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人   口  6,726 人  

国保被保険者数  1,665 人  

後期高齢者数  1,016 人  

世  帯  数  2,718 世帯  

  国保世帯数  972 世帯  

  

医療機関等数  

  

医科  1 機関  

歯科  2 機関  

調剤薬局  1 薬局  

 

（令和 3 年 11 月末現在）  

担当課・係  職員  （うち専門職） 

保健衛生課  

保険係  
6 人  0 人  

保健衛生課  

保健衛生係  
5 人  5 人  

税務課  

国民健康保険税係  
2 人  0 人  

※会計年度任用職員を含む。  

 

西原村  

 西原村は、阿蘇外輪山の西麓に位

置し、水・緑・光にあふれた自然豊

かな場所です。阿蘇くまもと空港へ

は車で約 5 分、熊本市へは約 40 分と

都市へのアクセスも良く、熊本県内

で空港・熊本市へ一番近い村です。  

 春には、春の訪れを告げる原野火

入れが実施され、大地を焦がす炎は

必見です。夏には、「白糸の滝」にて

壮大な滝を眺めながら、涼を感じる

ことができ、秋になると、俵山交流

館「萌の里」にて「コスモス祭り」

が開催され、一面満開のコスモスの

魅力に癒されます。また、令和 3 年

7 月には「 ONE PIECE 熊本復興プロジ

ェクト」の一環として、ナミ像が立

像され、更に見どころ満載です。冬

には俵山が雪化粧をし、四季折々の

自然を体感できます。  

保健衛生課の皆さん  
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        の国保被保険者数は、令和 3 年 11 月末時点において 1,665 人と、

平成 23 年度末の 2,023 人と比較して、この 10 年間で 17.7％減少し、前期高齢者の割

合も 25.8％から 46.7％へ上昇と、国保被保険者の高齢化が進んでいます。  

 また、本村の一人当たり医療費が、熊本県内においては低い水準にあるものの年々

増加傾向にあり、その主な要因は脳血管疾患や虚血性心疾患による入院費用の増加が

挙げられます。医療費適正化のために、生活習慣病の早期発見、重症化予防が課題と

なっています。  

 平成 28 年の熊本地震被災直後は、被災住民の心身のストレスや避難生活での食の

偏りが影響と予想される医療費の増加や、特定健診受診率の低下といった状況に陥り

ましたが、関係部署と念入りな連携を取り、様々な取り組みを行った結果、特定健診

受診率は震災後徐々に上昇し、特定保健指導実施率は令和元年度以降、村の目標 70％

を超える等、震災からの生活再建と共に保健事業にも一定の成果が見えてきました。

また、令和 3 年度の保険者努力支援制度の獲得点数は 761 点で熊本県内 4 位となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

熊本地震からの復興とともに 

 本村では、毎年 6 月末の 8 日間と、11 月の 1 日間、各種がん検診と併せて集団健診

を実施しています。また、 6～12 月に本村指定の医療機関（村内 1 か所、近隣町 3 か

所）にて、個別健診も実施しています。 

 本村の特定健診受診率（図 1）は、平成 20 年度の制度開始以降、55％前後を推移し

ていましたが、熊本地震被災の平成 28 年度には、

48.2％まで落ち込みました。  

 そこで、保険係、保健師、管理栄養士で、被災

者のケアに加え、定期的に未受診者対策のミー

ティング（連携会議）を実施することとしまし

た。過去 3 年間の健診未受診者リストを作成し、

対象者には電話による受診勧奨や、可能な限り

家庭訪問を実施し受診勧奨を行いました。不通・

不在等の場合は、帰宅後の時間帯に変更してア

プローチしたり、手紙を投函する等の対応をし、

通知文書以外のアプローチを地道に心掛けまし

た。 

 また、特定健診対象者全員に受診券を発行し

ています。令和 2 年度実施分からは被保険者の

要望に沿った勧奨をするため、3 月末に特定健診

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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意向調査を行い、健診受診案内又は勧奨通知を送付することとしました。調査の結果、

「医療機関で受診するため」と回答のあった場合には、被保険者に受診結果の情報提

供を依頼しています。調査に対する応答の無い方、 6 月末の集団健診未受診者には、

再度、電話による受診勧奨や、未受診の理由に合わせた勧奨通知を送付する対応を行

っています。 

 令和 2 年度からは、節目年齢（40、45、50、55、60 歳）の方には、通常自己負担額

1,500 円のところ 1,000 円で受診できるクーポン券を発行しています。また、集団健

診を受診いただいた方全員と、人間ドックや職場での健診を受診された方で健診結果

を本村に提出いただいた方に、減塩商品（醤油やインスタント味噌汁等）の紹介を兼

ねてプレゼントしています。 

 以上の取り組みの結果、令和 2 年度の特定健診受診率は、熊本県内市町村の多くが

新型コロナウイルス感染症の影響を受け伸び悩む中、熊本県内 5 位の 61.5％へと上昇

し、国の掲げる市町村国保目標値の 60％を達成しました。  

 一方、課題として、40～ 50 歳代の働き盛り世代の健診受診率（令和 2 年度は約 45％）

が低く、健康実態の把握ができないことが挙げられます。そのため、特定健診の新規

対象となる 40 歳への電話による受診勧奨、健康の自己管理を意識付けするための若

年層向けの健診等（後述参照）を実施しており、特定健診受診継続に繋がるよう工夫

して取り組んでいます。 

 その他、歯科検診は、節目年齢（ 40、45、50、55、60、65、70 歳）を対象に、村内

の歯科医院にて自己負担額 500 円で受診できます。  

 

