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【研究要旨】
眼疾患に特化した公的な検診はごく一部の自治体で行われているに過ぎないが、その一
方で、特定健診には眼底検査の項目がある。特定健診は我が国で公的に施行されている最大
の健診であるが、特定健診における眼底検査は、「詳細な健診項目」となっており、その施
行率は高くない。しかしながら、自治体によっては独自の基準で眼底検査を行って、眼の検
診の機会としている自治体もある。研究者らはこれまでに特定健診受診者の慢性眼疾患の
有病率、特定健診時に眼底検査をオプションとして加えている自治体の割合、眼底検査のオ
プションの有無による特定健診受診率について検討し、学術論文として発表してきた。
今回は、眼底検査を中心とした成人眼科検診の意義について日本語の小冊子を作成し、全
国全 1741 の自治体の地域保健・健康増進事業担当部署、各都道府県の国民健康保険団体連
合会、日本眼科医会と各都道府県の眼科医会支部に配布した。眼科検診の意義を自治体や保
険者に提示することで自治体の保健行政、施策を考えるうえでの情報提供を行った。
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