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 令和 4 年の新春を迎えるにあたり、謹んで年頭のごあいさつを申し上げます。 

 保険者の皆様には、日頃から本会の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。 

 ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症については昨年も感染拡大が続き、県内に

おいても医療提供体制がひっ迫するなど、一時は危機的状況に直面しましたが、皆様の基

本的な感染対策やワクチン接種などにより新規感染者数は減少に転じ、昨年の年頭と比較

しましても感染は落ち着いている状況です。医療従事者並びに保険者の皆様をはじめ感染

症対策の最前線で多大なるご尽力をいただいているすべての皆様に、深く敬意を表する次

第でございます。 

 さて、近年の国保を取り巻く環境は、急速な少子高齢化の進展に伴う年齢構成の高齢化

や、加入者数の減少など構造的な問題に加え、医療の高度化による医療費の増加や、新型

コロナウイルス感染症の影響による保険料（税）の減免など、更に厳しい財政運営が続い

ている状況です。 

 このような中、国においては、すべての世代が安心して生活できる「全世代型社会保障

制度」の確立をめざし、様々な改革を進めているところです。 

昨年 6 月に成立した健康保険法等の一部を改正する法律には、後期高齢者医療制度の窓

口負担割合の見直しや、子ども子育て支援の拡充に加え、保健事業における健診情報等の

活用促進などが盛り込まれ、本年 4 月より順次施行されます。 

また、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、住まい・医療・介護・予防・生

活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現することとされており、

保険者である市町村の取組への支援など、本会においてもその役割と責任を果たしていく

ことが強く求められております。 

 一方、本会の基幹業務である、審査支払業務については、昨年 3 月に厚生労働省・支払

基金・国保中央会の三者で策定した「審査支払機能に関する改革工程表」に基づき、国保

総合システムのクラウド化や、支払基金との審査基準の統一化及びシステムの共同利用に

よる整合性及び効率性の実現に向け、国保中央会や全国の国保連合会と連携し取り組んで

まいります。 

 本年も、保険者の皆様をはじめ、関係機関の皆様方から信頼され期待される組織として、

円滑な事業の推進に取り組んでまいりますので、より一層のご支援、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 結びに、新しい年が、コロナ禍を乗り越えて皆様が健やかに、明るく希望に満ちた素晴

らしい一年となりますことを心から祈念申し上げまして、新年のごあいさつといたします。 
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人   口  3,356 人  

国保被保険者数  737 人  

後期高齢者数  597 人  

世  帯  数  1,204 世帯  

  国保世帯数  464 世帯  

  

医療機関等数  

  

医科  0 機関  

歯科  0 機関  

調剤薬局  0 薬局  

 

（令和 3 年 9 月末現在）  

担当課・係  職  員  （うち専門職） 

健康福祉課  

保健衛生係  
12 人  6 人  

健康福祉課福祉係  7 人  2 人  

健康福祉課戸籍係  2 人  0 人  

健康福祉課  

地域包括支援センター 

5 人  4 人  

※会計年度任用職員を含む。  

 

山江村  

山江村は、熊本県南部（人吉 IC か

ら 10 分）に位置し、のどかな田園

風景と緑豊かな山々に囲まれた自

然溢れる農山村です。農地を潤す豊

かな山田川と美しく澄んだ清流の

万江川を有し、土壌は肥沃な土地柄

で大変おいしい米、野菜、果樹等が

育ちます。万江川は、ヤマメや鮎な

どが生息する九州有数の清流です。

「千畳の滝」を始め、水無地区の伏

流水や石灰岩地層に特有の鍾乳洞

も大小併せてたくさん存在してい

ます。夏場になると中流域の吐合地

区 は 川 泳 ぎ や キ ャ ン プ で 多 く の

人々の憩いの場所となっています。 

本村は栗の栽培に力を入れており、

栗の産地としても知られています。

また、栗を使った特産品「栗まんじ

ゅう」は村内外にファンが多くいら

っしゃいます。 

取材の様子（健康福祉課の皆さん）  
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～特定健診の受診率向上に向けて～  

 

te 

 

 

        の国保被保険者数は年々減少傾向にありますが、65 歳以上の国保被

保険者数は増加しており高齢化が進んでいます。世帯ごとの所得水準は、所得階層別

にみると、所得 100 万円未満の世帯数が全世帯数の約 7 割を占め、低い水準にありま

す。 

 本村に医療機関はありませんが、近隣の市町村には比較的多く存在し、利便性も良

いことから、医療環境における課題は少ない反面、外来における 1 人当たりの医療費

は熊本県平均を上回っており、医療費を押し上げる要因となっています。また、メタ

ボリックシンドローム該当者・予備群が熊本県平均よりも多く、全体の医療費の上位

は、がん、精神疾患、筋・骨格、糖尿病、高血圧が占めており、生活習慣病の発症予

防・重症化予防が課題となっています。 

 近年は、国保保険税収納率や特定健診受診率の向上、それらに伴い保険者努力支援

制度の交付金も増えたこと等から、国保事業の運営が安定し、基金の積み立てができ

る状況となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 本村の特定健診受診率（図 1）は、平成 24 年

