の地域の健康課題把握能力向上にもつながる今後の大きな課題で
あると考える。 
 
Ⅵ．結論 
１． むし歯に影響する家庭環境・生活習慣の要因について 
 今回、１歳６か月以降から３歳の間で家庭環境・生活習慣が影響し、間食回数が増え、間食の時間が
不規則になったことおよび、砂糖の入ったおやつを早期から食べることが３歳児のむし歯に大きく関わ
っていることが分かった。また、むし歯を増やす原因として、母親の養育態度が反映されることがわか
ったことから、１歳６カ月から３歳に対しての間食指導を、祖父母よりまず両親へ対して行うことが必
要である。 
２． １歳６カ月から３歳へのアプローチについて 
 １歳６カ月から３歳にかけてむし歯有病率、一人平均むし歯数ともに急増することから、ポピュレー
ションアプローチによる歯科保健活動が必要である。この時期に歯科保健指導の機会を増やすことで、
間食や歯みがきに関しての保護者の意識が高まり、よい生活習慣と変化しやすく、むし歯を減らすこと
につながるため、現在行っている母子保健事業をはじめとする保健事業（図３）に加え、間食回数及び
間食の規則性を含めた生活習慣病予防対策が必要となる。 

図３  保健活動一覧 

３． １歳６カ月までのアプローチについて 
 １歳６か月までのむし歯有病率は低かったが、むし歯のある子の一人平均むし歯数は多かったことか
ら、１歳６か月まではむし歯のあった子に対してのハイリスクアプローチが重要である。 
 今回むし歯がある子に見られた家庭環境・生活習慣の傾向は「出生順位第３子以上」、「家族形態複合
家族」、「就寝時間２２時以降」、「その他家族とのふれあいが毎日ある」であったため、これらに対し、
１歳６か月までに甘味食品を与えないようにするための個別訪問指導が必要である。 



４． 保健福祉課職員、母子保健専門部会での取り組みについて 
システムづくりを行う上で、データを丁寧に分析し、結果を受け止め、正しい情報を的確に伝える力

は、職員の地域の健康課題把握能力向上にもつながる今後の大きな課題である。 
 

Ⅶ．新たな提案 

 今回むし歯に影響する家庭環境・生活習慣の要因はデータ分析により明らかになったが、課題の要点
を絞り、保健福祉課職員や母子保健専門部会の委員に正確に伝えることができなかった。下記のむし歯
対策を提案し、この提案事業を、母子保健事業に携わる保健福祉課職員、母子保健専門部会委員個々の
要素が相互に影響し合いながら、全体として機能し、事業を実施していくことを目指すことが必要であ
る。そのためには、新たなデータ分析を積み上げ、地域の健康課題を把握し、分かりやすく提示してい
く能力が求められる。（表４） 
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生活習慣確立のための乳児期からのアプローチの必要性について 
～早寝早起きを中心にして～ 

浜田市 弥栄支所 市民福祉課 上見典子 
 
Ⅰはじめに 
  近年、子どもの生活リズムの夜型化が問題になっている。当市でも、1 歳 6 ヶ月児健診ですでに子

どもが寝ないなどしつけに苦慮している保護者が多くおられ、生活リズムが身についていく過程の早

い時期（乳児期）から望ましい生活習慣をつけていくことが必要であると感じる。そのため、乳児期

から保護者へ適切な助言を行い、子どもの生活習慣確立をはかるはたらきかけを行うことが重要であ

ると考える。 
しかし、現在実施している乳幼児健診は「発達支援」や「虐待予防」が中心となり、適切な生活習

慣確立のためのアプローチが十分にできていない現状がある。 
本研究は、望ましい生活習慣を確立するための乳幼児期の保健指導について、乳児健診、1 歳 6 ヵ

月児健診、3 歳児健診時の生活実態を分析し明らかにすることを目的とし、得られた結果は、乳幼児

健診を中心とした指導用マニュアルの作成、関係者間の方針の共有及びより効果的な指導に役立てる

ことを目的とする。 

  
Ⅱ方法 

1.対象 
過去の乳幼児健診データが保存されている平成 17 年 10 月以降、平成 23 年 10 月までの間に浜

田市において乳児（おおむね 5 ヶ月児）健診、1 歳 6 ヶ月児健診、3 歳児健診すべてを受診した児

及び平成 23 年 6 月から 10 月に浜田市が実施した 3 歳児健診受診児の保護者を対象とした。 
2 .調査内容と方法 

乳児期から幼児期にかけての生活習慣確立における経過をみるため、乳幼児健診データ及び乳児

期に遡って保護者に質問した児の生活習慣を個人単位で連結した。 
1)乳幼児健診データ 
質問票（起床就寝時刻・メディア視聴時間、食事の状況、運動習慣、歯磨き習慣などの生活習

慣や発達の状況などの内容が記載された保護者へのアンケート）、診察等健診結果、指導内容

などを個別にシステムに入力し保存したもの。 
2)保護者に対する質問票調査 
乳児期については、乳児健診の質問項目に生活習慣に関する項目が少ないため、遡って乳児期

の生活習慣（早寝早起きの意識、離乳食の状況、散歩の状況など）に関連する項目を追加した。 
3)データ収集方法 

    健診データについては、保存してあるものから起床就寝時刻・メディア視聴時間、食事の状況、

運動習慣、歯磨き習慣などの生活習慣など必要項目を選択し、個人単位でエクセル表に出力し

た。 
保護者に対する質問票は 3 歳児健診の案内文を送付する際に同封し、健診当日に受付で回収し

た。 
3.分析方法 

生活習慣に関する項目について単純集計を行うとともに、生活習慣相互の関連については、クロ

ス集計後χ2検定または Fisher の直接確率法で検定を行った。有意水準は p<0.05 とした。健診結

果等については、表 1 に示す基準で生活習慣の良否を判定した。 
表 1 各項目の評価における判定基準 

設問項目 判定 

起床時刻 「7 時以前に起床」を早起きとした 

就寝時刻 「21 時以前に就寝」を早寝とした 

テレビやビデオの視聴時間（幼児期） 「2 時間まで」を適切な時間制限とした 



4.倫理的配慮 
対象児の保護者には、研究の趣旨、個人情報の取り扱いに十分配慮すること、学会等にて公表する

可能性があることについて文書にて説明し、質問票の提出をもって同意とした。 
 
Ⅲ結果 

1.対象者数 
乳幼児健診データについては、乳児健診、1 歳 6 ヶ月児健診、3 歳児健診すべてを受診した 989

名を、質問票については、送付した 203 名のうち回収できた 144 名分を解析対象とした。 
2.各成長段階と生活習慣の関連 

1)早寝早起きと生活リズム 
    7 時以前に起床している児の割合は 1 歳 6 ヶ月児健診で 77.2％、3 歳児健診で 80.0％であり、

21 時以前に就寝している児の割合は 1 歳 6 ヶ月児健診で 55.6％、3 歳児健診で 33.8％であった。

22 時以降に就寝している児の割合は、1 歳 6 ヶ月児健診で 20.0％、3 歳児健診で 33.1％であっ

た。（図 1,図 2） 
 
 
 
 
 

 
 

 
部屋を明るくする等朝早く（7 時までに） 

起こすよう意識していた時期は、0 歳前半か 
らが 11.8%、0 歳後半からが 11.8%だった。 
夜に明かりを消す等早く（21 時までに）寝 
かしつけるよう意識していた時期は、0 歳前 
半からが 23.6%、0 歳後半からが 11.8%だっ 
た。（図 3）                        図 3 早寝早起きを意識した時期 

夜に明かりを消す等早く寝かしつけるよう 0 歳の時に意識されていた児は、意識されていなか

った児と比較して 1 歳 6 ヶ月児健診時、3 歳児健診時ともに早寝になる割合が高かった（表 2）。
また、0 歳の時に部屋を明るくする等朝早く起こすよう意識されていた児は、意識されていなか

った児と比較して 1歳 6ヶ月児健診時、3歳児健診時ともに早起きになる割合が高かった（表 3）。 
 
 
 
 
 
 

 
1 歳 6 ヶ月児健診で早寝早起きであった児は、そうでない児と比較して 3 歳児健診で早寝早起

きの割合が高かった。 
0 歳のときに早く寝かしつけることや早く起こすことを意識されていた児は、意識されていな

かった児と比較して早寝早起き等の生活リズムが早く整っていた（図 4,図 5）。 
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  図 1  起床時刻（健診時） 
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図 2 就寝時刻（健診時） 

表 2 0 歳での早寝の意識と就寝時刻の関係 
  0 歳での早寝の意識 
   あり なし 

就
寝
時
刻 

1 歳 6 ヶ

月児健診 

～21 時 25(80.6%) 28(49.1%) 
21 時～ 6(19.4%) 29(50.9%) 

3 歳児 
健診 

～21 時 17(54.8%) 11(19.0%) 
21 時～ 14(45.2%) 47(81.0%) 

 

表 3 0 歳での早起きの意識と起床時刻の関係 
  0 歳での早起きの意識 
   あり なし 

起
床
時
刻 

1 歳 6 ヶ

月児健診 

～7 時 25(100.0%) 41(67.2%) 
7 時～ 0(0.0%) 20(32.8%) 

3 歳児 
健診 

～7 時 24(96.0%) 44(71.0%) 
7 時～ 1(4.0%) 18(29.0%) 
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図 4 0 歳での早寝の意識と生活リズムが整った時期        図 5 0 歳での早起きの意識と生活リズムが整った時期 

2)食事 
離乳食の欠食（離乳食を食べる時に母乳・ミルクをかわりにあげることも含む）をしていた児

は、そうでない児と比較して 1 歳 6 ヶ月児健診で少食になる割合が高かった。しかし、離乳食の

時間を決めることや離乳食の欠食の有無とその後の偏食、欠食、おやつの時間を決めることとの

関連はみられなかった。 
1 歳 6 ヶ月児健診で少食、偏食、欠食であった児は、3 歳児健診でも少食、偏食、欠食である

割合が高かった。1 歳 6 ヶ月児健診でおやつの時間を決めている児は、そうでない児と比較して

3 歳児健診でもおやつの時間を決めている児の割合が高かった。 
3)外遊び 

0 歳の間積極的に散歩に出かけている児は、そうでない児に比較して 3 歳児健診で外遊びをし

ている割合が高かった。 
1 歳 6 ヶ月児健診で外遊びをしている児は、そうでない児に比較して 3 歳児健診で外遊びをし

ている割合が高かった。 
4)テレビなどの視聴 

   授乳時にテレビなどがついていると回答した割合は、63.3％であった。また、乳児へテレビな

どを見せている割合は、34.0％であった。 
テレビをつけたまま授乳されていた児は、そうでない児に比較してその後テレビなどの適切な

時間制限をしている割合が高かった。また、乳児期にテレビなどの視聴なしの児は、そうでない

児に比較してその後テレビなどの適切な時間制限をしている割合が高かった（表 4,表 5）。 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1 歳 6 ヶ月児健診でテレビなどの適切な時間制限をしている児は、そうでない児に比較して 3
歳児健診でもテレビなどの適切な時間制限をしている割合が高かった。 

3.早寝早起きと他の生活習慣の関連 
1) テレビなどの視聴 

早寝早起きであった児はそうでない児と比較して、テレビやビデオの適切な時間制限をしてい

る割合が高かった（表 6）。 

表 4 授乳時のテレビなどの視聴と適切なテレビなどの時間制限の関係 

  授乳時のテレビなどの視聴 
   なし あり 

テ
レ
ビ
な
ど
の 

視
聴
時
間 

1 歳 
6 ヶ月児 
健診 

2h まで 264 
(88.9%) 

497 
(80.3%) 

2h 以上 33 
(11.1%) 

122 
(19.7%) 

3 歳児 
健診 

2h まで 245 
(82.5%) 

417 
(68.1%) 

2h 以上 52 
(17.5%) 

195 
(31.9%) 

表 5 乳児のテレビなどの視聴と適切なテレビなどの時間制限の関係 

  乳児のテレビなどの視聴 
   なし あり 

テ
レ
ビ
な
ど
の 

視
聴
時
間 

1 歳 
6 ヶ月児 
健診 

2h まで 488 
(87.0%) 

257 
(77.0%) 

2h 以上 73 
(13.0%) 

77 
(23.0%) 

3 歳児 
健診 

2h まで 432 
(78.3%) 

219 
(65.4%) 

2h 以上 120 
(21.7%) 

116 
(34.6%) 



表 6 起床就寝時刻とテレビなどの視聴時間の関係 

2) 外遊び 
早起きであった児はそうでない児と比較して外遊びをしている割合が高かったが、早寝と外遊

びの有無とは関連がなかった。 
3)食事 

早起きであった児はそうでない児と比較して欠食の割合が少なかった。1 歳 6 ヶ月児健診にお

いて、早起きであった児はそうでない児と比較して少食の割合が少なかった。欠食、少食と就寝

時刻との関連はみられなかった。早寝早起きをしている児は、そうでない児に比較しておやつの

時間を決めている割合が高かった。 
4.早寝早起きと他の社会的要因の関連 

1)出生順位 
第 2 子以降の児は第 1 子と比較して早起きである割合が高く、3 歳児健診では早寝である割合

が高かった（表 7）。出生順位と乳児期の早寝早起きの意識の有無及び 1 歳 6 ヶ月児健診の就寝

時刻との関連はみられなかった。 
表 7 起床就寝時刻と出生順位の関係 

2)保育所等への入所の有無            表 8 起床時刻と乳児期の昼間の保育者の関係 
乳児期の昼間の保育者が保育所である児は、保

育所以外である児に比較してその後早起きである

割合が高かった（表 8）が、乳児期の昼間の保育者

と就寝時刻との関連はなかった。  
  

Ⅳ考察 
1.各成長段階と生活習慣の関連 

乳児期に「夜に明かりを消す等早く寝かしつける」「部屋を明るくする等朝早く起こす」、「積極

的に散歩に出かける」、「授乳時や赤ちゃんへのテレビなどの視聴をしていない」といった望ましい

生活習慣を心がけていれば、幼児期になっても早寝早起き、外遊びをする、適切なテレビなどの視

聴といった望ましい生活習慣が保たれていた。また、乳児期に「夜に明かりを消す等早く寝かしつ

ける」、「部屋を明るくする等朝早く起こす」ことを意識されていた児は、生活リズムが早く整って

いた。島田ら 1)によると、乳児の睡眠などをはじめとした生活リズムは、生後、光の明暗周期など

の環境周期に同調しながら発達するとしており、「夜間睡眠時は豆電球も消灯し、朝はカーテンを

開ける」「日中、散歩や運動をさせ、楽しく遊ばせる」ことが子どもの 1 日リズムの確立に重要で

あるとしている。このことからも、乳児期に正常な睡眠リズムを確立することが大切であるといえ

る。 

 起床時刻 就寝時刻 
1 歳 6 ヶ月児 3 歳児 1 歳 6 ヶ月児 3 歳児 

～7 時 7 時～ ～7 時 7 時～ ～21 時 21 時～ ～21 時 21 時～ 

テ
レ
ビ
な
ど
の 

視
聴
時
間 

2h まで 
653 
(86.0%) 

