
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

２５２０１

若手研究(B)

2015～2014

保健師に必要な自然災害への備え―豪雨災害後の支援活動の経験から―

Preparations for disasters in the public health nurse activities

５０５３３８２４研究者番号：

祝原　あゆみ（Iwaibara, Ayumi）

島根県立大学・看護学部・助教

研究期間：

２６８６１９９０

平成 年 月 日現在２８   ６ １９

円       900,000

研究成果の概要（和文）： 市町村保健師と保健所保健師を対象としたグループインタビューと市町村職員へのアンケ
ート結果から、市町村保健師に求められる災害への備えについて検討した。
　市町村保健師が災害時に能力を発揮するためには、保健師が活動しやすい体制を行政組織全体の合意のもとに整備す
ることが必要である。また、住民だけでなく支援者をも対象とした保健医療福祉に関する多様なニーズに応えるために
は、平常時からの保健所との積極的な連携が不可欠であり、「災害時には市町村と保健所の保健師がともに活動するも
のである」との意識を互いに持つことが必要だと考えられる。

研究成果の概要（英文）： We studied preparations for disaster in the public health nurse.The target of 
this study was the public health nurses and administrative stuffs belonging to municipalities.
 Municipal public health nurses should make the healthcare activity systems with administrative stuff's 
agreement. Administrative staffs ask public health nurses to respond to the various needs which made a 
supporter as well as a resident, too.Then,it is important to the cooperation between public health nurses 
at municipality and health center.They should be conscious that they work together when a disaster 
occurs.

研究分野： 公衆衛生看護学

キーワード： 保健師　自然災害　備え
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
2011 年の東日本大震災を機会に保健師の

活動が注目され、被災者の生活や健康を支援
する専門職として評価されるようになって
きている 1）。同年改正された保健師助産師看
護師学校養成所指定規則には、公衆衛生看護
管理論の備考欄に「健康危機管理を含む」こ
とが明記され、保健師基礎教育においても災
害等の健康危機管理が重視されている。 
災害支援に関する先行研究では、保健師

に期待される役割や能力として、危機的状況
への対応能力、情報管理能力、災害支援体制
整備への積極的関与、同職者や関係者そして
住民との間の連携及び信頼関係の構築の必
要性が挙げられている 2）が、保健師の災害支
援活動時の心理として、保健師の活動が認め
られない、組織内での疎外感・孤立感なども
報告されている 3）。また、市町村防災担当者
を対象とした調査によると、保健師には保
健・医療ニーズに加えて防災活動への積極的
関与など 4）、通常は頻度が少ない活動も求め
られている。全国保健師長会がまとめた「大
規模災害における保健師の活動マニュアル」
では、災害時の保健活動は平常時の保健活動
が土台となっていると指摘しており、日頃か
らの危機管理意識とともに、住民や他職種か
らのニーズも踏まえた平常時からの備えが
災害時のスムーズな保健活動に必要と考え
られる。 
 
２．研究の目的 
保健師が防災や災害時支援のための備え

を充実させるために、2013 年に島根県で相
次いだ豪雨災害について、保健師だけでなく
行政職員の意見も取り入れながら災害支援
活動の振り返りを行うことが重要であると
考えた。そこで、豪雨災害を経験した保健師
及び市町村職員へのインタビューから、保健
師に求められる災害への備えについて多角
的に検討し、平常時の保健活動に取り入れて
いくための方策を探ることを目的とした。 
３．研究の方法 
（1）研究方法 

2013 年に豪雨災害を経験した A 県 B 町お
よび C 市で支援活動に従事した市町村保健
師と保健医療福祉担当課職員等（以下、職員
とする）、当該市町を管轄する保健所保健師
を対象とした。保健師には所属別のグループ
インタビュー、市町職員には自記式質問紙調
査を実施した。 
調査時期は、B 町と D 保健所が 2015 年 3

月～4 月、C 市と E 保健所が 2016 年 2 月で
あった。 
（2）調査内容 
①市町村保健師へのインタビュー内容 
 災害対応期の活動状況と感じたこと 
 実際に災害支援活動を行う際の拠所 
 豪雨災害以前の備えの状況 
 災害支援活動の経験から、市町村保健師

