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『最新保健学講座』（全７巻）を編集するにあたって

現在の保健師養成の現場をみると，１年コースの専門学校や短期大学専攻科に代

わって看護系４年制大学での養成が主流を占めるようになっている．その教育課程

は看護師教育との統合カリキュラムが圧倒的に多く，このことは保健師の専門性を

いかに教育するかという意味で，教育時間，教育内容，実習の進め方など様々の課

題や議論を起こしているところである．このことが教育現場のみならず，保健活動

を行う現場からも起こってきているということは，保健師の専門性に改めて関心が

集まっていることの表れではないだろうか．

2011（平成23）年１月に公示された「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」

（カリキュラム）の一部改正，また併せて打ち出された「保健師に求められる実践能

力と卒業時の到達目標と到達度」は上記の議論にある意味応えようとしたものとも

考えられる．

これまでの指定規則は，1997（平成９）年の改正で公衆衛生看護と在宅療養者を

対象とした継続看護を含めて教授する「地域看護学」に編成された後，2008（平成

20）年に，在宅療養者を対象とした継続看護は看護基礎教育の「在宅看護論」で十

分教授されているとして，教育内容を地域，学校保健，産業保健を含む公衆衛生看

護活動に焦点を当てるという改正を経てきている．そして，今回の改正では，前回

までの改正を踏まえて教育内容が「地域看護学」から「公衆衛生看護学」（行政保健，

産業保健，学校保健の領域含む）へと変更された．このことにより，保健師の役割

と専門性がより明確になったのではないだろうか．

さて，今回の指定規則改正を受けて，本講座では改正内容に対応するべく見直し

を行うこととした．前述した関係者の危惧を除くための実力を備えた保健師の育成

にふさわしい教材とするべく，各巻の編集者へご相談を申し上げた．この改訂には

たいへんな時間が必要になるのではないかとの思いもあったが，ご相談を重ねるう

ちに，そもそも保健師の専門性に焦点をあてている本講座の内容は，すでに今回の

指定規則改正に十分応えられるものであるとの結論を得ることができた．

そこで，今回の改訂では各巻の執筆者にお願いし，それぞれの担当部分に時代を

反映させるために必要な改訂をしていただくということになった．改訂された本講

座が保健師教育に最適な教材に仕上がっていることを確信するものである．その構

成は以下のとおりである．

第１巻　公衆衛生看護学概論

第２巻　公衆衛生看護支援技術

第３巻　公衆衛生看護活動論� ライフステージの特性と保健活動
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第４巻　公衆衛生看護活動論� 心身の健康問題と保健活動

第５巻　公衆衛生看護管理論

第６巻　疫学／保健統計

第７巻　保健医療福祉行政論

構成内容は，従来と同じく，第１巻および第２巻では公衆衛生看護活動の基本的

な考え方と支援技術を，第５巻では公衆衛生看護を管理的視点からまとめた．

第３巻，第４巻は，母子保健活動，成人保健活動，高齢者保健活動などのライフ

ステージに応じた活動や，地域精神保健活動，学校保健活動，産業保健活動，障害

者（児）保健活動，感染症に対する保健活動，災害時の保健活動など，場と健康の

状態に応じた活動についてまとめた．

さらに，第６巻と第７巻では，保健師として知っておかなければならない疫学や

保健統計，行政の知識をまとめた．

本講座の改訂にあたり，編集・執筆くださいました先生方に改めて感謝申し上げ

るとともに，本講座を活用してくださる方々からの忌憚のないご意見をお待ちした

い．それらのご意見は，本講座のさらなるブラッシュアップにつながり，そのこと

は必ずや保健師の専門性を活かした活動のできる人材育成につながっていくものと

考えるからである．

2011年12月

編集者を代表して　　金川　克子
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2011年１月「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」改正が公示され，同年
４月より施行された．
今改正では，保健師教育の単位数が23単位から28単位に増やされるとともに，科
目名称が「地域看護学」から「公衆衛生看護学」へと変更され，保健師の専門性が
より明確になるよう意図された．その背景には，社会の複雑化に伴う問題の多様化，
深刻化に的確に対処するためには実力ある保健師が必要という切実な事情がある．

