
第３章 取組み内容と目標設定 

１ 今後の取組み 

 被保険者の現状について、医療費等の状況、特定健診の実施状況、介護保険の状況の 3分野の課題に整理し、課題解決に必要と考えられる対策の方向性及び実施内容は、次のとおりとします。 

  

  健康課題の整理                                                                                              ○数字は新規、又は拡充、○数字は継続です。 
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＜生活習慣病等＞ 

(1) 死因別死亡割合では、悪性新生物（がん）が22.2%と高く、脳血管疾患11.6%、心疾

患11.2%と続いています。（P4 図2-4） 

(2) ライフステージ別死亡要因でも、悪性新生物（がん）、脳血管疾患、心疾患の割合が高

くなっています。（P5 図2-5） 

(3) 被保険者数の減少傾向が続く一方、高齢者の被保険者数の減少は進んでおらず、前期

高齢者（65歳～74歳）の被保険者に占める割合が高くなっています。（P6 図2-7） 

(4) 当市の国民健康保険の医療費総額及び一人あたり医療費とも、増加傾向であり、一人

あたり医療費は県平均に比較して37千円から54千円程高い状況です。（P7 図2-8） 

(5) 医療費総額における疾病分類別構成比（大分類）では、悪性新生物（がん）、高血圧・

心臓病・脳卒中などの循環器系疾患、歯科を含む消化器系疾患が5割弱を占めており、

また、これら疾患の医療費は、増加傾向を示しています。（P8－9 図2-9、2-10） 

(6) 医療費総額における疾病分類別構成比（中分類）では、高血圧症、慢性腎不全（透析

あり）、糖尿病などの生活習慣に関係する疾病が上位3位までを占めています。また、

慢性腎臓病は、発症すると回復が難しく、人工透析となると高額な医療費が必要とな

ります。（P10 図2-12） 

(7) 歯の疾患は消化器系疾患の約55%を占めており、総医療費及び一人あたり医療費とも、

増加傾向となっています。（P10 図2-11） 

(8) 健診データとレセプトデータの突合により、特定健診未受診者の生活習慣病の医療費

は、平成26年度では特定健診受診者の医療費と比べ、３倍を超える格差があります。 

（P13 図2-15） 

⇒ 特定健診及びがん検診の受診率を向上させ、早

期発見・早期治療につなげます。 

 

⇒ 医療機関と連携した有所見者に対する保健指導

を実施し、疾病の改善と重症化予防を進めます。 

 

⇒ 食生活改善や運動習慣の定着を進め生活習慣病

の予防事業を進めます。 

 

⇒ 特定健診の対象外の 40 歳未満の若年世代から

の健康づくりを進めます。 

 

 

○一般健診及び特定健診の受診率の向上     

①具体的でわかり易い広報の実施 

（受診者と未受診者とのその後の医療費の違いなど） 

 ②未受診者への個別通知の実施 

（年度当初と秋の特定健診前の2回実施） 

 ③休日集団健診の実施 

 ④施設健診の日数拡大 

 ⑤医療機関と連携した診療情報の収集 

 ⑥事業所と連携した職場健診受診情報の収集 

○健康づくり及び重症化予防 

①健康教育事業の実施（健康講座、食生活改善運動） 

②市内事業所と連携した健康づくり講座等の実施 

③多様な健康づくり事業の実施 

（水中運動教室、健康体教室、地区運動教室 等） 

 

○保健指導の充実 

①医療機関と連携した有病者・有所見者への保健指導の実施 

②KDB システムを活用した生活習慣病リスクに応じた積極的な個別受診勧奨

と保健指導の実施 

＜精神疾患＞ 

(1) 疾病分類別医療費分析において、総医療費のうち、精神及び行動の障害は8.7%と高い

構成比率を示しています。（P8 図2-9） 

(2) 精神疾患の中では、統合失調症が半数以上を占め、増加しています。（P9 図2-10） 

  

 

⇒ 相談・支援体制の強化を図ります。 

 

⇒ 地域相談機関・医療機関との連携による支援体

制の強化を図ります。 

 

○地域団体や企業と連携した働き盛りへのメンタルへルス対応の強化 

○気軽にできる相談体制、地域の見守り体制の充実 

①自殺予防ゲートキーパー及び認知症サポーター養成への協力 

②状況に応じた地域包括ケアシステムの充実 

＜歯の疾患＞ 

(1) 一人当たり医療費の歯の疾患は中分類別では最も高く、平成 23 年度から増加が続い

ています。（P9 図2-10） 

 

(2) 歯科健診の受診率は低く、クーポン対象年齢では、５０歳、６０歳の受診率が低い状

況です。（P12 図2-14） 

⇒ 第２次健康いといがわ２１に基づき、歯科医師

会と連携した口腔健康づくりを進めます。 

⇒ 歯科健診機会の提供、特に成人期の受診機会の

提供により受診率の向上を図ります。 

⇒ 乳幼児期から高齢者までの幅広い歯の健康に関

する普及啓発を進め、歯科健診等の受診率の向上

と意識の向上を図ります。 

 

