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 ≪上天草市の概要≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人   口  25,993 人  

国保被保険者数  7,115 人  

後期高齢者数  5,858 人  

世  帯  数  11,395 世帯  

  国保世帯数  4,383 世帯  

  

医療機関等数  

  

医科  19 機関  

歯科  9 機関  

調剤薬局  13 薬局  

 

（令和 3 年 3 月末現在）  

担当  職員  （うち専門職） 

健康づくり推進課  

国保事業係  
11 人  3 人  

健康づくり推進課  

健康増進係  
 9 人  7 人  

税務課市民税係   6 人  0 人  

税務課管理・徴収係   5 人  0 人  

 

※ 

 
上天草市  

上天草市は、熊本県の西部に位

置する島しょ地域です。市のほぼ

全体が雲仙天草国立公園に含ま

れ、日本三大松島の一つにあげら

れる松島の風景や龍ヶ岳・白嶽を

はじめとする九州自然歩道（観海

アルプス）からの眺望等、景勝地

として四季折々に美しい表情を見

せています。 

主要産業は、温暖な気候や恵ま

れた自然をいかした柑橘類や花卉

の栽培並びに全国有数の出荷量を

誇る車エビや鯛等の養殖等の第１

次産業、縫製や電気・電子製造業

等の第２次産業、風光明媚な観光

資源をいかした観光業、農水産物

の流通を担う海運業等の第３次産

業です。 

 パール柑をはじめ、鯛、車エビ、

花卉類等の特産品を楽しむことが

できます。 

 

国
保
事
業
係
の
皆
様 

※「ナナメ上↗」とは？  

上天草市の観光ブランドコンセプト。グルメ

や景観など、上天草市を訪れる人の予想のナナ

メ上を行くよう、資源に磨きをかけている。  

 

▼
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上天草市の国保被保険者数は、人口減少や後期高齢者医療制度への移行により、

平成 23 年の 11,287 人から令和 3 年 3 月末時点において 7,115 人と、年々減少しています。 

国保世帯数も、同年で比較すると、5,838 世帯から 4,383 世帯に減少しています。 

 また、被保険者 1 人当たりの年間療養諸費（一般・退職被保険者の療養給付費、療養費、

高額療養費、一部負担金）は、平成 23 年度の 338,411 円に対し、令和元年度は 495,274 円

と増加しており、熊本県の平均値より高い水準となっています。 

 このような現状から、病気の早期発見、早期治療、重症化予防のため、特定健診受診率を

伸ばし、医療費を抑制することが課題となっています。 

 

 

 

 

 

～特定健診受診率向上に向けて～ 

 本市の集団健診は、6，7，9 月に上天草市 15 地

区を 1 地区当たり 1～2 日間実施しています。令

和 2 年度までは申し込み制としていましたが、受

診率が低かったため、令和 3 年度からは、対象者

の健診日を事前に割り振り、都合が合わない場合

は、連絡していただく方法に変更しました。また、

節目年齢（40，45，50，55 歳）及び生活困窮者の

受診料自己負担の無料化も引き続き実施してい

ます。 

 しかしながら、特定健診受診率（図 1）は、

平成 30 年度から 30％台にはなったものの、令和元年度は 30.2％と依然として低く、熊

本県平均の 38.0％を大幅に下回っています。 

 健診未受診者の多くは、医療機関に通院中の方であるため、現在、市内の医療機関から

は検査データ等を提供いただいていますが、市外に通院中の被保険者も多く、今後は、市

外の医療機関にも情報提供の依頼をし受診率の向上を図りたいと考えています。 

 また、特定健診と同時期に、19～39 歳の若年層にも生活習慣病健診を実施しています。

受診率は 11％程度と低いですが、少しでも健診受診率を上げ、若い世代からの生活習慣病

予防に繋がるよう取り組んでいます。 

 

～人工知能（AI）を活用した特定健診受診勧奨～ 

 令和 2 年度までは特定健診未受診者に、一律に受診勧奨通知を郵送していましたが、健

診受診率が向上しませんでした。そのため、令和 3 年度からは受診勧奨通知を業者へ委託

することとしました。 

 具体的には、人工知能（AI）を用いて健診未受診対象者をタイプ別に分類し、受診勧奨

通知を作成・郵送するアプローチを行います。 

 まずは、健診受診率の目標を 35％に掲げ、コロナ禍だからこそ、健診で自身の健康状態

を把握していただくとともに、一人でも多く継続した健診受診に繋げることができたらと

保健事業の取り組み 
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（図 1）特定健診受診率  
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期待しています。 

 

～特定保健指導～ 

 本市では、保健師 3 人、管理栄養士 3 人で地

区を分担し、初めて特定健診を受診された方へ

の結果説明や、特定保健指導対象者に訪問指導

を行っています。毎年、結果説明会を実施し、

健診結果の返却とともに保健指導を行っていま

したが、コロナ禍においては、指導対象者を絞

った結果説明会としました。その他、電話によ

る指導も実施し、保健指導の機会の確保に努め

ています。 

 特定保健指導実施率（図 2）については、平

成 28 年度から熊本県平均を上回っていますの

で、今後も健診データの改善を目指し、取り組みを進めていきたいです。 

 

