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第 1 章 計画策定にあたって 

 

1.はじめに 

広陵町は、平成 20 年度から国保医療費データ分析(平成 21 年度広陵町国民健康保険・

受療形態分析結果報告書､平成 22 年 3 月発行)など、過去に 3 回の医療費分析を実施しま

した。平成 25 年度には、レセプトデータと特定健康診査(以降、特定健診とする)結果を

突合した国保データベース(以降、KDB とする)が提供され、平成 26 年度のデータ(検討

データは平成 24～25 年度も含む)を中心に第 1 期データヘルス計画(平成 28 年度および

平成 29 年度の 2 か年計画)を策定しました。 

 

平成 30 年度は、国民健康保険制度が変わりました。従来の市町村に代わり都道府県が

国保財政運営の責任主体となり、市町村毎の標準保険料率を算定･公表し、保険給付費等

交付金を市町村に支払うことになります。本町でも奈良県で統一的な国民健康保険運営方

針が定められ、町が担う事務効率化や標準化などが推進されます。 

 

KDB が整備・提供されはじめ 5 年が経過し、国保加入者の健康と医療に関する情報に

よって、健康増進に資する課題と方向性を見出す可能性が高まっています。第 1 期デー

タヘルス計画を評価するとともに、蓄積されたデータ分析に基づいて第 2 期データヘル

ス計画を策定します。 

 

2.計画の趣旨 

 第 1 期データヘルス計画では、特定健診の受診率向上を図り第 2 次広陵町健康増進計

画(～平成 37 年度)の目標の「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」、循環器疾患と

くに糖尿病対策に関わる活動を展開してきました。 

第 2 期データヘルス計画は、健康増進計画の目標達成に向けた活動を、KDB データ(平

成 28 年度および平成 29 年度)をもとに、PDCA サイクルに沿ってさらに効率よく健康づ

くり事業の実施を図るための計画です。 

 

3.計画期間 

 平成 30 年度は、第 1 期データヘルス計画による事業の評価および第 2 期の検討期間と

します。その上で平成 31(2019)年度から平成 35(2023)年度までの 5 か年にわたる第 2 期

データヘルス計画を策定します。 

 

4.実施体制･関係者連携 

 広陵町生活部保険年金課が福祉部けんこう推進課(保健センター)と協力･連携して計画策

定を行います。 
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5.計画策定の基本的観点および位置づけ 

計画策定にあたっては、平成 28 年度および平成 29 年度の KBD データの分析をもとに

行います。  

第 2 期の健康づくりの課題は、第 1 期データヘルス計画と同様、インスリン治療や人

工透析に至る重症化防止と医療費対策です。そこで主要な疾患である「糖尿病」を取りあ

げ、その予防、重症化防止に着眼した計画を策定します。 

目標は、「中長期目標」に向かって、「短期目標」を設定します。短期目標は、まず特

定健診・特定保健指導の実施率向上、それに引き続いてメタボリックシンドローム該当者

および予備群の減少、好ましい生活習慣割合の増加、未治療者割合の減少を掲げました。

その目標に対する活動を展開しつづけるなかで中長期目標は、糖尿病予防・重症化予防対

策をすすめ、糖尿病および関連疾患の医療費抑制を実現し、また国保継続加入の新規透析

導入者の減少を実現することを掲げました。 

上記の目標は、第 1 期データヘルス事業の取り組み結果と評価をもとに導きだし、各

数値目標に対しての各年度実績値をもとに、改めて「目標値」を設定しました。 

第 2 期データヘルス計画は、健康日本 21 計画(第 2 次)に相当する広陵町健康増進計画

(平成 28 年度～平成 37 年度)を上位計画として、その下に位置づけます。また平成 30 年

策定の第 3 次「特定健康診査等実施計画」と整合性をもったものとします。  

第 2 次広陵町健康増進計画は、町民がいつまでも「健康」で「幸せ」を感じることが

できるよう、いきいきと活力あふれる町づくりで健康寿命を 80 歳に近づけることを目指

しています。  

 

6.健康寿命 80 歳への道を更に延伸 

0 歳時の平均余命は平均寿命と呼ばれます。死亡までの期間(年)のなかで自立的生活の

期間を健康寿命と呼びます。健康寿命は、生活の質を考慮した生存期間です。 

奈良県の 65 歳平均余命(平成 29 年)は、20.20 年(男性)と 24.50 年(女性)です。「65 歳平

均自立期間」(健康寿命)は、男性 18.42 年、女性 20.89 年です。男女ともに国の平均を上

回っています(国の 65 歳平均自立期間：健康寿命：男性 17.93 年、女性 21.00 年)。 

広陵町の「65 歳平均自立期間」(健康寿命)を図に示します(図 1)。平成 28 年(平成 27

年～29 年)は、男

性 18.49 年、女

性 20.49 年で

す。年齢換算す

ると男性 83.49

歳、女性 85.49

歳となります。

広陵町の現在 65

歳の者は、要介

護 2～5 に至るま

での平均期間が

18～20 年ありま

す。  

2



 
 

奈良県下 39 市町村のなかでその順位は、平成 28 年度男性が 15 位、女性が 23 位です

(平成 21 年以降からの順位の推移をみても男性は大きな変化はありませんが、女性はその

順位が上位に移行しています)。 
注：(健康寿命は「日常的に介護を必要とせず、自立した生活ができる生存期間」のことで

す。健康寿命の算出は、いくつかの概念に基づき各算出方法があります。奈良県は平成 23 年

12 月に市町村の健康寿命を試行的に算出し、平成 24 年 12 月からは「65 歳平均自立期間」

(平成 19 年度厚生労働省研究班・橋本ら)を健康寿命として採用、算出・公表しています。健

康寿命(65 歳平均自立期間)＝65 歳平均余命－65 歳平均要介護期間の式で求め、65 歳以後の

要介護 2 に至るまでの平均自立期間を示しています。平均介護期間は要介護認定者数のうち

要介護 1 までを健康と定義し「要介護 2～5」を介護期間としています(市町村健康寿命算出で

は、人口・死亡者数が小さいため 3 年分データをもとに算出)。  

★奈良県ホームページ http://www.pref.nara.jp/30482.htm(KDB で算出の健康寿命とは異

なる点に留意)。  

 

7.広陵町の人口、国保加入者の推移 

 平成 20 年度から平成 29 年度までの基礎データを巻末の資料(作成と出典：広陵町保険

年金課)に示します。平成 29 年データからは、人口 3 万 4 千 948 人、世帯数 1 万 2 千

941 世帯です。そのうち国保加入者は、全人口の 22.1％、7,712 人、全世帯数の 33.2％、

4,300 世帯です。  

 

国保加入者の分類構成は、「若人」(～65 歳)が 45.2％、「退職」(年金受給の退職者医療

制度対象)が 0.9％、「老人」(65 歳以上、75 歳まで)54.0％です。 

この 10 年程、国保の被保険者数は、横ばいから減少傾向を示します。内訳は、「若

人」(～65 歳)が減少傾向のなかでこの 3 年間は横ばい、「退職」は減少傾向を示し、この

3 年間で大幅減。「老人」はこの 10 年近く増加傾向を示し直近 3 年間は微減傾向です(図

2)。  
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8.広陵町の国保財政 

国保財政の指標として、「歳入」と「歳出」の推移を図に示します(図 3)。平成 29 年度

の財政は、歳入が 38 億 7,764 万 5 千円、歳出が 37 億 7,041 万 4 千円です。 

平成 20 年度以降、「歳入・歳出」ともに増加してきましたが、この 3 年間は横ばい状

態です。 

平成 20 年度は、「歳入」に対して「歳出」が上回ります。しかし、平成 24 年度からは

好転し、「歳入」が「歳出」を上回りました。 

平成 29 年度においても「歳入」が「歳出」を上回っています。その金額差は、1 億

723 万円です。 
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9.第 1 期計画の目標の概要 

第 1 期データヘルス計画(平成 28 年 3 月から 2 か年)では、「中期目標」と「短期目

標」を設定しました。 

中期目標では、糖尿病予防、重症化予防をすすめ、糖尿病および関連疾患の医療費の

抑制、国保継続加入の新規透析導入者の減少を掲げて、短期目標として①メタボリックシ

ンドロームおよびその予備群の減少、②特定健診の受診率の向上による特定保健指導の利

用促進、③好ましい生活習慣割合の増加、未治療者割合の減少を目指しました。 

 

 以下に、第 1 期計画の目標を示します。 

 

つぎにこの目標との関連も踏まえて、平成 29 年度の特定健診と医療の実態を検討しま

す。 

 

  

現状値 目標値 実績値

(平成26年度) (平成29年度) (平成29年度)

全体 34.2% 60.0% 39.0% *地域の全体像の把握

40歳代 19.5% 20.5% 21.9% *様式6-9(現5-4)

