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協働事業「コラボにこにこ障害者歯科保健事業」の

ネットワーク構築と事業継続の効果

○松田みどり、荒川美穂子、古池孝之、橋本善信、林宏一、寺尾敦史

（滋賀県南部健康福祉事務所）

湖南地域障害者通所施設歯科保健連絡会

滋賀県歯科医師会湖南支部、滋賀県歯科衛生士会

はじめに

湖南地域（草津市、守山市、栗東市、野洲市）で

は、平成 20 年度から「コラボにこにこ障害者歯科

保健事業」が始まっている。本事業は、滋賀県歯

科医師会湖南支部、滋賀県歯科衛生士会、草津

市、守山市、栗東市、野洲市の４市の障害福祉

主管課・保健主管課（以下、「管内 4 市担当課」

という。）および当所が湖南地域障害者通所施設

歯科保健連絡会（以下、「連絡会」という。）の利用

者歯科保健事業に協力して実施しているものであ

る。今回、協働事業に至るまでの経緯と現在の体

制および事業継続の効果について報告する。

経緯

本事業は滋賀県の湖南圏域を対象とした「こな

ん障害者歯科にこにこ事業」（平成 16～19 年度）

を前身としている。障害者歯科保健対策は湖南地

域に特化した問題ではなく、全ての圏域で取り組

むべきものであるが、県下の通所施設の 1/4 を有

することから、障害者の生活の質にかかわる問題と

して取り組むことになった。施設での継続的な歯科

健診、保健指導の実施と身近な地域で気軽に受

診できる体制をつくることを目的に、当初は当事者

である施設と歯科医師会、歯科衛生士会､保健所

の 4 者による推進委員会を開催し実施した。推進

委員会では事業の計画、評価等とともに圏域事業

終了後の歯科健診継続に向けての討議を行って

いた。委員からは「行政からの提案で実施している

が、施設側に歯科健診、保健指導についての要

望はあるのか」との意見が出て、圏域事業終了後

の対応については施設側の姿勢が焦点となり、歯

科健診の継続希望はあるのか、自らの課題として

取り組む意思があるのか問題となった。そこで、歯

科健診の継続を望む推進委員会委員の施設関係

者が中心となって圏域事業に参加していた施設に

呼びかけ、平成 19 年 10 月に連絡会を結成して、

施設側の意気込みを示した。

協働事業への道のり

「連絡会」の結成に先立ち、圏域事業終了後の

事業継続の検討において、委員から障害者歯科

保健対策は当事者、歯科保健医療関係者、行政

がともに担うべきとの意見があり、推進委員会に管

内４市担当課の参画を求める声があった。当所で

は各市の同意を得るために協力依頼の説明に回り、

会議の場で了解を得、最終年度には各市各課担

当者の委員会への参画が可能となった。このことと、

「連絡会」の結成によって関係機関の協力支援に

拍車がかかり、それぞれが出来ることで「連絡会」

の歯科保健事業を支援するという協働事業の体制

が整った。

協働事業体制

平成 20 年度からは連絡会と歯科医師会湖南支

部が事業主体となり、歯科衛生士会、管内 4 市担

当課および当所は協力支援機関として、それぞ

れが出来ることを分担して事業の支援をしてい

る。事業は 2 年ごとに見直すこととしており、「障害

者の歯・口の健康づくりはコラボで！」を合言葉に

事業の 10 年継続を目標に協働している。

事業継続の効果

継続することで利用者のみならず施設側の歯科

保健への理解が深まった。また、新しいことの受け

入れが苦手な利用者が、歯科健診や保健指導を

受け入れることができるようになり、障害者が抱えて

いる歯科保健の問題は多様であるが、少しずつ向

上の兆しが現れてきたと考えられる。平成 22 年度

の歯科健診結果は圏域事業開始当時の 16 年度と

比べ治療の必要のない者は 10%から 22％と約 2 倍

に増加し、むし歯治療の必要な者が57%から34%に

減少した。これは、事業実施により口腔内の状況を

家族、本人が知ることで歯科受診に繋がったと考

えられ、受診環境の整備もその一助となっていると

考えられる。また、歯ぐきの腫れのある者は 52％か

ら 39％に、歯の汚れが目立つ者は 58％から 24％

に減少した。このことは、歯科保健への意識の向

上により歯みがき行動が高まったからと考えられる。

これらから、継続した歯科健診、歯科保健指導は

障害者の口腔状況の改善に寄与していると考えら

れ、今後は、定期健康診断の項目として位置づけ

られることおよび定期歯科受診の推進を目的とし

て協働して取り組んでいきたいと考えている。
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草津保健所における HIV 検査・相談の実態

