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金ケ崎町の概要
≪金ケ崎町の概要≫
■人口 約16,000人（約5,900世帯） 65歳
以上割合 27.9％（Ｈ27．7月末現在）

■「AQUA」「カローラフィールダー」は町内
トヨタ自動車東日本（株）で生産。
■鳥海柵跡は、奥州平泉文化を知る上で
重要な安倍氏の遺跡として、平成25年10
月に国指定史跡に。

金ケ崎町のＣＫＤ検診における食塩摂取量
と慢性腎臓病及び生活習慣病の関係

金ケ崎町

岩手県金ケ崎町保健福祉センター

箱崎栄里・佐々木美由紀・阿部俊和

金ケ崎町の概要CKD検診の取組みの目的、内容

慢性腎臓病の予防及び早期発見、早期治療を目的とし
て、平成24年度より慢性腎臓病検診（CKD検診）を実施
している。
●対象 町が実施する集団検診受診者

（健康診査、特定健診、後期高齢者健診）
●項目 糸球体濾過量（ｅＧＦＲ）

尿中アルブミン
食塩摂取量推定（Ｈ25～）

●結果通知及び事後指導
糸球体濾過量及び尿中アルブミン量をもと

に総合判定（Ａ、Ｂ、Ｃ）を行い、Ｃ判定者には
腎臓専門医による個別相談をすすめる。

慢性腎臓病は新たな国民病と言われ、放置する事
により末期腎不全に進行するだけではなく、脳卒中
や心筋梗塞などのリスクを増加させると言われおり
ます。

本町では、これらの予防及び早期発見、早期治療
を目的として、平成24年度よりご覧の内容で慢性腎
臓病検診（CKD検診）を実施しています。

金ケ崎町の概要Ｈ25 受診者の背景

年齢 33歳から93歳（平均66.8歳）

性別 男性 914名 女性 1036名

BMI 18.5未満7％

18.5-25.0未満71％

25.0-30.0未満19％

30.0以上3％

薬物の内服の割合（自己申告）
降圧薬31.3%,

脂質異常症治療薬6.0%,

糖尿病治療薬6.7%

平成25年度における受診者の状況についてご報告
します。降圧薬の内服率が高い状況でした。

塩分摂取量

人数
随時尿： 2.6-24.6g、 平均 9.3g

塩分摂取量の分布

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 24 (空白)

集計 2 5 24 60 157 270 378 378 269 213 107 44 23 10 2 1 1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ｇ
人

塩分摂取量は随時尿法で算出し、平均9.3ｇとい
う結果でした。

年代別塩分摂取量の平均値
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年代別の平均をみますと、60歳代が最も摂取量が多
いという結果でした。

6

ｅＧＦＲ、尿中アルブミン量
と塩分摂取量

ＥＧＦＲ、尿中アルブミン量との関係をみると、
腎機能低下のある群のほうが塩分摂取量は少なく、
尿中アルブミンは30以上の群で塩分摂取量が多いと
いう結果でした。

7

降圧薬内服状況との関係

塩分摂取量 尿中アルブミン量ｅＧＦＲの平均値

降圧薬内服状況との関係をみると、高血圧で治療
中の方は塩分摂取量が多く、腎機能の低下もみられ
ました。

その他、有意差のあった項目

糖尿病治療薬内服状況と
尿中アルブミン量の平均値

脳卒中の既往とｅＧＦＲの平均値

その他に有意差のあった項目

その他に有意差のあった項目としては、糖尿病治

療薬の内服群は非内服群に比べて尿中アルブミン量
が有意に高値であったのと、脳卒中の既往のある群
ではない群に比べて有意に腎機能低下がありまし
た。

9

CKDの可能性

eGFR 60ml/min./1.73m2未満

12.6％
尿中アルブミン30mg/g.cre以上

16.2％

eGFR 60ml/min./1.73m2未満かつ
尿中アルブミン30mg/g.cre以上

3.1％

全受診者の25％の方にＣＫＤの可能性が疑われる
結果となりました。

一般的には13％程度と言われていますが、早朝の
集団健診の中での実施という条件から、起立性たん
ぱく尿が含まれ、１回だけの尿検査であること、対
象者に高齢者が多いことが影響しているのではない
かと推察されます。

健康的な
生活習慣
育成

こころの健康
づくりと生活
習慣病予防

介護予防

脳卒中・心臓病・糖
尿病予防・うつ対
策・禁煙推奨

高齢による衰弱、
関節疾患、骨折・
転倒、認知症予
防・交流促進

０歳 ３歳 ３０歳 ６０歳 ８５歳 １００歳

元気100歳プロジェクトの概要

バランスのとれた
食事・適切な運
動・早寝早起き朝
ごはんの推奨

食 ＋ 運動 ＋ 検(健)診 = 元気

岩手県は脳卒中死亡率、塩分摂取量ともに高いと
のデータもあり、金ケ崎町においても、これらのデー
タから減塩の取組みの必要性を感じ、平成25年度か
ら元気100歳プロジェクトの重点事業として減塩に
取り組んでいます。