度以降、65％以上を達成しており、熊本県内 2

位をキープしています。特定健診の受診体制の

割合は、集団健診及び人間ドックが各々 40％を

超えている状況です。  

 令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症に

加え、7 月豪雨災害による影響も懸念されまし

たが、多方面からの復興支援等もあり 10 月の

集団健診は実施することができ、特定健診受診

率も想定より高い 66.1％となりました。 

 

地域の風土に合わせたアプローチ 

 特定健診の申込みについて、例年、事務職と

専門職で各地区を巡回して「いきいき健康説

明会」（図 2）を開催し、健診の受診状況や医

療費の適正化の説明、減塩みそ汁の試飲、高血

圧や糖尿病予防について等の健康講話の実施

に併せて、「住民健診申込書」の書き方の説明

及び回収をしていました。令和 3 年度実施分

は新型コロナウイルス感染症の影響で説明会

等は中止し、1 月下旬に全世帯に対して「住民

保健事業の取り組み 
（図 1）特定健診受診率  

※各年度実施分結果報告（法定報告）より  
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（図 2）いきいき健康説明会  

山江村 
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健診申込書」を送付し、 2 月中に各地区を巡回し回収しました。  

 特定健診の受診体制としては、①集団健診（ 10 月中の休日を含む 4 日間）、②個別

健診（ 5～12 月）、③人間ドック（ 5～ 12 月）、④情報提供事業（ 5～ 3 月）の 4 つを整

備することで、健診受診の機会を増やしています。①集団健診は、令和元年度まで福

祉保健センター「健康の駅」で実施していましたが、令和 2 年度から新型コロナウイ

ルス感染症の対策の一環として、 3 密を避けるため山江村体育館に変更しました。②

個別健診は、人吉市医師会加入協力機関で実施しています。①及び②においては、節

目年齢（ 40、50、60、70 歳）の方は、無料で受診できます。③人間ドックは、熊本市

内と近隣市町内の 4 機関と契約しており、村からの一部助成があることから、多くの

方に受診いただいています。 

 健診未申込者に対しては、4 月以降、保健師・看護師による個別訪問や、広報誌、山

江村ケーブルテレビ（令和 3 年 3 月 31 日現在で普及率約 83％）等を活用し受診勧奨

を実施しています。未申込の理由としては、「医療機関に受診中のため」等が挙げられ

ますが、かかりつけ医での個別健診や情報提供事業を促す等、住民の健康状態の把握

に努めています。 

 その他、20～ 39 歳を対象としたリフレッシュ健診（基本健診）も実施しており、令

和 2 年度は村全体で受診率 56％と熊本県内においても高い水準にあります。長年、地

域に根付いた健康に関する風土が、年代を問わず、健康意識を向上させ、健診受診に

も好影響を与えているのではないかと考えています。  

 歯周疾患検診は、 9～ 12 月に節目年齢（20、 30、 40、 50、60、 70 歳）の全住民を対

象に、人吉市及び球磨郡の歯科医師会に委託して実施しています（ 70 歳のみ無料）。

以前は受診率 10％程度でしたが、近年、10～ 11 月に医療機関から中間の受診状況を情

報提供していただき、未受診者に個別訪問を実施する方法に変更したところ、受診率

が 30％程度まで向上しました。  

 今後も、住民の健康増進、医療費適正化のため、地域の風土に合わせたアプローチ

を続けていきたいと考えています。 

 

 

 

個別訪問を通した住民とのつながり 

 特定健診の結果説明会は、受診者の利便性を

考慮し、村内 2 か所で 11 月に実施しています。

欠席の方には、特定保健指導の有無に関わらず

専門職（保健師 2 人、管理栄養士 1 人、看護師

1 人）による個別訪問を実施しています。不在

の場合でも、訪問時刻を変更したり、置き手紙

を投函する等、できる限り対面にて対応するよ

う努めています。  

 その甲斐もあって、特定保健指導実施率（図

3）は熊本県内でも上位に位置し、住民の中には

「行政がそこまで対応してくれるのなら、受け

てみよう」といった行動変容に繋がるケースも

（図 3）特定保健指導実施率  

※各年度実施分結果報告（法定報告）より  
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あり、住民との信頼関係の構築、訪問指導の重要性を実感することもあります。 

 また、特定保健指導の内容によっては、担当者を変更する等、指導対象者に合った

より良いアプローチができるよう工夫もしています。  

 他にも、新たな取り組みとして、今冬から、タブレットを活用した保健指導を実施

する予定です。  

 

重症化予防 

 本村では、健診結果やレセプト等を基に階層化した名簿や糖尿病管理台帳を活用し

た重症化予防訪問を実施しています。医療機関未受診者や治療中断者を優先的に訪問

し、特定健診の受診勧奨や医療機関への受診勧奨を実施しています。治療中の方には

医療機関と連携し、下球磨地区（人吉市、錦町、相良村、五木村、球磨村、山江村）

で作成した統一様式「重症化予防連絡票」を活用した効果的な保健指導を実施するよ

う心掛けています。  

 他にも、特定保健指導の一環として、令和 2

年度から月 2 回の 6 か月にわたる「からだメン

テナンス教室」（図 4）（定員 5～ 10 人程度）を

実施しています。外部委託の健康運動指導士に

よる運動指導を中心に、保健師・管理栄養士に

よる改善目標設定や保健指導も行っています。

令和 2 年度は 4 人、令和 3 年度はリピーターを

含め 8 人が参加しました。体成分分析器を活用

し見える化したデータをもとに、参加者の大半

に体重減等の数値の改善が見られ、お互いに切

磋琢磨しながら、楽しく健康づくりに励まれま

した。 

 上述の取り組みの結果、現在は、糖尿病性腎症による透析患者はいない等の一定の

成果が出ていると分析していますが、現役世代の運動習慣が減っているといった課題

にも気付きました。今後も、生活習慣病予防に積極的に取り組んでいきたいと思って

います。 

 

