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2015.10.02 松江市保健センター 岡田 静

私たちの特定保健指導の取り組み
結果について、ご報告いたします！

写真左から、栄養士会事業担当：森井、市保健師：岡田、栄養士会の電話による利用勧奨担当：阿式

島根県松江市保健センターの保健師、岡田と申し
ます。

私から、特定保健指導事業の島根県栄養士会との
連携による取り組みの内容や、成果についてご報告
いたします。

特定保健指導
Specific health guidance●松江市の紹介

【松江市概要】 ※H27.4.1現在

人口：205,795人
国保被保険者数：42,159人
国保加入率：20.5％
国保世帯数：26,536世帯

【平成26年度 特定保健指導の概要】

特定健診・特定保健指導は、衛生部門で実施 （祝！国宝化した松江城）

特定健診対象者数 29,816人 特定健診受診率：44.3％
特定保健指導対象者数：1,228人 特定保健指導実施率：38.7％
特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率 22.4％（H25）

※H27.9.14現在速報値

経 過：
H25年度からの特定健診受診率向上の取り組みにより、健診未受診者の掘

り起しを行うことができた。その結果、受診率向上と共に精密検査や特定保健指
導対象者が急増し、より特定保健指導の対策をとっていく必要性が出てきた。

まず、松江市の概況についてお話しします。松
江市の人口はおよそ20万６千人、国保被保険者数
４万２千人程度です。特定保健指導の実施率につき
ましては、平成25年度からの特定健診受診率向上の
取り組みから、健診未受診者の掘り起しを行うこと
が出来ました。その結果、特定保健指導の対象者が
急増し実施率の低下が顕著となり、特定保健指導の
対策がより求められる状況となりました。

特定保健指導
Specific health guidance●公益社団法人島根県栄養士会

を紹介します

・島根県内に在住、または勤務する管理栄養士・栄養士の有資格者で組織
された専門職能団体です。
・H23年度より、松江市の特定保健指導を受託いただいておりプログラムや

指導媒体の充実・スタッフ研修などの取り組みを行なっており、指導の質は
申し分ありません。

会員数

•617名（H26年度）

事業内容

• 特定保健指導
（松江市・県市町村共済・
公立学校共済・安来市）

• 前期高齢者の低栄養
予防事業

• 高齢者の低栄養予防
対策事業

他多数

PRポイント

• 栄養士会では、ライフ
ステージに沿った食
育・健康づくりの普及
啓発活動を中心とし
た公益事業を実施し
ています。

• ただいま、会員募集
中！

特定保健指導
Specific health guidance●特定保健指導の実施状況
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特定保健指導対象者数と実施率

※H26年度は、法定報告前の9月7日時点の速報値

22.1％ｱｯﾌﾟ！

松江市の特定保健指導対象者数と実施率を示すグ
ラフです。平成25年度対象者数が300人アップとな
り、実施率が低下しました。平成26年度、これか
らご報告いたします取り組みから実施率22.1％アッ
プ、利用者人数としては、272人アップしました。

特定保健指導
Specific health guidance●実施方法

栄養士会との特定保健指導の共同企画での取り組み
○栄養士会へ依頼したこと

・特定保健指導の企画を一緒にしていただいたこと
・利用勧奨の送付者へ電話勧奨
・指導にかかる媒体の協働準備

○市（保健師）が実施したこと
・集団健診受診者全員に案内し、健診事後指導を実施
・栄養士会が実施する集団指導の会場で、受付後に血管年齢や

骨密度の測定や指導を行う

対象者：追加健診（集団健診）の受診者および、
1月現在の特定保健指導未利用者

○追加健診の受診者 対象者：176人
○1月現在の特保未利用者 対象者：367人

追加健診とは：健診期間終了後の未受診者を対象とした集団健診

演 題
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市と公益社団法人島根県栄養士会で行う特定保健指導の取り組み状
況について
発　表　者 岡田　静（島根県　松江市保健センター）



