
公衆衛生

公衆衛生対策の基本となる考え方①

ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチ

ヘルスプロモーション推進センター

（オフィスいわむろ）

岩室紳也



1. 一人ひとりが健康に関して気になっているテーマの共有
2. 「絶対ならない」から「虜になった公衆衛生の魅力」とは？
3. そもそも「健康」とは？
4. 公衆衛生対策の基本となる考え方①

ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチ
5. 公衆衛生対策の基本となる考え方②

ヘルスプロモーション
6. 公衆衛生と保健師
7. 感染症対策①

新型コロナウイルス対策を市民目線で総括する
8. 感染症対策②

病原体に着目する意味
9. 感染症対策③

対策の混乱と今後の方向性を考える
10.市民による、市民のための公衆衛生とは
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https://mainichi.jp/articles/20221204/k00/00m/040/213000c

https://mainichi.jp/articles/20221204/k00/00m/040/213000c


前回の振り返り

を含めて



http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/813-idsc/map/130-flu-10year.html

２０１２年～２０２２年

２０２０年

２０２１年

２０２２年

例年の
インフル

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/813-idsc/map/130-flu-10year.html


https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000906106.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000906106.pdf


https://covid19.mhlw.go.jp/

https://covid19.mhlw.go.jp/


https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）
２０２１年9月～２０２２年8月流行結果

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html


https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）
２０２０年9月～２０２１年8月流行結果

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html


https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html

２０１９年9月～２０２０年8月流行結果

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html


https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/9363-flu-yosoku-rapid2019-2.html

２０１８年9月～２０１９年8月流行結果

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/9363-flu-yosoku-rapid2019-2.html


インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/8504-flu-yosoku-rapid2018-1.html

２０１７年9月～２０１８年8月流行結果

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/8504-flu-yosoku-rapid2018-1.html


https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/8504-flu-yosoku-rapid2018-1.html

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/9363-flu-yosoku-rapid2019-2.html https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

２０１８年９月～２０１９年８月
流行結果

２０１９年９月～２０２０年８月
流行結果

２０２１年９月～２０２２年８月
流行結果

２０２０年９月～２０２１年８月
流行結果

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/8504-flu-yosoku-rapid2018-1.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/9363-flu-yosoku-rapid2019-2.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html


２００９年５月９日朝日新聞夕刊

２００９年５月１６日日経新聞夕刊

２００９年新型インフルエンザ



http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/813-idsc/map/130-flu-10year.html

２００５年～２０１５年

２００９年
新型インフル

７月２７日～８月１日

↓

HI抗体採血時期

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/813-idsc/map/130-flu-10year.html


https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2010Flu/Flu10_2.html https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2009Flu/Flu09_4.html#3

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（流行年度）

https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2010Flu/Flu10_2.html
https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2009Flu/Flu09_4.html#3


https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/253-idsc/yosoku/sokuhou/1598-flu-yosoku-rapid2011-3-fig3.html

https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/253-idsc/yosoku/sokuhou/3121-flu-yosoku-rapid2012-3-fig3.html

https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2009Flu/Flu09_4.html

https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2010Flu/Flu10_2.html

２００９年７～９月

２０１０年７～９月
２００９年７～９月

２０１１年７～９月
２０１０年７～９月

２０１２年７～９月
２０１１年７～９月

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/253-idsc/yosoku/sokuhou/1598-flu-yosoku-rapid2011-3-fig3.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/253-idsc/yosoku/sokuhou/3121-flu-yosoku-rapid2012-3-fig3.html
https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2009Flu/Flu09_4.html
https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2010Flu/Flu10_2.html


https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2009Flu/Flu09_4.html

https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2010Flu/Flu10_2.html

２００９年７～９月

２０１０年７～９月
２００９年７～９月

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/2066-idsc/related/584-atpcs002.html

https://idsc.niid.go.jp/iasr/31/367/dj3675.html

https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2009Flu/Flu09_4.html
https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2010Flu/Flu10_2.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/2066-idsc/related/584-atpcs002.html
https://idsc.niid.go.jp/iasr/31/367/dj3675.html


ハイリスクアプローチ

と

ポピュレーションアプローチ



「リスク」の正しい理解を



リスク と risk の違い

リスク
①危険。「―を伴う」

②保険者の担保責任。被保険物。

[広辞苑第七版]

Risk
A situation involving exposure to danger.

