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佐久間病院ミニ講座の
１０年を振り返る

浜松市国民健康保険佐久間病院
支援室 保健師

守 下 聖

静岡県浜松市天竜区

佐久間町

当院は✓静岡県西部の山間地、浜松市天竜区佐久
間町にあります。　平成17年の合併で浜松市となり
ました。　

静岡県浜松市天竜区佐久間町 年齢3階級別人口比
平成２７年４月１日現在

区 分
男 女 計

人 数
構成比
（％） 人 数

構成比
（％） 人 数

構成比
（％）

０～１４
歳

９２ ４．８３ ９９ ４．６３ １９１ ４．７３

１５～６４
歳

９１７ ４８．１６ ７５４ ３５．３０ １，６７１ ４１．３６

６５歳
以上

８９５ ４７．０１ １，２８３ ６０．０７ ２，１７８ ５３．９１

合 計 １，９０４ １００．０ ２，１３６ １００．０ ４，０４０ １００．０

✓旧佐久間町としての高齢化率は平成27年度４月
現在で　53.91%です。

当院は、地域の病院の機能としての健康教育を、
生活習慣病予防講座や介護講座などの形で行ってい
ました。

以前からの健康講座

NPO法人

『がんばらまいか佐久間』

保健福祉活動委員会 共催

平成１７年４月～

佐久間病院ミニ講座

合併の時期に病院の体制も変わったことから、
✓平成17年４月に『佐久間病院ミニ講座』として

改めて企画し、当時設立された『NPO法人がんば
らまいか佐久間』の保健福祉活動委員会との共催と
し、講座の運営などの協力を得て、現在に至ります。

佐久間病院ミニ講座アンケート

※ 平成２７年６月開催の講座出席者全員

に各会場で配布、自宅で記入してもらい、

後日各会場に自分で提出する方法

配布数 １９２名

回収数 ６１名

回収率 ３１．８パーセント

開始から10年が経ち、今回、節目として参加者へ
のアンケート調査を実施しました。　✓アンケート
は、今年度６月に実施したミニ講座の参加者全員に
配布し、31.8％の回答を得ました。
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✓この結果を参考にミニ講座を振り返り、今後に
活かしたいと考え、現況をまとめたので報告します。

佐久間病院ミニ講座 概要

日程：テーマとともに講師と調整

時間：夜７時～８時

場所：旧佐久間町内４地区で開催

浦川地区～当院附属 浦川診療所

佐久間地区～当院 研修室

山香地区～山香ふれあいセンター

城西地区～城西ふれあいセンター

テーマ：これまでに１８テーマを実施

✓佐久間病院ミニ講座は、一つのテーマで旧佐久
間町内４地区を巡回します。

夜間７時から８時の実施です。　これまで合計18
テーマの講座を開催しました。

佐久間病院ミニ講座 参加状況

参加者数 ７１４名 延べ ２,２３０名
一人当たり平均 ３．１２回参加

地 区 参加者数 延べ参加者数

浦 川 ２３９名 ７０３名

佐久間 １７０名 ４４２名

山 香 １４１名 ５３２名

城 西 １６４名 ５５３名

合 計 ７１４名 ２,２３０名

✓その参加者数は　714名で、延べ人数にすると
2230名になります。　

これまでのテーマ

①自宅で正しく血圧測定 《医師》

②内臓脂肪の蓄積にご注意 《医師》

③傷の正しい治し方 《医師》

④ひざ教室 《医師》

⑤インフルエンザの予防について 《医師》

⑥熱中症にならないために 《医師》

⑦知っておきたいﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ症候群 《医師》

⑧うるおいのある肌を目指して 《医師》

⑨新型インフルエンザについて 《医師》

✓テーマの内容をご覧ください。　講師はそれぞ
れ当院職員が担当しています。

⑩腎臓のはなし 《医師》

⑪心臓を長もちさせるコツ 《医師》

⑫便利な道具で暮らしを楽に 《作業療法士》

⑬特定健診で調べた･･･eGFRって何？

《医師、栄養士》

⑭丈夫な足腰を保つために 《医師》

⑮たかが便秘、されど便秘 《医師》

⑯前ぶれにご注意！脳卒中予防 《医師》

⑰特定健診の結果の見方と改善策

《臨床検査技師》

⑱痛いとこはないかねぇ 《医師》

✓最も参加が多かったのは『丈夫な足腰を保つた
めに』の回で201名、続いて『痛いとこはないかねぇ』
の回で192名の参加でした。　高齢者の多くが足腰
に不安を抱えており、整形外科系の話題に強く関心
が向くようです。

アンケート結果

①参加の様子

②参加のきっかけ

③実施回数

④実施時間

今回はじめて参加 時々参加 ほぼ毎回参加

１４．８ ％ ２７．９％ ５７．４％

テーマに興味 講師に興味 誘われた その他

２７．９％ ５０．８％ ８．２％ １３．１％

現状でよい 多い 少ない その他

８５．２％ ４．９％ ６．６％ ３．３％

現状(夜間)でよい 昼間がいい

９１．８％ ８．２％

✓アンケートの結果から　『ミニ講座のテーマの
内容や講師に関心をもって参加している』　という
方がほぼ８割を占めることがわかり、
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アンケート結果 自由意見

