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１．厚生労働省がん研究助成金
厚生労働省多目的コホートによるがん・循環器疾患の疫学調査

大規模長期追跡調査によって、がん・循環器疾患の危険因子、予防因
子を明らかにし､生活習慣病対策の有効性を評価する仕組みをつくり､生

目 的 活習慣病予防対策の推進のための基礎資料を得る。
また､宮古保健所においては、得られた成果を地域での生活習慣病予

防対策に生かし､｢健康日本２１｣の地方計画策定の基礎資料として活用
し、地域住民の健康づくり事業を推進する。

＜対象地域＞平良市、城辺町
＜対 象 者＞平成４年12月31日現在で対象地域に住所を有する者で

大正12年1月1日～昭和27年12月31日生まれた方
調査の 平成５年より研究を開始し､本年度は調査の10年目になる。全国11保健
概 要 所で約14万人規模で行われており､管内は約14,000人が対象である。

調査方法は、①ベースライン調査 ②五年後調査 ③十年後調査
④フォローアップ調査 ⑤栄養調査 ⑥ニュースレターの配布を行う。

①ベースライン調査
研究開始年の平成5年に実施(ｱﾝｹｰﾄ調査､血液試料･健康診断ﾃﾞｰﾀ収集)

（平成10年度実施）の実績②中間調査・五年後調査
①の調査と同一の対象集団に対し、生活習慣の変化の把握と疾病罹患

情報の収集を目的に行った。健康づくりアンケートのうち食事調査につ
いては、レター形式での結果報告を行った。管内の特徴は、平均塩分摂
取が8.0gで漬け物類が少ない、緑黄色野菜は多いが果物類の摂取が少な事 業 内 容
い､乳製品からのカルシウム摂取が少ない､油脂類や飲酒量が多かった｡

平成15年2～4月実施)及 び ③十年後調査：生活習慣ｱﾝｹｰﾄ調査(
回収率92％(有効82％)､調査員 ､コホート事務補助要平良162名+城辺62名

員３人及び保健所企画課企画調整班の全職員体制で実施した。事 業 結 果
④フォローアップ調査(毎年実施)

平成5年より毎年下記の事業を行っている。
1)死亡原因の把握
平成5～15年(10年間)のｺﾎｰﾄ地区での死亡数は1,005件で、年平均91

件の死亡がある。平成15年の死因別では、悪性新生物54件(41.8%)が
最も多く、次いで心疾患23件(17.8%)、肺炎及び気管支炎11件(8.5%)
脳血管疾患8件(6.9%)となっている。

管内全体の死亡原因と比較すると、対象者の高齢化に一致し、３大
生活習慣病の割合が多く、中でも悪性新生物は死亡原因の約４割を
占めている。（H15年死亡数：129件）

2)異動（再転入・転出・転居）の把握
市町村に毎月住民異動リストを提出してもらい、対象地域外への
対象者の異動状況を登録し、年次ごとにがんセンターへ報告する。
(H15:管外転出=52件、管内転出=29件、再転入=36件)

3)疾病罹患状況の把握
医師会員からの届出や宮古病院への出張採録の方法によりがん･
脳卒中･心筋梗塞の罹患状況を整理し､年次ごとにがんセンターへ報
告する｡(H15:がん=72件､脳卒中=77件､心筋梗塞=7件)

4)健康診査・検診データ：市町村を通して検診機関からデータを取り
寄せ、がんセンターに提出する。

と研究成果報告会の開催⑤疾病登録説明会
平成14年7月に施行された疫学研究の倫理指針に従い、本研究は国立

がんセンターの倫理審査委員会において、対象者の不利益の有無、目的
・方法の科学的妥当性、公衆衛生の向上及び健康増進への寄与度につい
て審査され承認された。また当倫理指針に従い、医療施設から本人の同
意無しに診療情報の提供を受ける事についても県立宮古病院をはじめ管
内20医療機関から倫理審査申請を提出し承認された。なお、情報提供し
て頂く医療機関からの倫理審査申請にあたりこれまでの研究成果を関係
機関に情報提供し協力を求めた。

情報の収集、整理、活用機能向上の一貫として、県立病院や地区医師
次年度の 会と連携の強化及び疾病登録の充実を図り、「健康みやこ２１」策定の
課 題 基礎資料とする。また、厚生科学研究糖尿病研究班と連動した糖尿病調