[Oxford Dictionary]



リスク
①危険。「―を伴う」

②保険者の担保責任。被保険物。

[広辞苑第七版]

Risk
A situation involving exposure to danger.

[Oxford Dictionary]

危険への曝露につながる状況

リスク と risk の違い

ゼロリスク
やっているつもりの、自分勝手な安心感

Risk Reduction
できる人が、できることを、できる時に、できるように



https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/09/28/1396716_1.pdf

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/09/28/1396716_1.pdf


https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/09/28/1396716_1.pdf

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/09/28/1396716_1.pdf


ひきこもりと「対話」
●対話（dialogue）とは、面と向かって、声を出して、言葉を交わすこと。

●思春期問題の多くは「対話」の不足や欠如からこじれていく。

斎藤環「オープンダイアローグとは何か」（医学書院）

https://www.amazon.co.jp/dp/4260024035https://www.youtube.com/watch?v=92uMsr2hWiU

https://www.amazon.co.jp/dp/4260024035
https://www.youtube.com/watch?v=92uMsr2hWiU


面と向かうには

マスクが障壁に



印象は？



エアロゾルが増加

エアロゾルが増加

メガネが
エアロゾル
で曇る

マスクが増やすエアロゾル

エアロゾル



マスク

エアロゾルは
マスクと鼻や顎の周りから
吸い込まれますので
不織布マスクでも
エアロゾルは
予防できません



マスクの効能

不織布マスクは飛沫を通さない

マスクの弊害
エアロゾルを増やす

お互いの表情が見えない



いまこそ

顔が見える

「咳エチケット」

を！



咳エチケットを



ひきこもりと「対話」
●対話（dialogue）とは、面と向かって、声を出して、言葉を交わすこと。

●思春期問題の多くは「対話」の不足や欠如からこじれていく。

●議論、説得、正論、叱咤激励は「対話」ではなく「独り言」である。

独り言（monologue）の積み重ねが、しばしば事態をこじらせる。

●外出させたい、仕事に就かせたい、といった「下心」は脇において、

本人の言葉に耳を傾ける。

●基本姿勢は相手に対する肯定的な態度。

肯定とは「そのままでいい」よりも、「あなたのことをもっと知りたい」

●対話の目的は「対話を続けること」。

相手を変えること、何かを決めること、結論を出すことではない。

斎藤環「オープンダイアローグとは何か」（医学書院）
https://www.amazon.co.jp/dp/4260024035https://www.youtube.com/watch?v=92uMsr2hWiU

https://www.amazon.co.jp/dp/4260024035
https://www.youtube.com/watch?v=92uMsr2hWiU


健康づくり、人づくりの基本的な考え方

Information 情報

がどんなに正確でも

Education 教育

をどんなに充実させても

Communication 対話・関係性・絆（きずな＋ほだし）

を通した課題の実感、感動や経験の共有、

ピア（居場所の仲間からの）プレッシャーがなければ

Knowledge

知識
が増えるだけ

Life Skill

生きる力
健康は育めない

I

E

C



「コミュニケーション」とは

コミュニケーション (communication) の語源は

ラテン語のコムニカチオ (communicatio) 