157 
(71.7%) 

592 
(76.1%) 

111 
(57.8%) 

465 
(85.5%) 

345 
(79.5%) 

260 
(78.5%) 

443 
(69.3%) 

2h 以上 
106 
(14.0%) 

62 
(28.3%) 

186 
(23.9%) 

81 
(42.2%) 

79 
(14.5%) 

89 
(20.5%) 

71 
(21.5%) 

196 
(30.7%) 

 起床時刻 就寝時刻 
1 歳 6 ヶ月児 3 歳児 1 歳 6 ヶ月児 3 歳児 

～7 時 7 時～ ～7 時 ～7 時 ～21 時 21 時～ ～21 時 21 時～ 

第 2 子以降 
458 

(59.9%) 
94 

(42.7%) 
103 

(53.4%) 
330 

(41.7%) 
318 

(57.9%) 
234 

(53.8%) 
202 

(60.5%) 
350 

(53.8%) 

第 1 子 
306 

(40.1%) 
126 

(57.3%) 
90 

(46.6%) 
462 

(58.3%) 
231 

(42.1%) 
201 

(46.2%) 
132 

(39.5%) 
301 

(46.2%) 

 起床時刻 
1 歳 6 ヶ月児 3 歳児 

～7 時 7 時～ ～7 時 7 時～ 

保育所 
81 

(10.8%) 
10 

(4.6%) 
84 

(10.7%) 
8 

(4.3%) 

保育所 
以外 

671 
(89.2%) 

206 
(95.4%) 

699 
(89.3%) 

178 
(95.7%) 



また、1 歳 6 ヶ月児健診において、早寝早起き、適切な食事摂取（「欠食・偏食・少食なし」、「お

やつの時間を決める」）、外遊びをする、適切な時間制限といった望ましい生活習慣を心がけている

児は、3 歳児健診においてもすべての項目においてそのまま望ましい生活習慣が継続していた。 
今回の調査では、離乳食の状況（「欠食」、「時間を決める」）と幼児期の食事（「偏食」、「欠食」、

「おやつの時間を決める」）との関連はみられなかったが、島田ら 1)によると、離乳食が開始する時

期には睡眠覚醒の 1 日リズムが確立するため、規則正しい食事をすることが、1 日リズムの確立を

強化するために必要であるとしている。 
以上のことから、乳児期からスリープヘルス（表 9）2)と望ましいメディアへの接触（表 10）3）

に取り組むことが生活リズムを整え、望ましい生活習慣の確立を促すといえる。 
表 9 スリープヘルス 表 10 「子どもとメディア」の問題に対する提言（抜粋） 
1. 朝日を浴びること 
2. 昼間に心身を活動させること 
3. 規則的で適切な食事を摂ること 
4. 夜は暗い所で休むこと 

1.  2 歳までのテレビ・ビデオの視聴は控えましょう。 
2.  授乳中、食事中のテレビ・ビデオの視聴は止めましょう。 
3. すべてのメディアへ接触する総時間を制限することが 

重要です。1 日 2 時間までを目安と考えます。 
また、調査結果からも、乳児期から早寝早起きやテレビなどの視聴制限が十分なされていない現

状がみられ、積極的な取り組みが必要であるといえる。 
今回の調査は、3 歳児までであったため、その後望ましい生活習慣が継続するかは分析できなか

った。しかし、体を守るはたらきや性の早熟化を抑えるホルモンであるメラトニンは 1～5 歳ころ

にたくさん分泌されるなど、3 歳児までの睡眠と内分泌とが大きく関係していること 4）などからも、

この時期に規則正しい生活リズムを獲得することが子どもの健全な育成に寄与していることは明

らかである。 
2.早寝早起きと他の生活習慣との関連 

   早寝早起きの児は、「テレビなどの適切な時間制限をしている」、「おやつの時間を決めている」

といった望ましい生活習慣であった。服部ら 5)のテレビ視聴時間が長い幼児ほど就寝時刻が遅いと

の報告や水野ら 6)の生活リズムの乱れは不規則な間食摂取の原因になるという報告にもあるように、

早寝早起きの習慣とテレビなどの適切な時間制限やおやつの時間を決めるという望ましい生活習

慣とは密接にかかわっているといえる。 
また、今回の調査では、早起きの児は「外遊びをする」、「欠食なし」といった望ましい生活習慣

を確立していた。神山ら 7)の早起きすることで昼間の活動量が高まるとの報告や水野ら 6)の起床就

寝が遅くなるにつれ 3 回食の割合が減少するとの報告にもあるように、早起きを心がけていれば運

動習慣や食習慣によい影響をもたらすといえる。 
3.早寝早起きと他の社会的要因の関連 

   第 2 子以降は、早寝早起きである割合が高かった。加藤らの報告 8)では、乳幼児の生活リズムは、

年齢が小さいほど環境要因からの影響が大きく、第 1 子は、乳児期は親の生活に合わせた夜型の生

活が多いためと述べている。 
   また、乳児期に保育所に入所している児は、早起きであった。加藤ら 8)は、乳児期には母子とも

に就労時間や保育時間に合わせた生活をするため生活リズムが整いやすいと述べている。保育所に

入所している場合就労している保護者にあわせ、決まった時間に起きることになるため早起きであ

ると思われる。 
   以上のことから、乳児健診等において保健指導をする際には、第 1 子、在宅児の保護者を重点的

にアプローチすることが効果的であるといえる。 
  
Ⅴ結論 

1. 乳児期に保護者が望ましい生活習慣（特に、早寝早起きとメディア視聴）を心がけていれば、そ 
の後も（3 歳まで）望ましい生活習慣であることから、乳児期からスリープヘルスなどの啓発を行 
うことは子どもの望ましい生活習慣確立の上で効果的である。 



2. 早寝早起きである児は、他の生活習慣も身についていることから、保護者に対し早寝早起きを中 
心としたはたらきかけを行うことが、子どもの望ましい生活習慣確立に重要であるといえる。 

3. 第 2 子以降、乳児期に保育所入所児は早寝早起きであることから、生活習慣に関する保健指導は 
第 1 子、在宅の乳児について重点的に行うことが重要である。 
 

Ⅵ今後にむけて 
これまでも、乳児期から生活リズムを整える指導を行っていくことの必要性がいわれている 9)が、

保護者に十分浸透しているとはいいがたい。鈴木 4）の提言にもあるように、保護者に睡眠の大切さを

理解してもらうため、保健師はからだのはたらきと生活リズムとの関係など科学的な根拠に基づき助

言を行っていくことが必要となる。 
また、最近作成されている乳幼児健診マニュアル 10)11)では、幼児期には特に発達支援や養育支援に

重点をおいており、望ましい生活習慣確立への支援に十分な時間がとれない状況にある。このことか

ら、乳児期に重点的に生活リズムを整える啓発を行い、幼児期には個々に応じた生活面のアプローチ

を行っていくことが効果的であるといえる。 
更に、近年は、睡眠障害のある発達障がい児の存在 12)や保護者の育児不安への配慮 9)から、個々の

実情に応じた指導も求められる。 
以上を踏まえ、以下の取り組みを行う。 

1. 乳児期にスリープヘルスなどの啓発をはかるため、産後から使用できるパンフレットを市で作成 
し、乳児期に行う赤ちゃん訪問や乳児健診等の際に保護者に配布しアドバイスを行っていく。 

2. 今回の調査で第 1 子、在宅児に重点的に指導を行うことなど具体的な指導方法が明らかになった

ことから、保健師間で一貫した効果的な指導を行っていくために、今回の結果に基づいた指導マ

ニュアルを作成する。 
3. 市では、栄養士を中心とし、浜田市食育推進計画 13)に基づいた生活リズムを整える取り組みなど

が積極的に行われている。これらの計画とも連携を図り、また、産後指導を行う助産師、赤ちゃ

ん訪問に従事する看護師やボランティア、保育所などの関係者とも情報共有し、取り組みを推進

する。 
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益田圏域における働き盛りの健康づくり計画策定 ～事業所の主体的な取組みの推進～ 
 

益田保健所 健康増進グループ 大塚 律子 
Ⅰ．緒言 
益田圏域は壮年期のがん，脳卒中，自殺の死亡率が高いことから，壮年期の健康づくりに向けて，地

域・職域関係機関が健康課題を共有化し，連携した取り組みを推進していくことが必要である。益田圏

域においては，平成 10 年度に関係団体を構成メンバーとする益田圏域壮年期保健連絡会（以下，壮年

期保健連絡会）が設置されたが，活動は年１回の会議と研修会の開催に留まっていた。 

平成 22 年度には，壮年期保健連絡会の主要機関の実務者レベルのメンバーに３事業所の代表者を加

え，事業所の実態把握を踏まえた優先順位が高い健康課題と重点的な取り組みを検討した。 

今回，益田圏域では小規模事業所の割合が多いことに注目し，島根県が実施した事業所健康づくり調

査の結果を事業所規模別に分析し，小規模事業所への聞き取り調査によって，実態把握を進めた。さら

に，壮年期保健連絡会の実施要領を定めて益田圏域における働き盛りの健康づくり計画～6つの柱～（以

下，働き盛りの健康づくり計画）を関係機関とともに策定した。事業所の実態に即した主体的な取り組

みの推進について報告する。 

 
Ⅱ．方法 
１．事業所健康づくり調査 

 島根県では平成 9年度から４年ごとに事業所健康づくり調査を実施している。調査対象は全県の事業 

所(平成 21年度は 10,320 事業所)であり，調査票を各事業所に郵送し，ＦＡＸで回答を得ている。調査 

内容は，事業所の健康づくり体制，各種健康診断，心の健康づくり，たばこ対策等の 21項目である。 

調査の倫理的配慮として，無記名回答とすること，調査結果は健康長寿しまねの推進に活用し，事業所 

の健康づくり活動に向けた環境整備の目的以外には使用しないことが明記されていた。平成 21 年度の 

回答数は 3,586 事業所で回答率は 34.75％であった。 

今回は，この調査結果のうち，益田圏域分を事業所規模別（10人未満，10～49 人，50 人以上）に集 

計しなおし，調査項目ごとに平成 17 年度と 21 年度分の結果を分析した。 

２．小規模事業所への聞き取り調査 

 益田圏域においては，常用従業員数 50 人未満の小規模事業所の割合が多いことから，規模の小さい

事業所の実態把握のため聞き取り調査を実施した。調査対象は，商工会から紹介のあった常用従業員数

10 人未満の２事業所の事務担当及び事業主である。「小規模企業の経営者のための産業保健マニュアル」

を参考に，各事業所の健康づくりの実施状況とその課題，要望を調査した。 

３．行動計画づくり 

 壮年期保健連絡会の役割を明確にするために新たに実施要領を作成し，さまざまな立場の 16 機関（医 

師会・商工会議所・健診機関・労働基準監督署・産業保健センター・健康づくり会議・市町・保健所等） 

を構成メンバーとした。そして、連絡会を年２回の開催とし，目的と役割を定めた。 

 

Ⅲ．結果 

１．益田圏域の事業所健康づくり調査結果 

１）調査結果の概要 

 調査に回答した事業所数は，平成 17 年度は 183 事業所，平

成 21年度は 310 事業所であった。平成 17年度の常用従業員数

は 10 人未満が 21（11.5％），10～49 人が 120（65.6％），50

人以上が 41（22.4％）であった。平成 21年度は，10 人未満が

123（39.7％），10～49 人が 142(45.8％)，50 人以上が 42(13.5%)

であった。 

２）健康づくり体制 

平成 21 年度の調査では，健康管理担当者は 48.1％の事業 
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図１ 一般健康診断実施率 