 

 

 

 

健康づくりポイント事業 

 平成 30 年度から、18 歳以上の住民を対象に、健診、健康教室やウォーキング等の

健康づくりに取り組むことでポイントを付与し、一定のポイントが貯まれば、村内の

本事業協力店で使える商品券と交換するインセンティブ事業を実施しています。  

 令和 2 年度は 400 人に参加登録いただき、 218 人が商品券に交換されました。  

 住民自身が、健康づくりへの習慣と関心を高めるため、より多くの方に参加いただ

きたいと考えています。  

 

健康づくりに関する啓発活動 

（図 4）からだメンテナンス教室  
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食育ランチョンマットの活用 

 本村では、これまで食育のターゲットを働き盛り世代にしていましたが、近年、ヘ

モグロビン A1c の有所見者の割合が増加してきたことから、ターゲットを学童期も加

えることに変更しました。まずは食の基礎を身につけてほしいこと、次に子どもを通

じて家庭内の食習慣を見直してほしいという目的から、食育ランチョンマット（図 5）

を令和元年度に作成し、村内の小中学校の全生徒に配付しました。令和 2 年度以降は、

5 歳児健診の際に配付し、親子に周知・説明しています。 

 今後は、食育ランチョンマットを活用した事業展開を進めていきたいと考えていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（図 5）特産の栗をモチーフにした食育ランチョンマット  

健康づくりポイントカード  
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山江村といったら、栗！昭和初期より栗の

生産が始まり、昭和 52 年にはその品質が認め

られ、昭和天皇に献上されました。中にはゴル

フボールより大きい栗も採れます。平成 31 年

には、山江村の宝である「やまえ栗」の条例も

制定されました。  

栗 

やまえ栗  

HP 

やまえ栗  

PR 動画  

山江温泉ほたる♨  

山江温泉ほたるは、露天風呂やジェット

風呂など 12 種類の温泉が楽しめ、心身の

リフレッシュに最適です。宿泊施設も完備

し、近くの物産館「ゆっくり」では、やま

え栗を使った上品な甘さのソフトクリーム

も味わえます。他に、大自然に囲まれた釣

り堀があり、ヤマメ釣りを体験できます。  

ヤマメ 

山江村ヤマメ生産組合が、採卵

から成魚に至るまで愛情込めて養

殖しています。清流万江川の清ら

かな水で育ったヤマメは絶品で

す。  

甲羅の模様が通貨に似ていることから

金運の縁起物とされている亀。この石を

撫でると金運・長寿・来福などのご利益

があるかも。他にも蛙に似ている石や牛

に似ている石もあり、珍しい石を巡るフ

ットパスコースもあります。  

亀 

石 
まちの見どころ 
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◆10/8 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る研修会 

 KDB システムデータを基に 

  介護に至った事例から予防活動を考える 
 

 標記研修会を水前寺共済会館グレーシアにて開催し、熊本県、県内市町村及び後期高

齢者医療広域連合の担当者 90 人の参加がありました。 

 講師には、元国保中央会常勤参与で、2 画面審査システムと KDB システムの開発に携わ

り、現在は、医療法人洗心会倉永病院病院長の矢野周作氏をお迎えし、高齢者の保健事

業と介護予防の一体的な実施事業における KDB システムの有用性を知り分析手法を学ぶ

とともに、分析データや介護に至った事例から、予防活動のターゲット層を明確にでき

ることを目的として開催しました。 

 まず、本会保健師が、高齢者の保健事

業と介護予防の一体的実施が開始となっ

た背景やその目的について法律を基に説

明し、その後 KDB システムにて作成され

る帳票「地域の全体像の把握」から県全

体と同規模県を比較した資料を基に、生

活習慣・健診・医療・介護の流れで熊本

県のデータ読み取りを行いました。 

 続いて、矢野氏が「KDB システムデータ

を基に介護に至った事例から予防活動を

考える」というテーマで、熊本県での入

院受療率が高い脳血管疾患、認知症及び骨折で、介護認定された事例を基に、介護に至

った経緯や、予防による介入時期はいつだったのかという視点で経過を振り返りながら

解説されました。その中で、青壮年期からの生活習慣病の発症予防や治療のコントロー

ル状況が重症化予防や介護予防には重要であることを説明されました。 

 参加者からは、「短期間の国保加入であっても、生活習慣病の予防が介護予防につなが

ることを事例を通して再認識できた」、「KDB からの情報のみで医療・介護評価表が作成で

きるとのことであったため、早速作成し、保健予防活動に活かしていきたい」等多くの

意見が寄せられました。 
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◆令和３年度介護サービス事業者支援研修会 

