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人   口  1,002 人  

国保被保険者数  233 人  

後期高齢者数  296 人  

世  帯  数  482 世帯  

  国保世帯数  158 世帯  

  

医療機関等数  

  

医科  1 機関  

歯科  1 機関  

調剤薬局  0 薬局  

 

（令和 4 年 3 月末現在）  

担当課・係  職  員  （うち専門職） 

保健福祉課  

福祉係  
5 人  1 人  

保健福祉課  

保健衛生係  
6 人  4 人  

※会計年度任用職員を含む。  

 

五木村  

 五木村は、熊本県の南部に位置し、

面積の 94％が山林の自然豊かな山

村です。 

 村の中央を「清流  川辺川」が貫流

しており、15 年連続で「水質が最も

良好な川」に選ばれています。川辺

川をはじめとする渓流は、川底の石

がはっきりと見えるほどの透明感

で、川遊びや渓谷釣りのポイントと

して夏場には多くの方々が訪れてい

ます。 

 現在は村の特産品として、五木村

と九州沖縄のごく一部でのみ栽培さ

れている「幻の柑橘“くねぶ”」の栽

培や商品製造に力を入れています。

酸味の中に広がる自然な甘さとさわ

やかな香りは、お酒や様々な料理に

使える万能柑橘で、「くねぶストレー

ト果汁」や「くねぶのリキュール」

等の商品が販売されています。  

保健福祉課の皆さん  

くねぶ  渓流ヴィラ ITSUKI 

 

ヒストリアテラス五木谷  
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        の人口は令和 4 年 3 月末時点で 1,002 人と熊本県内で最も少なく、

国保の加入率は 23％となっています。高齢化率は令和 4 年 3 月末時点で 49.4％と熊

本県内でも最も高く、国保被保険者の約 63％が 65 歳以上という状況です。  

一人当たりの医療費は熊本県平均よりも高い水準となっており、被保険者数が少な

いため、入院や手術等の高額な医療費があると一人当たりの医療費が増加しやすい傾

向にあります。  

 また、国保税収納率（図１）は平成 26 年度から令和 2 年度まで 100％を維持してお

り、口座振替については、高い加入率となっています。さらに、特定健診の受診勧奨

を担当課職員全員で実施したり、効果的な特定保健指導を行う等の取り組みもあり、

令和 4 年度の保険者努力支援制度の獲得点数は 809 点（熊本県平均 654.8 点）で、令

和 3 年度に引き続き熊本県内で１位となっています。 

 今回は、こうした積極的な保健事業等の取り組みを中心にお話を伺いました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本村の令和 2 年度の特定健診受診率（図 2）

は 78.3%で、熊本県内で 1 位となっています。

しかし、受診率が頭打ちとなっているため、

本村の健康状況を把握できるように、さらに

受診率の向上を目指しています。  

 特定健診の受診体制は、①人間ドック（通

年：熊本市内と近隣市町村の 4 機関）、②集

団健診、③追加健診を実施し、受診の機会を

確保しています。  

人間ドックについては、申込書送付時に受

診勧奨のチラシを同封し、 2 月に申し込みを

受け付けています。人間ドックの申し込みを

されていない方には、 6 月に集団健診の申込

 
現年度分  滞納繰越分  口座振替加入率  

R2 年度  １００％  ０％  ６５ .４２％  

R1 年度  １００％  ０％  ６０ .４４％  

（熊本県 38.49％）  

H30 年度  １００％  ０％  ６６ .３６％  

（熊本県 37.64％）  

保健事業の取り組み 

五木村 

（図 1）国保税収納率  
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（図2）特定健診受診率
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書を郵送し、毎年 7 月に村内 26 か所で実施している保健福祉課事業説明会において、

「五木村の健診結果の状況、受診の必要性」等講話をした上で申込書を回収します。

受診を希望されない方には、「受診しない理由」を確認の上、受診勧奨し、申込書を回

収しています。     

なお、特定健診は「受診しなければならない健診」として意識づけをするため、「受

診を希望しなかった方」や「申込書の未提出者」にも全員に問診票を送付しています。 

 さらに、健診当日には、がん検診のみ受診される方に、受付で再度、特定健診の受

診勧奨を行います。また、長期の健診未受診者には、家庭訪問で対応しています。そ

れでも、医療機関受診を理由に受診しない方には、検査結果の情報提供を依頼したり、

村営診療所がかかりつけの場合は、医師や看護師から受診勧奨していただく等、あら

ゆる機会を活用しながら受診勧奨を何度も行い、受診率の向上に努めています。併せ

て、受診しやすい体制を整えるため、集団健診では、健診

受診者の待機時間の減少に繋がるように時間指定を行う

とともに、希望者には送迎を行っています。人間ドックに

ついては、自己負担額を低額に抑えることにより、特定健

診のみでなく、がん検診も受診しやすいように設定する

ことで、多くの方の受診に繋がっています。 

 また、健康への意識づけを図るため、35 歳～ 39 歳を対

象とした若者健診を実施しており、令和 2 年度の受診率

は 100％（国保加入者のみ）となっています。 

  