所で配置されていた。事業所規模別では，従業員 10 人未満で

28.5％，10～49 人で 54.9％，50 人以上で 85.7％であり，従

業員数が多い事業所ほど配置している割合が高かった。配置

数は，どの規模でも平成 17 年度と比較して減少していた。 

３）一般健康診断等の実施 

平成 21 年度は，事業所全体で 89.4％の事業所が一般健康診

断を実施していた。事業所規模別では，従業員 10 人未満で

76.4％，10～49 人で 98.6％，50 人以上で 97.6％であり，平

成 17 年度と比較してほぼ横ばいの実施率であった（図１）。

一般健康診断の通知割合は 83.9%，有所見者への医師からの必

要な措置についての意見聴取割合は 25.8%で，いずれも従業員

数が少ないほど通知や実施割合は低かった。 

４）がん検診の実施 

平成 21 年度は，事業所全体のがん検診実施率は，胃がん

34.2％，肺がん 21.6％，大腸がん 26.1％，子宮がん 24.5％，

乳がん 21.9％であった。平成 17 年度との比較では，肺がん・

子宮がん・乳がんの検診実施率が増加したのに対し，胃がん

と大腸がんの実施率は減少した。事業所規模別では全ての規

模の事業所において子宮がん・乳がんの実施率が増加したの

に対して，胃がん・大腸がんでは 10～49 人，50 人以上の事業

所の実施率が減少した（図２，図３）。肺がんでは 50 人以上

の事業所は実施率が減少した。10人未満の事業所は全てのがん

検診で実施率が増加したが，他の規模の事業所と比べて，実

施率は最も低かった。 

５）たばこ対策 

平成 21 年度の職場での受動喫煙防止対策の取組み状況は，

事業所全体では敷地内完全禁煙が 8.7％，施設内完全禁煙が

25.8％，完全分煙が 17.4％であり，合計すると 51.9％であっ

た。平成 17 年度と比較すると，特に敷地内完全禁煙が増加し

た。事業所規模別では，10～49 人，50 人以上の事業所におい

て取り組みが増加した（図４）。 

６）心の健康づくり対策 

職場でのメンタルヘルス対策の取組み状況は，事業所全体

で約７割が取り組んでいないと回答しており，従業員が少な

い事業所ほどその割合は高かった。メンタルヘルス対策に今

後取り組む予定の有無については，事業所全体の約４割が取

組む予定はないと回答しており，従業員数が少ない事業所ほど

その割合は高かった。 

 

２．小規模事業所への聞き取り調査結果 

 聞き取り調査の対象となった２事業所は，従業員数が 10 人未満であるため，健康づくりの体制に関

しては労働安全衛生法上の規定に該当しない。そのため，産業医や健康管理担当者の選任，安全衛生委

員会の設置もなく体制は整っていなかった。一般健康診断に関しては，２事業所とも全従業員が島根県

西部勤労者共済会に加入し，健診費用の助成制度を利用して，全員が年１回受診している。しかし，健

診結果については，有所見者に対して医師からの必要な措置に関する意見聴取は未実施で，保健指導の

実施も不十分であった。また，健診を実施した医療機関から事業主への結果通知がなく，結果の保存も

できていなかった。がん検診は，従業員個人の責任で受診しており，事業所での受診勧奨等は行われて

いなかった。健康づくりとして地域で行われる健康教育や研修会への参加はあったが，事業所としての
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取り組みはなかった。たばこ対策は，施設内禁煙や敷地内禁煙を実施し，喫煙率や禁煙外来の受診の把

握等がされていた。心の健康づくりは，事業所内の人間関係も良く，家庭の状況把握もされていた。 

３．行動計画づくりの経緯と結果 

１）第１回壮年期保健連絡会（平成 23年 11 月 1日） 

第１回目の壮年期保健連絡会では，まず，構成メンバーが健康課題を共有できるよう，益田圏域の保 

健統計や職域の健診・検診結果を紹介した。次に，事業所健康づくり調査結果や事業所での聞き取り調

査結果をまとめ，事業所の健康づくりの実態を報告し，働き盛りの健康づくりに向け，各機関の連携が

必要であることを強調した。さらに，壮年期保健連絡会の構成メンバーとともに，①事業所の実態に即

した働き盛りの健康づくり計画を策定すること，②必要に応じて，小規模事業所への聞き取り調査を行

うことを提案した。 

また，この連絡会では，働き盛りの健康づくりの現状・課題，取り組み内容について各機関に発表し 

てもらった。本連絡会に欠席した４商工会議所・商工会に対しては，後日訪問し，働き盛りの健康づく

り計画の説明と健康づくりの実態把握を実施した。 

２）「益田圏域における働き盛りの健康づくり計画～６つの柱～」の策定 

この計画は，平成 23 年から 25年の３年計画とし，本連絡会で進行管理を行うこととした。計画の内

容として，①健康管理体制の整備（健康管理担当者の配置へのはたらきかけ等）②一般健康診断の受診

率の向上③がん検診の受診率の向上④健康づくりの推進（健康教育，研修会等）⑤たばこ対策の推進⑥

心の健康づくりの推進の６つを柱として掲げた（表）。 

３）第２回壮年期保健連絡会（平成 24年 1月 26 日） 

第２回目の壮年期保健連絡会では，各機関に働き盛りの健康づくり計画の６つの計画の柱に基づき，

今年度の実施報告と来年度の計画を発表してもらった。計画の推進に向けて，壮年期保健連絡会の構成

メンバーから会議の場での主体的な発言があり，次年度においては，地域と職域が共同した具体的な取

り組みの提案ができた。 

重点目標と取り組みの内容としては①事業所向けのがん検診カレンダーを市町が作成し事業所へ配布 

する②事業所健診時に町が出向いて保健指導等を実施する③商工会議所や商工会の会報等に健康情報

の掲載をし，事業所へ周知する④労働基準監督署等が実施するセミナーにおいて健康教育を実施する，

等であった。 

 

Ⅳ．考察 

 今回，働き盛りの健康づくり計画を関係機関とともに策定する中では，事業所等の実態に合わせた， 

主体的な取り組みになるよう配慮することが重要であった。壮年期保健連絡会の構成メンバーとともに 

実態把握を進め，計画策定によって，目指す方向性が確認でき，連携して取組む機運が高まった。また， 

壮年期保健連絡会の計画を事業所に示すことにより，各事業所の取り組みについて考えてもらう機会と 

なった。 

働き盛りの健康づくり計画策定のプロセスにおいて，小規模事業所等の健康づくりの推進に効果的だ 

ったのは下記の点である。 

・壮年期保健連絡会の目的や役割を明確にした実施要領を作成することにより，構成メンバーと意思統

一を図り，今後の取り組みに一貫性を持たせることができた。 

・あらゆる統計や調査，健診結果とこれまでの取り組み結果から，健康課題をわかりやすく提示するこ

とにより，構成メンバーが課題を共有できた。これによって，事業所の実態に即した働き盛りの健康

づくり計画の策定につながった。 

・働き盛りの健康づくり計画には具体的な数値目標を示した。また，来年度の重点的な取り組みについ

て話し合い，各機関で具体的に何をするかが明確になった。 

・各機関が健康課題と取り組みを報告し合うことにより，お互いの実態や役割について相互に認識する

ことができた。 

・事業所や商工会議所・商工会を訪問することにより，現場の実態把握とともに，お互いに顔が見える

関係を築くことができた。健康課題だけでなく，現在困っておられることに耳を傾け，その解決に向

けた支援を提供することが信頼関係の構築のために重要であった。 



・壮年期保健連絡会の構成メンバーに地域の健康づくり会議を加えることにより，地域での健康づくり

活動と職域の健康づくり活動を重層的に展開することができた。 

国の地域・職域連携支援検討会は地域・職域連携推進事業ガイドラインの中で，「健康長寿の延伸，生 

活の質の向上という健康日本 21 の目的を達成するためには，これまで蓄積した方策を互いに提供し合

い，職域保健と地域保健が連携した対策を講じることが不可欠であるといえる。地域保健と職域保健に

おける連携とは，それぞれの機関が有している健康教育，健康相談，健康情報等を共有し，より効果的，

効率的な保健事業を展開することである。そのためには，お互いの情報を交換し，理解しあう場（地域・

職域連携推進協議会）を持ち，互いの知恵を出し合い，課題を明確にし，ＰＤＣＡサイクルを展開して

いくことが必要である」１）と述べている。今後，壮年期を切り口とした職域の取り組みだけに留まらず，

管内３つの健康づくり会議とあわせた地域全体の健康づくりにつなげていく必要がある。 

地域と職域の連動した取り組みを関係機関とともに推進していくためには，事業所の主体的な取り組

みに大きな期待が寄せられる。森は，「法令に規定された事業のみならず，自主的な産業保健活動を展

開するためには，それぞれの職場に存在する労働者の健康に関するリスクとニーズを理解し，優先順位

を評価した上で，それに基づいて具体的なソリューションを提供する必要がある」２）と述べている。 

今回実施した小規模事業所や商工会議所・商工会の訪問は，取り組みの具体化において有効であった

ことから，今後も定期的に事業所訪問等を行うことで，事業所の抱える課題の掘り起こしをしていくこ

とが必要である。また，健康づくりに積極的に取り組んでいる事業所の取り組みを，積極的に紹介する

ことにより，他の事業所へも取り組みを波及させていくことが必要である。 

 

Ⅴ．結論 

・働き盛りの健康づくり計画策定においては，健康課題を関係機関と共有した上で，具体的な数値目標 

を定め，関係機関が共通認識をもつことが必要である。 

・健康管理体制が未整備な小規模事業所等の実情を考慮し，事業所の抱える課題の掘り起こしをすると

ともに，各事業所の主体的な取り組みを支援することが必要である。 

・地域全体の健康づくりにつなげていく必要があり，地域と職域の連動した取り組みを関係機関ととも

に推進していくことが大切である。 
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表 

計画の柱 目　　標 現状・課題 取組内容

１．健康管理体制
の整備（健康管理
担当者の配置への
はたらきかけ等）

①常時５０人以上の労働者を雇用する事業所
では、衛生管理者、産業医を選任する。
②常時１０人以上５０人未満の労働者を雇用
する事業所では、安全衛生推進者または衛生
推進者を選任する。
③安全衛生委員会（常時５０人以上の労働者
を雇用する事業所）の設置

・健康管理担当者は、事業所全体で４８．１％が配置。
・従業員が少ない事業所ほど配置している割合は低い。
・平成１７年度と比較して全ての規模の事業所において減
少。
　　　　　  〔平成２１年度事業所健康づくり調査〕

・衛生管理者、産業医、安全衛生推進者または衛生推
進者の選任の周知徹底
・労働者の健康障害の防止、安全または衛生のための
教育、健康診断の実施、健康の保持増進への支援

＜事業所＞
・衛生管理者、産業医、安全衛生推進者または衛生推
進者の選任
・安全衛生委員会（常時５０人以上の労働者を雇用す
る事業所）の設置
・労働者の健康障害の防止、安全または衛生のための
教育、健康診断の実施、健康の保持増進

２．一般健康診断
の受診率の向上

①一般健康診断の実施率　　　１００％
②一般健康診断の全員受診割合１００％

③一般健康診断結果の全員通知割合
                            １００％

④有所見者への対応として、医師から必要な
措置についての意見聴取割合
                          　　３０％

・一般健康診断の実施率　　　　　　　　８９．４％
・一般健康診断の全員受診割合（１６年度実績）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７８．８％
・一般健康診断結果の全員通知割合　　　８３．９％
　従業員数が少ない事業所ほど全員に通知した割合は低い。
・有所見者への対応として、医師から必要な措置についての
意見聴取割合　　　　　　　　　　　２５．８％
　従業員が少ない事業所ほど実施した割合は低い。
　　　　　  〔平成２１年度事業所健康づくり調査〕

・市町と連携した一般健康診断の実施体制の確保
・一般健康診断の実施と事後フォローの徹底
　結果通知と指導、精密検査の受診の徹底、有所見者
に対する医師から必要な措置についての意見聴取等の
フォロー
・一般健康診断についての情報提供
・健康の保持増進のための知識の普及
　保健指導、健康教育、研修会

＜事業所＞
・事業主や健康管理担当者が一般健康診断の実施と結
果通知、有所見者に対する医師から必要な措置につい
ての意見聴取を徹底する。
・健診の機会がない場合は、市町と連携して一般健康
診断を実施する。
・健康の保持増進のための健康教育等の実施

益田圏域における働き盛りの健康づくり計画～６つの柱～　

３．がん検診の受
診率の向上

①壮年期（４０～６９歳）のがんの年令調整
死亡率
・平成２４年目標
　胃がん　  男 ２８．８　女 １３．５
　肺がん　  男 ２５．１　女 　７．０
　大腸がん　男 １２．３  女 １２．０
　子宮がん　             女　 ３．４
　乳がん　               女 １３．４
・特に、肺がん、子宮がん、乳がんの年齢調
整死亡率を減らす。
　　　　　  〔益田圏域保健医療計画〕

②各種がん検診の実施率　  　  ３０％

③各種がん検診の受診者数  　　  増加

④各種がん検診の受診率
                国目標        ５０％

⑤がん検診啓発協力事業所  ７０事業所
　平成２４年度末の県目標
                        ５００事業所

・壮年期（４０～６９歳）のがんの年令調整死亡率（２００
７年を中心とする５年平均　人口１０万人対）

　胃がん　  男 ４３．１　女 １４．３
　肺がん　  男 ５２．８　女   ８．１
　大腸がん  男 １９．５  女 １４．３
　子宮がん　             女   ８．７
　乳がん　               女 ２１．２
・壮年期男性の肺がんの年齢調整死亡率は、２００２年頃か
ら急増し、県内で最も高い。
・壮年期女性の子宮がんの年齢調整死亡率は、２００２年頃
から徐々に増加し、県内で２位である。
・壮年期女性の乳がんの年齢調整死亡率は、１９９７年頃一
時下がったが、１９９７年以降１０年で倍増している。
　　　　　　　　　　　　〔島根県健康指標マクロ〕

・がん検診の実施率
　胃がん　　３４．２％
　肺がん　　２１．６％
　大腸がん　２６．１％
　子宮がん　２４．５％
　乳がん　　２１．９％
・各種がん検診の実施は、平成１７年度と比較して、事業所
全体で胃がん・大腸がんは減少しており、従業員が少ない事
業所ほど実施した割合は低い。
　　　　　　〔平成２１年度事業所健康づくり調査〕

