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第３章 保健事業の実施 

１．健康課題 

① 主要死因として、悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患といった生活習慣病に

関する疾病が多くなっています。 

  健診結果では、メタボリックシンドローム予備群は、男性の 40 歳代が２割と高く、

メタボリックシンドローム該当者は男性の 40 歳代から 60 歳代までは４人に１人、

70～74 歳は３人に１人となっています。また、メタボリックシンドローム予備群の

有所見者では、男性の「腹囲」や女性の「ＢＭＩ値」に加え、「血糖・血圧」「血圧・

脂質」の割合が高くなっています。メタボリックシンドロームは食べすぎや運動不

足など悪い生活習慣が原因となって起こるため、男性を中心に生活習慣の改善が必

要となっています。 

  このように、生活習慣改善の必要性は高いものの、特定健康診査で実施している

問診では約２人に１人が生活習慣の「改善意欲なし」としています。特定健康診査

の受診習慣を身につけることが必要です。 

② 特定健康診査の受診率は、2016（平成 28）年度 37.5％であり、男性 32.5％、女

性 42.2％いずれも増加していますが、生活習慣病に罹患する割合の高い 40～50 歳

代の受診率は低いのが現状です。 

  健診結果でみると、健診受診者と比較して、健診未受診者の方が１件当たりの医

療レセプト点数が高い値となっています。特定健康診査を受診することで、早期発

見・早期治療につながっていると考えられます。 

③ 病床数、医師数において、医療環境が十分でない環境にあることもあり、１人当

たり医療費及び受診率いずれも同規模保険者の中で最少であるとともに、１人当た

り医療費は県内市町村の中で最も少ないものとなっています。 

 しかしながら一方で、健診結果等では「受診勧奨者の医療機関非受診率」「未治療者」

は高い割合となっています。特定健康診査の受診結果が要医療となっても医療を受診

していない人が今までと同じ生活を続けていると、重症化していくことが考えられま

す。 
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④ 医療費の高い疾病は、2016（平成 28）年度がん、筋・骨格（痛風、高尿酸血症、

骨粗しょう症、関節疾患）、精神（うつ病、認知症、統合失調症）であり、筋・骨格

が順位をあげています。さらに、介護が必要となった原因疾患では、「心臓病」「筋・

骨疾患」「精神」「糖尿病」の順であり、生活習慣病に加え、高齢化に伴う足腰の衰

え（ロコモティブシンドローム）が課題となっています。 

第２期大泉町特定健康診査等実施計画の目標値と実績値 

 目標値 

平成 29 年度 

実績値 

平成 28 年度 
達成状況 

特定健診受診率 60％ 37.5％ × 

特定保健指導実施率 60％ 6.0％ × 

 

２．健康課題への対応 

① 男性を中心に、生活習慣と疾病との関係についての正しい知識の普及啓発 

② 特定健康診査の受診率の低い 40～50 歳代の受診率の向上 

③ ハイリスク層への早期治療の促進による重症化予防 

④ ロコモティブシンドロームの認知度を高めるとともに、高齢者の心身機能の向上

と介護予防の促進 

 

３．目的と基本目標 

（１）目的 

被保険者一人ひとりが自分自身の健康課題を正しく理解し、自主的に健康増進及び

疾病の予防に取り組むことで、健康寿命を伸ばします。 

 

（２）基本目標 

①特定健康診査の受診率向上 

受診率の低い 40～50 歳代を中心に受診勧奨を行い、受診率の向上を目指します。 

②特定保健指導の実施率向上 

特定保健指導対象者に対し、利用勧奨等を行い、実施率の向上を目指します。 

③未治療者の減少 

特定健康診査検査項目が受診勧奨値であって未治療の人に対しては、保健師等の訪問

により、適切な医療が受けられるよう支援し、生活習慣病等の重症化予防を図ります。 

④効果的な介護予防事業の推進 

介護部門と連携し、効果的な介護予防事業の実施を図ります。 
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４．保健事業の取り組みと目標・評価指標 