このプロジェクトは、食、運動、検診の３本柱に
より、子どもからお年寄りまでの元気を作ろうとい
う取り組みです。



― 877 ―

取り組みの経緯
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食・運動・検診に係る重点テーマを年度毎に
設定しています。平成25年度からは、岩手県県
南広域振興局「脱脳卒中宣言事業」を受け、脳
卒中対策に力を入れています。

脱脳卒中

減塩
(かるし

おレシ
ピ）

年度毎に重点テーマを設定していますが、平成25
年度からは減塩の取組みを継続して強化していま
す。

H25.９月 ●奥州保健所主催講演会に参加

10月 ●国立循環器病研究センター及び奥州保健所と情報交換

11月 ●保健センター内で試作及び試食

12月 ●食生活改善推進員が試作及び試食

H26.1月 ●元気100歳プロジェクト推進大会「学び食堂」で弁当240食提供
●町内書店に趣旨を説明し、「かるしおレシピ」関連本の配本を依頼

2月 ●毎月1回発行「旬のレシピ」でかるしおレシピ紹介をスタート（町内
スーパー、産直及びホームページ）
●地区生涯教育センターに塩分測定器を配置
●調理実習（町主催）
●産直ろくちゃん加工部で減塩惣菜、弁当販売開始

H25.かるしおレシピ普及の経緯

かるしおレシピは、国立循環器病研究センターが
開発し、注目を集めている「おいしい」減塩食です。
作り方にコツとひと手間があるのが特徴です。

Ｈ25年度は、かるしおレシピを広く住民の方に
知ってもらうための環境整備を行いました。

イベントでの試食、書店への配本依頼、地区生涯
教育センター及び図書館で閲覧可能な状況を作り、
毎月１回発行している旬のレシピでかるしおレシピ
の紹介を始めました。

すぐに町内の産直施設の加工部が減塩弁当を商品
化し、現在も売れ行きは好調です。弁当販売開始か
ら現在までの１年半での売り上げ個数は3000食、そ
の３/ ４は町内の方からの注文となっています。ま
た、大型スーパーでも減塩関連商品に関するコー
ナーを設けていただくなどの取組みを行いました。

H26.4月 ●図書館及び地区生涯教育センター(町内6か所）に「かるしおレシピ
本」を設置
●脱脳卒中事業PRポスター及びリーフレットの作成及び配布
●脳卒中予防活動事業を食生活改善推進員協議会に委託実施
●出前講座メニューに脳卒中に特化したものを加える。

→脳卒中関係15回、うち減塩に関するもの11回（11月現在）

6月 ●「学び食堂」の取組みを県食生活改善推進員研修会で発表
→県内2市町協議会と交流研修（8月、10月）

●町民対象アンケート調査で普及状況を確認

9月
●保健所主催事業（集団給食施設、飲食店対象）で町の取組みを紹介

→参加した36施設中、かるしおに取組みはじめた施設７か所、
これから取り組む予定11か所

●脱脳卒中事業PRリーフレット作成及び配布(FAST)

10月 ●町内企業社員食堂を見学、減塩支援

12月 ●元気100歳プロジェクト推進大会「学び食堂」にてかるしお弁当第2
弾提供

H27.2月 ●町民対象アンケート調査で普及状況を確認

H26.普及の流れと波及効果

Ｈ26年度には、地域での出前講座のテーマに減塩
や脳卒中予防をかかげ、食生活改善推進員協議会に
事業を委託するなど、普及活動を本格化しました。

かるしおレシピの認知度
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Ａ：特定健康診査対象者（健診会場で回収）
Ｂ：特定健康診査対象者（対象者調査書回収と同時回収）

Ａ半年後
Ｈ26．6～7月
1,164人

Ｂ1年後
Ｈ27．2～3月
1,675人

41.4%

57.4%

27年度目標 65％

かるしおレシピの認知度をアンケート調査で確認
しています。普及半年で41.4％、１年後で57.4％と
なっています。今年度末の目標としては65％を目指
しているところです。

データを活用した個別支援
健康診査、慢性腎臓病検診データ、ＫＤＢシステム

等を活用した受診勧奨、生活習慣改善指導の推進

今後の展望

地域資源を活用したポピュレーション対策

元気100歳を

目指して！

今後の展望としましては、様々なデータを活用し
ながら、個別支援とポピュレーション対策を組み合
わせることにより、持続性のある減塩普及活動を今
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後も工夫して行い、元気100歳を目指していきたい
と思います。