・がん検診の受診者数
（市町村検診＋検診実施機関＋人間ドック実施医療機関分、
Ｈ２１年度）
＊益田赤十字病院は子宮がん、乳がんのカウントなし
　胃がん     8,039人
　肺がん     9,080人
　大腸がん　10,744人
　子宮がん   2,585人
　乳がん　　 1,956人
　　＊視触診併用＋マンモグラフィのみ
〔地域保健・老人保健事業報告、環境保健公社事業年報、人
間ドック実施医療機関調査〕

・がん検診受診率（市町村検診、Ｈ２２年度概数）
　がん検診受診率は県と比較して肺がん・子宮がんが低い。
　胃がん　　　 ６．２％
　肺がん　　 １０．６％
　大腸がん　　１４．４％
　子宮がん　　１７．４％
　乳がん　　　１６．７％
　　＊視触診併用＋マンモグラフィのみ
　　　　　　　　　〔地域保健・老人保健事業報告〕

・がん検診啓発協力事業所（Ｈ２２年度末）
　圏域　　１４事業所
　県　　２３０事業所

・市町と連携した各種がん検診の実施体制の確保
・各種がん検診の実施についての周知
・チラシ等の配布による各種がん検診の受診率向上の
普及啓発
・各種がん検診について（貸出機器・教材含）の情報
提供
・健康の保持増進のための知識の普及
　保健指導、健康教育、研修会
・がん検診啓発協力事業所の拡大、普及

＜事業所＞
・市町と連携して各種がん検診を実施する。
・事業主や健康管理担当者ががん検診の実施を推進
し、受診勧奨をする。
・健康の保持増進のための健康教育等の実施
・がん検診啓発協力事業所への登録

 

 



計画の柱 目　　標 現状・課題 取組内容

５．たばこ対策の
推進

①空気のきれいな施設や乗り物の登録
　　　　　　　　　　　　　３００施設
②壮年期（４０～６４歳）の喫煙率
　　　　　　　　  男 ２０％　女 ３％
　

・空気のきれいな施設や乗り物の登録（Ｈ２２年度末）
　２１４施設
・壮年期（４０～６４歳）の喫煙率
　男 ３０．８％　　女 ３．８％
　　　　　 　 　  　〔平成２２年度特定健診結果〕
・職場での受動喫煙防止対策の取組み状況は、敷地内完全禁
煙、施設内完全禁煙が事業所全体で３５％にとどまってい
る。今後、取組む予定がない事業所は、平成１７年度と比較
して、１０人未満、５０人以上の事業所で増加している。
・禁煙・分煙がすすまない理由としては、事業所全体で約２
割が「職場の職員が必要性を認めていない」、「職場に来客
等の出入りがあり、禁煙・分煙の協力が得られない」といて
いる。
　　　　　  〔平成２１年度事業所健康づくり調査〕

・空気のきれいな施設や乗り物の登録の拡大、普及
・たばこに関する知識の普及
　保健指導、健康教育、研修会
・禁煙治療機関等たばこについて（貸出機器・教材
含）の情報提供

＜事業所＞
・空気のきれいな施設や乗り物の登録
・たばこに関する健康教育等の実施

６．心の健康づく
りの推進
→労安法の改正を
受けて再検討

・全年齢の年令調整死亡率
（２００７年を中心とする５年平均　人口１０万人対）
　脳血管疾患
            　　男 ５２．２　女 ２８．６
　虚血性心疾患
　　　　　　　　男 １８．６　女 　６．１

・壮年期（４０～６４歳）の年令調整死亡率
（２００７年を中心とする５年平均　人口１０万人対）
　脳梗塞　男 １３．７　女 　８．０
　心疾患　男 ７７．１　女 ２６．２
・壮年期の男女とも脳梗塞の年齢調整死亡率が高く、近年増
加している。県内で男女とも最も高い。
・壮年期の男女とも心疾患の年齢調整死亡率が高く、近年増
加している。県内で男女とも２位である。
　　　　　　　　　 　　 〔島根県健康指標マクロ〕

・脳卒中の基礎疾患としては、高血圧が多い。診断名の内訳
は脳梗塞が約８割で最も多く、脳梗塞の基礎疾患としては、
高血圧に次いで糖尿病が多い。
　　　　　　　　　 　　　  　〔脳卒中発症調査〕

・脂質、血圧、肝機能異常が多い。
〔平成２０年度環境保健公社年報、平成２１年度労働基準監
督署報告分〕
・特定保健指導の認知度は、事業所全体で約８割にとどまっ
ており、従業員が少ない事業所ほど認知度が低い。
　　　　　 〔平成２１年度事業所健康づくり調査〕

・健康の保持増進のための知識の普及
　保健指導、健康教育、研修会
・健康づくり（貸出機器・教材含）や一般健康診断、
がん検診等の情報提供
・特定保健指導についての普及啓発
・事業所で行う健康づくりの支援
・健診が受けやすい体制整備
・関係機関の役割の明示

＜事業所＞
・健康の保持増進のための健康教育等の実施。
・事業所で取組が可能な健康づくりを行う。
・健診が受けやすい体制整備

益田圏域自殺予防対策連絡会で検討

＊計画期間：Ｈ２３～２５年度の３年間
＊進行管理：益田圏域壮年期保健連絡会で行う。

４．健康づくりの
推進（健康教育、
研修会等）

①全年齢の年令調整死亡率
・平成２４年目標
　脳血管疾患
　　　　    男 ４４．９　女 ３４．９
　虚血性心疾患
　　　　　  男 １６．０　女   ９．５
　　　　　　〔益田圏域保健医療計画〕

②脂質、血圧、肝機能の異常者を減らす。

 

 

 

新たな提案 
 

益田圏域における働き盛りの健康づくり計画～６つの柱～平成２４年度の重点目標と取組 

１．健康管理体制の整備（健康管理担当者の配置へのはたらきかけ等） 

 ・益田地域産業保健センターの医師または保健師の活用の周知をする。（常時５０人未満の労働者を雇用する事業所） 

２．一般健康診断の受診率の向上 

 ・一般健康診断の実施、未受診者への声かけ、結果の通知、結果の記録、有所見者への医師から必要な措置についての意見聴取の周知徹

底をする。 

 ・一般健康診断の結果が事業主に返してもらえない医療機関があるため、労働基準監督署と保健所で調整をする。 

 ・島根県西部勤労者共済会の健診費用の助成制度の周知をする。 

３．がん検診の受診率の向上 

 ・事業所向けの検診カレンダーを市町が作成し事業所へ配布する。 

 ・出前講座を周知して実施する。 

 ・がん検診啓発協力事業所の拡大、普及をする。【健康長寿】 

 ・各団体でがん検診受診の声かけをする。【健康長寿】 

 ・がん征圧月間、がん検診受診率５０％達成に向けた集中キャンペーン月間 

   （９～１０月）【健康長寿】 益田圏域サンデー検診、街頭キャンペーン 

 ・大腸がん検診郵送法の実施について検討する。 

４．健康づくりの推進（健康教育、研修会等） 

 ・事業所の集まりやすい時期（講習会等）にあわせ、壮年期保健研修会（事業主セミナー）を実施する。 

 ・参加事業所の活動を把握し、積極的に取り組んでいる事業所の取組を紹介する。 

 ・研修会の内容や健康づくりに関する内容を商工会議所や商工会の会報等に掲載し、事業所へ周知する。 

・事業所健診時に町が出向いて指導等を実施する。 

・労働基準監督署等が実施するセミナーにおいて健康教育を実施する。 

５．たばこ対策の推進 

 ・労働安全衛生法の改正のポイントを事業所へ周知する。 

 ・空気のきれいな施設や乗り物の登録の拡大、普及をする。【健康長寿】 

 ・益田圏域世界禁煙デー街頭キャンペーン （５月３１日 青年期に対する禁煙・防煙の推進）【健康長寿】 

 ・禁煙治療実施医療機関の周知をする。 

６．心の健康づくりの推進 →労安法の改正を受けて再検討 

 ・労働安全衛生法の改正のポイントを事業所へ周知する。 



働く人がもっと元気になる職場づくりの具体的な取り組み 

 津和野町役場  佐藤雅美 

Ⅰ．はじめに 

津和野町では平成 23 年よりこころと運動のプロジェクト会議の中で、町内事業所と連携した取り組

みを進めている。事業所アンケート調査では、メンタルヘルス対策の必要性は感じつつも、具体的にど

う取り組んでいくべきか苦慮している事業所が多いこと、また事業所訪問では、一般健康診断は実施さ

れているが、健診結果が個人の生活習慣改善やセルフケア能力の向上に活用されることは少ないという

ことが明らかになった。 
そこで、町内の事業所で活用しやすい、健診結果を活用した効果的な保健指導プログラムを開発し、

モデル事業所において、その有効性について検討するとともに、さらにこれらのプログラムが心の健康

度や職場改善に与える影響について検討する。 

Ⅱ．方法 

１．Ａ事業所の概要 
 ・従業員数 135 名（男性：98 名、女性：37 名） サービス業 
 ・年齢階級（20 歳代：15 名、30 歳代：41 名、40 歳代：34 名、50 歳代：44 名、60 歳代：1 名） 
 ・健診受診者数 96 名（98％）、要精密検査者数 16 名 [平成 22 年度健康診断結果] 
・特定保健指導は実施されておらず、職場内で特定保健指導を導入するのは今回が初めてとなる。 

２．調査方法 

 １）調査期間：平成 23 年 6 月～12 月 （介入期間を含めて記載する） 
 ２）調査対象：Ａ事業所に勤務する 35 歳～60 歳の男性で特定保健指導に該当する者 21 名（動機け 

支援 9 名、積極的支援 12 名）に対してメールで参加の呼びかけをし、参加した 14 名。 
 ３）指導方法（保健指導プログラム）： 

①健康教室は、3 回シリーズで実施し、教室終了後、食事・運動に関する具体的な目標を個々に設

定する。参加者は、目標の実行の有無、体重、１日の歩数を計測し、記録表に記録する。 
②身体の計測は、プログラム開始前、2 週間後、1 カ月後、2 か月後に実施する。 
③個別面談は、１人 30 分程度で 2 週間後、1 カ月後、2 か月後に実施する。 

４）調査内容： 
  ①体重、腹囲、BMI をプログラム開始前、1 か月後、２か月後と比較した。 
  ②行動変容としては、生活アンケートをプログラム開始前と 2 か月後に実施した。 

③心と体の健康度および職場環境の改善への効果をみるため、心と体の健康度アンケートと環境ア

ンケートをプログラム開始前と 2 か月後に実施した。 
  ④個別面談は 2 週間、1 か月後、２か月後と実施し、面談記録をとった。 

３．分析方法 

保健指導プログラムの効果判定については、プログラム開始前と 2 か月後の計測結果およびアン

ケート結果を活用し、対応のあるｔ検定を行い、心の健康度と体の健康度の関係性については

Spearman の相関係数を算出して検討を行った。 
 



４．倫理的配慮 

調査結果は、町内事業所の健康づくり活動を推進するために活用し、目的以外には使用しないこ

とを研究協力者に説明した上で、同意を得た。 

Ⅲ．結果 

１．プログラムの開発 

１）スケジュール 

３回の教室は集団教室で実施し、参加できなかった方には同様の内容を別日で個別指導した。個

別面談は１人 30 分以内で実施した。計測を行う時間帯が可能な範囲で同様の時間になるように個

別面談の時間を調整した。計測は、教室 1 回目と個別面談の１～３回に実施した（表１）。 

表１ プログラムのスケジュールと参加人数 

内 容 実施日 備 考 参加人数 

教室 １回目 平成 23 年 10 月 3 日 17:30～18:30 集団 11 名、個別 3 名 

教室 ２回目 平成 23 年 10 月 11 日 17:30～18:30 集団 10 名、個別 2 名 

教室 ３回目 平成 23 年 10 月 17 日 17:30～18:30 集団 9 名、個別 1 名 

個別面談 １回目 平成 23 年 10 月 18・20 日 仕事の合間に１名 30 分 10 名 

個別面談 ２回目 平成 23 年 11 月 15・16 日 仕事の合間に１名 30 分 11 名 

個別面談 ３回目 平成 23 年 12 月 15･16 日 仕事の合間に１名 30 分 14 名 

２）教室テキスト 

   教室テキストは津下ら１）の保健指導内容を参考に作成し、３回の教室内容を資料とした。１回目 
の資料では健診結果の振り返りを参加者が記入し、検査値と生活習慣病の関連を知り、改善の必要

性を理解する。その後、数値目標と２か月無理なく取り組める行動目標を設定する。 
  ２回目は運動について、３回目は食事についての基礎知識を学ぶ。資料には図解を取り入れ、ポ

イントをしぼった内容とした。内容は参加者が項目をチェックしたり、書き込めるようなワークを

内容に盛り込む工夫を加えた。行動目標をすでに決めている参加者もいたが、具体的な方法の提案

をし、運動と食事に関する行動目標を１つ以上決定してもらうよう支援した（表２）。 
表２ テキスト内容 
テーマ １回目：健康診断と生活習慣病 ２回目：運動を生活へ ３回目：食生活改善のコツ 

内 容 

・教室のねらい ・身体活動・生活活動・運動 ・食事のバランス 

・メタボリックシンドローム ・運動の種類と目的 ・自分にあった適正量を知る 

・健診データの見方と意味 ・運動と食事のタイミング ・食べ過ぎ以外の落とし穴 

・行動変容について ・運動できる時間探し ・運動と食事の関係 

・目標設定について ・ウォーキングのすすめ ・カロリーのめやす 

 ・おすすめ運動メニュー   

３）記録用紙 

  日々の記録用紙としてチャレンジシートを作成した。パソコンのエクセル画面に数値目標、具体

的な行動目標を書き込み、体重・歩数は参加者が入力する。BMI は自動計算され、体重・歩数・



BMI がグラフとなり表示される。参加者が自らの変化を視覚的に確認しやすいようにした。 
また、目標の達成状況を○△×記入したり、気づき・感想の項目を設定することにより、行動目