○乳幼児から小中学校までの継続した歯科健診の実施 

○子どもたちへの歯と口腔の健康に関する啓発事業の実施 

○医療機関と連携した多様な受診機会の提供 

 ①歯科健診受診率の低い若年世代に向けた受診機会の提供 

○医療機関と連携した定期的な健診習慣の普及と定着 

 

＜後発医薬品＞ 

(1) 後発医薬品（ジェネリック）の使用率は増加していますが、さらに後発医薬品への変

換を進める必要があります。（P14 図2-16） 

 

⇒ 継続した周知・啓発に取り組み、平成29年度で

の使用率70%を目指します。 

○後発医薬品（ジェネリック）使用等の広報での周知 

○後発医薬品（ジェネリック）使用勧奨通知の発送 

○後発医薬品（ジェネリック）希望カードの配布 

○医師会、薬剤師会への継続した働きかけ 
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＜受診状況＞ 

(1) 当市の特定健診受診率は、平成 26 年度では 48.1％と県平均と比較し高くなっていま

すが、第2期特定健康診査等実施計画で目標としている平成 29年度受診率 60.0％達

成を目指し、受診率を向上させる必要があります。（P15-16 図2-17） 

(2) 性別では、男性の方が女性より９ポイント低く、年齢別では年代が若いほど受診率が

低い状況です。（P16 図2-18） 

 

⇒ 未受診者、特に男性や働き盛りの若い世代などへ

の積極的な受診勧奨による特定健診受診率の向上を

図ります。 

 

⇒ 若い世代からの健康診査の習慣化と生活習慣病予

防を進め、将来の生活習慣病発症者数の抑制を図り

ます。 

 

○一般健診及び特定健診の受診率の向上     

①具体的でわかり易い広報の実施 

（受診者と未受診者とのその後の医療費の違いなど） 

 ②未受診者への個別通知の実施 

（秋の特定健診前と年度当初の2回実施） 

 ③休日集団健診の実施 

 ④施設健診の日数拡大 

 ⑤医療機関と連携した診療情報の収集 

 ⑥事業所と連携した職場健診受診情報の収集 

 

⑦未受診者の環境に応じた、対象を絞った受診勧奨の実施 

⑧医療機関と連携した多様な受診機会の提供 

 

＜受診結果＞ 

(1) 特定健診対象者のレセプト情報と特定健診の受診情報を照合した結果、健診未受診者

で治療歴なしに該当する約15％の人の健康状態が把握できていない状況であります。 

（P17 図2-19） 

(2) また、特定健診受診の有無にかかわらず、約7割を超える人が、生活習慣病治療中で

あり、多くの人が生活習慣病に関するリスク若しくは疾病を抱えていることが判明し

ています。（P17 図2-19） 

(3) 平成25年度の特定健診の結果では、メタボ、BMI25以上、高血圧、高血糖等の基準

値該当者率が県平均より高い状況です。（P18 図2-20） 

 

(4) 特定健診結果では、特定保健指導が必要とされた方の保健指導実施率が平成 26 年度

で21.1%にとどまっており、重症化予防につながっていません。（P24-25 図2-23） 

 

⇒ 市民全体への生活習慣病に関する周知と啓発に努

め、生活習慣病発症予防の取り組みを進めます。 

 

⇒ 未受診理由の把握に努め、受診し易い環境整備を

図ります。 

 

⇒ 健診受診後の健診結果と受診状況の分析を進め、

早期発見・早期治療と重症化予防の取り組みを進め

ます。 

 

 

 

○広報等を活用した生活習慣病リスクと予防知識の啓発 

 

○保健指導の充実 

①生活習慣病発症予備軍となる20歳代～40歳代に対する早期介入、早期予

防保健指導の実施 

②KDB システムを活用した生活習慣病リスク対象者の抽出により、状況に

応じた積極的保健指導の実施 

③健診受診後の再診等対象者に対するフォローアップの実施 

＜メタボ＞ 

(1) メタボ基準該当者は県平均より多く、腹囲のほか、高血圧・高血糖等の基準値以上に

複数該当する受診者の割合も高い状況です。（P18 図2-20） 

(2) 県平均との比較では、特に女性の該当割合が高くなっています。（P18 図2-20） 

(3) 生活習慣病関連検査項目における有所見者は、いずれも 40 歳代及び特定健診該当前

の若い世代から出現しています。（P19～24） 

 

⇒ 特定保健指導の実施率の向上と、若い世代への早

期介入・早期予防保健指導による生活習慣病発症の

抑制を図ります。 

 

⇒ 個別保健指導等を強化し、発症予防と重症化の防

止を図り生活習慣病に関する疾患の入院率、高額レ

セプト数の減少を図ります。 

 

⇒ 健康講座、食生活改善普及事業等による生活習慣

の見直しの促進を図ります。 

 

⇒ 多様な運動機会の提供による運動習慣の普及と定

着を図ります。 

 