コムニカチオの意味は

「分かちあうこと、共有すること」



大切なのは

かかわり・つながり・ささえあえる

コミュニケーション能力



会話・ラジオ
読み聞かせ・講演

眼から入る情報（PowerPoint等）は
わかったような気になる

耳から入る情報（会話、等）は
想像力を育み記憶に残る

印象に残ったことは？

PowerPointでの授業は成績が悪いが、板書した授業は成績がいい

スマホ・SNS・PowerPoint
テレビ・ゲーム・ネット

何が違う？



スマホ・SNS・PowerPoint
テレビ・ゲーム・ネット

会話・ラジオ
読み聞かせ・講演

想像力

＜

耳から入る情報（リアル）が

コミュニケーションの基本

目から入る情報（2次元・バーチャル）は

コミュニケーションではない



耳から入る情報（リアル）が

問い(疑問)の共有の手段

目から入る情報（2次元・バーチャル）は

答え(正解？)の確認に有効

会話・ラジオ
読み聞かせ・講演

スマホ・SNS・PowerPoint
テレビ・ゲーム・ネット

想像力

＜



耳から入る情報（リアル）が

生きる力を育てる！

目から入る情報（2次元・バーチャル）だけだと

生きる力は育たない

会話・ラジオ
読み聞かせ・講演

スマホ・SNS・PowerPoint
テレビ・ゲーム・ネット

想像力

＜



リスクと

正しく向き合うために



医者も知らない

感染症対策のギャップ

「治療」と「予防」は別物



医療・治療は

確立・承認された技術・手段の提供

公衆衛生・予防対策は

「リスク」を減らす取り組みの集合体

（検査・診断・薬・手術）



新型コロナウイルス対策で

克服しなければならない

リスクは 無数



何故、HIV/AIDSで

偏見、差別が起こったか？



見える人（感染者）に着目し

見えないウイルスに着目できない

リスク



リスクを減らすために

できることは無数

身の回りの再点検を！



日本で繰り返される

感染者排除の

「ヘイトスピーチ」

という「リスク」



ヘイトスピーチ

特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、

一律に排除・排斥することをあおり立てるもの

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

合理的
①道理や理屈にかなっているさま。
②物事の進め方に無駄がなく能率的であるさま。[広辞苑第七版]

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html


感染予防の２つの方法
HIV/AIDSの初期の頃

男性同性間性的接触、ハッテン場、新宿２丁目
風俗産業、不特定多数との性交渉が危険

偏見、差別、誹謗中傷、誤解に基づく

「感染機会」「感染者」の排除、排斥



ヘイトスピーチ

特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、

一律に排除・排斥することをあおり立てるもの

特定の地域や性的指向の人々を、合理的な理由なく、

一律に排除・排斥することをあおり立てるもの

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

合理的
①道理や理屈にかなっているさま。
②物事の進め方に無駄がなく能率的であるさま。[広辞苑第七版]

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html


感染予防の２つの方法
HIV/AIDSの初期の頃

男性同性間性的接触、ハッテン場、新宿２丁目
風俗産業、不特定多数との性交渉が危険

偏見、差別、誹謗中傷、誤解に基づく

「感染機会」「感染者」の排除、排斥

必要なのは科学的見地から感染につながる行為に対する啓発

ノーセックス、コンドーム

「感染経路」の遮断､回避



ヘイトスピーチだけではなく

科学的見地からの

啓発を拒む日本社会



「偏見」と「他人事意識」

を生む教育？？？



教科書もリスク？









HIVの感染経路は？

血液

母子感染

セックス

と教えることで誤解、偏見、差別が起こる！！！



誤解、偏見を植え付ける伝え方？

従来の教え方

血液

母子感染

セックス

献血者、日赤

医者、患者

薬害、輸血
刺青（Tattoo）
薬物廻し打ち

血液、母乳 出産、授乳

精液
腟分泌液
血液

恋人、買う人
売る人、夫婦
男と女、男と男

HIVの

存在場所

HIV感染
での

人間関係

HIVに
感染する
行為

○

○

○





握手でうつる？？？







コンドーム教育が
県議会で議論に

（1993年1月19日神奈川新聞）



学校での性教育は

実は今でも萎縮？



https://mainichi.jp/articles/20221130/k00/00m/040/290000c

https://mainichi.jp/articles/20221130/k00/00m/040/290000c


2017年までの
教科書では・・・



コンドームの
写真掲載



2018年以降の
教科書では・・・



「コンドーム」という文字だけ





の柄が何かが
わからない

だから



新型コロナウイルスでも



感染予防の２つの方法
新型コロナウイルスの場合

夜の街、ホストクラブ、接待を伴う飲食店
３密、カラオケ、ライブハウス、喫煙所、GO TO が危険

偏見、差別、誹謗中傷、誤解に基づく

「感染機会」「感染者」の排除、排斥





ヘイトスピーチ

特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、

一律に排除・排斥することをあおり立てるもの

特定の地域や時間帯、職業の人々を、合理的な理由なく、

一律に排除・排斥することをあおり立てるもの

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

合理的
①道理や理屈にかなっているさま。
②物事の進め方に無駄がなく能率的であるさま。[広辞苑第七版]