保健師助産師看護師法では，保健師は「保健指導を業とする」と規定されてい
る．つまり，保健師は，「保健」すなわち「健康を保つ」うえで必要な事項を，
「指導」すなわち「指し示し，必要な事柄や情報を提示しながら導き」，個人・家
族・集団・組織の健康を保持するとともに，地域社会全体の健康水準を上げてい
く仕事をする．医療機関に働くことの多い看護師が，医療を「受診」しに来た
人々に対して看護（ケア）を提供するのに対して，保健師は普通の生活の場であ
る地域に住む人々に対して看護を提供する．このため，ケアを受ける準備のでき
ていない対象者に出会うことが多い．まずは，その人々に，自らの健康状態を認
識してもらうこと，対象者個人や家族に働きかけるだけでなく，同じ問題を抱え
る人々を組織し，健康学習や自主・自助グループ活動を活用できるよう支援する
能力を養うことが看護になっていく．

保健師は，市町村・都道府県・産業保健の場で新たな事業や社会資源，教室な
どのケアプログラムを新しくつくり，予算化すること，必要があれば条例づくり
や施策化をして，制度を改革していく役割を担っている．
近年の研究で，このような保健師の施策化行動の原動力となるのは，それ以前

に地域で看護を提供した際に現行制度の問題点・欠落点を認識したこと，また，
困った経験があることである，ということが明らかになってきている．従来から
保健師が地域で行ってきた対人保健サービス，すなわち直接的なサービスが，今
後の保健師活動である調整役割と政策立案・企画立案の基盤にある．

本書で扱う公衆衛生看護の支援技術は，その担い手である保健師の専門性の核
である．すなわち，「個人・家族・集団・組織の支援」にかかわる技術であり，具
体的には，「保健指導」「家庭訪問」「健康相談」「健康教育」「グループ支援・組織
化活動」である．本書での学びをとおし，保健学および公衆衛生看護学を学ぶ学
生の明日への糧となることを切望する．また，多くの方々から本書についての忌
憚ないご意見をお寄せいただけるよう期待している．

2011年12月

村嶋 幸代

は　じ　め　に
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公衆衛生看護
支援技術の特性
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第1章　公衆衛生看護支援技術の特性2

公衆衛生看護の考え方と技術

地域（社会）はパートナー

看護のルーツには，２つのタイプがある．すなわち「病気の看護

（sick nursing）」と「健康の看護 （health nursing）」である．すでにナ

イチンゲール（Nightingale, F.）の著作にこれらの言葉が使われている．

前者は，修道院で聖職者によって担われることから始まり，現在の病院看

護の基になった．後者は，地域の教養ある豊かな女性が隣人の生老病死に

際して世話をしたことから始まり，現在の地域看護・公衆衛生看護のルー

ツになっている．

英国では，前者はDistrict Nurseへとつながって訪問看護を担い，後者

はHealth Visitor（現・Specialist Community-Public Health Nurse；

SCPHN）へとつながって乳幼児の保健指導を担うようになった．Health

Visitor は，近年は，高齢者への訪問指導なども行っている．日本でいえ

ば，前者は訪問看護師，後者は保健師の活動にあたる．

このルーツにみるように，保健師の活動には，地域の隣人同士の助け合

い，健康な生活を送るための知恵の伝授という側面がある．知恵を得るこ

とによって，当事者がそれを自分の知恵とし，生活のなかで活用し，自立

していけるようになる．そして，その当事者が次の人を助けていく．この

ようにして地域社会によい循環を生み出し，共に健康になっていく．この

ような自助力が地域社会にはある．この自助力を刺激し，伸ばしていくこ

とが必要である．

その意味では，地域社会の人々は，保健師が活動していくうえでの対象

であると同時にパートナーでもある．支援するほうもされるほうも，共に

同じ地域社会に暮らしており，共同社会の隣人であるという関係が前提に

なる．

地域に働きかけることの意味：コミュニティ・アズ・パートナー・モデル

保健師活動の対象は「地域」である．人間が一人の単体として存在し，

皮膚によって外界と分けられ，独自に行動するのと同じように，地域も一

B

A

1
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つの単体ととらえれば，地域自身が一つの生き物として活動し，ケアの対

