
【はじめに】　当院は、外科・内科・整形外科・リハビリ
テーション・放射線科の5診療科を標榜し、一般病床36床、
介護療養病床18床の計54床のケアミックスを行っている。
当院は、町が実施する特定健診・いきいき健診（当町の
後期高齢者健診の通称）事業を平成20年度から、また大

腸がん検診事業を平成18年度から全面受託している。前
回（H22年）発表した結果を含め、今回の健診結果をも
とにした町民の健康管理について検証したので報告する。

【Ⅰ．研究目的】　特定健診及び大腸がん検診の現
状と町民健康管理の関連性を検証する。
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当院における特定健診・検診事業による町民健康管理への取り組み

発　表　者 斉家　晃 宮崎県　五ヶ瀬町国民健康保険病院

共同研究者 甲斐　津世志、戸高　勝洋、小方　友見、松岡　由紀夫

標榜診療科 
 【内科】 【外科】  【整形外科】 
 【リハビリテーション科】  【放射線科】 
 

医療・診療活動について 
  当院は、九州のほぼ中心部の山間部に位置する
人口約４５００人の小さな町の唯一の医療機関であ
る。現在一般病床３６床、介護病床１８床、合計５４
床の入院施設と、１日平均外来患者１２０名規模で
医療・診療活動を実施しています。また、１箇所の
付属診療所、２箇所のへき地診療所を併設、住民
検診等多くの院外活動を行っている。 

当院における 
特定健診・検診事業による 
町民健康管理への取組みについて  
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                       戸高 勝洋 
 

 

宮崎県 五ヶ瀬町国民健康保険病院 

 

 地域の人を愛し、地域から信頼され、愛される病院を目指します 
 

患者様から信頼される病院を目指します 

 患者様のご意見を尊重します 
患者様に可能な限りの情報を提供します 
患者様の自己決定権を尊重します 
患者様にとっての快適な病院を目指します 

  当院では大腸がん検診を、平成１８年度から
特定健診・後期高齢者健診を、平成２０年度
から健診に係る全ての業務を受託している。 

 
  これらの健診結果の蓄積と外来記録による
町民の全体の健康管理について検証したの
で報告する。 

 
 

 研究の目的 

健診状況 
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【Ⅱ．研究方法】

1．研究デザイン：調査研究
2．研究期間：H24年8月～9月
3．研究対象：大腸がん受診者

特定・いきいき受診者：885名
4．データーの収集方法
1）受診率の推移
2）受診後の健診結果の活用

【Ⅲ．結果及び考察】

1．健診の経緯（準備）

健診は、5～10月の半年間（実質43日間）、地区別
で日程をくみ、午前・午後に分けて健診を行った。
事前に役場から、日程の一カ月前位に問診票が届く
よう送付し周知も併せて行った。
大腸がん検診は、3月に希望者を把握し、同じく一
カ月前に事前に検査キットを配布し、健診時に一緒
に持参してもらった。
2．受診率の推移

（今回は特定健診のみを図表化し説明する）

表1-1は、町の特定健康診査の目標値を表しており、
表1-2は受診者の推移である。
表から受診率は、年を追うごとに減少傾向にあるが、
本年度は、町住民福祉課と広報活動により、目標値
である65% に向けて推進しているところである。
次に大腸がん検診についてであるが、年度に差はあ
るが、定期的受診患者も増えている。
3．健診結果の活用
当院の健診は、午前中がいきいき健診・午後が特定
健診で、地域ごとにそれぞれ、20人～30人程度に
なるよう、調整して日程調整をしている。
当院の健診の流れは、受付後、身体測定・採血・検
尿後、看護師による問診票により記載漏れや既往歴
や自覚症状などの聞き取りを行い、症状に応じてパ
ンフレットや資料、検査結果を添付して医師の診断
をする流れである。
一昨年から、医師の診断がスムーズにいくように、
これまで、医師コメント欄は、すべて手書き文だっ
たものを数字で症状別に分類し、該当する数字を記
載し（別表1参照）、特記事項があれば、書き足す
システムに変更した。

 

  当院の健診は、午前中が後期高齢健診・午後が
特定健診で、地域ごとにそれぞれ、２０人～３０人
程度になるよう、調整して実施している。 

   
  一昨年から、医師の診断がスムーズにいくよう
に、これまで、医師コメント欄は、すべて手書き文
だったものを数字で症状別に分類し、該当する数
字を記載し、特記事項があれば、書き足すシステ
ムに変更した。 

健診状況 ２ 

 

Ⅰ 受診率の推移 

 

Ⅱ 健診結果の蓄積及び活用 

  結 果 

  対象者数（人） 受診者数（人） 受診率（％） 

平成20年度 1,158 752 65.8 

平成21年度 1,110 646 58.2 

平成22年度 1,067 609 57.1 

平成23年度 1,093 574 52.5 

特定健康診査受診者の推移 表１-２ 

特定健康診査の実施にかかる目標値 表１-１ 
  平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

健診対象者(人) 1,245 1,256 1,274 1,297 1,317 
目標実施率(％) 46.20 50.90 50.60 60.30 65.00 
受診見込み者(人) 575 639 708 782 856 