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html


感染予防の２つの方法
新型コロナウイルスの場合

夜の街、ホストクラブ、接待を伴う飲食店
３密、カラオケ、ライブハウス、喫煙所、GO TO が危険

偏見、差別、誹謗中傷、誤解に基づく

「感染機会」「感染者」の排除、排斥

必要なのは科学的見地から感染につながる行為に対する啓発

拡散と排気になる空気の流れの創出、不織布マスク
口、鼻、目に物を入れる直前の手指衛生

「感染経路」の遮断､回避



ヘイトスピーチだけではなく

科学的見地からの

啓発を拒む日本社会



2020.8.13 大下容子のワイド！スクランブル

このネクタイを外して欲しい

キスで感染



https://covid19.mhlw.go.jp/

https://covid19.mhlw.go.jp/


新型コロナウイルス予防は

マスク､消毒､検査、密の回避
濃厚接触、まん防

と正解を押し付けていませんか？

本当に正解？、身勝手な安心感？



新型コロナウイルス予防は

時短営業・酒禁止・3密回避

と正解を押し付ける社会？？？

このこと自体がリスク？



正解依存症の症状

早期発見・早期対応

ハイリスクアプローチ

クラスター潰し

への固執



「エビデンス」

の正しい理解を



エビデンス と evidence の違い

エビデンス
証拠。特に、治療法の効果などについての根拠。

[広辞苑第七版]

evidence

The available body of facts or information 

indicating whether a belief or proposition is 

true or valid.

（Oxford Dictionary）

available

証拠。特に、治療法の効果などについての根拠。

whether a belief or proposition

true or valid

現在入手できる

信念や提案が

一連の事実や情報

真実か有効か

body of facts or information



「3密」中心の感染経路対策
（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解（３月９日））

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606000.pdf

「3密」はbelief、propositionだが、
ある時点での 信念 提案

「3密」には感染経路の証拠はない

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606000.pdf


HIV対策に学ぶ

国際保健と

日本の公衆衛生の違い



https://www.who.int/hiv/topics/malecircumcision/en/

VMMC
Voluntary medical male circumcision https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

https://www.who.int/hiv/topics/malecircumcision/en/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids


VMMC
Voluntary medical male circumcision

https://www.who.int/news/item/21-08-2020-preventing-hiv-in-high-hiv-burden-settings-through-voluntary-medical-male-circumcision

https://www.who.int/news/item/21-08-2020-preventing-hiv-in-high-hiv-burden-settings-through-voluntary-medical-male-circumcision


「はなせばわかる」はどっち？

（人間同士の距離を、接触する機会を）離せば

（何も言わなくても感染者が減るのが）判る

or

（感染経路が理解できるように）話せば

（聞いた人は自分ができることが）解る



https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/senmonkakaigi/gaiyou_r020219.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/senmonkakaigi/gaiyou_r020219.pdf


2003年のSARS勃発の際の迅速・機敏な対応に
より、西太平洋地域を超えて、国際保健分野の
第一人者として極めて高い評価を得ている。



https://www.med.tohoku.ac.jp/100th/basic/basic04.html

2003年2月にSARSが大流行し、私はその
収束に当たりました。2003年7月にWHO
が封じ込めを宣言するまでに約8000人に
感染し、800人近くが命を落としました。

https://www.med.tohoku.ac.jp/100th/basic/basic04.html


https://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/staff/cat24/4840.html

https://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/staff/cat24/4840.html


起因病原体特定のためのWHOを中心とし

た各国の協力と、古典的「隔離と検疫」対策
を用いて収束がはかられ、2003年4月16日
の新型のSARSコロナウイルス（SARS-CoV）
特定に続き、7月5日終息宣言が出された。

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/414-sars-intro.html

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/414-sars-intro.html


2002年11月1日～2003年7月31日

https://idsc.niid.go.jp/idwr/kansen/k05/k05_06/kansen01.gif

https://idsc.niid.go.jp/idwr/kansen/k05/k05_06/kansen01.gif


https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5218a2.htm

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5218a2.htm


https://theconversation.com/the-original-sars-virus-disappeared-heres-why-coronavirus-wont-do-the-same-138177

https://theconversation.com/the-original-sars-virus-disappeared-heres-why-coronavirus-wont-do-the-same-138177


https://theconversation.com/the-original-sars-virus-disappeared-heres-why-coronavirus-wont-do-the-same-138177