 動画セミナーを活用した研修会 
 

 介護保険課では、県内の介護サービス事業所等を対象に、介護サービスの質の向上を

目的とした研修会を行っています。今年度も、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感 

染拡大防止のため、「株式会社安全な介護」による動画セミナーとし、昨年度の 433 事業

所を大幅に超える 701 事業所（約 8,200 人視聴見込み）から視聴申し込みがありまし

た。 

 動画の内容は、【トラブル事例から学ぶ管理者・相談員の事故対応】、【介護職員のため

の大切なルール】等の 4 テーマで、9 月 1 日から 11 月 30 日までの 3 か月の視聴期間を設

けました。 

 延べ視聴回数は 13,000 回を超え、アンケートでは「様々な事例とその問題点や改善

点、対応策が挙げられており、分かりやすく参考になった」、「自身の普段のケアや声か

けを振り返ったり、考え直すきっかけになった」、「コロナ禍で外部研修参加が難しいた

め、今回の動画セミナーはとてもありがたく良い機会になった」等、好評を得ました。 

                                         

 

◆10/23 第 25 回熊本県国保地域医療学会 

 with コロナ時代の地域包括医療・ケアの推進に向けて 

～初のオンライン開催～    
 

 第 25 回熊本県国保地域医療学会は、熊本県国民健康保険診療施設協議会・熊本県市町村

保健師協議会・熊本県国民健康保険団体連合会の主催のもと、初のオンラインにて開催し

ました。新型コロナウイルス感染症の影響で延期されたため、2 年ぶりの開催となりまし

た。 

 今学会のメインテーマは「with コロナ時代の地域医療」。 

 熊本県内の国民健康保険関係者、国民健康保険診療施設の医療従事者、保健・介護・福

祉事業関係者 222 人の参加申し込みがありました。 

 開会にあたり甲斐豊学会長の開会のことばに続き、志垣信行熊本県国民健康保険診療施

設協議会長が主催者挨拶を述べました。 

 その後、早田章子熊本県健康福祉部長から来賓祝辞が寄せられました。 

 開会式に引き続き、第 24 回学会での優秀研究表彰者の紹介が行われ、受賞者を代表して

最優秀賞の上天草市立上天草総合病院の和田正文氏が受賞の弁を述べられました。 

 学会プログラムの研究発表では、今回から新たに「新型コロナ感染症」に関するものの

演題も含め、多岐にわたる発表となりました。 

 また、小川久雄国立大学法人熊本大学学長の特別講演「循環器治療の実態と対策」では、

循環器治療の最前線の貴重な話を聞くことができました。 

 研究発表では、座長、審査員による書面審査が行われ、次頁のとおり最優秀者、優秀者

が決定されました。 

 第 24 回及び第 25 回最優秀者は、令和 4 年 9 月 16 日（金）、17 日（土）に千葉県で開催

予定の第 62 回全国国保地域医療学会で発表する予定です。 
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  所属・氏名・演題内容 

最
優
秀
者 

 国保水俣市立総合医療センター 

 診療放射線技師  山澤順一 氏 
水俣市久木野地区における「くまもとメディカルネッ
トワーク」と遠隔医療対応電子聴診器を併用したオン
ライン診療の取り組み 

優 
 

 

秀 
 

 

者 

 山鹿市民医療センター 

 看護師 宮本智子 氏 
エビデンスを理解した術前処置 
 ～手術室ローテーション研修を試みて～ 

 上天草市立上天草総合病院 

 医師 和田正文 氏 
日本紅斑熱の重症化予測因子 
 ～死亡 5 症例の特徴から～ 

 小国公立病院 

 医師 松田圭史 氏 

小国郷における在宅医療提供体制の構築 

 山鹿市民医療センター 

 看護師 川口文香 氏 

救急外来での発熱患者受け入れ体制の整備 

 小国公立病院 

 医師 片岡恵一郎 氏 
「コロナ禍を小国郷で乗り越える。」 
 オンライン住民フォーラムを開催して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講 師：国立大学法人熊本大学 