象となると考えることができる．

Betty Neuman は，この考え方をNeuman System Model として提唱

した．地域を一つの円で表し，その外側に柔軟なライン（フレキシブルラ

イン）を，内部に抵抗ライン（レジスタンスライン）を描いた．

Elizabeth Anderson らはこれを援用して地域のアセスメントに生かせる

ように拡げ，“コミュニティ・アズ・パートナー・モデル”とした．

このモデルでは，地域には抵抗ラインとフレキシブルラインがある．抵

抗ラインを強め，創り出すことは，地域の「抵抗力」を強化することだと

考えられる．また，フレキシブルラインを拡充することは，地域社会のも

つ「予備力」，すなわち緩衝帯として働く力を強めることだと考えられる

（図1-1）．筆者なりに解釈すれば，地域ケアプログラムを開発することは

抵抗ライン，すなわち地域社会の抵抗力を強化することであり，住民活動

を強化することは緩衝帯を拡大すること，すなわち地域社会の予備力を強

化することにつながるといえる．

たとえば，虚弱高齢者が家族から介護されて自宅で療養生活を送る際に，

地域にデイケアや訪問看護（特に，夜間・早朝の訪問看護）などのケアプ

ログラムがあれば，それを活用して自宅で生活することができる．すなわ

ち，その高齢者が自宅で生活することを可能にするとともに，家族介護者

が疲弊したために虚弱高齢者が入院・入所せざるをえなくなってしまうこ

1 公衆衛生看護の考え方と技術 3

図1-1 コミュニティ・アズ・パートナー・モデル

  通常の防御ライン 
（健康な状態） 

ストレッサーの進入 

フレキシブルライン 

コア 

  抵抗ライン 
（抵抗力） 

  緩衝帯 
（予備力） 
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第1章　公衆衛生看護支援技術の特性4

とを防止することができる．これは，その一家の生活が介護のために破綻

することを防ぐことにつながってくる．つまり地域のケアプログラムを豊

かにすることは，虚弱高齢者とその家族介護者の生活の破綻を防ぐ手だて

となるのであり，地域社会の抵抗力を増したといえよう．一方で，住民同

士のネットワークがきめ細かくできていれば，たとえば，認知症高齢者が

外出しても，近隣の住民が見つけて呼び止め，家族等に連絡してくれて，

大事に至るのを避けることができる．いわば，地域社会の予備力が増した

といえる．

このように，地域ケアプログラムをつくることと，住民同士のネットワ

ークを強化することとは，両者相まって地域社会の力を増すことになる．

虚弱高齢者を受け入れる地域の力量が向上したともいえる．保健師が，ネ

ットワークをつくりながら，地域のケアプログラムや住民の活動をつくっ

ていくことは，地域社会の抵抗力と予備力，自助力を増して最終的には暮

らしやすい地域社会を創っていくことにつながるのである．

公衆衛生看護の２側面と看護技術

「公衆衛生看護（Public health nursing）」は，1893年に，Lillian Wald

（1867～1940）がニューヨークのヘンリーストリートでセツルメント活動

を始めたとき，自分達の活動につけた名称である．この言葉には，2つの

側面がある．

一つは，public（公衆・人々） に health nursing（健康の看護）を届け

ることであり，健康教育・健康相談・健康診査と，そのフォローアップな

どが該当する．health nursingは，sick nursing （病気の看護）に対する概

念であり，健康が保たれるように，日常生活のなかで必要な事項について

働きかけることである．ナイチンゲール（Nightingale, F., 1820～1910）は，

「都市の看護・農村の看護」のなかで，人々の日常生活のなかで，かまど

のそばで，健康を保つすべを教育するとともに，農家の女性たちから教わ

ることの重要性を述べている．

もう一つは，nursingを提供することによってpublic health （公衆衛

生・人々の健康）の水準向上に寄与することである。具体的には，家庭訪

問・まだ社会資源につながらないときの家庭での看護，また個別健康相談

などが該当するが，対象集団内の個々人や家族へケアを提供する（看護）

ことにより，（地域）社会の問題点を発見し，その構造を明らかにして，

C

1 公衆衛生看護の２側面
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その人々（当事者）や地域社会の人々が組織的に解決するように働きかけ

