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人   口  16,995 人  

国保被保険者数  4,281 人  

後期高齢者数  2,893 人  

世  帯  数  7,331 世帯  

  国保世帯数  2,624 世帯  

  

医療機関等数  

  

医科  10 機関  

歯科  7 機関  

調剤薬局  8 薬局  

 

（令和 3 年 7 月末現在）  

担当課・係  職  員  （うち専門職） 

健康づくり保険課  

保険係  
7 人  0 人  

健康づくり保険課  

健康推進係  
9 人  9 人  

町民税務課課税係  7 人  0 人  

町民税務課徴収係  3 人  0 人  

※会計年度任用職員を含む。  

 

御船町

尾市  

御船町は、熊本、そして九州のほ

ぼ中心部に位置し、交通アクセスも

抜群で、南北を結ぶ九州自動車道

と、東西を結ぶ九州中央自動車道が

通っており、 3 つの IC を有してい

ます。 

観光面では、世界的にも注目され

ている恐竜博物館や自然あふれる

吉無田高原の他に、近年は、熊本県

出身の漫画家・尾田栄一郎氏が描く

人気漫画『 ONE PIECE』のキャラク

ター「ブルック」像が立像されたり、

大型商業施設を誘致するなど話題

のスポットも数多く存在します。  

「みんながわくわくする御船町」

を将来像に掲げ、町民、企業、団体

等と行政が一体になって、まちづく

りに取り組んでいます。 

健康づくり保険課の皆さん  取材の様子  
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～特定健診の受診率向上に向けて～  

 

te 

 

御船町は、長年、特定健診受診率（図 1）

が熊本県平均より高いものの、目標の 65％には

及ばず、例年 45％前後と伸び悩んでいます。ま

た、人工透析率も熊本県内 3 位（令和 2 年 5 月

時点）と高く、国保の医療費が近年増えている

状況です。透析患者の中には、過去に町の健診

を 1 度も受診したことがない方もおり、健診未

受診者への対策強化が必要だと感じています。

特定健診受診者においても、高血糖（ヘモグロ

ビン A1c6.5％以上）や高血圧（Ⅱ度高血圧以上）

の有所見者が増加傾向にあり、生活習慣病の予

防も喫緊の課題となっています。  

 今回は、このような課題に対する取り組みに

ついて、御紹介します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 本町では、2 月に全世帯に対して健診申込書を送付し、7 月上旬に集団健診を土日も

含め、 2 週間程度実施しています。受診できなかった方には、秋の住民健診として、

11 月中旬に 3 日間程度実施しています。  

 令和 2 年 7 月実施時は、新型コロナウイルス感染症の影響で、健診受診者数が例年

と比べ少なく、健診受診率も減少が予想されましたが、秋の住民健診申し込みから、

町のホームページでも申し込みができるように変更したり、未受診者宛ての健診申込

書にホームページの QR コードを載せて誘導する等の対策を実施したため、令和 2 年

度の健診受診率は 43.5％となる見込みです。 

 また、今年度から、個別健診（特定健診）を実施する予定で準備を進めていました

が、医療機関の新型コロナウイルスワクチン接種による業務量増加に伴い、断念しま

した。 

 その他、20～ 39 歳の若者健診も実施しており、最近では、毎年受診する方も増える

等、若い世代への意識付けが進んできたと感じています。人間ドックについては、熊

本市内の 4 機関と契約しており、受診者に対し町からの助成もあることから、例年 500

人を超える多くの方に受診いただいています。 

 歯科健診は、町内委託歯科医院にて実施しており、節目年齢（ 40、 50、 60、70 歳）

の方は、無料で受診できます。  

 

 

保健事業の取り組み 

（図 1）特定健診受診率  
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※各年度実施分結果報告（法定報告）より  
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～特定保健指導と重症化予防～ 

 

te 

 

特定健診未受診者対策～健康づくり地区推進員との連携～ 

 本町では、 7 月に実施する集団健診の未受診者

に対し、健診の重要性を記載した通知（図 2）と

秋の住民健診申込書を送付し、受診勧奨を実施し

ています。 

 また、令和 2 年度からは、7 月の未受診者のう

ち、40、41 歳については、受診率の低い 40 歳代

に対する早期介入対策として、栄養士が個別訪

問、電話による受診勧奨又は問診票の送付を実施

しています。秋の住民健診前には、各行政区の未

受診者のリストを作成し、健康づくり地区推進員

（以下、「推進員」という。）に提供し、未受診者

への受診勧奨を行っていただいています。  

 本町の推進員は、 81 行政区の各区長の推薦に

より各 1 人選出され、町が定期的に開催する健康

に関する研修会に参加してもらいます。まずは、

推進員自身に健康について興味を持ってもらう

ねらいがあります。その後、地区住民に還元する

ため、地区で健康教室を開催する等、健康づくり

に関する取り組みを各々で実施しています。推進

員の任期は 2 年で、これまで多くの方に委嘱していますので、新旧の推進員の方々が、

健康づくりに関する発信者となることを期待しています。現在は、コロナ禍により受

診勧奨や推進員との連携が縮小していますが、工夫をしながら引き続き実施したいと

考えています。  

 その他、健康づくり推進協議会を設置し、行政のみならず、住民、企業、団体等が

一堂に会し、町の現状や医療データについて情報共有、協議する場を設けています。  

 

 

 

