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在宅保健師による特定健診未受診者電話勧奨を実施して
（電話による受診向上支援事業第２報）

発 表 者 小田川 典子 （栃木県：栃木県国民健康保険団体連合会 保健事業課）

共同研究者 小林 靖子、小森 裕子

【まとめ】として、今回の調査により、重症化予

防による医療費削減効果を数値として確認する

ことができ、改めて生活習慣病の医療費に与え

る影響は大きいことが分かりました。早期の生

活習慣病対策が重要であると考えられます。

今後も国保連合会として、データ等の提供を含

め、保険者の取り組みを支援していきたいと思

います。

この調査が、予防効果を考える際のひとつのきっ

かけになれば幸いです。ありがとうございまし

た。
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昨年の熊本学会では、コールセンターを活用

した電話での受診勧奨事業を報告した。今回は

地域保健活動の専門的知識を持った在宅保健師

が、電話により特定健診未受診者に対し受診勧

奨を実施することで未受診者の受診行動を支援

すること、更にその方法を検証することを目的

とし本事業を実施したので報告する。

２方法

特定健診未受診者に対し、在宅保健師が、個々

の未受診理由に応じた電話による受診勧奨を行

う

（１）対象者

受診勧奨対象者は、本会が提供する特定健診

と生活習慣病５疾病（高血圧、高脂血症、糖尿

病、脳血管疾患、虚血性心疾患）のレセプト情

報を突合したデータベースより抽出した H町の

平成２４年度の特定健診未受診者１，３４９人に対して

実施。
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（２）実施スケジュール

記載のとおり

H町の健診は、前期、中期、後期と３期に分

けて集団健診で実施しており、電話による受診

勧奨は、後期健診前に実施した。
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（３）在宅保健師の研修会内容

記載のとおりであるが、特徴的なバリアに対

応した受診勧奨について説明する。

特定健診の未受診の３大理由として「忙しい」

「健康だから」「治療中」があり、その中に内在す

るバリアとして「自分は病気にかかるはずがな

い」「何か病気がみつかると怖い」「受診の方法が

わからない」があるという仮説のもと、それら

に対応したオペレーションをすることで受診を

促していくことを伝え、トークフローマニュア

ルや応答状況を記録する台帳で確認しながら実

施できるようにした。

この内在するバリアはがん検診の受診率向上

のために使われているものを活用した。

（４）電話勧奨事業従事状況

表のとおり

期間は１０日間、計９７時間実施。町役場の相談

室で電話２台を使用し、延べ５０人の在宅保健師

が従事した。
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３結果

（１）電話での応答状況

・直接本人に受診勧奨できたものは６４４人で受診

者は９０人であった。

・家族と話せたものは３９６人で受診者は２３人だっ

た。

本人に電話が繋がること自体が難しく、つな

がらない場合には最大４回の架電を試みた。対

象人数１，３４９人のうち１回目に本人とつながった

のは３６９人（２７．４％）であった。（１）は４回実

施分を応答者別にまとめた。

（２）架電時予約状況と実際の受診者

その場で受診の予約に結び付いた者の約６８％

が受診している。

（３）電話での受診勧奨により受診につながっ

た者の受診歴

過去に受診歴があったものは４６名
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（４）特定健診受診につながった者の内臓脂肪

症候群判定結果

受診歴のなかった者の健診結果の内臓脂肪症
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候群判定結果を、平成２３年度法定報告による該

当率と比較すると、該当者、予備群ともに高い

該当率になっている。

６６名４年間健診未受診者の内訳は、既に生活

習慣病レセプトを持っているもの３２名、レセプ

トもない、健診も受診していないものは３４名で

あった。
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（５）特定健診未受診の理由とバリア

健康だからと答えた人の中でバリアが確認で

きた２８人中２３人（８２％）は病気にかかるはずが

ないと思っている。

面倒だと答えた人の中でバリアが確認できた

１０人中９人（９０％）は病気にかかるはずがない

と思っている。

バリアが確認できた人の約半数が「病気にか

かるはずがない」と思っている。
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４結論

◎双方向コミュニケーションによる受診率は

１３．９％であった。

今回の受診勧奨は、４７．７％が本人と話せ、直

接受診勧奨することにより１３．９％が受診につな

がった。

◎内在するバリアの確認と情報提供

自分は病気にかかるはずがないと思っている

という内在するバリアの確認ができたことによ

り、適切な情報提供が可能になる。

◎未受診者は、生活習慣病のリスクが高いもの

が多い。

将来医療費の伸び率を抑えることにもつなが

ると思われるため、更なる健診デビューへの仕

組み作りが重要。
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◎費用対効果 コールセンター＜在宅保健師

平成２１、２２年はコールセンターに委託し専門

職ではないオペレーターがマニュアルによるオ

ペレーションを実施し、今回同様、双方向コミュ

ニケーションを行えた者の１０～１１％の受診率を

得た。在宅保健師が実施した場合は１３．９％と少

し高い。

◎クレームがなかった

広報による事前予告はあったが、保健師なら

ではの対応の結果と思われる。

◎受診勧奨事業が受診環境の見直しのきっかけ

となった

モデル町では健診前年度に予約を取り、予約

者に対し受診券を送付することになっていたた

め、健診受診者は健診が習慣となっているが一

方で、健診未受診者は「受診の意思を示さない

と受診できない、前年の受診履歴がないと受診

案内が届かない」など受診できにくい環境だっ
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広島県国民健康保険診療施設協議会における医師等確保対策事業に
ついて

発 表 者 谷重 和泉 （広島県：広島県国民健康保険団体連合会（広島県国民健康保険診療施設協議会））

共同研究者 小川 かおり

たことがわかり、この事業をきっかけに受診対

象者全員に「受診券」を送付するなど環境の改

善がなされた。
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５まとめ

生活習慣病予防事業の実効性を得るために

は、広報等による地域全体の関心が高まること

が大切である。

また、個々人が持つバリアに対応することは、

健診に対する意識の変化や、予約に結びつける

ことができる。

電話勧奨事業の実効性を高めるためには、対

人保健サービスの専門家で、経験豊かな退職後

の保健師が中心となった事業展開が有効である

と考える。

【背景】

広島県国民健康保険診療施設協議会（以下「県

診協」。といいます。）には、中山間部や島しょ部

など、計２４の国保直診が加入しています。
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