若年層からの生活習慣病予防のための取り組み 

 本村では、40～ 50 歳代の特定健診データから、より早い段階での健診の必要性を感

じました。そこで、集団健診に併せて、平成 25 年度から 30～ 39 歳の国保加入者を対

象に、「 30 才代健診」を自己負担額 1,500 円で実施しています。健診受診率は約 30％

と熊本県内でも高く、特定健診対象者へ移行しても継続受診する意識付けになってい

ると考えています。 

 また、平成 20 年度に熊本県のモデル事業として、村内の小学 6 年生を対象とした健

診を実施したことを契機に、それ以降、継続して実施していました。令和元年度から

は、より成人に近い中学 3 年生に対象を変更しました。夏休み期間を利用して、血液

検査及び尿検査を実施しています。健診受診率は約 30％で、保健師・管理栄養士から

受診者全員に個別の結果説明をしています。有所見等の場合

は、 3 月に再検査を実施します。中学生と言っても、中性脂

肪、肝機能、ヘモグロビン A1c 等において異常値を示すケー

スは、多い時で受診者の約 3 割と少なくありません。まずは、

家庭訪問等で保護者の方にも結果説明し、ご家庭での食生活

の振り返りをしていただきます。そこで、受験勉強中の夜食

や間食に対するアドバイスをしています。その後の再検査で

は、大半の有所見者に改善が見られています。 

 他には、近年、妊婦健診で高血糖や血圧上昇が見られた妊婦が増加していたため、

令和元年度から村内の医療機関に検査のみを委託し産後健診を実施しています。まず、

妊婦健診データの結果を基に、2 か月児訪問、赤ちゃん学級等で母親と面談を実施し、
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対象者を選定します。対象者は医療機関で検査を受けた後、保健師・管理栄養士が結

果説明を行います。 

 このように、特定健診対象者以外にも、健診等の機会を設けることが、ご自身や家

族の健康について考えるきっかけとなり、今後の特定健診の受診に繋がることを期待

しています。 

 

 

 

村民と共に考える特定保健指導 

 本村の特定保健指導実施率（図 2）は、本村の目標値 70％を達成しています。  

 本村では、制度開始当初より直営で特定保健

指導を行っており、現在は、保健師 3 人、管理

栄養士 2 人で分担しています。  

 以前は結果説明会を開催していましたが、平

成 30 年度からは、グループ（肥満、ヘモグロビ

ン A1c 高値等）学習会や個別訪問を実施してい

ます。健診の受診勧奨と同様、不在者には手紙

の投函等で対応し、後日、面談するよう心掛け

ています。 

 まず、対象者一人ひとりの結果データに応じ

て、事前に話の流れを計画し必要な資料を選択

した上で、血管構造の説明から初回訪問をスタ

ートします。経年的に見ることができる帳票を

準備し、今回の結果データと比較して変化のあ

ったところに着目して聞き取りを行い、結果デ

ータと生活の関連を対象者と一緒に考えていき

ます。対象者自身の健診結果の受け止め方や、生活の状況等を、少しずつ教えてもら

いながら、継続した支援でデータの改善に繋げられるよう心掛けています。  

 保健師・管理栄養士のアドバイスや指導の内容を理解した上で、対象者自らが、改

善に向けた意志決定をしていただいた際には、私共もやりがいを実感しますし、特定

健診の受診継続にも繋がります。時に、訪問自体を断られることもありますが、これ

からも地道に訪問指導等を継続しながら、住民の健康増進に関わっていきたいと思っ

ています。 

 

村民の実態把握と重症化予防 

 重症化予防事業では、健診項目毎に優先順位の区分をし、対象者を抽出しています。

未治療高血圧・未治療心房細動の対象者に受診勧奨を行ったり、本村の医療機関（内

科標榜）と連携し、腎専門医への受診が必要なケースは相談と助言をいただいたり、

確実に関わりを持ち治療に繋がるよう努力しています。糖尿病については、治療の有

無に関わらず血糖値のコントロールを良好に維持できるよう、緻密なインスリンの働

きを理解していただいた上で、食事療法に取り組む気持ちを引き出し、生活スタイル

に応じた食の選択肢を準備して、本人の意志決定による実践に繋がるよう心掛けてい

（図 2）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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ます。 