― 798 ―

実施率がアップした実施方法の説明に入ります。
栄養士会と特定保健指導を共同企画して取り組みま
した。

○栄養士会へ依頼したこと
・特定保健指導の企画を一緒にしていただいたこ

と
・利用勧奨の送付者へ電話勧奨
・指導にかかる媒体の協働準備
○市（保健師）が実施したこと
・集団健診受診者全員に案内し、健診事後指導を

実施
・栄養士会へ委託で実施する集団指導の会場で、

血管年齢や骨密度の測定と指導を行いました。

対象者：追加健診（集団健診）の受診者および、１
月現在の特定保健指導未利用者

○追加健診の受診者828人のうち特定保健指導と
なった人　　　対象者：176人

○１月現在の特保未利用者　　　対象者：367人

特定保健指導
Specific health guidance●利用勧奨文

講座名の工夫

指導効果の案内

血管年齢・
骨密度測定の案内

こちらが、実際に未利用者へ送付した利用勧奨文
です。講座名を変えたり、指導効果を入れたり、血
管年齢や骨密度測定などを案内文に入れて行いまし
た。

特定保健指導
Specific health guidance●特保実施率アップの

取り組み結果

１）追加健診後の特保の同時実施
この対象群の保健指導率 66.4％ 117人/176人

２）利用勧奨文の送付および電話勧奨
※利用勧奨文送付対象者

実施効果 14.7％ 54人/367人

（宍道湖の夕日）

この取組結果の報告です
１）追加健診後の同時実施

この対象群の保健指導率　　　117人/176人　
66.4％となりました。

２）利用勧奨文の送付および電話勧奨　※利用勧
奨文送付対象者
実施効果　14.7％　　　14.7％となりました。

・「指導者人数のアップ」 の同じ方向性に向かって企画できる体制があった。

・企画・準備段階から栄養士会と一緒に取り組み、案内から指導後のフォローまで
一連の流れで実施でき、体制に一貫性が持てた。

・健診受診者が健診事後指導・特保に想定以上のニーズがあったこと。

・利用勧奨の送付のうえ、電話勧奨を行う際に栄養士会の協力を得た（保健センター
で実施）。そのため、直接の指導実施者から勧奨が行うことのより、対象者へ十分な説
明が行えた。

・利用勧奨の送付に伴い特定保健指導の利用勧奨文に、保健指導の効果を添えるこ
とで反応がよく、参加者からの関心を得ることができた。

・特定保健指導にあわせて、骨密度測定や血管年齢を行ったこと。

測定の希望による特保申し込み者が多かった。また、骨粗しょう症や動脈硬化予防
の指導は、特保に合わせて食生活の見直しや運動指導となり、指導の相乗効果となっ
た。

●実施率向上の取り組みが
成功した理由

特定保健指導
Specific health guidance

今回の取り組みで実施率向上の取り組みが成功し
た理由と考えられるものをまとめました。
・「指導者人数のアップ」の同じ方向性に向かって

企画できる体制があった。
・企画・準備段階から栄養士会と一緒に取り組み、

案内から指導後のフォローまで一連の流れで実施
でき、体制に一貫性が持てた。

・健診受診者に健診事後指導・特保のニーズがあっ
たこと。（スタッフの想定以上だったこと）

・利用勧奨の送付のうえ、電話勧奨を行う際に栄養
士会の協力を得た（保健センターで実施）ため、
直接の指導実施者から勧奨が行うことのより、対
象者へ十分な説明が行えたこと。

・利用勧奨の送付に伴い特定保健指導の利用勧奨文
に、保健指導の効果を添えることで反応がよく、
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参加者からの関心を得ることができたこと。
・特定保健指導にあわせて、骨密度測定や血管年齢