・自分の身体や生活のために参加している

・医師から直接、くわしい話が聞けるところがいい

・高齢者にも理解しやすい話だ

・気になることがあっても、ここで説明を聞くと安心
する

・講座を聴いていていいと思ったことは実行する

・はじめて来た、良かったのでこれからも来る

・みんなで話せるところがいい

✓『自分の身体や生活のために参加している』ま
た『医師から直接詳しい話が聞けるところがいい』　
などの具体的な意見もあり、自分の健康のために、
ミニ講座を活かしていただいています。

１０回以上の参加者 ４９名
平均年齢 ７６．８歳（平成２７年４月）

保健委員

食生活推進協議会会員

民生委員

自治会長

ＮＰＯ活動委員

商工会婦人部

小地域活動グループ

家族介護 などの経験者が多い

参加者の様子を詳しく見ていくと、18のテーマを
続ける間に✓10回以上参加された方が49名みられ、
そのほとんどが、保健委員や食生活推進協議会会員、
民生委員、ＮＰＯの委員、また地域の各種団体の代
表などの経験者でした。　この皆さんは、50歳代後
半から70歳代前半にかけて社会的にさまざまな活動
を続けてこられ、健康意識も高く、地域では自分だ
けでなく周囲にも気を配り、はつらつと過ごされて
います。

✓今回、この皆さんにミニ講座の感想を率直にお
尋ねしたところ、　『みんなに出会えるからとにかく
出かけていくことが大事だと思う』　また『話を聴
いても少しずつ忘れてしまうけれど、資料を見て思
い出し、他の人とも話をするようにしている』と同
様に話されました。　地域のリーダーたちの、地域
の健康のための行動に心から感謝し、大変うれしく
思いました。

浜松市佐久間図書館コーナー

さて、この講座は、当院支援室が中心となって進
めてきましたが、他の事業で交流のあった浜松市佐
久間図書館から　✓『ミニ講座の内容に関連した図
書を紹介したい』との申し出があり、平成26年度か
ら毎回、図書館コーナーを設けています。　図書館
職員の軽妙な声かけにミニ講座の場も一層なごみ、
図書に興味を持たれる参加者も増えました。　多く
の職種とふれあい、つながり、協力することで事業
の幅が広がっていくことを再認識し、いつも柔軟な
感覚で物事をとらえる必要性を感じました。
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今後のテーマへの希望

・健康寿命を延ばしたい

・健康な状態で長生きしたい

・何をどれだけ食べればいいか知りたい

・薬に頼らない生活について

・感染症予防について

・ロコトレを続けたい

・認知症の予防について

・在宅介護、老老介護 について 地域包括ケアシステム構成要素

・終末期について ・・・など

✓今後のテーマへの希望について、アンケートに
は　『健康寿命を伸ばしたい』など、ご覧のような
意見がありました。　よく見ていきますと、地域包
括ケアシステムの構築に必要な項目がそろってお
り、住み慣れたこの地域で暮らし続けるために、住
民が自ら気づき、考えてくれている様子が伝わって
きました。

その他･･･参加者の意見

・男性や若い層の参加が少ないのでＰＲを

・健康が不安なので、講座を続けてほしい

・病院の中であまり見かけない職員の講話は

新鮮で、親近感がわく

・これまでのテーマも繰り返してほしい

・せっかくいい話を聴いても忘れてしまう

・カタカナ言葉はわかりにくい

・参加できない時に資料がほしい

・参加者の私語がうるさい ・・・など

✓その他の意見としては、『男性や若い世代が少
ないのでもっとＰＲしたほうがいい』　『病院内であ
まり見かけない職員が担当する講話はとても新鮮
で、聴いていて親近感がわく』　といった意見の他、
『カタカナ言葉はわかりにくい』、『参加できない時
の資料が欲しい』　などといったご指摘もいただき、
しっかりと受け止め、今後に活かせるよう努力して
いきます。

ま と め

・地域に出かけることで様々な話題に触れ、地
域の情報も得られる

・いつでも頼られる存在でいるために地域との
交流を続けていく

・講話だけでなく、運動の要素も入れていく

・心の健康についてもはたらきかける

・参加した事のない住民や年代層にもアプロー
チするため、他団体とも協応したい

・病院の機能としての『佐久間病院ミニ講座』を
息長く続けていく

✓ミニ講座を通して地域に出かけることで、病院
ではあまり交わすことのない話題にも触れることが
でき、時には思いがけない地域の情報が手に入るこ
ともあります。　とかく固いイメージを持たれがち
な白衣の私たちですが、いつでも気軽に頼られる存
在でいるために、住民との交流を続けて行きます。　
今後は講話だけでなく、その場でできる運動などに
ついても取り組むことや、心の健康についての企画
も考えています。　ミニ講座に参加したことのない
人やあまり参加されない年代へのアプローチについ
ては、他の団体との協働も考えています。

前人未到の高齢化率であるこのような町であって
も、地域住民が自分の健康だけでなく、健康な地域
づくりに主体的に取り組んでいけるよう、保健、福
祉など様々な分野と連携して　『佐久間病院ミニ講
座』を息長く企画実現していきます。

ご清聴ありがとうございました

✓ご清聴ありがとうございました。




