
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. 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
7. 公衆衛生と保健師
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



公衆衛生

市民による、市民のための公衆衛生とは

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



ハイリスクアプローチ

が生む

偏見と差別



新型ｺﾛﾅ感染

課題の原因

解決したい課題

まずは課題の原因追求をします

？ ？？ ？



3密 飲食店カラオケ

新型ｺﾛﾅ感染

課題の原因

解決したい課題

まずは課題の原因追求をします

飲酒



3密 飲食店カラオケ

新型ｺﾛﾅ感染

課題の原因

解決したい課題

飲酒

早期発見・個別指導で課題を予防しようとします

クラスターの早期発見・注意喚起
（ハイリスクアプローチ）



3密 飲食店カラオケ

新型ｺﾛﾅ感染

課題の原因

解決したい課題

飲酒

早期発見・個別指導で課題を予防しようとします

ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 店名公表 時短営業 持込禁止

クラスターの早期発見・注意喚起
（ハイリスクアプローチ）





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



新型ｺﾛﾅ感染 感染回避

課題の原因

解決したい課題

同じ状況でも
別の結果も

そのために、まずは課題の原因追求をします

3密 飲食店カラオケ 飲酒



3密 飲食店カラオケ 飲酒

課題の根っこ対策・リスク対策という視点が重要

新型ｺﾛﾅ感染 感染回避

課題に
つながる
根本原因・
リスクは何？

課題の原因

解決したい課題

根本原因・誰もが抱え得るリスク



根本原因・誰もが抱え得るリスク

新型ｺﾛﾅ感染 感染回避

克服持続

課題の原因

解決したい課題

課題に
つながる
根本原因・
リスクは何？

3密 飲食店カラオケ 飲酒

課題の根っこ対策・リスク対策という視点が重要



メタボ メタボ回避

根本原因・誰もが抱え得るリスク

課題の原因

解決したい課題

課題に
つながる
根本原因・
リスクは何？

課題の根っこ対策・リスク対策という視点が重要

食べ過ぎ 運動不足飲み過ぎ

克服持続



根本原因・誰もが抱え得るリスク

課題の原因

解決したい課題

課題に
つながる
根本原因・
リスクは何？

課題の根っこ対策・リスク対策という視点が重要

うつ病 家族の不和生活苦 いじめ

自殺 再チャレンジ

克服持続



根本原因・誰もが抱え得るリスク

性のトラブル トラブル回避

克服持続

課題の原因

解決したい課題

課題に
つながる
根本原因・
リスクは何？

ネット 知識不足悪仲間 家庭問題

課題の根っこ対策・リスク対策という視点が重要



自分ごと と他人ごと



自分

他人

自分他人

特定の個人のリスク 誰もが抱え得るリスク

他人ごと意識の人 自分ごと意識の人
偏見と差別 明日はわが身
正解依存症 「何故？」を考える



自分

他人

他人ごと意識の人
偏見と差別 明日はわが身
正解依存症 「何故？」を考える

自分ごと意識の人

特定の個人のリスク 誰もが抱え得るリスク

自分他人



自分

他人

特定の個人のリスク 誰もが抱え得るリスク

他人ごと意識の人 自分ごと意識の人
偏見と差別 明日はわが身
正解依存症 「何故？」を考える

自分他人



信頼の構築

情報の伝達

意見の交換

相互の理解

責任の共有

リスクコミュニケーション

５つの段階

レジリエント メディカル

https://resilient-medical.com/risk/communication-definition-example

情報・リスク
の共有

https://resilient-medical.com/risk/communication-definition-example


呼吸、食料、水、排泄、睡眠、セックス

身体、雇用、資源、道徳・倫理、

健康、持ち物の安全、心理的安全

自尊心、自信、達成感、

他者の尊重、他者からの尊重

道徳心、

創造力、

自発性、

課題解決力、

偏見がない、現実の受容

友人、家族、組織、先祖、

近所づきあい、与えるLove、受けるLove

（自らの才能や潜在能力に応じて）
できることを具現化することが必要

生理的に必要

安全上必要

所属（Love）が必要

承認（尊重）が必要

Maslow's hierarchy of needs
マズローの人が必要としていることの階層化

Physiological

Safety

Belongingness/Love

Esteem

Self-actualization

Love
||

御大切
大事



信頼、つながり、お互い様

共有（コミュニケーション）

居場所、依存先、絆（きずな＋ほだし）

呼吸、食料、水、排泄、睡眠、セックス

身体、雇用、資源、道徳・倫理、

健康、持ち物の安全、心理的安全

道徳心、

創造力、

自発性、

課題解決力、

偏見がない、現実の受容

生理的に必要

安全上必要

所属（Love）が必要

承認（尊重）が必要

Maslow's hierarchy of needs
マズローの人が必要としていることの階層化

Physiological

Safety

Belongingness/Love

Esteem

Self-actualization

Love
||

御大切
大事

（自らの才能や潜在能力に応じて）
できることを具現化することが必要



根本原因・誰もが抱え得るリスク

新型ｺﾛﾅ感染 感染回避

克服持続

課題の原因

解決したい課題

課題に
つながる
根本原因・
リスクは何？

3密 飲食店カラオケ 飲酒

課題の根っこ対策・リスク対策という視点が重要



根本原因・誰もが抱え得るリスク

新型ｺﾛﾅ感染 感染回避

克服持続

課題の原因

解決したい課題

課題に
つながる
根本原因・
リスクは何？

3密 飲食店カラオケ 飲酒

課題の根っこ対策・リスク対策という視点が重要



再チャレンジ

克服持続

根本原因・誰もが抱え得るリスク

自殺

課題の原因

解決したい課題

うつ病 家族の不和生活苦 いじめ

課題に
つながる
根本原因・
リスクは何？

課題の根っこ対策・リスク対策という視点が重要



再チャレンジ

克服持続

根本原因・誰もが抱え得るリスク

自殺

課題の原因

解決したい課題

うつ病 家族の不和生活苦 いじめ

課題に
つながる
根本原因・
リスクは何？

課題の根っこ対策・リスク対策という視点が重要



根本原因・誰もが抱え得るリスク

メタボ メタボ予防

