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はじめに

急速な少子超高齢化に伴い、わが国の健康・食生活上の大きな課題は、小児におい

ては、小児肥満、食物アレルギーや食育、成人以降では、生活習慣病あるいは加齢に

伴う疾患である。これらの課題は、個人の生活の質（QOL）を低下させるばかりで

なく、とくに高齢化に伴う医療費、介護費などの増大が、保健・医療・福祉・介護に

おける大きな社会的問題となっている。

健康増進・生活習慣病の総合的対策として「健康日本２１（第二次）」（２０１２年）をは

じめ、「第３次食育推進基本計画」（２０１６年）、中高年を対象とした「特定健康診査・

特定保健指導」（２００８年）が推進されている。これらの対策は、従来の健康増進、疾

患の一次予防に留まらず、疾患の進展予防も視野に入れた形で取り組まれている。こ

の健康増進・予防活動では、いずれも食生活が重要な鍵を握っている。

食生活に関連したヘルスプロモーションのマンパワーとして、管理栄養士は、これ

まで以上に期待され、２０１３年には厚生労働省より「地域における行政栄養士による健

康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針」が通知され、成果のみえる公衆栄養活

動に取り組むことが求められている。

このような社会的背景を踏まえ、本書は、新実習書として公衆栄養活動の実践に必

要な基本的事項に絞って構成した。すなわち、公衆栄養プログラムのマネジメントと、

アセスメント・評価ツールとして重要な食事調査法に関する実習書となっている。演

習・実習の具体的な目的、方法、実習課題とともに実習時間の配分も目安として記載

した。また、データ、レポートフォームなど、その多くを電子媒体で示し、ITスキ

ルの向上もめざしている。

執筆者は、いずれも、栄養疫学、公衆栄養活動に長年携わってきた専門家である。

将来にわたって必要と考えられる公衆栄養学の理論と技術が演習・実習を通じて学習

できるように執筆していただいた。

本書が、公衆栄養学を学ぶもの、公衆栄養活動を進めている方々のお役に立つこと、

ご活用していただいた方々のご意見によってさらに良いものとなっていくことを願っ

ている。また、本書発刊にあたり、株式会社みらい安田和彦氏のご尽力をいただいた

ことを心からお礼申し上げる。

２０１６年４月

編者一同
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●本書の活用にあたって

本書の活用にあたり、本書の特徴と留意点について以下に示した。

【特 徴】

�本書は、公衆栄養マネジメントと食事調査法に関するワークブックである。

�課題ごとのデータや解析方法、レポートフォームなどは電子媒体によるものとする。

ダウンロードページ：

㈱みらいホームページ（http : //www.mirai-inc.jp/）→「MENU」の「ワークシート

ダウンロード」

�データ解析には、表計算ソフト「Excel」を用い、統計学・栄養疫学などの入門を

めざした。

�具体的なワークを通して、考察する力を育成する。

【留意点】

�各課題の知識や技術の科学的理論・根拠については、公衆栄養学や他の専門教科の

教科書を参照していただきたい。

選択
課題

�各テーマに必要な演習・実習の内容で構成しているが、学習者の状況等

によって取捨選択していただきたい。なお、「第２部 食事調査の実際」

については、取捨選択の対象として考えられる課題（「選択課題」）の目

安としてマーク（右図参照）を付けている。
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わが国をはじめ、先進国の健康問題は感染症から生活習慣病へ移行し、公衆衛生

対策はプライマリ・ヘルスケア、さらにヘルスプロモーションへと枠組みを進展さ

せてきた。

１９８６年、カナダのオタワで開催されたWHO（世界保健機関）の国際会議で採択

されたオタワ憲章では、「ヘルスプロモーションとは、人々が自らの健康とその決

定要因をコントロールし、改善できるようにするプロセス」であると定義し、健康

を生きることの目的ではなく、生活の資源と位置づけ、活動の方法として次の５つ

があげられている。

１）健康な公共政策づくり（Build healthy public policy）

２）健康を支援する環境づくり（Create supportive environments）

３）地域活動の強化（Strengthen community actions）

４）個人技術の開発（Develop personal skills）

５）ヘルスサービスの方向転換（Re-orient health services）

第１部では、ヘルスプロモーションの考え方に則り、「地域における行政栄養士

による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針」に基づいて成果のみえる施

策の実施に取り組むための公衆栄養マネジメントの実際について学ぶ。

第1部
公衆栄養マネジメントの実際
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公衆栄養マネジメントとモデルの
理解