 

 

 

 特定保健指導実施率（図 3）については、令和元年度、2 年度は、専門職の人員不足

により保健指導の体制が十分に確保できず、平成 30 年度と比較して大きく低下しま

した。令和 3 年度以降は熊本県からの人事交流等もあり、体制が整ったため、積極的

に指導を実施しているところです。  

 重症化予防対策として、健診の結果説明会

は、受診者の利便性を考慮し、保健センターや

集会所等村内 8 か所を巡回して、受診者全員を

対象に個別に実施しています。説明の際には、

事前に一人ひとりに対応した資料を準備し、そ

の資料を基に、結果を経年的に比較して確認す

るとともに、対象者の生活状況を聞き、翌年に

向けて改善できるように目標を設定します。目

標の取り組み状況は、個人に応じて何度か訪問

したり、次年度の結果説明会の際に確認する

等、対象者と共有しています。説明会に参加で

きなかった方には、自宅を訪問して、受診者全

員と面談できるように努めています。  

 また、指導の際には、村営診療所と連携、相談し、必要に応じて助言をいただきな
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（図3）特定保健指導実施率
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がら効果的な指導ができるように努力しています。その結果、住民から役場へ定期的

に状況報告があったり、道端で声を掛けられることもあります。令和 4 年度は保健指

導を充実させるため、新たにタブレットを活用した保健指導を実施する予定です。  

 さらに、結果説明会以外では、健診結果やレセプトを基に、保健指導項目ごとに対

象者を抽出し、対象者全員に個別訪問するように心掛けています。  

 また、本村はメタボリックシンドローム該当者や予備群の割合が熊本県内で一番高

い状況にあります。今年度、村長の基本方針に「健康づくりへの強化」が掲げられた

ことを受け、各公民館分館や食生活改善推進員と協力した健康教室等、国保加入者の

みではなく、社会保険加入者にも対象者を拡大して、集中的に対策を進めていくよう

に張り切っているところです。  

 

 

 

 

 

 

 医療費の状況を、2 か月に 1 回、「広報五木」に担当者のコメントと共に、笑顔、困

った顔等表情でその時の医療費の動向がわかるように工夫した保健師のイラスト（図

4）を添えて掲載し、住民に周知しています。  

 また、保健福祉課事業説明会においても、医療  

費の推移を示しながら医療費適正化の説明を行っ  

ています。 

 重複・頻回受診者については、事務職が対象者を

抽出し、その名簿を基に保健師が対象世帯を訪  

問するように努めていますが、現時点ではあまり  

対象者はいない状況です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療費適正化の取り組み 

（図 4）保健師のイラスト  
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健
けん

幸
こう

ポイント事業  

国保制度については、区長会や広報、いつきちゃんネル（村内で放送されている

ケーブルテレビ）を活用し、定期的に周知を行っています。  

 健康づくりの習慣づけへのきっかけと、関心を高めることを目的としたインセンテ

ィブ事業として、平成 29 年度から 35 歳以上の国保加入者を対象に「健幸ポイント事

業」を実施しています。健診やウォーキング、健康教室等に取り組む度にポイントを

付与し、最高 5,000 円の奨励金と交換できます。令和 3 年度までは参加者が少なかっ

たため、より多くの方が参加できるように、令和 4 年度から対象者を 35 歳以上の住

民全員に拡大しました。  

 また、国保の医療費を抑えるには、住民全員で健康づくりに取り組んでいく必要が

あるため、今後は、教育委員会とタイアップした健康づくり事業や、健康づくり推進

協議会の活性化に取り組んでいく予定です。  

 

 

 

 

 

  

健康づくりに関する啓発活動 
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まちの見どころ 

幻の柑橘  くねぶ 

白滝公園  

 

公園のシンボルは高さ７０ｍの石灰岩の岸壁。

園内にはライトアップ可能な小さな鍾乳洞があ

り、夏は涼スポットとして人気。秋の紅葉も見事

な美しさです。 

 

 

