
【進行】ただいまから、特定健診・特定保健指導

のワークショップを開始いたします。座長を務

めていただきますのは、国民健康保険中央会の

鎌形喜代実様、島根県国民健康保険団体連合会

の長岡奈美様、以上のお二人でございます。よ

ろしくお願いいたします。

なお、会場からの御質問につきましては会場

中央に設置してありますスタンドマイクにてお

願いいたします。

では、よろしくお願いいたします。

【長岡】失礼します。それでは、これから特定健

診・特定保健指導のワークショップを始めさせ

ていただきたいと思います。

まず、テーマの特定健診・保健指導ですけど

も、平成２０年度に開始されて、第１期である初

めの５年間を終えて、今６年目、第２期がスター

トしたところでございます。第１期は、国が示

した受診率向上に向けて各保険者でさまざまな

取り組みをされてきたと思いますが、今後はさ

らなる受診率の向上、それに加えて効果的な健

診・保健指導というところで生活習慣病予防、

重症化予防につながるものへの期待が高まって

いるのではないでしょうか。

そんな中、本日は市町村での取り組み、それ

から歯科での取り組みについて４名の方から発

表をいただくこととしております。１名の発表

につき質疑をとりながら進めて、４題終わった

後に全体討議を考えております。どうぞ、フロ

アのほうからも積極的に御参加いただきまし

て、限られた時間ではございますが有意義な会

としたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

それでは、早速ですけども発表に入らせてい

ただきたいと思います。

最初に、香川県三豊総合病院歯科保健センター

の木村年秀様から「食行動指導はメタボリック

シンドローム対策に有効か？－観音寺市国保特

定保健指導での取り組み－」について発表をお

願いいたします。

【木村】木村です。よろしくお願いいたします。

香川県では特定健診・保健指導において、歯

の健康にも注目した取り組みをしております。

ワークショップⅡ

特定健診・特定保健指導

座 長
鎌形 喜代実 ・東京都 : 国民健康保険中央会常勤参与（保健師）

長岡 奈美 ・島根県 : 国民健康保険団体連合会副主任（保健師）

発 表 者

木村 年秀 ・香川県 : 三豊総合病院企業団歯科保健センター歯科医師

盛山 絵理 ・鳥取県 : 江府町福祉保健課保健師

土� しのぶ ・島根県 : 邑南町保健課保健師

澤田 弘一 ・岡山県 : 鏡野町国民健康保険上齋原歯科診療所歯科医師
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これは本年５月の四国新聞社・健康新聞に記

載された記事です。県内の特定健診時に使用さ

れる質問票には「なんでも噛んで食べられる？」

など歯に関する質問項目が７項目組み込まれ、

特定保健指導の場でも肥満防止のためにゆっく

りよく噛んで食べるなどの早食い是正の指導も

させていただいているところでございます。

これは特定健診に実際に使用されている質問

票です。
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肥満に至る過程を示しています。食事内容や

食事時間・回数、食事量などの食行動習慣の悪

化に加え、運動不足やストレスにより消費エネ

ルギーと摂取エネルギーの不均衡によって体重

が増加しますが、特別体調に不調をきたさず、

生活習慣病のリスクを指摘されても実感がない

ため肥満になるということが言われておりま

す。今回は食行動の中でも特に食べるスピード

や一口量、噛み方など「食べ方」に着目して話

を進めていきたいというふうに思っております。
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ここには、早食い、よく噛まないことが肥満

につながる理由を示しています。早く食べてし

まうと、満腹中枢が刺激される前についたくさ

ん食べてしまいます。また、よく噛めば咬筋な

どの咀嚼筋の活動を支配する三叉神経が刺激さ

れ、食欲抑制や末梢での脂肪分解、エネルギー

消費亢進に関係するヒスタミンが分泌されると

言われています。逆によく噛まなければヒスタ

ミンの分泌が少ないため満腹中枢の刺激が弱く

なるために肥満になりやすいというようなこと

も言われております。

このようなことから、よく噛んでゆっくり食

事することは肥満予防に繋がると言われており

ますが、実際の保健指導の現場で早食い食行動

指導の有効性を示した研究は少ないです。そこ

で観音寺市では、特定保健指導時に食事内容や

運動の指導に加えて、早食い是正指導など、歯

科専門職の立場から肥満解消への支援を実施

し、その効果検証を行いましたので今回報告い

たします。

対象は、観音寺市の国保加入者のうち平成２１
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から２３年度特定健診受診後、階層化により動機