学習目標

このUNITでは、公衆栄養活動を行う際に必要なマネジメントについて理解する。さらに、

公衆栄養マネジメントの理論的モデルであるプリシード・プロシードモデルを理解し、健康日

本２１（第二次）の栄養・食生活の目標設定の考え方との関連もふまえ、活用する力を習得する。

また、行政（自治体）が行う公衆栄養活動の基盤となる各種計画は、対象範囲・規模によって

階層的に構成され、上位から下位への各計画が相互に結びつき、連動していることを理解する。

�公衆栄養マネジメントは、「計画（Plan）―実施（Do）―評価（Check）―改善（Act）」のPDCA
サイクルに基づき実施することを理解する。

�公衆栄養マネジメントを展開する場合の理論的モデルの１つである「プリシード・プロシー
ドモデル」を理解する。

�行政施策における各種計画は、上位から下位へと相互に関連をもつことを理解する。

公衆栄養マネジメントの基本

１ PDCAサイクル

公衆栄養マネジメントは、効果的・効率的な公衆栄養活動を的確に行うための基本

である。「計画（Plan）― 実施（Do）― 評価（Check）― 改善（Act）」のPDCAサイク

ルに基づき実施する（図１－１－１）。PDCAサイクルの計画（Plan）には、広くは

アセスメントを含んでいるが、アセスメントは目標設定や計画策定の前提として重要

であることから、計画（Plan）から独立させて「アセスメント→計画（Plan）」とす

ることも多い。

①アセスメント……対象の実態を把握する。

②計画（Plan） ……アセスメント結果に基づき目標を設定し計画を立案する。

③実施（Do） ……計画に基づき実施する。

④評価（Check）……計画通りの実施や成果が出ているか点検する。

⑤改善（Act） ……評価結果を現計画の修正または次期計画策定に反映する。
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見本



第１段階

アセスメント

第２段階

アセスメント

第３段階
教育／エコロジカル
アセスメント

第４段階
運営・政策

第５段階 第６段階
プロセス評価

第７段階
影響評価

第８段階
成果評価実施

疫学 社会

QOL健康

遺伝

行動と
ライフ

スタイル

環境

準備要因

強化要因

実現要因

教育戦略

政策
法規
組織

アセスメントと介入調整

保健
プログラム

理想、問題解決

理想や問題解決の方向に向かい

評価を次に活かし進めていく。

時間の経過

Plan

Plan

Do

Do

Plan Do

アセスメント

評価は、実施の途中、終了時に

行い、実施中の計画の修正や次

回の計画策定に活かす。

Act

Act Check

Act Check

Act（活かす・改善）

Act（活かす・改善）

Act
（活かす・改善）

Check

図１－１－１ PDCAサイクルの進め方

２ プリシード・プロシードモデル

プリシード・プロシードモデル（以下「PPモデル」）は、図１－１－２に示すよう

に、アセスメントと計画策定（第１段階から第４段階）までのプリシードと、実施と

評価（第５段階から第８段階）までのプロシードからなるモデル（枠組）である。

PDCAサイクルとPPモデルとの関連については、「資料編」資料１に示している。

図１－１－２ プリシード・プロシードモデル

出所）ローレンス W．グリーン・マーシャル W．クロイター（神馬征峰訳）『実践ヘルスプロモーショ
ン PRECEDE-PROCEEDモデルによる企画と評価』医学書院 ２００５年 p．１１

�UNIT１－１ 公衆栄養マネジメントとモデルの理解�
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●用意するもの

�PPモデルシート：健康日本２１（第二次）の栄養・食生活分野の目標項目

ファイル名：UNIT１－１．xlsx シート名：ワークシート１－１－１

�健康日本２１（第二次）の栄養・食生活分野に関する目標（「資料編」資料２を参照）

Work1-1-2

各種計画の相互関係を考えてみよう

以下に示した計画は、ある市の公衆栄養活動に関係する計画のいくつかを列挙した

ものである。これら計画の相互関係を、図１－１－４を参考に考えてみよう。

朝食喫食率向上計画、○○市健康づくり計画、ヘルスメイト養成講座開催計画、糖

尿病予防講演会開催計画、朝食摂取状況調査実施計画、食のボランティア活動推進計

画、朝食摂取推進標語コンクール実施計画、ヘルスメイト活動発表会開催計画、糖尿

病対策計画、簡単朝食メニュー調理実習教室開催計画、糖尿病友の会（患者会）育成・

支援事業計画、○○市総合計画

●進め方と推奨時間

各計画の相互関係を図１－１－４を参考に並べる。 【推奨時間：１０分】

●用意するもの

�A３判の用紙１枚

�付箋１２枚（１枚に１計画ずつ記載しておく）

【引用文献】
１）ローレンス W．グリーン・マーシャル W．クロイター（神馬征峰訳）『実践ヘルスプロモー

ション PRECEDE-PROCEEDモデルによる企画と評価』医学書院 ２００５年
２）厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会・次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会

「健康日本２１（第二次）の推進に関する参考資料」２０１２年
３）厚生労働省『「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指

針」を実践するための資料集―成果のみえる施策に取り組むために、地域社会・食・身体の構
造をみる―』２０１３年
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