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当院における特定健診 
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五色診療所では 「特定健診」を、さらに患者のニ

ーズに対応した形で｢ガン検診｣も含む｢推奨セット

健診｣やその他「オプション検査」を同時に行ってい

る。 

今回、過去 3 年間の健診結果をまとめたので報告

する。 

 
洲本市の人口は、平成 25 年度 47,413 人、平成 26

年度 46,731 人、平成 27 年度 46,222 人で、40 歳未

満と全体の人口は徐々に減少しているが、65 才以上

の人口は逆に 2 年間で 731 人増加し高齢化率も

30.0%から 32.3%に上昇している。 

 
国民健康保険「特定健診」対象者は平成 25 年度

9,506 人、平成 26 年度 9,450 人、平成 27 年 9,288

人と減少しているが受診率は平成 25 年度 30.5%、平

成 26 年度 32.2%、平成 27 年度 34.2%と受診者数と

共に上昇している。また、平成 25 年度洲本市「特定

健診」受診者 2,902 人のうち、集団健診 1,799 人

(62.0%)、個別健診 1,103 人(38.0%)であった。個別

健診のうち、五色診療所で特定健診を受けたものは

237 人(21.5%)であった。 
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平成 27 年度は、集団健診 2,076 人(65.4%)と増加

し、個別健診 1,098 人(34.6%)であったが、個別健診

のうち五色診療所が 19.1%を占める。 

 
健診内容は「特定健診」項目に加え、推奨セット

健診として詳細検査・がん検診・腹部エコー・歯周

病検査を実施している。更にオプション検査で、骨

塩定量や各部のＣＴ検査、血液検査項目などを追加

でき、受診者はニーズに応じ選択して受診できる。

当日、診察時に血液検査を除き、報告している。 

五色診療所では、個別健診として平成 20 年度より

継続して、週 2 回、水曜日 4 名、木曜日 5 名を定員

として、5 月から 12 月に健診を実施している。スタ

ッフは医師 1 名、看護師 3 名、診療放射線技師 1 名、

臨床検査技師1名、歯科衛生士1名で実施している。 

 
五色診療所「特定健診」受診者は、平成 25 年度

237 人、平成 26 年度 238 人、平成 27 年度 210 人で

あった。 

男性のべ 314 人、女性のべ 371 人、46：54 で女

性が多く、65 歳以上は 71%占めたが、40 歳代は 2.5%、

50 歳代は 8.6%と若年者は少なかった。 

 
項目別では、血圧 47%、LDL コレステロール 28%、

HbA1c23％の 3 項目に、多く所見が認められた。 

男性では腹囲 20%、肝機能 9%、中性脂肪 8%、女

性では LDL コレステロール 35%、HbA1c26%と、

多く所見が認められた。男女別有所見率は男性 54%、

女性 46%と男性が高かった。 

 
メタボリック判定の該当リスクとしては血圧が

57%と最も多く、血糖のリスクが 11%と最も少なか

った。 

生活習慣病に対する服薬状況としては、血圧 29%、

脂質 25%、血糖 7%で服薬している。 

「該当」プラス「予備群」において、男性では 25

年度 19.8%、26 年度 13.0%、27 年度 15.7%、女性

では 25 年度 8.4%、26 年度 6.3%、27 年度 5.7%と男

性に該当者が多く、全体として徐々に改善がみられ

た。 
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保健指導レベル判定では、積極的支援が 25 年度

1.3%、26 年度 0.4%、27 年度 0.5%であり、動機付

け支援は、25 年度 8.0%、26 年度 9.7%、27 年度 8.1%

だった。 

積極的支援の対象であるが 65 歳以上のため動機

付け支援になった人が 59 人中 9 人いた。情報提供と

なる人が多く、積極的支援の対象でありながら通院

中のため、情報提供となった人が 9.5%にみられた。 

また、動機付け支援の対象でありながら通院中で

あるため、情報提供となった人が 6.2%にみられ、全

体の約 16%を占めた。 

 
特定健診以外の受診項目では、推奨セット健診に

含まれる、肺・胃・大腸の「がん検診」、心電図・眼

底検査・貧血検査の「詳細検査」、腹部エコーに受診

者数が多く、うち早期胃がんが 2 名発見された。ま

た、便潜血陽性，PSA 高値、骨塩定量で骨粗鬆症と

判定され「受診勧奨」となったものが多かった。 

H.pylori 抗体検査を 160 人に実施し、そのうち抗

体陽性者は 70 人で陽性率は 44%だった。 

 
推奨セット健診、オプション検査を含めた総合判

定では、要経過観察(C)が 27%、受診勧奨(D)が 18%、

要継続医療(E)が 54%である。 

 
のべ 685 人中、3 年連続受診者 96 人ついて、有所

見者のうち少しでも改善がみられたものは、血圧 35

人、LDL コレステロール 23 人、HbA1c22 人と多か

った。一方、少しでも悪化したものは、LDL コレス

テロールが 40 人で多かった。 

「血圧」改善の理由としては平成 26 年度より降圧

剤服用者には検査当日にも服用指導した為、改善者

が増加したと思われる。 
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ピロリ菌感染性胃炎の除菌治療が平成 25 年より

保険適用となり、当院では「推奨セット健診」にて

内視鏡検査を実施することで、H.pylori 抗体陽性者

は、その後のピロリ菌除菌治療につなげることがで

た。 

H.pylori 抗体陽性者 70 人のうち 32 人に当院にて

除菌治療をしました。 

一次除菌に成功したものは 72％、二次除菌迄に成

功したものは 97％、三次除菌で 100％除菌に成功し

た。 

 
3 年間の五色診療所における｢特定健診｣の結果に

ついてまとめた。 

①｢特定健診｣受診者は H25 年度 237 人、H26 年度

238 人、H27 年度 210 人、延べ 685 人で、その内

65 歳以上が 71%を占めた。  

②検査項目別には、血圧 47%、LDL コレステロール

28%、HbA1c23%に多くの所見が認められた。 

③タボリック判定では、「該当」11%、｢予備群」12%、

男性に多く認められた。 

④健指導レベル判定では、｢積極的｣0.7%、「動機付け」

8.6%であり、支援対象者でありながら「情報提供」

となったものが、男性 10.6%、女性 5.1%にみられ

た。 

⑤｢特定健診｣以外の検査を同時に受ける人数が多く、

受診勧奨と判定されるものは、骨密度・大腸がん・

前立腺がん・貧血・胃がん検査に多かった。 

⑥3 年連続受診者 96 人のうち、血圧 35 人、LDL コ

レステロール 23 人、HbA1c22 人に改善がみられ

た。 

⑦H.pylori 抗体陽性者 70 人中、当院で 32 人に対し

一次除菌 72%、二次除菌で 97%、三次除菌で 100%

治療した。 
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