「くねぶ」は現在、五木村と鹿児島

県の離島、沖縄県にわずかに残って

いる幻の柑橘です。酸味の中に広が

る自然な甘さとさわやかな香りが特

徴で、ビタミン C、クエン酸などの成

分が含まれています。道の駅では「く

ねぶシロップ」や「くねぶゼリー」、「く

ねぶポン酢」など様々な商品が販売さ

れています。 
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渓流ヴィラ ITSUKI 

ヒストリアテラス五木谷  

  

村の歴史や文化を紹介

する民俗展示室をはじめ、

木のおもちゃで遊べるこど

もかん、ゆっくりとくつろげ

るカフェ、図書コーナー等

を併設しています。 

清流日本一に認定された川辺

川のほとりにたたずむヴィラタイプ

の宿。併設する「森の遊び場」では

ボルダリング、パンプトラック、ドッ

グランなどのアクティビティもお楽

しみいただけます。 
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5 月 26 日、熊本県市町村自治会館

において、「令和 4 年度第 1 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 48 人が出席しま

した。 

 初めに、本会の青木常務理事が「国

保連合会の役割は、地域の医療・介護・

福祉の基盤を担い、これらの分野で市

町村等会員の皆様を支援していくこ

とです。社会経済情勢の変化や制度改

正により国保連合会の役割が変化する中にあっても、これまで培った審査支払業務の強み

と豊富なデータの活用を視野に、職員一同、より一層、皆様の支援に努めてまいります。」

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。 

 

 

【総務課】 

 ◆令和 4 年度熊本県国民健康保険団体連合会行事予定について 

【保健事業支援課】 

 ◆令和 4 年度広報事業について 

 ◆第 26 回熊本県国保地域医療学会の開催について 

 ◆令和 4 年度研修会等（保健事業関係）の予定について 

 ◆保健指導充実強化事業及び特定健診受診率向上基盤整備事業について 

【情報システム課】 

 ◆保険者巡回支援について 

 ◆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 

 ◆保険者機器等の更改について 

【医科審査課】 

 ◆新型コロナワクチンの追加接種に係る請求支払事務について 

【求償対策推進課】 

 ◆令和 3 年度第三者行為損害賠償求償事務について 
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◆5/18 令和 4 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オンラインにて開催し、48 団体（熊本県

内の各保険者、熊本県、後期高齢者医療広域連合）から参加がありました。 

 初めに、本会の藤岡事務局長が「保健事業の成果が問われる中、効率的・効果的な事

業運営が求められている。本日は初任者の方を対象に、特定健診等データ管理システム

等の操作方法や活用方法、新たに追加された機能について具体的に説明してまいりま

す。今後も事業の実施や評価の際等にご活用いただければと思います。」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。 

                                         

 

◆5/19 令和 4 年度第 1 回広報委員会 

令和 3 年度の事業報告及び令和 4 年度の事業計画について 

本会主催のもと「令和 4 年度第 1 回広報委員会」を、県内市町村各地区（国保組合・熊

本県・国保連合会含む）代表の広報委員 14 人が出席し、オンラインにて開催しました。 

 

 

 

【広報共同事業】 

①CM 放送等の実施 

・テレビ、ラジオ、YouTube での放送 

・スチール写真（くまモン）の使用実績 

②広報用ポスター及び卓上 POP 作成及び配付 

③令和 3 年度広報共同事業負担金 

 

 

【広報事業】 

①WEB 版広報「国保くまもと」の HP・グループウェアへの掲載 

②統計資料の HP・グループウェアへの掲載 

③国保新聞の配付状況 

④健康まつり等支援（貸出物品の貸出状況） 

 

 

 

 

 

国保連合会 News!! 
国保くまもと Vol.253（2022 年 7 月号） 

 

令和 3 年度広報共同事業並びに広報事業実施結果報告  

 

令和 4 年度   

広報用スチール写真  
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令和 4 年度の広報共同事業並びに広報事業実施予定について、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 

・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。 

・テレビ・ラジオ CM の放送配分を国民健康保険料（税）収納促進編 30％、ジェネリッ

ク医薬品普及促進編 10％、特定健診受診促進編 60％とする。 

・YouTube において、5 月～10 月の 6 か月間放送。 

・特定健診受診勧奨に関する広報として、JR 熊本駅（新幹線口）のデジタル広告におけ

る CM 放送、熊本市中心市街地の街頭ビジョンにおける CM 放送、テレビ・ラジオ放送

にて 60 秒広報を実施。 

・CM と連動した「くまモン」のスチール写真は、各保険者にて利用可能。 

②ポスター及び卓上 POP 配付 

・追加配付希望調査を実施し、在庫の範囲内で配付する。 

③広報共同事業に係るアンケート調査 

・令和 4 年 6 月～7 月に、各市町村職員及び国保組合職員を対象として実施する。 

④令和 4 年度広報共同事業負担金 

・協議の結果、事務局案のとおり決定。 

 

