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　今月は、「大分県景気動向指数」について取り上げます。
　景気動向指数は、景気の現状を総合的に把握し、将来の方
向性を理解する見地から、景気動向を敏感に反映すると考え
られる経済指標を合成した景気指標です。全国の景気動向指
数は内閣府経済社会総合研究所、当県の景気動向指数は大分
県企画振興部統計調査課（05年3月以前は大分県産業創造機
構）が毎月作成・公表しています。
　景気動向指数には、①採用指標の変化率を合成することに
より景気変動の大きさやテンポを捉える目的のコンポジッ
ト・インデックス（CI）と、②改善している指標（拡張系列）の
割合を算出することで景気の各経済部門への波及の度合い
を測定するディフュージョン・インデックス（DI）1 の2つか
ら構成されます。CI及びDIには、景気に対し先行して動く

「先行指数」、ほぼ一致して動く「一致指数」、遅れて動く「遅行
指数」があり、計6（先行・一致・遅行それぞれのCIとDI）の指
数で構成されています。それぞれを構成する諸指標は各経済
部門から採用されており、全国の採用指標は先行指数11、一
致指数11、遅行指数6の28系列となっている一方、大分県で
は、統計の入手可能性から、先行指数6、一致指数7、遅行指数
6の19系列となっています（図表1）。
　景気動向指数と景気の動きの関係をみると、CIは上昇し
ているときは景気が拡大、低下しているときが後退とされて
いるほか、DIは50％を上回っているときが景気が拡大、
50％を下回っているときが後退とされています。もっとも、
CIやDIは、月々の振れが大きいことから、基調的な判断はあ
る程度の期間（少なくとも3か月程度）の動きを観察する必
要があります（例えば、CIについては3か月移動平均によっ
て均すなど）。

　なお、CIとDIでは水準変化の持つ意味が異なる点に注意
する必要があります。すなわち、CIは、上述のように採用指標
の変化率を合成したものであるため、CIの変化の大きさは、
その時々の景気の山の高さや谷の深さ、拡大や後退の勢いを
示しています。一方、DIは拡大している指標のシェアを測っ
たものであるため、DIの変化は景気の拡大又は後退のテン
ポを示すものではなく、あくまで景気の各経済部門への波及

（改善している指標の広がり）の度合いを表していると考え
られます。
　以上を踏まえて、大分県の景気動向指数の推移をみると、
リーマンショックなどの景気後退期には、大分県のDI（一致
指数）は全国と同様に50％を下回っていたほか、CI（一致指
数）についても景気後退期に落ち込む傾向にあります（図表
2、3）。こうした中、14年入り後の動向をみると、消費税率引
き上げが実施された4月以降、大分県のDIは5か月連続で
50％を下回って推移したあと、足元では3か月連続で50％
を上回っています。ただし、上述のように、CIやDIは大きな
振れを伴うため、一定の幅を持ってみる必要があり、大分県
経済の景気局面を判断するに当たっては、景気動向指数以外
にも各種経済統計を総合的に勘案する必要があります。
　また、本統計は、構成する指標の公表を待つ必要があるた
め速報性の面で制約を受ける点にも留意が必要です。
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地域社会の求める高度な実践力を持つ
保健師を大学院修士課程で養成する

日本で初めて大学院博士課程（前期）で保健師養
成をスタート（平成23年度から）
　看護職には保健師、助産師、看護師の3つの職種がありま
すが、高度化・専門化・複雑化しつつある日本の保健・医療の
中で、それぞれ求められる機能・能力は異なっています。患者
さんのニーズに応える看護を的確に提供できる力を備えた
看護師を4年間の学部教育で養成し、大学院修士課程では、
より専門性を強化した判断力、実践力が必要とされる保健師
の養成を行うこととしました。
　大学院修士課程の2年間で、地域社会の健康づくりの組織
者としての力を身につけ、社会が直面する健康問題を解決
し、予防していく探求力、未知の「健康や社会の脅威」に立ち
向かう力をつけます。「地域社会の健康づくりの組織者」とし
て、少子・超高齢社会において住民の健康づくり、産業での従
事者や学校における児童・生徒の健康づくりの担い手とし
て、健康増進、疾病予防を重視した医療保健を支える専門職
として活躍できる高度な判断力と実践的な能力、科学的根拠
に基づいて活動する能力を持つ保健師を養成することを目
指しています。
　この動きは国内で広がり、大学院化4校、大学院への移行
を決定している大学は4校に上っています（平成26年現在）。

