
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。

Z2��£2 ÎE6 

U&³O

r#����

$C.

�5¹

¾¿  Ó�EÄ6

/p

U�Ó�6 R@Ô�×tÆ§¨

r#����ãr#.�C���B�E:=4Æ

Fß �R	s�I
*+�âN¼rs�K
a9)B��Bf

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。

―１４６１―



Z[6

ûü±ýGéq
þ�Ë�GìU
ò�N�G��

��ö�ëy`�	

�ô6

Ä`
�Í�


�]E¢ò�ë
����ë����
z��Û�$w#%! !�%#���!
����#%Ü"��+`<FB<���

ºä�á§â�ô6ãZ[6

��ô6bZ[6GS�oG«¬��

Z[6�)u�Z[6)ãM��
.\?� .\� �ô6ßòFØáæø

Ûx!�!!" #� $ %!%�#&# �#! TU�OLQ"OMONXOOOÜ

�ô6G:bëZ[6G'�=ä ô. 

Z[6'£��ß��ô6GªÆë��()Á

特に糖尿病は、これらのことで歯周病に、歯

周病細菌からの内毒素がインスリン抵抗性を惹

起して糖尿病になりやすくなります。よって、

歯周病は糖尿病の６番目の合併症と言われた

り、糖尿病連携手帳にも歯周病の説明、そして

検診結果の記載欄が存在します。糖尿病患者は

非糖尿病患者に比べて２．３倍から２．６倍歯周病に

なりやすく、逆に歯周病の人は糖尿病の罹患率

が約２倍であるということが報告されています。

����°�À�t°!�H8�ßä���

1) Nishimura F. et al., Diabetes Care 25(10):1888,2002
2) Taniguchi A et al., Metabolism 52(2):142-5, 2003
3) Kuroe A et al Horm Metab Res 36(2):116-118 2004
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詳しく見てまいりますと、歯周病細菌の感染

がインスリン抵抗性、もしくはヘモグロビン A

１cとの関連があるのはもちろん、高感度 CRP

との関連もわかっております。さらに、糖尿病

の合併症である頸動脈の内膜中膜肥厚との関

連、そして腎症の指標であります微量アルブミ

ンとも関連していることがわかっております。
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これらのことを踏まえて、国診協でも歯科保

健センター事業に加算がついてまいりました。

保健師、管理栄養士に対する口腔ケアの研修等

の実施、または特定健康診査、データ分析など

による生活習慣病と歯周疾患予防との関連性の

調査、このいずれかを行いますと１００万円を限度

として加算するというふうに応援させていただ

いております。当町も利用しています。

*���9 ��225 é	I ��2:5 é�I

健診受診率は当町もふやすように努力してい

るわけですけども、こういったポスター、ケー

ブルテレビの広報などを行っています。これは

町長です。
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また、先ほど盛山さんや土�さんからも報告
がありましたように、６０歳以下の受診率が非常

に低いということに対応しまして、当町でも土

曜日の健診日の日数を増やしたり、個別健診施

設の増加をしたり、集団健診会場でこういった

福引を行ったりしています。秋にもう一度郵送

で呼びかけて、追加の健診日を設定したりして

受診率向上を行っています。もちろん、全て歯

科健診も一緒に行っております。特定健診の流

れの中に歯科健診を組み入れて、皆さんが違和

感なく順々に健診を受けていただくようにして

おります。

²�\²]Â�I�h÷!È=bâ;��÷��9=ßJ�

特定健診および歯科健診項目との間に関連が

深いことが明らかになってきたことを受けて、

当町では毎年同じ場所で同じ時期に行っていま

す。

歯科健診においてはコンピュータによる健診

結果の管理をしています。全ての年齢層をこの

コンピュータで一元管理できるようにしていま

す。つまり、特定健診の対象者の年齢層だけで

はなくて、小さい子供から７５歳以上の人も管理

するようにしています。さらに、健診は対面で

はなく完全に水平になって行うことにより、非

常に正確に健診が行えるような体制をとってお

ります。
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これが新しくつくったソフトでございます。
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この特徴は、前回のデータが既に画面に出て