ること，これが公衆衛生の向上に寄与する．このように，「個人・家族へ

のケア」を行うと同時に「集団の健康の向上」を図るように活動を展開し

ていくのが，公衆衛生看護の特長である．地域社会の組織的活動は，ウィ

ンスロー（Winslow, C. E. A., 1877～1957）のいう公衆衛生活動である．

このように，公衆衛生看護には，健康水準の底上げというポピュレーシ

ョン・アプローチ（population approach）と，問題が生じた人から働きか

けるハイリスク・アプローチ（high-risk approach）の両方がある．両方の

側面から働きかけるのが，保健師の活動の方法論である。保健師は，具体

的には，次の３つの方法で，集団の健康水準を向上させている．

保健師は働きかけの方法として，対象別に主に３つの方法を用いている．

図1-2は，「日本公衆衛生学会公衆衛生看護のあり方委員会」が保健師のコ

アカリキュラムとして提示した，保健師の実践能力の構造である．

Ａ．対象集団内の個人・家族へケアを提供する（個人・家族支援）

Ｂ．対象集団内で問題・課題を抱える人々の共通点・原因を探し，その

問題が地域で取り組むべき問題であることを共有化し，改善に向けて

働きかける（地域の課題を診断．解決・改善に向けた活動の展開）

Ｃ．ケア・活動の継続性，資源配分の公平性を担保するために，施策化

し予算を獲得する（地域ケアマネジメント，地域看護管理）

1 公衆衛生看護の考え方と技術 5

2 保健師の活動方法

図1-2 保健師の実践能力の構造

C.　地域健康開発・変革・改善力 
　　≒コミュニティ*の問題を発見・ 
　　改善するリーダーシップ力 

B.　地域支援能力≒コミュニティ*への支援能力， 
　　組織支援力，行政能力，管理能力 

A.　個人・家族支援能力≒対人支援能力 
　　（個人，家族支援，集団支援） 

保健師としての基本的能力≒ものの見方，考え方，基礎力 

（*コミュニティ：地域・産業・学校） 

出典／金川克子，他：公衆衛生看護のあり方に関する検討委員会活動報告；「保健師のコ

アカリキュラムについて」中間報告，日本公衆衛生雑誌，52（8）：p.758，2005．
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第1章　公衆衛生看護支援技術の特性6

