
栃木県市町村保健師業務研究会　調査研究・研修事業経過

■県内保健婦の配置状況と活動内容 第１回

～その意識調査に関する研究～  [講演]　介護保険施行後の保健婦の役割

○ 県内市町村保健婦の配置に関する実態調査 〈講師〉月刊｢地域保健｣　編集長 田中 甲子氏

○ アンケート方式 第２回

10 【｢公的介護保険制度｣ついて　パート２】

年  [ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ] 介護保険導入にむけて、保健婦の係わりの現状と今後の予測

度  [公的介護保険制度の最新情報] 〈講師〉栃木県保健福祉部高齢対策課

 [講演]　介護保険法を含む保健・医療・福祉関連法律改正の考え方

　～保健婦としてどう受け止め、どう役割を果たしていくべきか～

〈講師〉自治体問題研究所　池上 洋通 氏

第３回

【｢公的介護保険制度｣ついて　パート３】

 [ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ] 2000年介護保険導入にあたって保健福祉事業のこれから

 [講演]　介護保険の生かし方

〈講師〉栃木市高齢対策課　首長 正博 氏

■3歳児健康診査の事後フォローに関する研究 第１回

○ ３歳児健康診査事後フォローに関する実態調査  [講演] さまざまな分野で保健婦の職性を活かすために

11 ○ 郵送によるアンケート調査 〈講師〉長野県豊科町役場 元収入役　山口 わか子 氏

年 第２回

度  [講演] 評価とは何か

〈講師〉神奈川県厚木保健福祉事務所保健予防課長  岩室 紳也 氏

第３回

 [事例発表] 乳幼児肥満に対する市町村の取り組み 黒磯市保健婦　倉俣 久美子  

 [講演] 乳幼児期の肥満にどう取り組むか 

〈講師〉東京女子医大第二病院院長 村田 光範 氏

年

●発想の転換を図り、科学性を追及しよう。　●資質の向上に努め、さまざまな分野で保健婦の職性を活かそう。　　

調　査　研　究

                                                  ス　ロ　ー　ガ　ン

●発想の転換を図り、科学性を追及しよう。　●資質の向上に努め、楽しめる仕事をしよう。

研　修　会　
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■がん検診に関する実態調査 第１回

○ がん検診に関する実態調査  [講演] 生きがいづくりと自分さがし

12 ○ 郵送によるアンケート方式 〈講師〉宇都宮大学生涯学習教育研究ｾﾝﾀｰ 佐々木 英和 氏

年 第２回

度 [調査研究報告]  [講演] 子どもの虐待保健婦にできること

３歳児健康診査事後フォローに関する実態調査 〈講師〉国際医療福祉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰなす療育園 助教授　下泉 秀夫 氏

〈足利市保健婦  周藤 千代子〉  第３回

 [講演] 痴呆予防への取り組みと保健婦の役割

〈講師〉高齢者リフレッシュセンター　 スリーＡ所長 増田 未知子 氏

■保健師の機能をさぐる（13～14年度） 第１回

○ 無記名による自記式質問紙法  [講演] 介護保険施行後の市町村保健婦の役割と課題に関する調査結果報告

○ グループインタビュー 〈講師〉自治医大短大 地域看護学 神山 幸江 氏、岸 恵美子 氏

13  筑波大学医療技術短期大学部 吉岡 洋治 氏

年 第２回

度  [講演] 思春期　～家族機能の回復について～

〈講師〉栃木県臨床心理士会 会長 高良 聖 氏

第３回

【母子支援のための助産婦との連携について】

 [パネルディスカッション]

 「施設の立場から」 大草ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 田村 一代 氏

 「開業助産婦の立場から」 在宅助産婦 相田 美智子 氏

 「市町村保健婦の立場から」 真岡市役所 鱒渕 清子 

●発想の転換を図り、科学性を追及しよう。　●資質の向上に努め、さまざまな分野で保健婦の職性を活かそう

●「すこやか親子２１」をふまえて思春期の保健活動を強化しよう。　●資質の向上に努め、さまざまな分野で保健婦の職性を活かそう。
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■保健師の機能をさぐる（13～14年度） 第１回

