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目的



対象地域｜全10地域 約55万人

秋田県井川町
（0.6万人）

茨城県筑西市
（10.0万人）

千葉県旭市
（6.9万人）

千葉県銚子市
（6.8万人）

千葉県匝瑳市
（3.9万人）

愛媛県大洲市
（4.7万人）

長崎県新上五島町
（2.2万人）

鹿児島県奄美市
（4.6万人）

沖縄県南城市
（4.2万人）

大阪府南高安地区
（2.3万人）

農村地域

離島地域 都市近郊

農村6地域、離島3地域、対照地域として都市近郊1地域を対象



これまでの報告

特定健診受診率・保健指導実施率の増加の方策の抽出

・メディアの活用、地区組織の参加、電話、訪問、結果説明会

特定健診の受診率が低い（あるいは低下した）場合の
メタボ有病率の変化の解釈

・メタボ有病率が低下しても効果としての解釈は困難

非肥満者への保健指導の重点

・減塩、節酒、運動が効果的

ポプュレーションアプローチ

・小学生の副読本教育の知識・行動変容への効果

特定保健指導と医療費

・長期的な評価の必要性

血清脂質の標準化作業

・半数の自治体の健診団体が参加、認証受ける



2014年度2013年度2012年度

1)メディア・コミュニ
ケーション技術向上
のための研修会と
マニュアルの作成

2)特定健診、特定保健
指導の受診･参加勧
奨のためのデータベ
ースの作成と活用

3)血清脂質測定の
標準化の普及

4)生活習慣病対策評価

メディア･コミュニケーション、面接技法などの研修事業

研修会の総括と工夫項目のチェック
リスト・手引書の作成

全国の離島･農村への予防対策の現状と特定健診･
保健指導の実施状況等に関するアンケートの実施

研究対象地域での受診･参加勧奨の継続･充実、
過去の未受診者データベースを用いた受診勧奨等

血清脂質測定の標準化のための介入と課題の抽出

健診受診率・保健指導実施率の向上に有用な
好事例データベースの作成

3年間の取組み



単年度健診受診率の変化

受診率向上の方策 2.4 ～ 8.8 ポイントの上昇

井川 地区ごとの健診説明会、地区組織（区長、栄養改善推進員）を通じたPR活動

筑西 追加検査並びに謝品などの特典付与

銚子 減塩キャンペーン活動（減塩標語の募集・ポスター・チラシ・健診受診勧奨）

南城 地区ごとに住民組織が主体となって受診率を競う取組み

'08年 '09年 '10年 '11年



累積健診受診率
※’08-11年の4年間の累積



メディア･コミュニケーション研修会

日時: 2012年8月27日
参加者: 100名
講師: 蝦名玲子氏 福吉潤氏 林英恵氏

内容: 

面接･コミュニケーション技術研修会

日時: 2013年10月28日
参加者: 107名
講師: 蝦名玲子氏 小畔美弥子氏

内容: 

特定健診受診率向上･保健指導実施率向上のための研修

・ ヘルスコミュニケーション技術の講演と実習

・ 参加市町村の保健担当者が特定健診受診率向上の
ための方策やその際使用している媒体の内容などを発表

・ 専門家から、従来の論理的思考（前頭葉）に訴える技術に
加えて、感性（大脳辺縁系）に訴える技術についての助言

・ 行動変容のための動機づけ技術の講演とグループ演習

・ グループ演習では “受診率向上のために”、 “保健指導を受け
てもらうために”、“効果的な保健指導を実施するために”を
学習

対象: 研究対象地域の予防対策担当職員、大阪府下の医師･保健師･栄養士など



未受診者（5年間）に訴えるビラ

CancerScan.Inc All Rights Reserved.

