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会長挨拶

都庁から見る夕焼け：村田瑤子撮影

東京都在宅保健師の会

会長　野呂　幸子

　皆様、お元気でお過ごしですか。
　今年も皆様に会報をお届けすることができ、
とても嬉しく思っています。
　平成３０年度の活動も、会員の皆様のご参加
やご協力、講演会や学習会の講師をお引き受け
くださった先生方のご尽力、事務局である東京
都国保連合会の多大なご支援、今年度１名増員
して８人になった役員のチームワークなどで、
より充実したものとなりました。本当にありが
とうございます。
　さて、最近は人生１００年時代などと言われ
るようになりました。たしかに周りには９０歳、
１００歳といった方がいらっしゃるのも稀では
ありません。私は先日、参加したあるクラス会
で「あなたは何歳まで生きるつもりなの？」と
聞かれ、とっさに答えることができませんでし
た。いつも、健康寿命を延ばすための活動が大
事とひとに言い、自分でも努力しているつもり

でしたが、ある程度の目標と
いうかプランはなかったこと
に気づきました。現実に何歳まで生きるかはと
もかく、高齢になったとはいえ将来
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に対する考
えをもち、しっかり生きなければならないと改
めて気づかされた思いでした。
　昨夏は危険なほどの暑さが続きました。台風
や大雨などの大きな被害もありました。今年は
どうなのか心配です。
　少子高齢化が進み、負担する年金・医療費は
年々増加しています。こうした状況が今後一層
進むと予想されることから、高齢者の健康づく
りはますます重要と考えます。在宅保健師の会
として、私たちにできる活動を共に行っていき
たいと考えます。
　今年も保険者支援や学習会、講演会、交流会
へのご参加やご意見、会報作成へのご協力など
よろしくお願いします。
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事務局挨拶

平成30年度総会を開催

東京都国民健康保険団体連合会 
企画事業部　保健事業課長

日暮　雄一郎

「東京都在宅保健師の会」の皆様には平素より
本会の事業運営にご理解、ご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。会員の皆様には、特に保険
者が実施する健康づくり事業をご支援いただき
感謝申し上げます。
また、役員の方々におかれましては、保健師

としての活動だけでなく、会の運営に関し活発
な議論をいただき感服しております。
さて、超少子高齢社会といわれ、国民総医療

費が４０兆円を超える現在、医療費の抑制と健
康寿命の延伸のための対策として、保健事業に
フォーカスが当たり、保健事業に関する制度の
改善や拡大等が図られ、全国の保険者等では様々
な工夫を凝らした取り組みが実施されています。
本年度においては、第三期特定健診・特定保

健指導の実施にあたり、実績評価の同一機関要
件の廃止や特定健診当日に初回面接を開始する
ための運用方法の改善などの見直しがあり、特
定保健指導の柔軟な対応が可能となっておりま
す。またデータヘルス計画は第二期となり、Ｐ
ＤＣＡサイクルを展開することによって得られ
た知見や課題を踏まえて策定され、保健事業の

実効性を高めるものとなって
います。さらに、医療費適正
化を進めるインセンティブとして、保険者努力
支援制度が本格実施されております。
その他にも、高齢者のフレイル対策をはじめ

高齢者の特性に応じた保健事業の充実等、様々
な視点から保健事業が推進されています。
これら保健事業の実施に当たっては、地域住

民の生活習慣における課題に気づき、行動変容
を促す保健師の活動が極めて重要であると、会
の活動や報告を通じて再認識している次第です。
一方、現職保健師の体制不足や人材育成とい

った課題も上げられており、このような課題に
対し、豊富な知識や経験を活かし保険者が実施
する健康づくりの活動に寄与できるのは在宅保
健師の皆様なのではないでしょうか。今後、こ
れまで以上に皆様の活動に期待が寄せられてい
ると実感しております。
最後に、在宅保健師の皆様の益々のご健勝と

ご活躍、並びに在宅保健師の会の更なるご発展
を心より祈念申し上げます。

　第 18 回「東京都在宅保健師の会」総会が、平
成 30 年 6 月 1 日に事務局である東京都国保連合
会において開催されました。

冒頭、来賓の東京都福祉保健局保健政策部地
域保健推進担当課長の日高津多子氏並びに東京
都市保健師事務連絡会幹事長の細川真美氏から、
東京都及び市町村の現状や新人保健師育成にあ
たっての課題等について、お話いただきました。
　議案審議では、平成 29 年度事業報告・決算に