SARS-CoV-1は自然消滅したのではなく、症状や疑いがある人を検査、隔離し、旅行
を制限するといった単純な公衆衛生手段で終息した。

SARS-CoV-1は患者が症状がある時に最も伝染性が高かったので、症状がある人
を隔離することで感染拡大を効果的に予防できた。しかし、地球上のほとんどの人は
SARSが消えた後も免疫がない状態のままである。

https://theconversation.com/the-original-sars-virus-disappeared-heres-why-coronavirus-wont-do-the-same-138177


周りに感染している人が確認されたら？

1. その人を避ける、その人のことを言い振らす

2. その人に感謝する

その人の行動に学び、感染予防のコツを習得しよう

他人ごと意識だと、次はあなたの番？



伝える上で

大事なことは

「対話」と「問い」



ひきこもりと「対話」
●対話（dialogue）とは、面と向かって、声を出して、言葉を交わすこと。

●思春期問題の多くは「対話」の不足や欠如からこじれていく。

●議論、説得、正論、叱咤激励は「対話」ではなく「独り言」である。

独り言（monologue）の積み重ねが、しばしば事態をこじらせる。

●外出させたい、仕事に就かせたい、といった「下心」は脇において、

本人の言葉に耳を傾ける。

●基本姿勢は相手に対する肯定的な態度。

肯定とは「そのままでいい」よりも、「あなたのことをもっと知りたい」

●対話の目的は「対話を続けること」。

相手を変えること、何かを決めること、結論を出すことではない。

斎藤環「オープンダイアローグとは何か」（医学書院）
https://www.amazon.co.jp/dp/4260024035

「対話」の不足や欠如

https://www.amazon.co.jp/dp/4260024035


ひきこもりと「対話」
●対話（dialogue）とは、面と向かって、声を出して、言葉を交わすこと。

●思春期問題の多くは「対話」の不足や欠如からこじれていく。

●議論、説得、正論、叱咤激励は「対話」ではなく「独り言」である。

独り言（monologue）の積み重ねが、しばしば事態をこじらせる。

●外出させたい、仕事に就かせたい、といった「下心」は脇において、

本人の言葉に耳を傾ける。

●基本姿勢は相手に対する肯定的な態度。

肯定とは「そのままでいい」よりも、「あなたのことをもっと知りたい」

●対話の目的は「対話を続けること」。

相手を変えること、何かを決めること、結論を出すことではない。

斎藤環「オープンダイアローグとは何か」（医学書院）
https://www.amazon.co.jp/dp/4260024035

コロナ

飲食店休業や家ごもりをさ

緊急事態宣言、自粛要請

一人ひとり

新型コロナウイルス問題

気がつけばウイルスと上手に共存している社会になっていること。

https://www.amazon.co.jp/dp/4260024035


https://www.yomiuri.co.jp/national/20200629-OYT1T50107/

https://www.yomiuri.co.jp/national/20200629-OYT1T50107/


https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/09/28/1396716_1.pdf

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/09/28/1396716_1.pdf


https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/09/28/1396716_1.pdf

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/09/28/1396716_1.pdf


ハイリスクアプローチ

ポピュレーションアプローチ

って何？



The Strategy of Preventive Medicine
（Geoffrey Rose）

The search for more efficient preventive policies 

leads to the high-risk strategy, 

in which efforts are focused on those individuals 

who are judged mostly likely to develop disease.

A population strategy of prevention 

is necessary wherever risk is widely diffused 

through the whole population.



The Strategy of Preventive Medicine
（Geoffrey Rose）

The search for more efficient preventive policies 

leads to the high-risk strategy, 

in which efforts are focused on those individuals 

who are judged mostly likely to develop disease.

効率のよい予防医学的方法として、

ハイリスクストラテジー（high-risk strategy）、

つまり疾患を発症しやすい高いリスクをもった個人に

対象を絞り込んだ戦略が考えられます。



The Strategy of Preventive Medicine
（Geoffrey Rose）

A population strategy of prevention 

is necessary wherever risk is widely diffused 

through the whole population.

集団全体にリスクが広く分布する場合には、

ポピュレーションストラテジー（population strategy）、

つまり対象を一部に限定しない集団全体への

戦略が必要になってくるのです。
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（日本語訳）
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予防医学のストラテジー
（日本語訳）
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（日本語訳）

効率のよい予防医学的方法として、

ハイリスクアプローチ（high-risk approach）、

つまり疾患を発症しやすい高いリスクをもった個人に
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「夜の街」支援プロジェクト