１）個人・家族支援の支援（Ａ）について

個人・家族支援の支援（Ａ）は，保健師活動の基本である．支援を必要

とする人や家族に対し，その人たちの力量に応じて必要な支援を行い，自

立を支え，その地域で生活できるようにしていく．１つの家族が立ち直れ

ば，その人たちは地域社会の資源ともなりうる．保健師のケアは，対象者

が日頃生活している地域社会（産業保健では事業所，学校保健では学校）

で行われるケアであり，「その人の成長発達を支え，落ちこぼれるのを防

ぐ」という点からも，大変重要なケアである．一方で，「その時」だけで

なく，長い目で成長発達を追っていくというのも，公衆衛生看護の大きな

特長である．一度きりの訪問で終了するのではなく，その人の人生を長期

にフォローしていくことになる．

個人・家族のケアには，別の意味もある．すなわち，社会や地域の問題

が認識できるようになるのは，最初は「事例」からなのである．事例をと

おして，地域の問題が浮き彫りになる．また，事例をとおして，地域で暮

らすために必要な資源が地域に整っているか，必要なケア資源や，その整

備の必要性を認識できるようになる．

２）地域診断に基づく活動の展開（Ｂ）

対象集団内の健康課題を抽出し，実態を明らかにするとともに原因を探

し，対策を立てて活動し，解決に導く一連のプロセスである．問題・課題

を抱える人々を集め，その共通点を抽出する，もしくは担当地域の健康情

報（その地域に特徴的な死亡原因・有病率・医療費の動向・高額な医療受

療者の受診理由など）から取り組むべき問題を見いだす．抽出された地域

の問題を関係者と共有し，問題の重要性と広がり，緊急性，放置したとき

のリスク等について共通認識をもつ．同時に，可能性のある対策について，

費用対効果などを含めて検討し，政策に載せるように努めていく．

一連のプロセスのなかで，対象集団の健康水準の向上を図っていく．

３）地域ケアマネジメント，地域看護管理（Ｃ）

その地域に暮らす人々が，あまねくその必要性に応じてケアを受けるこ

とができているかについて，絶えず検討し，必要であれば対策を取る必要

がある．これは，地域でのケア資源配分の公平性を担保し，憲法第25条で

いう生存権を保障することにつながる．

具体的には，受持ち管内のケア資源の数量と質，また，そのケア資源が

カバーしている地域を精査し，その地域に，必要なケア資源が整備されて

いるか，他に必要なケアがないかなどについて判断する．また，地域住民
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に必要なケアや活動を継続的に行うためには，予算を獲得することが必要

である．施策化・事業化の能力である．

４）カリキュラム改正と保健師活動の専門性

以上の考え方は2007（平成19）年の保健師助産師看護師学校養成所指定

規則で打ち出され，2011（平成23）年改正で補強されながら，表1-1，2の

ように踏襲されている．個別アプローチと集団へのアプローチは，補い合

うものである．

今回の指定規則改正では，保健師の基盤となる学問が「公衆衛生看護学」

と再度位置づけられた．1997（平成9）年と2009（平成21）年の改正で

「地域看護学」となったのは，「臨床看護」の対概念として，“在宅看護・

継続看護”を含めて包括的に地域にかかわって働く看護職養成を目指した

ものであった．しかし，2011（平成23）年改正では，より保健師の専門性

に特化した概念として，改めて「公衆衛生看護学」が選定されたわけであ

る．

筆者としては，「地域看護」および「地域看護」と「公衆衛生看護」の

関係性を図1-3のように考えている．すなわち，「地域看護」のなかには

“行政”，“産業保健”，“学校保健”にかかわる「公衆衛生看護」があり，

「在宅看護」は「地域看護」に位置しながら「臨床看護」とも密接にかか

わりをもっているのである．

1 公衆衛生看護の考え方と技術 7

1） 個人・家族・集団・組織を含むコミュニティ（共同体）を地域とし，地域及び地域を構成する人々の心身の健康並

びに疾病・障害の予防，発生，回復及び改善の過程を社会的条件の中で系統的かつ予測的に捉えアセスメントし，地

域の顕在化・潜在化した健康課題を明確化し，解決・改善策を計画・立案する能力を養う．

2） 地域の人々が自らの健康状態を認識し，健康の保持増進を図ることができるように支援するとともに，自主的に社

会資源を活用できるよう支援し評価する能力を養う．

3） 健康危機管理の体制を整え，健康危機の発生時から回復期の健康課題を早期に発見し迅速かつ組織的に対応する能

力を養う．

4） 地域の健康水準を高めるために，保健・医療・福祉サービスを調整し活用する能力及び地域の健康問題の解決に必

要な社会資源を開発し施策化及びシステム化する能力を養う．

5） 保健・医療・福祉及び社会に関する最新の知識・技術を主体的かつ継続的に学び，実践の質を向上させる能力を養

う．

表1-1 保健師教育の考え方（平成23年３月厚生労働省看護課）
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第1章　公衆衛生看護支援技術の特性8