【広報事業】 

①WEB 版広報「国保くまもと」   

 ・HP 及びグループウェアへ掲載する。 

②統計資料の作成  

・グループウェアへ掲載する。（HP 掲載は終了） 

③国保新聞の配付  

④健康まつり等支援（貸出物品） 

                                         

 

◆5/25 令和 4 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、県内市町村の保健師、栄養士等の専門職 54 端末で

の参加がありました。 

 本研修会は、事例を基とした学習を基本とし、健診結果をはじめとするデータを代謝の

メカニズムの視点で読み解き、対象者の身体の状況を理解した上で、実際の保健指導をど

のような切り口で行っていくか等、保健指導の実践力向上を目的としており、講師に管理

栄養士の林律子氏をお迎えし、「メタボの保健指導の実践に向けた学習」をテーマに指導い

ただきました。 

 

 

令和 4 年度広報共同事業並びに広報事業実施予定  
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新型コロナウイルス感染症が発生してか

らおよそ 2 年半になる。最初の頃に比べれ

ばこの病気の性質もかなり解明され、ワク

チンも治療薬もできてきてはいるが、重症

化すれば命を脅かす病気であることは変わ

りなく、日常生活でも制約を強いられる状

況が続いている。今回は他の災害対応と比

べて感染症対策が持つ難しさについて、考

えてみたい。 

感染症対策とはどういうことかについて、

最初にまとめておこう。今回の新型コロナ

のように海外で発生した場合には、まず、水

際対策で侵入をできるだけ遅らせる。国内

で発生が始まれば、接触の回避など感染拡

大防止策を講じ、患者の増加のスピードを

できるだけ抑える。そしてその間に医療体

制を強化する。併せてワクチンや治療薬の

開発を急ぐ。患者増加のスピードを抑えれ

ば抑えるほど流行のピークも下げることが

でき、医療体制をつくるための時間も稼げ

ることになるので、感染拡大防止策をしっ

かりやることはとても重要だ。 

 そのために一時的に生活や経済活動の制

限を行わざるを得ないが、しかし他の災害、

例えば地震や水害などと比べると、この制

限が及ぶ範囲はとてつもなく広い。地域的

にも時間的にもそうだ、というだけでなく、

見えないところで感染は起き続けるので、

地域や時間の範囲が誰にもはっきりとは見

えない。そしてそのことが制約感を強くす

る。さらには、他の災害の時には物理的にで

きないことが制約になるのに対して、感染

症対策では、一見普通にできること（会食や

旅行など）を我慢してもらわなければなら

ない。 

 したがって、こうした制限を行わなけれ

ばならないということについてどうやって

国民の理解を得るかがとても重要になる。

そのために、専門家の知識をきちんと活用

しつつ最低限の制限としてこれだけはお願

いしたいという、納得感のある説明が必要

になる。一方で、そうした制限を受け入れて

もらうための経済的支援などの施策も必要

になる。 

 今回の新型コロナ対策において全体とし

てこれがうまくいったと言えるかどうかは、

最終的に感染状況と、経済面を含めて社会

が受けたダメージの評価とを踏まえて、さ

らには国際的にみて我が国の状況がどうだ

ったかといった点なども見ながら、評価さ

  こくほ随想 

感染症対策の難しさについて 

国保くまもと Vol.253（2022年 7月号） 

日本年金機構 副理事長（前厚生労働事務次官） 

樽見英樹 
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れることになるだろうと思う。 

 しかし、途中でずいぶん言われて「説明が

難しいなあ」と思ったのは、「厚労省や医療

界の対応が遅いから経済活動が制限を強い

られる」という批判だった。この問題提起は、

経済活動を制限して感染拡大を防止するこ

とが医療体制を作るための時間稼ぎだ、と

いう点から見れば、もっとものように見え

る。しかし感染症の拡大するスピードが病

院の受け入れ態勢を作るスピードよりも比

較にならないほど早い、という現実を前に

すれば、明らかに的外れの批判だ。実際に厚

労省や医療界の対応が遅かったという批判

から逃げるべきではないと思うが、それが

どうあれ、経済活動の一定の制限は、感染者

数を全体として少なくするためにも、まず

は必要なことなのである。 

 