全体 3.7% 60.0% 14.1% *地域の全体像の把握

動機付け
支援

11.2% 10.7% 11.1% *地域の全体像の把握

224人 300人 239人 保険年金課

BMI 3.8% 3.5% 4.4%

腹囲 29.9% 29.2% 31.7%

HbA1c 46.9% 46.9% 47.8%

0.08人 0.08人 0.063人 *医療費分析(1)細小分類

*は、KDB資料

*地域の全体像の把握
該当者割合

第1期計画 現状値(平成26年度)と目標値、そして平成29年度実績値

数値資料

特定健診受診率

特定保健指導
終了率

4.9% 30.0% 18.1% 法定報告

喫煙者割合

メタボリックシンドローム
15.8% 15.0% 16.8%

人間ドック受診者

特定健診受診者
の有所見割合

*地域の全体像の把握

*様式6-2～7(現5-2)

患者千人当たり人工透析
新規患者数(当月発症)
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第 2 章 ＫＤＢからみた広陵町の保健医療の実態と特徴 

 

ここからは、第 1 章で用いた数値と若干異なります(年度データの算出時点の違い)。こ

の章以降は、KDB からのデータに基づきます。 

 

KDB 提供のデータは、国、奈良県、そして広陵町と被保険者数規模が同程度の県内他

町と比較する形で提示されます。広陵町の数値が「国・県・同規模保険者」と比べて各地

域差が 2 倍以上の場合は「赤字」、20%以上の場合は「緑字」で示されます(それ以外の数

値は黒字)。なお同規模保険者は、三郷町、斑鳩町、田原本町、上牧町、王寺町と広陵町

の 6 町です。 

以下に示す数値、割合等は、明記しない限り平成 29 年度データを示します。 

 

1.健康･医療･介護と死亡の概要 

第 1 期データヘルス計画において目標値を設定した項目には下線を引いています。 

 

a.健康 

特定健診は、県平均を上回る 39.0%の受診率(平成 26 年度現状値 34.2%、平成 29 年度

目標値 60.0%)です。同規模保険者とは、同水準か若干低く推移しますが、平成 29 年度は

前年よりも大幅に伸びました。 

40 歳代の受診者(平成 26 年度現状値 19.5%、平成 29 年度目標値 20.5%)は、734 人の

対象者の 161 人に留まり、受診率は 21.9%となります。 

受診者 2,108 人の計測値は、体重と身長の関係から肥満度を示す体格指数(以降、BMI

とする)25.0 以上者が 490 人、23.2%でした。このうち男性では腹囲 85cm 以上、女性で

あれば 90cm 以上を除いた腹囲リスクがない BMI25.0 以上の割合を第 1 期データヘルス

計画の数値目標としました。  

平成 26 年度 3.8%に対して、平成 29 度の目標値を 3.5%としました。実績値は 4.4%で

した。 

「腹囲」男性 85cm 以上、女性 90cm 以上の者(平成 26 年度現状値 29.9%、平成 29 年

目標値 29.2%)は 31.7%、血液検査値で HbA1c が 5.6 以上(平成 26 年度現状値 46.9%、平

成 29 年度目標値 46.9%)は 47.8%でした。 

メタボリックシンドローム該当者(平成 26 年度現状値 15.8%、平成 29 年度目標値

15.0%)は、354 人で 16.8%(男性 27.6%、女性 8.6%)です。メタボリックシンドロームの

予備群は 242 人で 11.5%(男性 17.9%、女性 6.6%)となります。質問票による喫煙者の割

合(平成 26 年度現状値 11.2%、平成 29 年度目標値 10.7%)は、11.1%(男性 21.9%、女性

3.0%)です。また質問票の記載による把握では、「1 回 30 分以上の運動習慣なし」とした

者は、49.7%です(男性 47.3%、女性 51.5%)。 

特定健診受診者のうち治療をしていない者は 413 人です。このうち特定健診結果から

判定される特定保健指導が必要な者は 73 人(動機付け支援が 48 人、積極的支援が 25 人)

です。治療をしていない者の 17.7%にあたります。特定保健指導終了率(平成 26 年度現状

値 3.7%、平成 29 年度目標値 60.0%) は、平成 29 年度のデータとして全体で 14.1%、動

機付け支援者に対しては 18.1%でした。 
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なお人間ドックの受診者(平成 26 年度現状値 224 人、平成 29 年度目標値 300 人)は

239 人でした。 

 

b.生活習慣(質問票から) 

 「1 回 30 分以上の運動習慣がない者」は、49.7%、平成 26 年度以降、その割合は減少

傾向があるようにみえます。  

  26 年度「54.1%」→27 年度「52.6%」→28 年度「51.3%」→29 年度「49.7%」 

飲酒頻度「毎日」の者は、26.8%。平成 26 年度以降の変化はみられません。 

26 年度「27.2%」→27 年度「26.5%」→28 年度「25.8%」→29 年度「26.8%」 

 生活習慣の改善について、「改善意欲なし」の者は、25.3%。平成 26 年度以後大きく変

わっていません。 

 

c.医療 

 外来の患者数は 746.6 人。入院患者数が 16.6 人。受診率は、16.6 人(いずれも千人当た

り)です。これらは、県･同規模保険者と比べても大きな違いはありません。 

 患者千人当たりの患者数は、高血圧症が最も多く 374.7 人。ついで脂質異常症の 320.6

人、糖尿病が 206.3 人です。これら疾患の新規患者数は、高血圧症が 11.7 人、脂質異常

症が 9.8 人、糖尿病が 10.6 人となっています(患者千人当たり)。患者数および新規患者

数ともに県や同規模保険者と比べて多くはありません。 

糖尿病の合併症のうち、県･同規模保険者と比べ患者数および新規患者数が多いのは、

「糖尿病性網膜症」です。患者数は 22.2 人、新規患者数が 2.2 人です(いずれも患者千人

当たり)。 

人工透析患者数は、患者千人当たり 5.9 人、新規患者数(平成 26 年度現状値 0.08、平

成 29 年度目標値 0.08)が 0.06 人です。いずれも県や同規模保険者よりも高い実態にはあ

りません。  

  

全体の医療費の一人当たり医療費は、医科・歯科とも 4 年間増加傾向にあります。歯

科はこの 2 年間は横ばいです。医科の年間医療費は、一人当たり 24,985 円、歯科が

1,910 円です。いずれも県および同規模保険者と比べて大きな違いはありません。 

  

d.介護 

介護の認定率は、15.7%で国や同規模保険者と比べ低く、介護給付金は県よりは高く、

同規模保険者では同水準の 65,636 円です。要介護者は、「心臓病」を有する者が

58.3%、「筋･骨疾患」が 52.5%、「精神」が 36.3%と続き、「糖尿病」は 22.3%です。いず

れも県および同規模保険者と比べて大きな違いはありません。 

 

e.死亡 

死因に関しては、「がん」が 0.2%、「心臓病」と「脳疾患」が各 0.1%です。いずれも県

および同規模保険者と比べて大きな違いはありません。 

(この項の出典：KDB「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」、および医

療費分析(1)細小分類、厚生省様式 5-2、健診有所見者状況、各シート)  
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2.特定健診受診者数、受診率 

 国保被保険者台帳から抽出した特定健診対象者数(40～74 歳)は､5,397 人、特定健診受

診者数は 2,107 人。受診率は 39.0%です。前年度(平成 28 年度)受診率 36.5%(2,008 人)を

上回り、受診者は 100 人増えました。 

 第 1 期計画のもとになった平成 26 年度は、34.2%(1,919 人)の受診率です。受診者数

は、平成 29 年度に 189 人多くなっています。 

 平成 29 年度における各年齢階

級(5 歳)の受診率の割合は、男女

ともに 40～44 歳と 65～69 歳、

それに加えて、男性の 55～59

歳、女性の 45～49 歳で増えてい

ます。 

 平成 29 年度は、前年度(平成

28 年度)と比べて、集団特定健診

の実施回数を増やしたり、土日の

受診勧奨訪問を実施したり、夜間

の電話による受診勧奨を実施した

違いがあります。この働きかけの

強化が受診率の上昇に関与してい

ると考えます(図 4、5)。 

  

平成 31 年度には、広陵町内に

民間の健診機関が設立される予定

です。この機関への協力要請と連

携により健診受診率を更に高める

ことができると考えます。 

第 1 期データヘルス計画は、特

定健診受診率の平成 29 年度数値

目標を 60.0%、40 歳代受診率を

20.5%としました。全体の受診率

の達成には届かない実績ですが、

40 歳代実績値は目標値を上回り

ました(男女の全体として)。40 歳

代および 50 歳代の受診率向上、

とくに男性が課題です(図 6)。 
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3.特定健診受診者の腹囲リスクの有無別にみた服薬、血液有所見者の状況 