○ 無記名による自記式質問紙法  [講話及び実技]　母子保健と ﾍﾙｽｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

14 ○ グループインタビュー 〈講師〉ﾍﾙｽｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 所長 小森 まり子 氏　

年 第２回

度 [調査研究中間報告]  [講話及び実技]　地域保健活動におけるｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝﾀﾋﾞｭｰ法の活用

保健師の機能をさぐる 〈講師〉日本赤十字看護大学 清水 洋子 氏

〈副会長　柿沼 澄子〉  第３回

 [講話]　社会的引きこもりと その対応

〈講師〉佐々木病院 精神科医師 齋藤 環 氏

■保健師の役割と地区組織の育成・支援に関する調査 第１回

（15～16年度）  [講話及び情報交換会]　これからの保健師活動に期待すること

○ 保健師の役割と地区組織の育成・支援を考える 〈講師〉ジャーナリスト　荘田 智彦 氏

15 ○ 無記名による自記式質問紙法 第２回

年 【市町村合併における保健師活動】

度  [事例発表]さいたま市 さいたま市 高橋 陽子 氏

南アルプス市 南アルプス市 石井 まゆ美 氏

 [グループワーク]

第３回

【禁煙個別健康教育を実施して】

 [事例発表] 茂木町 茂木町保健師 若森 千豆子

 [講演] 〈講師〉栃木県立がんセンター　医長 神山 由香里 氏

●「すこやか親子２１」をふまえた保健活動を強化しよう。　●資質の向上に努め、さまざまな分野で保健師の機能を発揮しよう。

●資質の向上に努め、さまざまな分野で保健師の機能を発揮しよう。●第22回関東甲信静地区市町村保健活動業務研修会を成功させよう。
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■保健師の役割と地区組織の育成・支援に関する調査 第１回

（15～16年度）  [講話]　困難をチャンスに変える ～市町村合併を前向きに捉える～

16 ○ 保健師の役割と地区組織の育成・支援を考える 〈講師〉栃木県総務部市町村課 長野 辰男 氏

年 ○ 無記名による自記式質問紙法 第２回

度  [講話]　子どもの虐待予防について」～市町村保健師の役割について～

[調査研究中間報告] 〈講師〉徳永家族問題相談室 室長 徳永 雅子 氏 

保健師の役割と地区組織育成・支援を考える 設立25周年記念の会

〈調査研究班 菊池 園江〉　 【在宅保健師「つゆくさの会」と共催】

 [講話]　かがやける保健師活動 〈講師〉大坂 多惠子 氏

 [講話]　とちぎ保健師の過去・現在・未来 〈講師〉川口 毅 氏

■育児支援事業のための事例集について（17～18年度） 第１回

○ 育児支援事業のための事例集  [講話]　保健師の原点を考える

17 （参考資料） 〈講師〉自治体問題研究所 主任研究員　池上 洋通 氏　

年  [グループワーク]

度 第２回

[調査研究報告] （15～16年度調査）  [講話]　保健師活動が見える記録の書き方

保健師の役割と地区組織育成・支援を考える 〈講師〉岐阜大学医学部看護学科 教授 柳澤 尚代 氏

〈南那須町 星 由美子〉　  [グループワーク]

●資質の向上に努め、さまざまな分野で保健師の機能を発揮しよう。　●ヘルスプロモーションの視点を取り入れた地域づくりを推進しよう。

●資質の向上に努め、さまざまな分野で保健師の機能を発揮しよう。　●ヘルスプロモーションの視点を取り入れた地域づくりを推進しよう。

栃木県市町村母子保健事業における教室・相談事業の
参加割合
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■育児支援事業のための事例集について（17～18年度） 第１回

○ 育児支援事業のための事例集  [講話]　内臓脂肪症候群の保健指導～糖尿病を中心に～

（参考資料） 〈講師〉順天堂大学医学部 助手 田村 好史 氏

18 栃木県市町村母子保健事業における教室・相談事業の  [グループワーク]

年 参加割合 第２回（「つゆくさの会」と合同）

度  [講話]　今保健師活動を考える～保健師活動の今までとこれから～

〈講師〉自治医科大学看護学部 教授 春山 早苗 氏

[調査研究中間報告]  [グループワーク]