まいりますので、健診者、すなわち歯科医師は

全ての歯式を読み上げる必要がございません。

入力者が間違えても、健診者は全く同じ画面を

見ていますので、その場で訂正することができ

ます。データはエクセルで出力することができ

ますので、全身の健診データとの関係を容易に

分析することができます。全ての歯式を読み上

げて紙に記載し、紙からコンピュータに今まで

入力しており、これでは２回間違いを起こす可

能性がございましたけども、変えてからはこれ

は０回になりました。間違いの減少、時間の短

縮及び経済性の効率化がなされました。また、

事後説明用紙も入力の時点において自動で作成
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されます。我々は健診の場を悪いところを見つ

けるということに目的を置いていません。その

場で悪いところがあった方に、どれだけ長い時

間とって指導するかというところに重点を置い

ていますので、いわゆる健診の部分については

こういった工夫で短くするようにできました。
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これは、健診終了後にその場で書いて渡して

説明する紙を現在行っています。特定健診の未

受診者になぜ受けないかと聞きましたら、健診

結果が出るまで非常に遅いということがござい

ます。しかし、歯科健診の場合はその場で状況

がわかりますので、その場で指導をして、そし

てこの紙を医療機関に持っていってくださいと

いうところで指導に力を入れております。また、

全身の結果との意味づけもありますので、後日

先ほどのソフトで作成しました歯科の結果と全

身の結果を一緒に郵送で通知しております。

r1�qU

U&�Ú�ê

�ivÅ����Û�

また、待ち時間においては、歯科衛生士によ

り口腔ケアの用品を説明、指導を行っておりま

す。
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特に歯周病の状況において、「重症の歯周病」

の被健診者の全被健診者に対する割合が５５歳～

６４歳で全国平均ではピーク（５２％）を打つとこ

ろ、この数年当町では６５歳～７４歳（３２％）です。

このことは、約１０年歯周病に罹患することを遅

らせ、しかも重症の被健診者が全国に比べて３７

％少ないことを意味します。さらに、全身との

関連では、岡山県と比較して、毎年（平成１７年

以来）糖尿病、循環器疾患および高血圧症の患

者率が高く、それらの患者において、歯周病の

重症度と関連がありました。
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ほかに、歯科健診の方法を説明します。これ

は、私が所属しています大学の講座でやってい

る方法でございます。通常の歯科健診というの

は、口の中を見て、歯茎の腫れだとかを見る方

法、そしてレントゲンを見る方法、そしてこれ

は当町で使っています歯周ポケットの深さを見

る方法、これはもう世界中で使われている方法

です。この３つの方法は過去の破壊状態を現在

見ているということで、どちらかというと遅れ
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ている検査方法でございます。新たな歯周検査

としては採血を行い、その中にある歯周病細菌

に対する血中 IgG抗体価を調べるということで

ございます。この場合、歯科医師は健診会場に

行く必要はございません。この採血に関しまし

ては、特定健診で行う採血時に少しこちらの検

査に回してもらう、もしくは対象者自身で指に

穴をあけて採血するという方法、両方とも考え

られると思います。

また、日本歯科医師会では、歯科健診を疾病

発見型から行動・環境リスク発見型、行動変容

支援型へと移行することを提唱しています。

これは口の中を見るわけではなくて、その方

に質問用紙をお配りして、そしてソフトに入れ

るとこういうレーダーチャートで歯の健康力の

バランスを表示できます。また、こういった色

の赤くなっている部分、この注意すべき点、そ

して具体的なアドバイスを表示し、類型化を行

い、受診者に合った支援を行うといった取り組

みがなされています。これは私が歯科医師会に

属していまして、隣町で健診するときにはこの

方法を使っております。またこのほかにも、先

ほど木村先生からありましたように、かんで咬

合力を調べるガムであるとか、唾液中の自然の

出血ですね、歯周病による出血を感知する唾液

の検査というようなことも日本歯科医師会のほ

うでは提唱をしております。
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まとめです。全身疾患と歯周病との関連がご

