
平戸市は、九州の最西端にあり、平成17年10月1
日、旧平戸市と北松浦郡生月町、田平町、大島村の
1市2町1村が合併し現在の平戸市となりました。
健診を担っている国民健康保険保健福祉総合施設

「サンケア平戸」は平成8年に保健・医療・福祉の
連携により市民の健康を守る施設として市民病院に
併設されました。旧平戸市では、市民病院と連携し
た集団方式による健診を実施し、基本健診において、
高い受診率を維持していましたので、引き続き、こ
れまでどおり市民病院、各支所と連携した健診事業
を展開しております。

平戸市の国保加入者の概況は、旧市町村ごとにみま
すとこのようになっております。
平 戸 市 全 体 で は、人 口35,365人、国 保 加 入 率

34.7% となっています。

特定健診実施体制は、集団健診と個別健診を併用し
ており、集団健診は、5月から8月までの31ヶ所で
実施しています。
また、個別健診は、平戸市医師会に委託し、9月か
ら11月まで市内10医療機関で実施しています。

ここで受診率向上のための、平戸市の取り組みをご
紹介します。
健診の周知として、地区総会や婦人会、各種団体へ
出向き、機会あるごとに健診の必要性について説明
しております。
のちほどのべますが、本市では地域に健康づくり推
進員を配置しており、訪問や電話による受診勧奨を
行っています。

平戸市における特定健康診査 
受診率向上に向けての取り組み 
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 平戸市国民健康保険 
   加入者の概況 

 
人 口 

 
国保者数 

 
加入率 

特定健診実施 
医療機関数 

平戸地区 20,516 7,636 37.2 6 
生月地区 6,393 1,764 27.6 1 
田平地区 7,177 2,299 32.0 ３ 
大島地区 1,279 570 44.6 0 
平戸市全域 35,365 12,269 34.7 10 

H２４.３.３１現在 

特定健診実施体制 

実施場所 公民館等31カ所

実施時期 5月～8月

委託先
長崎県健康事業団（全地区）
平戸市民病院（中部・南部地区）
平戸市立生月病院(生月地区）

実施場所 市内10医療機関

実施時期 ９月～11月

委託先 平戸市医師会

集
団
健
診

個
別
健
診

受診率向上対策 
健診の周知 
・地区総会や婦人会へ出向き健康教室を実施 
・農協・漁協・商工会への健診制度周知 
・健康づくり推進員による訪問や電話による受診勧奨 
（平成23年度からは、40歳になる方への訪問開始） 
・ケーブルテレビや防災無線の活用 
受診しやすい体制づくり 
・総合健診方式による健診、早朝・夜間･休日健診、健診会場 
の送迎 
結果説明会の実施 
・集団健診後、健診会場ごとに開催 
未受診者対策 
・通知書再発行、電話勧奨 
協力依頼 
・医療機関へ・・・治療中の方の特定健診受診勧奨 
・事業所へ・・・職場健診結果の提供について 
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さらに、平成23年度からは若い時期からの健康意
識を高めるために、40歳になる方へ訪問し、受診
勧奨を行いました。また、ケーブルテレビや防災無
線を活用しての周知を行なっています。
受診しやすい体制づくりとしては、総合健診方式に
よる健診や早朝、夜間、休日健診を行なったり、健
診会場への送迎をしています。
また、継続した健診受診に繋がるよう、健診会場ご
とに結果説明会を開催し、健診結果の見方や生活習
慣病予防についての指導をおこなっています。
未受診者対策としては、集団健診終了後には、未受
診者に通知書の再発行や、職員や健康づくり推進員
による電話勧奨を行っています。
協力依頼では、医療機関に対し、治療中の方への特
定健診受診勧奨をお願いしたり、事業所へは、国保
加入者で、職場健診結果の提供について働きかけま
した。

ここで健康づくり推進員について説明します。健康
づくり推進員は、行政と住民とのパイプ役と位置付
け、各自治会に1名を基本として配置しています。
活動内容としては、行政と連携した地域の健康づく
りの推進役として年3回の市が行う研修会への参加
や、特定健診・がん検診の受診勧奨、研修会で学ん
だことの伝達などをおこなっています。

推進員の数も毎年増え、23年度には、全地区に117
名の推進員を配置することができました。

このグラフは平成20年度から平成23年度の推進員
活動状況を示しています。推進員が増加したことも
あり、健診対象者への訪問や電話、地区の総会の折
の集団での受診勧奨が毎年増えています。

平成20年度からの特定健診受診率向上に向けての
取り組みの結果、目標の65% は達成できてはいま
せんが、平成20年度の特定健診受診率は37.7% が、
平成23年度は49.7% となっており、年々上昇して

健康づくり推進員とは 

≪役割≫ 
• 行政と地区住民とのパイプ役 
• 地域の健康づくりの推進役 
≪活動内容≫ 
• 年3回の研修会参加 
• 住民への周知啓発活動 
 （健診受診勧奨、 
  地区伝達講習）など 

推 進 員 数 
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  平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 

大島 7 7 7 7 

田平 30 30 30 30 

生月 10 10 20 20 

平戸 0 0 34 60 

合計 47 47 91 117 

推進員による健診受診勧奨の活動状況 
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特定健診・保健指導実施状況                 
              平成24年3月31日現在 

  平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

健診対象者数（人） 8908 8598 8413 8418 

健診受診者数（人） 3359 3573 4055 4187 

健診受診率（％） 37.7 41.6 48.2 49.7 

保健指導実施者数（人） 27 209 204 260 

動機づけ支援者 27 152 149 181 

積極的支援者 0 57 55 79 

保健指導実施率（％） 4.2 33.1 31.4 41.5 
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います。平成23年度の法定報告では50% を超える
見込みです。
また、特定保健指導実施率においても、伸びてきて
います。

まとめ、受診率が向上した要因としては、平戸地区
は、市民病院と連携した集団方式による健診により
高い受診率を維持していた。さらに健康づくり推進
員を配置し、受診勧奨をしたことで、市民の健康に
対する意識向上に繫がった。また、職員も地区総会
や地区に出向く健康教室など、あらゆる機会を通じ
て健診受診を市民に呼びかけた。さらには、医療機
関において、通院患者への健診受診勧奨など、協力
が得られたことがあげられます。今後の課題としま

しては、若い方の受診が伸び悩んでいることがあり
ますので、引き続き40歳になる方への訪問により、
早い時期から健診の必要性について説明し、生活習
慣予防に繋げていきたいと思います。また、高血圧
などで、治療中の方からは「病院でも検査をして
いるから健診は受けない。」などといわれます。治
療中の方に対する健診受診勧奨について医療機関と
の相互理解を深め、更なる連携を図り、生活習慣病
の重症化を防げられるよう、受診率向上に努めてい
きたいと思います。

ご静聴ありがとうございます。

まとめ 

【受診率が向上した要因】 
１、平戸地区は、市民病院と連携した集団方式による健診によ

り高い受診率を維持していた。 
２、健康づくり推進員を配置し、受診勧奨することで、市民の健

康に対する意識向上に繫がった。 
３、地区総会や地区に出向く健康教室など、あらゆる機会を通

じて市民に呼びかけてきた。 
４、医療機関において、通院患者への健診受診勧奨など、協

力が得られた。 
【今後の課題】  
若い世代の受診者を増やす。 
医療機関との相互理解を深め、更なる連携を図る。 

ご静聴ありがとうございました 
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