平成 28 年度よりも 100 人増え、受診率が 39.05%の特定健診受診者 2,108 人は、血糖

値＋血圧値＋脂質値のいずれも所見がある者が 266 人、12.6%でした。また腹囲リスク者

が三分の一強の 36.1%で

した。 

腹囲リスク者は、「な

い」者に比べて「服薬」

者が多くなっています(腹

囲リスク者の 57.2%、非

リスク者は 37.5%)。また

血糖値＋血圧値＋脂質値

のいずれにも所見がある

者も多く(腹囲リスク者の

21.8%、非リスク者の

7.4%)なっています。 

腹囲リスクの有無に「服薬」の有無を考慮して、血糖値＋血圧値＋脂質値のいずれに

も所見がある者の割合を検討すると、腹囲リスク者は、服薬していても所見がある者が多

くなっていることがうかがえます。 

腹囲のリスクが血糖値＋血圧値＋脂質値のいずれも高めであり、メタボリスクを促進

すると考えます(図 7、8)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：(服薬の有無は、血圧、糖尿と脂質のいずれかの薬使用を「服薬」としています) 

健診受診者

2,108人

(100.0%)
腹囲リスク → 「あり」 「なし」

762人 1,346人

(36.1%) (63.9%)

服　薬 → 「あり」 「なし」 「あり」 「なし」

436人 326人 505人 841人

(20.7%) (15.5%) (24.0%) (39.9%)

↓ ↓
血糖＋血圧＋脂質

の有所見者
→ 142人 24人 83人 17人

(6.7%) (1.1%) (3.9%) (0.8%)
上記組み合わせ以

外で「血糖」の有所

見者(★)
→ 83人 56人 87人 63人

(3.9%) (2.7%) (4.1%) (3.0%)

図8.特定健診受診者の腹囲リスク別にみた服薬、血液所見(平成29年度)

★:「血糖」のみ有所見者は含まない(血糖＋「血圧」、＋「脂質」の組み合わせの者)
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4.腹囲リスクをもつ者のメタボリックシンドローム該当者の割合 

腹囲計測値、血圧測定値、血液検査値から判断される「メタボリックシンドローム」

と判定された該当者は 354 人(男 251 人、女 103 人)、16.8％です。 

各年代ともに男性が女性よりも多く、男性が各年代で 2 割を超えるのに対し、女性は 1

割前後での推移となっています。 

男女ともに 50 歳代の割合が最も多く、40 歳代が最も少ないことが共通しています(図

9)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前項の特定健診受診者の腹囲リスクの有無別に検討した結果と関連しますが、50 歳代

のメタボ該当者の多さは、40 歳代およびそれ以前の年齢での予防の必要性が示されま

す。なかでも「腹囲リスク」を指標として、腹囲リスクに至らないための働きかけと対策

が必要です。栄養と運動の進めに関する領域での働きかけが有効性につながります。 

 

第 1 期データヘルス計画では、メタボリックシンドローム該当者の割合が 15.8％の現

状値(平成 26 年度)をもとに 15.0%を数値目標にしました。実績は、16.8%で目標値には

達していません(図 10)。40 歳代の割合を現状維持すること、50 歳代の割合を減じるこ

と、全体的には、男性の該当者を減じることが課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図10.メタボリックシンドローム該当者の推移

15.8% 16.8%

目標値 平成29年度平成26年度

15.0%
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5.特定健診受診者の HbA1c5.6％以上の割合 

糖尿病の指標となる HbA1c5.6％以上割合(要指導の範囲およびそれを超える者)の結果

を図に示します(特定健診受診者)(図 11)。特定健診受診者に対する割合は、第 1 期計画の

平成 26 年度 46.9％に対し、ほぼ変わらない 47.8％でした。 

男女間の割合差は 40 歳代

を除いて大きくありません。

男女とも 40 歳が最も低く、

それ以降は年齢とともに高ま

っています。 

男女とも 50 歳代で HbA1c 

5.6%を超える割合が急に高

まります。40 歳代前半に栄

養･運動を中心に健康行動に

変容する働きかけとその実現

が課題です。 

 

 

6.特定健診受診者の年齢別にみた保健指導実施者数・率 

特定保健指導終了率は、第 1 期のデータヘルス計画において数値目標を設定していま

す。特定保健指導終了率を現状値 3.7%(平成 26 年度)を 60.0%(平成 29 年度)に高めるこ

とを掲げました。 

平成 28 年度の特定健診受診者 2,008 人のうち「治療・通院なし」は、408 人でした。

健診結果判定から特定保健指導の必要な者は 78 人(治療･通院なし者の 19.1%)。78 人の

うち 59 人が動機付け支援の対象者、19 人が積極的支援の対象者でした。 

平成 29 年度は、特定健診対象者 5,397 人のうち受診者が 2,107 人(法定報告に基づ

く)、うち「治療・通院なし」は 413 人でした。この結果判定から特定保健指導が必要な

者は 73 人、17.7%でした。この 73 人のうち 25 人(「治療･通院なし」の 6.1%に相当)が

積極的支援の対象者です。この対象者のうち実施者は 5 人に留まっています。 

また治療･通院なし者のうち「特定保健指導以外の対象者」は 340 人でした。このうち

172 人(「治療･通院なし」の 41.7%に相当)が医療受診を必要とする者でした(図 12)。 

 

 

 

 

 

 

 

  

特定保健指導対象者 積極的支援

73人　17.7% 25人 6.1%

治療・通院なし者 (健診受診者の3.5%) 動機付け支援

413人 48人 11.6%

(健診受診者の19.6%)

特定保健指導以外の対象者

340人　82.3% 受診必要者

172人 41.7%

図12.平成29年度 特定健診「受診者」のうち、治療･通院なし者の動向
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7.特定健診受診の有無と生活習慣病疾病での治療･受診の状況 

平成 29 年度の被保険者 5,791 人のうち特定健診対象者数は 5,397 人。この対象者のう

ち 3,855 人、71.4%が生活習慣病(13 疾患のいずれか)で治療中(レセプト発生)でした。第

1 期計画の平成 26 年度は、5,671 人のうち 69.4％でした。 

 

生活習慣病での治療者は、特

定健診受診者の 80.4%です(平成

26 年度は 78.6％)。未受診者の

治療者は 65.7%(平成 26 年度が

65.6％)です。 

特定健診「未」受診者は、受

診者と比べて､男女ともに治療･

通院者が少なくなっていますが､

それでも 6 割が生活習慣病で治

療･通院をしています(図 13)。 

 

注：(「生活習慣病」疾病として KDB で抽出されているものは、糖尿病、高血圧症、

脂質異常症、高尿酸血症、脂肪肝、動脈硬化症、脳出血、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞、が

ん、筋･骨格、精神の 13 疾患です)。 

 

8.特定健診対象者のなかで生活習慣病の疾病「治療･通院者」のコントロールの良否 

生活習慣病で治療・通院中 3,855 人のうち、特定健診受診者 2,107 人について生活習

慣病コントロールの良否を図に示します(図 14)。 

生活習慣病のコントロールの良否は、特定健診を受診し、かつ生活習慣病で治療･通院

中（生活習慣病レセプト有り）であり、特定健診受診結果値が受診勧奨値以上の者に該当

するかで判定しています。 

生活習慣病のコントロールが「良」の者は、663 人(39.1%)。「不良」が 1,031 人

(60.9%)でした。治療中であっても「不良」割合が 6 割と多く、医師管理中であっても保

健指導の対象者となる集団が大きいことが浮かびあがりました。 

 第 1 期計画の

平成 26 年度は、

1,509 人(特定健

診受診者)の生活

習慣病治療者の

うち、57.3％に相

当する 864 人が

生活習慣病のコントロール「不良」でした。生活習慣病疾病で通院･治療をしている者で

特定健診結果から判断して生活習慣病のコントロールが「不良」の者は、平成 29 年度そ

の割合、実数とも増加しています。  

(出典：厚労省様式 5-5、糖尿病等生活習慣病予防のための健診･保健指導のシート、40～74 歳用) 

特定健診「受診」者で
生活習慣病の治療者

生活習慣病のコントロールの
「良」「不良」

   良 ：   663人  (39.1%)

不良：1,031人  (60.9%)

図14.生活習慣病の疾病で治療者のコントロールの良否

1,694人(100.0%)
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9.特定健診受診者の質問からみた喫煙状況 

 喫煙は、肺がん、心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患(以降、COPD とする)な

どの呼吸器疾患など、生活習慣病の大きなリスクです。特定健診時の質問票で「喫煙」を

調べました。 

この記載から把握した

喫煙率は、平成 26 年度以

降、平成 29 年度まで 10%

前後で推移しています (男

女合わせた全体推移)。男性

は、20%前後、女性が 3%前

後の推移です(図 15)。 

第 1 期データヘルス計画

は、平成 26 年度の 11.2%

の喫煙率を高めないで維

持 す る こ と を 数 値 目 標

(10.7%)としました。実績

は 11.1%です。 

 喫煙率は、男女間で大きな差があり､男性が 21.9%、女性が 3%です。近年、わが国の喫

煙率は減少していますが、男女ともに 20 歳代の若年者の喫煙率が高いという特徴もある

ことから、本町でも若年者をターゲットに喫煙契機をつくらない、また禁煙したい人を支

援することが必要です。 

 