     学長 小 川 久 雄 氏 

循環器治療の実態と対策 

司会者：第 25 回熊本県国保地域医療学会 

     学会長  甲 斐  豊氏 

（阿蘇市病院事業管理者兼阿蘇医療センター院長） 

研究発表優秀者 

特別講演 
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 一昨年の春、フランスの田舎町で１週間ほど

過ごす機会があった。町の中心にはそれほど有

名ではないがロワールの城巡りマップには載

っている城があり、駐車場や観光案内所など旅

行者向けのインフラはきっちり整備されてい

たが、町自体は人口せいぜい 2 万、目抜き通り

を車で走ったらものの５分くらいで通り過ぎ

てしまうような町だった。 

 とても「観光で食べている」という感じの町

ではなかったのだが、バスはちゃんと電気自動

車（ゼロエミッション）になっていたし貸出自

転車システムも導入されていて、子供も若者も

たくさんいるし、教会の前に広場があって、周

りには広大な農地が広がっていて、町全体に活

気があって、何よりも「町を流れる時間」が人

間の生活感とマッチしていて、みんなとても落

ち着いた「自分らしい」生活を楽しんでいた。 

 フランスの人口は約 6,700 万、基礎自治体の

数は何と 36,000 以上あるそうである。うち９

割は人口 2,000 人以下。この町の周りにも人口

が三桁（の下の方）の本当に小さな町もたくさ

んあって、それぞれちゃんと自立していて、議

会もあるし教会もあって、自治体としてそれな

りに機能している。なんでこんなことが可能な

のか昔から不思議に思っていて、いまだに謎な

のだが、そこに「住民たちの等身大の暮らしを

支える空間」があることは事実のようである。 

 介護保険の担当をしている時に、「日常生活

圏域」という概念についてよく議論した。高齢

者が日常的に生活している空間、買い物をした

り人にあったり、散歩したりでかけたり、親族

や昔からの友人がいる空間、その人にとって馴

染みのある空間、というのがその人の自立やア

イデンティティにとってとても大事で、それを

守ること、そこから人を切り離さないことが在

宅介護・地域福祉の基本、ということなのだが、

このことは地方再生―まちづくり―の議論に

も通じるのではないか、とずっと思っていた。 

 この間、地方再生をめぐって様々な議論が行

われ、いろいろな政策が打たれてきたが、議論

の流れを見ていると、どうしても「人口減少＝

地方の消滅」という目の前にある危機に目を奪

われ、「人口減対策」に力点が置かれてきたよ

うに見える。人口が流出して減少している地域

では、人口が流出するのは仕事がない、雇用が

ない、産業がないからだ、だからまずは地方に

おけるしごと―雇用づくりが大事、ということ

で、「まち・ひと・しごと創生」が大きな目標

になった。 

 確かに、地域にそこに住む人の生活を支える

「雇用」や「産業」がなければ人口が流出する

ばかりだ、という発想は理解できなくはないが、

  こくほ随想 

地方再生 —地域の自立について考える（下） 
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各自治体は、国の音頭取りもあって競うように

「産業づくり」事業に取り組み始めた。中には

必ずしも「身の丈」にあっているとは言えない

事業に取り組む自治体もあった。 

 考えてみれば、そもそも人口減の問題は日本

全体で起こっている。そんな中で若者の取り合

いをしても「ゼロサムゲーム」になるだけ、日

本全体の人口減対策にはなりようがない。こん

なことで「地域間競争」をしても地方が疲弊す

るだけではないだろうか。 

 地方再生は、地方都市を東京のようにするこ

とでもないし、中山間地域の町を県庁所在地の

ようにすることでもないように思う。「よろず

や」と「コンビニ」は似ているようでいて全く

違うものだ。持続可能なコミュニティに必要な

のは、そこに生きる人たちにとって等身大の町

をつくること、等身大の市民生活を支えるイン

フラを守ることではないだろうか。 

 少なくとも私が関わってきた医療や介護の

世界では、そういう考え方の中から「地域包括

ケア」という概念が生まれたのだと思っている。

人口 100 人でも普通の暮らしができているフ

ランスの田舎町の姿を見ていると、そんな気が

してならない。皆さんはどうお考えになるだろ

うか？ 

（記事提供 社会保険出版社）
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 今回のパンデミックで、人々の日常生活

は大きく変容した。仕事は会社でするもの、

毎日会社に通勤してそこで同僚と共に仕事

をして夜は家に帰って自分の時間を過ごす、

そんな生活がロックダウン（日本の緊急事

態宣言は「ロックダウン」ではなかったがほ

ぼ同様の事態になった）で一変する。在宅勤

務（リモートワーク）が普通の働き方になり、

むしろ「ポストコロナの新常態」として定着

しつつある。「オン」「オフ」の境目がなくな

り、人々の時間の使い方、服装、食生活、購

買行動、あらゆることが大きく変わった。ポ

ストコロナの世界は、もう旧に復すること

はないだろう。 

 行動制限が強化される中で、人々のコミ

ュニケーションの姿も大きく変わった。日

常生活の中でも対面での接触が減り、ソー

シャルメディアの比重が大きく高まった。

このことは、社会的生き物である人間の意

識に大きな影響を与える。地域社会の姿も

また変わっていくことになる。 

 国連の推計（2018）によれば、世界の人口

の約 55％は都市生活者で、2050 年にはその

比率は 70％に達するという。これまで、都

市化の課題といえば人口集中による渋滞・

混雑・大気汚染などが指摘されてきたが、新

型コロナによる行動制限によって問題状況

が一変した。人々は、これまで当たり前に思

っていた生活様式、働き方、時間と空間の使

い方に、別の選択肢があることを知り、それ

を実体験することで、今までのライフスタ

イルのあり方が大きく見直されようとして

いる。 

 人々の行動様式が変われば、まちのあり

方もまた変わる。新しい生活様式に即した

新たな都市の形、まちづくりのニーズが生

まれる。 

 コロナ前から、地球規模の文明の持続可

能性という視点から、脱炭素社会、SDGs が

大きなテーマになっていたが、前回・前々回

にも紹介したような、「等身大のまちづくり」

の動きが欧州を中心に取り組まれている。 

 オーストラリア・メルボルン市は「20 分

生活圏」、パリ市は「15 分生活圏」を掲げ、

それぞれ徒歩や自転車で自宅から 15分から

20 分の範囲で職場や学校、買い物、公園、

病院など生活していく上で必要な都市機能

に一通りアクセスできるような都市計画を

進めている。ロンドンはすでに公共バス（例

の赤いロンドンバス）を全てゼロエミッシ

ョン車に切り替え、市内の主要幹線道路の

車線を減らして自転車専用道や歩道に作り

  こくほ随想 

ポストコロナのまちづくり 

国保くまもと Vol.250（2022年 1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 

13/22



 