 誰も免疫を持っていない新しい感染症は

ネズミ算的に拡大し得る一方で、入院して

いる人を退院させて空けるベッドは足し算

的にしか増えない。あらかじめ備えるなら

多くのベッドを空けた状態で費用をかけて

維持しておかなければならない。というこ

とは、考えてみればわかりそうなことだけ

れども、そうはならないという一種非科学

的な期待感のようなものが、社会にあった

のではないかと思う。厚労省や医療界の対

応についても、不十分な点をひとつひとつ

洗い出すだけでなく、それがなぜそうなっ

たのかということを振り返ることが、今後

より適切な対策をとるために大切だろう。

社会的な力学も視野に入れながら科学的に

対応すること。感染症対策はなかなか容易

ではない。  

（記事提供 社会保険出版社）
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先日、私の勤務している日本年金機構の

「拠点長会議」があった。全国312か所の年

金事務所と15か所の事務センターの長が一

堂に会する会議である。過去2年間は新型コ

ロナウイルス感染症のために行わなかった

ので、久しぶりの会合だ。今年度の事業実施

について統一的な取組方針が話し合われた。

昨年度の業績優秀拠点長の表彰も行われた。 

年金制度は保険の仕組みであるので、大

きな集団で実施するほど安定するという考

え方の下、国が保険者となって原則20歳か

ら60歳までの全国民が加入する仕組みにな

っている。一方、医療保険制度は同じ保険で

あるのに、基本は市町村国保や健保組合な

どの小集団主義である。この違いはどこか

ら来るのか。デジタルトランスフォーメー

ションの時代になっても小集団で運営する

メリットはどこにあるのだろうか。今日は

このことを考えてみたい。 

ごく大まかに歴史を振り返ってみよう。

そもそも健康保険制度は企業の共済事業を

公的に取り込む形で作られ、企業ごとの健

康保険組合が言わばリーダーの役割を果た

していたと言える。1960年代、国民皆保険実

現の際に、国保の保険者は従来からあった

一部国保組合を除き市町村とされたが、80

年代に入ると老人保健制度や退職者医療な

どのリスク構造調整の仕組みが導入され、

老人保健制度はそののち後期高齢者医療制

度として独立した制度となった。さらには

国保の財政単位の都道府県化が図られ、国

保に関して言えば財政単位を大規模化して

財政を安定させることに制度改正の努力が

続けられてきたことが分かる。一方、被用者

保険の側では、主に中小企業の従業員を対

象とする協会けんぽにおいて、財政単位を

全国から都道府県に分けて保険料率を設定

するようになってきた。 

年金制度では、例えば老齢年金は給付の

条件が年齢で基本的には全国民一律に決ま

り、かつ、現金給付で給付水準も全国同じ計

算方式であるのに対して、医療保険は現物

給付の制度であり、地域ごとの健康度や受

診行動、医療提供体制の違いなどによって

給付の発生頻度や内容が変わってくる。し

たがって全国一律の保険料では不公平だと

いう声が出てくる。これが医療保険を小集

団で「やらざるを得ない」背景だ。 

しかし同時に、集団の健康度や受診行動

によって給付の発生頻度や内容が変わると

  こくほ随想 

小集団主義の今日的意味 

国保くまもと Vol.253（2022年 7月号） 

日本年金機構 副理事長（前厚生労働事務次官） 

樽見英樹 
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いうことは、努力によって給付を抑制でき

るということを意味する。集団間の競争が

働けば更に全体として給付、ひいては負担

が抑制されることも期待できる。これは小

集団のメリットである。「保険者機能の発揮

が求められる」と言われるときの保険者機

能とは、こうした努力のことを意味してい

るだろう。 

こう考えてみると、医療保険における小

集団主義というのは主に医療保険制度が現

物給付の仕組みであることから来るもので

あり、望ましい集団とは、保険として成り立

ち得る一定の大きさを持つというだけでな

く、医療を受けるための基本的な条件が同

質で、かつ、健康度を高めるための努力が徹

底できる性質と規模を持った集団だ、とい

うことであることが分かる。 

被用者の集団においては、近年「健康経営」

ということがよく言われる。これは、我が国

の置かれた高齢化と人口減少という環境の

中で、従業員の健康度を高め医療費負担を

抑制することが、経営者レベルの関心事と

なってきていることを意味する。国保にお

いても、高齢化と人口減少が進む中、地域の

活力を維持し負担を最小化していかなけれ

ばならないという事情は同じではないだろ

うか。置かれた環境はさまざまであるとし

ても、そのためにどのような集団でどのよ

うな努力を行うことが最も効果的であるか

という観点から、改めて、市町村も都道府県

も、それぞれの自治体としての国保運営の

在り方を考えてみることが有益ではないか

と思う。 

（記事提供 社会保険出版社）

 

 