続き、平成 30 年度事業計画・予算案について審
議がなされ、承認されました。役員については、
新たに村田瑤子氏が推薦され、承認されました。
　なお、退任の役員はおらず、幹事１名が増員
となりました。
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・	国保保険者（区市町村・国保組合）が主催する健康

づくり事業において、在宅保健師の会会員及び東

京都国保連合会の保健師を派遣して、当該事業の

支援を行うものです。

・	東京都国保連合会の各種健康関連機器を活用して、

測定や結果説明、健康相談を実施しています。

【測定】

加速度脈波計（血管年齢測定）

　指先をセンサーにのせてもらい、性別と年齢を入力し測定します。約 20 秒で測定できます。

【結果説明・健康相談】

　各種健康関連機器の測定結果から、健康についての相談、今後の生活に活かせるアドバイス等を行

います。

～保険者支援～

保険者支援とは？
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～保険者支援～

平成30年度　保険者支援一覧
※斜線部分は連合会保健師のみ

日　程 実施保険者等 実施内容 支援協力
会員数

4 月 21 日 （土） 豊島区 体成分測定後の結果説明

5月 26 日 （土） 東京芸能人国保組合
骨量 ・血管年齢 ・血圧測定と結果説明、 健康相談、
健康教室

1

5 月 30 日 （水） 東京浴場国保組合 血管年齢 ・骨量測定と結果説明、 特定健診受診勧奨

6月 12日（火）～ 14日（木） 小平市 血管年齢測定と結果説明、 特定健診受診勧奨

6月 20 日 （水）・21 日 （木） 東大和市 血圧 ・血管年齢 ・骨量測定と結果説明、 健康相談 2
6 月 23 日 （土）・24 日 （日） 東村山市 若年層健康診査後の健康相談 1

7 月 4 日 （水） ・ 5 日 （木） 目黒区
血管年齢測定と結果説明、 健康相談、 特定健診受診
勧奨

7月 6日 （金） 東京浴場国保組合 血管年齢 ・骨量測定と結果説明、 特定健診受診勧奨

7月 12 日 （木） 西多摩地区運営協議会
講演会講師
（テーマ ：塩分 ・糖分 ・脂質の話～今日から始められる
健康のコツ）

7 月 13 日 （金） 北多摩地区運営協議会
講演会講師
（テーマ ：塩分 ・糖分 ・脂質の話～今日から始められる
健康のコツ）

7 月 30 日 （月） 武蔵村山市 血管年齢 ・骨健康度測定と結果説明、 健康相談 1

8 月 2 日 （木） 文京区
血管年齢測定と結果説明、 健康相談、 特定健診受診
勧奨

1

8月 22日（水）～ 24日（金） 青梅市
喫煙度 ・血管年齢 ・体成分測定後の結果説明、 健康
相談、 特定健診受診勧奨

2

8 月 23 日 （木）・24 日 （金） 杉並区
血管年齢測定と結果説明、 健康相談、 特定健診受診
勧奨

1

10 月 3 日 （水） 武蔵村山市 血管年齢 ・骨健康度測定と結果説明、 健康相談 1

10 月 10 日（水）・16 日（火）
18 日 （木） ・ 23 日 （火）
25 日 （木）

東京料理飲食国保組合
東京食品販売国保組合
東京美容国保組合
東京浴場国保組合

血管年齢測定結果の説明 ・健康相談

10 月 24 日（水）・25 日（木） 狛江市
血管年齢 ・骨量 ・体成分測定結果の説明、
特定健診受診勧奨

2

11 月 7 日 （水）・8 日 （木） 杉並区
血管年齢測定と結果説明、 健康相談、 特定健診受診
勧奨

2

11 月 15 日 （木） 全国板金業国保組合
講演会講師
（テーマ ： あなたの肺は大丈夫？～肺年齢を測ってみよ
う～）

11 月 17 日 （土） 豊島区 体成分測定後の結果説明

11月26日（月）～28日（水） 西東京市
血管年齢 ・骨量 ・体成分 ・血圧測定と結果説明、 特
定保健指導利用勧奨

2

12 月 2 日 （日） 豊島区 健康相談 1
12 月 4 日 （火）・9 日 （日） 東京食品販売国保組合 血管年齢測定結果の説明、 健康相談

12 月 12 日（水）・13 日（木）
14 日 （金） ・ 17 日 （月）

文京区
血管年齢測定と結果説明、 健康相談、 特定健診受診
勧奨

1

12 月 19 日（水）・20 日（木） 東大和市 血圧・血管年齢・骨量測定と結果説明、健康相談 2
1 月 13 日（日） 中野区 血管年齢測定結果の説明、特定健診受診勧奨