10.特定健診受診者の BMI の状況 

 過体重、BMI25.0 以上の割合は、23.2％。男性は 28.8%、女性全体が 19.0%、男性に

多い特徴があります。第 1 期計画の平成 26 年度は、21.6％です。 

年齢を加味して検討しました(図 16)。男性は、年齢とともに減少する傾向がありま

す。女性は、年齢とともに徐々に高まる傾向を示します。 

 男性は、40 歳代が 4 割を超え最も多く、この年代への働きかけと行動変容が課題で

す。 

 腹囲リスクはないが

(男性 85cm 未満、女性

90cm 未満)、BMI が

25.0 以上の割合は、

4.4%。男性に 1.1%、女

性が 6.9%です。  

BMI 25.0 以上のみの

結果とは異なり、男女間

の割合は逆転します。腹

囲リスクのない過体重

(BMI25.0 以上)は、一般

に内臓型脂肪肥満よりは

皮下脂肪型肥満と考えますが、女性に多くなっています。  
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11.特定健診受診率および特定保健指導実施率の向上に対する第 2 期計画について  

 特定健診は、40～74 歳の国保加入者を対象として実施しています。平成 29 年度結果

は、メタボリックシンドロームの該当者(腹囲と血圧･血糖・脂質の異常)が 16.8%です。

その予備群は 11.5%が控えています。男性に多く、男女とも 50 歳代に多い特徴がありま

す。40 歳からの生活習慣病予防に対する積極的な働きかけが必要です。 

特定健診受診者のなかで医療機関に受診していない者で「特定保健指導対象者」は 73

人、17.7%(特定健診受診者の 3.5%)でした。特定保健指導対象者以外でも「医療機関で受

診が必要」と判断された者が 172 人(特定健診受診者の 8.2%)います。 

 

 生活習慣病で医療機関に受診する者は、特定健診受診者の 71.4%にのぼります。特定

健診受診者の 80.4%、特定健診「未」受診者の 65.7%です。男女ともほぼ同様な割合で

す。特定健診受診をして生活習慣病で医療機関に受診していても、生活習慣病のコントロ

ールが不良の者が多く、60.9%(特定健診受診者で生活習慣病治療者に対する割合)です。 

 

特定健診を受診するだけでは安心できません。医療機関で受診しているからといって

安心できません。生活習慣病は、自覚症状が少ないままに進行する特徴があることから、

特定健診結果と医療機関のデータをもとに特定保健指導の制度を積極的に利用して、食や

運動などの生活行動を見つめ直し変容する支援が重要です。この働きかけと支援が国保医

療費に反映します。 

 

 第 2 期計画では、第 1 期計画の「特定健診・若年者健康診査の受診率向上の取り組み

と評価」に基づき、次を計画します。 

●『未受診者対策』として、  

・電話勧奨や文書による勧奨よりも訪問による勧奨が効果的であったことから、今後も訪

問勧奨を中心に効果的な方法を実施・受診勧奨の対象者の見直しと優先順位付け（新

たに 40 歳になる者、過去に受診歴はあるが毎年受診していない者など） 

・各種イベント等あらゆる機会を通じた健康無関心層を減少するための啓発活動 

 

●『継続受診者対策』として、 

・電話勧奨や文書による勧奨よりも訪問による勧奨が効果的であったことから、今後も訪

問勧奨を中心に効果的な方法を実施・受診勧奨の対象者の見直しと優先順位付け（新

たに 40 歳になる者、過去に受診歴はあるが毎年受診していない者など） 

・各種イベントでの啓発活動  

・医療機関への協力依頼 

・転入者、国保加入者に対し、窓口で特定健診受診の周知 

 

●『特定健診を受けやすい体制づくり』として、  

・特定健診とがん検診がセットで受診できる体制づくり（健診機関との連携、休日健診の

実施） 

・特定健診申込方法の周知 

・医療機関への協力依頼 

・人間ドック受診に対する助成の継続 
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・人間ドック申込み後の未受診者の追跡と受診勧奨 

・国民健康保険証送付時（年度更新）に特定健診受診のちらしを同封 

 

●『特定健診ＰＲの拡大』として、 

・特定健診受診案内パンフレット内容の検討 

・特定健診の案内について、個別通知の継続 

・事後指導の教室等の啓発方法の検討 

・魅力ある特定健診を目指し、事後指導の充実を図る 

・若年者健康診査については、継続受診してもらえるよう案内や周知方法を検討 

 

●『他の健診データを収集する仕組み』として、  

・人間ドック申込者には、結果を情報提供してもらえるよう周知 

・人間ドック申込後の未受診者の追跡と受診勧奨  

・人間ドックキャンセル者には、特定健診の受診を勧奨 

・商工会健診との連携 

 

また、「特定保健指導実施率の向上の取り組みと評価」に基づき、特定保健指導実施率の

向上のためには、次を計画します。 

●『特定保健指導の周知』として、 

・ポイントを絞った効果的な媒体物を配布する 

・個々の結果に合わせた分かりやすい結果通知の方法を検討 

・医師からも利用勧奨してもらえるよう医療機関へ協力依頼 

・電話による勧奨 

・訪問による勧奨と保健指導の実施 

 

●『特定保健指導の内容の充実』として、 

・個々の結果に合わせた分かりやすい結果通知の方法を検討 

・訪問による特定保健指導の実施 

・評価時期を初回面談実施の３か月後に行うよう検討 

・引き続き電話による利用勧奨と特定健診後の教室等の紹介を実施 

 

なお、「生活習慣病コントロール不良者への働きかけの評価」に基づく第 2 期計画の内容

については、本報告の第 3 章「医療費分析」結果の後に示します。 
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第 3 章 医療費について 

1.全体像 

 広陵町の平成 29 年度医科医療費は、23 億 2,911 万 520 円です。医科は、「入院」と

「外来」から構成されますが、それぞれ上位の医療費の疾病は異なります。 

「入院」は、大分類では「新生物」が最も大きく、ついで「循環器」、「精神」、「損傷

中毒」です。 

「細小分類」の疾病名は、図

(図 17)に示すように「統合失調

症」が最も大きな割合、ついで

「不整脈」「骨折」「狭心症」「脳

梗塞」「慢性腎不全(透析あり)」

です。 

図中で赤枠を記した「慢性腎不

全(透析あり)」と青枠の「肺が

ん」は、外来の医療費点数でも上

位に挙がっています。緑枠の「不

整脈」は、同規模保険者と比較し

て医療費点数が高額です。 

「外来」は、大分類「内分泌」

「循環器」「新生物」「尿路性器」

です。 

図(図 18)は、「細小分類」の疾

病名で医療費の上位を示します。 

「糖尿病」が最も大きく、つい

で「高血圧症」「慢性腎不全(透析

あり)」「関節疾患」「脂質異常

症」「大腸がん」となっていま

す。図中の緑枠「肺がん」は入院

の医療費点数でも比較的上位に挙

がっています。 

入院･外来ともに医療費に占め

る割合の上位疾患には、「慢性腎

不全(透析あり)」があります。ま

た、上位疾患のうち、「大腸が

ん」(外来)は、県および同規模保

険者よりも高額傾向を示します。 

2.同規模保険者より高額医療費疾病 

県や同規模保険者と比べ、一件当たりの医療費点数が高額なものは、「子宮体がん」

「アルコール性肝障害」「虫垂炎」「脳腫瘍」と「腸閉塞」「潰瘍性腸炎」「くも膜下出血」

「大動脈瘤」「甲状腺機能低下症」「不整脈」です。(出典：医療費分析(1)最小分類シート) 
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3.すべての疾患について : 年齢別の「医科」の受療率と医療費 

 すべての疾患を含めた入院と外来の「医科」受診･受療率(千人当たり)は、0～14 歳を

除き、他の各年齢において女性の受療・受診率が男性を上回ります。年齢別に男女別の結

果を図に示します(図 20)。 

 15 歳以降は、年齢とともに男女ともに受診率が増加する傾向があります。500 人(千人

当たり)を超える年齢は、女性が 45～49 歳、男性が 50～54 歳からです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「医科」の 1 件当たり医療費点数は、各年齢ともに男性が女性を上回ります。受診率

(千人当たり)は、女性が高かったことを考慮すると男性は各年齢ともに医療費が高額な疾

患の受療･受診者が多いのかも知れません(図 21)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：「医療費分析の経年変化」シートより) 
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4.生活習慣病・疾患をもつ者のレセプト分析 

 生活習慣病(13 疾患)のいずれかをもつ者は、被保険者の 37.5%です。40～74 歳の被保

険者では 47.5％(男性 47.6％、女性 47.4％)、65～74 歳までの被保険者として算出すると

58.4％となります。 

図(図 22)のように、男女ともに年齢とともに増加します。  

20 歳代以下は、1 割

以下(男女とも)です

が、30 歳代には男女と

もに 1 割を超えます。 

40 歳代が 2 割(男女

とも)になり、50 歳代

には 3 割を超え、60～

64 歳で 4 割代(男女と

も)、さらに 65～69 歳

で 5 割を超え、70 歳代

前半に 6 割(女性は 7 割

弱)になります。 

年齢とともに段階的に生活習慣病疾患による受療･受診者が増えることが示されます。 

男女間の特徴は、30 歳代で女性に多く、40 歳代と 50 歳代ではやや男性が上回り、60

～69 歳は男女ともほぼ同率ですが、70 歳代には女性にやや多い傾向が示されました。 

 