～平成 21 年度受検者の背景と陽性者対応について～

○ 鈴木仙太朗 清水葉子 古池孝之 林宏一 寺尾敦史

（滋賀県草津保健所）

１．目的

草津保健所（以下「当所」という。）のHIV検査・相談

を受けた者の特性を明らかにすると共に、陽性者への

対応について考察し、性感染症予防における基礎資

料を提供する。

２．方法

当所ではイムノクマトグラフィー法（ダイナスクリーン）

を用いた即日検査を実施しており、事前説明と結果通

知を専門カウンセラーが行っている。「要確認」の者に

は「追加・確認検査」を行い2週間後に結果を通知して

いる。

まず、平成21年度にHIV検査・相談を受検した346名

の検査前後のカウンセリング記録を、括弧内の基準で

次の6項目に重複を含めて分類し、出現頻度を求めた。

①風俗店［（黙示的に風俗店に）行った・（本人が）働

いていた等を含む］、②オーラルセックス［口でしても

らう、くわえてもらう等を含む］、③海外渡航［渡航歴が

明らか］、④結婚［再婚、既婚の児を希望する者を含

む］、⑤医療関係者［事務職は除く］、⑥同性指向［指

向不明は除く］。

次に、要確認者のカウンセリング記録を平成20年度

分を含め詳細に読解し、その特性を明らかにし、対応

の実際と課題を抽出した。

3．結果

平成 21 年度の受検者は男性で前年度に比べ 38 名

増加し、222名であり、女性は32名減少し、124名であ

った。年代別では男性は、19 歳以下 4 名、20 歳代 92

名、30歳代79名、40歳代23名、50歳以上24名であ

り、女性はそれぞれ 9 名、65 名、37 名、11 名、2 名で

あった。

男性222名のカウンセリング記録における各話題の

出現頻度は、①風俗店52件であり、30歳代22名、20歳

代14名、50歳以上9名、40歳代7名であった。②オーラ

ルセックス24件であり、30歳代13名、20歳代9名、40歳

代2名であった。③海外渡航31件であり、30歳代13名、

50歳以上8名、20歳代7名、40歳代3名であった。④結

婚25件であり、20歳代13名、30歳代10名、40歳代2名

であった。⑤医療関係者5件であり、30歳代3名、20歳

代2名であった。⑥同性指向は7件であり、20歳代4名、

30歳代3名であった。風俗店の話題は年代が高いほど

出現割合が高く、海外渡航は50歳以上で3分の1にみ

られた。

女性124名では、①風俗店3件であり、20歳代2名、

30歳代1名、②オーラルセックス6件であり、19歳以下・

20歳代各2名、30歳代・40歳代各1名、③海外渡航7件

であり、30歳代4名、20歳以上2名、40歳代1名、④結婚

15件であり、20歳代10名、30歳代3名、19歳以下・40歳

代各1名、⑤医療関係者14件であり、30歳代7名、20歳

代5名、40歳代2名、⑥同性指向0件であった。医療関

係者14名の内、11名が医療行為を気にかけて受検し

ていた。

平成 21 年度の要確認者 1 名に平成 20 年度の要確

認者4名を加えた計5名の内訳は、20歳代男性2名、

30 歳代男性・20 歳代女性・40 歳代女性各 1 名であっ

た。要確認と判定し、滋賀県衛生科学センターへ追

加・確認検査を依頼した5例の結果が判明したのは、5

日、5 日、6 日、7 日、9 日後であった。追加・確認検査

が判定保留となり、再度依頼した2例は、8日、11日後

に再検査の結果が判明した。検査前に「友人が来たの

で、一緒に（来た）。心当たりはない」と語った 20 歳代

女性は誰にも相談できないまま 2 週間を過ごしていた。

夫婦で受検した 30 歳代男性の場合は、妻がヒステリッ

クに怒り、夫の取引先へ電話をかけて身辺調査をする

などの行動がみられ、双方のサポートを要する状態で

あった。さらに再度の追加・確認検査を要したため約 1

ヶ月間トラブルを抱えることとなった。20 歳代男性は要

確認となったことを会社の上司、友人に相談していた。

別の 20 歳代男性はパートナーに相談していた。

4．考察

受検者の多様な背景を定量的に分析することで、出

現頻度の高かった性風俗や中高年の海外出張に対し

て注意を促すなど、対象を絞った効果的な啓発が可

能になると考える。一方で、女性医療従事者の危機・

労務管理体制の甘さが危惧された。

平成20､21年度のスクリーニング検査の陽性的中率

は5分の2であり、精度の向上が課題である。要確認と

判定した場合、2週間の間に陽性時に備えた対応は準

備可能であるが、各種のカウンセリングを活用して確

実な来所へつなげることが重要であった。

今後、さらに事例の系統的な検証を積み重ね、職種

を超えて活用できるマニュアルを整備し、困難事例の

解決の糸口に資したい。
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健康づくりのための環境整備に向けた取り組み 
～職域保健との連携のあり方を検討する～

