はじめに

平成 14 年 4 月から，従来「複雑又は困難な業務」としか記されて
いなかった管理栄養士の業務が，「傷病者に対する療養のため必要
な栄養の指導，個人の身体の状況，栄養状態等に応じた高度の専門
知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導，並びに
特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の
身体の状況，栄養状態，利用の状況等に応じた特別な配慮を必要と
する給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を
行うことを業とする者」にあらためられた。そしてこれをもとに管
理栄養士，栄養士養成施設のカリキュラムの改正及び管理栄養士国
家試験出題基準が定められた。新カリキュラムによると従来，公衆
衛生学として授業されていた項目がなくなり，管理栄養士養成施設
では，
『社会・環境（人間や生活）と健康』
，栄養士養成施設では『社
会生活と健康』となった。
すなわち『社会・環境と健康』では教育目標が「人間や生活につ
いての理解を深めるとともに，社会や環境が人間の健康をどう規定
し左右するか，あるいは，人間の健康を保持増進するための社会や
環境はどうあるべきか等社会や環境と健康の関わりについて理解す
る。
」とあり，①人間や生活を生態系に位置付けて理解する。②人
間の行動特性とその基本的メカニズムを理解する。③社会や環境と
健康との関係を理解するとともに，社会や環境の変化が健康に与え
る影響を理解する。④健康の概念，健康増進や疾病予防の考え方や
その取り組みについて理解する。⑤健康情報の利用方法，情報管理
や情報処理について理解する。⑥保健・医療・福祉・介護システム
の概要を理解する。となっている。
また『社会生活と健康』では「社会や環境と健康との関係を理解
するとともに，保健・医療・福祉・介護システムの概要について修
得する。公衆衛生学，社会福祉概論を含むものとする。」となって
いる。
しかし管理栄養士国家試験出題基準をみると，健康の定義から始
まって，その内容は従来の公衆衛生学とあまり変わっていない。た
だ順番が違っていたり，内容に若干のズレがあったりしている。
従って本書は従来の体系は維持しながらも，できるだけ忠実に管
理栄養士国家試験出題基準に沿うように心がけた。
新しい管理栄養士養成施設のカリキュラムが始まって平成 18 年第
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1 回目の卒業生を迎え，国家試験も従来とは異なったものが出題された。
その合格者は同年 5 月に発表されたが，合格した者，不合格だった者，そ
れぞれ悲喜こもごもである。また昨年から養成校別に合格者数，合格率が
発表されたので，学校にとっても同じである。こうした状況が来年以降も
続くであろう。我々は希望者が全員，試験に合格できることを祈るととも
に本書が少しでも試験に役立てば幸いである。
平成 19 年 3 月

苫米地孝之助
五訂にあたって
2002（平成 14）年度に管理栄養士国家試験の出題基準の大幅な変更が
あり，その後も小幅な改定がなされてきた。改定初期には中項目の変更を
中心になされてきたが，しだいに 10 分野の中でも「応用問題」を増加さ
せることに重点が移ってきている。
2020（令和 2）年度から実施される，第 34 回国家試験へ向けた出題基準
の改定では，全問題数に変化はなく，
「応用問題」が 20 問から 30 問に大幅
増加され，その分，各分野は 1〜2 問削減された。これは，理論的な事柄
よりも臨床を重視し，現場で役立つ人材を育成するという意図に基づくも
のと考えられる。
公衆衛生分野である「社会・環境と健康」領域においても 16 問に減じる
一方で応用問題は 4 問となった。これに対応すべく，今回の本書の改訂に
当たっては，新出題基準に示された項目の変更に対応することと併せ，実
地・臨床的な内容の充実を念頭に置き，実践現場でより能力を発揮できる，
新時代にふさわしい記述を目指した。
令和 2 年 3 月
編者を代表して
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1

章

公衆衛生の意義

公衆衛生は，地域住民の健康を保持・増進させるため，それぞれの集団組織によっ
て営まれる組織的な衛生活動である。この章では，まず健康の定義，健康の概念，公
衆衛生の概念を理解する。次に具体的な健康づくりや健康管理の内容について，健康
の各段階や集団の特性における予防方法の知識を学ぶ。