 各年代の被保険者に

対する生活習慣病疾病

の対象者(レセプト発生

件数)の割合を第 1 期計

画の平成 26 年度と比

べた図を示します(男女

合わせた計)(図 23)。 

 両年度ともに各年代

の割合水準、年齢とと

もに増加する傾向は同

水準、同傾向と言えま

す。 

(出典：「厚労省様式 3-1 生活習慣病全体のレセプト分析」シートより) 
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5.生活習慣病の疾病で受療･受診する者の医療費構成 

生活習慣病(13 疾患)の患者数(患者千人当たり)は、「筋･骨格」が最も多く 400 人台(患

者千人当たりの率)、つぎに

「高血圧症」「脂質異常症」と

続き (300 人台)、そして第 4

位に「糖尿病」の 200 人台と

なります。「がん」は 100 人台

です。 

図中の赤枠の疾患「筋･骨

格」「高血圧症」「脂質異常

症」「糖尿病」、そして黒枠

「がん」は、入院、外来の医

療費額も上位として挙がって

います(図 24)。 

 

次に医療費額(各疾患とも広陵町の総額)をみます。  

まず入院です。「がん」の医

療費が飛び抜けて高く、つい

で「精神」です。「がん」の患

者数は、103.3 人で上位 5 位

ですが、「精神」は 9.7 人(患者

千人当たりの率)と低くなって

いますが、一人当たりの入院

医療費が高いことがうかがわ

れます。「がん」「精神」につ

づいては、「筋･骨格」「狭心

症」「脳梗塞」が高額であり、

つぎに「糖尿病」となります。 

患者数の多い「筋・骨格」は、医療費額も上位に入ります(図 25)。 

 

外来の医療費額をみます。

外来医療費の第 1 位は、入院

と同様に「がん」です。つぎ

に「筋･骨格」、「糖尿病」、「高

血圧症」、「脂質異常症」とつ

づきます。さらに「精神」「狭

心症」となります(図 26)。 

 

  

19



 
 

医療費は、入院･外来ともに「がん」が最高額を示し(患者数も比較的多い)、「筋･骨

格」は医療費も患者数も大きい疾患です。入院は「精神」、外来では「糖尿病」「高血圧

症」が上位を占めます(患者数も多い)。 

上記の数値は、県や同規模保険者と比べて大きな差はありません。 

(出典：医療費分析(1)最小分類シート) 

 

6.30 万円以上のレセプトがある患者数の多い疾患 

医療を受診して治療する者のなかで 30 万円以上のレセプトがある患者数(患者千人当た

り 30 万円以上レセプト患者数、有病者)は、同規模保険者と比べて多い(KDB データ、緑

字)疾患として浮かびあがったのが高尿酸血症、脳出血、そして心筋梗塞です。 

 また 30 万円以上のレセプト患者数が多い疾患は、「高血圧症」が最も多く、「がん」

「糖尿病」「人工透析」「脂質異常症」と続き、さらに「高尿酸血症」「狭心症」「脳梗塞」

「動脈硬化症」、そして「脳出血」となります。 

第 1 期計画の平成 26 年度データから主要な疾患の変化を比べると、「高血圧症」は

9,254 人(平成 26 年度)から 12,213 人(平成 29 年度)に増えています。「糖尿病」は、8,032

人が 8,009 人、「脂質異常症」は 5,068 人が 5,781 人です。「高血圧症」において高額な

レセプト発生患者数の増加が目立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図中に示した赤枠は、「医科」の医療費保険点数が高いものです。黒枠は同規模保険者

と比べて多い疾患です(図 27)。 

 

(出典：「医療費分析(1)細小分類」シート：基礎疾患・循環器疾患・がん 有病) 
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7.人工透析の「新規」患者数 

 患者千人当たりの新規患者数は、第 1 期計画の指標として数値目標を掲げました。 

平成 29 年度は 0.063 人です(平成 28 年度は 0.183 人で同規模保険者よりも多くなって

いました)。県や同規模保険者よりも少ない実態です。第 1 期計画の平成 26 年度現状値

0.08 人よりも少なく、目標値の 0.08 人を達成しました。しかし、年度で変動があるた

め、目標値が数年間継続することが課題です。 

(出典：「医療費分析(1)細小分類」シートより) 

 

8.糖尿病受診率と人工透析者について 

 比較的患者数も多く、医療費額も高額な糖尿病の受診率を図で示します(図 28)。 

 糖尿病の受診は、20 歳代以下を除いて、各年齢ともに男性に受診率が高く、男性は 30

歳代にひとつのピークを

もち、その後 60 歳前半

に向けて高まります。 

女性は、30 歳までは横

ばいですが、その後年齢

ともに高まり 65～69 歳

で約 25.0%に到達しま

す。 

糖尿病のレセプト

6,161 件は、人工透析が

8 件(1.0%)、インスリン

療法が 83 件(10.2%)含ま

れています。 

人工透析者数(図中の棒グラフ)は、男性 17 人、女性 6 人、合わせて 23 人です。男性は

20 歳代を除き、男性では各年代に認められます。女性は 50 歳代から 65～69 歳までだけ

にみられます。人工透析は、糖尿病(レセプト 6,161 件)の 8 件、高血圧症(レセプト 1,508

件)の 19 件、脂質異常症(レセプト件数 6,161 件)の 7 件です。 

 

下の図は、第 1 期計画の平成 26 年度の糖尿病の割合と人工透析者数の年齢別の推移を

示しました(図 29)。年齢

とともに高まるのは平成

29 年度と同様ですが、30

歳代、40 歳代の傾向に違

いが見られます。 

  

21



 
 

9.高血圧症について 

患者千人当たりの疾病で患者数の最も多い生活習慣病が「高血圧症」です。入院医療

費点数は上位から 11 位、外来医療費上位から 4 位です。高血圧症のレセプト 1,508 件に

は、人工透析が 19 件(1.3%)、インスリン療法が 54 件(3.6%)含まれています。 

 高血圧症の割合は、男女ともに年齢とともに高まります。その臨界点は男女ともに 50

歳代です(図 30)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：厚労省様式 3-3「高血圧症のレセプト分析」シートより) 

 

10.40 歳代 生活習慣病 13 疾病(入院)の同規模保険者比較 

 生活習慣病 13 疾病のうち、被保険者千人当たりレセプト件数が同規模保険者よりも多

い疾病は、40～44 歳では「糖尿病」「脳梗塞」「精神」、45～49 歳では「糖尿病」「脳出

血」「がん」が挙げられます。 

性別を考慮すると、男性では、40～44 歳が「糖尿病」「筋･骨格」、45～49 歳では「糖

尿病」「がん」、女性では 40～44 歳が「脳梗塞」、45～49 歳では「糖尿病」「脳出血」「が

ん」が挙げられます。 

 

(出典：「疾病別医療費分析(生活習慣病)シート」より) 
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11. 生活習慣病コントロール不良者に対する第 2 期計画について 

 第 1 章の分析結果で明らかになったように、レセプト発生から把握した生活習慣病で

治療・通院中のうち特定健診受診者の生活習慣病コントロールがうまくいっている「良」

は 4 割に留まり、6 割が「コントロール不良」でした。通院による医師管理中であって

も、特定保健指導の対象者となる集団が大きいことが浮かびあがりました。 

医師会・医療機関と連携協力したけんこう推進課(保健センター)の業務推進が重要で

す。 

この生活習慣病コントロール不良者への働きかけの評価に基づいて、第 2 期計画で

は、次のことを掲げます。 

●『県共同事業（糖尿病等治療勧奨推進事業）』に関して、 

・受診状況確認の徹底 

・受診状況の把握、次年度受診状況、改善状況の把握 

・糖尿病の高リスク者には、電話による状況把握と教室、個別保健指導等の利用を勧奨、

必要により受診勧奨 

・引き続き、ポイントを絞った効果的な媒体物を配布 

 

●『特定健診後の教室の充実』について、 

・実施方法、効果の検討 

・糖尿病の高リスク者には、電話による状況把握と教室、個別保健指導等の利用を勧奨、

必要により受診勧奨 

・アンケートをもとに教室等利用者の声を内容に反映 

・既存の保健事業の評価・見直し 

 

●『喫煙者対策』としては、  

・特定健診・がん検診やイベントで、禁煙無関心者への動機付け、禁煙希望者に対する支

援 

・肺がん検診の普及啓発 

・COPD 予防に関する啓発 

 

●『慢性腎臓病(以降、CKD とする)対策』としては、 

・特定健診結果通知の際に、パンフレット等を同封し情報発信 

・特定健診結果から CKD 予備群の者を対象に個別保健指導の利用勧奨を実施 

・糖尿病や CKD に関するデータおよび情報を把握し、指導に生かす 

・各種イベントで「CKD 予防」「糖尿病性腎症予防」を啓発 

・糖尿病や CKD に関するデータや情報を把握し、指導に生かす 

 