が平常時から備えておくべきと考える

こと 
②保健所保健師へのインタビュー内容 
 災害対応期における市町への支援活動

状況と感じたこと 
 実際に災害支援活動を行う際の拠所 
 豪雨災害以前の備えに関連した市町村

との連携状況 
 災害支援活動の経験から、市町村保健師

と連携して平常時から備えておくべき
と考えること 

③職員への質問紙調査内容 
 基本属性 
 豪雨災害時の保健師との連携状況 
 豪雨災害以前の備えにおける保健師と

の連携状況 
 災害時に期待する保健師の役割 
 災害への備えにおいて職員と保健師と

の連携が必要と考えること 
（3）分析方法 
質問紙調査の選択肢による設問は単純集

計を行い、自由記載とインタビューによって
得られたデータは質的記述的に分析した。両
者から災害に対する保健師の活動実態を整
理し、保健師が危機管理意識と能力を高める
ための課題と備えについて、保健師基礎教育
のあり方も含めて検討した。質的分析過程に
おいては、参加者によるメンバーチェッキン
グでデータの信頼性を、健康危機管理及び災
害支援を専門とする教育研究者並びに豊富
な災害支援経験を持つ実践者によるスーパ
ーバイズを受けることにより分析の妥当性
を確保した。 
 
４．研究成果 
（1）調査結果 
①B町とC市における災害発生当時の保健師
体制 

 B 町は、災害が起こった年の春にベテラン
保健師が退職し、最年長者である中堅保健師
が育児休業中のために、経験年数 1～6 年目
で、被災前の災害支援経験もない保健師ばか
りという体制の中での災害であった。D 保健
所保健師は、災害時の保健師の勤務体制の構
築から避難所や被災地における住民への直
接的支援に至るまで B 町保健師の活動を全
面的に支援した。 

C 市保健師の経験年数は 1～25 年であり、
統括保健師にあたる保健師長が配置されて
いた。また、東日本大震災時の派遣や県内で
発生した水害で災害支援活動を経験してい
た保健師が 5 名あった。E 保健所保健師は発
災当日からの継続的な状況確認や情報提供、
健康調査のための訪問を中心に C 市保健師
の活動を支援した。 
②市町村保健師の自然災害への備えにおけ
る現状と課題 
B町の豪雨災害時支援活動を経験したB町

保健師 5 名と D 保健所保健師 5 名、C 市の豪
雨災害で支援活動を経験したC市保健師 9名
とE保健所保健師1名による振り返りを通し



て得られた、市町村保健師の自然災害への備
えに対する現状と課題を被災自治体別に整
理した。B 町の災害については 6 カテゴリを、
C 市の災害については 7 カテゴリを抽出した
（表 1）。 
 
表 1 豪雨災害時における市町村保健師の活

動実態と課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 町では、保健師としての災害への備えは
特にない状況で豪雨災害を経験し、この経験
を通して、有事に市町村保健師としての専門
的な能力を発揮するための備えや体制整備
の必要性を痛感していた。一方、備えに対す
る町全体の意識の高まりがある中で、専門職
としての備えの必要性を感じつつも行動に
移せない現状が明らかになった。 

C 市では、経験年数 10 年以上の保健師に
はおおむね災害支援経験がある中で起こっ
た豪雨災害であったが、発災後の約 2 日間は
様々な条件が重なり十分な人数の保健師が
集まれず、体制がうまく機能しない状況であ
った。C 市保健師は、先輩保健師の経験の積
み重ねを活かしたマニュアル作成だけでな
く、災害に備えて保健活動のための情報シス
テムを整備したり、支援体制および指揮命令
系統の整備といった行政の中での保健師の
立ち位置を確認する必要性を実感していた。
また、災害時はチームでの活動が原則である
と十分に認識しており、チーム内での相談や
確認の必要性、関係機関との連携による支援
等の経験により、保健師以外の職員や関係

者・関係機関との関係性を重視していた。さ
らに、平常時からの詳しい地区把握の中でも
特に住民や地理的情報について必要性を強
く感じていたが、恒常的な保健師不足の中で、
実践に移すことが難しいと感じていた。 
③職員と保健師の連携状況 
被災前に取り組んでいた備えとしては「職

場内での情報共有」「避難所の確認」「災害時
要援護者の名簿作成」などが比較的多かった
が、「なし」という回答も複数見られた。災
害時の活動では、半数以上の職員が「家庭訪
問・避難所訪問」「住民の安否確認」で保健
師とともに活動していた（表 2）。 
 
表 2 発災前・発災直後における保健師との

連携状況            
（ｎ＝20） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④職員が保健師に期待する役割と連携 
災害時に職員が保健師に期待する役割と