ざいます。特定健診受診率向上にも、若い人に

は歯周病がございますので、また、歯科健診の

みを受けられる方もおられるので、受診率向上

に歯科健診が寄与していると。歯科健診を簡便

に行う方法が以前よりもたくさんふえてまいり

ました。指導方法もたくさん、いろんな方法が

ございます。よって、特定健診と同じ日に同じ

場で行っていくのがいいのではないかというこ

とを提案させていただきます。

以上でございます。御清聴ありがとうござい

ました。

【鎌形】澤田弘一様の発表は終わりました。あり

がとうございました。

フロアから何か御質問はございますでしょう

か。ございませんか。

それでは、御質問がないようです。

今、４名の方から報告をいただきました。貴

重なご報告ありがとうございました。特定健診

の受診率向上ということに関連した御報告が２

例と、あとは特定健診のときに、歯科の重要性、

口腔内の重要性ということを大切にされて一緒

―１４６５―



にかかわっているというようなご報告がござい

ました。まだ時間がございますので、報告され

た方の中で、もう少しつけ加えたいとか、そう

いうことがございますでしょうか。

木村先生、何かありますか。

【木村】発表に対してのつけ加えということはご

ざいませんが、口腔内の健診は、制度的に見れ

ば歯周病検診が４０歳から１０歳刻みに節目健診と

して実施されておりますけども、１０年に１回し

かなく、しかも歯周疾患検診の受診率も極めて

低いという状況の中で、特定健診の機会に、口

腔問題を見直すというのは非常に大事なことだ

と思います。特定健診・保健指導の場で歯科が

かかわっていると、非常に我々としてはありが

たいというふうに思っていますので、これが全

国に広がるようにぜひ国保直診の活動、あるい

はそれぞれの町の活動が活発に展開していけれ

ばいいなというふうに思っております。

【鎌形】ありがとうございました。

先ほど、澤田先生の御発表の中で、質問用紙、

受診者に合った支援について少し細かくてわか

りづらかったんですけど、何かつけ加えて説明

するようなことはございますでしょうか。

【澤田】そうですね、従来は、口腔内を実際に見

て病気を発見して、「ここに病気がありますから

歯医者さんに行ってください」というような健

診スタイルでした。説明の中で申しました質問

用紙には、「あなたはどういった生活習慣をして

いますか」、「あなたにどこかおかしいことはな

いですか」というようなことが書いてあります。

その質問用紙は、先ほど木村先生がお話しくだ

さった追加の歯科に関する７項目に関連するも

のもございます。その項目に自分自身で答えて

いただいて、その方の生活習慣、食事について

その方自身が見直して生活行動を変えていただ

くような健診方法になっています。また、この

ことについては日本歯科医師会のホームページ

にも詳しいデータがありますし、ソフトもダウ

ンロードできますので、私の説明よりよく理解

していただけるかと思います。ありがとうござ

います。

【鎌形】ありがとうございました。

それでは、特定健診と特定保健指導の受診率

を向上させるということで、江府町さんと邑南

町さんのご報告がございましたけれど、盛山さ

ん、何かつけ加えることはございますか。

【盛山】先ほど説明したとおりですけれども、こ

の健診の話とは別に、江府町では集落単位での

活性化を図っております。例えば、“しあわせ

のまちづくり事業”といって集落単位で今後ど

のような集落となっていきたいかというような

話し合いをしてもらって、それに対して町とし

てバックアップしていくというような体制も

とっております。あとは、鳥取大学や早稲田大

学の学生さんを町で受け入れるような次世代育

成にも取り組んでいます。その取り組みもやは

り集落をベースにして、その集落で活動をして

もらっています。今回、集落単位で健診日程を

割り振りして受診者の方にお示ししていますけ

れども、やはり小さな規模で活動していくこと

が健診の受診率のアップにつながったのではな

いかというふうに思っています。

【鎌形】ありがとうございました。

健康推進委員さんの活動とか、まちづくりと

か、そういう集落の健康に対するモチベーショ

ンを上げていく、そういうかかわり方を今意識

してやられているということでよろしいでしょ

うか。

それでは、邑南町の土�さん、どうでしょう
か。

【土�】私たちも自治会を母体にして、先ほど言
いました集落保健衛生委員さんというような健

康づくりを中心に担う方を育成して、その方々
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の御協力をいただきながら意識の向上、身近な