●『若年層の早期介入』については、 

・より早期に生活習慣病の兆候を発見し、きめ細かい保健指導や受診勧奨を行うことで、

生活習慣病の発症予防を図る  

・健康意識の向上を図り、健康増進に向けた自主的な取り組みを促進する  
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第 4 章 第 2 期計画について 

 

第 1 章および第 2 章、第 3 章の各巻末において、第 1 期計画の評価に基づく分析に基

づいて第 2 期計画の目標･内容、事項を示しましたが、ここに再掲するかたちで第 2 期計

画を掲げます。 

 

第 2 期の健康づくりの課題は、第 1 期データヘルス計画と同様、インスリン治療や人

工透析に至る重症化防止と医療費対策です。そこで主要な疾患である「糖尿病」を取りあ

げ、その予防、重症化防止に着眼した計画を策定します。 

目標は、「中長期目標」に向かって、「短期目標」を設定します。 

短期目標は、まず特定健診・特定保健指導の実施率向上、それに引き続いてメタボリ

ックシンドローム該当者および予備群の減少、好ましい生活習慣割合の増加、未治療者割

合の減少を掲げました。 

この短期目標の活動を展開しつづけるなかで中長期目標は、糖尿病予防・重症化予防

対策をすすめ、糖尿病および関連疾患の医療費抑制を実現し、また国保継続加入の新規透

析導入者の減少を実現することを掲げます。 

 

この目標のために具体的な活動目標は、次のようにします。 

 

「特定健診・若年者健康診査の受診率向上の取り組み」では、次を計画します。 

●『未受診者対策』として、  

・電話勧奨や文書による勧奨よりも訪問による勧奨が効果的であったことから、今後

も訪問勧奨を中心に効果的な方法を実施・受診勧奨の対象者の見直しと優先順位付

け（新たに 40 歳になる者、過去に受診歴はあるが毎年受診していない者など） 

・各種イベント等あらゆる機会を通じた健康無関心層を減少するための啓発活動 

 

●『継続受診者対策』として、 

・電話勧奨や文書による勧奨よりも訪問による勧奨が効果的であったことから、今後

も訪問勧奨を中心に効果的な方法を実施・受診勧奨の対象者の見直と優先順位付け

（新たに 40 歳になる者、過去に受診歴はあるが毎年受診していない者など） 

・各種イベントでの啓発活動  

・医療機関への協力依頼 

・転入者、国保加入者に対し、窓口で特定健診受診の周知 

 

●『特定健診を受けやすい体制づくり』として、  

・特定健診とがん検診がセットで受診できる体制づくり（健診機関との連携、休日健

診の実施）  

・特定健診申込方法の周知 

・医療機関への協力依頼 

・人間ドック受診に対する助成の継続 
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・人間ドック申込み後の未受診者の追跡と受診勧奨 

・国民健康保険証送付時（年度更新）に特定健診受診のちらしを同封 

 

●『特定健診ＰＲの拡大』として、 

・特定健診受診案内パンフレット内容の検討 

・特定健診の案内について、個別通知の継続 

・事後指導の教室等の啓発方法の検討 

・魅力ある特定健診を目指し、事後指導の充実を図る 

・若年者健康診査については、継続受診してもらえるよう案内や周知方法を検討 

 

●『他の健診データを収集する仕組み』として、  

・人間ドック申込者には、結果を情報提供してもらえるよう周知 

・人間ドック申込後の未受診者の追跡と受診勧奨  

・人間ドックキャンセル者には、特定健診の受診を勧奨 

・商工会健診との連携 

 

 

「特定保健指導実施率の向上の取り組み」としては、次を計画します。 

●『特定保健指導の周知』として、 

・ポイントを絞った効果的な媒体物を配布する 

・個々の結果に合わせた分かりやすい結果通知の方法を検討 

・医師からも利用勧奨してもらえるよう医療機関へ協力依頼 

・電話による勧奨 

・訪問による勧奨と保健指導の実施 

 

●『特定保健指導の内容の充実』として、 

・個々の結果に合わせた分かりやすい結果通知の方法を検討 

・訪問による特定保健指導の実施 

・評価時期を初回面談実施の３か月後に行うよう検討 

・引き続き電話による利用勧奨と特定健診後の教室等の紹介を実施 

 

 

生活習慣病コントロール不良者への働きかけの評価に基づいて、第 2 期計画では、次

のことを掲げます。 

●『県共同事業（糖尿病等治療勧奨推進事業）』に関して、 

・受診状況確認の徹底 

・受診状況の把握、次年度受診状況、改善状況の把握 

・糖尿病の高リスク者には、電話による状況把握と教室、特定保健指導等の利用を勧

奨、必要により受診勧奨 

・引き続き、ポイントを絞った効果的な媒体物を配布 
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●『特定健診後の教室の充実』について、 

・実施方法、効果の検討 

・糖尿病の高リスク者には、電話による状況把握と教室、個別保健指導等の利用を勧

奨、必要により受診勧奨 

・アンケートをもとに教室等利用者の声を内容に反映 

・既存の保健事業の評価・見直し 

 

●『喫煙者対策』としては、 

・特定健診・がん検診やイベントで、禁煙無関心者への動機付け、禁煙希望者に対す

る支援 

・肺がん検診の普及啓発 

・COPD 予防に関する啓発 

 

●『CKD 対策』としては、 

・特定健診結果通知の際に、パンフレット等を同封し情報発信 

・特定健診結果から CKD 予備群の者を対象に個別保健指導の利用勧奨を実施 

・糖尿病や CKD に関するデータおよび情報を把握し、指導に生かす 

・各種イベントで「CKD 予防」「糖尿病性腎症予防」を啓発 

・糖尿病や CKD に関するデータや情報を把握し、指導に生かす 

 

●『若年層の早期介入』については、 

・より早期に生活習慣病の兆候を発見し、きめ細かい特定保健指導や受診勧奨を行う

ことで、生活習慣病の発症予防を図る 

・健康意識の向上を図り、健康増進に向けた自主的な取り組みを促進する 

 

第 2 期計画の数値目標は、次の表に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第2期計画
目標値

(平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) (平成35年度)

全体 34.6% 36.5% 39.0% 60.0%

40歳代 17.1% 18.1% 21.9% 25.0%

全体 16.3% 13.8% 14.1% 60.0%
動機付け
支援

18.2% 14.1% 18.1% 30.0%

9.9% 9.5% 11.1% 9.0%

16.6% 16.3% 16.8% 15.0%

218人 245人 239人 350人

BMI 3.9% 3.2% 4.4% 3.2%

腹囲 30.7% 30.3% 31.7% 29.0%

HbA1c 49.1% 44.6% 47.8% 46.5%

0.14人 0.18人 0.063人 0.06人
患者千人当たり人工透析

新規患者数(当月発症)

喫煙者割合

メタボリックシンドローム

該当者割合

特定健診受診者の
有所見割合

特定健診受診率

特定保健指導

終了率

第2期計画のためのデータ
　各年度  現状値

人間ドック受診者
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★ 参考として、第 1 期計画の数値目標を以下に示します。 
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1.目標の設定 

中長期目標 
糖尿病予防、重症化予防対策をすすめ、糖尿病および関連疾患の医療費の抑制 

国保継続加入の新規透析導入者の減少 

短 期 目 標 

特定健診・特定保健指導の実施率向上 

メタボリックシンドローム該当者および予備群の減少 

好ましい生活習慣割合の増加 

未治療者割合の減少 

 

2.これまでの取り組みと評価、今後の計画 

１）特定健診・若年者健康診査の受診率向上の取り組み 

項

目 
平成 28 年度 平成 29 年度 評価 今後の計画 

未

受

診

者

対

策 

・電話勧奨、

訪問勧奨の

継続 

・前年度結果

を踏まえた

事 業 の 分

析・検討・

実施 

・前年度結果

を踏まえた

事業の見直

し 

未受診者勧奨は、平成 26年度

から委託業者にて実施してい

る。 

平成 29 年度は、電話受診勧奨

を在宅率が高い夜間にも実施。 

また、前年度よりも訪問によ

る受診勧奨人数を 900 人増やし

て実施した。 

積極的に受診勧奨を行うこと

で、平成 28 年度受診希望者が

655 人であったが、平成 29 年度

は 845 人と大幅に増加した。 

受診希望者には、受診の有無

について最終確認し、未受診の

者については再度必要性を説明

して勧奨を行った。 

訪問した際に不在だった場合

の効果的な対応を検討する。  

 

 