づけ支援となり保健指導に参加した者１１９名とい

たしました。食行動指導は特定保健指導の初回

より３か月間の介入とし、対象者には、初回に

「歯の健康と肥満」についての講義と毎日の体重

・食事時間・咀嚼回数記録を依頼しました。ま

た、希望者には歯科フリーコースを設定し、歯

科医師による口腔内診査、歯科衛生士による歯

周病予防のためのブラッシング指導などの個別

指導も行っております。食行動指導の効果の評

価項目は体重、腹囲、BMIなどとし、初回と中

間評価時の３か月後の比較を行いました。
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これは初回支援時の内科医、歯科医による支

援の様子です。
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これは初回支援のグループワークの様子で、

歯周病のスクリーニング検査である唾液検査お

よび咬合力検査を実施しているところです。唾

液を分析することで、歯周病のリスク判定がで

きるというふうに言われています。
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これは食べ方支援に使用しているシートで、

参加者にお配りする資料の一部です。食べ方を

見直しましょうというような資料でございま

す。早食いにはこの３つのパターンがあると言

われています。余り噛まないで食べる、そして

一口量が多い、それから次から次へとお口の中

に入れて食べてしまう。この３つのパターンに

ついて、それぞれに解決策を書いております。

例えば、余り噛まないで食べる人については、

一口３０回噛む。なかなか３０回というのは難しい

ので、通常ここで飲み込んでしまうというとこ

ろから余計に１０回噛むとか、あるいは形がなく

なったら飲み込むというようなことを勧めてお

ります。それから、一口量が多いというパター

ンの方には、小さいスプーンを使うことや、あ
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るいは先の細い箸を使うことを勧めておりま

す。そして、次から次へとお口の中に入れてし

まう方には、箸置きを使って、一口ごとに箸や

スプーンを置いて食べていただくことを勧めて

いるところです。
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毎日の体重、歩数、ゆっくりよく噛むことの

実践、食事にかかった時間、一口咀嚼回数など

の記録は健康カレンダーに記載し、体重記録は

グラフ化していただきます。コメント欄には、

例えば雨が降ったから歩けなかったというよう

な言いわけに使っていただくというようなこと

もしております。なお、本事業は香川県の補助

による歯科保健指導モデル事業の一環として実

施しております。

ぜひ実施していただきたいとお伝えしている

のが、体重をグラフ化するということです。２

週間分ですけども、体重を毎日毎日プロットす

ることによって、その日の食事、あるいは運動

が体重にどのように反映されるかということを

パターンとして感じてもらうというようなこと

が目的でございます。


( ô® ® PI

41-50 3 0 3
51-60 1 2 3
61-70 25 32 57
71- 28 11 39

I 57 45 102
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まず、観音寺市の特定健診・保健指導に参加

した方の中での効果を判定するために分析をい

たしましたが、対象は男性が５７名、女性が４５名

の１０２名、平均年齢が６８歳です。中間評価までの

３カ月間の体重の変化は平均で約１キロ。そし

て、腹囲の減少は平均で約２．２センチでございま

した。
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３カ月間の食事、体重記録の状況です。体重

記録は１００％記録できた方は４０％、８０％以上記録

できた方は６９％でした。食事時間、咀嚼回数の

記録は１００％が３５％、８０％以上が７０％であり、多

くの参加者が依頼通りに毎日の記録ができてい

ました。食事時間は１１から３０分、咀嚼回数は１１

から２０回が最も多かったです。
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また、体重記録のコンプライアンスにより、

その後の体重の変化を比較したところ、特定保

健指導開始時から中間評価時（３か月後）まで

の一人平均体重減少量は、記録が８０％以上の高

コンプライアンス群の方が、記録が８０％未満の

低コンプライアンス群より多くみられました。
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その人の「噛む回数」を記録の中で最も多く

書かれた回数として２０回以下の咀嚼群と２１回以

上の咀嚼群と分けたところ、初回に「早食いで

ある」と回答した群の方が早食いでない群より

２０回以下の咀嚼群が多い結果となりました。

P=0.112
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また、早食い群においては、２１回以上咀嚼群

