
郡上市における特定健診受診率向上を目指した取り
組みについて報告します。

本日の報告は、平成20年度より始まりました特定
健診事業に関しまして、当市ではその受診率向上を
重点課題としていますので、受診率向上を目指した
今までの取り組みを振り返り、今後の方向性を検討
することです。

特定健診開始に伴い、平成20年度それまでの健診
システムから新たな健診システムに変更いたしまし
た。それは、年度初めに受診希望の有無、受診機関、
健診希望日などに関して申し込みを行ってもらい、
集団健診では事前に採血し、健診当日に血圧身長体
重腹囲等に加え受診者全員に対して結果説明と保健
指導を個別に行うといった方式で実施し、医療機関
健診では、医療機関により様々ですが、当日採血、
当日結果説明、当日保健指導といった体制から2日
に分けて採血と結果説明を行うと言った方式で実施
しています。
また、健診実施期間も5月から2月までと拡大しま
した。

こうした新たな健診システムを導入する前は、平成
16年度合併以前のまま各地域で行われていた体制
を継続しており、地域地域で異なったシステムで市
内共通とはなっていませんでした。特定健診開始後
は、市内の公立医療機関などの協力を得て受診機会
の拡大やプライバシーの重視などを柱としたシステ
ムになりました。
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当市における特定健診受診率向上を 
めざした取り組みについて 

背 景 
平成20年度特定健診が開始され、受診率向
上が重点課題となっている。 
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目 的 
特定健診受診率向上を目指した平成20年度
からの当市における取り組みを振り返り、
今後の方向性を検討する。 

平成20年 
特定健診システム導入 
 年度初めに健診受診希望の有無、受診機関、
健診希望日を調査（後日の変更も可能） 

 集団健診方式 
事前に採血 
健診当日に結果説明、初回保健指導まで行う（受診
者全員に保健師が面接） 

 医療機関健診方式 
医療機関により様々 
国保施設と民間病院健診センターは、原則当日採血
当日結果説明、当日保健指導（受診者全員に保健師
が面接） 

民間医療機関は、2日に分けて実施、医師から血液
検査結果を踏まえた結果説明 
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特定健診開始前後の変化 
特定健診開始前 特定健診開始後 

健診業務 
委託 

7地域中5地域が市外の
健診業者に委託 

全て市内公立医療機関
及び市内民間医療機関
に委託 

健診実施 
回数 

集団健診  72回/年 集団健診   96回/年 

医療機関委託  3ヶ所 医療機関委託 18ヶ所 
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特定健診開始前、および特定健診開始初年度の受診
率は、全体では40% 程度、特定健診開始に伴い
43.5% といった値でした。地域間の差も大きく
30% 代の地域から60% を超える地域まで見られま
した。

健診を受けてよかったと思っていただくことが、何
より受診率を向上させる第一歩と考え、健診機会の
拡大とともに、健診自体の質の向上に取り組みまし
た。問診や身体計測、健康相談などでは、特にプラ
イバシーに配慮した会場設定としました。健診のた
びに、受診者の満足度調査、その結果も踏まえてス
タッフ全員による振り返り、集団健診受診者全員に
保健師が健康相談を行いますのでその振り返りを行
うとともに、健康相談の質の保証のために、コミュ
ニケーションスキルや行動変容の理論、そのやり方
などに関するスキルアップ研修を継続的に行ってい
ます。

健診受診率向上に向けた啓発活動としては、できる
だけ市民に「健診を受けよう」という言葉が入る
ように、自治会や組織、各課会合等へ出向き寸劇な
どを利用した説明を行ったり、イベント会場での啓
発活動や、ケーブルテレビなどのメディアの利用、
健康福祉推進計画における健康づくり川柳の利用、
あるいは様々なところへのポスター掲示や、啓発
グッズの設置、たとえば市内の巡回バスに啓発マグ
ネットを貼りつけるといったようなことを行ってい
ます。

未受診者とくに治療中の人も健診対象者であること
を啓発するために、医療機関へのポスター掲示や保
険年金課窓口での啓発、商工会をはじめ各種団体へ
の協力依頼や、変装踊りへの参加、移動転入や保険
料通知を利用した国保加入者への啓発等も行ってい
ます。

特定健診前の受診率と 
初年度受診率 
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平成20年度 
特定健診の質の向上への取り組み 
 特定健診開始後から継続的取り組み 
プライバシーを重視した対応 
受診者の満足度調査 
健診時の振り返り 
 その日の参加スタッフ全員による振り返り 

 振り返りシートの利用 

 その日の課題をできるだけ持ちこさずに対応 

 保健師による健康相談内容及びそのやり方の振り返り 

保健指導スキルアップ研修の実施 
 コミュニケーションスキル 

 行動変容の理論とそのやり方 
 ステージモデル 

 重要度自信度モデル 

 自己効力感 など 
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1.今日新しく気
づいたこと、で
きたこと、した
こと 