参考：県平均27.3％ 

  結果 Ⅰ 
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図1は、問診票の医師コメントの診断を症状別に分類
したもので（重複症状も含む）異常なしの割合が基本
的には多いが、メタボや肝機能障害（アルコール性）、
貧血等の疾患が増加傾向にある。このような情報を住
民福祉課と共有し、町民の健康指導に役立てている。

表2は、当院の大腸内視鏡検査の受診者数、表3は
大腸がん検診の陽性率と再受診率を表しているが、
昨年まで文書のみの通知であったが、今年からは保
健師が、対象者宅に直接訪問し再受診の指導を行っ
ている。

本年度は途中経過ではあるが再受診率も上がってお
り、100% を目指して、連携して取り組んでいる。

【Ⅳ．結論】

1．当院では、健診時の検査結果をすべてカルテに
添付し、通常の診療時にも役立てている。
普段当院に受診歴がなく健診のみの住民につい
てもカルテを起こし情報を記録しておくことで、
町民の健康管理の充実を図っている。

2．カルテに健診データがあれば、救急受診の新患で
も情報が得られ、診察に役立てることが出来る。

大腸がん検診の受診者数の推移 表２ 

  対象者数（人） 受診者数（人） 受診率（％） 

平成18年度 2,179 391 18.0 

平成19年度 2,172 537 24.7 

平成20年度 2,143 242 11.3 

平成21年度 2,119 402 19.0  

平成22年度 2,094 360 17.2  

平成23年度 1,852 342 18.5  

  
受診者数 

(人) 

便潜血 
陽性者数   
    (人) 

精検者数 
(人) 

精検率 
(％) 

平成21年度 402 26 13 50.0 

平成22年度 360 18 3 16.6 

平成23年度 342 16 9 56.3 

平成24年度 315 24 16 66.7 

大腸がん健診の検診結果の推移 表３ 

＊Ｈ22は誤集計の可能性あり 
＊Ｈ24は9月末日までの実績 

医師コメント欄の症状別分類 図１ 
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参考 その他医業収益構成グラフ 図２  
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１、当院では、健診時の検査結果をすべてカルテ
に添付し、通常の診療時にも役立てている。 

  普段当院に受診歴がなく健診のみの住民に
ついても、カルテを起こし情報を記録しておくこ
とで、町民の健康管理の充実を図っている。 

 
２、カルテに健診データがあれば、救急受診の新
患でも情報が得られ、診察に役立てることが出
来る。  
 

  結 論 

 

  本研究の結果を踏まえ、今後も 
  

   町民総カルテ化を目指し 
  
  町民の健康増進を進めていきたい。 
 
 
 

  まとめ 
 外来受診記録＋健診記録＝町民の総記録 
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【Ⅴ．まとめ】　本研究の結果をふまえ、今後も町
民全体の「総カルテ化」を目指し町民の健康増進
を進めていきたい。

参考文献

五ヶ瀬町特定健康診査等計画の概要

【はじめに】福島県国保連合会では、県内市町村に
訪問し、個別支援として情報交換を実施しています。
平成23年度より、事業評価のためのアンケート及
び各市町村の保健事業等の実態把握のためのチェッ
クリストを作成し、情報交換の有用性について検討
したので報告いたします。

平成23年度情報交換の実施状況は、スライドをご
参照ください。
情報交換の内容について簡単に説明します。
こちらは各保険者に提供する資料です。

経年的に受診件数や医療費を疾患別に示したもの
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保険者支援に向けた情報交換の有用性

発　表　者 武田　晶子 福島県　福島県国民健康保険団体連合会

共同研究者 丹野　由美子、八巻　美幸

提供資料(抜粋）NO1 
３ヵ年分の疾患（中分類）における 
受診件数及びかかる医療費をグラフ化 

「平成２３年度情報交換」事業実施状況 

実施数：福島県内 １１市町村（／59市町村） 
 

時間：各市町村２時間程度 
 

参加人数：２～５名 
       （市町村側：国保担当1名、衛生担当1名は必須） 
 

提供資料： 
    １．医療費及び疾病の状況 
    ２．特定健診・保健指導の実施状況 
 アンケート記入の依頼 
 

保健活動等チェックリストの記載 
 （シートをもとに、聴取等により実態を把握する） 
 
 

はじめに 

 福島県国保連合会では、県内市町村に訪問し、個別支 
援として「情報交換」を実施している。 
 平成23年度より「情報交換」事業評価のために、参加した 
国保担当者及び衛生担当者（保健師等）2者間へのアンケート 
及び保健事業等の実態把握のためのチェックリストを作成し 
実施した。 
 今回、事業評価をもとに国保連合会における個別支援 
「情報交換」の有用性について検討したので報告する。 

保険者支援にむけた 
情報交換の有用性 

福島県国民健康保険団体連合会 
事業振興課 保健事業係 
○武田晶子  八巻美幸  丹野由美子 
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