持続

課題の原因

解決したい課題

課題に
つながる
根本原因・
リスクは何？

課題の根っこ対策・リスク対策という視点が重要

食べ過ぎ 運動不足飲み過ぎ

克服



根本原因・誰もが抱え得るリスク

メタボ メタボ予防

持続

課題の原因

解決したい課題

課題に
つながる
根本原因・
リスクは何？

課題の根っこ対策・リスク対策という視点が重要

食べ過ぎ 運動不足飲み過ぎ

克服



公衆衛生は

終わりのない旅だが

分かった気になった人が

多く迷い込む道



「正解依存症」とは？

自分なりの「正解」を見つけると、

その「正解」を疑うことができないだけではなく、

その「正解」を他の人にも押し付ける、

自分なりの「正解」以外は受け付けない、

考えられない病んだ状態。



「正解依存症」とは？

自分なりの「正解」を見つけると、

その「正解」を疑うことができないだけではなく、

その「正解」を他の人にも押し付ける、

自分なりの「正解」以外は受け付けない、

考えられない病んだ状態。
https://www.youtube.com/watch?v=4Pn09qyJsbQ

https://www.youtube.com/watch?v=4Pn09qyJsbQ


対話で確認

正しい情報



https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230313/k10014006671000.html

見直しのポイントは…

Q1.着けた方がいいとされている場面は？
Q2.せきなど症状がある場合は？新型コロナと診断の場合は？
Q3.仕事や外出時施設などでマスク求められることはない？
Q4.航空機の中では着けるべき？
Q5.学校は？
Q6.専門家会合の考えは？
Q7.そもそもマスクは感染対策に有効なのか
Q8.個人判断になり初の春休みや大型連休感染拡大は？

何が問題？

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230313/k10014006671000.html
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230313/k10014006671000.html

マスクの着用で自分の感染を防ぐ効果について

各国の78件の研究を解析

マスク着用者の1週間あたりの感染リスク

着用していない人に比べ0.84倍

2週間あたりだと0.76倍と推定

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230313/k10014006671000.html
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マスクの着用でまわりに感染を広げない効果について

各国の研究21件を解析

マスク着用がコミュニティ全体で推奨された場合

新規感染者数や入院患者数、死者数を減少させる効果があることが示唆された

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230313/k10014006671000.html
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アメリカのハーバード大学の研究グループの研究

3か月半の間に感染した子どもと教員（1000人あたり）

マスクの着用義務を解除した地区 134.4人

マスクの着用を続けた地区 66.1人

マスクは感染拡大の際には有効な手段だ

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230313/k10014006671000.html
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政府・分科会の尾身茂会長は、ことし2月の記者会見で、マスク着用の判断

を個人に委ねることについて「国や専門家が一つ一つの場面でのマスク着用

の必要性の有無について『箸の上げ下ろし』まで細かく示すというのはいまで

はふさわしくなく、基本的には人々の判断や選択に任せることが重要だ」と述

べています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230313/k10014006671000.html


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230313/k10014006671000.html

Q.なぜこのタイミングでマスク着用を緩和するのでしょう？

Q.「効率的に」というのはどういうことなのでしょうか

Q.自分が感染したくない花粉症で外したくないという人も…

Q.『自分でリスクを考える』のが難しいという人もいます

Q.同じ場面でも、人によって判断が分かれそうです

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230313/k10014006671000.html


https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/385663

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/385663?display=1&mwplay=1
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/385663


https://www.r-ccs.riken.jp/en/fugaku/research/covid-19/msg-jp/

https://www.r-ccs.riken.jp/en/fugaku/research/covid-19/msg-jp/

	スライド 1
	スライド 2: 公衆衛生   市民による、市民のための公衆衛生とは
	スライド 3: ハイリスクアプローチ が生む 偏見と差別
	スライド 4: まずは課題の原因追求をします
	スライド 5: まずは課題の原因追求をします
	スライド 6: 早期発見・個別指導で課題を予防しようとします
	スライド 7: 早期発見・個別指導で課題を予防しようとします
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10: そのために、まずは課題の原因追求をします
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29: 公衆衛生は 終わりのない旅だが 分かった気になった人が 多く迷い込む道
	スライド 30: 「正解依存症」とは？
	スライド 31: 「正解依存症」とは？
	スライド 32: 対話で確認 正しい情報
	スライド 33: 何が問題？
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44