【 出 身 地 】東京都 

【生年月日】1959 年 11 月 21 日 

【 現 職 】日本年金機構 副理事長 

【 学 歴 】1983 年 3 月   東京大学法学部卒業 

【 職 歴 】1983 年 4 月   厚生省入省 

1993 年 5 月   在米国日本国大使館一等書記官 

1998 年 4 月   北海道保健福祉部高齢者保健福祉課長 

2004 年 7 月   総務省行政管理局管理官 

2008 年 7 月   社会保険庁総務部総務課長 

2012 年 9 月   厚生労働省大臣官房人事課長 

2013 年 7 月   厚生労働省大臣官房年金管理審議官 

2016 年 6 月   厚生労働省大臣官房長 

2018 年 7 月   厚生労働省保険局長 

2019 年 7 月   厚生労働省医薬・生活衛生局長 

2020 年 3 月   内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 

2020 年 9 月   厚生労働事務次官 

2021 年 10 月   厚生労働省退官 

2022 年 1 月   日本年金機構 副理事長 

プロフィール 

樽見 英樹（たるみ ひでき） 
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 １ がん治療とお口のトラブル   

 がん治療では、お口の中にさまざまなトラブルが高い頻度で現れます。痛みだけではな

く、食事や会話を妨げ、時にこのトラブルが原因で入院が長引いたり、がん治療自体に影

響が出ることもあります。がん治療によって様々な体の変化が起き、抵抗力が落ちた状態

でさらに食事がきちんと取れないと、体力も落ちてがんと闘う力が失われてしまいます。 

 特にむし歯や歯周病が治療されていない状態でがん治療が始まってしまうと、感染など

のトラブルが起きやすくなります。そのため、がん治療が始まる前や治療中に歯科を受診

し、歯科医師や歯科衛生士による口腔健康管理を受けてお口の中の環境を整えておくと、

がん治療の副作用を防いだり合併症の症状を軽くしたりするなどいろいろな効果があるこ

とが報告されています１）～５）。（表１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保くまもと Vol.253（2022 年 7 月号） 

がん治療における歯科の役割 

熊本県歯科医師会理事  

三森 康弘 

 

 

第 8 回 
全 12 回 

  

がん治療前の口腔健康管理  

 ①がん治療の副作用や合併症を軽減または予防する  

  術後肺炎を防ぐ  

  術後感染を防ぐ  

  全身麻酔時の歯のトラブルを防ぐ  

 ②手術後、早期に口から食べられるように支援する  

 ③入院期間が短くなる  

 

 

表  1 がん治療前の口腔健康管理  

15/21



 

 

 ２ 口腔健康管理とはどんなことをするのでしょうか？   

口腔健康管理とは、歯科医師や歯科衛生士が行う専門的なお口のケアや治療の事で、が

ん治療における口腔健康管理には、がん治療が始まる前に行う管理と、がん治療やその療

養中に出現した副作用や不快な症状（口腔合併症）に対する管理の 2 種類があります１）～

５）。 

 

（１）がん治療前の口腔健康管理 

がん治療前の口腔健康管理ですが、主な目的は手術にともなうトラブルを軽減または

予防することです。お口の中はとても細菌が多い場所です。そのため、全身麻酔をして

手術を受けるときなど、人工呼吸のためのチューブを通って、口の中の細菌が肺に入り、

術後肺炎を起こすことがあります。特にがんの手術で抵抗力が落ちている状態では、肺

炎になりやすいと言われています。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん治療前の口腔健康管理では、表２のような処置を行い、お口の衛生状態が良好に保た

れるように管理します。  

 

 

項目 処置の内容 

お口のチェック  お口の検査、むし歯のチェック、歯周病の検査、義歯のチェ

ック  

セルフケアの指導  歯みがき方法、舌苔除去、義歯の清掃方法  

お口のクリーニング  歯石除去、機械的歯面清掃  

応急処置  むし歯の処置、動揺歯の固定または抜歯、義歯の調整  

・図 1 

表２  がん治療前の口腔健康管理  
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手術の前に歯科で口腔ケア（お口のクリーニング）を受けることで、お口の中の細菌

を減らすことができ、肺炎を予防する効果が認められています。特に口や喉、食道の手

術では傷口の感染などの予防効果もあります。 

また、前歯に動揺する歯がある場合、気管挿管時に歯が脱落して誤飲する恐れがあり

ますので、予め抜歯をすることがあります。 

 

（２）副作用や口腔合併症に対する口腔健康管理 

抗がん剤やお口の周囲への放射線治療によって、お口の中に様々なトラブルが起こり、

それらに対するお口のケアが主になります。 

 