図1-3 地域看護と公衆衛生看護，在宅看護の概念

システムづくり施策化 

公衆衛生看護 

保健師の教育 
には不可欠 

看護管理 

臨床看護 在宅看護 地域看護 

幅広い看護 

（看護師の教育には不可欠） 

個人・家族への看護 

相
互
作
用
の
活
用 

学
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行
政 

産
業 

＝ 

＝ 

出典／村嶋幸代：特集日本地域看護学会の発展と課題；地域看護学の目指すものと日本地

域看護学会の使命，取り組むべき課題，保健の科学，52（9）：601，2010．

教育内容

公衆衛生看護学

公衆衛生看護学概論

個人・家族・集団組織の支援

公衆衛生看護活動展開論

公衆衛生看護管理論

疫学

保健統計学

保健医療福祉行政論

臨地実習

公衆衛生看護学実習

個人・家族・集団組織の支援実習

公衆衛生看護活動展開論実習

公衆衛生看護管理論実習

合　　計

単位数

16 （14）

2

14 （12）

2

2

3 （2）

5

5

2

3

28 （25）

備考

健康危機管理を含む．

保健所・市町村での実習を含む．

継続した指導を含む．

表1-2 保健師助産師看護師学校養成所指定規則 別表1（平成23年度から使用）

備考2 看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け，かつ，その学生又は生徒

に対し 1 の教育課程によりこの表及び別表3に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあっては，括弧

内の数字によることができる．

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

⎫
⎬
⎭
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「地域で看護する」際の
保健師活動技術の特徴