1月 20 日（日）・23 日（水） 東京食品販売国保組合 血管年齢測定結果の説明、健康相談

2月 20 日（水） 東京都弁護士国保組合 血管年齢測定と結果説明

3月 2日（土） 豊島区 体成分測定後の結果説明

＜保険者支援に参加して＞
　８月に行われました杉並区の特定健診普及啓発イベントで、血管の弾力性等を測る加速
度脈波計の測定結果説明及び、健康相談をお受けしました。
　２日間に亘って開催された会場には、600 名程の方が足を運んでくださり、心筋梗塞や脳
梗塞などの不安から、ご自分の血管が老化しているかどうかに高い関心が寄せられているこ
とが伺えました。
　血管年齢の結果を見ながら、生活の中で気をつけたり改善すべきことを一緒に探してみま
した。最後には「やってみます。次の健診は必ず受けます。」との力強い言葉が聞かれ、嬉
しく思いました。

（田辺　則子）
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～地 区 活 動～
目黒区
地区活動 「血管年齢・骨密度を測定して健康チェックをしませんか」

～健康でいきいきと過ごすために～

「めぐろスポーツまつり」

実 施 日 平成 30 年 3 月 15 日（土）

主　　催 地域活動支援センター　セサミ

実施会員 5 名（荒木 啓子・遠藤 房子・砂山 光子・三宅 千鶴子・八木 紀子）

支援内容 健康関連機器による測定・健康相談（超音波骨量測定装置・喫煙度測定・

 加速度脈波計・足指力計測器・体成分分析装置）

測定実施総数 62 名

実 施 日 平成 30 年 10 月 8 日（月・祝）

主　　催 めぐろスポーツまつり実行委員会

実施会員 6 名（荒木 啓子・遠藤 房子・砂山 光子・

  　　三宅 千鶴子・八木 紀子・山本 正子）

支援内容 超音波骨量測定装置（２台）による骨量測定と結果説明

測定実施総数 210 名

　今回は会員 5名での支援活動で、余裕をもって活動できました。住民の方々の笑顔に、また次の年も

との思いが強くなりました。	（砂山　光子）

　今回は 7回目の支援活動で、会員 6名で参加しました。沢山の方々

が測定にきてくれ楽しい活動となりました。これからも健康を守り、

活動を続けていこうね、と確認しあいました。	 	 	

       （砂山　光子）

【参加者の感想】

	（20 代女性）	 「初めて測定したが、やや少なめと知り驚いている。

生活習慣が大事だと聞いたので、気をつけたい。」

	（70 代女性）	 「毎年、測定を楽しみにしている。

年齢とともに数値が低下するのはしかたないが、

食事や運動など注意したい。結果を励みに頑張りたい。」

	（60 代男性）	 「昨年、初めて測定し、要注意と言われ受診した。

薬を飲み生活に気をつけたところ、今年は１ランク

上がった。昨年測定して改善できて良かった。」

【骨量測定の結果】（人数）

合計
判定区分 1 判定区分 2 判定区分 3 判定区分 4 判定区分 5

十分多い 普通・平均域 やや少なめ 少なめ・要注意

男 性 65 18 15 26 5 1

女 性 145 34 45 27 12 27

合 計 210 52 60 53 17 28
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～学習会報告～

「自分に合った歩き方を見つけよう」～歩きを支える筋肉や心肺機能を高める！～

日　時 

会　場 Three Eight Nine MITAKA（スリーエイトナイン三鷹 ）3階宴会場

講　師 ナップアウトドアスポーツ株式会社　代表取締役

 健康運動指導士　　寺田　憲生 氏

出席者 15名

＜教室レポート＞
今回は「歩き」の個別指導を受けました。先生に各自の普段の歩きを見ていただき、足・脚・腰・腕・肩甲骨の使い方で、

良い所、悪い所の指摘と改善策の指導を受けました。共通する注意点は、小股で早く歩くより大きく歩くことと足の裏
のトレーニングの重要性でした。学んだことを生かし、貯筋に励みたいと思います。