 また、本村では、糖尿病と共に肥満の増加も課題の一つです。まずは、外食や中間

食等の変遷してきた食生活の実態や、本村の食の特性をしっかりと把握していくこと

も必要だと感じています。令和 3 年度実施分の意向調査から「食のアンケート（図 3）」

を実施し、第 1 回目は、村民の野菜（緑黄色・淡色等）や果物の摂取量を調査しまし

た。その結果、淡色野菜と果物の摂取量は多いが、緑黄色野菜の摂取量が少ないこと

が判明しました。分析結果は、広報誌への掲載、グループ（肥満、ヘモグロビン A1c

高値等）学習会や保健指導で活用しています。来年度以降も、引き続き食の実態把握

に努めたいと考えています。  

 このような取り組みを継続することで、対象者の食環境と生活状況を知り、対象者

本人が改善に向けた行動に向かうための支援をするという保健師・管理栄養士の役割

が果たせるよう、今後も関係部署とアイディアを出し合いながら保健事業を展開し、

生活習慣病の重症化予防及び医療費の適正化を目指します。 

 

 

 

 

  

（図 3）食のアンケート  
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まちの見どころ 

数十万年前の火山岩からなる美しい滝です。高さ 20 メートルから

の落水は、まるで白い糸の様。「熊本県平成の名水百選」にも選出さ

れています。夏には暑さを凌ぐために多くの人が訪れ、涼を求める

人たちのオアシスとなっています。  

俵山の麓にある「萌の里」は、南阿蘇

の恵みがいっぱいの交流館。地元特産

品、新鮮な野菜等がたくさんありま

す。秋には約 100 万本のコスモスが一

面に咲き乱れます。  

俵山交流館「萌の里」 

白糸の滝 

阿蘇ミルク牧場 

広い敷地の中には盛りだくさんの施

設があり、大自然の中で動物とのふれ

あいや搾乳体験ができます。ヤギレー

スや子豚レース等もあり、たくさんの

体験が待っています。  
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国保保険者及び後期高齢者医療広域連合における効果的・効率的な保健事業の展開を支

援するため、本会に設置している熊本県保健事業支援・評価委員会（以下「評価委員会」

という。）では、例年 3 回の評価委員会を開催し、保険者への直接助言を実施するととも

に、8 保険者程度を訪問し、委員による個別支援を実施しています。 

令和 3 年度は、コロナ禍の状況を考慮し、第 1 回の評価委員会をオンラインと集合のハ

イブリッドにて開催、第 2 回及び第 3 回については、感染対策に留意した上で、集合形式

により開催し、参加保険者からの事業実施状況の報告を踏まえた意見交換を行うとともに、

医師や保健師等の委員が、専門的な知見に基づき丁寧な助言を行いました。 

 

【 評価委員会での支援・助言 】 

 〇第 1 回：令和 3 年 6 月 28 日（月）（※オンラインと集合のハイブリッド開催） 

   議題：①令和 3 年度事業計画（案）について 

      ②評価委員会への支援希望内容と支援方法（案）について 

 〇第 2 回：令和 3 年 10 月 11 日（月） 

   議題：①参加保険者からの事業実施報告について 

      ②委員からの助言について 

   参加保険者：山鹿市・阿蘇市・大津町・ 

 南小国町 

 〇第 3 回：令和 3 年 12 月 6 日（月） 

   議題：①参加保険者の好取組について 

      ②委員からの助言について 

   参加保険者：甲佐町・相良村・南阿蘇村・山都町 

 

【 保健師委員による個別支援 】 

 〇 9 月 07 日（火）：多良木町・湯前町・水上村（オンライン開催） 

 〇 9 月 09 日（木）：美里町 

 〇10 月 26 日（火）：玉名市 

 〇11 月 01 日（月）：苓北町 

 〇11 月 11 日（木）：八代市・氷川町 

 

 

 

◆令和 3 年度保健事業支援・評価委員会 

専門家の助言などの支援を実施 

国保連合会 News!! 
国保くまもと Vol.251（2022 年 3 月号） 

 

個別支援の様子 

評価委員会の様子 
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◆12/23 令和 3 年度医療費適正化に向けた医療保険者合同学習会 
 

 標記学習会が保険者協議会主催のもとオンラインにて開催され、熊本県内各保険者の保

健事業担当者、熊本県保険者協議会関係者 191 人の参加申し込みがありました。 

 本県では、脳梗塞による受療率が高く、健診結果による高血圧の有所見率は低下してい

るものの、高血圧者の医療機関未受診者・中断者も多く、また、若年層の心疾患による高

額医療の割合も全国平均よりも高い状況であります。そのような状況を踏まえ、本学習会

は、「循環器疾患の予防」をテーマに、下記内容にて開催されました。 

【開催内容】 

・講  演：「循環器疾患の予防・治療について」 

  熊本大学大学院生命科学研究部循環器内科学 荒木智 氏 

・情報提供：「熊本県循環器病対策推進計画の策定について」 

  熊本県健康づくり推進課 塚本浩平 氏 

・活動報告：「高額な医療費の分析と保健活動への反映 

       ～その他の循環器疾患・心疾患を中心に～」 

  美里町健康保険課 隈部尚美 氏 

                                          