保健師の活動が臨床看護と大きく異なる点は，それが，地域で，普通の

生活のなかで提供される看護だということである．病棟のような，日常生

活から一歩距離を置いた空間のなかで行われるのではなく，家庭や職場・

学校・地域の様々な場で提供される看護である．また対象も，健康な人か

ら生活習慣病の予備群，顕在化した群，ターミナルの人など様々である．

１）ケアを受ける準備のできていない対象者との出会い

医療機関に来所する人々がある程度自覚症状があったり，「受診」とい

う行動を経て自発的に医療者の前に登場するのに対して，保健師が出会う

地域の人々は，必ずしも保健師の支援を求めていない場合がある．

特に生活習慣病の予備群，児童虐待の芽をもっている人々は，そのまま

放置しておけば発病や虐待につながってしまうにもかかわらず，無自覚で

あったり，自分で助けを求めることができない状態にあったりすることが

多い．このような対象者には，専門職側から積極的にアプローチして，何

とか破綻をきたさないように働きかける必要がある．対象者は必ずしも支

援を受け入れてくれるわけではない．また，虐待をするような家族は居場

所そのものが安定しないことがある．対象者を探し出し，関係をつくり，

受け入れてもらえるような関係をつくり出すに至るまでに，技術が必要で

ある．

２）自立を支援する活動

地域における看護では，臨床看護と異なり，看護を提供する側もされる

側も，同時にその地域社会の構成員であり，対等の関係にある．このため，

保健師の活動は，対象である地域住民が主体的・自立的に健康問題を解決

できるようになること，あるいは，住民の予防的対処能力を育成すること

2 「地域で看護する」際の保健師活動技術の特徴 9

1 保健サービスが行われる場の特性と提供される看護の
特徴

2 公衆衛生看護が提供される場の特性と看護技術の特徴

2
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第1章　公衆衛生看護支援技術の特性10

が究極の目標となる．その強力な方法が，家庭訪問である．

保健師が行う家庭訪問の意味に関しては，米国のpublic health nurse

について調べたJoyce Zerwekh 博士の研究がある．Zerwekhは，「自分

が家庭訪問でなしえたこと」について米国ワシントン州の保健師約30人

に面接し，その状況について語ってもらい，質的に分析した．

その結果得られたのが，家族ケア提供モデルである（図1-4）．このモデ

ルであげられている技術は，最終的には「自分でできることを励ます」こ

とにある．かかわりの最初の段階では，家族の「居場所を探す」．そのた

めに，地域のいろいろなネットワークを使って，「情報を探索する」．「釣

り糸を垂らし」たり，「猟犬のように嗅ぎ回ったりする」．ケアの対象者に

到達するまでに，日頃の活動のなかで培われた基盤が必要なのである．

居場所が見つかれば，家庭訪問をするが，まずは「信頼関係を築いて」

家の中に入れてもらえるようにする必要がある．「相手のなかに入るタイ

ミングをつかむ」のであるが，その見極め方も技術である．関係をつくっ

ていく過程で，実際に相手の「役に立つ」，地域の「資源を活用する」「他

の専門職と協働する」ことも多い．

本人と一緒に「問題を解決」し，問題解決の方法について「学ぶことを

手伝う」ことによって，次に同じような問題に遭遇したときに，本人自身

が問題を解決できるように支援していく．問題を抱えた家族は，ともすれ

ばお互いにコミュニケーションが取れずに事態の悪化を招くことがある．

このため，家族の間に入って意思疎通を助け，「家族間の理解を促す」．ま

た，「情緒面に働きかけ」て，イライラすることのないようにし，「危機を

未然に回避する」．

一方で，そのまま放置すれば子どもが危機に陥ることが予測される場合

には，本人に「納得させ」て，子どもを強制隔離し，「子どもを救う」と

いう手だてを取ることもある．

この一連のプロセスのなかで，保健師は，その人が「自分でできること

を励ます」のである．

このような保健師の家庭訪問の技術は，米国のみならず，英国のhealth

visitor，フィンランドのpublic health nurseでも認められている．また日

本でも納得できるものであり，上述した保健師の家庭訪問技術には，各国

で共通性があるといえる．

一方，自立を支えるために，保健師は対象者自身や家族を個別に支援す

るだけではなく，集団に対しても支援する．同じ問題を抱える人々を集め

てグループをつくり，グループダイナミクスやグループの治癒力を活用し

て対象者をケアするとともに自立を促していく1）．たとえば，そのグルー

プが自分たちのグループの運営を自分たちで行えるように，グループの自
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立度に応じてかかわり方を変え，グループとして自立に向かうことができ

るようにするのである．どの程度かかわるのか，だれをリーダーにするの

か，リーダーをどのように育てるのか，などの見きわめをするのは大変難

しい．これも保健師の専門技術の一つである．

３）予防活動

保健師が携わる地域保健活動は，地域住民の健康の保持および増進を目

的として行う活動である．具体的には，対人保健サービスと環境衛生・生

活衛生・健康危機管理などをとおして実施される．基本法律は，地域保健

法と健康増進法であり，個別の事業法として，母子保健法，精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律などがある．

保健師は，地域における対人保健サービスの最大の担い手であり，母子，

老人，精神等の保健事業をとおして，これらの事業法の目的を具現化して

きた．具現化する際に最も重要視してきたのが「予防」の概念である．

2 「地域で看護する」際の保健師活動技術の特徴 11

図1-4 家族ケア提供モデル
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出典／Joyce V. Zerwekh, R. N., C. S., Ed. D.，斉藤恵美子訳：保健婦活動のための家族ケア

提供モデル，看護研究，32（1）：26，1999．
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第1章　公衆衛生看護支援技術の特性12