1 ．健康の概念
1.1

健康の定義

人間は誰でも健康でありたいと思っている。健康が阻害されれば仕事，家事，学業
などの日常生活に直ちに影響が出てくるからである。つまり人生を快適に過ごすため
にはまず健康でなければならない。それでは健康とは何か。これについては WHO
（世
界保健機関）がその憲章の前文に次のように定義している。
“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity”
「健康とは肉体的，精神的および社会的に完全に良い状態にあることであり，単に
疾病または虚弱ではないということではない」と訳す。
しかも，以下のように続けて述べている。
「及ぶ限り最高の健康水準を享受することは人種，宗教，政治的信条，経済的ある
いは社会的状態のいかんを問わず，すべての人間の基本的権利である」
確かに WHO の考え方はまさに健康の理想像ともいえるであろう。しかし，実際問
題として肉体的，精神的はもちろん社会的にも完全によい状態を保つことは何人に
とっても容易なことではない。
WHO はその後“2000 年までにすべての人々に健康を”のスローガンのもと，1978
（昭和 53）年 9 月 12 日カザフスタン共和国の当時の首都で出されたアルマアタ宣言で
プライマリーヘルスケアの概念を導入した。その中で健康については，以下のように
示している。
「健康とは各人の年齢に応じて，かつ環境に内在する経済的条件において到達可能
な高度の身体的，精神的並びに社会的安寧である」
つまり，子どもには子どもなりの，高齢者には高齢者なりの健康があり，しかも経
済的に許される範囲内で最高の健康を保つことができればそれでよいとした。
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の首都オタワで開催された国際会議におい
て，ヘルスプロモーションが健康のカギで
あるとする，いわゆるオタワ憲章を採択した。
その中で「健康は生きる目的ではなく毎
日の生活の資源である。健康は身体的な能
力であると同時に社会的，個人的資源であ

健康と疾病の関係

る」と定義している。
一般に健康と疾病との間にはいくつかの

段階がある（図 1 - 1）。非常に健康な人，おおむね健康な人（健康人），体力が落ちた
り，
風邪を引きやすいという傾向があるがどちらかといえば健康である人（半健康人）
，
多少の病気はもっているが病人には至ってない人（半病人）
，そして病院に入院して
いるか，自宅で寝たきりになっている人（病人）などがあり，最後には死に至る過程
が存在する。このプロセスは順を追って一方的に進むのではなく，入院していた者が
回復して元気になったり，感染症や事故などで一夜にして健康人が病人に変わること
もありえる。したがって健康をあまり狭く解釈せず，できるだけ幅広く考えるほうが
現実的である。
例えば，高血圧症の患者でも食事療法や降圧剤の使用により，ある程度血圧がコン
トロールされていて，日常生活に支障がなければ健康人の範囲に含める。つまり一病
息災あるいは病気と共存するという考えが近年とり入れられるようになってきた。
1.2

健康づくりと健康管理

健康づくりは健康増進という語が当てられるが，疾病予防よりは広い概念といえる。
1986（昭和 61）年，WHO はオタワ宣言でヘルスプロモーションの推進を掲げたが，
このときに世界的に健康増進の概念が生じたとみてよい。しかし，日本では，それ以
前の 1978（昭和 53）年から 10 年間毎に「国民健康づくり対策」が実施されていた。
その過程と健康管理について述べてみる。
第 1 次国民健康づくり対策（1978〜1988 年）
，テーマ「生涯を通じての健康づくり」
重点項目は，健康増進の推進，市町村保健センターの設置，健康づくり三大要素を
栄養・運動・休養として推進，食生活指針の発表などであった。
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第 2 次国民健康づくり対策（1989〜1999 年）
，
テーマ「アクティブ 80 ヘルスプラン」
重点項目は運動の推進で，健康運動指導士・健康運動実践指導者の育成，健康増進
施設の認定制度開始，健康科学センターの整備推進，運動指針・休養指針発表，成
人病の生活習慣病への改称などが実施された。
第 3 次国民健康づくり対策（2000〜2012 年）
，テーマ「21 世紀における国民健康
づくり」
重点項目は健康日本 21 の下で，健康増進法の制定，健康づくり五大要素（栄養・
運動・休養・禁煙・適正飲酒）の目標数値設定と市町村単位での実行，睡眠指針発
表などであった。
第 4 次国民健康づくり対策（2013〜2022 年）
，テーマ「健康日本 21（第 2 次）
」
重点項目は，健康寿命の延伸と健康格差の縮小，生活習慣病（がん，循環器疾患，
糖尿病，COPD）の発症と重症化予防，社会生活の維持，社会環境整備，日常生活
態度の改善である。