～健康ポイント事業～ 

 本市では、令和元年度から国保被保険者及び市内在住

の後期高齢者を対象に、「健康ポイントカード」を送付し、

健診受診等でポイントをためていただき、商品券等と交

換する事業を実施しています。まずは、健診受診で付与さ

れる 500 ポイントを必須とすることで、健診受診率の向

上を目指しています。その他、目標を立てて運動したり、健康イベントに参加するとポイ

ントがたまり、1,000 ポイントをためると、5,000 円相当の商品券か施設利用券と交換で

きます。 

 令和元年度は申し込みのあった被保険者にのみ「健康ポイントカード」を送付していま

したが、令和 2 年度から対象者全員に送付することで、完了者数が増加しましたので、今

後も本事業のＰＲに努めたいと思います。 
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▼健康ポイント事業  

完了者数実績  

令和元年度 122 人  

令和 2 年度 237 人  

 

▲健康ポイント事業の広報  

（図 2）特定保健指導実施率  
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 重複受診者や頻回受診者を対象に、療養上の日常生活指導、ボディメカニクス（身体の

動きに力学の原理を応用した動作、介助）を意識した動作の指導、受診に関する指導、服

薬指導（ジェネリック医薬品の勧奨）、家族に対する助言等を、専門の看護師（会計年度任

用職員）1 人を雇用し、年間を通じ訪問にて実施しています。 

 訪問対象者の選定条件は、①国保総合システムやデータヘルス支援システムから抽出で

きる対象者リストによる選定、②ジェネリック医薬品の勧奨通知内容を事前に確認し、直

接訪問して説明した方が効果があると判断した場合、③レセプト点検員から、多受診など

の情報提供を受け、現状の確認が必要な場合等としています。 

 令和 2 年 12 月以降、ジェネリック医薬品使用率は目標の 80％を超えており、以前から

行っていた個別訪問による服薬指導の結果が実を結んだのではないかと分析しています。 

 

 

 

 

 

～上天草けーな健康フェア～ 

 例年 11 月、市民に対し、健康の大切さを認識

してもらうと共に、上天草総合病院の役割等の認

知向上を図り、医師、看護師、薬剤師等の医療業

務に慣れ親しんでいただくことを目的として、疑

似体験やゲームを取り入れた催し「上天草けーな

健康フェア」を本市と上天草総合病院との共催に

より平成 28 年度から実施しています。 

 医師による講演や、医師・看護師・薬剤師を疑

似体験できるブース、生活習慣病のチェックを行

うブース等の設置、小学生による健康に関する研

究発表や健康に関するクイズ大会など、市民に対する啓発活動を行っています。 

 令和元年度は、約 350 人に参加いただき、「薬剤師体験では、薬を混ぜることが楽しかっ

た」、「医師体験では、実際に血圧や呼吸を確認する機械に触れることができ、勉強になっ

た。また、実際に手術具を使ってみたが、思ったより扱いが難しかった」などの感想をい

ただきました。（※令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止。） 

 

 

 

 

 

 

健康づくりに関する啓発活動 

医療費適正化の取り組み 

 

▲薬剤師体験ブースで薬を調合

する子どもたち  
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まちの見どころ 

 

 

 

 

 
  

天草諸島の景観を一

望できる高舞登山（た

かぶとやま）展望所。 

“日本の夕陽 100 選”

に選ばれました。  

1 年を通して遭遇率約 98％と高い確

率で野生のイルカに会えるイルカウ

ォッチングは、熊本県内外の観光客

に好評です。  

高舞登山  

イルカウォッチング ミオ・カミーノ天草  

上天草市の観光拠点施設として 2019

年 10 月にオープンしました。ボルダ

リング、レンタサイクル、屋外 BBQ

が可能で、年齢問わず楽しめる施設

となっています。 

 

車エビ 

パール柑  ちりめんじゃこ 

特産品 
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 令和 3 年 5 月 27 日（木）に開催を予定していた「令和 3 年度第 1 回国保主管課長会議」

は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止し、議題と説明要旨に係る資料を 5

月 26 日付けで各保険者の国民健康保険主管課に送付しました。 

 

＜概要＞ 

【総務課】 

 〇令和 3 年度熊本県国民健康保険団体連合会行事予定について 

  ・本会が実施する各種会議及び研修会等の年間計画を示した。 

  ・今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び出席者の健康を確保する観点か

ら、WEB 会議システム Zoom を活用したオンライン開催を実施予定。 

 