① 口腔粘膜炎 

 抗がん剤やお口の周囲への放射線治療が、口の粘膜の細胞に影響して起きる炎症で、

口内炎のように痛みを伴う炎症が、舌や唇、頬の内側にできて、食事をしたり、飲み込

んだりしにくくなります。（図 2）口腔粘膜炎の潰瘍ができた時にお口の中が不潔で細菌

が多く存在していると、潰瘍の表面に細菌が感染し、粘膜の炎症はさらに強くなります。

口腔粘膜炎の症状を少しでも軽くするためにお口のケアが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 口腔乾燥 

 抗がん剤やお口の周囲への放射線治療後に唾液の量が減って、口の中が乾燥し、ヒリ

ヒリしたような感じや、しゃべりづらい、飲み込みにくい、入れ歯が痛い、むし歯にな

りやすいといった症状が現れます。 

③ 味覚障害 

 味を感じる組織（味
み

蕾
らい

）が影響を受け、食べ物や飲み物の味がわかりづらくなり、食

事がおいしく感じられなくなることがあります。 

 

 これらの諸症状を予防する方法や効果的な治療法はありませんので、舌苔除去などの

お口のケアを行った上で、水や保湿剤でお口を潤したり、食事の内容を工夫するなどの

ケアによって症状をやわらげます。 

・図 2 
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 ④ 感染を防ぐ 

抗がん剤やお口の周囲への放射線治療の副作用で白血球が減少すると感染が起こりや

すくなります。特にお口の中が不潔で細菌が多く住み着いていると歯肉の感染症が起き

やすくなります。このような感染症を防ぐためにも、がん治療の前に歯科で徹底的なお

口のクリーニングを行っておく必要があります。 

 

 ３ がん診療医科歯科連携とは   

がん治療の際の口腔健康管理を受けるには、治療する病院の主治医から歯科宛の紹介状

（診療情報提供書）が必要で、基本的にはかかりつけの歯科で受けることができます。熊

本県歯科医師会では平成 25 年から県の委託事業としてがん患者医科歯科医療連携事業を

行っております。かかりつけの歯科がない場合は、県内のがん拠点病院から「連携登録歯

科医」に紹介され、がん治療が始まる前から口腔内の治療や専門的な助言が受けられる仕

組みです。 

平成 25 年に 3 病院との連携から始まり、現在県内 22 の病院と連携し、令和 4 年 3 月ま

でに延べ 14,000 人を超える方が紹介されています（図 3）。「連携登録歯科医」は、 

・国立がん研究センターがん対策情報センターのホームページ                                          

https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/medical_treatment/dental/dentist_search.html 

・熊本県歯科医師会のホームページ  

https://www.kuma8020.com/search/ 

から検索することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 歯やお口のメインテナンスが大切です  

がん治療に際して口腔健康管理を受けることによって、がん治療によるお口のトラブル

が減るだけでなく、がん治療も中断せずに計画通り進んでいい結果が得られるなど、口腔

健康管理はがん治療を支える医療として位置付けられています。がんの治療が終わってか

らも定期的に歯やお口のチェックとクリーニングを受けることが大切です１）～４）。 

 

 

・図 3 
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 ５ 訪問歯科診療が受けられます  

熊本県歯科医師会では、訪問歯科診療に関する相談窓口を設けております。  

病気、寝たきり、障がいなどで歯科医院に通院が困難な場合には、ご自宅、病院や施設など

で訪問歯科診療を受けることができます。入れ歯の調整や修理、作製のほか一般的な歯科治療

や口腔ケアなどが受けられます。お気軽に熊本県歯科医師会（在宅歯科医療連携室）にご相談

ください（図４）。  
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プロフィール 

三森 康弘（みもり やすひろ） 

【現職】 令和  元年 6 月 熊本県歯科医師会医療連携担当理事  

【職歴】 平成 25 年 6 月 熊本県歯科医師会総務・厚生・医療管理委員会 委員  

     平成 27 年 6 月 熊本県歯科医師会総務・医療連携委員会 委員長 

・図 4 
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栄養価（１人分） 

エネルギー     280kcal 

たんぱく質       12.4g 

脂質             19.8g 

炭水化物         16.8g 

食塩相当量        1.2g 

 