2 ．公衆衛生の概念
2.1

公衆衛生の定義と目標

公衆衛生の定義として最も広く用いられているのはウインスロー（Winslow, C.
E.A.）が 1920（大正 9）年に発表した次のものである。
「公衆衛生とは地域社会の組織的な努力を通じて，疾病を予防し，寿命を延長し，
肉体的・精神的健康と能率の増進をはかる科学であり，技術である」
個人が健康を保持・増進させるには，まず自らの努力によって達成することが原則
であるが，人間の生活が集団化し，各個人が社会の中で相互に依存するような現代社
会においては，病気の予防や健康の保持・増進は個人の努力だけでは不完全であり，
社会全体の組織的活動によってはじめて実現できると考えられる。
人間の集団には国，都道府県，市町村といった地域の枠組による集団や，学校，事
業所といった社会的枠組による集団がある。これらの集団には構成員の特徴や生活環
境の特殊性があるが，公衆衛生の目的は，人間集団の健康の保持・増進にあるので，
これらの集団が組織として構成員のために努力することが必要であると考えられる。
また，ウインスローの定義中の健康には肉体的健康と精神的健康の 2 つしか含まな
いが，WHO ではこのほかに社会的健康を含める。したがってウインスローの定義に
さらに社会的健康を含めたほうがよいとする考え方もあり，近年は日本でも自殺や交
通事故死などが公衆衛生上の問題としてとり上げられるようになってきた。
なお，日本国憲法第 25 条には次のように記されている。
「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は，すべ
ての生活部面について，社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ
ればならない」
憲法は戦後すぐに制定されたが，当時は社会保障や社会福祉の考え方がまだ定まっ
3

第1章

公衆衛生の意義

ていなかった。その後，日本の社会保障制度が具体化されるのに伴い，社会福祉や公
衆衛生は社会保障の一環として認識されるようになった。すなわち 1962（昭和 37）
年に国の社会保障審議会において，社会保障制度の総合調整に関する基本方策につい
ての答申および社会保障制度の推進に関する勧告を行った。その中で国民を 3 つの階
層に分け，貧困階層に対しては，生活保護などの公的扶助を，低所得層に対しては社
会福祉を，一般階層に対しては社会保険を，そして全階層に共通するものとして公衆
衛生が対応すべきであると位置づけた。さらに 2000（平成 12）年には同じ審議会で，
新しい世紀に向けた社会保障という意見書を発表した。それによると，
「公衆衛生は国民全体を集合的な受益者である施策」
とする一方，社会福祉，社会保障は，
「個人または世帯に現金または現物を給付する制度」
であるとされた。これが現在の考え方となっている。
このように公衆衛生は，健康面ですべての国民を対象とするが，実際には年齢，性，
職業，あるいは疾病により，それぞれ異なった対策が必要となる。例えば，母性，乳
児，幼児の健康保持・増進のためには対象に応じた保健指導，健康診査，医療などを
総合的に行わなければならないし，老後の健康保持や医療の確保のためには，予防，
治療，機能訓練についての保健事業が必要となる。
このため母子保健法，老人保健法（現 高齢者の医療の確保に関する法律）といっ
た法律が制定され，国，都道府県，市町村を通じた一丸となった対策が行われてきた。
同じように，小・中・高・大学の児童・生徒，学生などの健康保持のためには学校保
健安全法，労働者の安全と健康の確保のためには労働安全衛生法が，さらに感染症の
発生予防やまん延を防止するためには感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律が，飲食物による衛生上の危害防止のためには食品衛生法が，精神障害者
の医療・保護・発生予防および精神的健康の保持・増進のためには精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律が制定されている。
つまり憲法に規定されている公衆衛生の目標を達成するため，具体的には各種の法
律を中心にした，いろいろな対策が講じられているといってもよいだろう。
近年，公衆衛生は単独で事業するだけでなく社会福祉との協調連携が必要とされる
ようになり，寝たきりの高齢者や精神障害者に対する保健と福祉の一体的な活動が進
められる一方，行政機関でもこれに対応して都道府県の保健福祉部局，第一線機関で
ある保健所と福祉事務所とを総合した保健福祉センターの設置などが行われている。
2.2