 

◆1/13 令和 3 年度第 2 回データヘルス推進研修会 

 

 標記研修会をオンラインにて開催し、熊本県内各保険者の国保・保健主管課等の関係職

員及び専門職、熊本県、熊本県後期高齢者医療広域連合の担当職員等、80 端末で参加があ

りました。 

 本研修会は、国保保険者の関係職員が共通認識を持ってデータヘ

ルス計画の目的である生活習慣病の発症と重症化を予防するため

の学習を継続し、効果的な事業の実践に繋げることで、本県全体の

健診データの改善と生活習慣病に係る入院医療費の適正化を図っ

ていくことを目的としており、講師は、第 1 回目に引き続き、合同

会社ヘルスサポートラボ代表の井上優子氏をお迎えし、「効果が出

る保健事業を学ぶ」をテーマに指導いただきました。 

                                          

 

◆1/20 令和 3 年度保健指導担当者スキルアップ研修会 

 

 標記研修会をオンラインにて開催し、熊本県内市町村の保健師、栄

養士等の専門職 80 端末での参加がありました。 

 本研修会では、講師に管理栄養士の林律子氏をお迎えし、熊本の健

康課題の背景を KDB システムをはじめとする統計情報等から分析し、

何故、メタボと糖の有所見率が高くなってきたのか読み取りを深め、

更に健診結果を代謝の視点で食に繋げる学習を行いました。次年度以

降も、実際の食の指導に向けた学習の継続を予定しています。 

（講演） 荒木智 氏 

井上優子 氏 

林律子 氏 
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◆2/16 令和 3 年度第三者行為求償事務担当管理職級職員等研修会 

 

 標記研修会は、保険者における第三者行為求償事務の更なる取組強化の推進を目的とし、

令和 4 年度保険者努力支援制度における評価指標の見直しに伴い、熊本県内保険者の管理

職級職員を含む求償事務担当者を対象にオンラインにて開催し、89 人の参加申し込みがあ

りました。 

 講師に第三者行為求償事務アドバイザーの和田憲明氏をお迎えし、

保険者における第三者行為求償事務担当者としての実務経験をもと

に、その目的と意義、また、求償事務の特殊性など大変幅広く、参考

となる具体例を交えて講演いただきました。 

 講演に続き、本会求償対策推進課から本会における求償事務の取組

について説明を行いました。 

 

和田憲明 氏 
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 都道府県国保連は審査支払をはじめ様々な

介護保険関連業務も担っている。市町村にとっ

て介護保険は国民健康保険と並ぶ重要な保険

者業務であるし、事業規模（特別会計の規模）

も極めて大きい。さらに言えば、介護保険は国

民健康保険の制度設計を参考に設計されてい

るので、市町村にとってはある意味兄弟のよう

な制度でもある。 

 現在の介護保険のキイワードは「地域包括ケ

ア」である。地域包括ケアは今や高齢者ケアを

超えて地域福祉・地域共生を基礎づける重要な

概念にもなっているので、医療と介護、介護と

福祉は「地域包括ケア」を軸につながり合って

いる。 

 さて、介護保険には、国民健康保険にはない

面白い仕組みがある。「介護サービス情報公表

制度」。この業務を担っていた都道府県国保連

もあるのでご存じの向きもあるだろう。 

 この制度は、措置から契約へという大きな制

度転換をした介護保険が、行政が措置による介

入をせず、利用者が契約に基づく対等な関係の

中で自ら事業者・サービスを選び取っていくこ

と、「利用者の選択（自己決定）」を機能させる

ことによって、市場の機能を通じ、より利用者

の支持を得た事業者が選択され、悪徳な事業者

が排除されるメカニズムを働かせるためにつ

くられた制度である。 

 医療の世界にはこのような仕組みはつくら

れていない。医療機関が表示できる情報は医療

法（広告規制）で抑制的に規制されていて、情

報の適切な開示を通じて利用者のリテラシー

を強化し、医療機関を見る眼を育てる、といっ

た思考回路は見られない。 

 発足当時、この制度は「情報開示の標準化」

と称されていた。利用者がどのサービス事業者

を選択するかは自由、つまり自己責任であるこ

とを大前提に、選択にあたって必要かつ客観的

な事業者情報を比較可能な形で開示する、とい

うのがこの制度の趣旨である。 

 従ってこの制度は「第三者評価」ではない。

実施主体である都道府県は個々の事業者の評

価は行わない。というか、すべきではない。評

価を行うのはあくまで利用者自身であり、その

ための条件整備として情報を標準的（＝比較可

能な形）で開示させるのが仕事である。 

 換言すれば、介護サービス事業所のポテンシ

ャルを可視化し、利用者のリテラシーを高める

ための客観情報をいかに選別して公表する（さ

せる）かが制度のキモということになる。畢竟、

サービス内容のチェック（評価）は、利用者、

家族、現場職員（労働環境）が、公表情報と自

らの体験に基づき行うべきものであり、またそ

  こくほ随想 

情報開示とリテラシー 
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うでしかあり得ないものだからである。 