１　ウォーキングについて

○　後ろ足で踏み出し、
すぐ前足に重心を乗せる。
腕を後ろに引くことを
意識する。

×　踵から歩かない。
進もうとする力にブレーキを
かけることになり膝を傷める。

２　効果あるウォーキングをするために
心拍数と運動強度は相関があるので、目標とする運動強度になっているか脈をとることで知ることができます。運動

強度と目標心拍数の求め方は以下のとおりです。何回か脈をとってみて、どれ位負荷がかかっているか、どれ位負荷を
かけたら良いのかを学ぶと有効です。
＜目標心拍数の計算式＞
　　220 －年齢＝ A（該当年齢の予想される最大心拍数）
　　A－安静時心拍数＝ B
　　B×目標運動強度＝ C
　　C＋安静時心拍数＝目標心拍数（拍数 /1 分間）

目　　　的 運動強度

体調を整える程度の軽い運動。リハビリ目的の時などに使う。 ～ 40％

健康増進目的の適度な運動。 40％～ 60％

体力増強のトレーニング。 60％～ 80％

競技目的などの強いトレーニング 80％以上

３　ストレッチについて
　ストレッチをすることで血液の流れが良くなるので準備体操や整理体操などとして行います。準備体操は一動作 5 秒
くらいが適当で、4，5 回繰り返します。整理体操は 15 〜 20 秒程度伸ばします。力は入れず、ハリを感じればそれがス
トレッチです。痛みを感じるほど伸ばしてはいけません。足の向き、曲げる関節部位が正しくないと効果的なストレッ
チになりません。

（１）ふくらはぎのストレッチ　　（２）アキレス腱のストレッチ　　（３）大腿部のストレッチ

※（１）（２）は後足のつま先が、身体の正面を向いていることが重要！
※（３）は曲げた方の膝が骨盤の下（またはより後ろ）に位置することが重要！

平成 30 年 11 月 10 日（土）
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～交流会報告～

４　歩きを支える筋トレ

　歩くだけでは生活全般に必要な筋力は補えません。脚と足の筋トレ、体幹の筋力をつけることが重要です。筋力がな
いとバランスが悪く不安定であり、膝痛、腰痛の原因にもなります。基本の運動は、大腿腸腰筋群の筋トレとギャザリ
ング、スクワットです。

（１）大腿腸腰筋群の筋トレ（軸足のトレーニングも兼ねる）
　※運動を行う際は、体幹を真っ直ぐに保ち姿勢を良くして行いましょう
　　　　　　　　・膝を曲げて、　　　　　　　　　　　　　　　　・つま先を引き付けて、
　　　　　　　　　腿をまっすぐ上げる　　　　　　　　　　　　　　膝を伸ばしたまま上げ下げ

（２）ギャザリング
足指を使って床に置いたタオルなどを手前に寄せる運動です。余裕があればタオルの上にペットボトルを置く等して

負荷をかけるのも効果があります。足は 3 つのアーチで出来ていて、バランスをとることに影響します。先生は移動中
の待ち時間や電車などに乗って立っているとき、いつもギャザリングをしている（靴の中でモゾモゾ）そうです。

（３）スクワット
膝がつま先よりも前に出ないようにお尻を後ろに引き腰を落としましょう。上体

を正面に向け腕を組んで肩の高さに保つと上半身も使うスクワットになります。筋
力と柔軟性を向上させます。

1 日 8 回位から始めて、30 回を目標にしましょう。

学習会終了後に、お菓子とお茶をいただきながら、1時間程度の交流会を行いました。

現在の活動状況や勤務状況、趣味活動等について、近況報告をしました。また、交流会の前に開催された

学習会で得られた効果や、東京都在宅保健師の会の歴史についての話もありました。

話題が多彩で話が尽きず、笑いの絶えない楽しい会となりました。
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＜講演要旨＞