公衆衛生と予防医学

健康から疾病そして死に至るまでの間，それぞれの段階に応じて公衆衛生活動が必
要となる。一般にこの段階を 5 つに分け，① 健康増進，② 疾病予防，③ 早期発見・
早期治療，④ 治療（障害の軽減），および ⑤ 機能回復（リハビリテーション）
・再発
防止などの活動が必要と考えられており，これらを総合したものを総合保健または包
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括医療とよんでいる。
このうち健康増進と疾病予防を含めて 1 次予防，早期発見・早期治療を 2 次予防，
治療と機能の維持，回復を含めて 3 次予防とよんでいる。そして公衆衛生活動は従来
主として 1 次および 2 次予防を中心に行っていたが，近年は社会福祉と連携しながら
3 次予防，特に機能回復訓練についても力を入れるようになってきた。
まず 1 次予防であるが，基本的にバランスのよい食生活，身体を十分に動かすこと，
適度な休養と睡眠をとること，そしてストレス予防など，栄養・運動・休養を中心に
健康増進が実施されている。また感染症予防のための予防接種，海外からの感染症を
防ぐための検疫，食中毒を予防するための食品の監視，安全な水を供給するための水
質検査，公害を防止するための環境基準の設定など，疾病予防に万全を期している。
さらに生活習慣病についても，食塩の過剰摂取が高血圧の，脂肪特に動物性脂肪の
摂取が虚血性心疾患の，喫煙が肺がん・気管支がんの，過度の飲酒が肝疾患のリスク
ファクターであることなどの注意をよびかけており，特に 1 次予防が健康づくりの重
点施策となっている。
2 次予防である早期発見・早期治療は健康診査によって行われる。健康診査には個
人が医療機関に行って検査を受けるものと，集団として委託医療機関，保健所，市町
村保健センターあるいは健診車などで検査を行う方法の 2 つがある。このうち，公衆
衛生活動として行われているものは主として後者の集団健診であり，日本では以前か
ら特に重視され実施されている方法である。すなわち，母子保健では妊婦，乳児，学
校保健では児童・生徒，学生，労働衛生では労働者，老人保健では 40 歳以上の者を
対象に集団健診が行われており，先天性代謝異常児が発見されたり，早期がんがみつ
かり治療によって完全に回復したりといった効果が出ている。
3 次予防のうち，治療は一般に医療機関で行われるが，公衆衛生の面からは，結核
医療のように患者を登録して治療を中断させないようにしたり，必要な医療費を公費
で負担したりしている。
最後の機能回復は，脳卒中の後遺症や事故などで寝たきりになった者に，リハビリ
テーションを行い少しでも日常生活を改善し，社会に復帰させようとするものである。
以上の総合保健を各段階で行うことにより，目標である健康で文化的な最低限度の
生活を国民に送ってもらうことが公衆衛生の目的であるといえる。
2.3

プライマリーヘルスケアとヘルスプロモーション

1978（昭和 53）年に採択されたアルマアタ宣言によるとプライマリーヘルスケア
とは「自助と自決の精神にのっとり，地域社会または国が，開発の程度に応じて負担
可能な範囲内で，地域社会の個人または家庭の十分な参加によって，実用的，科学的
かつ社会的に受け入れられる手段と技術に基づいた欠くことのできない保健サービス
である」と定義している。そしてプライマリーヘルスケアは健康増進，予防，治療，
リハビリテーションなどのサービスの実施など地域社会における主要な保健問題を対
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