【保健事業支援課】 

  ・広報共同事業では、前年度に引き続き、YouTube を利用した CM 放送（テレビ CM30

秒）を 7～12 月に実施。 

    ※18 歳以上を対象に「ジェネリック医薬品普及促進篇」 

     35 歳以上を対象に「特定健診受診促進篇」 

  ・令和 3 年度の広報共同事業に係る負担金の請求について。 

  ・国保くまもと WEB 版では、熊本県歯科医師会の協力により「歯と口の健康講座」の

連載を開始。 

  ・第 25 回熊本県国保地域医療学会は、オンラインで令和 3 年 10 月 23 日（土）開催。 

  ・予定している保健事業関係の研修会及び学習会については、新型コロナウイルス感

染症の発生状況を踏まえた上で、状況に応じて開催方法を検討。 

 

【情報システム課】 

 〇国保総合システム機器更改 

  ・令和 5 年度末に機器保守期限到来のため、国保総合システムの機器更改が必要。 

  ・機器更改に合わせて、社会保険診療報酬支払基金との共同開発、共同利用など、シ

ステムや業務の効率化、審査基準の統一化が求められたため、令和 3 年 3 月に｢支

払基金｣のシステムとの整合的かつ効率的な運用に向けた具体的な方針等を明らか

にした改革工程表を厚生労働省、支払基金及び国保中央会で策定。 

挨
拶
を
す
る 

 

中
山
広
海
常
務
理
事 
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  ・審査支払システム改革に向けた工程は以下のとおり。 

   *国保総合システム全体のクラウド化及び審査支払システムの受付領域の共同利用

開始（令和 6 年度更改時） 

   *審査支払システムの審査領域の共同利用開始（令和 8 年度） 

  ・今後は、｢改革工程表｣に基づき、厚生労働省の主導・参画のもと、デジタル庁とも

連携し、国保総合システムの更改を実施。 

  ・機器更改費用と国保連合会の負担金については、国保中央会が令和 3 年 7 月ごろに

概算費用を取りまとめ、負担金の在り方を国保連合会と調整する予定。 

  ・機器更改費用は支払基金システムとの共同利用機能開発費用がかかり増しとなるた

め、概算で百数十億円の財源が不足する見込み。 

  ・不足財源確保のため、地方六団体等を通じて国庫補助の要請活動を行う予定。 

 〇レセプトデータの提供 

  ・現在、主にレセプト 2 次点検に使用する「レセプトデータ」の保険者からの提供依

頼が増加している状況。 

  ・今後も様々な業務における医療費分析、予防・健康づくりの推進、医療費適正化の

観点から、「レセプトデータ」の提供依頼が増加する見込み。 

  ・本会で検討の結果、「レセプトデータ」を月次処理として全保険者に提供可能とす

る仕組みの構築を決定。 

  ・今後のスケジュール 

   R3. 5 月～  データ提供に係る仕様作成・開発 

   R3.10 月   国保主管課長会議において、データ提供の方法等を説明 

   R3.12 月頃～ テスト運用開始（保険者にデータ配付） 

   R4. 4 月   本運用を予定 

 

【医科審査課】 

  ・あはき療養費審査支払業務及び新型コロナウイルスワクチン接種に係る請求支払業

務について、令和 3 年 4 月から業務を開始。 

  ・各業務における受付状況等。 

 

【求償対策推進課】 

  ・令和 2 年度第三者行為求償事務の実績（取扱状況<事故種別状況>、受領金額年次推

移）。 

  ・保険者への留意事項として、交通事故以外の案件については、第三者行為であるこ

との事実確認及び求償先である加害者の特定を行っていただくよう依頼。 

  ・誓約書については、可能な限り入手の上、委託書等と併せて本会へ送付していただ

くよう依頼。 
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本会主催で「令和 3 年度第 1 回広報委員会」を、広報委員 14 人（保険者代表・熊本県・

国保連合会）出席のもとオンラインにて開催しました。 

 

 

 

 

令和 2 年度の実施結果を報告しました。 

【広報共同事業】 

・「くまモン」を活用したテレビ・ラジオ CM、YouTube の

放送。 

・広報用ポスター及び卓上 POP 等の作成。 

・スチール写真の使用実績。 

・令和 2 年度広報共同事業負担金。 

【広報事業】 

・WEB 版広報「国保くまもと」及び統計資料の HP・グループウェアへの掲載。 

・国保新聞の配付状況。 

・健康まつり支援（貸出物品）の貸出状況。 

 

 

 

 

令和 3 年度に実施する予定の事業内容を報告しました。 

【広報共同事業】 

・テレビ・ラジオ CM の放送について、令和 2 年度同様、

視聴率の高い時間帯を指定した放送を実施。 

・新たに、特定健診受診訴求 15 秒テレビ CM 及び生読み 60

秒ラジオ CM を作成し、集団健診の多い時期に放送。 

・YouTube での CM 放送を 7～12 月に実施。 

・スチール写真の利用について 

CM と連動した「くまモン」のスチール写真について、各

保険者にて利用可能。 

利用方法については、以下を参照してください。 

【保険者ポータル】→【グループウェア】→【掲示板】 

→【保健事業支援課からのお知らせ】 

 

令和 3 年度 

広報用スチール写真 

国保連合会 News!! 
国保くまもと Vol.247（2021 年 7 月号） 

 