豚肉は、たんぱく質やビタミン B 群などの栄養素を豊富に含んでおり、疲労回復や健康維持に良いと言われてい

ます。特にビタミン B1 は、ご飯やパンなどの糖質をエネルギーに変えるときに必要な栄養素です。そのため、疲れ

やすい方や運動でエネルギーを多く使う方におすすめです。このビタミンは水に溶けやすい性質のため、煮汁やゆ

で汁ごといただきましょう。 

豚肉といえばハムやベーコンも有名で、手軽に摂取できるメリットがあります。これらのたんぱく質やビタミン

B1 は、脂身の少ないものに多く含まれる傾向があります。料理に合わせて上手に選びましょう。 

 
今回のテーマは、 

たっぷり野菜で健康的に夏を過ごそう！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料（2 人分） 

   豚ひき肉                 100g 

   キャベツ （１～２枚）      60g 

   玉ねぎ （1/5 個）         40g 

  炒め油                小さじ１ 

   塩               ひとつまみ 

   こしょう            ひとふり 

   小麦粉                適宜 

   卵                      適宜 

   パン粉（乾燥）            適宜 

   揚げ油              適宜 

ミニトマト （４個）       60g 

オクラ （２個）        40g 

ウスターソース       小さじ２ 

 

 

 

キャベツのメンチカツ 

国保くまもと Vol.253（2022 年 7 月号）  

）  

提供：（公社）熊本県栄養士会 

第 14 回 

今回はキャベツを具材に入れ

ましたが、キャベツの代わりに

豆腐やおからを入れると、たん

ぱく質アップにつながります。 

また、レンコンやひじき、枝

豆などを加えると、食感や彩り

がさらに豊かになります。 

    衣 

食材マメ知識 ～豚肉～ 

（１）玉ねぎはみじん切りにし、油で炒めておく。 

（２）キャベツは粗みじん切りにしておく。 

（３）ボールに豚ひき肉、（1）（2）を入れ、塩こしょう 

してよくこねる。粘りがでるまで混ぜたら約 30 分 

冷蔵庫でねかせる。 

（４）オクラはヘタを取り、ガクの黒い部分をむきとり、

塩でこすって汚れと産毛をとる。軽く塩ゆでして冷

水で冷ます。大きければ斜め半分に切る。ミニトマ

トは洗って水気をきっておく。 

（５）（3）を小判型に成型し、小麦粉、溶き卵、パン粉の

順につけ、170～180℃の油で揚げる。 

（６）皿に盛り、野菜を添える。お好みでウスターソース

をかける。 

 

管理栄養士 中野 敬子 

 （公社）熊本県栄養士会 常任理事 

  社会福祉法人 聖嬰会 

イエズスの聖心病院 勤務 
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国保くまもと Vol.253（2022 年 7 月号） 

Part14 

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。 

今回は菊池市と宇城市のお二人です！ 

 

菊池市 健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係 中川
なかがわ

 慶
けい

祐
すけ

 さん 

➊ 今年の４月から保険年金課に配属となり、保険税全般を担当して

います。国保税の仕組みは複雑ですが、市民の方が少しでも理解

しやすいような説明をできるように日々学んでいるところです。 

➋ 趣味は野球やソフトボールで体を動かすことです。コロナウイル

スの感染拡大によりここ数年は満足な活動ができていませんでし

たが、今年度はようやく元通り大会も開催されそうです。怪我を

しないように気をつけて楽しみたいです。 

➌ 菊池市のおすすめは「菊池渓谷」です。夏は避暑地として最適

で、とても涼しく、リフレッシュできます。また、菊池渓谷内

にあるビジターセンターで、渓流のせせらぎと涼しい風を感じ

ながらコーヒーを飲むのもおすすめです。ぜひ一度菊池市に遊

びに来てください。 

 

宇城市 保健衛生部 医療保険課 国保年金係 寺本
てらもと

 慎之
し ん の

介
すけ

 さん 

➊ 私の所属する医療保険課は、今年４月の組織機構の見直しで新

設され、これまでの国保年金係及び高齢者医療係、そして新設

された医療政策係の３係で構成されています。保健事業と介護

予防の一体的な実施の促進を目指し、医療費の適正化の推進及

び重症化予防の推進に取り組んでおり、また、国保税の賦課業

務を税務課から移管し、医療保険制度の適正かつ効率的な運営

を図るため、適正な税率の設定を行っていきます。 

➋ 毎晩の晩酌が楽しみで、コロナ禍により外食に制限がかかって以降は、家庭用ビアサーバーで

妻と生ビールを楽しんでいます。 

➌ 宇城市の不知火美術館・図書館が今年４月にリニューアルし、館内にコーヒー店も入店。滞在型

の憩いの場となり、市内だけでなく市外からも多くの人で賑わっています。また熊本地震の仮設

住宅などを再利用して併設された「こども絵本のいえ」は、子どもと保護者が一緒に楽しめる空

間になっていますので、ぜひ皆さんお越しください。 

 

 

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 
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