標についても自己評価できるようにした。 

 ４）評価表（各種アンケート） 

   ５つのアンケートは文献１）２）３）４）を参考に作成し、各時期に実施した。生活アンケートについて 
はパソコンを利用し、回答した内容がレーダーチャートでグラフ化されるため、自己の改善点をと 
らえやすいよう工夫した。また 32 項目と回答が多いため、教室１回目の開始前に配布し、実施し 
た（表３）。   
表３ 評価表（各種アンケート）の内容 

アンケート名 主な調査内容 項目数 調査時期 

教室前アンケート 
行動変容のステージの確認 
家族等の支援の確認 等 

７ 教室１回目 

教室後アンケート 教室の内容について 各３ 教室１･２･３回 

心と体の健康度アンケート 
健康づくり意識の波及効果 
心と体の健康度 
自己有益性 等 

６ 
教室１回目の前 
および 
個別面談３回目 

環境アンケート 
心の健康の改善効果 
職場環境の改善効果 

５ 

生活アンケート 
運動・食生活・心・睡眠・酒・たばこの

６項目に関する生活習慣の意識 
３２ 

２．プログラムの評価 

１）計測データの結果 

参加者の計測結果を表４に示した。プログラム開始前は 14 名の計測を実施し、１か月では 11 名

の計測、2 か月後では 14 名の計測を行った。体重、腹囲、BMI について平均値をプログラム開始

前と２か月後で比較すると、平均値の減少がみられた。体重、腹囲については対応のあるサンプル

でｔ検定を行い有意差(p＜0.05)があった。プログラムを実施することにより身体の計測データは改

善することが明らかとなった。 (表４) 。 
表４ 参加者の計測結果（平均値） 

     開始前 1Ｍ後 2Ｍ後   P 値 

人数 14 11 14 
 

体重 77.986 76.909 76.786 0.042 

腹囲 95.821 92.818 93.664 0.029 

BMI 26.476 20.177 26.071 0.070 

２）行動変容に関連する要因 

個別面談の中で、参加者の言動より行動変容に関連する要因をまとめた。その結果、プラス面

では記録すること、目に見えてわかりやすい指標があること、行動を強化する周囲の反応や自ら

ご褒美を設定することが行動変容へプラス作用があり、マイナスの要因には食事に関する項目が

多かった（表５）。 



表５ 行動変容に関連する要因 
プラスの要因 マイナスの要因 

・ダイエットのご褒美を作る 
・万歩計、デジタル体重計を購入 
・空腹時には野菜を先に食べる 
・ワンプレートの皿で食事量とバランスを意識 
・毎食時、写真を撮る 
・自分の手帳に食べたものを書き出す 
・ズボンがゆるくなった 
・体調が良い 
・周囲から反応があり、意識が高まる 
・運動すると気持ちが落ち着く（ストレス解消） 

・朝食を食べていない 
・就寝時間が 12 時以降 
・間食を自ら購入する 
・子どもと同じ食事（油もの、肉類）をする 
・空腹感を感じないが、習慣で食べてしまう 
・記録が続かない 
・ズボンがきつくなった 
・お酒の席が多い 
・寒くなり、運動がおっくうになる 
・生活改善を意識する意欲がわかない（うつ傾向） 

３．心の健康度や職場改善に与える効果 

１）心と体の健康度アンケート結果 

表６は心と体の健康度を 100 点満点で得点化し、その平均値をプログラム開始前と 2 か月後で

比較したものである。いずれも改善傾向はあるものの有意な差(p＜0.05)ではなかった。また表７

のとおり体の健康度は８名、心の健康度は７名の者に得点の向上がみられた。さらに体の健康度

と心の健康度の関係性を Spearman の相関係数で見たが、プログラム開始前と 2 か月後でいずれ

も、有意な差(p＜0.05)は認められなかった（表６．７）。 

表６ 心と体の健康度の平均値             （点） 

  開始前 2Ｍ後 P 値 

体の健康度 48.57 56.43 0.538 

心の健康度 55.71 59.64 0.538 

表７ 心と体の健康度の変化                     （人数） 

  得点が向上した者 得点が変化なしの者 得点が低下した者 

体の健康度 8 名 3 名 3 名 

心の健康度 7 名 4 名 3 名 

２）職場の環境アンケート結果 

参加者にプログラム開始前と２か月後に環境アンケートを実施した。仕事の目標や課題の明確

化や職場内の自然なあいさつの項目について改善傾向がみられているが、他の項目については特

に変化は見られなかった。今回は症例数が少なく、各項目について詳細な検定は行わなかった。 
周囲の反応として、プログラム準備期より健康に関する話題が職場内で広がり、参加者以外の

方からもプログラムについての質問を受けた。プログラム終了後参加者９名（64.3％）は、健康

に関する話題が増えたと回答し、職場内の雰囲気からも参加者を通じての波及があると感じられ

た（表８）。 
 
 



表８ 環境アンケート                            （人数） 
   項目  P 開始前 2Ｍ後 

元気に働くことができていますか？ 

とても元気 0 1 

だいたい元気  11 9 

あまり元気でない 2 4 

ぜんぜん元気でない 1 0 

仕事の目標や課題は明確ですか？ 

はい 9 11 

いいえ 2 0 

わからない 3 3 

上司や同僚と相談しやすい雰囲気 

ですか？ 

はい 8 8 

いいえ 1 3 

わからない 5 3 

職場内で「おはよう」「お疲れさま」の 

自然なあいさつは交わされていますか？ 

はい 10 12 

いいえ 2 2 

わからない 2 0 

仕事へのやりがいを感じていますか？ 

はい 6 5 

いいえ 5 5 

わからない 3 4 

Ⅳ．考察 

１． プログラムの開発 
 １）スケジュール 

今回のプログラムでは、教室不参加者の対応として個別指導を実施した。事業所への展開を考え

ると、個別指導の時間調整だけでなく、講義内容を DVD 化し視聴するなどの工夫が必要と考えら

れる。個別面談は１人 30 分以内で３回実施（２週間、１か月後、２か月後）としたが、事業所で

の実施は回数・時間の検討が必要である。また個別面談時に参加者の変化（身体・心理・行動面）

やがんばりを認める声かけや参加者自らご褒美を設定することで行動目標を継続しやすくなった。 
 工藤ら５）によると対象のよい変化に対して賞賛や承認を与えることで行動が強化されるとし、今

回のプログラムでも同様の作用があったと考えられる。 
２）教室テキスト 
  表２の内容を教室テキストとして作成し実施した。参加者の教室後アンケートより「ためになっ 
た」と回答した者が 10 人、「少しためになった」と回答した者が４名だった。事業所へは今回の 
テキストを活用し、基礎知識の提供を行うこととする。しかし、表５の行動変容に関連するマイナ 
ス要因の中には食に関する項目が多く、教室内容の検討と修正が必要ではないかと考える。 

３）記録用紙 
  チャレンジシート（日々の記録用紙）に参加者自ら体重・歩数および行動目標実施の有無を記入

することで、日々の変化を客観的にとらえることができたと考えられる。行動目標の達成度は参加

者だけでなく、支援者にも目標の修正を必要とする場合の参考となると考えられる。 
 ４）評価表（各種アンケート） 

    ５つのアンケートは表３の主な調査内容を把握するために使用したが、項目内容については事業 



   所で活用する中で追加・修正が必要と考えられる。事業所で活用する場合、プログラムの実施時間

を短縮するため教室前・後アンケート、生活アンケートについては教室や個別面談の時間外に実施す

る。今後、心と体の健康度アンケート、環境アンケートは参加者以外の方にも実施し、職場環境に与

える波及効果を検証できるのではないかと考える。 

２．プログラムの有効性 

A 事業所をモデルに行った保健指導プログラムの効果については、表４の計測データより参加者 14
名のうち、体重、腹囲、BMI については 11 名（78.6％）のものに数値改善の効果が見られた。体重と

腹囲については有意差(p＜0.05)もみられ、プログラムを実施することによる改善が認められ、プログラ

ムの有効性が確認された。 

３．心の健康度や職場改善に与える効果 

表６．７の心と体の健康度の結果では、プログラムを実施することにより、心と体の健康度について

の平均値はともに向上し、改善傾向が認められたが、有意な差はなかった。また、体の健康度が向上す

ることにより、心の健康度も向上するのではないかと仮定し検討したが、両者の関係性が確認できなか

った。さらに環境改善への影響については症例数が少なく検討できなかった。 
プログラム終了後参加者９名（64.2％）は、健康に関する話題が増えたと回答し、参加者を通じて周

囲への波及があることから、今後、職場環境に与える波及効果を確認することも必要であると感じた。 

Ⅴ．結論 

 今回、A事業所をモデルに健診結果を活用した効果的な保健指導プログラムを開発することができた。

このプログラムの効果については、身体の改善効果が確認されたが、心の健康度および職場環境の改善

については短期間の実施であることや症例数が少ないことから、効果を検証することができなかった。 
 今後、こころと運動のプロジェクト会議にてプログラムの活用と心の健康度および職場環境の改善効

果の検証を行い、働く人がもっと元気になる取り組みを町内事業所で拡大していく。 
 
参考文献 
１）津下一代：図解 相手の心に届く保健指導のコツ．株式会社東京法規出版．2007． 

２）荘村明彦：効果的な面接技術と事業展開から学ぶ保健指導．中央法規出版株式会社．2009． 

３）（財）日本予防医学協会：健診の場を活用してセルフケアにつなげる支援を提案．へるすあっぷ 21 4 月号， 

ｐ12－15，2010． 

４）久保 明：メタボリックシンドローム解消すっきりＮａｖｉ，（株）社会保険出版社． 

５）工藤明美他： 行動変容技術法を用いた特定保健指導の効果．保健指導ジャーナル 68(2)，ｐ126-133，2012． 

 

 

 
 
 
 
 
 



Ⅶ．新たな提案 

事業名：働く人の心の健康づくり事業 

キーワード：「行動変容」「セルフコントロール：自己管理」 

目的 

①自分の生活を見直し、自分で行動変容の計画を立て、実践する 

②意識して取り組み、継続することで、自分にあったセルフケアを身に付ける 

③身体面の体調管理をすることで、こころの健康管理と職場環境改善にも活かす 

教室 

講   師：保健師 

回数・時間：１回 60 分を３回シリーズ 

方   法：講義形式、資料配布、DVD 視聴等より状況に応じ選択する 

テキストは表２の内容をもとに行う 

数値目標と具体的な行動目標を決める 

チャレンジシートはパソコン入力、用紙への記入より選択する 

個別面談 

面談と計測：保健師   ※体重測定は事業所の担当者に協力をお願いする 

回数・時間：１人３０分程度、プログラム開始後（１か月と２か月）２回実施する 

方   法：チャレンジシートを活用し、効果と実効性を確認 

      参加者の気づき、困りごとなどを確認、問題解について話し合う 

      よい変化をみつけ、本人と賞賛や承認を与える 

評価 

表３の５つのアンケートを使用する 

教室前・後アンケート、生活アンケートは教室や個別面談の時間外に実施する 

心と体の健康度アンケート、環境アンケートは参加者以外の方にも実施する 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

保健活動企画研修の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．保健活動企画研修の評価 

 

１．目的 

保健活動企画研修は、採用後 10 年前後の中堅保健師等の資質の向上を目的に平成 18
年度から実施している。本研修の内容と指導体制の充実を図るための検討資料とするた

め平成 23 年度保健活動企画研修の受講者、講師等を対象にアンケートを行った。 
 

２． 調査方法 

（１）調査対象 
○受講生：保健師 7 名 
○所属：研修受講者の所属の上司等 7 名 
○講師：大学所属の教官等 8 名 
○支援保健所：市町村の研修生を管轄する保健所の保健指導者 5 名 

（２）調査方法 
 研修終了時に調査票によるアンケート調査を実施した。 

（３）調査内容 
   ①満足度とその理由 
   ②研修のよかった点（メリット）と問題点や改善点 
   ③来年度の受講希望と理由（所属のみ） 
   ④市町村に対する保健所からの支援内容と課題等 
   ⑤中堅保健師及び人材育成に関する意見 
   
３． 調査結果 

（１）満足度 

研修の満足度について４段階評価をした。受講生、所属いずれも「大いに満足」また

は「満足」という評価だった。その理由の主なものは下記のとおりである。 

a) 事業経過や抱えていた課題の整理ができ、成果物を完成することができた 

b) 客観的なデータ等をもとに評価、分析することができた 

c) 研修成果を事業に反映することができた 

d) 個別指導を通じ、全国的な取組状況を知ることができた 

表１．対象別満足度 

 大いに満足 満足 不満 大いに不満 計 

受講生 ３人 ４人 ０人 ０人 ７人 

所 属 ２人 ５人 ０人 ０人 ７人 



表２．満足の理由 

 理  由 

受

講

生 

・自分の力だけでは、解決の方向性が見つけ出せなかったと思う課題に対して、職場内外の

意見やアドバイスを受けて整理し、成果物を完成することが出来たこと。 

・講師の先生に指導していただきながら、ひとつの事業について、じっくりと検討すること

ができたことは有意義であったが、成果発表の時に、せっかく学んだことを生かしきれなか

ったので、少し後悔が残っている。 

・事業を評価するための新たな視点を学ぶことができた。現状を分析し、企画提案していく

までの一連の流れが学びであった。 

・データ分析の仕方、結果の見方、抄録の書き方（はじめにとは？考察とは？）、プレゼンす

べてわからず、ひとつひとつ指導の先生に教えていただいた。客観的データを丁寧に分析し、

来年度やるべきことが明確になったという過程は大きな学びであった。 

・講師の先生や保健所からマンツーマンでご指導いただき、他の研修では得ることができな

い充実したものでした。 

・この研修を通して、事業の経過や課題を整理し、目標をもって計画的に取り組むことがで

き、その成果を形としてまとめ上げることができてよかった。１年間を通してこの研修に追

われたが、管内で保健所と町と一緒になって取り組めたことが励みになった。 

・研修を通じて、日々の業務の中で気づきや思いを事業にする具体的な方法を実践すること

ができ、どう評価するのかを学ぶことができた。反省点ですが、計画書を作成する際にテー

マをより明確にし情報収集し、選定することができるとよかったと思います。 

所

属 

・研修をしていく上で、個別で細かく、かつ継続的な指導をしていただけるサポート体制が

あったこと。また、全体研修や進行管理を定期的に実施していただけたこと。 

・日頃の業務の中で感覚的に感じていたことを、アンケート調査を実施し、客観的なデータ

をもとに評価分析できた。また、それがこれからの業務に生かせるものであった。 

・事業に反映することができた。 

・統計処理の方法や分析等を学び、受講者のスキルアップになっただけでなく、市の事業に

も生かす事ができた。 

・全国的な情報や職域の取り組みや考え方についての指導をいただき勉強になったと思いま

す。所属では指導できない研究的視点としての分析方法や抄録の書き方の指導については、

今後も期待します。 

・他の受講生の取り組みや指導者、講師の方々との意見交換が学びの場であった 

 