１　はじめに

がん対策として各種の検診や予防のための指導が行わ

れているが、いずれも科学的根拠に基づいて実施される

ことが望ましい。

２　がんに関する数字
がん死亡者数は増加傾向にあるが、その 60％は 75 歳

以上の高齢者である。がん死亡率についても 75 歳未満に

限ると、男女とも 1960 年代から減少傾向にある。なお、

要介護状態になる原因として、がんが占める割合は 2％

程度である。

３　がん対策：がんで死なないために
がんで死なないための対策として一番に大切なこと

は、生活習慣・生活環境改善等を行いがんにならないよ

う予防すること。二つ目は、がんを早期に見つけること。

症状がなくても有効ながん検診（胃・子宮頸部・肺・乳・

大腸）を受けること。三つ目は、がんになった場合、最

善の治療を受けること。

４　日本人ががんになりやすい生活習慣
日本人を対象とした疫学研究により確立しているがん

になりやすい生活習慣・生活環境を列挙すると次のよう

になる。

①	たばこを吸う

②	お酒を毎日 2合以上飲む

③	ほとんど身体を動かさない

④	太っている（中高年 BMI: 男性 27　女性 25 以上）

	 痩せている（BMI21 未満）

⑤	食生活：塩分摂取量が多い。

	 	 野菜果物をほとんど食べない。

	 	 熱い飲食物を好んでとる。

５　５つの生活習慣とがん
① 喫煙とがん

たばこが原因になる主ながんは、頭頚部・肺・食道・

胃などのがん。日本は、いまやたばこを人前で吸うこと

ができる数少ない国。日本の対策は路上禁煙（ポイ捨て

禁止条例等に象徴される）であるが、世界は屋内禁煙（路

上喫煙）である。

② 飲酒とがん
飲酒が原因になる主ながんは、頭頚部・食道・大腸の

がんなどである。健康長寿のための飲酒量は、一日あた

りエタノール量に換算すると約 23 グラム以内。適度な飲

酒は心筋梗塞や脳梗塞のリスクを下げる。

③ 身体活動量とがん
身体活動量の不足による主ながんは、大腸がん・乳が

ん・子宮内膜がんなど。毎日合計 60 分程度の適度な身体

活動に加え、週に 1 回ほどの活発な運動（60 分程度の早

歩き、30 分程度のランニング）が望ましい。

④ 肥満とがん
肥満が原因になる主ながんは、乳がん・大腸がん・肝

がんなど。やせが原因となるものもあり、体重の適切な

管理が大切である。

⑤ 食生活とがん
塩分の摂りすぎ、野菜や果物不足、熱い飲食物等が原

因になる主ながんは、胃がん・頭頚部がん・食道がん・

肺がんなど。1 日あたりの食塩量は男性 8 ｇ、女性 7 ｇ

未満で、高塩分食品（塩辛・練りうになど）は週に１回

以内が望ましい。野菜や果物は1日400ｇ程度を摂取する。

加工肉、赤肉などは摂り過ぎだけでなく、不足にも注意

すること。日本人は不足している人の方が多い。

これらの 5 つの生活習慣を改善することにより予防

可能ながん死亡者数は、がん死亡者数全体の 38％となる

（2007 年に対する推計値）。生活習慣の改善は、想像を上

回る効果がある。

６　がん検診
がん検診には利益と不利益があり、そのバランスを考

え、総合的利益（利益－不利益）が大きいものが推奨さ

れる。利益を受ける確率の高い人を対象とするのも効率

的である。現在、厚生労働省が推奨している５つのがん

検診（胃・子宮頸部・肺・乳・大腸）は、いずれも不利

益よりも利益が大きいと考えられる「科学的根拠に基づ

くがん検診」である。

反対に、前立腺がんに対して現在行われている検診が

あるが、前立腺がんは死亡率も低く、過剰診断となって

いることも多い。生命や QOL 低下に帰結しないがんは診

断する必要はなく、また健康な人に対して、疑いや結果

的に不要な精密検査なども不利益である。有効な検診を

正しく受けることが重要である。

～平成30年度講演会報告～

日　時 

会　場 東京区政会館10階　会議室

講　師 国立研究開発法人　国立がん研究センター

 社会と健康研究センター　センター長 医学博士　津金 昌一郎 氏

出席者 40名

「科学的根拠に基づくがん予防と検診」

平成 30 年 6 月 1 日（金）
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「新人です」

相
あいかた

方　淑
き よ え

恵

すべての時間が、６０歳を目指して進んでい

ました。あと何年、あと何日と数えながら卒業

の日を迎えました。

保健師は終了。東京も卒業。と思って、「人生