 特定健診の結果説明は、令和元年度までは、保

健センターや地区公民館での結果説明会の際に

手渡ししたり、保健センターに取りに来てもらう

等、郵送はしていませんでした。しかし、令和 2

～ 3 年度は新型コロナウイルス感染症の影響に

より、一部郵送にて対応せざるを得ない状況にな

りました。  

 特定保健指導は、例年 8 月に対象者を保健セン

ターにて面談しています。動機付け支援対象者に

ついては、専門職で実施していますが、積極的支

援については、熊本県総合保健センターに委託し

て実施しています。指導未実施者に対しては、専

門職から定期的に電話等で対応しています。  

（図 3）特定保健指導実施率  

（図 2）特定健診のご案内  

61.8 
64.0 

72.7 
67.6 

77.9 

42.4 

50.4 50.1 
52.6 

50.4 

30%

40%

50%

60%

70%

80%

H28 H29 H30 R1 R2

御船町 県平均
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 特定保健指導実施率（図 3）は熊本県平均を上回っていますので、今後は、成果を

出す保健指導をめざし、より効果的な特定保健指導に取り組みたいと考えています。  

 

重症化予防 

 今年度は、特定健診受診結果を基に、ヘモグ

ロビン A1c6.5％以上、Ⅱ度高血圧以上、 LDL-

コレステロール 180 ㎎ /dl 以上、中性脂肪 300

㎎ /dl 以上、eGFR45ml/分未満、尿蛋白 2+以上、

心房細動がある方を対象に、保健師 3 人、栄

養士 4 人で面談による保健指導を実施してい

ます。 

 コロナ禍のため、優先順位の低い対象者に

は、健診結果に保健師によるコメント付きの

健診結果送付書（図 4）、食事記録表を同封し

て郵送しています。その後、対象者から記入し

た食事記録表を返送してもらいます。食事記

録表の内容は専門職で分析し、コメントを記

入し返送しています。また、必要に応じ訪問又

は電話にて対応しています。  

 また、高血糖・高血圧者については、管理台

帳を作成しており、健診未受診者や治療中断

者には、健診の受診勧奨、医療機関への受診勧

奨を実施しています。  

 

 

 

 

健康ポイント事業 

 本町では、令和 3 年度から熊本連携中枢都市圏で

の共同実施による熊本健康ポイント事業（図 5）「熊

本健康アプリ（スマートフォン専用）」に参加しまし

た（スマートフォンを持っていない方は別方法にて

参加可能）。現在、御船町地域包括ケア推進会議（他

部署と連携する庁内会議）において、健康増進を目的

としたイベントを企画・検討しているところです。住

民にイベントに参加してもらうことで、ご自身の健

康に関心を持ち生活習慣の改善につなげる、獲得し

たポイントで賞品に応募するというインセンティブ

があります。 

 まずは、多くの住民に参加・登録してもらえるよう

事業の周知啓発を図り、楽しんで参加できる健康づ

くり事業として定着させたいと考えています。   

健康づくりに関するインセンティブ 

（図 4）保健師によるコメント付き  

健診結果送付書  

（図 5）熊本健康ポイント事業  
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まちの見どころ 

自然のスロープをソリに乗って一気

に駆け抜けるローンスキーは迫力満

点！子どもはもちろん、大人も全力で

楽しめます。  

約 9 千万年前の白亜紀後

期の地層を有し、恐竜が躍

動していた大地でもあった

「恐竜の郷御船町」。  

その生命力と躍動感溢れ

る自然豊かな大地で育まれ

た「御船の逸品」が認定特産

品として数多く販売されて

います。  

「いさぎ」は、熊本弁で元

気・たくさん・とてもを表

し、御船町の風土記では、素

晴らしいという意味を含む

言葉です。  

認定については、他商品

とある程度の優位性が保た

れ、生産者の想いがこもっ

た商品の中で、御船らしさ

や独自性など自信と誇りを

持って発信できるものを認

定しています。  

緑の村  星の森ヴィラ  

緑の村 

吉無田高原の丘の上にそびえる星の

森ヴィラ。全部で 5 棟あるドームハウ

スは、それぞれ趣きの違ったデザイン

が魅力です。  
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 10 月 11 日、熊本県市町村自治会館におい

て、「令和 3 年度第 2 回国保主管課長会議」

を開催し、県内各保険者から国保主管課長等

53 人が出席しました。 

初めに、中山常務理事が「国保総合システ

ムの令和6年度更改に係る国庫補助獲得のた

めの要請活動を国保中央会と全国国保連合

会とともに行ってきたところ、厚生労働省の

令和4年度予算概算要求において、54億円の

国庫補助が計上されるに至りました。保険者

からも国に対し声を届けていただいたおかげであり、お礼申し上げます。また、本会の昨

今の動きとして、ワクチン接種に係る支払事務を行っており、職員一丸となって対応して

いるところです。更に、先ごろ、厚生労働省から3回目の追加接種について、全国の国保連

合会に対し協力依頼がありました。引き続き県及び市町村と連携しながら、迅速かつ適切

に対応して参ります。最後に、本会は今年で設立80周年を迎えました。今後、更に保険者

の皆様のお役に立てるよう努力いたします。」と挨拶しました。 

 続いて、各担当課長から次の項目について説明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加保険者からの質問】 

Ｑ.令和4年度保険者努力支援制度交付金における第三者求償の取組評価分の見直しにつ

いて、第三者求償研修に出席できなかった場合、後日、研修の録画を視聴することで評

価対象となるか。 

 Ａ．熊本県を経由し厚生労働省に確認したところ、評価対象となるとの回答を得ています。 

【総務課】 

◆令和4年度負担金、審査支払手数料等について  

【情報システム課】 

◆保険者へのレセプトデータ提供について  

◆保険者ファイアウォール（国保及び介護）の機器更改について  

【保健事業支援課】 

◆広報事業について  

◆第 25 回熊本県国保地域医療学会の開催について  

【医科審査課】 

 ◆柔道整復療養費審査委員会面接確認委員会の設置について 

◆あはき療養費審査支払業務について 

◆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 

【求償対策推進課】 

◆第三者行為求償事務の取組強化について  

【支払調整課】 

◆オンライン資格確認による振替・分割の開始について 
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9 月 16 日、「令和 3 年度国保・保健主管課長・担当者合同研修会」を、Zoom によるオン