育児支援事業のための事例集  [講話]　医療制度改革とこれからの健診・保健指導

〈調査研究班 戸澤 トシ子〉　 ～市町村保健師への期待と役割～ 

〈講師〉厚生労働省健康局保健指導室 主査 加藤 典子 氏

第１回

 [講話]　生活習慣病予防活動における地域保健師の役割

19 ○ 1歳6ヶ月児健診の母親に対する子育てアンケート調査 ～特定健診・保健指導の企画・立案と評価～

年 ○ 1歳6ヶ月健康診査結果・母親支援状況調査による 〈講師〉千葉大学看護学部 教授 宮崎 美砂子 氏

度 第２回

[総会時調査研究報告]（17～18年度調査）  [講話]　医療制度改革における保健師の役割

育児支援事業のための事例集 ～ポピュレーションアプローチの手法について～

〈調査研究班 高瀬 陽子〉 〈講師〉石橋クリニック院長

自治医科大学地域医療センター 非常勤講師 石橋 幸滋 氏

第１回

20  [講話]　行列のできる講座とチラシの作りかた

年 ○ 1歳6ヶ月児健診の母親に対する子育てアンケート調査 〈講師〉NPO法人男女共同参画おおた 理事 牟田 静香 氏

度 ○ 1歳6ヶ月健康診査結果・母親支援状況調査による 第２回

[総会時調査研究中間報告]（19～20年度調査）  [講話]　保健師ライフをステキに彩る～バーンアウトを考える～

〈調査研究班　横塚　香代子〉 〈講師〉国立保健医療科学院疫学部 部長 今井 博久 氏

●資質の向上に努め、さまざまな分野で保健師の機能を発揮しよう。●地域住民の一人ひとりが健やかな生活を送れるよう、総合的な健康づくりを推進しよう。

■乳幼児健診における育児支援がデータとして見えるための方法
を探る（19～20年度)

●資質の向上に努め、さまざまな分野で保健師の機能を発揮しよう。　●変革の時代、地域のニーズを的確に把握し、総合的な保健活動を推進しよう。

●資質の向上に努め、さまざまな分野で保健師の機能を発揮しよう。●変革の時代、保健師の｢みる｣｢つなぐ｣｢動かす｣力を強化し、社会の期待に答えよう。

■乳幼児健診における育児支援がデータとして見えるための方法
を探る（19～20年度)
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■事業の多様化・分散配置における市町保健師のあり方に関する 第１回