替えている。シンプルな交通手段が増える

ことは市民の健康促進と排気ガス削減につ

ながる。 

 今や多くの欧州諸国では中心市街への自

動車乗り入れ制限が行われていて、これに

よって市民がまちなかに集い、活気を取り

戻している。路面電車が復活している都市

も数多くある。 

 自宅や近隣のカフェ、ワークスペースな

どを利用したテレワーク、シェアオフィス、

働きながら休暇も取るワーケーションなど、

働き方の多様化と分散化が進み、人々が自

分の仕事と生活の状況（仕事の内容や子育

て・介護など）に応じて仕事をする場所と時

間を選ぶようになると、仕事と生活が同じ

生活圏域の中で営まれるようになっていく。 

 そうなれば、住宅地とは夜だけ人々が帰

ってくるようなベッドタウンではなく、地

域社会で生活が完結していくような、新た

なまちのあり方が形作られていくだろうし、

そうしていかなければならなくなる。 

 等身大のまちは、これまでのような、都市

への人口密集によるデメリットが改善され

るだけでなく、さまざまな世代、さまざまな

ライフスタイルの人たち、子どもや高齢者

など多世代が共存する空間を生み出す。こ

のことは私たちが目指す地域包括ケアシス

テムの実現にもつながる。 

「暮らし」を中心に組み立てられる新しい

地域社会こそが、ポストコロナの新しいま

ちの姿になることを確信している。 

（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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 世界でもトップクラスの長寿国となった我が国において、いわゆる健康寿命の延伸は急

務であると思われます。人間の生命維持に欠かせない「食べる」ということは同時に、生

きる楽しみの一つでもあります。そこにおいて「歯」を健康な状態で維持していくことは、

健康寿命とも密接に関連しています。歯周病は主な成人の抜歯の原因であり、近年は様々

な全身の健康への影響も示唆されています。 

 今回は歯周病の治療と予防について示します。 

 

 8020 達成者は増加している  

 厚生労働省により実施された直近の平成 28 年度歯科疾患実態調査によると、8020 達成

者（80 歳で 20 本以上歯が残っ

ている人）の割合は 50%を超え

ており、前回（平成 23 年度）

の 40.2%からはもちろん、回を

重ねるごとに、その割合は増

加しています（※8020 達成者

は 75 歳以上 85 歳未満の数値

から推計）。同調査では、う歯

（虫歯）や 4 ミリ以上の歯周

ポケット（歯周病の指標）の保

有率も合わせて増加してお

り、今後更なる増加が予想さ

れます。 
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第５回 
全 12 回 

  

（図）20 本以上の歯が残っている人の割合 
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 歯周病とはどんな病気？  

 歯周病とは、歯を支えている歯肉、歯槽骨、セメント質、

歯根膜に細菌感染や外傷（過重な噛み合わせなど）によって

障害が生じた状態を言います。歯槽膿漏という病名をよく耳

にされると思いますが、これは正式な病名ではなく、その文

字通り、歯ぐきから膿が出ている状況を形容したもので、歯

肉の部分（皮膚にあたるところ）に限局した病態を「歯肉炎」

と呼び、歯を支持する歯槽骨に影響が出た病態を「歯周炎」

と呼びます。 

 歯周病の中で、歯ぐきの炎症だけにとどまったものを「歯肉炎」と言い、骨まで溶けて

しまったものを「歯周炎」と言います。最初は歯肉炎が起こりますが、それを放置してい

ると歯周炎になってしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図） 歯肉炎(左)、歯周炎(右) 

 

 図は、歯肉炎と歯周炎を比較したものですが、エックス線写真を見ると、左の歯肉炎に

比べ、右の歯周炎では歯を支えている骨が大きく溶けているのがわかると思います。 

 ここで注意していただきたいのは、口の中を見ただけではどちらがより悪いのか、全く

区別がつかないということです。 
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 歯周炎の治療をしても、骨が元に戻るということは、ほとんどの場合不可能ですので、

なるべく歯肉炎の段階で止めたいものです。 

 歯周病の原因  

 歯周病の主な原因は細菌感染です。ヒトの口腔内には、未同定のものも含めて 700 種類

以上の細菌が生息しています。これは腸内
ちょうない

細菌
さいきん

叢
そう

に匹敵します。それらがデンタルプラー

ク（歯垢）（※以下プラークという。）を形成します。プラークの細菌凝集程度は、湿重量

たった 1mg あたり 108〜 9 個程度とされ、ヒトの体に存在する細菌の中で最も密度の高い菌

塊であると言われ、これは糞便のそれよりはるかに高くなります。プラークは自らの分泌

する物質でネバネバした粘着性の性状をしており、「バイオフィルム」というヌメリ汚れの

一種であり、その性状により物理的、化学的な刺激の下でも中の細菌は安定しており、量

が増加すると内部が低酸素状態になり病原性の高い嫌気性細菌である歯周病原因菌が増加

し、その産生する毒素で歯ぐきを腫らし、血や膿を出したり、歯の周りの骨を溶かしたり

する原因となります。プラークは、そのバイオフィルム構造により、外からの抗菌薬（化

膿止め）や唾液中の抗菌成分の攻撃に抵抗し、薬が効きにくい構造となっています。 

 歯周病の予防  

 歯周病予防の基本は、お口の中を清潔に保つことです。歯周病はプラーク、つまり細菌

の固まりが歯ぐきの炎症を引き起こすことから始まります。前述のように、プラークはバ

イオフィルムを形成しているので薬品が効きにくいため、毎日の正しい歯磨きや歯科医院

での定期的な清掃が有効です。歯石がついていると、表面がざらざらしていてプラークが

付着し易くなり、汚れも落ちにくくなります。歯石は自分で取ることができないので、定

期的に歯科医院で歯石の掃除をして、歯垢や歯石がつきにくくするために専用の器具を使

って歯の表面を滑沢にする PMTC(プロによる機械的清掃)をすると更に効果的です。また、

糖尿病のような全身疾患や喫煙も歯周病を悪化させる重要な因子ですので、これらを改善

する必要もあります。 
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 歯周病の治療  

 残念ながら歯周病になってしまった場合は、次のような治療を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療面接  