2.今日うまくい
かなかったこと、
失敗したこと 

3.今の気持ち、
感情、感想 

4.今後学びたい
内容、願望 

平成22年度 
健診受診率向上に向けた啓発活動 
 市民の目・耳に「健診を受けよう」が
入る対策 
住民への直接説明（自治会への説明） 
組織への説明 
母子保健事業や他課会合での啓発活動 
メディアの活用（ケーブルテレビ・文字放
送・音声告知放送） 

イベント会場での啓発（市役所内の横軸連
携） 

健康福祉推進計画における健康づくり川柳
の活用 

公共施設などへのポスター掲示 
啓発グッズ（卓上旗、啓発うちわ、卓上型
チラシ、車用啓発マグネット） 郡上市 ー Gujo City ― 

平成22年度 
健診受診率向上に向けた啓発活動 
 未受診者対策 
治療中も健診対象者であることのPR 
治療中の方も健診対象であることを示すポスターを
医療機関に掲示 

保険年金課窓口で治療中者への健診受診啓発 

 職域連携対策 
商工会（会員へのダイレクトメールに啓発チラシを
入れる・変装踊り参加） 

食品衛生協会 
医師会、看護協会、薬剤師会 

 国保加入者への受診啓発対策 
加入者（異動・転入）への啓発 
保険料通知文書にチラシを入れる 郡上市 ー Gujo City ― 

市長 
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行政だけが啓発活動に取り組むには限界もあると考
え、部内他課と協力による新たな取り組みに加えて、
議会や薬局も含めた医療機関への積極的関与が得ら
れるような方法にも取り組んでいます。議会は平成
23年3月議会で「特定健診受診率向上を目指す宣
言」の決議を出し、議員の皆さんの積極的啓発活
動も始まっています。

特定健診は重点課題であるため、担当者だけの努力
ではなくかかわるスタッフ全員で取り組むという方
針を大事にしています。そのため特定健診開始前年
から関係職員による全体会議を開催しています。こ
の会は全スタッフの共通認識の形成を一番の目的と
し、健診に関する課題や取り組み、特に近年は PR
戦略に関して検討し、その評価も行うようにしてい
ます。こうした会議の中から先にあげた様々な啓発
活動が提案され、実施されています。

特定健診開始後の健診申込率と受診率を示します。
健診受診率向上のため、健診受診申込率を上昇させ
ることと、申込者の実際の実施率を向上させること
に取り組むようにしています。申込率は概ね経年的
に上昇傾向にありますが平成20年から、51.9%、
53.6%、53.6%、健診受診率も同様に上昇傾向にあ
りますが43.5%、45.6%、48.7% となかなか大きな
上昇を得られていません。

様々な健診受診向上啓発活動を行い、わずかながら
健診受診率の向上は認めているものの、未だ十分な
状況ではありません。行政主体の啓発活動だけでは
限界があり、多角的な健診受診啓発を考え行うこと、
一時期だけの向上を目指すのではなく、継続可能な
活動を考慮するとともに、啓発ターゲット集団の明
確化と目標の設定、評価の実施を着実に実施してい
くこと、地域全体が健康に取り組むという文化形成
の努力を積み重ねていくことが重要と思われ、今後
も地道にかつ積極的にスタッフ全員で取り組んでい
きたいと思います。

平成23年度 
継続的啓発活動  
議会との協働 
平成２３年３月議会にて「特定健診受診率向上
を目指す宣言」の決議 

議員一人一人にお話を伺い、特定健診に関する
疑問点を明確にし、様々な場でのPRを依頼 

医療機関受診中未受診者への対応 
医療機関受診中の方へ対して、医療機関から健
診受診勧奨 

調剤薬局スタッフからの健診受診勧奨 
 

根気よく！あきらめない！ 
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職員全体会議 
 平成19年度より実施 
 現在は年度初め、中間期に実施 
 内容 
全スタッフの共通認識形成 
 保健師、事務職など健康課職員 
 健康福祉部他科職員 

 保険年金課、高齢福祉課、地域包括支援センター職員 

 各地域振興事務所職員 
 公的医療機関職員 

健診の課題や取り組みの検討 
啓発活動戦略の検討 
 啓発ターゲットの設定とその方略、評価指標の検討 

活動評価 
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特定健診受診状況 
（上段申込み率、下段受診率） 
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結 論 
 様々な健診受診向上啓発活動を行い、わずかな
がら健診受診率の向上は認めているものの、未
だ十分な状況ではない。 

 行政主体の啓発活動だけでは限界があり、多角
的な健診受診啓発を考えるとともに、健康に対
する地域文化形成への努力も必要である。 

 一時期だけの向上を目指すのではなく、継続可
能な活動を考慮するとともに、PRターゲット
集団の明確化と目標の設定、評価の実施を着実
に実施していくことが重要と思われる。 
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