場所での健康づくりを、今年度から保健師も増

えましたので、地区担当制ということで始めて

いるところです。そういったところできめ細や

かにお互いに声かけをし合ったり、勉強の場を

つくったり、一緒に教室をするなどして受診率

や健康意識の向上が少しずつ図られていくのか

なというふうに考えます。これからはその地域

を大事にした取り組みをしていきたいなという

ふうに考えています。

【鎌形】ありがとうございました。

健診、保健指導、そういうものをさまざまな

ところでアップさせていくというようなかかわ

り方の中で、住民の方たちにどのようにして意

識向上していただくかということがすごく重要

な活動であると思います。これからも引き続き

そうした活動をやっていかれると思いますが、

それをスキルアップしていくような活動につな

げていって、またご報告をお聞きしたいなと思

います。

また、お二人の歯科の先生方については、健

診の場面で活動されているということですが、

実際には、全国的にまだまだそういう状況下に

ないところもたくさんある中で、先駆的な御報

告だと思います。口腔内の状況を知る機会はな

かなかありませんので、ぜひ先生方にも頑張っ

ていただいて、多くの方たちがより口腔内のこ

とを知識として知りながら、８０２０とかよい状況

に結びつけていただけるような、そういう周知

活動や啓発のほうも期待しております。よろし

くお願いいたします。

報告は以上ですが、何か御質問等ございます

でしょうか。

よろしいですか。

はい、どうぞ。

【鈴木】鹿児島県国保連合会の保健師の鈴木と申

します。鳥取県と島根県のトップレベルの受診

率を誇る市町村の方の御報告をいただきまし

て、すごいなあって、うらやましいなって思い

ながら聞いていました。鳥取県江府町の盛山さ

んには、アウトプットの部分の保健指導終了率

や、アウトカム評価で改善された方、あと、そ

れによって医療費ももしかしたら抑えられた

り、一般会計からの繰り入れもないなどといっ

た御報告があればお聞きしたいと思います。

あと、島根県邑南町の土�さんには、先ほど
医療費の削減に寄与している実感を持たれてい

らっしゃるということでしたが、具体的に生活

習慣病お一人の占める、医療費の占める割合な

ど、そういった数値がございましたら教えてい

ただきたいと思います。お願いいたします。

【鎌形】質問ありがとうございました。

それでは、江府町の盛山さん、どうでしょう

か。

【盛山】江府町の盛山です。特定保健指導の部分

については、邑南町の土�さんが御発表された
とおり、本町も大体受診者の１割ぐらいが保健

指導対象者として上がってきます。その人数と

しては、江府町は人口規模の小さな町ですので、

約２０人程度がその対象者になります。その方た

ちにお電話で保健指導いかがでしょうかという

ふうに声かけをさせてもらって、希望のある３

名程度について保健指導をしています。実際に

は、今回は特定健診の受診率についての取り組

みが主になってしまって、保健指導はまだまだ

これからレベルアップしていく段階です。

医療費については、江府町はもともと医療費

が高い町でして、国の指定を受けたこともあり

ました。そこから健診や予防活動に力を入れて、

医療費をもう少し下げようということで取り組

みをした結果、一応その指定からは外れており

ます。ちょっと詳しいことは私も、すみません、

覚えておりませんが、このような状況になって

います。

【鎌形】ありがとうございました。
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邑南町さん、どうでしょうか。

【土�】生活習慣病の医療費の動向ということで
御質問だったんですが、今手元に１人当たりの

生活習慣病の医療費統計を持っておりませんの

で、国保連合会に報告させていただいて、御返

答ということでもよろしいでしょうか。

【鎌形】今御質問の方、どうでしょうか。

【鈴木】後で構いません。ありがとうございまし

た。

【鎌形】ほかに御質問ございますでしょうか。

それでは、そろそろ時間になってまいりまし

た。第２期は、生活習慣病や医療費の問題等も

考えて効果を見ていくという手法も取り入れな

がらやっていく時期に入ってくると思います。

また、地域に合った取り組みを様々されていく

と思いますので、これからも、いろいろな機会

を得ながら先駆的に工夫されているところの取

り組みを学ばせていただきたいと思います。今

日は４名の方、ありがとうございました。

【進行】鎌形喜代実様、長岡奈美様には座長を務

めていただき、ありがとうございました。会場

の皆様、いま一度盛大な拍手をお願いいたしま

す。

以上をもちまして、特定健診・特定保健指導

のワークショップを終了いたします。皆様、あ

りがとうございました。
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