して 5 つのカテゴリを、職員が平常時から保
健師との連携が必要と考える災害への備え
として 3 つのカテゴリを抽出した。 
職員が保健師に期待する役割を表 3に示し

た。職員から保健師に対しては、災害時要援
護者をはじめとした被災者や住民の健康を
トータルに管理し、関係機関への連絡調整、
情報管理を行う他、保健師以外の職員が住民
に対する保健医療福祉関係の支援を補助的
に実施できるようなリーダーシップの発揮、
災害対応者の健康を支える役割等、住民だけ
でなく支援者も対象とした活動が期待され
ていた。 
職員と保健師に必要な連携として、保健師

が持つ専門職としての情報や知識および技
術の提供や共有、行政全体の体制づくりや取
り組みへの関与が挙げられた。職員は、保健
師が行政組織の中で災害対策や防災に積極
的に関与すべきと考えていることが明らか
になった。 

被災自治体 カテゴリ

不十分な備えは混乱と支援の遅れを招く

平常時の体制や連携がいざという時に影
響する

支援活動の経験が新たな気づきにつなが
る

町保健師の力を発揮するための備えが必
要

災害の経験によって備えに対する意識は
高まっている

備えの必要性を感じつつも行動に移せな
い

災害時に保健師全員が必ず集合できると
は限らない

日頃の関係性をもとに保健医療福祉関係
機関と連携しながら支援を行う

災害時はチームで相談・確認しながら活
動することが必要

先輩の経験を活かして保健師がすぐに動
ける具体的なマニュアルを整備したい

災害の経験を活かして情報管理システム
や支援体制、命令系統の整備が必要

平常時から住民や地理的要素を含めて詳
しく地域を把握することが必要だが、体
制的に難しい

住民が後回しにしがちな健康ニーズを継
続的にフォローしていくことが必要

B町

C市

ｎ
職場内での情報共有 12

避難所の確認 6

災害時要援護者の名簿作成 5

なし 5

災害時活動マニュアルの策定 4

災害へ備えた人材育成（研修等） 3

関係機関とのネットワークづくり 2

災害時要援護者の緊急避難計画立案 1

住民への防災教育 1

その他 1

家庭訪問・避難所訪問 13

住民の安否確認 10

防疫活動 9

避難所の運営・管理 6

被災状況の情報収集 6

災害対策本部との連絡・調整 4

関係機関との連絡・調整 4

保健師との連携なし 1

その他 1

項目

被災前に
保健師と
連携して
取り組ん
だ備え

災害時に
保健師と
連携して
取り組ん
だ活動

■複数回答可



表 3 職員が保健師に期待する役割 
カテゴリ サブカテゴリ 

トータル的な
視点での被災
者の健康管理 

被災者の健康管理 

被災者の精神面も含めた健康 
管理 
被災者の医療や健康に関する 
トータルケア 

住民の健康状態の変化予測 

災害時要援護
者や医療が必
要な被災者へ
の主体的な対
応 

被災者と要援護者の健康管理 

災害時要援護者の避難支援 

住民への対応方法の助言 

被災者に必要な医療の確保 

保健医療福祉
関係機関との
的確な連絡調
整 

医療機関や薬局との連絡調整 

関係機関・関係者との連絡調整  

災害時の保健師の役割を他者に
伝える 

被災状況や被
災者に関する
情報の管理と
活用 

被災状況や被災者に関する情報
収集 

関係者との情報共有 

災害対応者の
身体的・精神
的支え 

災害対応者の健康管理 

避難所の運営・管理のリーダー 

 
表 4 職員と保健師に必要な連携 

カテゴリ サブカテゴリ 

災害時の住民支援
において必要と想
定される情報の管
理と共有 

情報共有 

災害時要援護者に関する情
報の共有 

災害時要援護者の情報把握 

職種間での防災知識の共有 

保健医療専門職と
しての知識や技術
を他職種や住民に
伝える 

医療的知識や技術の多職種
との共有 

住民の特性に合わせた防災
知識の普及・啓発 

行政職として組織
の防災や災害体制
を把握するととも
に、保健師として
の専門的な視点を
生かして、組織全
体の防災の取り組
みに関与する 

災害時の具体的な行動計画
の確認 

災害に向けた意識共有と役
割の相互理解 

災害時を想定した訓練 

保健師の特性や専門性を活
かした備品・備蓄品の整備 

保健師の特性や専門性を活
かした避難所の整備 

 
（2）考察 
①保健師体制の整備と関係者間での認識の
共有 
 災害時の対応の鍵を握るのは組織的な対

応力であり、そのためには保健活動の人員確
保、指揮命令系統の確立、保健活動の統括者
の設置が欠かせないとされる 5）。 
災害時にこの 3 点を機能させるためには、