令和 2 年度事業報告  

令和 3 年度事業実施予定について  

◆5/21 令和 3 年度第 1 回広報委員会 

令和 2 年度の事業報告及び 

令和 3 年度の事業計画について 

 

©2010 熊本県くまモン  
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【広報事業】 

・WEB 版広報「国保くまもと」の HP 掲載 

令和 3 年度から新たにシリーズ企画「歯と口の健康講座」を追加。 

・統計資料の HP 掲載 

・国保新聞の配付 

・健康まつり支援（貸出物品） 

 

 

 

 

次の議案について協議しました。 

（1）令和 3 年度広報共同事業負担金について 

   協議の結果、事務局案のとおり決定。 

（2）WEB 版広報「国保くまもと」：「国保の WA」の令和 3 年 11 月号以降の掲載について 

   令和 3 年 11 月号以降、まず広報委員が選出されている保険者であって未掲載保険者

番号順とし、以降は未掲載保険者の地域別輪番制とすることを決定。 

（3）令和 4 年度広報共同事業実施予定について 

   「くまモン」出演の CM 放送素材が令和 4 年 9 月 30 日に契約期限を迎えるが、まず

は 1 年間契約延長し、認知度を上げ、更なる啓発を図ることで決定。 

 

 

 

 

 

協議事項について  

◆5/18 令和 3 年度特定健診等データ管理システム 

・国保データベース（KDB）システム等説明会 

 

市町村保健事業担当者の初任者向け説明会を、新型コロナウ  

イルス感染症感染拡大防止の観点からオンラインにより開催し、  

43 団体（各市町村・区役所・熊本県・後期高齢者広域連合）か  

ら参加がありました。  

 はじめに、髙智穂事務局長が「特定健診受診率・特定保健指導実施率の向上のため、

これまで以上に効果的な対策が求められている。本日は、初任者の方を対象に、効果的

な特定健診等を行うための補助ツールである KDB システム等の操作方法・活用方法につ

いて担当から説明をさせていただく。」と挨拶しました。  

続いて、本会保健事業支援課の担当者から基本的な操作方法や新たに追加されたシス

テムの機能について説明を行いました。  
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私は東京生まれの東京育ち、東京以外の場