・電話勧奨や文書による

勧奨よりも訪問によ

る勧奨が効果的であ

ったことから、今後も

訪問勧奨を中心に効

果的な方法を実施 

・受診勧奨の対象者の見

直しと優先順位付け 

（新たに40歳になる者、

過去に受診歴はある

が毎年受診していな

い者など） 

・各種イベント等あらゆ

る機会を通じた健康

無関心層を減少する

ための啓発活動 
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継

続

受

診

者

対

策 

・受診勧奨通

知 の 実 施

（勧奨通知

に 関 し て

は、圧着ハ

ガキの送付

など、効果

的な方法を

検討） 

・医療機関へ

の協力依頼 

・転入者、国

保加入者に

対し、窓口

で特定健診

受診の周知 

・電話勧奨、

訪問勧奨の

継続 

・受診勧奨通

知 の 実 施

（ 対 象 年

齢、勧奨方

法の検討） 

・医療機関へ

の協力依頼 

・効果判定の

実施 

受診勧奨では、事前に勧奨通

知を行った後、専門職による電

話勧奨と訪問勧奨を行った。 

特に、訪問勧奨は受診の必要

性を丁寧に面談できた。 

受診されない者の理由とし

て、「定期的に通院しているので

受ける必要がない」が最も多く、

続いて「仕事や家事が忙しく健

診を受ける時間がない」「かかり

つけ医がいるので受ける必要が

ない」という内容である。 

町内医療機関に関しては、協

力が得られるよう個別で医療機

関を廻り、特定健診の啓発と受

診勧奨についての依頼を行うと

同時に、ポスターやチラシ等の

配布を行った。 

転入者や国保加入者に対し

て、特定健診受診を促したりポ

スターを設置するなどの周知に

努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・電話勧奨や文書による

勧奨よりも訪問によ

る勧奨が効果的であ

ったことから、今後も

訪問勧奨を中心に効

果的な方法を実施 

・受診勧奨の対象者の見

直と優先順位付け 

（新たに 40 歳なる者、

過去に受診歴はある

が毎年受診していな

い者など） 

・各種イベントでの啓発

活動 

・医療機関への協力依頼 

・転入者、国保加入者に

対し、窓口で特定健診

受診の周知 
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健 

診 

を 

受 

け 

や 

す 

い 

体 

制 

づ 

く 

り 

・集団特定健

診の申込方

法の徹底 

・集団特定健

診のセット

検診、休日

健診の実施 

・若年者健康

診査での託

児の実施 

・医療機関へ

の協力依頼 

・人間ドック

受診に対す

る助成の充

実 

・平成 28年度

の検討結果

に従って実

施 

受診案内パンフレットに集団

特定健診の申込書を盛り込ん

だ。 

がん検診とセットで受診でき

るようＰＲした。また平成 28年

度は、全日程とも定員を大幅に

上回る受診希望者があったた

め、個別で医療機関受診を勧め

ることとなった。平成 29 年度

は、集団特定健診の実施回数を

１回増やして、より多くの方に

受診してもらえるよう努めた。 

休日も継続して特定健診を実

施した。 

町内医療機関に関しては、日

常の診療の中で医師から特定健

診受診の勧奨をしてもらった。 

若年者健康診査については、

託児を設けることで、安心して

健診を受けてもらうことができ

た。平成 28年度は、年間４回実

施したが受診希望者が多かった

ため、平成 29 年度は実施回数を

１回増やして引き続き休日にも

健診を実施した。 

他に、人間ドックについて、

平成 29 年度は平成 28 年度より

も募集人数を 30 人増やし、募集

期間も延長して実施した。 

 

 

 

 

・特定健診とがん検診が

セットで受診できる

体制づくり（健診機関

との連携、休日健診の

実施） 

・特定健診申込方法の周 

 知 

・医療機関への協力依頼 

・人間ドック受診に対す

る助成の継続 

・人間ドック申込み後の

未受診者の追跡と受

診勧奨 

・国民健康保険証送付時

（年度更新）に健診受

診のちらしを同封 
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健 

診 

PR 

の 

拡 

大 

・効果的な PR

方法の検討 

・若年者健康

診査の個別

案内通知の

実施 

・イベントや

乳 幼 児 健

診、各種教

室などを通

じて健診の

周知を図る 

・魅力ある健

診 を 目 指

し、事後指

導の充実を

図る 

・平成 28年度

の検討結果

に従って実

施 

例年５月末に、特定健診受診

券と健診受診案内パンフレット

の個別通知を行い、医療機関や

公共機関にポスター掲示を依

頼。 

広報、ホームページでの周知、

医療機関（かかりつけ医）から

の受診勧奨を行った。 

若年者健康診査については、

対象者には個別に案内を行い、

希望者に託児を実施した。女性

については乳房エコー検査、子

宮がん検診のセット受診をＰＲ

した。 

事後指導の教室等内容につい

ては、特定健診受診案内パンフ

レットに記載したり、健診結果

通知の際に、個々の結果にあっ

た教室等のちらしや案内を同封

して周知、利用を促した。 

 

・特定健診受診案内パン

フレット内容の検討 

・特定健診の案内につい

て、個別通知の継続 

・事後指導の教室等の啓

発方法の検討 

・魅力ある特定健診を目

指し、事後指導の充実

を図る 

・若年者健康診査につい

ては、継続受診しても

らえるよう案内や周

知方法を検討 

他
の
健
診
の
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
仕
組
み 

・実施方法の

検討 

・人間ドック

希望者が確

実 に 受 診

し、情報提

供してもら

うよう受診

勧奨 

・商工会健診

との連携 

 

 

 

・試験実施 

・人間ドック

希望者が確

実 に 受 診

し、情報提

供してもら

うよう受診

勧奨 

・商工会健診

との連携 

他の健診の受診結果データを

提供していただくために、受診

案内パンフレットに記載したり

商工会健診と連携を図った。 

人間ドック受診者には、申込

みの際に健診受診結果の提供を

周知しており、人間ドック受診

をキャンセルされた方には、特

定健診の受診を勧奨している。 

 

・人間ドック申込者に

は、結果の情報提供し

てもらえるよう周知 

・人間ドック申込み後の

未受診者の追跡と受

診勧奨、 

・人間ドックキャンセル

者には、特定健診の受

診を勧奨 

・商工会健診との連携 
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２）特定保健指導実施率の向上の取り組み 

項

目 
平成 28 年度 平成 29年度 評価 今後の計画 

特 

定 

保 

健 

指 

導 

の 

周 

知 

・効果的な媒

体物を対象

者に配布す

る 

・医療機関へ

の協力依頼 

・電話による

勧奨 

・前年度結

果 を踏ま

え た事業

の見直し 

特定健診受診案内パンフレッ

トの内容に健診結果別の教室等

について記載している。また、

特定保健指導対象者には、結果

通知の際に、特定保健指導につ

いて内容の詳細が分かるリーフ

レットと申込方法が書いたちら

しを同封している。 

委託業者から電話にて勧奨を

行い、利用を促した。 

平成 29 年度は、医療機関で保

健指導を受けられた方があっ

た。 

・ポイントを絞った効果的

な媒体物を配布する 

・個々の結果に合わせた分

かりやすい結果通知の方

法を検討 

・医師からも利用勧奨して

もらえるよう医療機関へ

協力依頼 

・電話による勧奨 

・訪問による勧奨と保健指

導の実施 

保 

健 

指 

導 

の 

内 

容 

の 

充 

実 

・特定保健指

導終了者の

翌年度受診

と改善の確

認 

・参加しない

人へのアプ

ローチの検

討 

・前年度結

果 を踏ま

え た事業

の見直し 

保健指導を利用される者に

は、管理栄養士などの専門職が

個々に初回面談を実施。対象者

の生活習慣の課題を明確にし、

達成可能な目標を設定した。 

また、６か月後に電話での聞

き取りにて評価を実施した。評

価の時期について、半年後では

長いため意欲の低下する者がい

たり、目標を見失う者がいるた

め、見直しを行う（平成 30 年度

の改正に伴い）。 

平成28年度における特定保健

指導利用者のうち 33％の者が翌

年の健診結果が改善されてお

り、25％が維持できていた（残

りの 42％は未受診、後期高齢へ

の移行がほとんどである）。 

 

・個々の結果に合わせた分

かりやすい結果通知の方

法を検討 

・訪問による保健指導の実

施 

・評価時期を初回面談実施

の３か月後に行うよう検

討 

・引き続き電話による利用

勧奨と特定健診後の教室

等の紹介を実施 
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３）生活習慣病コントロール不良者への働きかけ 

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 評価 今後の計画 

県
共
同
事
業
（
糖
尿
病
等
治
療
勧
奨
推
進
事
業
） 

・効果的な媒

体物の検討 

・受診状況の

配布、次年

度受診状

況、改善状

況の把握 

・糖尿病の高

リスク者

には、電話

による状

況把握と

受診勧奨 

・受診状況確

認の徹底 

・平成 28年

度の検討

結果に従

って実施 

特定健診結果で医療機関受診

が必要な者に対して、結果通知の

際に治療勧奨カード、治療状況連

絡書、返信用封筒を同封して受診

勧奨を実施。治療状況連絡書の返

信がない者に対して電話やレセ

プトで受診状況を確認している。 

平成 28 年度の未受診者（放置）

は37％、平成29年度未受診者（放

置）は 22.7％だった。平成 28年

度に治療勧奨カードを送った者

で平成 29 年度も同様治療勧奨カ

ードの対象になった者の割合は

約 30％だった。 

 

 

・受診状況確認の徹底 

・受診状況の把握、次年度

受診状況、改善状況の

把握 

・糖尿病の高リスク者に

は、電話による状況把握

と教室、個別保健指導等

の利用を勧奨、必要によ

り受診勧奨 

・引き続き、ポイントを

絞った効果的な媒体物

を配布 

 