 

 

 

 



（２）研修を受講してよかった点（メリット） 

受講生、所属の意見は、（１）の満足度の評価理由と重複することが多いが、次のよ

うな、より具体的な意見が記載されていた。 

a) 統計手法やプレゼンテーション手法を学ぶことができた 

b) 文献検索により考察を深めることができた 

c) 受講生の活動交流の場にもなり、県と市町村のつながりができた 

d) 職場内でも意見交換する機会ができた 

e) 行政保健師による地域保健活動を知ることができた 

 

表３．研修のメリット 

受

講

生 

・分析の方法について、学ぶことができた。文献検索できたこと、その必要性を強く意識で

きた。 

・専門の先生に細やかにご指導いただけた。業務の中での課題を研究することにより施策に

反映できる。県の方や、他市町村の方とお知り合いになれ、今後情報交換ができそうである。

頑張ったことが形（抄録）になるので、今後の自信につながる。 

・今まで、きちんと保健活動について評価したことがなかったので、今回講師の先生の指導

をうけることにより、その手技・手法について学ぶことができた。データの分析・解析につ

いて理解できた。 

・データ分析の仕方（まだ一部ですが）。根拠に基づいた活動が、いかに説得力があるかが改

めてわかった。文献等をみて、視野が広がった。普段の活動がいかに主観的なものであった

かがわかり、今後データ分析能力、またそれを伝える能力の必要性を感じた。 

・課題解決のための分析やプレゼンテーション手法など研究をとおして学ぶことができ、ス

キルアップがはかれたと思います。また、今回の研修を通じて、県や他市の方と関係ができ、

今後仕事をしていく上で非常にプラスになりました。 

・事業に対して目的意識を持って、上司や先生方に指導・助言をもらいながら計画的に取り

組めたことがよかった。また、取り組みに対して文献等で考察を深めることによって、きち

んと分析・評価できたことがよかった。 

・研修計画書を書くことで、限られた時間で案をまとめるポイントを知ることができた。一

人で考えず、先生方と一緒に取り組むことができ、勇気づけられたり、気づきが多く得られ

た。 

所

属 

・市の喫緊の課題であり、その解決の一方法として、研究結果が活用できること。 

・県事業である企画研修なので、上司の理解も得られやすく取り組みやすかった。職場の他

の職員も日常の業務に対し、目的、課題等、評価分析の必要性を感じることができた。ご多

忙でありながら、講師の先生方が、個別指導やメールでのやりとりなど丁寧に指導してくだ

さった。 

・普段、掘り下げて考えたいと思うことが、研究の名の下に周囲職員にも理解してもらい業



務量の調整をし、実施することができた。 

・保健担当で共通の話し合いや意見交換ができた(日頃もしているが研究ということで特に)。

課題の整理、今までのやり方の整理などが同じ目線でみることができた 

・受講者のスキルアップと、市の事業の見直しや改善につながった。保健所の方も指導者に

なっていただいたので保健所との検討や研修会の中で発表の場を設けてもらい良かった。 

・担当業務と重ねた内容として実施したので、活動を整理し、次年度の具体的な取組みにつ

ながってよかった。研修を受け、結果としてまとめ発表したことで、本人の自己満足や達成

感があり、今後の業務への姿勢にもつながりよかった。職場内だけでなく、大学の先生等と

の助言を得る機会となり、視野が広がったり、学習する機会が多くありよかった。町の保健

師と２人で受講し、お互いに情報交換や励まし合いをすることも多く、管内中堅保健師の連

帯感が深まった（孤立感もなかった）。 

・日常業務では評価を十分になさないままで事業に取り組んでいることが多く、仮説の設定、

データ分析、要因の明確化、有意差の比較、プログラムの有効性など事業の計画から評価ま

でを学ぶことができたこと、また保健指導用のツールの開発ができたことが良かったことで

す。今後は職場で共有化を図り、活用していきたい。メールなどにより、保健所及び講師の

指導がメールでの指導を受けることができた。県の担当の方々からのメールがあったことは、

相談しやすい環境作りとなっていた。 

講

師 

・受講生の力量や困っておられることなどの現状を理解でき、保健師の基礎教育や継続教育

として関わる際に役立てることができる。受講生の取組を通じて、新たな知見を学ぶことが

できた。受講生の成長を感じ、自分の関わりを振り返る機会となった。指導者や講師との関

わりから、専門職として大切にしなければならないことに気づくことができた。 

・現場の課題を共有できる機会となる。関連機関同士の関係を構築する機会となる。 

・産業保健が専門の方が一緒に指導に参加して頂いたので、受講生にとって具体的なコメン

トと参考文献が渡せてよかった。 

・どの地域でも、当たり前に、日常的に実施・継続されている事業について、対象の背景と

ニーズを把握し、見直しを行うことができた。また、そこに関わる多（他）職種・施設との

連携についても検討することができた。受講生が統計手法を修得することができた。 

・行政分野の保健師による産業保健の取り組みの実際を知る機会となり、良かったです。 

・市町村保健師の活動の実態がわかった。 

・解析作業の指導において保健所の強力なバックアップがあった。メールを活用し、積極的

に周囲に助言を求めておられた。指導側として求められることが明確であったのでやりやす

かった。 

・受講生がやりたいことを応援できた。保健所と一緒になってサポートでき、足りないこと

ころを支えてもらいよかった。 

 

 



（３）問題点・改善点 

本研修は受講した受講生やその所属にとって評価の高い研修であるものの受講生の

業務量の増加など負担が増えるという問題が従来から出ていた。今年度も同様の意見が

出ていたが、そのほかにも、研究テーマの設定や研究時間の確保、スケジュール管理等

に関する意見もあった。所属の支援体制の強化を含めた受講生の負担の軽減など受講生

にとってさらに受講しやすい研修になるよう引き続き工夫が必要である。 

 

表４．問題点・改善点 

受

講

生 

・職場内外の理解と協力を得られたこと、指導者の適切な助言（余裕を持った早めのスケジ

ューリング）により余裕を持って進捗できたことを考えると、周囲のサポートの有無と適切

な指導が、大きな課題となると感じました。 

・日常業務の中で、調査をしたり、分析したりすることは、思っていた以上にたいへんだっ

たので、企画研修を受ける際は、職場内で業務分担について事前に話し合う必要があると思

った。 

・講師の先生と１対１の指導が多く、職場指導者や保健所に相談ができなかったため、一人

でやっているように周りには映ってしまった。職場指導者や保健所をもっと活用して協力し

てもらい、個人の負担を軽くしていければと思う。 

・今回、自身の分析能力の向上が参加の動機であったため、研究テーマの設定は自身が日頃

感じている課題にしました。しかし、業務の中で職場の方に時間を割いていただき研修に参

加することや事後の波及効果を考えると、指導者をはじめ職場の方と共有できるテーマに設

定すべきであったと思いました。 

・文献検索等、距離的に困難である。通常業務に加えて、研修の計画を進めていくことは、

組織として協力体制がないと難しい。 

・地理的な距離を感じた。指導者との検討や文献検索など実施がむずかしかった。 

所

属 

・市全体の人材育成の体制づくりとして、次年度、方向性を出していく。 

・日常業務と並行してのため、本人はもとより職場の他の職員も負担が大きい。 

・時間の使い方。研修会の内容について、職場指導員も必要かどうか検討が必要 

・しっかりした保健所のバックアップがほしい。保健所の役割が不明瞭と感じた。 

・研究のために、かなりの時間が必要であり、通常の業務のなかでその時間が確保されるこ

とが課題。受講者の意欲と職場の協力が必要。 

・業務量は、本人の状況を鑑みあまり増大しないようなテーマや内容としたが、やはり研修

参加や抄録や発表原稿作成等が年度末の業務と重なり負担となった感があったので担当業

務とのスケジュール管理が必要である。西部は距離的に遠く、ちょっと相談や指導に行くと

いうことができない、また、文献検索が不十分になりがちである。 

・文献検索に要する時間の確保が難しかった。時間外、持ち帰りで取り組まざるを得ない状

況であった。 



講

師 

・受講生の状況を十分に理解し、個々に応じたサポートが必要で、講師全員が折に触れて確

認する必要を改めて感じました。テーマが二転三転しないことが望ましく、そのためには受

講申込み前から、保健所等が今以上に関わることも 1つと考えます。また、案内を早くする

ことも必要です。 

・本来なら、受講生のおられる場所にでかけて、関係する方々の参加も得て、意見交換をす

る場があったら良かったと思いました。 

・今回の研究では、対象事業の効果の検証には至っていない。また、研究の結果をもとに、

事業の見直し、新規事業の提案はできたが、それに対する評価方法の検討には至っていない。

次年度以降に繋いでいく方法の検討が必要である 

・抄録の指導については、もう少し時間のゆとりがあると良かったです。どのようなまとめ

方をするのか、成果報告書の雛形を示してあげれば、わかりやすかったと思います。 

・文献検索の指導が十分にできず、文献検索を日常的に行える環境も整っていなかったので

はないかと想像している。受講生の負担が大きかったかも知れない。まとめの段階で職場や

保健所等の関係者からのの助言が十分には把握できなかった。メールでの助言については意

識的に同報で関係者にも送付し知ってもらうように努めたが、やや一方的な助言となったき

らいもある。 

・このような取り組みが、研修期間が終わってからも続けられる仕組みが重要だと思います。

益田が取り組んでおられた職員 1人 1人が一年間に最低 1つは課題を決め、重点的に取り組

み、評価することは重要で、これを全保健所や全市町村に広げてほしい。 

 

 

 

 

（４）保健所の支援について 

平成 21 年度から、市町村が受講する場合は、管轄保健所の保健指導者の役割を明確にし

た支援を行う体制をとっている。具体的には、保健所の保健指導者が研修計画づくりから

参加し、研修中は身近な相談相手になるよう体制づくりをしている。受講生の研修成果を

管内の課題と捉え、保健所で開催する検討会等で提案などを行うことで、市町村・保健所

が協同する体制になり、単に研修を受講する市町村の支援だけでなく管内全体へ波及しや

すくなっている。 

しかし、受講生のテーマが日常的な保健所業務との関連が少ないテーマの場合、受講生

からの相談や保健所からの支援は行いにくい状況がある。また、受講生自身も何をどこま

で保健所に相談していいのか分からない、一方、支援保健所は具体的な支援ポイントがわ

かりにくいという状況がみられたため、支援保健所の役割について受講者、所属、保健

所が共通認識したうえで、保健所からは適宜受講生への声かけ、受講生からは随時に情報

提供するなどの工夫は必要と思われた。 



 

表５．保健所の支援内容 

支

援

内

容 

A）①企画研修第 1回（6月）、第 2回(9月)及び 12 月の個別指導に参加（県主催） 

②企画研修検討会（6月、7月、8月、9月、10月）の個別指導に参画(市主催) 

③「管内地域保健専門職員研修」において、企画研修の成果発表を設定（保健所主催） 

③メール等にて企画研修個別指導の報告を受ける。 

④その他、電話、業務検討会等にて進捗状況の報告を受け、必要時、助言、データ等情報 

提供を行う。 

B）参考文献の検索、検討。現状からの仮設の検討。アンケート項目の検討。保育所訪問によ

る情報収集 

C）個別指導 2回 参加。集計についてフォーマットの提示を行う。 

D）初回の 6月、指導者と保健師との研究の組み立ての検討を行った時同席し、助言を行った。

困っていないかの把握や声がけ。 

E）①研究計画の検討 ②指導教官の指導を共に受けて地元で検討できる体制を作った 

③まとめ方および発表に向けての助言 ④研究成果の発表の場を設定 

F）テーマの決定、企画書、抄録、発表ＰＰの作成等すべて。研修内容は事業と重なっていた

ので、事業運営すべてについて相談支援をした。講師との個別指導についても可能な限り参

加をした。 

意

見 

A）今回の企画研修を一つのきっかけとして、人材育成の体制について話し合う場がもたれる

など研修のプロセスが大変有意義であった。今後もテーマ選定（企画）の段階から、計画的

に保健所が関わり支援できるとよいと感じた。 

B）実際の集計・分析については保健所において集計分析ソフトを使用していないので、具体

的支援ができないのが現状である。市の現状・問題点を客観的に評価し、次の施策の検討に

結び付けるこの研修は受講生にとって大変有意義であったと思う。今回、市の指導者からの

支援が大変大きく、市としての協力体制が整っており受講生も不安が少なかったと思う。 

D）市としてこの企画研修に対して、他の保健師や在宅助産師が協力実施していく体制を敷か

れたため、特に保健所が関与しなくても円滑に進められた。保健所は、研究が円滑に進めら

れているのかを把握し、必要であれば支援していく立場である。今後この研究テーマの内容

を周産期看護連絡会等につなげ、圏域の周産期の情報共有・連携・課題解決に向けていく。 

E）企画研修の日程が早目にわかると保健所職員の日程調整がしやすい。保健所の役割がわか

りにくい。支援の仕方、配分がわかりにくく、締め切り間近があわただしかった。 

問

題

点 

A）「保健師は、研修ばかり受講している」との声を聞くことがあったが、この保健活動企画

研修は、研究的な意味あいが強く業務の見直しにも反映できる。今後、名称を変える等の工

夫も必要かと思う。 

C）研究過程における保健所の支援ポイントが不明確。成果発表の場づくりの確保（今回年度

内にできなかった） 



E）企画研修のすべてのスケジュールに同行し参加することができないため、進捗状況がわか

りにくいこと、どこまで保健所が関わればいいかわかりにくい。市も保健所に何を求めて良

いのかわかりにくかったのではないか。 

F）最後のまとめ個別指導に直接参加ができなかったため、わかりづらいところがあり、まと

めのところが不十分となったので、支援のポイントとして最後のところは落とさないように

したほうがよさそうである。 

 