所に住んだのは若い頃の国際機関勤務でパ

リに2年半と東京の隣県である埼玉県庁に老

人福祉課長で出向した２年間だけ。要するに

都会生活しか知らない人間である。 

 そんな「都会人間」なのだが、私は根っか

らの基礎自治体主義者である。介護保険創設

に取り組んでいた時も、審議会でやれ国保険

者だ共同事業方式（老人保健方式）だと喧々

諤々いろんな制度論が交わされたが、私は終

始一貫「高齢者介護は住民に最も近い基礎自

治体が担うべきもの」という考え方を変えな

かった。医療や福祉を担うのは基礎自治体を

おいて他にはない、という基礎自治体への絶

対の信頼が私の中にあったからだ。 

 その原点は、やはり国保にある。 

 私の知る国保は、平成の大合併で市町村数

が半減する前、3200を超える市町村が国保保

険者として活動していた時代の国保である。

当時からどこの市町村でも国保財政は逼迫

しており、多額の一般会計繰入でなんとか凌

いでいるのが常態、2月議会では毎年のよう

に国保料（税）の引き上げが提案され、執行

部は議会で吊し上げに遭っていた。 

 昭和57年に老人保健制度が創設され、老

人医療が医療保険者の共同事業となって国

保から切り離されたことで一息ついたもの

の、就業構造の変化と急速な高齢化で、その

後も国保財政は構造的な脆弱性を脱するこ

とができなかった。 

 そんな「お荷物」の国保だったが、出張な

どで市町村を訪ねると、国保が大好きな、と

いうか、国保を大事にしていろんな創意工

夫を凝らしながら地域住民の健康を守ろう

としているたくさんの市町村職員の方々が

どこの市町村にもいることに気がついた。 

 医療保険制度は医療保障か医療費保障か、

という議論があって、社会保障論では「医療

保険は医療費保障です」と教わる。確かに医

療にかかったときの費用を賄ってくれるの

が医療保険だから「医療費保障」には違いな

い。 

 しかし、国保は創設の経緯から見ても、歴

史的発展過程を見てもただの「費用保障」の

制度ではない。国保は、住民の健康と医療そ

のものを確保することを目指す地域の運動

の中から生まれたものなのだ。 

 国保発祥の地（の１つ）とされている山形

県角川村は、無医村解消を目指し村営診療

所を設立するために昭和11年「角川村健康

  こくほ随想 

基礎自治体主義者 

国保くまもと Vol.247（2021年 7月号） 

上智大学総合人間科学部教授 一般社団法人未来研究所臥龍代表理事   

香取 照幸 
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保険組合」を発足させる。この組合こそ、そ

の2年後の昭和13年に成立した旧国保法に

おける保険者第一号である（当時は市町村

直営ではなく組合方式だった）。 

 岩手県では旧法のもとで「医療と保険の

一体化」が構想され、1930年代に医療利用組

合運動が広がる中で、「国保組合が医療機関

を自ら持って被保険者に充分に医療を給付

すること」が決議され、運動の中核目標とな

る。 

 国保の歴史は、国保直営診療施設、国保保

健婦の存在とその活動を抜きにして語るこ

とができない。国保は地域住民の保健と医

療を直接支える制度として構想され、実際

に地域医療を支えてきた制度なのであり、

地域住民の自治や連帯と切り離して考える

ことのできない住民に最も近い制度なのだ。 

 超高齢社会を迎えた今日、医療と介護、医

療と福祉を地域において一体的に提供する

システム—地域包括ケア—の重要性が改めて

認識されているが、そもそも「地域包括ケア」

という言葉は後に国保直営診療施設協議会

会長となられる山口昇院長率いる広島県御

調町の国保病院の活動から生まれたものだ。 

 平成の制度改正で国保の財政単位は都道

府県単位へと移行した。高齢化の進行、産業

構造の変化など、厳しい時代の流れの中で

はやむを得ない選択だったとは思うが、地

域の医療と保健を一体的に提供するという

国保の原点が失われることがないよう、基

礎自治体の独自性、自律性を尊重した制度

運営に心がけてほしいと思う。 

 

（記事提供 社会保険出版社）
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医療保険の政策論の中に「保険者機能の

強化」という議論がある。医療費適正化の取

組みの文脈で語られることが多いのだが、

「保険者機能」とは具体的に何を指すのだ

ろうか。実は論者の間にきちんとした共通

認識がないままに議論しているのではない

か。昔からそう感じていた。 

 保険者の仕事は、「適用・賦課・徴収支払」

だとものの本に書いてある。「保険の財政単

位で財政運営の責任主体」だとも書いてあ

る。では、そもそも、現行制度のもとで保険

者はどこまで自分の判断でものごとを決め

ることができるのか。 

 まず適用、つまり被保険者の範囲だが、こ

れは法律で定められている。健保組合の設

立は任意だが適用事業所の中で被保険者の

選別はできない。例外は国保組合だけであ

る。 

 賦課・徴収、つまり歳入面はどうか。歳

入は保険料と公費負担。保険料率は組合（ 

健保組合・共済組合等）なら自分で決められ

るが、市町村国保では条例事項だから議会

の承認がないと決められない。公費負担は

給付費の一定割合と法律で決まっているの

で保険者の自由にはならない。 

 支払、歳出の方はどうか。歳出の大宗は言

うまでもなく医療費。歳出（給付）の対象と

なる医療サービスの範囲と価格（診療報酬

点数）は法令で一律に定められている。被保

険者のフリーアクセスも保障されている。

サービスの量と単価が外生的に決まるから、

保険者には裁量、コントロールの余地は殆

どない。 

 保険医療機関の指定（選択）は厚生労働大

臣の権限で、地方厚生局で一律に行われる。

保険者が医療機関を選択・選別することは

できない。かつては国保と被用者保険で指

定の仕組みが異なっていたが、それさえも

行革で一本化された。 

 診療報酬点数表は全国一律、価格も一点

単価 10 円と決まっていて、かつての国保に

あったような、保険者が特定の医療機関と

「割引契約」を結ぶ、といった裁量の余地も

ない。 

 医療機関の選択もできない、医療サービ

スの内容・価格に関する自由度もないとい

うことになるので、HMO のように特定の医療

機関と契約を結んで包括払いで被保険者の

医療保障を行うといったこともできないし、

自前で医療機関を持ってみても殆ど意味が

ない。 

 こうしてみると、財政運営面で保険者が

  こくほ随想 

「保険者機能」のお話 
国保くまもと Vol.247（2021年 7月号） 

上智大学総合人間科学部教授 一般社団法人未来研究所臥龍代表理事   
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コントロールできること、というのは殆ど

ない。 

 できそうなことといえば「保健事業・健康

増進事業」や「組合員教育」を通じた受診行

動の適正化・セルフメディケーションなど

「保険給付外」の活動くらいしか思い浮か

ばない。 

 とは言え、健康増進事業や健康教育は文

字通り被保険者の健康の維持増進のための

活動で、本来財政対策—医療費適正化のため

にやるものではない。ジムや保養施設の運

営などは完全な「余技」だ。 

 もう一つ、レセプト点検、というのがある

が、日本の医療保険制度の下では、同じ医療

サービスが保険者によって対象内だったり

対象外だったりすることはない。審査機関

がちゃんと機能していればそれでおしまい

である。実際、レセプト点検でやっているの

は被保険者資格の確認やら重複請求チェッ 

 