査を実施する。



厚生労働省多目的

コホート研究って何 ？

コホートとは

「追跡を行っていく特定集団」という意味

厚生労働省多目的コホート研究は・・・

１．平成５年に厚生労働省の指定で開始された疫学調査研究事業

どの様な生活習慣をしている人が、

がん、脳卒中、心臓病などの生活習慣病にかかりやすいか？

〃 かかりにくいか？

厚生労働省から国立がんセンター・循環器センターと

全国 保健所が指定をうけ共同で行っている調査研究事業です。11
沖縄県では、中部福祉保健所と宮古福祉保健所が指定されています。

２．調査内容は

１）ベースライン調査（平成５年度実施）

①生活習慣アンケート調査

②血液保存

③健康診査結果の収集

２）フォーローアップ調査：毎年実施

①死亡・転入及び転出等の人口動態調査

②がん・脳卒中・心臓病等の病気の罹患状況把握

③健診結果の収集

３）５年後調査（中間調査 ：平成 年実施） 10
内容はベースライン調査と同じ

４） 年後調査：平成 年１月～３月実施10 15

Ｈ５年 年 年 年H10 H15 H25

妥当性研究 妥当性研究

(栄養) (運動)ベースライン ５年後調査 ＊ 年後調査10
調 査 (中間調査) ＊糖尿病調査

フ ォ ー ロ ー ア ッ プ 調 査

（毎年実施する；死亡・転入転出など人口動態・疾病登録・健診結果の収集）

３．研究班会議（平成 年 月･･･宮古で開催）12 11
毎年２回、調査研究の進捗状況報告 及び 調査結果の公表を

指定されている研究事業の 地域において、持ち回りで開催されている。11

＊平成 年度重点事業････疾病登録の精度向上14
年後調査( )：回収率 (有効回答 )10 92% 82%生活習慣アンケート調査



２．地域保健推進特別事業
　１）島嶼における健康危機管理体制整備事業

事　業　名 　　島嶼における健康危機管理体制整備事業

事 業 内 容

１　宮古地区健康危機管理に係る連絡会の開催
　前年度作成したマニュアルの実効性を上げるためには、関係機関の
協力が必要不可欠な要素である。平成１５年度は県立宮古病院などの
関係機関との連絡会を開催し、マニュアルの細部の検討、各組織の役
割の確認をした。

２　研修会の実施
　当所職員及び関係機関職員が健康危機に関する知識や技術の習得を
図るための研修会を開催した.
・危機管理研修会
「SARSと鳥インフルエンザ発生時の地域での取り組み」
　講師：砂川富正(国立感染症研究所感染所情報主任研究官)

３　健康危機情報システムの広域化及び機能強化
　前年度は健康危機情報のウェブ上での提供など、主として福祉保健
所の情報発信機能の充実と、福祉保健所職員の機動性を確保するため
のモバイル機能を用いたモデル的はシステムの拡充を図った。
　平成１５年度においては、関係機関との安全・確実な双方的情報交
換を行うべく、その際のセキュリティーの確保が必要となった。そこ
でインターネット上にＶＰＮ（Virtual Private Network）を導入し
て安全に情報交換を行えるシステムを構築した。また、モバイルシス
テムは初年度のシステムを改良・拡充を図る。

実施主体：沖縄県宮古福祉保健所
協力機関等：宮古広域消防組合、平良市、宮古病院、宮古地区医師会

事 業 概 要

事 業 目 的

　初年度は福祉保健所における初動体制及び感染症、食中毒、災害、
テロなど種別毎に検討を行いマニュアルを作成した。また健康危機発
生時の当所職員の機動性を確保しながら情報の一元化を図るための健
康危機情報システムの構築及び検証を行った。
　健康危機発生時は地域の多くの関係機関と連携を図りながら対応し
ていくことが求められる。今年度は関係機関との協議会を設置し健康
危機発生時に連携が円滑に行うことができるよう調整を図り、マニュ
アルの実効性を上げることを目的とする。また前年度に構築した健康
情報システムも関係機関との連携を図るための広域化及び機能強化を
行う。

　当所は、地域における健康危機管理上の拠点として位置づけられて
おり、平常時の未然発生防止活動、所管区域の情報活動、危機管理を
行う総合的システムの構築、発生時対応、関係機関との調整、地域住
民へのサービスの提供等が求められている。宮古地域において、これ
らの機能を果たしていくため、事業目的に沿って平成１４年度を初年
度に２年計画の継続事業として展開する。