（５）来年度受講希望 

来年度の受講希望を所属に聞いたところ、受講させたいと回答した所属は７か所中５か

所だった。その理由としては、課題分析や事業評価等行い、施策への反映が期待できるほ

か、受講生や職場職員の資質向上につながる効果的な研修と評価されているためだった。 

 

表６．受講させたい理由 

・日常の業務の成果、課題分析を実施し、対策・計画策定につなげたていきたい。 

・負担は大きく大変であるが、それ以上の達成感及び充実感がある。 

・普段できない事ができ、みんなで検討できる。 

・受講者及び、市の他の職員のスキルアップと、市の事業への反映が期待できるため。 

・本人にとっていい機会であるので、対象と希望があれば受講させたい。 

 

（６）中堅期保健師等の人材育成等について 

中堅保健師等の人材育成に関しては、受講生、所属、講師、保健所指導者からさまざま

な意見が記載されていた。企画研修や中堅期を対象にした研修の在り方だけでなく、新任

期の研修が体系化できていることをふまえ、中堅期、管理期までのキャリアラダーの作成

などについても意見があった。今後、これらの意見も参考にしながら、現任教育の実施内

容や方法等についても検討をすすめることが必要と思われた。 
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平成２３年度保健活動企画研修実施要領 

 

１ 目 的 

地域保健従事者は、行政職員としての能力に加え、住民ニーズを把握し、地域の健康 

課題をアセスメントし、その原因を科学的に見出し、行政施策に沿った事業や施策を企 

画・立案・評価する専門職としての能力が求められている。このため、本研修を通じて、 

事業の企画・立案能力及び情報収集・事業評価能力を習得することを目的に実施する。 

 

２ 実施主体 

  島根県（健康福祉部健康推進課・保健環境科学研究所） 

 

３ 協力機関 

  島根県立大学短期大学部・島根大学医学部 

 

４ 対 象 

（１）県・市町村に勤務する保健師、栄養士で、中堅的立場（大学等卒業後概ね１０年以

上程度）にある者。 

（２）前記に掲げる者と同等以上の経験を有すると所属長が認めた者。 

 

５ 研修期間 

  平成２３年６月～平成２４年２月 

 

６ 研修方法 

（１）この事業は、集合研修で講義とグループワーク等により基礎的事項を身につけ、具 

体的な研修事業は約９か月間、受講生各自が自らの職場で実施をする。 

（２）選定テーマによって、１～２人の受講生に対して一人の協力機関の講師が、実態分 

析から企画書作成までについて直接指導をする。 

（３）選定テーマは、保健所・市町村で実施している事業とし、研修修了時に成果のまと 

め及び新たな提案を含めた企画書を作成し発表を行う。 

（４）研修方法は集団指導と個別指導を組み合わせて行う。 

 

７ 研修指導者 

島根県立大学短期大学部   

教授 福澤 陽一郎、教授 吾郷 美奈恵（出雲キャンパス） 

教授 名和田 淸子（松江キャンパス） 

島根大学医学部  教授 谷口 栄作 

島根県保健環境科学研究所 所長 大城 等 

 

８ 研修日程・内容 

 ・集合研修 ６月：開校式、研修のすすめ方、個別指導 

９月：まとめ及び抄録作成の仕方、個別指導 

１１～１２月：情報交換会、個別指導 

２月：成果発表、研修生間の活動交流 

 ・個別指導 集合研修当日の個別指導実施やメール等による指導のほか、研修生が大学 

に出向き直接指導を受ける。 

 



 

９ 募集定員 

  ６名程度とする。 

 

10 受講願書等の受付期間 

  市町村長…平成２３年４月２１日（木）までに管轄保健所長へ提出 

保健所長…平成２３年４月２５日（月）までに健康推進課長へ進達 

 

11 提出書類 

（１）派遣機関の公文書（参考様式別紙１） 

（２）受講願書（様式第１号） 

（３）志願調書（様式第２号） 

 

12 受講者の選考 

（１）提出された書類により受講の可否を決定する。 

（２）選考は、応募者が定員を超過した場合は原則として、各機関から１名とする。 

 

13 受講許可等の通知 

受講の可否については派遣機関あて通知し、その後、必要に応じて受講者あて必要事 

項を通知する。 

 

14 修了証書の授与 

所定の内容を受講し、修了した者には修了証書を授与する。 

 

15 研修の欠席及び辞退届 

（１） 研修期間中にやむを得ず研修を欠席する場合は、欠席届を健康推進課長あて提出す 

ること。（様式第３号） 

（２） 研修受講決定後にやむを得ず研修を辞退する場合は、辞退届を健康推進課長あて提 

出すること。（様式第４号） 

 

16 経費等 

（１）受講料は不要とする。 

（２）県職員の場合、受講に必要な旅費については、各所属長あて令達する。 

（３）調査等に必要な経費については、派遣機関の予算で対応すること。 

 

17 指導体制 

具体的な指導体制等は別に定める。 

 



平成２３年度保健活動企画研修事業指導体制 
 
１ 研修到達目標 

行政施策に沿った事業や施策の企画を提案することができる。 
２ 指導方法 
（１）集合研修は、基礎的事項の講義を中心に実施する。 
（２）個別指導は、講師１人に対して 1～2 人を担当して指導にあたる。個別指導の

実施は、集合研修当日の個別指導実施やメール等による指導のほか、受講生と講

師が直接調整しあい、受講生が直接大学等に出向いて指導を受ける。 
（３）受講生の担当講師以外の講師による個別指導が必要な場合は、別に個別指導の

日程を設ける。なお、この場合の調整は保環研が実施する。 
（４）研修プログラムは別表のとおりとする。 
 
３ 研修指導体制 
（１）研修指導体制は、島根県立大学短期大学部、島根大学医学部、保健所、保健環

境科学研究所、本庁で構成し、それぞれの役割を明確にして連携のもと実施する。 
（２）受講生の調査研究の進行管理や受講生と講師等との調整を実施するために、研

修コーディネーターを置いて実施する。 
 
４ 講師等の役割 
（１）講師について 

①専門分野について講義及び個別指導を実施する。 
②最終目的である企画書作成までの指導をし、その結果について評価をする。 

（２）職場の指導者について 
①研修生が研修を受講しやすい環境を整える。 
②研修テーマについて、可能な範囲で指導をする。 
③研修成果について評価をする。 
④研修成果を職場内に波及することに努める。 

（３）保健所について 
①職場内の研修生だけでなく、管内の研修生についても相談及び可能な範囲 
で指導を行う。 
②研修生の成果について管内に波及することに努める。 

（４）保健環境科学研究所（コーディネーター）について 
①研修生の状況を把握し、研修全般に関する相談に応じ必要に応じて指導をする。 
②研修生、講師、職場、保健所間の調整に当たる。 
③統計等に関する指導を実施する。 
④事務局と協力しながら、研修全体の企画、調整、運営、評価を実施する。 

（５）事務局について 
県健康福祉部健康推進課に置き、本事業全体の企画、調整、運営、評価を行う。 



平成２３年度保健活動企画研修成果発表会 開催要領 

 

１．趣旨 

保健活動企画研修に携わった関係者が一同に会して、受講生の研修成果について評価

を行い、その評価結果をその後の事業（研修テーマに関する事業）に適切に反映させ

ることにより、中堅保健師の資質の向上、事業（研修テーマに関する事業）の充実・

向上を図る。 

 

２．開催日時及び日程 

平成２４年２月１０日（金） １２：３０～１７：３０ 

時間 内容 

12：30～12：40 課長あいさつ 

オリエンテーション 

12：40～13：55 発表 3題 （3名） 

 （1題あたり：発表 15分、質疑・意見 10分  合計 25分）  

13：55～14：00 休憩 

14：00～15：40 
発表 4題 （4名） 

 （1題あたり：発表 15分、質疑・意見 10分  合計 25分） 

15：40～15：55 総評・修了式 

15：55～16：00 休憩 

16：00～17：00 意見交換会 （受講生、指導者、講師、事務局） 

※事務局は 11：15 以降会場にいます。受講生は 11：15～12：15 までに、 

発表用データのパソコン取り込み、動作確認、昼食を済ませてください。 

 

３．開催場所 

出雲保健所 大会議室（出雲市塩冶町 223-1） 

 

４．実施主体 

  島根県（健康福祉部健康推進課・保健環境科学研究所） 

 

５．発表者及び内容 

別紙のとおり 

 

６．発表会参加者 

① 講師 

② 職場の指導者 

③ 保健所の指導者 

④ その他保健所・市町村等の関係者 

 

 



７．研修成果に対する評価について 

 成果発表会後に、受講生、受講生所属、所管する保健所、講師に評価表を送付いたしま

すので、回答に御協力ください。 

 １）研修成果物に対する評価と研修全体を通してのプロセス評価 

  ２）研修生自己評価（終了時に各自で評価方法に準じて評価をする。） 

 

８．その他 

発表会の意見を踏まえて修正をし、県保健福祉環境発表会又はその他学会等で発表

すること。 



 

 

公開講座要旨「保健活動の評価方法」 島根県立大学短期大学部 教授 吾郷美奈恵 
 

 

 

なぜ評価するのか 

 ①活動が最大限の効果を発揮しているのか確認 

 ②政策形成に影響を与える 

 ③知識の普及に役立つ 

 ④説明責任（納税者への） 

 

評価の５Ｗ１Ｈ 

 Why  評価の目的は？ 

 What  何を評価するの？ 

 Who  誰が評価するの？ 

 Where どこで評価するの？ 

 How  どう評価するの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健活動の評価指標の構造 

・ＱＯＬの指標：生活満足度や生きがい、エンパワメント 

・健康指標：健康寿命、死亡率や有病率、有訴率 

・生活習慣や行動の指標：健康的な生活習慣、健診の受診 

・学習の指標：知識や態度、健康づくりの技術 

・組織・資源・環境の指標：家族や周囲のサポート、住民組織の活動状況、社会資源への

アクセス 

・保健活動の質と量：普及啓発事業の回数、参加者数、関係機関との連携、住民参画 

・基盤整備の指標：マンパワーや施設の整備、協議会の設置、制度づくり 

 

評価方法 

アウトプット評価、アウトカム評価、プロセス評価、ストラクチャー評価．．． 

企画評価、実施評価、結果評価、統合評価．．．              など、様々 

グループ支援、地区組織化活動、家庭訪問、健康相談、健康教育、 

など活動によっても手法は様々 

文献 

・平野かよ子、尾崎米厚／編集：事例から学ぶ保健活動の評価、医学書院 

・佐伯和子／編著：地域看護アセスメントガイド、医歯薬出版 KK． 

保健活動の評価方法 

効果が認められなかったら

見直しのチャンス！ 

スタッフと住民の 
エンパワメント！ 
－達成感の共有－ 

Quality of Life の向上は保健活動の最終的な目標 
標準的なＱＯＬ指標が少ないのが実情 
ＱＯＬ指標は保健活動の「めざすもの」にほかならない 
ＱＯＬについては，当事者を含め，住民や関係者と一緒に考えることが大切 

対象者がどうなったら活動の効果が出たといえますか？ 
専門職だけで考えると・・ 



 

 

公開講座要旨「質的研究の進め方」（倫理的配慮） 島根県立大学短期大学部 教授 吾郷美奈恵 

 

 

質的研究とは 

■統計的な処理や数量化のための他の手段によっては到達し得ない結果をもたらすような

研究はどんなものも含んでいる。 

■個人の生活、出来事、行動、組織の機能、社会変動、相互行為．．．、非数学的手順に注目

する。 

■人為的な状況設定を行わず日常的な状況で行う 

■多くの人に共通する一側面をとらえるというよりは、個人、集団、組織をまるごと包括

的にとらえようとする。 

■人々の経験や生活の一端が結果からみえる。 

 

質的研究の特徴 

1．研究者が測定用具となる 

2．研究している現象に集中的/長期的にかかわる 

3．研究されている人々の視点（内部者の視点）をもつ 

4．研究者と研究される人の相互作用がある 

5．データは、言葉（文字データ）が用いられる 

6．さまざまなデータ収集方法を用いることができる 

7．データ収集と分析は同時に行われ、相互に影響する 

8．データは帰納的に分析される 

9．濃密な記述が行われる 

10．研究している現象について、全体的（系統的、包括的、統合的）な見方を得る 

11．柔軟で融通性がある 

 