 患者さんの現在の状態と背景の様々な情報を聴取します。また、次に行う検査の結果と、

それを基にした診断結果を交えて、歯科医師による病状説明とそれに対する治療計画を説

明し、患者さんの納得と了解（インフォームドコンセント）を得る大切なステップです。 
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 歯周組織検査  

 プラーク付着の状態、歯ぐき（歯肉）か

らの出血、ポケットの深さ、歯の動揺度

等を調べると共に、エックス線写真を撮

影して歯の周りの歯槽骨の状態を確かめ

ます。この検査は、最初だけでなく、治療

によって病気が治っているかを確かめる

ため、治療の節目でも行います。特にプ

ラーク付着とポケットの深さの検査は、

歯周治療を行う上でとても大切です。 

 歯周基本治療  

a) 患者さんへの口腔衛生に対する動機

づけ（モチベーション）とプラークコン

トロール（歯磨き指導） 

 歯周病やむし歯の原因の細菌性プラー

クを歯から取り除くことは治療を的確に

進めるために、とても大切なことです。

そのためには、自分自身でしっかりと口

の中の管理をするという、しっかりとし

た心構えが大切です。歯科医師や歯科衛

生士は、きちんと磨けるようになるまで、指導を行います。 

b) 歯石の除去（スケーリング・ルートプレーニング） 

 歯石はプラークが固まったものです。その表面にはまたプラークが溜まるので、きれい

に取り除く必要があります。取り除く際には、手用または超音波を利用したスケーラー等

を用います。また、歯石の付いていた歯の表面には細菌からの毒素がしみこんでいたり、

表面に溝ができたりしていますので、それを除去してきれいな歯の表面を作ることをルー

トプレーニングと呼びます。これは手用のスケーラーを使用して行います。 

c) かみ合わせの調整 

 過度な力により咬合性外傷を引き起こしている歯の場合、歯の安静を保つために、歯の

一部を削って、歯と歯のかみ合わせの状態の調整を行うことがあります。 

 再度の歯周組織検査を行い、最初の時期（初診時）に行った検査の値の変化から、改善

状態を調べます。この結果を基に、次に行う治療を修正しながら治療を継続します。 

 歯周外科  

 歯周基本治療の後の再評価検査の結果、歯石がポケットの深いところに入り込んでいて

除去できず、治っていない場合には外科的治療を行うことがあります。 

a) フラップ手術 

 治っていない場所の歯ぐきを部分麻酔し、その後に剥離（切って開く）し、スケーラー
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の届かなかった部分の歯石や根の表面の汚れを取

り除きます。取り除いた後は、開いた歯ぐきをきち

んと閉じて縫合します。糸を抜くのは１週間程度後

になります。 

b) 歯周組織再生療法 

 通常の歯周治療では、失われた歯周組織を元通り

の状態に戻すことはできません。その歯周組織を元

通りにする「再生」を期待する治療法です。これに

は、特殊な膜を用いる GTR 法（歯周組織再生誘導法）

と組織再生誘導物質(リグロス)を応用する方法が

あります。ただし適応症例は限定され、全く元通りに回復するという事ではありません。 

 歯周検査(再評価)  

 歯周外科治療を行った部位の改善状態を確かめるための検査です。この結果を基に治療

計画を修正したり、口腔機能回復治療を行うかどうか、そしてメンテナンスへの移行を決

めたりします。 

 機能回復治療  

 歯周治療で改善が見られた場合、治った歯に対して被せ物（冠）、ブリッジや入れ歯（義

歯）を装着します。これにより、かむ力、食べる力を向上させます。 

 メンテナンス(定期検診)  

 積極的な歯周治療が終わっても、治療が完全に終わったわけではありません。とても大

切なこととして、定期的に口の中、歯の周りの組織のチェックを受けること（メンテナン

ス）が必要となります。歯周病は再発しやすい病気ですので、場合によっては再度問題が

見つかり、治療が必要となることもあります。メンテナンスの期間は、罹っていた歯周病

の重篤度や患者さんの状態によっても異なります。是非とも期間を決めて、毎日の的確な

歯磨きと規則正しい生活習慣が出来ているかどうか、再発がないか定期的な歯科医院での

受診が不可欠です。 

 歯周病は、お口の中の細菌感染によって、歯を支える組織が不可逆的に破壊される病気

です。身体の入口である口腔を不潔にすることは、様々な全身疾患も誘発する事も報告さ

れています。是非かかりつけの歯科医院をもって、清潔な口腔内を維持してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール 