 となると、「開示すべき情報」は、サービス

の内容・質に直接関わる情報が中心になる。法

令遵守に関わる情報はもちろんのこと、昼間・

夜間の職員配置、専門職の数、職員の勤務年数、

研修の実施、オンコール体制、他機関との連携・

利用者の人数、要介護度、利用料金…そして何

よりも、その開示情報が客観的に正しいかどう

かを定期的に検証する仕組みが不可欠になる。

まさにこの点がかつての WAM-NET のような「総

合情報サイト」との大きな違いである。 

 情報公表制度の運用は、それなりに難しい。

保険者にしてみれば、制度所管者（事業所の指

定権者）としてサービスの適切な提供について

責任を負っている。都道府県や市町村に対する

「苦情処理」や「介護保険運営協議会等への申

し立て（一種のオンブズマン制度）」など、指

導監査と連動した事業所管理の仕組みもある。

情報公表制度は、使いようによっては極めて権

力的・措置的な事業者管理の手段にもなり得る

からだ。 

 今なお試行錯誤が続くこの制度だが、大事な

ことは、制度が自律的に動くこと、利用者自身

が良いサービスを評価し、選び取ることができ

るプラットフォームをつくること。それがこの

制度の目標だ。 

 

（記事提供 社会保険出版社）
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 昨年末から COVID-19 の第 6 波が日本を襲

っている。この原稿を書いている時点で 1日

の感染者数は 10 万人に達し、過去の波とは

文字通り桁違いの広がりを見せている。他

方で、当初、未知の感染症で治療手段もなく

対症療法しかできなかったが、現在はワク

チンも開発され治療薬も次々と登場してい

る。もちろん楽観視することは禁物だが、敵

の変異に対抗する手段を人類は確実に手に

しつつある。経口治療薬が登場すれば診療

所での治療が可能になり、医療提供体制は

格段に拡充される。その意味で、コロナとの

戦いは新たなステージに入ったとも言える

だろう。 

 この 2 年間、COVID-19 禍を通じて我々が

見たのは「すでに起こっている未来」だった。

2040 年に直面するであろう医療の現場を、

我々は現在進行形で経験した。 

 現在でもすでに入院患者の７割は 65歳以

上、半数は 75 歳以上であり、高齢者の６割

は独居か老齢夫婦世帯となっている。要介

護高齢者・基礎疾患持ち慢性疾患患者の急

性期対応・感染症対応は常態化し、家族介護

はほぼあてにならない社会になっていく。 

 すでに多くの識者が語るように、医療の

目的は「治す医療」から「治し支える医療」

へと変わる。生活の質（Quality Of Life）

を重視した医療、「生活の中の医療（生活を

犠牲にしない医療）」がより求められるよう

になる。 

 当然、病院に求められる機能・役割も変化

していく。一方では、「治す」に特化した高

次機能・専門治療機能、そして他方では、「治

し、支える」を担う在宅医療・地域医療を支

える機能である。 

「治し、支える」は医療だけでは実現できな

い。故に地域医療の形も変わらなければな

らない。外来中心から往診・オンライン診療

がむしろ標準形になり、生活全体を支える

医療・看護・介護・生活支援を包括したケア

が必要になる。まさに「地域完結・在宅支援

型」のケアシステムであり、このためには多

様な専門職種の連携・協働が重要になる。即

ち「地域包括ケアネットワーク」である。 

 地域包括ケアネットワークは、在宅医療

が機能しなければ成立しない。今回の危機

を乗り越えていく過程で在宅医療はその力

量と可能性を大きく広げた。それを支えた

一つの大きな力が新しい医療技術・医療機

器、特に ICT、IoT である。ウェアラブル端

末、コミュニケーション機器、在宅酸素など、

様々な診断治療支援技術が次々と導入・実

  こくほ随想 

在宅医療の可能性と医療 IT 
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装され、COVID-19 と戦う在宅医療の現場を