ラインにて開催し、県内各保険者の国保及び保健主管課等の課長及び関係職員、熊本県、

熊本県後期高齢者医療広域連合の担当者等 262 人の申し込みがありました。 

熊本県において、内臓脂肪症候群該当者及び予備群が年々増加していることに加えて、

HbA1c6.5％以上者は全国 4 位と上位に位置していることから、今回は熊本県の健康課題で

ある「肥満」をテーマに、肥満がもたらす影響を認識し、最新の知見を踏まえた保健指導

の介入のポイントを学ぶことで、今後の保健活動の展開に繋げていくことを目的に、本研

修会を開催しました。 

 

【講演】（要旨） 

「新たにわかってきた肥満症のメカニズムと 

効果的な予防対策」 

琉球大学大学院医学研究科 教授 益崎 裕章 氏 

 

 益崎氏は、まず肥満は決して特殊な疾患では

なく、生活習慣の小さなずれの積み重ねで起こ

ることに加え、日本人をはじめ東アジア人は、元

来、欧米人と比較して皮下脂肪を貯められない

という特徴があることを紹介。エネルギーの備

蓄が目的の皮下脂肪と異なり、免疫的な働きが

主である内臓脂肪にカロリー過剰で脂肪が貯ま

ると、血管内皮機能障害による心血管病、脳萎縮

による認知症など多臓器にも影響がでることを

強調された。 

また、内臓脂肪が蓄積する因子としては、動物性脂肪の過剰摂取やスナック菓子に多く

含まれる異性化糖、運動不足、閉経、間食、不規則な生活、ストレス等があり、生活や食

習慣の乱れが長年続くと、BMI や肥満度が高くなくても、内臓脂肪肥満を引き起こし、生

活習慣病の発症につながってしまう。そのメカニズムについて、沖縄県が長寿県から糖尿

病の年齢調整死亡率男性ワースト 1 位に転落した過程を例に詳述された。 

更に、長年の研究結果で解明された、「なぜ、Ⅱ型糖尿病や肥満の人は運動嫌いの人が多
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いのか」ということについても、動物性脂肪の過剰摂取が脳の報酬系に影響を及ぼし、い

くら食べても満腹感が得られない、運動する気がなくなるという悪循環を引き起こした上、

血糖値が上昇し糖尿病の発症につながることや、脳の神経核である扁桃体の大小によって

保健指導後の行動変容が左右されている旨を説明された。 

そのため、指導のポイントとしては、その人を意志が弱いと責めたりせず、メカニズム

ベースで話すことで、改善する未来があり説得力があることや、どの時間に何を食べるの

かという「時間栄養学」の視点での介入が有効であると述べられた。 

また、最近の研究で明らかになった、玄米に含まれているオリザノールは、動物性脂肪

に対する依存性を緩和する効果や血糖値を下げる効果、うつや認知機能の改善、アルコー

ル依存への効果等、薬のような食品であると推奨された。 

運動については、運動で痩せることは難しくても、継続的に行うことで食欲制御や認知

症、血糖コントロール、うつにも効果があることがわかっているため、30 分に 1 回、3 分

立つだけでも効果があることから、まずは、座る時間を減らすことから始めていただきた

いと述べ、益崎氏本人が実践されているスクワットについても紹介された。 

最後に、「一人ひとりの状況に合わせて個別に問題点を改善する必要があり、それは保健

師等の専門職の力が必要となる。沖縄のような状況が熊本でも起こらないように、予防活

動にご尽力いただきたい。」と述べ研修会を締めくくられた。 

参加者からは、「エビデンスに基づいた肥満のメカニズムと効果的な予防方法で、興味深

く聞くことができた」、「対象者の体の中で何が起こっているのかを理解し、食生活を把握

したうえで、対象者と一緒に目標を立て個別性のある保健指導につなげていきたいと感じ

た」、「自身の食生活や運動習慣を見直すいい機会となり、家族等にも広めていきたい」等

の感想が寄せられた。 
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9 月 21 日、熊本県保険者協議会主催のもと「令和 3 年度特定保健指導担当者研修会」を

Zoom によるオンラインにて開催し、熊本県内の医療保険者や保健指導機関の保健師、看護

師、管理栄養士等 336 人の申し込みがありました。 

 熊本県は、HbA1c8.4％以上者について全国 5 位と上位に位置しており、糖尿病性腎症に

よる人工透析の患者割合も増加傾向にあることから、今回は血糖値の変動のメカニズムを

学ぶとともに「時間栄養学」を活用した保健指導の実際を学ぶことで、今後の効果的・効

率的な保健指導の実践につなげることを目的に開催しました。  

 

【講演】（要旨） 

血糖値の変動を抑える食べ方・動き方 

熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 部長 西田 健朗 氏 

 

 西田氏はまず、血糖値が変動するメカニズムについて説明。

食後血糖値が高値であるほど動脈硬化を促進し、心筋梗塞等発

症リスクが上昇することを研究結果をもとに解説された。 

 血糖変動を抑えるための方法としては、食事や運動が大変重

要であり、食事においては、食事の速さや順番も血糖変動に影

響することから、ゆっくり食べるために箸置きを活用すること

や、最初に野菜から食べることが効果的であること、運動につ

いては、1 日の中で食事量が最も多い食後 1 時間以内に開始す

ること、スクワット等の強度の強い運動を行うことも血糖の変動を抑えるために有効であ

ると説明し、血糖変動を記録し「見える化」することで、患者自身に意識してもらうこと、

スタッフが共感を持って患者に接することで、患者自身の自己効力感を支援し、行動変容

につながると述べられた。 

 さらに、糖尿病の発症に影響する因子の中で、遺伝も大きな発症要因となることから、

糖尿病治療中のご家族に対する啓発も発症予防につながると付け加えられた。 

 最後に、「健康な人と変わらない人生を送っていただくことが、糖尿病患者に対する治療

や指導の最終的な目標である。血糖変動を抑える方法は色々あるので、多くの引き出しの

中から患者に合った方法を見つけて、一緒に取り組んでいただきたい。」と、締めくくられ

た。 

 参加者からは、「食べ方・運動などの説明がとてもわかりやすかった。保健指導や栄養相
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談の際も、今回の講話を参考に、対象者のやる気が出るような指導を行っていきたい」、「本

