
院・治療中」が多く挙げられることがわかりま

した。
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まとめです。今回、健診受診率向上のために、

健診実施方法の整理と未受診者分析を行いまし

た。結果として、国保直診による町民一人一人

への声かけとともに、集落単位での健康推進委

員さんを通しての声かけ、集落単位での健康教

育が住民さんの健康意識を高めることにつな

がっていると考えられました。データから見え

てきたこととして、４０から６０歳の働いている人

が受診できるように早くからの健診日の周知

や、７月に受診できなかった場合の１０月補足健

診の周知を強化していきたいと考えています。

また、通院・治療中が多い６０から７４歳について、

治療中であっても未治療項目の健診が必要であ

ることを理解してもらうとともに、そのために

は主治医との連携も必要であると考えます。

以上で発表を終わります。御清聴ありがとう

ございました。

【長岡】盛山さんの発表でございました。

どなたか質問等、会場からございませんでしょ

うか。

また後ほど、全体討議の中でもいただけたら

と思います。

盛山さんにおかれましては地域の健康推進委

員さんや、また直診の先生方との連携、地域ぐる

みでの取り組みというのがとても高い受診率に

つながっているのだなというのがよくわかった

発表でございました。ありがとうございました。

それでは、鎌形さんに一度バトンタッチしま

す。

【鎌形】続きまして、島根県邑南町保健課の土�
しのぶ様から「特定健診受診率アップと健診結

果を生活改善に結びつける取り組み」について

発表をお願いいたします。

【土�】地元島根県邑南町で保健師をしておりま
す土�と申します。
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本日は、特定健診受診率アップと健診結果を

生活改善に結びつける取り組みについて発表し

ます。
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邑南町は島根県の中央部に位置する、自然豊

かな町です。平成１６年の合併時には、約１３，５００

人あった人口が、今年８月末には１１，６００人と

１，９００人減少しました。高齢化率も４０．８％で少子

高齢化の進んだ町ですが、日本一の子育て村・

A級グルメを町の看板に、一丸となって地域振

興に力を入れています。
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保健活動の体制です。合併時には１１名いた保

健師が、先輩保健師の退職や人員適正化計画に

よる削減で、平成２４年度には９名にまで減少し

ましたが、保健課からの要望と町長をはじめ町

執行部のご理解により、平成２５年度新規採用が

３名あり、１２名体制になりました。支所分散型

だった保健師を本庁に集約し、業務担当と地区

分担の併用制を敷いて、住民とともに歩む保健

活動を目指して取り組んでいます。小さな町で

すが、保健師以外にも管理栄養士・健康運動指

導士・歯科衛生士・看護師・事務職と様々な専

門職を配していただき、皆で協力しながら保健

活動を行っています。
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本論に入ります。まず、特定健診受診率アッ

プの取り組みです。
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１つ目は健診内容を充実し、皆さんにとって

魅力ある健診にするため、平成２１年度より町単

独で心電図・貧血・尿酸・クレアチニン検査を

全員に実施しています。また、島根大学との包

括連携の一環として、ipadを使った認知機能検

査・情動検査・COPD早期発見のための呼吸機

能検査・高血圧対策のための減塩モニタ・咬む

や口腔内状況をチェックする歯科相談など、町

の課題に即した様々な検査を自己負担５００円で

行っています。年度末には島根大学スタッフと

検討会を開催し、町の課題や今後の施策を一緒

に検討しています。

―１４５６―
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２つ目は、人間ドック・集団健診・個別健診・

簡単ドックと健診を受けるチャンスを４回設

け、ご自身の受けやすい時期・形態での受診を

勧めることです。現在、個別健診の受診勧奨を

していますが、ぜひ受診していただきたい４０か

ら５０代の若い年代層や継続未受診者等に個別通

知をするとともに、地区担当保健師による電話

作戦を実施しております。
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３つ目はいろいろな機関の協力を得た、多方

面からの受診勧奨です。邑南町の特徴として、

各集落に健康づくりを担う集落保健衛生委員を

配し、健診通知の配布や受診勧奨、申込みの取

りまとめなどをきめ細やかに行っています。JA

組合員のほとんどが国保加入者であることか

ら、JAと協力して広報誌・外勤日・金融窓口・

健康づくり活動等の機会に受診勧奨を行ってい

ただいております。また、邑南町は中小事業所

が多く、そのほとんどが国保加入者ですので、

商工会とも連携を図っています。
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４つ目は、様々なツールを活用した積極的な

PR活動です。特定担当保健師がケーブルテレビ

に出演し、健診の必要性や内容について紹介し

ておりますが、チラシや広報誌よりもインパク

トがあり、皆さんに届くような気がします。ま

た、各種教室の際は必ず健診の必要性を PRす

るようにしており、いろいろな場面で町民のみ

なさんが特定健診という言葉に触れる機会を

作っています。
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これらの努力の結果、健診受診率は約５２％で

県内でもトップクラスに位置しています。
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次に、特定保健指導を含む生活改善の取り組

みについてご紹介します。
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特定健診の結果を見てみると、受診者の８８％

が情報提供、積極的支援４％、動機づけ支援８

％で特定保健指導対象者は１２％です。邑南町は

個人個人とのかかわりを大切に考え、より早期

の段階から生活習慣病を予防することを目指し

ています。
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健診約１ヵ月半後に身近な地区において報告

会を開催し、情報提供レベルの方にも、個別に

生活改善に向けた指導を行っています。またこ

の場を活用して、高血糖・高血圧・認知・うつ・

歯科等の要フォロー者の状況確認を行い、要フ

ォロー者台帳に記入し、経過を見ていきます。

保健師だけでなく、栄養士・歯科衛生士・健康

運動指導士等がそれぞれの専門性を発揮して指

導を行うことも特長の一つです。特定保健指導

の初回面接は、このだれでも受ける報告会に併

せて行っているので、抵抗なく初回面接が受け

られるという利点もあります。
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特定保健指導ですが、邑南町は制度が始まっ