主な研究方法 

・質的記述的方法（現象の記述）  

→インタビュー、参加観察、質問紙 

・グランデッド・セオリー（データに基づく理論の開発、理論開発を導く概念の生成）                    

→インタビュー、参加観察、質問紙 

・エスノグラフィー（文化集団の記述と解釈） 

  →インタビュー、参加観察、既存資料の検討 

・現象学（現象についての経験の本質の理解） 

  →インタビュー 

・事例研究（事例の深い分析の開発） 

  →インタビュー、参加観察、質問紙、既存資料の検討 

 

文献 

・中村好一：保健活動のための調査・研究ガイド、医学書院 

・横山美江／編著 よくわかる地域看護研究の進め方・まとめ方 医歯薬出版株式会社 

 

 

質的研究の進め方 

対象は、追求する事象を系統

立てて説明するのに十分な

内容（事柄の豊富さ、拡がり）

を提供してくれる人。 

データの性質：人々の言葉や

行動の記述（観察、インタビ

ュー、文書、文献、映像．．．）。 

 



 

 

公開講座要旨「質的研究の進め方」（倫理的配慮） 島根県立大学短期大学部 教授 吾郷美奈恵 

 

 

 

 専門職である実践者としての倫理と、研究の各プロセス（準備、計画立案、対象者の承

認を得る、データ収集及び収集後、公表）で求められる倫理的配慮が求められます。 

 

■研究対象者は、必要な真の情報をすべて与えられた上で、研究への参加を承諾したもの

であること。 

■研究対象者は、希望すればいつでも研究への参加を辞退することができる。 

■不必要な苦痛、危険等不利益は、事前によく検討され、研究計画から除かれていること。 

■研究のもたらす個人および社会への利益は、研究対象者に対する不利益に勝るものであ

ること。 

■看護研究を行う条件を備えたものによって行われること。 

■研究対象者は、プライバシーが保護され、秘密が厳守されること。 

 

次のことを理解しておきましょう。 

・倫理は対象（高齢者や障がい者などの弱者、権力の関係など）と方法（負担や侵襲の程

度）に応じて決まります。それにより、同意書・辞退書が必要か否か考えましょう。 

・誰が、誰に（本人、保護者、キーパーソン）、何時、どのよう（文書、口頭）に依頼しま

すか。 

・研究参加は、自由意思です。意志ではありません。 

・個人情報保護は当然ですが、プライバシーを守る配慮が重要です。 

・公表は、個人が特定できないようにすることが条件です。 

・協力しても、しなくても、不利益のみならず利益がないように配慮します。 

・データの管理も事前に決めて、依頼時に説明します。 

・研究の修了は公表ですので、そのことも依頼時に説明しておきます。 

・データの目的外使用は認められません。業務上管理しているデータを活用する場合は、

活用するデータを収集した目的を確認し、個人が特定されない形式で管理者に提供を求

めたり、本人の了解を得るなどが必要です。 

・現在は、所属施設・機関の研究倫理審査委員会で承認を得ることが求められています。

それに代わる妥当な方法を考え、承認を得ることを忘れないでください。 

・協力の有無に関わらず、質問等には誠実に答える体制を伝えておきましょう。 

 

文献 

・看護研究における倫理指針（日本看護協会） 

・看護研究のための倫理指針（国際看護師協会） 

・臨床研究に関する倫理指針（厚生労働省） 

・疫学研究に関する倫理指針（厚生労働省） 

倫理的配慮 



 
公開講座要旨「文献検討について」 島根県立大学短期大学部 教授 名和田 清子 

 

 

 

 文献検討（文献レビュー）とは、研究を始めるにあたって、①その研究領域で、これま

でに何が明らかになっているのか、②新たに何が検証されるべきか、②研究方法はどのよ

うにすれば良いか、等を検討することを目的に、先行（既存の）研究について、文献の内

容を吟味することである。文献とは、すでに発表された研究、調査などの記録で、会議録、

速報（レター）、原著論文、症例報告(ケースレポート)、レビュー（総説・解説）等に分類

される。文献検討では、研究疑問、目的や枠組み（研究の論拠となる理論や概念、概念間

の関係）、研究デザイン、主要変数や標本数及びその特徴、データ収集と分析の方法、研究

結果、考察を明らかにする。 

文献検討は、①文献の探索、②文献のクリティーク、③文献検討の結果をまとめる、の 3

つのプロセスに従って行う。文献の探索では、全般的な文献と研究主題に該当する文献を

バランス良く、その論題について入手できる重要な、また、当然知っていなければならな

い最近の文献を漏れのないように抽出する。探索では、探索語（キーワード）の決定、論

文の種類や期間等の絞り込みを的確に行うことが重要である。文献のクリティークとは、

研究の質や信用度を検討するプロセスで、その研究のもたらす意義、利益、限界を判断す

るために、研究のあらゆる側面を系統的に、慎重に検討することである。研究を、批判的

思考を取り入れて、批評的評価を行う。クリティークは①研究の理解、②理想的な研究と

の比較、③分析、④評価のプロセスにしたがって行う。文献をクリティークしたら、①研

究の背景、②研究構造と表現の適切性、③研究の長所と短所の識別、④今後の研究への提

言、⑤研究の評価等の項目に分けてまとめる。 

文献検討により、研究の始まり（論文の序文）では、その課題をどう捉えて研究を始め

るに至ったか、その背景 (1)Knowns：何がどこまでわかっているのか、(2)Unknowns：何が

いまだにわかっていないのか、(3)Problem (question)：何の問題を解決するのか、

(4)Approach：動物実験、臨床研究等の研究方法はどうすれば良いか、について検討（説明）

する。研究の終わり（論文の考察）には、見つけ出した解答を科学の世界にフィードバッ

クし、研究から得られた結果とすでに知られている認識とが どのように関連するかを検討

（考察）する。論文では、文献検討し、論文に引用した文献は、参考（引用）文献として、

論文の最後に示さなければならない。参照した文献を明示することは、著者と読者が共に

既存の論点を整理することを助け、論文に示される新規性、独創性を明らかにすることで

もある。 

文献検討は、研究を行う際には、自分の研究を客観的に位置づけ、研究の重複をさけ、

新たに何が検証されるべきなるのか、どんな手法を用いて研究を行うべきであるかを検討

する上で、必要不可欠である。 

文献検討について 



 
公開講座要旨「調査の進め方とデータ分析」 保健環境科学研究所 所長 大城 等 

 
 
内容 調査票作成とデータ分析を中心に、2 回に分けて以下の講義・デモンスト

レーションを行った。 
第 1 回目 6 月 
１ 調査デザイン 
①仮説の設定  
②データ収集の方法と特徴  

   配布回収方法：郵送法、留め置き法  
   記入者：自己記入式、面接・電話による聴取  
   調査の場所：個別、集合 
③標本調査の実際 

  標本の抽出方法：確率標本抽出 単純無作為抽出、層化抽出、多段抽出 
  標本数の決定方法 実事例における抽出率の決定の例 
  回収率を高めるための工夫 督促の効果 
④仮説の設定と分析方法 

  実態を把握する 特徴の記述方法 分布・平均値等の記述 
  要因を解析する 要因の解析 相関、クロス集計、判別、比較  
２ 調査票の作成  
①設問の形式 
多肢選択法、無制限複数選択法、制限複数選択法  
順位法、評定法  
自由回答法 

②質問を作成する際の注意点 
③既存の調査票の入手方法と活用 

３ データ入力 
 ①入力負荷の軽減方法 
  調査票作成時の工夫、入力時のコツ、作業の効率化を考慮した入力方法 
 ②データのクリーニングと集計用のデータ加工 
第 2 回目 11 月 
４ 集計・分析 
 ①集計・分析の基礎知識 
 ②データ（変数）の種類と対応する処理作業 
  間隔尺度、名義尺度、順序尺度 
  度数分布とヒストグラムの作成、代表値と散布度の算出 
 

調査の進め方とデータ分析 



 
公開講座要旨「調査の進め方とデータ分析」 保健環境科学研究所 所長 大城 等 

   
要因間の関連性の評価 相関係数、回帰式、χ二乗検定、直接確率 
推定と検定の基礎理論 

 ③集計・分析に用いる各種プログラム 
 ④集計・分析に向けた準備作業 
  データのバックアップ、誤入力、異常値の検出、論理チェック 
  集計・分析作業スケジュールの作成 
  出力形式（集計表・図）の確認 
  コーディング、デコーディング 
 ⑤集計・分析中の作業 
  データのバックアップ、作業記録の作製 
  集計結果の中間とりまとめ 
５ エクセル、SPSS を用いた集計・解析作業のデモンストレーション 
 ・健康診断データを用いた集計・分析例 
 ・身長の度数分布・ヒストグラムの解釈 
  特徴が異なる集団（男性と女性など）が混在した場合の注意点等 
・ピボットテーブルの使用例 
 性・年齢階級別受診者数、尿糖区分別 HbA1c 平均値等  

 ・身長と体重の散布図と相関係数による評価  
 



 
公開講座要旨「論文の書き方」 島根県立大学短期大学部 教授 福澤 陽一郎 

 
 
 
１．論文を書く前に 

１）メモのすすめ：参考になることをメモする習慣を 
２）論文とは：これを知れば、企画研修や事業計画に役にたつ 
３）よい論文に出会う：まずは、まねることから 

２．論文の構成とポイント 
 論文とは、あるテーマについての調査や論考を「緒言・本論・結び」という原則に従って 
展開した報告書。コミニュケーションの一形態 

• 表題：明確で具体的であること 
論文の鍵であり、非常に重要。論文の内容を簡潔に示す必要。 
キーワードの内容を適切に含んでいること。      

• 緒言：動機，意義、過去の研究から言えること 
緒言の出来具合で、その後の結果の記述に対する読者の興味が決まる。問題意識と 
それを取り上げる動機を書く。これまでの研究を踏まえて仮説をたてる。  

• 研究目的：この調査で明らかにしたいこと 
この研究で何を明らかにするのかを述べる。 

• 研究方法：調査対象者，方法，調査期間，分析方法 
正確に詳しく述べる。 

• 倫理的配慮：必要な条件を全て書く 
人を対象とする研究は、倫理的に配慮している内容を明記する。 

• 結果：目的に合わせ図表を用いて知見を述べる 
事実のみを客観的に書き、読みやすいように工夫する。どれを取り上げ、どれを捨て 
るのか、どの点を強調するのかなどを決めることが大切。 

• 考察：結果を解釈したり他者と比較する 
研究目的に照らし合わせた考察をまとめる。考察を書くことは、論文の中で最も 
難しい部分。 

• 結論： 明らかになったことだけを簡潔に述べる 
緒言で述べた問題意識や研究目的の答えがどうなったのかを述べる。 

• 文献：文献検索と文献レビュー 
文献、資料などの使い方が、その研究の信頼性を左右する。 

• 謝辞：実名を挙げるかどうかは注意 
３．論文を書く際の知恵袋 

・ 書く作業は規則正しい生活が大切 
・ 一文は長くて、40 字で５行程度 
・ 時には、テーマとねらいを読み返してみる。 
・ 資料を十分に理解し、その上で自分の解釈を 

参考文献 
・ 足立はるゑ、看護研究サポートブック、メディカ出版 
・ 花井等、若松篤、論文の書き方マニュアル、有斐閣アルマ 

論文の書き方 



   

 
 

公開講座要旨「企画書の書き方」 島根県健康推進課 課長 田中 央吾 

 
 
 
 
企画書を書くとき、その目的を明確にすることが大切である。 
その昔、結核対策と低栄養対策が保健師の業務の中心であるといった時代があった。し

かし、感染症中心から生活習慣病中心となり、さらに新型インフルエンザ、虐待、発達障

害など新しい病理が加わり保健師に求められる知識・技能も劇的に変わっている。また、

市町村統合、介護保険サービスの開始などの政策の変化も保健師は力量形成の過程で影響

を受けている。ただし、そのようなことは保健師に限られたことでなく、例えばトヨタ自

動車、富士フィルム、任天堂といった一流企業においても生き残るために、絶えず変化に

適応することを求められているのである。求められる知識・技能が目まぐるしく変わる中、

保健師自身、「自分がどのような専門性を求められているのか悩む」といった声が聞かれる。

求められる知識・技能は変われども、変わらず求められるものを理解すれば、その悩みは

解決するはずである。保健師が変わらず求められるものとは現場の病理を把握（地区診断）

し、それを上司（多くは事務官）に伝えることである。 
企画書とは、こうした現場の事情が分かっていない上司を動かす（現場の病理に対処す

る施策を実行してもらう）ために書くものである。冒頭で言及しているが、その目的が明

確である場合によい企画書ができる。具体的には、自分が担当する地区がどのような問題

を抱えており、予算などを押さえている上司にどのように動いてもらうか、それが分かる

ものであることが必要である。 
ただし、ものを伝えるということは非常に難しいことと心得るべきである。それに加え

て我々が使う日本語も誤解を与えず正確に使いこなすことが非常に難しいものであること

も併せて承知するべきである。 
一般論として、「簡単に、単純に」、「総論から各論へ（全体から細部へ）」、「結論は最初

に」、「文章は表に、表は図に」といったことがものを伝える際に重要であるので、常に意

識するべきである。また、優先順位を決めるための情報、すなわち「重要であること」、「実

行可能であること」、「費用対効果が優れていること」、「持続可能であること」、「科学的根

拠に裏付けられていること」は事務官が関心を持つことであり、企画書に意識して盛るべ

きである。併せて、人を説得する（新しい施策を実施してもらう）際に有用な情報、「具体

例がある」、「権威付けられている」、「科学的根拠に裏付けられている」、「他県で実施して

いる」を企画書に書き込むべきである。 
ただし、こうしたテクニックを知っていても、ものを伝えることが難しいことには変わ

らない。結局、書くしかない。書いた上でしっかり見直すことが併せて重要である（この

２つには文才はいらない）。企画書を良く書くことに王道はない。まず書くこと、そして書

いたら見直すことで、伝える力を付けていくといった態度が必要である。 

企画書の書き方 