公衆衛生看護学とは
　公衆衛生看護学は、地域で暮らしている人々の健康の保
持・増進を目的とする学問です。領域には、行政保健、産業保
健、学校保健、在宅看護が含まれます。看護学というと病気の
人のケアをイメージすることが多いですが、健康な状態を維
持し、疾病や事故のリスクを予防するのも看護の大事な役割
なのです。当研究室では、地域で生活している全ての発達段
階や健康レベルの人々が、主体的に健康を維持・増進し、
QOL（生活の質）を向上し得ることを目標に活動していま
す。
確かな実践力をつけるための3つの実習
　地域生活支援実習では、半年間継続して家庭訪問すること
で個人・家族に寄り添い、地域で生活することを支える力を
付けます。地域マネジメント実習では、地域や文化特性を診
断し、特性に応じて活動できる力を付けます。広域看護活動
研究実習では、地域社会全体のQOLを向上させる研究能力
を付けます。このように、生活と健康のあり方を考えて実習
を行います。学問として健診データを丹念に追いかけること
で予防の手掛かりを得たり、企業に勤める従業員の健康保持
増進のための対策を地域職域連携システムの中に取り入れ
ていくことを提案したりしています。

修士課程で修了した保健師の進路
　これまでに3名の修了生を輩出し、県内で保健師として活躍しています。例えば、市役所健康推進課に配置された修了生は、
糖尿病の重症化を予防するための「家庭訪問時チェックシート」を作成し、就職した当初から自立して家庭訪問を行っていま
す。また、健康課に配属された修了生は、健康増進減塩キャンペーンに取り組み、市内で健康教室の開催を行っています。今後も
修了生の活動のアウトカムを可視化し、大学院修士課程修了保健師の評価を行っていきたいと考えています。
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から大分県立看護科学大学に勤務し現在に至る。
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大　分 全　国

①有効求職者数（逆サイクル）
②常用雇用指数
③資本財出荷指数
④第3次産業活動指数
⑤大分市消費者物価指数
⑥法人事業税調定額

先行系列

一致系列

遅行系列

①最終需要財在庫率（逆サイクル）
②鉱工業生産財在庫率（逆サイクル）
③新規求人数（除く学卒）
④実質機械受注（船舶・電力除く民需）
⑤新設住宅着工床面積
⑥消費者態度指数
⑦日経商品指数（42種総合）
⑧長短金利差
⑨東証株価指数
⑩投資環境指数（製造業）
⑪中小企業売上げ見通しD.I.

①生産指数（鉱工業）
②鉱工業生産財出荷指数
③大口電力使用量
④耐久消費財出荷指数
⑤所定外労働時間指数（調査産業計）
⑥投資財出荷指数（除く輸送機械）
⑦商業販売額（小売業、前年同月比）
⑧商業販売額（卸売業、前年同月比）
⑨営業利益（全産業）
⑩中小企業出荷指数（製造業）
⑪有効求人倍率（除く学卒）

①第3次産業活動指数（対事業所サービス業）
②常用雇用指数（調査産業計、前年同月比）
③実質法人企業設備投資（全産業）
④家計消費支出（全国勤労者世帯、名目、前
　年同月比）
⑤法人税収入
⑥完全失業率（逆サイクル）

①新規求人数
②所定外労働時間
③鉱工業在庫率（逆サイクル）
④不渡手形発生枚数（逆サイクル）
⑤雇用保険初回受給者数（逆サイクル）
⑥日経商品指数

①鉱工業生産指数
②鉱工業出荷指数
③投資財生産指数
④大口電力販売量
⑤有効求人倍率
⑥県内新車販売台数
⑦県内輸入額姫島村での健診実習成果報告会

1 ちなみに、景気動向指数のDIが「採用指標の総数に占める上昇指標数の割合（％）」（0～
100％）であるのに対して、日本銀行が公表している短観（全国企業短期経済観測調査）にお
けるDIは、「第1選択肢の社数構成比（％）－第3選択肢の社数構成比（％）」（100～▲100％）
となっています。

採用指標一覧（2015年2月時点）図表1

DI（一致指数）の推移図表2

CI（一致指数）の推移図表3

（注）逆サイクルとは、指数の上昇、下降が景気の動きに対し反対の方向に動くことを指す。
（資料）大分県「大分県景気動向指数」、内閣府「景気動向指数」

（注）シャドー部分は景気後退期（内閣府調べ）。
（資料）大分県「大分県景気動向指数」、内閣府「景気動向指数」

（注）シャドー部分は景気後退期（内閣府調べ）。
（資料）大分県「大分県景気動向指数」、内閣府「景気動向指数」

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

08 09 10 11 12 13 14 年

（％）

30

50

70

90

110

130

150

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

（2010年＝100）

年

大分

全国

大分

全国

創造おおいた 創造おおいた2015.3 2015.310 11