日の研修で、結果を急がず本人のペースを大切にする取り組みで進めていくことが、モチ

ベーション維持にも大切だと感じた」等の感想が寄せられた。 

 

【活動報告】 

『時間栄養学』を活用した効果のでる保健指導 

熊本県総合保健センター 管理栄養士 堀川 善恵 氏 

 

 堀川氏は、まず時間栄養学の導入のきっかけとして、特定

保健指導が開始され 10 年以上経過し、保健指導対象者のリピ

ーターが増えたことや、指導を行うスタッフも増え、指導時

間や内容が標準化されていなかったこと等から、指導内容の

標準化、指導方法の評価をし、効果的・効率的な保健指導を

行うことを目的に時間栄養学を導入したことを紹介。 

 次に、時間栄養学とは、既存の「何をどれだけ食べたのか」

という栄養学に、「いつ食べるのか」という時間の概念を取り

入れた栄養学である。体内時計は約 24.5 時間であり、1 日 24 時間とずれていることから、

そのずれを朝の光や食事・運動でリセットする方法を紹介された。体内時計に合わせた食

べ方の例として、朝食は炭水化物とたんぱく質をセットで食べること、昼食から夕食まで

8 時間以上空く場合は、夕方に補食（炭水化物）をとり夕食が遅くなっても食事は抜かず、

量を減らし食べること、間食は午後 3 時頃が最も脂肪に変わりにくいため午後 4 時までに

食べることを勧められた。 

 また、時間栄養学を活用した保健指導の好事例として、体内時計に合わせ食生活の見直

しや運動を取り入れた生活習慣の改善により、体調の変化や検査データが改善したことを

報告された。 

 最後に、「指導者は実践者になることで対象者に伝わることもあると思うので、ぜひ、時

間栄養学に沿った暮らし方をしていただき、体調を整え、保健指導に活かしていただきた

い。」と述べられた。 

 参加者からは、「まずは自分が体感してみることが大事。生活の中に取り入れて、ベスト

体調になれば、実体験を基に指導できる」、「リピーターが多く、体重が減少する対象者も

少なく悩んでいた。ぜひ時間栄養学を取り入れた指導を実践したい」等の感想が寄せられ

た。 
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◆8/31 令和 3 年度介護給付適正化保険者支援に係る説明会 

 適正化情報、システムの機能拡充を説明 
 

 標記説明会をオンラインにて開催し、40 市町村から介護保険担当者 51 人の参加があり

ました。 

 本説明会は、市町村の担当者が本会から提供する適正化情報をより

効果的に活用していただけるよう、本会の支援の内容や具体的な活用

方法を説明し、円滑な事業運営に繋げることを目的に開催していま

す。 

 今年度は、「医療情報突合」、「縦覧点検」、「給付実績」に関する適正

化情報の説明に加えて、令和 3 年 4 月報酬改定に係るシステムの機能

拡充について説明しました。 

 参加者からは「帳票の見方や確認する項目がわからない部分がありま

したが、理解できました」等の御意見があり、オンラインによる開催に

ついても、アンケート結果から音声や映像に支障もなく好評でした。 

                                         

 

◆9/8 令和 3 年度レセプト点検研修会 

 レセプト二次点検の要点を説明 
 

 標記研修会をオンラインにて開催し、県内保険者

及び後期高齢者医療広域連合のレセプト点検員など

30 保険者から 60 人の参加がありました。 

 本研修会は、保険者及び後期高齢者医療広域連合

が行うレセプト点検事務の支援として、本会業務計

画に基づき毎年開催しています。 

 初めに、緒方審査管理課長が「昨今の審査を取り巻 

く状況として、審査支払機関に対し、コンピュータチ 

ェックの統一、審査基準の統一、自動レポーティング 

機能による差異の見える化の 3 つの観点から、審査結

果の不合理な差異の解消に向けた取り組み等が取り上げられている。本会としても、時代

の変化に的確に対応しつつ、審査業務の充実、一次審査の強化等、さらなる保険者支援に

努めていく。この研修会が、皆様方の知識向上に繋がり、日々の業務にお役立ていただけ

れば幸いである。」と挨拶しました。 

 続いて、レセプト二次点検の要点、留意事項等について、医科担当職員は事前に受け付

けた質問事項に係る回答を中心に、調剤担当職員は事例を中心に説明しました。 

 

  

国保連合会 News!! 
国保くまもと Vol.249（2021 年 11 月号） 

 

蓑田係長 

中尾主任 

（調剤担当） 

西坂主任 

（医科担当） 
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◆9/28 令和 3 年度第 2 回広報委員会 

 令和 4 年度事業計画などを協議 
 広報委員 14 人（保険者代表・熊本県・国保連合会）出席のもと「令和 3 年度第 2 回広

報委員会」をオンラインにて開催しました。 

 委員会では、今村委員長（熊本市国保年金課長）の進行のもと、事務局からの提案事

項について協議を行い、原案どおり了承されました。 

 

 

 

 

【広報共同事業】 

①CM 放送等の実施 

・テレビ、ラジオ、YouTube での放送について 

・スチール写真（くまモン）の利用について 

②広報用ポスター及び卓上 POP 作成及び配付について 

・配付数希望調査の結果報告 

③令和 3 年度広報共同事業負担金について 

・各保険者別負担金と請求時期について 

 