の楽園」をみながら過ごしていました。

実際に６０歳を超えてみても、何も変わらな

かった。それどころか地域では、一番若い１年

生でした。

新しい人との出会い。再会。いままでやらな

かった事への挑戦。と、１年を過ごしても、物

足りなさを感じ始めました。

人生は、思うようにならないものです。

昨年４月から、保健師を再開しました。１年

間の充電は、身も心も丸くしてくれました。

在宅保健師の会にも入会させていただき、こ

れからも新たな事に挑戦していきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

今まで、お世話になった皆様との再会を楽し

みにしております。

「父と私」

中
なかしま

島　真
ま す み

澄

独居生活をしていた父は６年程前より認知

症を患い、在宅困難となり今は地元で施設入

居しています。ここ数年は父の介護で故郷を

行ったり来たり。在宅の時は短い滞在時間で

やらなければいけない事に追われ、今思うと

父にゆっくり寄り添うことや傾聴はおろか、

感情のぶつかりあいにもなり反省ばかりです。

認知症は徐々に進行し、会ったこともすぐに忘

れますが、面会に行くとニコニコと私を迎えて

くれます。今年の夏に訪ねたとき、施設のケア

マネさんから、父は歌が好きで、必ず「娘よ」

を歌うと聞き、驚きました。知らない一面でした。

どんどん記憶はなくなっても娘がいることは忘

れないでいてくれたのでしょうか。

父は今、穏やかな毎日のなかその時々を懸命

に生きています。介護で迷い悩んだ時たくさん

の方々に支えられ、父と私の今があります。日々

感謝の気持ちを忘れず、また父に会いに行こう

と思います。

「保健師でよかった！」

村
む ら た

田　瑤
よ う こ

子

定年後 15 年。振り返ってみると大病すること

もなく『よくぞここまで来た』と改めて思う。

卒後 3 年間は、某市の高齢者が集う会館の健

康相談室勤務。元気の秘訣は出かけて来て誰か

と話し、笑い、お風呂に入ったりでのコミュニ

ケーション。誰かが言っていた。『高齢者はお金

よりコミュニケーションが大事』同感 ! 保健師

が元気なのはこれだ !! とまた確信。次の 10 年間

は「特定健診・特定保健指導」の指導者育成研

修に携わり生活習慣の大切さを実感。

また介護認定のお手伝いをして感じることは、

糖尿病合併症の方が非常に多いこと。正しい知

識と実行力があったらと口惜しい思いがする。

制度が始まり、知識の普及で世の中の健康志向

が高まっている。この役目を担ったのは紛れも

ない保健師であり、一人ひとりの努力の賜だと

確信している。今や１００歳時代。介護保険料

支払うだけの身、今後共支払うだけの人であり

続けたいと思っている。

今年度から本会の幹事をお引き受けしました

が、果たしてお役にたてるか不安である。卒後

ずっと一人職種。役員会は現役のあの賑やかさ

がありました。今も仕事させて頂き保健師にな

って本当に良かったと思っている。

　趣味は定年後始めた沖縄三線。一緒に目標に

向かう仲間が増え、沖縄入りすることも多くな

り楽しみですが、習い事は早い方がいいことも

体験しました。時々ボランティアで老人施設へ。

入所者の嬉しそうな顔が楽しみです。

第17号9



～役員会の様子～

～平成２９年度都道府県在宅保健師等会全国連絡会報告～

日　時 平成 30 年 2 月 2 日（金）10 時から 16 時

会　場 ビジョンセンター永田町

主　催 公益社団法人　国民健康保険中央会

主なプログラム
　　　１「保健事業を取り巻く国の動き」

　　　　　　　公益社団法人国民健康保険中央会　常務理事　飯山 幸雄 氏
　　　２「保健事業は今！！～第３期特定健診・保健指導・

　　　　　糖尿病性腎症重症化予防・高齢者の保健事業（フレイル）～」

　　　　　　　あいち健康の森健康科学総合センター長　津下	一代	氏

　　　３　事例発表

　　　　　事例１　「特定健診等受診勧奨事業の取組について」

　　　　　　　　　富山県在宅保健師らいちょう会　会長　吉居	富美子	氏

　　　　　事例２　「保健補導員への支援について」

　　　　　　　　　長野県在宅看護職信濃の会　会長　矢口	洋子	氏

　　　４　グループ討議

　　　　　「今後の在宅保健師等会の活動の取組みについて」

日　時 

会　場 ホテルメトロポリタン エドモント