支えた。 

 そもそも医療は連続的なもの。在宅医療

と入院医療の間に断絶はないはずである。

診断治療技術の進歩、在宅の医療資源の充

実、ICT のような新しいテクノロジーの実装

が進めば、在宅医療の限界点（守備範囲）は

大きく広がっていく（広げられる）。 

 これから必要なのは「生活を支える医療」

である。いかに生活の継続性を損なうこと

なく、尊厳を持って地域で最後まで過ごす

ことができるか。とすれば目指すべきは「い

かに在宅医療の限界点を高め、在宅支援の

視点で地域資源を組み立てるか」になる。 

 そう考えると、医療 IT・IoT・DX は、これ

からの在宅医療・地域包括ケアネットワー

クを支える不可欠のアイテムとなることは

明らかであろう。 

 さらに言えば、医療 IT には、医療のあり

方を劇的に変えていく可能性がある。「診断

治療—臨床」の場面だけではなく、在宅（地

域）と病院の機能分担、医療提供体制のあり

方、さらには日常的な健康管理・予防まで含

めたトータルな意味での医療ケア—「ヘルス

ケア」—の形を大きく変えていく可能性があ

る。 

 果たして日本の制度や政策、人々の意識

はそれに付いて行けているだろうか。すで

に未来は目の前に現れている。我々に残さ

れた時間は少ない。 

（記事提供 社会保険出版社）
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 はじめに  

 近年、歯周病と糖尿病との関連は様々な研究により明らかになってきており、歯周病は

糖尿病網膜症、腎症、神経障害の 3 大合併症に次ぐ、糖尿病の 6 番目の合併症と言われる

ほど糖尿病と密接な関係があることが指摘されています。また、その相互の関係性から各々

を治療、改善することにより重症化の予防に繋がる可能性についても明らかになってきて

います。今回はその関連性についてご紹介したいと思います。 

 

 糖尿病が歯周病に及ぼす影響について  

 これまでの研究により糖尿病の人は、唾液分泌の低下、創傷治癒不全、白血球の機能異

常による易感染性、炎症性サイトカインの異常亢進および最終糖化産物（AGE：高血糖によ

って体の中の色々なタンパク質が糖化されたもの)の蓄積により歯周病に罹りやすく、かつ

進行しやすいことが示されており、以下に述べるメカニズムが考えられています（図 1）。

少しわかりにくいですがメカニズムについて以下にご説明します。 

 まず、血糖値の上昇によって、歯を支えている歯周組織の重要な構成成分であるコラー

ゲンの合成阻害や歯を支えている歯根膜組織の細胞の機能異常、そしてこれらに微小循環

障害による歯周組織の血行不良が重なることにより、傷の治りが遅れたり感染しやすい環

境となり、結果的に歯周病が進行するというメカニズムがまず考えられます。 

 次に、AGE による炎症性組織破壊というメカニズムも考えられています。糖尿病の人の

歯周組織にはこの AGE が多量に沈着していると言われており、AGE 化したタンパク質は本

来の機能を発揮しないため、免疫機能を刺激して炎症性の組織破壊を引き起こしやすいと

言われています。 

 さらに、脂肪細胞から分泌される生理活性物質であるアディポサイトカイン（TNF-α等）

が炎症に関与して歯周病に罹患しやすくなるとも言われています。例えば、肥満を伴う糖
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尿病の人では糖尿病でない人と比べ、前述のサイトカインである TNF-αの血中濃度が高い

ことが知られており、このサイトカインによって歯周組織の炎症が進行する可能性がある

と言われています。 

 要するに、糖尿病による血糖値の上昇によって全身の組織に様々な障害を生じますが、

歯を支えている歯周組織も同じで、ダメージを受け歯周病に罹りやすくまた歯周病が進行

しやすくなるということです。過去のアメリカのピマ族における大規模な調査研究では、

2 型糖尿病患者の歯周病発症率は、非糖尿病患者に比べ 2.6 倍高いことが示されています。

また、HbA1c7.0%以上の高血糖状態は歯周病の急速な進行リスク（グレードを上げる）因子

として定義されています（アメリカ歯周病学会とヨーロッパ歯周病連盟による「歯周病の

新分類(2018)」にて）。 

 

 

 

 歯周病が糖尿病に及ぼす影響について  

 前述では糖尿病があると歯周病が進行しやすいことをご紹介しました。一方、逆に歯周

病が糖尿病に影響を及ぼすことも明らかになってきています（図 2）。歯周病は、歯周病菌

の感染による感染症です。中等度から重度の歯周病に罹患している人では、炎症を起こし

た歯周ポケット内面（歯と歯肉の境目にある溝）は、手のひらとほぼ同じ面積の潰瘍をつ

くったような状態になり、重症化した歯周病では歯の周りの組織が弱くなって容易に出血

するようになるため、歯周病菌の塊が直接生体に入り込むようになります。歯周ポケット

の内面に、これだけ大きな面積の潰瘍ができていて、そこに歯周病菌がくっついている状

態を考えれば、そこで様々なことが起こることは容易に想像できます。さらに、歯周病菌

の多くは内毒素と呼ばれる毒素を産生します。この毒素は非常に強力であるため、歯周病

が重症化して毒素が生体に入り込むようになると、私達の体はこれを排除して何とか体を

守ろうとします。この時、本来生体を防御する免疫担当細胞から免疫システムを高度に活

図 1 糖尿病が歯周病に及ぼす影響のメカニズム 
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性化する腫瘍壊死因子という物質が多量に産生されます。特に、内臓脂肪組織でこの物質