【広報事業】 

①WEB 版広報「国保くまもと」 

・Vol.246（2021 年 5 月）、Vol.247（2021 年 7 月）、Vol.248（2021 年 9 月） 

・令和 3 年 10 月に、アンケートを実施することを決定。 

・「保険者を訪ねて」の今後の掲載予定が決定。 

②統計資料の掲載 

③国保新聞の配付 

④健康まつり等に支援 

 

 

 

 

 令和 4 年度の広報共同事業並びに広報事業計画について、協議を行い、次のとおり決定

しました。 

【広報共同事業】 

①CM 放送等の実施 

・現在の CM 素材（くまモン）を引き続き利用する。 

・放送時期は、令和 4 年 4 月から令和 5 年 3 月まで。 

・テレビ放送の時間帯については、令和 3 年度同様の時間帯（7:00～8:30、19:00～22:00、

土日 12:00～14:00）を基本に実施。 

・ラジオ放送は年間 100 本程度（FMK・RKK）。 

・YouTube において、素材 3 種類を、5 月～10 月の 6 か月間放送。 

・特定健診の更なる受診促進に向け、新たな視点での広報企画案を広告代理店から募る。 

②ポスター及び卓上 POP 配付 

・現在使用している 3 種類のポスター及び卓上 POP については、令和 4 年度に追加配付

希望調査を実施し、在庫の範囲内で配付する。 

令和 3 年度広報共同事業並びに広報事業実施状況報告  

 

令和 4 年度広報共同事業並びに広報事業計画  
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③広報共同事業に係るアンケート調査を実施 

④令和 4 年度広報共同事業負担金 

・令和 3 年度と同様の 1,080 万円とする。 

 

【広報事業】 

①WEB 版広報「国保くまもと」 

・「楽楽★すこやかレシピ」は、令和 4 年度も引き続き掲載する。 

②統計資料の作成 

③国保新聞の配付 

④健康まつり等に支援 
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ジャレド・ダイアモンドのベストセラー「銃・

病原菌・鉄」の中に、「人類の歴史は感染症と

の戦いの歴史でもある」という記述がある。 

 古くは 14 世紀ヨーロッパのペスト。ペスト

は中央アジア起源の感染症とされ、東西交易ル

ートによってヨーロッパに持ち込まれた。致死

率は 90％、当時の世界人口（4 億 5000 万人）

の 22％、約 1 億人が死亡した。 

 直近のパンデミックは 1918年〜1920年に大

流行した「スペイン風邪」である。今日ではこ

れはインフルエンザであったことが確認され

ているが、電子顕微鏡のない当時、人類は病原

体を発見することができず、有効な治療法のな

いまま、当時の世界人口約 17 億人のうち 5 億

人が感染し、死者は 1500-5000 万人と推計され

ている。 

 感染症との戦いで人間ができることは、実は

今も昔も変わらない。感染症の特性によって違

いはあっても、いつの時代も基本的にやること、

やれることは同じである。「罹患者の隔離」、「感

染経路の遮断」、そして「治療薬」である。 

 長い間人類はこの 3 番目の対策なしで戦っ

てきた。現代になってようやく人類は「科学と

医療」という武器を手に感染症と戦えるように

なったのである。かつて国民病であった結核に

日本人が勝利したのは BCG ワクチンのおかげ

であり、予防接種の普及で我々は多くの伝染病

から身を守ることができるようになったので

ある。 

 Covid-19 禍から見えてきたことはたくさん

ある。そもそも感染症（伝染病）対策の本質は

「社会防衛」である。感染症法の体系は基本的

に「危機体系」であり、感染症による程度の差

はあれ、感染症医療は平時の医療体系とは別の

体系で動く。感染症対策はそれ自体予防から治

療までの一貫した体系であり、指定感染症に罹

患した患者は全て保健所（公衆衛生施策）の管

理下に入り、全ての感染情報は保健所に集約さ

れ、必要に応じて罹患者の隔離・治療が行われ

る（感染症サーベイランス・感染症専用病床へ

の隔離入院・公費による治療）。つまり患者は

通常診療（＝保険診療）から切り離されること

になる。 

 平時において一般の病院・診療所は感染症対

策の体系に組み込まれていないし、医療機関の

意識の上でも感染症は別体系の医療である。法

制上も一般の医療機関に感染症対応を「強制」

するスキームはない。 

 通常の、というか平時の感染症対応であれば、

これで対応できる。しかしながら、今回のよう

なパンデミックが起こったら、このシステムは

その負荷に耐えられない。平時において感染症

  こくほ随想 

コロナという「健康危機」 

国保くまもと Vol.249（2021年 11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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対策（予防も含め）に割かれている医療リソー

スは限定的であり、国民皆保険制度の下、医療

は一義的には一般診療（保険診療）で対応され

ている。そんな中で、今回のような感染爆発に

よる医療ニーズの急増に対して、通常医療とは

別体系の感染症体系だけで対応することは不

可能である。 

 パンデミック＝健康危機＝危機管理という

観点からすれば、使える医療リソースは（パン

デミックのステージに応じて）機動的・集中的

に動員・投入しないといけない。その意味では

パンデミックは大規模災害、「有事」である。

しかも非常事態が長期かつ広範囲、繰り返し続

いていつ終わるかわからない災害である。 

 阪神淡路大震災を教訓に、日本の医療界は

DMAT という災害時医療派遣システムを作った。

パンデミックになったといって医療リソース

が急に増えるわけでもどこからか湧いて出て

くるわけでもない。私たちは今あるリソースで

戦うしかない。 

 今、病院から溢れる在宅の感染者を支えるた

めに多くの在宅医達が地域でコロナと戦って

いる。ぜひ全ての医療機関、医療に関わる人が

団結・協力して戦線に参加し、この危機に立ち

向かってくれることを切に望む。 

（記事提供 社会保険出版社）
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今回と次回、2 回に分けて「地方再生—地