（１）特定健康診査の受診勧奨 

《取り組み》 

● 特定健康診査の受診率向上 

町広報誌やホームページによるお知らせとともに、特定健康診査受診券を対象者に

送付します。40 歳～64 歳は集団健診、65 歳～74 歳は個別健診で実施していますが、

これらの事業は引き続き実施していきます。 

なかでも未受診者については通知と併せ、電話による受診勧奨を行う一方、受診率

の低い 40 歳代及び 50 歳代に対しては、窓口等においての積極的な受診勧奨や、通知

を工夫するなど受診勧奨に努めます。 

● 人間ドック検診費の助成 

人間ドック受診者に対し、検診費用の一部助成を行います。 

《目標・評価指標》 

事業名 

対象者 目標 2023 年度（平成 35 年度） 

区分 年齢 
実施量 

（アウトプット） 
成果 

（アウトカム） 

特定健康診査 被保険者 40 歳 

～74 歳 

・受診勧奨通知を送付し

た人数 

・電話勧奨できた割合 

特定健診受診率 60％ 

人間ドック検診費

助成事業 

被保険者 全年齢 ・受診した人数 特定健診受診率 60％ 

 

□ ストラクチャー（仕組みや体制） 

関係課と連携した対象者の把握。 

□ プロセス 

電話や通知の実施。 
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（２）生活習慣病の重症化予防 

《取り組み》 

● 特定保健指導の利用勧奨対策 

特定保健指導対象者には、手紙及び電話による利用勧奨を行い、委託により実施し

ています。 

● 医療受診の勧奨 

特定健康診査の受診結果が要医療になっても医療を受診していない人がおり、こう

した状態を放置したまま、今までと同じ生活を続けていると重症化していきます。特

に、糖尿病性腎症重症化予防として、HbA1c（※８）や血圧の値が要医療の人に対しては、

保健師等の訪問や電話による医療受診勧奨を行うなど、早期治療に向けた支援を行い

ます。 

《目標・評価指標》 

事業名 

対象者 目標 2023 年度（平成 35 年度） 

区分 年齢 
実施量 

（アウトプット） 
成果 

（アウトカム） 

特定保健指導の

利用勧奨対策 

特定保健指導 

対象者 

40 歳 

～74 歳 

・受診勧奨、生活指導

した割合 

特定保健指導実施率 

60％ 

被保険者 40 歳 

～64 歳 

（ 集 団 健 診

対象者） 

・受診勧奨通知を送付

した人数 

・電話勧奨できた割合 

特定健診受診率 

60％ 

被保険者 40 歳 

～50 歳代 

医療受診の勧奨 特定保健指導 

対象者 

40 歳 

～74 歳 

・電話勧奨できた割合 

・医療機関受診の有無 

特定保健指導実施率 

60％ 

糖尿病性腎症重

症化予防対策 

特 定 健 康 診 査

受診者のうち当

該 年 度 実 施 計

画で抽出基準に

該当する人 

40 歳 

～64 歳 

・保健師・看護師の訪

問件数 

・医療機関受診の有無 

受診勧奨による医療 

機関受診人数 

 

□ ストラクチャー（仕組みや体制） 

関係機関や関係課との連携。 

□ プロセス 

目的に応じた勧奨者選定。 

 

※８ ＨｂＡ1c 

赤血球の中にある酸素を運ぶヘモグロビンに血糖中の糖が結合したものをいい

ます。 
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（３）生活習慣病の発症予防 

《取り組み》 

● 生活習慣病予防の普及啓発 

引き続き各種保健事業を継続するとともに、メタボリックシンドロームに関する講

座開催やイベントを利用した健康意識の啓発に努めます。 

● 要介護状態の予防 

介護部門と連携し、足腰の衰え（ロコモティブシンドローム）、骨粗しょう症、低栄

養などの普及啓発と、効果的な介護予防活動を行います。 

● その他 

医療費の通知の送付や、ジェネリック医薬品の利用による医療費の削減可能額のお

知らせ送付などを行います。 

《目標・評価指標》 

事業名 

対象者 目標 2023 年度（平成 35 年度） 

区分 年齢 
実施量 

（アウトプット） 
成果 

（アウトカム） 

生活習慣病の予防 被保険者 40 歳 

～74 歳 

・生活習慣病予防の講演

会の回数 

生活習慣病予防の講演

会の参加人数 

健康教室 町民 全年齢 ・健康教室の回数 健康教室の参加人数 

 

□ ストラクチャー（仕組みや体制） 

関係課との連携。 

□ プロセス 

目的に応じた普及啓発。 

 

 


