
【1．はじめに】公立病院の役割は民間医療機関が
おこなえない、不採算となる医療サービスを行うこ
とや、学校保健等を通して地域の公衆衛生の向上に
努めなくてはなりません。
当院は田川地区の中で唯一の公立総合病院である為、
地域医療の基幹的な役割を果たしています。
その中で特に周産期医療が地域医療に貢献していま
す。
また、自主活動グループとして HPV ワクチン普
及・思春期教育・糖尿病患者の会・ACLS・BSL な
ど地域活動を行っています。
今回 HPV ワクチン普及活動グループが自治体、学
校、保護者などに働きかけ、教育現場での普及運動
に取りくみました。その結果小学校で HPV ワクチ
ン普及のための健康教育を行うことが出来ました。
普及の過程でさまざまな障害があり問題点が示唆さ
れましたので報告いたします。

【2．啓発活動】

2－1．関係機関への啓発
　市町村教育委員会・校長会
　保健行政等（保健師・市町村議会）
　各学校の校長・養護教諭
　（小学校10校　中学校1校　高等学校1校）

2－2．学校側の否定的意見
校長・養護教諭が・HPV ワクチンについて理解が
出来ていない。
例えば HPV ワクチン接種で死亡者がでた。
日本人の身体には合わないから予防にならない。
学校側が勧めて何かあったときに責任が取れない。
一年間の教育計画があり時間的に余裕がない。
性教育と捉えている。
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公立病院の役割 

 ・民間医療機関がおこなえない不採算となる医療サービス 

 ・学校保健等を通して地域の公衆衛生の向上 

当院の特色 

 ・地域医療の基幹的な役割 

 ・周産期医療の地域医療への貢献 

自主活動グループとしての地域活動 

 ・ＨＰＶワクチン普及・思春期教育・糖尿病患者の会・ＡＣＬＳ・ＢＬＳ 

ＨＰＶワクチン普及活動グループが小学校でＨＰＶワクチン普及の 
ための健康教育を行った。普及の過程でさまざまな障害があり 
問題点が示唆されたので報告する。 

  
  ・市町村教育委員会・校長会 
  ・保健行政等（保健師・市町村議会） 
  ・各学校の校長・養護教諭                                             
   （小学校10校 中学校１校 高等学校１校）  

２．啓発活動（2011/４/1～2012/３/31） 

２-１．関係機関への啓発 
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子供達が理解できるか疑問。
頚がんワクチン・健診の啓発になるか疑問。
町内全ての小学校は常に5校統一した教育を行って
いる、中学校に進級したときに聞いている生徒と、
聞いていない生徒がいると管理に困る。

2－3．学校側の肯定的意見
肯定的意見では、学校内の同僚で癌検診を受けてい
る人が少ない。
頚がん啓発を同僚に勧めても養護教諭では説得力に
欠けるので、医療関係者から勧めてほしい。
養護教諭がグループ間で学習会を行っている。学習
会に参加して HPV ワクチンについて教えて欲しい。
医療関係者が学校教育に参加して欲しい。例えば助
産師に性教育をおこなって欲しい。
町内全ての小学校で統一した教育が必要ではない。
正しい知識を持った子供が中学校で子供達に伝える
ことが大切である。
以上のことより、医療関係者に学校の健康教育に参
加して欲しいとの意見が出されました。

【3．健康教育の実際】

3－1．実施校
学校側の受け入れは悪く、今年度の実施は困難と思
われていたときに、小学校で遠足の途中にスズメバ
チから、子供達が集団で刺されるという事件があり
ました。養護教諭の要請により、「アナフィラキ
シーショック」についての、パンフレットを作成
し指導にあたりました。
また、この夏は水の事故が多く発生した為、「溺水
防止パンフレット」を作成し小学校・中学校へ配
布しました。
このような支援をおこなうなかで、一小学校より健
康教育の依頼を受け、平成24年1月18日（水）に添
田小学校で6年生男女50名に、田川市立病院小児
科 Dr 穐吉を講師として45分間実施することが出
来ました。

3－2．授業内容
　「子宮頚がん HPV ワクチン接種のお話を通して
命の大切さを考える」と題して、授業。
黒板に書いて、子宮頚癌とは、なぜ予防できるの
か ?、HPV ワクチンとは、子宮頚癌検診、りなちゃ
んのお母さんの話などついて説明をしました。
配布資料は、朝日小学生新聞のコピー・接種できる
医療機関のリストを配り終了後にアンケート調査を
行いました。

 
・校長・養護教諭がHPVワクチンについて理解していない  
・何かあったときに責任が取れない 
・教育計画があり時間的に余裕がない  
・性教育と捉えている 
・子供達が理解出来るか疑問 
・全学校で統一しなければいけない 
 

２-２．学校側の否定的意見 

  
  ・学校関係者で子宮癌検診を受けている人が少ない 
  ・養護教諭では説得力に欠ける 
  ・養護教諭の学習会に参加して欲しい 
  ・助産師に性教育をおこなってほしい 
  ・小学校全てが統一せずとも実施可能 
   （正しい知識を持った子供が中学校で別の子供達に伝えることも大切） 
 
     
      