を行ったこと。
測定の希望による特保申し込み者が多かった。ま

た、骨粗しょう症や動脈硬化予防の指導は、特保に
合わせて食生活の見直しや運動指導となり、指導の
相乗効果となった。

●課題・反省点 特定保健指導
Specific health guidance

・想定以上に保健指導の申し込み者が集まったこと

利用勧奨や健診事後指導を初めて行い、当初想定していたより多く
の希望者が集まった。指導栄養士の増員・会場設定など苦慮した。
当日もやや混乱があった。

・事後処理のスケジュール感
健診後フォロー・利用勧奨（2月）を一度に行い、3月に200名程度実

施したため、年度の終盤〜次年度の国への実績報告まで、多大な事
務が発生し、栄養士会・市ともに大変だった。事後処理も多いので、次
年度はコンスタントに利用勧奨実施したい。

・利用案内の内容について見直しをはかること
これまでの案内文は伝わる案内文を送付していたのか。

・健診事後指導体制の振り返り

わかりやすく伝えることで保健指導へのニーズの反応が寄せられた。
これまでの市の健診体制は、健康づくりに役立てているんだろうか。

続いて課題・反省点です。
・想定以上に保健指導の申し込み者が集まったこと

利用勧奨や健診事後指導を初めて行い、当初想定
していたより多くの希望者が集まった。指導栄養
士の増員・会場設定など苦慮した。当日もやや混
乱があった。

・事後処理のスケジュール感
健診後フォロー・利用勧奨（２月）を一度に行い、
３月に200名程度実施したため、年度の終盤～次
年度の国への実績報告まで、多大な事務が発生し、
栄養士会・市ともに大変だった。事後処理も多い
ので、次年度はコンスタントに利用勧奨実施した
い。

・利用案内の内容について見直しをはかること
これまでの案内文は伝わる案内文を送付していた
のか。

・健診事後指導体制の振り返り
わかりやすく伝えることで保健指導へのニーズの
反応が寄せられた。これまでの市の健診体制は、
健康づくりに役立てているんだろうか

• 利用勧奨は、利用券の送付だけで終わっていないか。

• 電話での利用勧奨では、保健指導の内容や質を伝えることが
出来る人が行っているか。

利用勧奨の実施

• 対象者が案内文を見て、保健指導の内容や意味を分かって申
込みまでできるか。

• 保健指導を利用することでの参加者のメリットが伝わっている
か。

案内文の工夫

• 健診から特保までの流れが委託により切れ目が生じていない
か、一連の流れとなっているか。

• スタッフ間との共有が図られているか（保健指導のニーズの把
握とスタッフ間での共有）

実施の工夫

保健指導の魅力

（ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ）があるか

●取り組みからの気づきのまとめ
特定保健指導

Specific health guidance

・参加するメリットの提示。参加動機となる＋α。

（特保と同時実施した血管年齢や骨密度測定実施は、
中間評価・最終評価でも感謝の言葉をいただきました。）

この取り組みからの特定保健指導の事業の改善の
ポイントもまとめてみました。

○利用勧奨の実施
・利用勧奨は、利用券の送付だけで終わっていな

いか。
・電話での利用勧奨では、保健指導の内容や質を

伝えることが出来る人が行っているか。
○案内文の工夫
・対象者が案内文を見て、保健指導の内容や意味

を分かって申込みまでできるか。
・保健指導を利用することでの参加者のメリット

が伝わっているか。
○実施の工夫
・健診から特保までの流れが委託により切れ目が

生じていないか、一連の流れとなっているか。
・スタッフ間との共有が図られているか（保健指

導のニーズの把握とスタッフ間での共有）
○保健指導の魅力（インセンティブ）があるか
・参加するメリットの提示。参加動機となる＋α

の提示が行えているかどうか。
特保と同時実施した血管年齢や骨密度測定実施

は、中間評価・最終評価でも感謝の言葉をいただき
ました。

以上が、平成26年度の松江市の特保の事業のまと
めです。

栄養士会の人材やスキルがあったからこその結果
だと考えております。

また、栄養士会の方でもこの成果から、さまざま
効果について伺っております。

平成26年度に培ったノウハウをもとに、さらなる
事業の改善、PDCAによる保健事業を回していきた
いと考えております。

ご清聴感謝いたします。