馬場 一英（ばば かずひで） 

【現職】 令和 元年 6 月 熊本県歯科医師会学術担当理事 

【職歴】 平成 23 年 4 月 熊本県歯科医師会学術委員会 委員 

     平成 29 年 6 月 熊本県歯科医師会学術委員会 委員長 
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栄養価（１人分） 

エネルギー       256kcal 

たんぱく質       17.2g 

脂質             15.6g 

炭水化物         11.1g 

食塩相当量        1.9g 

材料（2 人分） 

   木綿豆腐                 200g 

   干しわかめ                 4ｇ 

   冷凍むき枝豆              50ｇ 

   豚ひき肉                  60ｇ 

   冷凍ブロッコリー          40ｇ 

   こねぎ                 ３～４本 

   豆板醤                 小さじ 2（お好みで） 

   サラダ油               小さじ 1/２ 

   濃口しょうゆ           小さじ 1 強 

   みそ                   大さじ１強 

   砂糖                   小さじ 1 

   ゴマ油                 小さじ 1 

   出汁または水      大さじ３ 

   片栗粉                 小さじ 1/２ 

●木綿豆腐・枝豆は、良質なたんぱく質が豊富で、脂質、ビタミン類、カルシウ

ム、鉄分、食物繊維などの栄養素が多く含まれています。 木綿豆腐のカルシ

ウムは絹豆腐の約３倍、ビタミンＥは約２倍含まれているのが特徴、枝豆に

は大豆にはないβ－カロテンやビタミン C を含むのが特徴です。 

●干しわかめは、少量でも多くの食物繊維を摂取でき、水に溶けない食物繊維なので腸内の働きを活発にして便秘の

改善や悪玉コレステロールの上昇を抑えるのに役立つといわれています。 

 
今回のテーマは、 

～食物繊維・カルシウムたっぷり！便秘の改善にもおすすめ～ 

香辛料で食欲増進！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

（１）木綿豆腐は 1 口大、こねぎは小口切りにする。 

（２）干しわかめは水に戻し一口大に切り、冷凍むき

枝豆と冷凍ブロッコリーは、流水で解凍しザルに

上げておく。 

（３）鍋に油をひき、A を入れて香りが出るまで炒め、

豚ひき肉を入れて炒める。 

（４）次にむき枝豆・わかめの順に入れ、予め混ぜた

Ｂの調味料を入れて炒める。 

（５）更に木綿豆腐とブロッコリーを足して炒め、最

後に水溶きした片栗粉（片栗粉 1：水１の割合）

でとろみをつける。 

豆腐とわかめの辛味炒め 

国保くまもと Vol.250（2022年 1月号）  

）  

提供：（公社）熊本県栄養士会 

豆板醤は入れすぎると辛味

が強くなるので要注意！ 

お好みで加減して！ 

冷凍むき枝豆の代わりに茹

で大豆でも OK！ 

簡単に作る時は焼き肉のた

れでも美味しい一品！ 

第 11 回 

 食材マメ知識 

管理栄養士 椿 裕子 

 （公社）熊本県栄養士会 

   医療事業部 部長 

 医療法人田中会 

   武蔵ヶ丘病院 勤務 

 

 

B 
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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。 

今回は大津町と小国町です！ 

 

大津町 税務課 住民税係  堀
ほり

 佑一
ゆういち

朗
ろう

 さん 

➊ 国民健康保険税の賦課担当になり、税金を扱うということで大変責

任感のある仕事だと実感しております。入庁したばかりで分からな

いことが多いですが、先輩職員の方のように円滑な業務遂行ができ

るよう、見て聞いて感じて成長していきたいです。  

➋ 趣味はボウリングです。多い時で月に４回はボウリングをしていま

す。良いスコアが出たときは嬉しいし楽しいのでボ

ウリングが大好きです。私のボウリングライフは終

わりなき旅なのでもっと上を目指していきます。 

➌ 大津町はかつての宿場町の雰囲気を残し、どなたでも住みやすい町

です。からいもや銅銭糖というお菓子、いも焼酎など多くの特産品

もあり、サッカーなどスポーツも盛んです。 

大津町にぜひ遊びに来てください！ 

住みよさランキングで 2 年連続 1 位になるなど、とて

も住みやすいまちです。また、とれたての野菜や果物を

販売する物産館もいくつかありますので、来られた際に

はぜひお立ち寄りください。 

 

 

国保くまもと Vol.250（2022 年 1 月号） 

Part11

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 

小国町 町民課 健康支援係  髙
たか

野
の

 隼
じゅん

 さん 

➊ ４月に担当になりわからないことが多いですが、町民の皆様の生活を

支える貴重で責任のある仕事だと実感しております。これからも日々

勉強し、町民の皆様の相談や課題に対して適切かつ迅速に対応できる

ようになりたいです。 

➋ ２歳の子供と遊ぶことがリフレッシュ方法です。最近ではいろんな会

話ができるようになったので、毎日何をして遊んだか聞くことが楽し

みの 1 つになっています。 

➌ 小国町は豊かな自然に恵まれた人口約

6,700 人の町です。郷土の偉人である北里柴三郎博士が 2024

年度から新千円札の肖像に決まり町全体が盛り上がりを見せて

います。また、杖立温泉やわいた温泉郷、鍋ケ滝など観光地も豊

富ですので、ぜひ小国町に遊びに来てください。 
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