域の自立」について考えてみたいと思う。 

面白い話を一つ紹介する。フランスの片

田舎での出来事である。とある働き者のパ

ン屋が罰金を食らった。理由は「週７日休ま

ず店を開けていた」から。働きすぎの罰金で

ある。冗談ではない。本当にあった話である。 

フランスでは、伝統的に商店は日曜と月

曜が休みとなる。パリ市内でも観光客が集

まるような場所は別として、普通の市民が

暮らす地域では日曜と月曜、商店は原則開

いていない。（ただし例外があって、パン屋

だけは輪番でどこかの店が月曜に店を開け

ることになっている。こういうのも面白い

ところである。先程のパン屋はこのルール

を守らなかった、ということなのだろう

（笑）。）   

商店は、開店日と営業時間を示した看板

を入り口に掲示しなければならない決まり

になっていて、「ouvert Mardi à Samedi, 

11h a 19h」（開店日は火曜から土曜、11 時

から 19 時）といった具合で入り口の扉に看

板がぶら下がっている。 

Monoprix とか Franprix といったスー

パーマーケットも例外ではない。なので、地

方都市に行くと日曜・月曜は本当にどこも

開いていない。カフェ・レストランの類も開

いていないので下手をするとランチもディ

ナーも食べ損なう。 

もう一つ。日本には「商店街」というのが

ある。ヨーロッパの都市にも商店が集まっ

ている「繁華街」はあるのだが、日本の商店

街とはお店の構成が違うというか、ちょっ

と様子が違う。食料品、肉や野菜やチーズと

いった毎日の食材 daily foods は、町の中

心にある広場に定期的（週２〜３回）に立つ

市場 marché で買う、というのが今でも（特

に地方都市では）市民の普通の生活様式に

なっている。 

で、この marché、単なる買い物の場では

ない。買い物客の様子を見ていると、marché 

というのはそれ自体が社交の場であり、お

店の主人や客同士が会話を楽しむ場であり、

人と人との出会いを楽しむ場であり、言っ

てみれば「市民の日常生活の構成要素の一

部」なのである。実際、marché を歩いてそ

こで買い物をしている市民の様子を見れば、

そのことがよくわかる。子供の頃の「商店街」

というのはこんな感じだったように記憶す

る。人々が集う場所、というのはそういうも

のなのだろうと思う。 

余談だが、ヨーロッパでも近代になると

  こくほ随想 

地方再生 —地域の自立について考える（上） 

国保くまもと Vol.249（2021年 11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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大きな都市を中心に屋根付きの常設の市場

が登場し、今日では土日や深夜も開けてい

る大資本のスーパーやコンビニエンススト

アも登場するようになった。私は東京生ま

れ東京育ちなので実感としてよくわかるが、

大都会に住む人たちの時間の流れ、生活の

リズムはどんどんはやく、忙しく、効率的に、

そして「24 時間化」していく。東京だって

昔は深夜に開いている店なんてほとんどな

かった。 

人の生活が変われば、町の姿も、商店もそ

れに合わせて変わっていく。最近ではヨー

ロッパの地方都市でも（特に観光地などで

は）土日も開けている都会の大型スーパー

が進出しているのを見かける。これも世の

中の流れなのかもしれないのだが、それで

も、パリやロンドンといった大都市でも、大

手スーパーに伍してまだ個人営業の小さな

商店、カフェやパブがあり、定期的に立つ 

marché が町のあちこちにあって、地域住民

たちの生活を支え、そしてしっかり賑わっ

ている。 

何が言いたいかというと、町というのは

人々の生活の場であり、地域社会—そこに住

む人々によって構成される「コミュニティ」

—にはそこに住んでいる人の生活のリズム、

時間の流れ、空間の広がり、サイズというも

のがある。なので、町というものは、そこに

住む人にとって等身大、身の丈に合ったも

のになっていないといけないのではないだ

ろうか。そのことを感じさせる経験を在外

生活中にした。その話は次回に。  

（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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 目指そう 8020！  

 「8020 運動」聞かれたことがあるかと思います。これは、1989（平成元）年より厚生省

（当時）と日本歯科医師会が推進している「80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保とう」

という運動です。20 本以上の歯があれば、食生活にほぼ満足することができると言われて

います。そのため「生涯、自分の歯で食べる楽しみを味わえるように」との願いを込めて

この運動が始まりました。楽しく充実した食生活を送り続けるためには、妊産婦を含めて

生まれてから亡くなるまでの全てのライフステージで健康な歯を保つことが大切です。 

 そして「8020 運動」がスタートして 30 年以上経ち、スタート時は 80 歳で 20 本以上自

分の歯を保っている人の割合は 7%程度でしたが、2016（平成 28）年に発表された歯科疾患

実態調査の結果により、50%を超えたことが明らかになりました。これにはいくつかの要因

があると考えられます。歯科医師が患者の歯を残す努力を続けたことに加えて、国民の歯

の健康に対する意識も高まりました。 

 さて、皆さんはお口の中に歯が何本ありますか。何でも問題なくかめていますか。 

 図１にあるように「何で

もかんで食べることができ

る人」は、年齢とともに減

少しています。同じように、

「20 歯以上を持つ人」の割

合も減少しています。この

グラフからもわかるよう

に、20歯以上の歯があると、

かむことに困る事がほとん

どないのです。 

国保くまもと Vol.249（2021 年 11 月号） 

8020 運動と健康寿命 

熊本県歯科医師会理事  

髙水間 奨 

 

 

第４回 
全 12 回 

  

出典： 厚生労働省平成16年国民健康・ 栄養調査報告大４ 部生活習慣調査の結果

何でもかんで食べる事ができる

2 0歯以上を持つ人の割合

年齢階級1 5 -1 9          2 0 -2 9         3 0 -3 9          4 0 -4 9          5 0 -5 9         6 0 -6 9          7 0 -