を多量に産生するようになると言われており、昔に比べ若干体重が増加し脂肪組織が成熟

してきた人で、この物質がより多く作られることがわかってきました。また、この TNF-α

は糖尿病の進行によりインスリンの効きを阻害する物質（悪玉物質）と同じものであるこ

と、また、それに伴いインスリンの働きを阻害してブドウ糖の細胞内への取り込みを妨げ、

血糖が下がりづらい状態になることも明らかになってきました。 

 以上のことより，歯周病菌のような盛んに内毒素を産生する菌に多量に感染し、その毒

素が容易に体内に侵入する環境下では、体が毒素を排除する際に、本来肥満を呈している

人の内臓脂肪で産生される物質と同じ悪玉物質（TNF-α等）が産生され、それらがインス

リンの働きを阻害してしまうために、糖尿病を悪化させる可能性があると考えられていま

す。 

 

 

 

 糖尿病患者における歯周治療の意義について  

 これまでのことより、歯周病と糖尿病には密接な関わりがあることがご理解頂けたと思

います。また、歯周病と糖尿病は相互に作用し悪影響を与え合うことがあることも報告さ

れています（図 3）。したがって、歯周病をきちんと治療することにより、内毒素が生体内

へ侵入することを防ぐと、悪玉物質の産生が低下するため、歯周病の改善のみならず、血

糖コントロールの改善が期待でき（糖尿病診療ガイドライン 2019 より）、それに伴い合併

症の進展予防にも繋がります。歯周病の管理はもちろんのこと糖尿病への影響も最小限に

抑えるためにも歯周治療は重要な意義を持つと考えられています。 

 

図 2 内毒素が体に入ると生体は悪玉物質を産生し、インスリンの

効きが悪くなる（日本歯科医師会ホームページより引用） 
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 最後に  

 これまで歯周病と糖尿病には互いに密接な関係があることについてお話ししてきました。

両疾患ともに生活習慣病および慢性疾患であり、相互に影響を及ぼすことから、効率の良

い治療を行うには、治療初期より医科歯科連携を行い、医科と歯科で並行して治療を行う

ことによって治療効果を高めていくことが重要であると考えています。 

 また、糖尿病連携手帳や熊本県糖尿病地域連携パス、通称“DM 熊友パス”を有効活用す

ることにより、歯周病と糖尿病に関する患者さんの病状と治療状況等のデータを連携医間

で定期的に情報共有することができます。したがって、医療連携をよりスムーズに行うた

めにも、連携医が患者さんに連携手帳等による情報確認を積極的に行うことはもちろんの

こと、患者さん自身も積極的にかかりつけ医にご提示いただくことは、継続的かつ効果的

な治療を行っていく上で、とても大切なことであると思っています。歯科受診の際にも是

非ともご提示いただきますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール 

太田 文隆（おおた ふみたか） 

【現職】 令和 元年 6 月 熊本県歯科医師会医療連携委員会 委員長 

【職歴】 平成 29 年 6 月 熊本県歯科医師会総務・医療連携委員会 委員 

図 3 糖尿病と歯周病：双方向の関係性 

（サンスター コメディカル向けマニュアル 

糖尿病患者の口腔管理より引用） 
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栄養価（１人分） 

エネルギー       505kcal 

たんぱく質       18.2g 

脂質             16.7g 

炭水化物         77.0g 

食塩相当量        2.4g 

材料（1 人分） 

ごはん： 

 無洗米       75ｇ（1/2 合） 

 水       110cc 

キーマカレー： 

 合いびき肉    30ｇ 

 大豆（水煮缶）  50ｇ 

 玉ねぎ      50ｇ（1/4 個） 

 人参       20ｇ（1/8 本） 

 カレールー    20ｇ（ひとかけら） 

 水        80cc 

 
今回のテーマは、パッククッキング（※次頁参照） 

～災害時だけじゃない!家でもアウトドアでも便利な調理法～ 

レッツチャレンジ！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

（１）無洗米と分量の水をポリ袋の中に入れ、空気を抜いて、ポリ袋の上部で口を結ぶ。30 分程度吸水させる。 

（２）玉ねぎ、人参、カレールーは、粗みじん切りにする。大豆は水気を切っておく。A の材料を合わせてポ

リ袋に入れ軽くもみ混ぜる。空気を抜いて、ポリ袋の上部で口を結ぶ。 

（３）ポリ袋が溶けるのを防ぐため、鍋にザルまたは平皿を敷いておき、湯を沸かしておく。湯が沸いたら

（１）（２）のポリ袋を入れ、20 分程度煮る。火は吹きこぼれない程度に調節する。 

（４）カレールーをポリ袋の中で軽くかき混ぜ、よそったごはんにかけたら出来上がり。 

★カレールーの袋の中にご飯を入れて混ぜて食べると、洗い物がないので便利です。 

簡単キーマカレー 

国保くまもと Vol.251（2022 年 3 月号）  

）  

提供：（公社）熊本県栄養士会 

第 12 回 

管理栄養士 塚田 千尋 
（公社）熊本県栄養士会 会員 

 益城町役場 健康保険課 健康増進係 

 （益城町保健福祉センター「はぴねす」）勤務 

 