　今年度は、8 名（内 1 名事務局）の役員で活動しております。役員会は年に 5 回程度開催し、講演会や学

習会の内容・講師選定、会報作成、事業計画等について協議しておりますが、堅苦しいものではなく、和気

あいあいと楽しい時間です。

　この日は平成 30 年度第 2 回役員会が開催され、学習会及び交流会の運営について、また会員調査アンケ

ートについて等の話し合いを行いました。活発な意見が交わされ、にぎやかで笑顔あふれる会となりました。

＜参加の感想＞　
　この会への参加は 2 回目でした。青森から鹿児島まで全国から会の代表の方が複数で参加します。私

は会の冒頭の飯山氏の資料、社会保障制度をめぐる諸情勢（年金・医療・福祉その他の給付費、人口構

成の変化）のグラフを見て、このままで社会保障制度を維持していけるだろうかと心底心配になりました。

みんなで頑張って健康でいなくてはいけないと改めて感じました。富山県と長野県の会の発表では、会

員の皆様が本当に生き生きと楽しそうに市町村の行う健康づくり事業に参画している様子をお聞きしま

した。グループ討議は岩手県、三重県、和歌山県、高知県、長崎県の方とそれぞれの活動等について情

報交換をしました。意欲的な皆さんと話し合い、元気をいただいた一日でした。
（野呂　幸子）

平成 30 年 10 月 11 日（木）10 時から 11 時 30 分

第17号 10



（目 的）
第１条　東京都在宅保健師の会（以下「保健師会」

という。）は、在宅保健師がその経験と実績を生

かして区市町村の保健事業に寄与するとともに、

知識と技術の向上及び会員相互の交流を図る。

　また、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等

に関する指針（平成16年厚生労働省告示第307号）

第六に基づき、東京都国民健康保険団体連合会

（以下「国保連合会」という。）と共に保険者支

援を行うことを目的とする。

（事　業）
第２条　保健師会は、次に掲げる事業を行う。

　一　区市町村が実施する保健活動の支援

　二　前号の事業を行うための情報交換及び調査研究

　三　研修会及び講演会等の開催

　四　関係機関との連絡調整

　五　その他保健師会の目的を達成するために必要	

　　な事業

（会　員）
第３条　保健師会の会員は、本会の趣旨に賛同し、

東京都内で活動できる在宅保健師とする。ここで

いう在宅保健師とは、保健師資格を有し、常勤雇

用されていないものとする。

（総　会）
第４条　総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常

総会は、原則として年１回開催する。

２　総会及び臨時総会の招集は、会長が行う。

３　総会の議長は総会において互選し、議長は次の

事項について議決する。

		一　事業計画及び予算に関すること

　二　事業報告及び会計報告に関すること

		三　その他、総会の議決を必要とすること

４　総会は、出席者の過半数をもって決するものとし、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

（役　員）
第５条　保健師会に、次の役員を置く。

　一　会　長　１人

　二　副会長　２人

　	（１人は事務局の保健師とする。）

		三　幹　事		若干名

（役員の選任及び任期）
第６条　会長、副会長、幹事は総会において選任する。

２　役員の任期は、１年として再任をさまたげない。

補欠役員の任期は、前任者の残期間とする。

（会長及び副会長の職務）
第７条　会長は、会務を総理し、会を代表する。副

会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あ

らかじめ会長が指名する副会長が、その職務を代

行する。

（役員会）
第８条　保健師会に、第５条の役員により構成する

役員会を置き、会長が必要に応じて招集する。　

２　役員会は、保健師会の運営及び事業の円滑な推

進を図るために必要な事項について協議する。

（費用弁償）
第９条　次の各号に掲げる場合は、費用弁償として、

１人１日につき2,000円を支給する。ただし、事務

局の保健師についてはこの限りではない。

　一　地域の自主活動で保健事業等を実施したとき

　二　役員が総会その他の会議に出席したとき

　三　その他必要な場合

（事務局）
第10条　保健師会の事務局は国保連合会内に置く。

（経　費）
第11条　保健師会の運営に必要な経費は、予算の範

囲内で国保連合会が負担する。