の方が体重、BMI、腹囲の変化量が大きく、２

kg以上体重が減少した方が多い傾向がみられま

した。
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それから、観音寺市につきましては、参加者

全員に早食いの指導をいたしましたので、早食

いの指導をしてない群と比較するために、お隣

のM市と比較いたしました。H２１、２２特定健診

参加者で観音寺市特定保健指導に参加した８１名

の属性（性別、年齢）にマッチした方について、
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メタボ判定プラスで保健指導に参加した群と参

加してない群、そしてお隣のM市でメタボ判定

プラスで保健指導に参加した群としなかった

群、この４群間で平成２１年度と平成２２年度の特

定健診項目のうち BMI、体重・腹囲の変化を比

較いたしました。
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まず、BMIの比較ですけど、平成２１年から２２

年までの変化で、赤が観音寺市、青がお隣のM

市でございます。M市も保健指導があった群は

BMIが減少しておりましたけども、観音寺市で

早食いの指導のあった群が最も大きく BMIが減

少しておりました。
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それから、１年間の体重変化であります。観

音寺市、それからお隣のM市。１つの点が１個

人というふうに見てください。全体的に見ます

と、早食いの指導があった観音寺市の群が体重

の減少が多いようでした。平均値で見ますと、

最も体重の変化量が多かったのが観音寺市で早

食いに対する指導を含めた保健指導のあった群

で、観音寺市で保健指導を受けなかった群、そ

してお隣のM市で早食いの指導はありませんけ

ども保健指導を受けた群に比較しましても、体

重減少が大きいというふうなことでございまし

た。
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特定保健指導の参加者の感想でございます。

参加者に食行動指導を受けた感想を聞いたとこ

ろ、「毎日記録することは問題なくできた。」「体

重をグラフ化することはよかった。」「記録を毎日

かかさずしていたら、妻に褒められた。」「記録を

することで、噛むことを意識するようになった。」

などがあり、何とかプログラムが実践できたよ

うでありました。一方、「玄米食にして噛む回数

を増やすようにした。」「３０回噛むように指導され

たが、実際は難しい。」「２０回噛む程度なら実践で

きる。」など、咀嚼回数を増やすことに関しては

困難であった様子がうかがえました。
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まとめでございます。特定保健指導参加者に

対し、観音寺市において食事指導や運動指導に

加えて早食いに対する保健指導を実施した結

果、今まで述べたようなことが書いてあります。

―１４４８―



以上のことから、ゆっくりよく噛んで食べる

などの食行動の是正が、肥満改善に有効である

ということが示されました。今後、食行動の変

容には、咀嚼回数の記録の実施に加えて、咀嚼

回数を増やすための何らかの工夫、指導という

のを検討する必要があるというふうに思われま

す。

以上です。御清聴ありがとうございました。

【長岡】木村先生ありがとうございました。

会場から何か御質問等ございませんでしょう

か。

そうしますと、後に全体討議の時間もござい

ますので、またそのときにも御質問いただけた

らと思います。

栄養面からみた食事指導というものは一般的

に保険者で行われているとは思うんですけど

も、木村先生にはちょっと違った視点で、早食

いの是正による効果というところをお示しいた

だいて、とても参考になったと思います。あり

がとうございました。

続いて、次の発表に移りたいと思います。

鳥取県江府町福祉保健課の盛山絵理様から、

「鳥取県の中山間地小規模自治体における特定健

診受診率向上の取り組み」について発表をお願

いいたします。

【盛山】江府町役場の保健師の盛山と申します。

よろしくお願いします。
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初めに、本町は第１期特定健診等実施計画の

目標受診率に６０％を掲げ取り組みを行いまし

た。この目標受診率は、過去の健診受診状況か

ら５０％の受診率が見込めたため、５カ年の目標

として掲げた数値です。今回、受診率６０％に向

け、健診実施方法の整理と、健診未受診者の状

況について分析したので御報告します。
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これから、このスライドのとおりの４点に分

けて御説明します。

まず１点目に、江府町の概要と住民健診の位

置づけについてです。

鳥取県は、４つの市、１４の町、１つの村から

成り立っています。江府町は鳥取県西部の大山

の南側の麓に位置しています。この松江の会場

から車で１時間から１時間３０分程度のところに

あります。江府町には大山の南山麓を源流とし

た３本の川と、日野川という一級河川が町内を

流れています。江府町という町名はこの川に由

来し、「河川が合流し中心となす」という意味

で名づけられました。標高は１２０メートルから、

高いところでは９００メートルの場所まであり、積

―１４４９―