２-３．学校側の肯定的意見 

     医療関係者に学校の健康教育に参加して欲しい 
 

  
日程 ： 平成24年１月１８日（水）  

対象 ： 添田小学校 ６年生 男女５0名  

時間 ： 45分間  

講師 ： 田川市立病院小児科 Ｄｒ穐吉 

３-１．実施校 

３．健康教育の実際 
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3－3．授業後のアンケート結果（女児）
授業後のアンケート結果では女児の大多数が、
HPV ワクチンを受けようと思い、大人になったら
子宮癌検診を受けようと思いましたとの回答でした。

3－4．授業後のアンケート結果（男児）
次に男児のアンケート結果では、多くの男児が自分
の家族に子宮癌検診を受けてもらおうと思い、自分
が親になったとき、自分の娘に HPV ワクチンをう
けさせようと思ったとの回答でした。

男児に HPI ワクチンを受けようと思いましたか ?

に半数以上の子供達が「はい」と答えています。

現在日本では男児の予防接種は行っていませんが、
公費負担をしている国（地域）もあります。
女性への感染源となりますので、HPV 感染のプロ
セスを男児にも伝え、将来の男性への接種拡大のた
めにも、情報は女児と同様に男児にも伝える必要が
あると考えます。
感想・意見集のなかでは、お母さんが病気にかかる
かもしれないと知って癌検診を勧めた、お母さんが

「受けてみようかな」と話した等、子供達に健康教
育を行うことで、家族に対する直接・間接的な行動
変容を確認することが出来ました。

【4．考察】小学校高学年は年齢や発達段階などに
配慮した適切な説明をすることにより、HPV ワク
チンについて理解できました。
聖路加国際病院の日野原先生が提唱するように、保
育園で子供達に血圧測定を指導すると、孫がおじい
ちゃん、おばあちゃんの血圧を測って「血圧が高
いよ、塩気が多いよ」と孫がシニアを教育すると
いう、いままでと逆の発想も可能と唱えています。
今回行った健康教育の場合も、子供達が自分や家族
の健康を考えるきっかけとなり、子供達に健康教育
を行った以上の効果がありました。
HPV ワクチンは性感染症のワクチンである為、教
育的配慮から子供達への情報提供に否定的な意見も
あります。しかし情報が子供達に正しく伝わらない
ことは、子供の成長・発達にとってマイナスとなり、
子宮頚癌予防や早期発見の検診率を低下させてしま
います。
健康被害を避けるために、情報を正しく伝えること

Q3． 自分の家族に子宮癌検診を受けてもらおうと思いましたか？ 
  
 
 
 
 
Q4． 自分が親になったとき、自分の娘にHPVワクチンを受けさせよ

うと思いましたか？ 

20名 
4名 

5名 はい 
いいえ 
どちらでもない 

23名 

3名 
3名 はい 

いいえ 
どちらでもない 

３-４．授業後のアンケート結果【男児】 

Q5． HPVワクチンを受けようと思いましたか？ 

18名 
6名 

5名 はい 
いいえ 
どちらでもない 

－感想・意見－ 
子宮頚癌で亡くなる人が多い事が解った 
お母さんが病気にかかるかもしれないと知って癌検診を勧めた 

 

Q1． HPVワクチンを受けようと思いましたか？ 
 
 
 
 
 
Q2． 大人になったら子宮癌検診を受けようと思いましたか？ 
 
 

18名 

2名 
1名 

はい 
いいえ 
どちらでもない 

18名 

0名 
3名 はい 

いいえ 

どちらでもない 

３-３．授業後のアンケート結果【女児】 

  
    １．子宮頚癌とは？ 
    ２．なぜ予防できるのか？ 
    ３．ＨＰＶワクチンとは 
    ４．子宮頚癌検診 
    ５．りなちゃんのお母さんの話 

３-２．授業内容 

 「子宮頚癌ＨＰＶワクチン接種のお話を通して 
                  命の大切さを考える」 
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は社会や大人の役割と考えます。以上のことより
HPV ワクチンを導入していくためは、多くの大人
がワクチンの必要性を認識する事が必要と考えます。

【5．まとめ】HPV ワクチンを導入していくには、
医療機関・教育機関・保健行政機関等が連帯して取
り組むことが必要であります。
今後私達は日常的な学校行事への支援、教育委員会
への継続的な啓発、地域活動への積極的参加を行っ
ていこうと考えています。

御静聴ありがとうございました。
－協力機関－

　福岡県立大学看護学部、ヘルスプロモーション、
性教育グループ、一次救命処置を普及する会、添田
町立添田小学校

医療機関・教育機関・保健行政機関等が 
連帯して取り組むことが必要 
 
   ・日常的な学校行事への支援  
   ・教育委員会への継続的な啓発 
   ・地域活動への積極的参加 
 

 
健康教育を行うことにより子供達はHPVワクチン
について理解できた 

子供達が自分や家族の健康を考えるきっかけと
なった 

 HPVワクチンを導入していくためには、多くの大
人がワクチンの必要性を認識することが必要 

    ― 協力機関 ―   

  福岡県立大学看護学部 

  ヘルスプロモーション 

  性教育グループ 

  一次救命処置を普及する会 

  添田町立添田小学校   
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