　　　附　　則

この要綱は、平成13年６月１日から施行し、平成

13年４月１日から適用する。

　　　附　　則

　この要綱は、平成14年３月１日から施行する。

　　　附　　則

この要綱は、平成14年８月22日から施行し、平成

14年４月１日から適用する。

　　　附　　則

　この要綱は、平成24年４月１日から施行する。

　　　附　　則

　この要綱は、平成25年４月13日から施行する。

　　　附　　則

　この要綱は、平成26年４月11日から施行する。

　　　附　　則

　この要綱は、平成27年４月18日から施行する。

東京都在宅保健師の会設置要綱

平成13年５月22日　制　定
平成14年２月８日一部改正
平成14年８月22日一部改正
平成24年４月１日一部改正
平成25年４月13日一部改正
平成26年４月11日一部改正
平成27年４月18日一部改正
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平成30年度　役員紹介

務 局 だ よ事 り

石油系溶剤を含まないインキを使用しています。

【事務局】

 東京都国民健康保険団体連合会　企画事業部　保健事業課
 〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-5-1　東京区政会館11階
 TEL（03）6238-0150 　FAX（03）6238-0033

カット：山中　房子

毎年夏休みは、海外に出かけてリフレッシュしてきます。
テーマは「食」。今年の目的地はイタリア（トリノ）。
このお祭りには世界各地の貴重な伝統食、絶滅危惧食品が勢揃い。
次の世代に引き継ぐ為、伝統的な方法で生産、調理された食品が
並んでいます。
写真は「お土産にどうかなあ」と吟味しているところです。
イタリア人は皆さん優しかったです。	 （笹井　美由紀）

会　　長
　野

の

呂
ろ

　幸
さち

子
こ

（中央下）

副会長
　河

こうの

野　洋
ようこ

子（右下）

　内
うちだ

田　浩
ひろこ

子	
　　　（事務局）

幹　　事
　石

いしやま

山　道
みちこ

子（左下）

　鳥
とりたに

谷　ツ
つ

グ
ぐ

ヨ
よ

（右上）

　樋
ひぐち

口　義
よしこ

子（左上）

　三
みたに

谷　泰
やすこ

子（中央右上）

　村
むらた

田　瑤
ようこ

子（中央左上）

今まで何回も取り上げた自然災害ですが、また触れずには居られないほど昨年

の災害は凄まじいものでした。例年よりも 10 日も早い梅雨明けに続いた猛暑は

「危険な暑さ」等と報道され多くの熱中症者が出ました。地震に台風、ゲリラ豪雨に、

河川の氾濫、被害は日本全体に及び記憶に残る中で最悪の年でした。

さて、本会は東京都国保連合会の手厚いご支援を頂きながら設立以来早 17 年目

となりました。高齢化が進み 70 歳以上の割合が初めて総人口の 2 割を超えたと昨

年総務省の公表がありましたが、会報からは現職に劣らぬ会員の生き生きとした

健康相談の様子や、豊かなホビー活動を楽しみながら「自分みがき」に勤しんで

おられる様子は若々しく、他の会員の刺激や啓発にもなりました。今年は平成最

後の節目の年でもあります。若い世代の会員数を増やし、保険者との連携をより

深めながら地域に密着した在宅保健師の活動が一層拡がることを祈っています。

文・挿絵：副会長　河野洋子

◆「東京都在宅保健師の会」ホームページ◆

　東京都国保連合会のホームページに「東京都在宅保健師の会」のバナーを設置し、会の活動等の情報を発信
しています。毎年発行している会報や最新の活動、研修会・講習会について掲載しております。是非ご覧ください。
☞ホームページ　http://www.tokyo-kokuhoren.or.jp 
 トップページ→「東京都在宅保健師の会」

　 ■お問い合わせ及び入会につきましては事務局までご連絡ください。■

７年前、日舞の名取に
なった妹の第一号の弟子
になり月２回のお稽古が
始まりました。２年前か
らは息子のお嫁さんと孫
も加わり難しい振り付け
に取組中です。昼食は、
私手作りのお弁当を食べ
ながらワイワイと雑談も
楽しみです。

写真はゆかたざらい（年
に一度のおさらい会）で
古城を踊った一コマです。

（滝島玲子
　現在 78 歳万歳 !!）

「日舞に挑戦」 「国際スローフード協会のお祭り」
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