21 調査～連携についての一考察～（21～22年度）  [講話]すこやかな子育てへの支援～地域をみる保健師に期待すること～

年 ○ 県内市町に属する保健師への個人アンケート調査 〈講師〉山王教育研究所 臨床心理士 橋本 洋子 氏

度 ○ 各市町代表保健師へのアンケート調査 第２回

[総会時調査研究報告]  [講話]保健師に伝えたいメッセージ～市町保健師に期待すること～

乳幼児健診における母親支援等調査報告（19～20年度) 〈講師〉東北大学大学院医学系研究科保健学専攻教授　平野　かよ子氏

〈調査研究班　松長　幸子、磯野　律子〉

■事業の多様化・分散配置における市町保健師のあり方に関する 第１回

22 調査～連携についての一考察～（21～22年度）  [講話]住民の心を掴んで、確実に伝える”ワザ”教えます！」

年 ○ 県内市町に属する保健師への個人アンケート調査 ～「わかりたい」「知りたい」気持ちにさせるために～

度 ○ 各市町代表保健師へのアンケート調査 〈講師〉ＮＨＫ科学環境番組部専任ディレクター　北折　一氏

[総会時調査研究中間報告] 第２回 ※採用5年未満対象

〈調査研究班　岡崎　浩子〉  [テーマ]保健師の役割を考える

～保健師配置の機構図を持ちよって日頃の悩みを話し合おう～

〈助言者〉鹿沼市　高齢福祉課　担当主幹　斎藤　真理子氏

■自信を持って保健師活動をするために～キャリア成熟度から 第１回

探る～(23～24年度)  [講演]栃木県市町保健師のあり方に関する調査から見えたもの

23 ※中堅保健師に対するもの ～保健師間の連携体制の必要性と課題～

年 ※「キャリアアンカー」を使用した客観的評価 〈講師〉自治医科大学　看護学部　教授　春山　早苗氏

度 ○ 県内市町に属する保健師への個人アンケート調査 第２回

[総会時調査研究中間報告]  [講演]保健師としてのコミュニケーション

〈調査研究班　臼井　雅子〉 ～自分も相手も大切にした関係－アサーティブって何？～

〈講師〉アスク・ヒューマン・ケア（ＡＨＣ）

ライフスキルセンター室長　　木村　久子氏

●資質の向上に努め、さまざまな分野で保健師の機能を発揮しよう。●変革の時代、保健師の｢みる｣｢つなぐ｣｢動かす｣力を強化し、社会の期待に答えよう。

●資質の向上に努め、さまざまな分野で保健師の機能を発揮しよう。●新しい時代のニーズに対応できるよう、他分野とのつながりを大切に、保健師の「みる」「つなぐ」「動かす」力を強化しよう。

●資質の向上に努め、さまざまな分野で保健師の機能を発揮しよう。●新しい時代のニーズに対応できるよう、他分野とのつながりを大切に、保健師の「みる」「つなぐ」「動かす」力を強化しよう。
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■自信を持って保健師活動をするために～キャリア成熟度から 第１回

探る～(23～24年度)  [講演]保健指導に活用できるハンドセラピー～首と肩のハンドセラピー～

24 ○アンケートを基にした分析、研究 〈講師〉NPO法人　ハンドセラピー・彩　代表　押元　則子　氏

年 第２回

度 [総会時調査研究報告]  [講演]保健指導に生かせるカラーセラピー

〈調査研究班　臼井　雅子〉 〈講師〉セラピールームきらり館　臼井 千恵美　氏

■成人の歯科保健事業の取り組みに関する調査研究 第１回

（25～26年度）  [講演]地域保健をめぐる国の動きと保健師に期待すること

25 ○アンケートを基にした分析、研究 〈講師〉厚生労働省健康局がん対策・健康増進課保健指導室長　尾田　進　氏

年

度 第２回（県南地区共催）

 [講演]『体験！骨盤矯正ダイエット』～脱・腰痛・尿もれ～

〈講師〉ボディプロデュースクリマ　　並木　裕子　氏

第３回

[総会時調査研究報告]  [講演] 健康格差社会における保健活動の原点を探る

〈調査研究班　白石　孝江〉 〈講師〉国立成育医療研究センター研究所

成育社会医学研究部　部長　藤原　武男　氏

●保健師固有の機能を発揮し、保健師の分散配置をチャンスにいかしましょう。●ソーシャルキャピタル（地域組織活動）との協働した地域づくりを推進しましょう。

●今、試される保健師の力　栃木から元気を！！●個と地域を行き来する、コミュニティのエンパワメントを高めよう。



栃木県市町村保健師業務研究会　調査研究・研修事業経過

年
調　査　研　究

                                                  ス　ロ　ー　ガ　ン

研　修　会　

■成人の歯科保健事業の取り組みに関する調査研究 第１回

（25～26年度）  [講演]地域における保健師活動と地域ケアシステムについて

26 ○アンケートを基にした分析、研究 〈講師〉慶應義塾大学看護医療学部　教授　金子　仁子　氏

年 県南地区共催

度  [講演] 栃木県現任教育指針を踏まえて

〈講師〉栃木県保健福祉部医療政策課　課長補佐　金澤　優子　氏 

第２回

 [講演] メンタルヘルスケアと保健師のモチベーションアップについて

〈講師〉いのちの森株式会社　メディカルアロマセラピスト　斉藤　京子　氏

第３回

 [講演] 地域保健活動における保健師の役割～在宅医療推進の手がかり～

〈講師〉国際医療福祉大学保健医療学部看護学科　学科長　福島　道子　氏

●保健師活動指針を生かし、保健師の専門性を発揮しましょう！●ソーシャルキャピタル（地域組織活動）との協働した地域づくりを推進しましょう。