○広報等を活用した生活習慣病リスクと予防知識の啓発 

○利用しやすい健康づくり事業の実施による運動習慣の普及と定着 

○健康教育事業の実施（食生活改善） 

○事業所と連携した健康づくり講座等の実施 

○健康づくり事業の実施（多様な運動機会の提供と運動習慣の定着） 

 

○特定保健指導体制の強化 

①メタボ及び予備軍該当者への保健指導の実施 

②39歳以下の生活習慣病発症予備軍へ早期介入・早期予防保健指導の実施 

③健診データ・ＫＤＢシステムを活用した、生活習慣病リスクに応じた積極

的な個別保健指導の実施 

④各種健診と合わせた慢性腎不全リスクに関する検査の実施 

⑤医師会と連携した生活習慣病有病者への個別指導の実施 

＜高血圧症＞ 

(1) 血圧基準値以上該当者、高血圧及び血糖値基準値以上の該当者の割合が、県平均と比

較して高い状況です。（P18 図2-20） 

(2) 標準的質問票による調査結果では、高血圧症に関する治療履歴のある被保険者の割合

は、総受診者の半数を超え、他の団体と比較して高い状況です。 

(3) 年齢が増すごとに、治療歴のある被保険者の割合は加速度的に増加しています。 

（KDBシステム）（P19～24） 

＜高血糖・慢性腎不全＞ 

(1) 血糖値異常該当者は、他の生活習慣病リスクを併せ持つ傾向が高く、生活習慣病発症

リスク・重症化リスクが高い状況です。 

(2) 標準的質問票による調査結果では、糖尿病・腎不全に関する治療履歴のある被保険者

の割合は、県平均と比較しても高い数値を示しています。 

(3) 男性では40歳代、女性では50歳代から該当者が出現しはじめています。 

（KDBシステム）（P19～24） 
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(1) 当市の平成 26 年度の第１号被保険者の認定率は 20.2%となっていますが、この数値

は県平均とほぼ同程度の状況です。（P27 図2-24） 

 

(2) 第2号被保険者の介護認定率は0.4%と、県平均とほぼ同様の状況です。 

（P27 図2-24） 

 

(3) 介護認定者の有病状況は、第１号被保険者では心臓病、筋・骨疾患、精神疾患と続き、

第２号被保険者では心臓病、脳疾患、糖尿病と生活習慣病に関する疾病の割合が高い

状況です。（P27 図2-25） 

 

 

 

⇒ 介護予防事業と連携した早期介入・重症化予防対

策の実施により、介護認定率の上昇を抑えます。 

 

⇒ 介護認定者の主な疾病率を抑えるため、若い世代

から予防の取り組みを進めます。 

○介護予防事業と連携した介護認定前からの健康づくり 

○多様な運動機会の提供による若い世代からの健康づくりと運動習慣の定着

化 

○介護予防の視点を取り入れた運動や食生活改善事業の実施 

 

 

○要介護につながる生活習慣病リスクに応じた積極的な個別保健指導の実施 

（高血圧症、脂質異常、循環器系疾患の発症防止を目的にした個別指導の実施） 

○重症化予防のための機能訓練事業の実施 

 

○気軽にできる相談体制、地域の見守り体制の充実 

①認知症サポーター養成への協力 

②状況に応じた地域包括ケアシステムの充実 
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項　　目 現在値（H26） 目標値（Ｈ29） 備　　　考

1 医療費の削減 一人あたり医療費（年額）（円） 417,000 412,000 医療費の削減

生活習慣病の発症予防・重症化予防

2 血圧有所見者（最高血圧130以上） 有所見者率（％） 52.3 48.0 循環器系疾患の発症予防・重症化予防

の減少 循環器系疾患に関する医療費の削減

3 後発医薬品使用率の向上 使用率（％） 58.7 70.0 医療費の削減

4 特定健診受診率の向上 受診率（％） 48.0 60.0 生活習慣病の発症予防・重症化予防

5 特定保健指導 実施率（％） 19.9 28.0 生活習慣病に関する医療費の削減

被保険者の健康管理の促進

6 各種がん検診の受診率向上 受診率　　胃がん（％） 19.6 30.0 各種新生物（がん）の早期発見・早期治療の促進

　　　　　肺がん（％） 32.8 40.0 入院率・高額医療費の抑制

　　　　　大腸がん（％） 31.5 40.0 被保険者の健康管理の促進

　　　　　子宮頸がん（％） 46.3 50.0

　　　　　乳がん（％） 59.6 65.0

7 歯科健診の受診率向上 受診率（％） 24.0 30.0 歯と口腔の健康管理の促進

歯の疾患に関する医療費の削減

8 運動教室参加者の増加（人） 運動教室登録者数 1,416 1,570 生活習慣病の発症予防・重症化予防

生活習慣病に関する医療費の削減

２　目標の設定

課題解決のための目標事項と指標

No. 目　　　標
指　　　標

　基本方針で掲げる「健康寿命の延伸」の実現のため、掘起された課題を効果的に改善していくため、基礎となる取組みについて、次のとおり目標を設定します。
　設定した目標については、ＰＤＣＡサイクルにより効果測定を行い、今後の状況の変化に対応しながら、見直しを行います。
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