クが中心で、これは被保険者管理の問題な

ので「機能」というよりは「本来業務」とい

うべきもの、きちんとやって当たり前の仕

事だ。 

 というわけで、考えれば考えるほど、現行

制度のもとで保険者ができることというの

は実はそんなに多くないことがわかる。 

 故に、保険者機能の強化を議論するので

あれば、そもそも保険者にどのような権限

と責任を持たせるのか、という「制度論」か

ら始めるべきである、というのがこの問題

についての私の結論である。 

 権限には責任も伴うから、やるとなれば

保険者にもそれなりの覚悟がいるのはもち

ろんだが、改革とは常にそういうものだ。 

 読者諸兄はどのように思われるだろか。 

 

（記事提供 社会保険出版社） 

 

 

【 出 身 地 】 東京都 

【生年月日】1956 年 10 月 3 日 

【 現 職 】上智大学総合人間科学部教授 

      一般社団法人未来研究所臥龍代表理事 

【 学 歴 】1980 年 3 月 東京大学法学部卒 

【 職 歴 】 

1980 年 4 月厚生省入省後、保険局国民健康保険課、在フランス OECD(経済協力開発機構)事務局研究

員、埼玉県生活福祉部老人福祉課長、厚生省高齢者介護対策本部事務局次長等を経て 2001 年 5 月か

ら総理大臣官邸に勤務。その後、内閣官房にて社会保障国民会議、社会保障・税一体改革等を担当し、

厚生労働省年金局長、雇用均等・児童家庭局長を経た後、2017 年 3 月まで在アゼルバイジャン共和

国日本国特命全権大使。2020 年 4 月より上智大学総合人間科学部教授。2020 年 8 月一般社団法人未

来研究所臥龍を設立、代表理事に就任。 

【 公 職 】日本年金学会会員、日本医師会 医療政策会議委員、日本地域包括ケア学会評議員など 

【 著 書 】「介護保険制度史」（共著）「教養としての社会保障」「民主主義のための社会保障」 

（いずれも東洋経済新報社） 

プロフィール 

香取 照幸（かとり てるゆき） 
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健康寿命の延伸 

 

はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本歯科医師会は、歯の本数に主眼を置いた「8020 運動」に加えて、口腔機能に注目

した「オーラルフレイル」という考え方を提案しました。この「オーラルフレイル」は、

「Oral（口腔の）」と「Frailty（虚弱）」を合わせた造語で、「口周りのささいな衰え」と

いう意味です。 

 これらの経緯として、平成元年から展開している「8020 運動」は、80 歳で 20 本以上の

歯を保ち、何でも噛んで食べられることを目指して推進してきました。運動が始まった頃、

80 歳で 20 本以上の歯のある人は 10％にも満たない状態でした。けれども、現在では半分

を超える 51.2％となり、最も成功した国民運動の一つと言われています。 

 ところが、歯の数が揃っていれば何でも食べられるでしょうか？高齢化が進むにつれ、

ささいな口のトラブルから始まる口腔機能の負の連鎖（口腔の機能低下・機能障害そして

全身の衰え）が危惧されていきます。 

 そこで、この「8020 運動」に代表される国民運動をさらに発展させるべく、東京大学高

齢社会総合研究機構や様々な関係者の協力のもと、「オーラルフレイル」という新たな考え

方を加え、健康長寿をサポートするべく、発信・啓発していくこととしたのです。 

 まさに、口腔疾患予防から口腔機能低下予防へのパラダイムシフトを進める上で、この

「オーラルフレイル」という概念が注目されています。 

 では、「オーラルフレイル」の予防が健康寿命の延伸に果たす役割、そして、後期高齢者

口腔健診事業との関わりについてご紹介いたします。 

 

 

 

 65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合を高齢化率、これが 21％以上になると超高

齢社会と言い、日本では平成 19 年に突入しました。 

 当然、男女とも平均寿命が伸びていきます。平均寿命は寿命の長さを表していますが、

国保くまもと Vol.247（2021 年 7 月号） 

オーラルフレイル予防について 

熊本県歯科医師会常務理事  

 長野 靖弘 

 

 

第２回 
全 12 回 
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オーラルフレイルとは 

 

健康寿命は日常的・継続的な医療・介護に依存しないで、自分の心身で生命維持し、自立

した生活ができる生存期間を表します。平成 29 年のデータでは、健康寿命は、男性が 72.14

歳、女性は 74.79 歳で、平均寿命との差は男性が 8.95 年、女性が 12.47 年となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この健康寿命と平均寿命の差は寝たきりを含め、不健康で疾病を抱えている要介護状態

で生活されているということであり、この差を縮めることが、充実した人生を送ること、

生活の質の向上（QOL）を保つことに他ならないと思われます。また、健康寿命が長いほど、

医療費や介護費の削減に結び付きます。 

 昨今、これを実現するための具体的な方法としていくつか挙げられており、特に、オー

ラルフレイルの予防が大きな効果があると言われています。 

 

 

 