たとえば，乳幼児の健康診査では，身体面や心理面のチェックだけでな

く，親子関係，母親の養育能力もみる．健診でスクリーニングを行い，リス

クにさらされているグループを見いだす．その後の経過観察を健康相談・

家庭訪問などをとおして行うとともに，必要があれば専門医に紹介する．

この過程をとおして，将来虐待につながりそうな親を見いだし，かかわり

をもちながら経過を観察する．そして，関係がついたらその人のレベルに

見合ったグループに誘う．グループの治癒力や教育力を活用しながら母親

を支援する．必要に応じて個別ケアも行いながら，その家族が破綻をきた

さないように支援し，徐々に自立に導いていく．

このように，様々な対象に予防の観点からかかわっていくことが，保健

師の支援方法論の大きな特徴である．

保健師は，乳幼児健康診査だけでなく，地域で実施している様々な事業

をとおして，潜在的に問題をもっている地域住民に接し，さらなる支援の

必要性について予防的な観点からスクリーニングし，かかわっていくので

ある．

４）働きかけの対象の多層性

保健師の働きかけの対象は，個人・家族・集団・地域の４層すべてであ

る．個人と家族が対象の大部分を占める臨床看護と異なり，公衆衛生看護

では，集団と地域への働きかけが大きな比重を占める．

個別ケースの問題には，地域社会の生活習慣，労働環境，文化が反映さ

れている．このため，問題を抱えた個人は，地域社会の問題を集約的に現

している場合が多い．保健師は個別に相談にのったり，支援したりした人

たち，すなわちその地域のなかで問題が現れやすい人々へのケアをとおし

て，地域の問題を認識する．つまり，保健師は個別事例をとおして地域の

ニーズを感知するのである．そのような対象に近づく方法論が保健指導，

健康相談，家庭訪問といった保健師の技術である．このような個別事例へ

の看護のなかで見いだした問題点を抽出し，組織的に地域社会へ働きかけ

るのである．いうなれば，個へのケアと集団へのケアは相乗効果をもつの

であり，両者を勘案しながら個人・家族・集団・地域への支援を行ってい

く点に保健師活動の大きな特徴がある．

個人・家族のケアを行いながらも同時に地域をみている．それが

population-based（母集団に根ざした）といわれるゆえんであり，公衆衛

生看護の醍醐味である．

５）健康な町づくりに寄与する活動

家庭訪問，健康相談といった個別ケアだけでなく，保健師は集団を対象
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にしたケアも行う．その一つが集団支援・組織化活動であり，もう一つが

健康教育である．

健康教育は，教育をとおして対象者の健康に関する知識の底上げを図り，

その人々がより健康な行動様式を選択できるように方向づけする目的をも

っている．同時に，健康教育は地域の一定数の人々に一斉に行われるため

に，健康教育をとおして，その集団の共通認識をつくることが可能になる．

共通認識は，地域社会の人々の価値観に反映するとともに，その地域社会

の準拠枠をつくる基盤になる可能性がある．

たとえば，たばこが，本人だけでなく周囲にも受動喫煙という形で害が

及ぶという知識を，その集団の大部分が共通認識としてもっていれば，そ

の集団の方針として禁煙に取り組みやすい．つまり，全館禁煙という形で

ある．全館禁煙になれば，受動喫煙にさらされる危険性がなくなる．禁煙

教育によって「たばこを吸う人は格好悪い」というコンセンサスが地域社

会にできれば，その社会の取り組みのあり様そのものが変わってくるので

ある．

一方，公衆衛生看護では健康教育の受け手など，今まではケアの対象だ

った人が，ある時からケアの担い手になることがある．たとえば介護教室

を受講した住民が，その後地域の介護ボランティアになるなどである．

一つひとつの活動が，ケアの資源づくりにも生きる．その循環が住みや

すい町づくりにつながる．この点が，保健師活動の面白さである．この一

連の活動により，地域保健法でいう「地域の特性をいかした保健と福祉の

まちづくり」が進んでいくのである．言い換えれば，「保健師は，対人保

健サービスを行うなかで，暮らしやすい町づくりに寄与している」といえ

る．健康教育は，その際に有力な道具になる方法であり，保健師の重要な

技術である．

以上みてきた保健師の活動技術は，地域保健サービスに限らず，様々な

分野で活用できる技術である．特に産業や学校における保健活動は，個人

へのケアとともに組織（会社全体と各部署ごと，学校全体と各教室など）

としての取り組みが重要である．また，地域保健に比して組織の指示系統

が明確であり，把握率も高く，組織を通しての活動，いわば組織に対する

保健指導が効果を発揮しやすい．

近年，保健師の活動分野は拡大している．特に，地域保健法や介護保険

制度開始以降，福祉領域に配属される保健師が増加している．福祉領域で

は，最初，保健師は何ができるのかが周囲に理解してもらえなかったが，

「困難事例」への対処などに保健師が力を発揮できることが明らかになり，

個別ケアへの対処から，そこで抽出した問題への対処としての予防活動へ，

2 「地域で看護する」際の保健師活動技術の特徴 13
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また，地域で必要とされる事業の立ち上げにつながっていった例がある．

このような，「地域で問題となっているケースへの個別対処から，そのよ

うなケースに対処するためのプログラムづくり，さらに，今後，類似の問

題が発生することを予防したり，重症化したりしないように対処する」と

いうプロセスは，まさに保健分野で保健師が活動してきた方法論そのもの

である．物事の本質に切り込む視点と地域社会を豊かに育成する役割は，

様々なところで必要とされている．保健師は，福祉分野のみならず，児童

相談所，教育委員会などへも配置され始めている．個別ケアをとおして集

団の問題解決に寄与するという保健師の活動手法は，今後も様々な場で活

用されていくと考えられる．
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