100%

80%

60%

40%

20%

0%

「 何でもかんで食べることができる人」 と 「 20歯以上を持つ人」 の割合（ 図１ ）
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 伸ばそう健康寿命！  

 「健康寿命」という言葉を聞いた事があるでしょうか。WHO が提唱した新しい指標で、平

均寿命から寝たきりや認知症などの介護状態の期間を差し引いた期間、生まれてから自立

して元気に生活できる期間のことをいいます。 

 2016 年の健康寿命は男性が 72.14 歳、女性が 74.79 歳。平均寿命(男性 80.98 歳、女性

87.14 歳)との差は、男性で約 9 年、女性で約 12 年ありました。この期間は寝たきりなど

で生活の質の低下を招

くことが多く、医療費

や介護費もかかりま

す。平均寿命の延びを

健康寿命の延びが上回

れば、この期間を短く

することができます。  

 歯が健康で残ってい

る歯数が多いほど年間

医科医療費が少ないと

いう調査結果がありま

す。残っている歯数が

0-4 本の人は、20 本以

上ある人に比べ、年間

医科医療費が 19 万円

高いという結果がでま

した。（図２） 

 

 また、自分の歯が多く保たれている人は、寿命が長いだけでなく、健康寿命が長く、要

介護でいる期間が短いという結果が出ました。（図３） 

≧2
0本

1 0
-1

9本

1 -
9本 0本

男性 女性

健康寿命 要介護度２ 以上でいる期間

≧2
0本

10
-1

9本

1 -
9本 0本

M atsuyam a Y .  et a l.  Journa l o f  Denta l Research 2 0 1 7

1 3 5 0

1 3 0 0

1 2 5 0

1 2 0 0

追
跡
日
数

歯の本数と健康寿命・ 要介護でいる期間の関連（ 図３ ）
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 これらのことから、歯の健康を保つことが、医療費の削減、健康寿命の延伸と要介護で

いる期間の短縮に寄与する可能性があります。 

 愛知県知多半島の 65 歳以上の住民を 3～4 年間追跡した研究において、歯が多く残って

いる人や、歯が少なくても義歯等を入れている人では、歯が少ない人また義歯を入れてい

ない人と比較して、年齢、治療中の病気や生活習慣などの影響を取り除いても、その後に

認知症発症や転倒する危険性が低いということがわかってきています。図４は、歯の状態

や入れ歯の使用状態と認知症になっている人の割合を示しています。これによると歯を失

い入れ歯を使用していない場合、歯が 20 歯以上残っている人や歯がほとんどなくても入れ

歯によりかみ合わせが回復している人と比較して、認知症の発症リスクが最大 1.85 倍にな

るということを示しています。また、図５では、歯が 19 歯以下で入れ歯を使用していない

人は、20 歯以上保有している人と比較し、転倒するリスクが 2.5 倍になることが示されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 兵庫県香美町の報告では、2011（平成 23）年に 80 歳全員の調査をしており、8020 を達

成している 80 歳の方が 1992（平成 4）年からの 20 年間で約 3 倍になっていたそうです。

このような 80 歳の方々において、自家用車に乗っている割合や携帯電話を保有している割

合は 8020 達成者の方が高いという結果も出されています。つまり元気な高齢者でいるに

は、できるだけ自分の歯を保有することが秘訣となりそうです。しかし万が一歯を失って

もしっかり入れ歯を使えば、あらゆる機能は維持されます。 

 以上のように、歯の多い人ほど、またはすでに自分の歯を喪失しても入れ歯等で口腔機

能を回復できている高齢者は認知症になりにくく、転倒も少ないという疫学結果がわかっ

てきています。歯が多く残っていることや、すでに喪失していても入れ歯等で口腔機能を

維持することは要介護になりやすい疾患を予防し、健康寿命を延伸する可能性があると思

われます。 
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 歯科健診を受けよう！   

 日本歯科医師会は 2018(平成 30)年、歯科医療に関する意識調査を行いました。その中で

過去の歯の健診や治療に対する後悔について質問しました。 

 「これまでの人生を振り返って、もっと早くから、歯の健診や治療をしておけばよかっ

たと思いますか」という設問に対して、「そう思う」が 41.5%、「ややそう思う」が 34.2%で

合わせて 75%以上、およそ 4 人に 3 人が「そう思う」と回答しました。 

 女性は男性より後悔している傾向が強く、20 代以上で「そう思う」人（そう思う+ややそ

う思う）は 70%を超え、なかでも 40〜60 代は 80%を超えました。一方、男性は 40 代以上で

70%を超えています。40 代以降になると男女を問わず多くの人が、もっと若いころから歯

の健康を意識していればよかったと思うようです。 

 私たちの生命活動は、言うまでもなく食べることによって支えられています。食べるた

めに無くてはならない器官が“歯”。ところが、歯の寿命は、長くなった平均寿命に追いつ

いていません。 

 では、歯を失う原因は何でしょう？それは、むし歯と歯周病です。むし歯が 29.2%、歯周

病が 37.1%と、２つ合わせて 66.3%と全体のほぼ 2/3 をしめています。（図６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う 蝕
29 .2 %

不明
1 .4 %

矯正
1 .9 %

埋伏歯
5 .0 %

歯周病
3 7 .1 %

破折
1 7 .8 %

その他
7 .6 %

第2回 永久歯の抜歯原因調査報告書 東京:  8 0 2 0推進財団;  2 0 1 8

歯を失う 原因（ 図６ ）
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 むし歯と歯周病は、自然治癒しません。早期発見、早期治療、そして予防が大切です。