 「オーラルフレイル」という文言を文字通り訳すと、“歯・口の機能の低下や虚弱”とい

った意味となりますが、これは単に、歯・口の機能低下だけに留まらず、これによる食環

境・食生活の悪化により、全身的な機能低下、つまり、“フレイル（全身的な虚弱）”に発

展していくものと言われています。 

 プレフレイルとフレイルの間にオーラルフレイルがあると言われています。心身機能と

口腔機能は密接に関係するので、社会的・心理的フレイル期（プレフレイル）があると栄

養のフレイル期（オーラルフレイル）となり身体的フレイル期（フレイル）へと移行しま

す。その後、重度フレイル期（障害を持った要介護状態）へいく場合もあります。 

 最近、発音がはっきりしない、食べこぼしがある、わずかなむせ、噛めないものが増え

た…など、こんな口周りの変化はありませんか？ 

 一つ一つはたいしたことはないと思っていても、これらが積み重なることで体の健康寿

命を縮めているかもしれません。口周りのささいな衰えを放置すると、要介護状態となる

（平成 29 年のデータ） 
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後期高齢者歯科口腔健診との関わり 

リスクが高まると言われています。 

 口周りの変化を早く発見し、適切な処置やトレーニングができれば、健康な状態を取り

戻し、回復につながります。 

 健康な口で何でも食べられることが、高齢者の健康の決め手となります。この変化の早

期発見が大切です！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 歯科診療において、リスキーな人にはオーラルフレイルの問診票を用い、当てはまれば

精密検査を行います。①口腔不潔、②口腔乾燥、③咬合力低下、④舌口唇運動機能低下、

⑤低舌圧、⑥咀嚼機能低下、⑦嚥下機能低下についてです。 

 では、歯科を受診しない人はどうでしょうか。 

 現在、熊本県を含めほぼ全国で、国からの委託事業の後期高齢者歯科口腔健診事業を行

っています。受診者がオーラルフレイルの状態にあるか否かを見つけ出し、早期に予防介

入することを目的としています。 

 後期高齢者の口腔機能低下による誤嚥性肺炎や生活習慣病などの重症化予防を図るため、

歯・歯肉の状態、口腔内の衛生状態や咀嚼を含む口腔機能をチェックすることにより、被

保険者の健康の保持増進を図ります。 

 口周りのささいな衰えを早期発見し、改善するために、ここでチェックしているのは、

歯の状態だけではありません。30 秒間で何回嚥下できるか、また、滑舌さなどの口の機能

を調べます。 

 健診後は、それに基づいた指導票をお渡しします。また、簡単にできるセルフケアも記

載しています。 

 歯や口を健康に保つことは、全身の健康にもつながり、医療費を削減することができま

す。80 歳で 20 本以上自分の歯を残している人と、残っていない人とで比較すると、１年

間の総医療費が 32 万円以上も安いというデータもあるのです。 

 熊本県では、75 歳以上の高齢者は、毎年 1 回の受診を勧めています。健診費用は 400 円

です。(各市町村で異なる場合があります。) 
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広報周知活動として 

おわりに 

 

 

 

 

 熊本県歯科医師会では、多くの高齢者にこの歯科健診の重要性を知ってほしいと、県内

各所で講演会を開催しています。老人会などです。また、各郡市歯科医師会では住民向け

に広報誌などへの掲載などで案内をしています。 

 昨年 3 月には、KKT の Dr.テレビたんで「口のケアで健康長寿！」として県民向けに特集

を報道してもらいました。 

 今年 2 月には、医療保健福祉連携学会で、多職種の人向けに「後期高齢者健診事業とオ

ーラルフレイル」という演題で発表しました。 

 そして、昨年度末からは、歯科医師会会員と行政向けにキャラバン隊として各圏域を回

って広報周知をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様々な広報活動を行っていますが、75 歳以上の人に向けた後期高齢者歯科口腔健診を受

診する人は、全体のおよそ１％と、受診率がとても少ないのが現状です（特定健診と異な

り、努力義務ではありますが・・・）。そして、各圏域において大きな差があります。 

 超高齢社会に突入した日本は、これからも高齢化率が伸び続け、老化による廃用・寝た

きり・認知症など、高齢者の病態は多様化してくるものと思われます。 

 今後、フレイル・オーラルフレイルを見逃さず、口腔機能の低下から障害への移行の予

防による健康寿命の延伸への貢献をすること、そして要支援・要介護への進行の予防によ
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る医療費・介護費の抑制をすることを行っていかなければいけません。 

 今回、お伝えしたいことは… 

 オーラルフレイル、口周りの衰えを早期に発見し、予防改善すること、口の健康を保つ

ことが、全身の健康につながります。特に高齢の人ほど大切です。口の状態が悪化する前

に、ぜひとも、この健診を受けてほしいと思います。 

 健診について詳しくは、お住いの各市町村へ問い合わせをお願いします。 

 また、キャラバン隊については、熊本県歯科医師会 096-343-8020（担当 鬼塚）に問い

合わせ下さい。 

 

 

【参考】 

〇日本歯科医師会「オーラルフレイル対策のための口腔体操」 

 

 

 

 

 

〇KKT！医療ナビ Dr.テレビたん「口のケアで健康長寿！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール 