～ 作り方（1）（2） ～ ～ 作り方（3） ～ ～ 作り方（4） ～ 
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☆食事でできる「備え」とは？ 

 備蓄食品というと３年保存や５年保存のような長期保存できる食品というイメージがありますが、普段から使っている缶

詰やレトルト食品なども実は立派な備蓄食品です。常に買い置きをしておくことを「ローリングストック」と言い、災害時

以外にも、体調の悪いときや予定していた買い出しができなかったときにも、買い置きで対応することができます。 

パッククッキングには「１食分単位で準備できる」「洗い物が少ない」「材料を入れるだけなので簡単に作れる」というメ

リットがあるので、家族で同じものが食べられない時やアウトドアの時にも便利です。普段は困っていなくても、いざとい

う時にできることを知っておくことが一番の備えです。たまに思い出して多めに買ってみたり、パッククッキングに挑戦し

てみたりしては、いかがでしょうか？ 

☆ローリングストックに加えたい食品 

 災害時には食物繊維やビタミン類が不足しがち。普段の食生活でもしっかり取り入れたい栄養なので、ぜひストックに加

えてみましょう。ドライフルーツ、ナッツ類、乾燥食品（海藻類、のり、切り干し大根、干ししいたけ、ごま等）など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パッククッキングとは、食材をポリ袋に入れて加熱する調理法です。 

メリットとして、 

✿少ない調味料で味付けできる 

✿一つのお鍋で複数の料理を作ることができる 

✿一人分でも簡単に作ることができる 

✿栄養やうまみを逃がさない 

✿ポリ袋のまま食べることができるので食器が汚れず片付けが簡単 

などがあります。 

 

 

 

【準備する物】 

・ポリ袋 

【高密度ポリエチレン】表示のあるもの（半透明、シャカシャカタイプ） 

・食材、調味料   ・水 

・鍋（電気ポット） ・はさみ 

【作り方】 

①ポリ袋に食材や調味料を入れる。 

②袋の中の空気を抜いて口を結ぶ。 

③沸騰した鍋に入れて加熱する。 

（電気ポットは98℃設定） 

 

～パッククッキング～ 

＾ パッククッキングとは？ 

パッククッキングの基本の作り方 

耐熱皿などを敷いたり、ザルを入れ
たりして、お鍋の底にポリ袋が触れ
て溶けないように注意して！ 

空気を抜くには、水圧を利用すると簡単！ 

加熱するとポリ袋が膨らむので、上の方で 
しっかり結んでおきましょう。 
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国保くまもと Vol.251（2022 年 3 月号） 

Part12

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 

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。 

今回は甲佐町と相良村です！ 

 

甲佐町 住民生活課 保険係  山下
やました

 裟
さ

貴
き

 さん 

➊ 主に国民健康保険の資格や給付に関する業務などを担当してい

ます。まだまだ勉強不足で日々先輩方に助けていただいていま

す。目標は丁寧で迅速な電話・窓口対応ができるようになること

です。 

➋ 趣味は神社巡りです。熊本県を中心に神社巡りをしています。

現在はコロナウイルスの影響で行けていませんが、行けるよう

になるのが楽しみです。 

➌ 甲佐町は熊本県のほぼ中央に位置し、自然豊かな町です。令和 2年

7 月にリニューアルオープンした「common idoe」をはじめとす

るキャンプ場では、自然を感じながらゆったりと過ごすことができ

ます。また古民家を改修した「旧西村邸」では本格的なイタリアン

も堪能できます。魅力がつまった甲佐町にぜひ遊びに来てください。 

 

 

相良村 保健福祉課 国保係  米田
よ ね だ

 渚
なぎさ

 さん 

➊ 主に資格管理や保険給付、保健事業を担当しています。窓口で

住民の方と関わる機会が多いので、わかりやすい説明を心がけ

ています。 

➋ 学生時代からソフトボールをしており、現在も地域の大会に参

加するのが楽しみの１つです。我が子の声援をパワーに変え、

打って走って投げて楽しんでいます。 

➌ 相良村には「水質が最も良好な河川」に１５年連続で選ばれた 

「川辺川」があります。１５年連続は日本唯一で、アユやヤマメが生

息する青く澄んだ水が特徴のとても美しい川です。しかし、令和２年

７月豪雨では川辺川が氾濫し甚大な被害を受けました。多くの支援を

いただきながら、復旧・復興に向け「未来につなげるむらづくり」に

村一丸となって取り組んでいます。 
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