２．地域保健推進特別事業
　２）保健所における沖縄２０１０（健康日本２１）地方計画のための支援事業

　２１世紀の国民健康づくり運動である「健康日本２１」の地方計画は、各
市町村が住民参加型により、健康づくり計画策定に取り組んでいるところで
ある。小規模町村の集合体である当保健所管内では、広域的地方計画「健康
みやこ２１」をモデル的に策定しており、その中で個々の地域の健康保健
指標等が具体化されてきた。
「健康みやこ２１」の推進および個々の市町村健康づくり事業の推進のために
この計画策定の中で構築された関係機関との連携をさらに強化し、実施支援
体制の構築を図ることである。
さらに保健情報センターとしてしての機能を当保健所内に構築することにより
健康づくり事業の基盤整備を図ることを目的に本事業を実施した。

初年度は広域計画「健康みやこ２１」を策定することにより、関係機関・市町
村とのネットワークの構築が図られた。さらに広域計画「健康みやこ２１」
策定で具体化された地域の健康指標に基づいた各町村独自のアクションプラン
「健康いらぶ２１」策定を支援した。
さらに市町村でプランづくりのための支援（事務局体制での支援、検診データ
解析等）を図り、また保健情報センターとしての機能を構築するため、基礎
資料のデータベース化、各種医療・福祉情報のデータベース化、マップデータ
（自治体単位）社会資源に関するＧＩＳシステムの作成等を行った。
さらに基礎資料（職場検診データ）の収集を行い職域毎の健康状態を明らかに
した。

１．「健康みやこ２１」市町村版の策定および市町村検討会の設置および開催
　　に関する支援のため、各町村において事務局会議への支援をした。さらに
　　三町二村での市町村検討会設置に向けての研修会の開催を市町村で実施し
　　市町村版策定の意義への周知を図った。
　　さらに伊良部町における「健康いらぶ２１」策定への支援を行った。

２．保健情報センター「みやこハッピーホットライン（仮称）」の構築。
　・基礎資料（人口動態、市町村住民健診データ、事業所健診データ、多目的
　　コホートデータ、国保医療費の動向など）のデータベース化を図った。
　・各種医療・福祉情報のデータベース化を図った。
　・マップデータ（自治体単位）社会資源に関するＧＩＳシステムを作成し、
　　地域ごとの健康に関する全ての情報の提供を図った。
　・市町村の職員が基礎資料の収集・分析を保健情報センターとのオンライ
　　ンで実施できるように情報処理研修会を開催した。

３．産業保健との連携を図るために各関係団体への調整を行った。
　　産業保健センター、労働基準協会、検診委託機関等からの情報収集を図り
　　宮古地区の職域の健康状況を把握分析するためのネットワーク構築への
　　一歩を踏み出した。

４．市町村との調整会議を開催した。

事業内容

     保健所における「健康おきなわ２０１０」地方計画推進のための
     市町村支援事業

事業名

目　的

事業概要



３．８０２０運動推進特別事業

各ライフステージごとの歯科保健事業のさらなる推進を図る。
　１．母子歯科保健事業（乳幼児健診：１市３町２村で実施。育児学級
　　　１市１町１村で実施。乳児健診時の歯科相談：１市で実施）

　２．フッ化物応用（フッ素塗布）：３町１村で実施。

　３．老人保健事業における歯周疾患健診：１町で実施

　４．障害者等歯科保健サービス基盤整備事業の実施

　健康寿命の延伸を図り、歯の長寿県として８０２０達成者から健康
づくりの示唆を得るとともに、５０歳以前の早期の歯牙喪失防止のた
めの普及啓発を行う。幼児・児童生徒のう蝕有病状況を改善し、地域
の歯の健康づくりを推進することを目的として歯の健康づくりに対す
る一層の普及啓発を図る。さらに、地域の歯科保健の課題等について
検討する連絡会を設置し、より地域に密着した事業を展開する。
　また、現在３町１村で実施しているフッ化物の応用を全域で普及推
進していく。

１．地域歯科保健推進連絡会の設置、運営：２回
　第１回：１０人の委員からなる連絡会の開催

議題の１）「歯の長寿県づくり事業」について
　　　２）宮古地区の乳幼児期における歯科保健の課題と
　　　　　対策について
　　　３）宮古地区歯科保健推進大会について