長野 靖弘（ながの やすひろ） 

【現職】 令和 3 年 6 月 熊本県歯科医師会常務理事 

【職歴】 令和  元年 6 月 熊本県歯科医師会地域保健担当理事  

     平成 29 年 6 月 熊本県歯科医師会センター介護委員会 委員 
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栄養価（１人分） 

エネルギー       319kcal 

たんぱく質       21.0g 

脂質             26.0g 

炭水化物          6.4g 

食塩相当量        1.0g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）にらは細かい小口切り、玉ねぎはみじん切りにしておく。 

（２）すしあげはキッチンペーパーで油をふき取り、一辺に包丁を入れ袋状にしてお

く。 

（３）ボールに（１）と豚ひき肉、調味料を全部加え、粘りが出るまでよく混ぜ合わせる。 

（４）（３）を 4 等分し、（２）に詰め、手で抑え平らにする。 

（５）フライパンで両面に焼き目がつくまで焼き、水 100 ㏄位を入れ蒸し焼きにする。 

（６）中まで火が通ったら取り出し、2 つ切りにして盛り付ける。 

肉詰めいなり 

国保くまもと Vol.247（2021 年 7 月号）  

）  

提供：（公社）熊本県栄養士会 

熊本県では、にらや玉ねぎの生産量が

多く、油揚げも年中あり、手に入りや

すい食材でいつでも作ることが出来ま

す。好みでポン酢や酢醤油をかけても

美味しいです。 

第８回 

材料（2 人分） 

すしあげ                          ４枚 

豚ひき肉                      １４０ｇ 

にら                            ２５ｇ 

玉ねぎ                          ５０ｇ 

しょうゆ                          ９ｇ（大さじ１/２） 

みそ                              ３ｇ（小さじ１/２） 

砂糖                              ３ｇ（小さじ１） 

片栗粉                            ３ｇ（小さじ１） 

ごま油                            ５ｇ（小さじ１） 

 

 

スタミナ野菜の代表格 

に ら 

 

にらには強力な抗酸化作用のあるカ

ロテン、ビタミン C のほかにも、骨や

歯を丈夫にし、骨粗しょう症を予防す

るカルシウムも含んでいます。また香

り成分のアリシンは、ネギや玉ねぎに

も含まれており、ウイルスから体を守

り、ビタミン B1 と結合して吸収を高

めます。豚肉には、ビタミン B1 が多

く、これらを一緒に摂ると疲労回復や

血栓予防に役立ち、最強の組み合わせ

と言えます。 

 

 
今回のテーマは、 

スタミナ料理で夏バテ予防！ 

食材マメ知識 

管理栄養士 橋本 淨子 

（公社）熊本県栄養士会 

地域活動事業部 会員 
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国保くまもと Vol.247（2021 年 7 月号） 

Part8

３ 

国保のＷＡ
輪

 
熊本県内各地の国保に携わる皆さんの 

日々の仕事や今後の目標、プライベートなどを 

毎号紹介していくコーナーです。 

今回は美里町と和水町です！ 

 

美里町 健康保険課 保険年金係  堀川
ほりかわ

 真志
ま さ し

 さん 

➊ 健康保険課に配属されて４年目になり、主に国保の資格管理や保

険給付に関する業務を担当しています。窓口や電話対応、書類整

理など、忙しくはありますが、充実した日々を送っています。ま

だまだ勉強不足なところもたくさんありますが、住民の方たち

に、わかりやすい説明と丁寧な対応を心がけています。 

➋ 今年の３月に第１子となる長女が誕生しました。一緒にお風呂に

入ることや、寝顔を見ることが楽しみです！ 

➌ 美里町は、緑あふれる自然に囲まれ、 

国指定重要文化財の霊台橋をはじめ 

とするたくさんの石橋、3333 段の日本一の石段、大人も子どもも楽し 

んで遊ぶことができる「フォレストアドベンチャー・美里」などのたく 

さんの観光地があります。ぜひ遊びに来てください！ 

便性が調和した住みやすい町です。 

 

 和水町 税務住民課 国保年金係  池上
いけがみ

 恵
え

未子
み こ

 さん 

➊ 国保の担当となり、まだ日が浅くわからないことも多いですが、

業務をしていくなかで、住民の皆様の生活に深くかかわるもので

あり、とても大切な業務だと実感しています。もっと制度や仕組

みを勉強して、ミスなく的確な事務ができるようになりたいです。 

➋ キャンプ用品を集めることです。コロナの影響もあり、キャンプ

には行けていませんが、庭でキャンプ用品を使い、ホットサンド

を作るなどしてリフレッシュしています。 

➌ 和水町は江田船山古墳や 

トンカラリン、八つの神様など 

歴史を感じられるところがたくさんあります。また、キャンプ場

や温泉などで自然豊かなところを楽しむことができます。  

 

 

➊  担当業務について思う

ことや今後の目標 

➋  リフレッシュ方法、 

または趣味・特技 

➌  私のまちの自慢・PR 

20/20