てからずっと直営で実施しています。集団の教

室・個別に訪問・他の健康づくりの場を利用す

るなど指導の場は各自選択できます。教室は昼・

夜のコースを設け、参加しやすい時間帯にお越

しいただいています。個別訪問を希望される方

が増えており、昨年度は稼働量が足りませんで

したので、退職した先輩保健師の力を借りて訪

問指導を行いました。直営で行うことのメリッ

トは、特定保健指導の場だけでなく、それ以外

に地域のいろいろな場で対象者と出会った時

に、状況把握や励ましができるという点です。
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集団の教室で心がけていることは、ご自身の

生活を振り返り、改善点に気付き、できること

から始めるという気付きを促す内容にするとい

うことです。食事や運動を実際に体験すること

で、ご自身の状態を自覚するような体験型の内

容にしています。邑南町は、歯科保健にも力を

入れています。よくかむことや食べる早さと生

活習慣病が深く関連していることから、教室の

初回・中間・終了時には、歯科衛生士による健

康教育・かむ力のチェック・目標設定などを行

い、かむことで生活習慣病を予防するという視

点を持ってもらうような働きかけをしていま

す。継続のための支援として、おおなん元気ネッ

トという ICTを活用した健康管理も勧めていま

す。これは各自が家庭で測定した体重や腹囲・

血圧・歩数などの値を入力すると自動的にグラ

フ化され、ご自身の頑張りが一目でわかるよう

になっています。
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これらの努力により、特定保健指導の実施率

は約６９％です。
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今年度からは、健診結果をもとに、４０～６０代

の若い年代の方にターゲットを絞り、より早期

から生活習慣病を予防するための各種教室を開

催しています。退職したての人生のターニング

ポイントに自分の健康を考える場、なかなか参

加していただけない男性を対象とした場、４０代

の女性には健康的にダイエットを目指す場、５０

代女性に対しては生活習慣病に加えてロコモ予

防の視点をプラスするというように、目的と対

象者を限定した教室を開催しています。
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また、身近な地域において、どなたでも気軽

に参加できる教室や運動体験の場を積極的に

作っており、より多くの方に普段から生活習慣

病予防を実践していただくよう工夫していま

す。平成２１年度からの医療費の動向を表したグ

ラフです。
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まだ、詳細な分析はできておりませんが平成

２４年度は総医療費が減少に転じており、私たち

の保健活動の成果が少しずつ現れているのかな

と考えています。
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今後に向けてですが、特定健診の課題として

は、４０から５０代の若い年代の受診率が伸び悩ん

でいますので、職域との連携や多様な健診体制

を整えることで、少しでも多くの方に受診して

いただきたいと思いますし、継続未受診者をな

くす取り組みも検討していきたいと思います。
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特定保健指導の課題としては、継続して対象

になる方があり、指導を遠慮する方が増える中

で、生活改善の必要性の再確認・行動変容に結

びつく内容の工夫をする必要がありますし、特

定保健指導期間中の頑張りが終了後も続けられ

るよう、モチベーションを維持するための継続

的な関わりの場を作ることが必要だと思います。
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最後に、第１期の５年間は健診受診率・保健

指導実施率を増やすことに努力してきました

が、今年度から始まる第２期では、健診結果を

生活改善に結びつけ、より早期に生活習慣病を

予防することに力を注ごうと考えています。そ

のためには、特定保健指導対象者というハイリ

スクアプローチだけでなく、もう少し前の段階

からのポピュレーションアプローチを並行して

展開すること、一人ひとりのライフサイクルを

見据えながら、保健事業全体で継続的に支援し

ていく体制づくりが必要だと思います。邑南町

は、小さな田舎町ですが、小さいからこそでき

る、きめ細やかで一人一人の住民を大切にした
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保健活動を行っていきたいと思います。ご静聴

ありがとうございました。

【鎌形】土�しのぶ様の発表が終わりました。
どなたかフロアのほうから御質問ございます

か。

最後の方におっしゃっていましたけれど、き

め細やかな対応をなさってるということで、そ

の間には職員を増員してもらったりとか、いろ

んな専門職がそろっていたりとか、とても積極

的な活動をされてるなというのが印象でござい

ました。どうもありがとうございました。

それでは続きまして、岡山県鏡野町国保上齊

原歯科診療所の澤田弘一様から「特定健診と同

時に行う簡便な歯科健診および指導方法」につ

いて発表をお願いいたします。

【澤田】
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岡山県の澤田弘一と申します。よろしくお願

いします。
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特定健診の意味づけが書かれています健康日

本２１において、歯周病は肥満、高血圧および糖

尿病とともに危険状態に位置づけられています。
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口の中の炎症が全身に及ぼす影響でありま

す。歯周病というのは、歯と歯茎の間に溝がご

ざいます。健全な場合は３ミリ程度ですけども、

中程度の歯周病になると、この溝の深さが５ミ

リほどになります。これが２８本全てございます

と、この赤く塗ってある炎症部位というのは大

人の手のひら大、２７平方センチメートルと見積

もられています。この大きな炎症部位が多種多

様の細菌が入っているお湯の中に１０年も２０年も

つかっているという状態が歯周病の状態であり

ます。この状態でありますと、この組織からさ

まざまな生理活性物質が血中へ出て、特定健診

で対応する糖尿病であるとか心疾患などに影響

があることがわかっております。また、この多

種多様の細菌群は、誤嚥性肺炎にも影響がある

ということがあります。ですけども、自覚症状

がないために住民も健康だというふうに思われ

ているということがございます。
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