まず前提条件として、市町村において保健師
等の公衆衛生スタッフが平常時から納得の
いく保健活動を十分に実践できるだけの人
員体制整備が必要であると考えた。宮﨑は、
災害時における市町村保健師の公衆衛生看
護活動の推進基盤となるのは、平常時からの
地元との関係性であると述べている 6）。本研
究のインタビューを通して、主に新任期の保
健師達から語られた「災害時に必要な支援技
術」は地域診断や家庭訪問、健康相談といっ
た市町村保健師が日常的に使っている技術
であった。分散配置で担当業務に追われる体
制では、災害時に市町村保健師としての能力
を発揮することが難しくなってしまう。日常
業務として地域に出かけ、地区把握を十分に
行い、住民や関係者と顔見知りになって信頼
関係を構築できるだけの体制が必要である。 
災害発生時には業務の内容・量ともに普段

の何倍にも膨れ上がる。さらに今回の調査で
は、職員から保健師に対して、住民だけでな
く支援者への指導や支援も期待されている
ことが明らかになった。災害時に様々な役割
が期待される中では、災害時の保健師の体制
と公衆衛生活動について、庁内での合意と共
通認識を得ておくことが必要である。 
発災時には平常時の体制から緊急時の体

制へと即座に切り替え、分散配置先の保健師
を迅速に集約化し、保健師統括者の設置のも
と保健活動としての指揮命令ラインを明確
にし、職能人材を活動編成に合わせて再配分
する体制が必要とされる 6）。本研究では保健
師も「災害時に保健師が動きやすいマニュア
ル」の作成が必要と考えていたが、災害時は
状況によって、平常時におけるリーダーや経
験豊富なベテラン保健師の不在など、いつも
の人員で対応できないことも想定しておか
なければならない。また、職員は保健師に対
して「行政職としての組織体制」や「組織全
体の防災の取り組み」への理解や関与が必要
と考えていた。市町村という「組織の中の保
健師」であることを認識し、所属部署の上司
（課長・部長）をはじめ他の職員の理解を得
ながら災害時の保健師活動を考えていくこ
とにより、保健師が支援活動を行う際に指揮
命令ラインの混乱が避けられ、保健師-職員間
のチームワークを活かした住民支援につな
がることが期待できる。また、市町村保健師
は、経験年数や職場の体制に関わらず、災害
発生時には第一線で住民の命と健康を守る
ための支援活動にあたらなければならない。
現場における平常時の備えだけでなく、保健
師基礎教育においては健康危機管理を意識
した教育の充実が望まれ、教育内容の検討が
必要である。 
②保健所との連携 
 本研究の結果、災害時の市町村保健師の役



割として、医療の確保や保健医療福祉関係機
関との的確な調整により災害時要援護者や
被災者をはじめとする住民の健康と生活を
総合的に支援すること、住民支援のための情
報管理や活用の他、災害対応者の健康管理や
避難所のリーダーといった支援者を支える
役割も期待されていた。幅広い役割への期待
に、市町村保健師だけでは担いきれないこと
も予想される。庁内において他の職員と役割
の調整を行うとともに、地域の健康危機管理
の拠点である保健所との積極的な連携が必
要である。平常時から会議や研修等を通して
市町村と保健所の保健師が互いに顔見知り
になっておくこと、市町村保健師の災害対応
マニュアル作成に対する保健所の関与等、平
常時の備えにおいて「共に活動する」という
意識が必要である。また、災害時に迅速性や
決断力・行動力・推進力を求められる市町村
の統括保健師を保健所保健師がその専門性
を活かして支えることも重要である。特に市
町村では、発災後の混乱の中で SOS が出せ
ない、保健所に支援を依頼すべき状況なのか
判断が難しいといったことも考えられる。浦
橋らは「災害時に自ら行動しお互いにアプロ
ーチする姿勢」が保健所と市町村の連携の上
で重要と述べている 7）。互いの出方を待つの
ではなく、「災害時には市町村と保健所の保
健師がともに活動するものである」との意識
を互いに持つことが必要だと考えられる。 
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