○清水葉子 荒川美穂子 福山一枝 古池孝之 林宏一 寺尾敦史（滋賀県南部健康福祉事務所）

栗田真弓 浅井長美（ﾀﾞｲｷﾝ工業株式会社滋賀製作所） 田中美紀恵（一富士ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社）

１．はじめに

生涯を通じた継続的な健康づくりを支援するために、職域

と地域の連携は必要である。

そのため、職域（働きざかり世代）における健康づくり対

策について、実態を把握することは重要である。

そこで、今年度、当所が実施した職域における健康管理と

健康づくり支援に関する調査および地域職域連携協働事業

（以下、協働事業という）の取り組みから、生涯を通じた継

続的な健康づくり支援の推進を目的とした職域保健との連携

のあり方を検討したので報告する。

２．実施状況

(1)実態把握のための調査

当所で実施している特定給食施設等指導時に合わせ、平成

22年度の対象事業所19か所に対して、聞き取りおよび留置調

査を実施した。

(2)地域職域連携協働事業の実施

上記対象事業所のうち、希望のあった一事業所と「昼食時

間を利用した健康づくりの取り組み」を協働実施した。事後

に、取り組みの成果について意見交換し、今後の食環境推進

に向けた検討を行った。

３．結果

(1)実態把握のための調査

①調査時期：平成22年6月～8月

②調査項目：基本情報（業態、従業員数等）、健康管理状

況、健康づくりの取組状況として６項目（たばこ、栄養・

食生活、歯周病、運動・体力づくり、がん検診、休養・心

の健康づくり）に関すること。

③回収率：84.2％であった。対象事業所19か所のうち、16

か所から回答を得た。

④結果

ア 回答のあった16事業所すべてに健康管理を担当する部

署があった。

イ 健康づくりの取り組みとして、がん検診87.5%、休養・

心の健康づくり75.0%、たばこ62.5%、栄養・食生活50.0%、

運動・体力づくり43.8%、歯周病12.5%が実施されていた。

ウ 健康管理のうち、メタボリックシンドローム等の健康

問題のある従業員を把握していたのは87.5％、喫煙状況

を把握していたのは68.8％であった。

エ 職域保健の実態

・健康づくりの取り組みの必要性は感じるが、具体的方法

がわからない。

・各部署にそれぞれ健康づくりの取り組みはあるが、事業

所全体として実施できていない。

・事業所間において交流がないため、健康管理や職場環境

等の必要な情報の共有や取り組みを知る機会がない。

・健康情報（がん検診、たばこ、心の健康づくり等）を入

手する手段や機会を知らない。

・当所と協働できることを知り、今後、協働の機会を検討

したい。

(2)地域職域連携協働事業

事業所は安全衛生活動計画に基づき実施し、「従業員が『食』

を通じて自分の健康に関する『気づき』の場になった。」と

の意見があった。

給食提供企業からは、「実際の声を聞き、メニュー選択の

傾向が把握できた。今後のメニュー検討の参考になった。」

との所感を得た。

また、従業員からは「『食』を考えるきっかけや食事選択

の傾向に気づくことができた。」との声があった。自身の身

体活動状況に合った食事内容は理解できるが、食事選択の行

動には結びつきにくい状況であった。

４．考察

事業所に対する適切な情報提供や地域との連携があれば、

健康づくりの取り組みを強化できると考えた。

今後、取り組みを強化するため、職域との連携のあり方に

ついて、次の3点が挙げられる。

(1)協働事業の一環として、事業所間および地域との情報交換

の場を設定することは、協働事業の推進に有効と考える。

(2)健康づくりを推進するため、事業所の体制整備が充足して

いない場合は、地域の保健事業や人材を効果的に活用する

など、協働事業による充実を目指す必要がある。

(3)企画・実施・評価の協働実施により、関係者間の関係づく

りを通して、健康づくりの体制構築を目指す必要がある。

５．おわりに

当所は引き続き、経年的に職域の健康課題の実態を把握し、

職域における健康づくりの環境整備に向けた協働事業の取り

組みを充実させていくこととする。