健 

診 

後 

の 

教 

室 

の 

充 

実 

・実施方法、

効果の検討 

・糖尿病リス

ク者、治療

中の者など

に対して、

結果説明

会、歯周疾

患検診への

参加勧奨 

・県保健所主

催の教室へ

の案内 

 

 

・前年度結果 

を踏まえた 

事業の見直 

し 

平成 29 年度は、既存の教室の

内容や実施方法の見直しを図っ

た。また、新たに事業を実施し、

予防啓発に努めた。 

疾病の重症化予防を最終目標

に、発症予防を目的として主にリ

スク者への支援を中心に行い、個

別保健指導を強化した。 

 

・実施方法、効果の検討 

・糖尿病の高リスク者に

は、電話による状況把握

と教室、個別保健指導等

の利用を勧奨、必要によ

り受診勧奨 

・アンケートをもとに教室

等利用者の声を内容に

反映 

・既存の保健事業の評価・

見直し 
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喫 

煙 

者 

対 

策 

・特定健診・

がん検診や

イベント

で、禁煙無

関心者への

動機付け、

禁煙希望者

に対する支

援を行う 

・肺がん検診

の普及啓発

を図る 

・COPD 予防

に関する啓

発 

・平成 28年

度の検討

結果に従

って実施 

集団特定健診や健康イベント

の際に喫煙者に対して、パンフレ

ットの配布と肺機能測定を行い、

禁煙への動機付けを実施した。 

平成 28 年度から従来実施して

いる集団がん検診に加えて、地域

巡回肺がん検診を年間７回追加

実施。COPD 予防と肺がん検診

の普及啓発に努めた。 

 

継続実施 

・特定健診・がん検診やイ

ベントで、禁煙無関心者

への動機付け、禁煙希望

者に対する支援 

・肺がん検診の普及啓発 

・COPD 予防に関する啓

発 

CKD

対 

策 

・情報発信 

①パンフレット

による予防周知 

②広報。ホーム

ページなどを通

じた情報発信 

③イベントなど

で「CKD 予防」

「糖尿病性腎症

予防」を啓発 

・県保健所主催

の教室への案

内 

・eGFR と尿蛋

白の結果によ

り CKD 重症

化分類の階層

化を行い、保

健指導の対象

者を明確にす

る 

・平成 28年

度の検討

結果に従

って実施 

糖尿病やCKDのリスク者に対

しては、個別で、パンフレットや

ちらしの配布、県保健所主催の教

室等を案内しているが、広く住民

に対しての啓発や情報発信が十

分ではなかった。 

他の生活習慣病で、すでに医療

機関を受診されている者につい

ては、一度医師に相談するよう案

内しており、CKD に特化した保

健指導ができていないのが現状

である。 

・特定健診結果通知の際

に、パンフレット等を

同封し情報発信 

・特定健診結果から CKD

予備群の者を対象に個

別保健指導の利用勧奨

を実施 

・糖尿病や CKD に関する

データおよび情報を把

握し、指導に生かす 

・各種イベントで「CKD

予防」「糖尿病性腎症予

防」を啓発 

・糖尿病や CKD に関する

データや情報を把握し、

指導に生かす 
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若 

年 

層 

の 

早 

期 

介 

入 

・若年者健康

診査の個別

案内通知の

実施 

・各種イベン

トや乳幼児

健診におい

て啓発 

・結果説明会

等への参加

勧奨 

 

・平成 28年

度の検討

結果に従

って実施 

・若年者健康診査の結果、要指

導・要医療の者が 2/3 いる。 

・利用勧奨するも保健指導につな

がりにくい。 

・より早期に生活習慣病の

兆候を発見し、きめ細

かい保健指導や受診勧

奨を行うことで、生活

習慣病の発症予防を図

る。 

・健康意識の向上を図り、

健康増進に向けた自主

的な取り組みを促進す

る。 
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3.評価および数値目標 

 現状値 

(平成 26

年度) 

目標値 

(平成 29

年度) 

数値資料 

現状値 

(平成 27

年度) 

現状値 

(平成 28

年度) 

現状値 

(平成 29

年度) 

目標値 

（平成 35

年度） 

特 定 健

診 受 診

率 

全体 34.2％ 60.0％ 
*地域全体

像の把握 
34.6％ 36.5％ 39.0％ 60％ 

40 歳代 19.5％ 20.5％ 
*様式 6-9 

(現 5-4) 
17.1％ 18.1％ 21.9％ 25％ 

特 定 保

健 指 導

終了率 

全体 3.7％ 60.0％ 
*地域全体

像の把握 
16.3％ 13.8％ 14.1％ 60％ 

動機付け 

支援 
4.9％ 30.0％ 法定報告 18.2％ 14.1％ 18.1％ 30％ 

喫煙者割合 11.2％ 10.7％ 
*地域全体

像の把握 
9.9％ 9.5％ 11.1％ 9％ 

メタボリックシン

ドローム該当者割

合 

15.8％ 15.0％ 
*地域全体

像の把握 
16.6％ 16.3％ 16.8％ 15％ 

人間ドック受診者 224 人 300 人 保険年金課 218 人 245 人 239 人 350 人 

特 定 健

診 受 診

者 の 有

所 見 割

合 

BMI 3.8％ 3.5％ 
*地域全体

像の把握 

*様式 6-2～

7(現 5-2) 

3.9％ 3.2％ 4.4％ 3.2％ 

腹囲 29.9％ 29.2％ 30.7％ 30.3％ 31.7％ 29％ 

HbA1c 46.9％ 46.9％ 49.1％ 44.6％ 47.8％ 46.5％ 

患者千人当たり人

工透析新規患者数

(当月発症) 

0.08 人 0.08 人 

*医療費分

析(1)細小

分類 

0.139 人 0.183 人 0.063 人 0.060 人 

*は、KDB 資料 
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資料

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

世帯数 世帯 11,189 11,324 11,519 11,738 11,916 12,223 12,440 12,653 12,817 12,941

人口 人 34,071 34,016 34,245 34,399 34,431 34,753 34,919 34,968 35,021 34,948

世帯数 世帯 4,188 4,177 4,220 4,263 4,313 4,394 4,423 4,458 4,389 4,300

加入率 % 37.4 36.9 36.6 36.3 36.2 36.0 35.6 35.2 34.2 33.2

被保険者数 人 8,548 8,551 8,538 8,483 8,461 8,484 8,409 8,306 8,017 7,712

加入率 % 25.1 25.1 24.9 24.7 24.6 24.4 24.1 23.8 22.9 22.1

1世帯当たりの
被保険者数

人 2.04 2.05 2.02 1.99 1.96 1.93 1.90 1.86 1.83 1.79

若人
(～65歳まで) 人 5,556 5,396 5,338 5,124 4,998 4,819 4,633 3,298 3,294 3,356

退職(年金受給
の退職者医療制
度対象)

人 556 582 646 667 605 496 408 280 162 64

老人(65歳以上､
75歳まで)

人 2,383 2,483 2,488 2,607 2,798 3,093 3,235 4,258 4,137 4,012

要支援(1+2) 人 263 240 257 283 365 368 390 382 346 260

要介護1 人 122 155 152 140 133 142 146 119 124 138

要介護2 人 173 191 175 194 234 232 233 265 263 273

要介護3 人 184 196 217 209 186 206 192 194 211 244

要介護4 人 111 125 146 182 171 189 168 190 201 177

要介護5 人 95 96 105 107 114 98 119 122 143 145

計 人 948 1,003 1,052 1,115 1,203 1,235 1,248 1,272 1,288 1,237

国保　歳入 千円 2,490,985 2,688,082 3,051,177 3,041,910 3,442,604 3,444,024 3,444,194 3,915,372 3,916,488 3,877,645

国保　歳出 千円 2,875,846 3,144,864 3,347,540 3,284,070 3,253,679 3,534,391 3,442,379 3,832,948 3,812,734 3,770,414

収支 千円 -384,861 -456,782 -296,363 -242,160 -188,925 -90,367 1,815 82,424 103,754 107,231

資料：国保運営協議会

特定健診受診者
数

人 1,654 1,439 1,490 1,497 1,586 1,748 1,919 1,945 2,008 2,107

受診率 % 31.3 26.6 27.6 27.1 28.4 40.9 34.1 34.6 36.4 39.0

特定保健指導対
象者数

人 285 226 223 190 197 221 243 242 193 203

指導終了者数 人 17 15 17 7 16 14 16 50 35 40

指導終了者率 % 6 6.6 7.6 3.5 8.1 6.3 6.5 20.7 18.1 19.7

注 介護保険認定者数(青字)は、介護保険事業状況報告から年度末数字を記載。

注 国保の構成に示す数字（青字）は、国保月報の年度末数字を記載。

町
(3月末)

国保(年
度平均)

年度末　3/31現在

特定
健診

特定
保健
指導

国保の
構成

介護
保険
認定
者数

国保
財政

 広陵町 平成20年度～平成29年度までの保険・保健・医療指標の推移

単位
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