1500人中１人 1489人中人131人



研修会の内容が実践につながった例

2013年度の特定健診受診率は上昇し、
過去５年間で最も高い値（22％→34％）

これに伴い、特定保健指導対象者数も増加し
、修了者の割合も10％増加

2012年度の研修会に特定健診担当の
保健師2名が参加

メディア･コミュニケーション技術を
活かしたポスターを作成：

無料であり、抽選で地元で使える

商品券を贈与することを伝える

（約20名に当選、全受診者の1%程度）

受診勧奨担当者に対するメディア･コミュニケーション技法の研修は
受診率向上につなげる介入手段の一つとなる



受診率向上のための取り組みについての
自治体に対するアンケート調査

対 象

人口密度100–1000人/m2 かつ 農家人口の割合15%以上

全国の離島/農村への予防対策の
現状と特定健診/保健指導の実施
状況の把握

結果を踏まえて、予防防対策実施
のための工夫項目の提示とその
チェックリスト・手引書の作成

農村 490 自治体

離島振興法に登録される離島を管轄する自治体離島 79 自治体

62.0％｜農村 300件 離島 53件

回収率

目 的



メディア媒体の利用状況を調べる

一般的媒体：受診券/結果通知表/ハガキ/手紙/

新聞/チラシ/カレンダー/広報紙/

回覧板/垂れ幕/立て看板/ポスタ-

/HP

直接勧奨 ：訪問/電話

地域組織 ：既存の住民組織/健診ボランティア/ 

かかりつけ医

アンケートの特徴

勧奨場面･媒体ごとに調べる

勧奨場面: 受診勧奨/健診中/未受診
者/非肥満者への保健指導

勧奨媒体: 受診券/健診結果通知表/
利用券

（アンケートの見本）



結果｜各勧奨場面ごとの使用メディア媒体上位10位

受診勧奨 未受診者勧奨

農村 % 離島 %

広報紙 94 広報紙 92

受診券 78 受診券 77

ホーム
ページ

73
ホーム
ページ

70

チラシ 57 チラシ 55

ポスター 54 電話 47

電話 44 ポスター 47

ハガキ 38 ハガキ 38

既存の
住民組織

37 回覧板 32

無線放送 37 手紙 30

手紙 35
既存の
住民組織

30

農村 % 離島 %

電話 63 ハガキ 60

広報紙 59 電話 55

ハガキ 53 手紙 53

手紙 44 広報紙 51

訪問 38 訪問 32

チラシ 25 ポスター 26

受診券 25 チラシ 23

ホーム
ページ

23
ホーム
ページ

23

既存の
住民組織

21 回覧板 15

ポスター 19 無線放送 11

農村 % 離島 %

訪問 48 手紙 47

電話 42 電話 47

結果
通知表

42 訪問 43

手紙 41
結果
通知表

30

広報紙 21 広報紙 13

チラシ 18 チラシ 11

ハガキ 6 ハガキ 2

かかり
つけ医

5 無線放送 2

ホーム
ページ

4
ケーブル
テレビ

2

既存の
住民組織

3 ポスター 2

非肥満者勧奨



結果｜各勧奨場面ごとのメディア媒体数と健診担当者による効果判定

0

10

20

30
受診勧奨 健診中勧奨 未受診者勧奨 非肥満者勧奨

Q1  Q2  Q3  Q4 Q1  Q2  Q3  Q4 Q1  Q2  Q3  Q4 Q1  Q2  Q3  Q4

各勧奨で用いたメディア媒体総数の四分位区分(平均値)

％

"かなり効果があった" の回答の割合

(3.1)(5.6)(7.9)(11.6) (0.4)(2.4)(4.9)(9.8) (1.6)(3.0)(4.9)(9.0) (0.0)(1.5)(3.0)(4.8)



チェックリストの使い方

Step 2:

Step 1:

Step 3:

改善に向けた取組み実施の認識を
チェックする

担当地域の現状をチェックする

取組みの必要性が高い分野に関連する
章をチェックする

知識や実例から学んで、
新たなイデアやひらめきを得る

Step 4:



チェックリストの目次と手引き

i. 序文
ii. 本書の使い方

iii. チェックリスト

１．効果的･効率的な受診勧奨のためのメディア･コミュニケーション
1-1. メディア･コミュニケーションの基本コンセプト
1-2. 特定健診の現場でみられるメディア･コミュニケーションの現状と課題
1-3. 深く理解しよう
1-4. 実例から学ぼう

2. 受診勧奨におけるメディア･コミュニケーションの戦略
2-1. 受診券の現状と課題
2-2. 受診券やチラシだけではない
2-3. 実例から学ぼう

3. 未受診者に効果があるメディア･コミュニケーションについて考えよう
3-1. 未受診者への受診勧奨の現状と課題
3-2. 実例から学ぼう

4. 魅力ある健診づくりで効果をあげる
4-1. 健診の工夫とメディア･コミュニケーションは車の両輪
4-2. 実例から学ぼう
4-3. 保健者だけではなく、地域で支える健診になっていますか?

4-3-1. なぜ特定健診を地域で支えることが重要なの?
4-3-2. 実例から学ぼう

5. 健診結果をどう伝える?
5-1. 特定健診の狙いはその結果が出てから
5-2. 非肥満者への保健指導
5-3. 実例から学ぼう

6. 終わりに

※

優
先
度
の
高
い
情
報
に
誘
導



まとめ

本研究の目的

離島や農村地域の生活習慣病対策を効果的かつ効率的に
進めるための受診勧奨や保健指導の手法の整理とその普及

3年間のプロダクト

2012・2013年度はメディア･コミュニティケーション技
法などの研修会や、特定健診におけるメディア媒体の利用
に関するアンケートを実施。

2014年度は、アンケート調査の集計解析、各研究対象地
域での成果報告を体系的に整理。

効率的/効果的な工夫項目の提示、チェックリスト・手引
書の作成。