歯みがきをしていても、落としきれない歯の汚れなどによって、むし歯や歯周病になるリ

スクが高まります。また気づかないうちに歯に問題が発生しているかもしれません。それ

らを早期に対処するために、かかりつけ歯科医師をもち、定期的に歯科健診を受けましょ

う。 

 コロナ禍にあり、歯科受診を控えられている方もいらっしゃるかと思います。しかし、

お口の中に炎症（歯周病）があると、ウイルスが体の中に入りやすくなります。 

 歯科は、コロナ禍以前から感染症対策を行っておりますし、コロナ禍において更に対策

を強化して診療しておりますので、安心して歯科受診してください（5 月号の「コロナ禍に

おける歯科受診と感染対策」参照）。 

 

 健康長寿は“歯”から！  

 人生 100 年時代といわれるようになりました。お口の健康は全身の健康に繋がります。

普段のセルフケアと定期的な歯科健診で「8020」を目指し、健康寿命を伸ばし豊かな生活

を送っていただきたいと願っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール 

髙水間 奨（こうずま つとむ） 

【現職】 令和 元年 6 月 熊本県歯科医師会地域保健担当理事 

【職歴】 平成 27 年 6 月 熊本県歯科医師会地域保健委員会 委員 

     平成 29 年 6 月 熊本県歯科医師会地域保健委員会 副委員長 
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栄養価（１人分） 

エネルギー       234kcal 

たんぱく質       18.9g 

脂質              8.8g 

炭水化物         18.2g 

食塩相当量        0.6g 

材料（４人分） 

鮭切り身                         4 切（1 切 60g～70g） 

塩                               少々 

こしょう                         少々 

小麦粉                           大さじ 2 

無塩バター                       大さじ 2 

みそ                             大さじ２ 

砂糖                             小さじ１ 

みりん                           小さじ２ 

酒                               大さじ 1 

カット白菜                       1 パック（200ｇ程度） 

カット野菜（もやし、きのこ入）   1 パック（200ｇ程度） 

玉ねぎ                           大 1/2 個 

人参                             中 1/3 本 

こねぎ                           少々 

 

 

 

ヘルシー食材 

鮭 

 

 秋から冬にかけてとれる鮭は、高たん

ぱく質で低脂肪のヘルシーな食材です。

血液をさらさらにし、血栓の生成を抑え

る EPA（エイコサペンタエン酸）や抗酸

化パワーのあるアスタキサンチン、カル

シウムの吸収を助ける働きのあるビタ

ミン D などが含まれ、生活習慣病や骨

粗鬆症の予防につながります。 

 元々は、北海道石狩地方の郷土料理で

すが、最近はアウトドア料理としても親

しまれている「鮭のちゃんちゃん焼き」。 

 是非！ちゃちゃっと作ってみてはい

かがですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みそダレ 

（１）鮭は、塩、こしょうで味付けし、小麦粉をはたく。 

（２）玉ねぎ、人参は、食べやすい大きさの千切りにする。 

（カット野菜は、洗わずそのまま使用できるため下処理は不要。） 

（３）フライパンを熱し、バターを溶かす。 

（４）（３）に（１）の鮭を入れて焼く。 

（５）鮭に焼き色がついたら（２）の材料とみそダレをフライパンに入れて蒸し

焼きにする。 

（６）野菜に火が通り、みそダレの味がなじんだら、皿に盛り、小口切りにした

こねぎを振りかけてできあがり！ 

鮭のちゃんちゃん焼き 

国保くまもと Vol.249（2021年 11月号）  

）  

提供：（公社）熊本県栄養士会 

カット野菜は、玉ねぎ、人参が入って

いるものを使用すると、さらに時間短

縮できます。一皿で栄養たっぷりのお

かずにお腹も満たされます。もちろん

冷蔵庫にある野菜でも作れます。旬の

お野菜と共に味わってください。 

第 10 回 

 

 
今回のテーマは、 

忙しい人へ 
  フライパンひとつで簡単に栄養満点！

食材マメ知識 

管理栄養士 田中 教子 

  （公社）熊本県栄養士会 

      福祉事業部 会員 

  介護老人保健施設 太陽 勤務 
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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。 

今回は宇土市と国保連合会です！ 

 

宇土市 市民保険課 国保年金係  林田
はやしだ

 霞
かすみ

 さん 

➊ 月報や第三者行為、保健事業などを担当しています。まだまだ勉強

不足で分からないことも多いですが、先輩方に助けてもらいながら

日々業務を行っています。市民の方と関わることも多いので、少し

でも分かりやすく手続きに来てよかったと思っていただけるような

ご案内ができるよう心掛けています。 

➋ 韓ドラを見ることにハマっています。日本とは違う文化や、美味し

そうな食べ物を見ていると、自分も 

韓国へ行った気分になれます。 

➌ 宇土市は、網田ネーブル、アサリ、海苔、小袖餅など美味

しいものがたくさんあります。また、日本の夕陽百選にも

選ばれた御輿来海岸も有名です。潮がひいたときに見れ

る三日月形の模様がとても綺麗です。 

国保くまもと Vol.249（2021 年 11 月号） 

Part10

３ 

国保のＷＡ
輪

 

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 

国保連合会 医科審査課 医科一係  坂本
さかもと

 奈那
な な

恵
え

 さん 

➊ 国保連合会に入職して、保険診療上適切な医療行為や医療費がどのような仕組みで計算され

ているかなどを学ぶことができて日々充実しています。まだすべての業務を理解していない

ですが、周囲の先輩は優しく分かりやすい指導があるため、 

早く成長していきたいです。 

➋ 趣味は友達とＳＮＳなどでカフェや美味しいものみつけて

食べに行くことです。最近はコロナで行けないため、Ｎｅ

ｔｆｌｉｘで映画やドラマを見ることにはまっています。 

➌ 熊本市は熊本城や江津湖、金峰山など緑豊かで新幹線も通

っていて利便性が高いです。カフェやレストランなどの飲

食店が多く、美味しい食べ物がたくさんあります。熊本市

に来た際には熊本グルメを堪能してください。 
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