　第２回：１０人の委員からなる連絡会の開催
議題の１）「歯科保健推進大会」について
　　　２）「８０２０運動実践指導者講習会」について

２．効果的な歯科保健知識・行動の普及定着
　ア、歯科保健に関するミニシンポジウムの開催：１回
　　　宮古地区歯科保健推進大会を歯科医師会と共催して実施。
　イ、障害者等歯科保健に関する研修会の開催：３回
　　　３カ所の施設において職員、利用者、家族を対象に実施
　ウ、障害者等歯科保健医療サービス連携システムの構築
　　　先進地視察（長崎県）
　　　視察目的：管内における障害者等の歯科保健サービスおよび

　　　歯科治療の拡充を図るため、長崎市歯科医師会で
　　　実施した病診連携口腔ケアネットワークシステム
　　　事業についてのシステム構築までの経緯および実
　　　際に稼働している状況を見学し、管内の病診連携
　　　のあり方を模索する。

　　　内容：１）長崎県歯科口腔保健センター障害者巡回車での歯科
　 　　　診療見学

　２）長崎大学歯学部特殊歯科総合診療部にて障害者歯科
　　　診療の見学
　３）長崎市病診連携ネットワークシステムモデル事業説明

　エ、フッ化物応用事業
①各市町村のフッ化物応用の推進
②講演会の開催：１回
宮古地区歯科保健推進大会で基調講演を歯科医師会と共催で
実施した。

事業内容

事業名

近年における歯科
保健対策の実施状
況

がんず～ぅうやき８０２０事業

実施目的

内　容

内 容



４．結核対策特別促進事業（平成１５年度）　      

沖縄県宮古福祉保健所

１．事業名 高齢者（在宅及び施設）及び関係職員の結核予防対策推進事業

２．事業目的

　高齢人口の増加に伴い、７０歳以上の結核発病率が全体の３分の
１を占め、６０歳以上が過半数を占めている。高齢者の結核発病
は、かつての結核蔓延時代の感染による再燃が大きな要因となって
いる。そのような中、結核の発病及び二次感染の拡大防止には高齢
者に係わる関係者の結核に関する意識を高めることが重要である。
介護保険施行後、高齢者に係わる関係職員は増加してきた。各市町
村関係者及び高齢者を取り巻く関係者に対して研修会、連絡会を通
して結核に関する意識啓発を図ると共に、日常業務に活用出来る具
体的マニュアルを整備する。

 平成１２年  罹患率   26.9（70歳以上罹患率　100.6）

 平成１３年  罹患率　 34.1（70歳以上罹患率　 95.1）

 平成１４年  罹患率   25.1（70歳以上罹患率　 47.5）

４．実施期間（時期） 平成１４年４月～平成１６年３月 （２年計画の２年目）

１）市町村職員及びﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰを含む老人福祉業務に携わる関係者

２）管内の医療関係者                   

３）高齢者で有症状者の喀痰検査

１）研修会の開催

　 ・市町村保健サービス関係者、施設職員研修(2回、50人参加)

   ・ヘルパー等関係職種への研修           (1回、16人参加)

　 ・管内医療従事者への研修　　　　       (1回、44人参加)

２）シンポジウムの開催:宮古病院と共催で実施(1回、65人参加)

   ・コメンテーター：遠藤　和郎（中部病院感染症専門医師）

３）関係者連絡会

    ・院内感染症委員会への参加    

４）施設入所者の有症状時の健康相談

　　・胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ撮影（５人）、検痰（２３人）

５）高齢者（在宅及び施設）の為の結核予防マニュアル作成

・高齢者関連施設、医療機関の関係職員の結核に対する認識及び高
　齢者に接するときの留意すべき症状等の確認が出来た。

・在宅ケア関係職員の結核に対する認識、訪問の際の留意点及び関
　係機関への連絡方法等についての普及が図れた。

・シンポジウムの共同開催や院内感染症委員会への参加を通して、
　結核指定医療機関との連携の強化に繋がった。

・高齢者施設からの有症状者相談や当該施設結核予防マニュアル作
　成の支援を通して、保健所と施設の連携が強化された。

３．地域の概況

５．実施対象者及びそ
の規模

６．事業内容

７．本事業を実施した
ことにより期待される
効果
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