
主な保健事業の取組と方向性について                                                                                        資料 N0.１‐２ 

平成 28年度  取 組      課  題 平成２９年度の方向性 

 生活習慣病  

健診事業・健康教育事業 

① 健診受診率向上のため取り組み 

● 健診未受診者対策の強化（未受診者への個別通知） 

  （324人へ案内通知、内 154人受診 47.2％） 

新） 集団健診や施設健診、ドック等、多様な受診方法で、受けやす 

い健診体制の整備 

● 新規国保加入者健診の継続 

（年 2回、受診者 25人、・健診+検診+個別保健指導の実施） 
 
 

② 保健指導強化 

● 集団健診会場での保健指導【40-74歳】 

 
 

 

 

新） 運動習慣のきっかけ作りと積極的支援実施率向上のため、はぴ

ねすでの相談会実施と施設優待券配布 

 （60人へ案内通知、内 6人利用参加） 
 

③ 若い世代へのアプローチ強化 

  ～若い世代からの健康への意識づけ・メタボ予防～ 

新）39歳以下健診の受診機会の拡大（糸病・施設でも受け入れ） 

● 未受診者への個別受診勧奨 

● 集団健診会場での保健指導【39歳以下全員】 

  （39歳以下受診者 134人中 124人（92.5％）に面接指導） 

新） BMI25以上の者を 6か月間継続支援 

 
 

 

● 事業所連携による働き盛り世代へのアプローチ強化 

・健康出前講座の実施 
（4事業所 95人参加：ユアテック・丸一・猪又建設・上越漁協） 

・研修会の実施 
（ランチ勉強会：1事業所 28人参加：糸魚川市職） 

 
 

④ 重症化予防強化 

● 個別重症化予防強化（◆保健指導対象者基準の作成） 

● 高血圧・CKD予防強化 

・教室や相談会の開催 
 
 
 

 

⑤ 医療機関との連携 

● 主治医から健康・栄養相談への紹介（照会 42件、報告 82件） 

● 健康教室での講師依頼【高血圧・CKD予防教室】 

 

《医療費分析より》 

 

生活習慣病に関する医療費は 
特定健診受診の有無で 

約 3倍の格差 

 

 
 
 
 
大きく占める医療費…血圧・腎・糖 

  
 

■疾病大分類別医療費                     ■疾病中分類別医療費構成割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《健診結果より》 

■健診有所見者割合                               ■SPR（標準化有所見比） 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

■メタボ該当者・予備軍割合 

健康寿命延伸と医療費削減に向けて 

 

『受診率向上の向上』 

① 個別受診勧奨で継続受診につなげる 

新） 「18歳以上の国保加入者全員」と 

「39歳以下社保と 75歳以上で H27年度受

診歴のある者」へ受診案内個別通知 

 

② 若者層が受けやすい健診体制整備 

新） 健康づくりセンターはぴねすを会場にした健

診実施（39歳以下のみ） 

フィットネスルームを無料で体験付 

 

 

『保健指導実施率の向上』 

① 保健指導強化 

肥満傾向の者への面接指導の継続 

 

② 重症化予防の強化 

CKD予防相談会や教室の継続 
保健指導対象者基準による指導の徹底継
続 
 

③ 医療機関との連携強化 

保健事業の活用周知による医療機関との連
携 
 
 

『早期介入で重症化予防！』 

① 若い世代へのアプローチ 

39歳以下健診受診者への面接指導の継続 
肥満者への面接指導の継続 
 

② 職域との連携強化 

働き盛り世代への健康づくりアプローチ 

保健所との連携（「働き盛りの高血圧対策検

討委員会」への参加）  

集団健診会場でメタボ該当可能性のある方と個別面接。
…面接者 232人 
生活習慣改善のための行動計画立案。 
 

生活習慣改善のための目標と行動計画立案し、継続支援 
目標設定者 23人 

医療費分析　疾病分類別医療費　構成比率
（歯科医療費を除く）

順位
1位 高血圧症 7.8% 高血圧症 6.9% 高血圧症 6.2% 慢性腎不全（透析あり） 6.6%
2位 慢性腎不全（透析あり） 5.1% 慢性腎不全（透析あり） 5.6% 慢性腎不全（透析あり） 5.7% 高血圧症 5.9%
3位 糖尿病 4.9% 糖尿病 5.3% 糖尿病 5.1% 糖尿病 5.0%
4位 統合失調症 4.7% 統合失調症 4.4% 統合失調症 4.6% 統合失調症 4.6%
5位 脳梗塞 3.8% 脳梗塞 3.5% 関節疾患 3.7% 脳梗塞 3.3%
6位 脂質異常症 3.6% 脂質異常症 3.3% 脳梗塞 3.4% 脂質異常症 3.1%
7位 関節疾患 2.7% 関節疾患 2.8% 脂質異常症 3.1% 関節疾患 3.1%
8位 うつ病 2.4% 大腸がん 2.6% 肺がん 2.7% 不整脈 2.5%
9位 大腸がん 2.1% 肺がん 2.2% うつ病 2.2% うつ病 2.4%
10位 不整脈 2.0% うつ病 2.1% 大腸がん 2.2% 大腸がん 1.8%
全体の医療費（入院+外来）を100％として計算

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

さらに疾病分類を中分類に分け、医療費における構成比順位を見ると… 

・上位 10位の中に生活習慣病関係疾患が 4つも 

・慢性腎不全（透析あり）は、年々増加 原因疾患は糖尿病が 6割強 

予備軍はほぼ変わらないが、該当者は増加 

→何とかしなければという意識のない方が多い 

 

年代別では、40～50代から該当者が増加 

 

HbA1cと収縮期血圧が多い 

…HbA1cは増加傾向に対し、収縮期血圧は減少傾向 

 年代別にみると 30代までに比べ 40代で有所見者の割合が増加 

●健診結果有所見からも SPRからも見えてくるのは「高血圧」・・・高血圧対策 

●有所見者は少数だが、SPRは非常に高値の「クレアチニン」 

 疾病分類別医療費でも「慢性腎不全（透析あり）」の割合が増えていることから、見過ごせない。 

合わせて、SPRでは県平均以下だが、有所見割合が最も多い「HbA1c」。高血糖状態は、腎機能への影

響も大きいことから、透析予防を進めていく上でも見過ごせない。・・・糖を含めた CKD 予防対策 

●SPRで県平均を上回る「BMI」 

 肥満は生活習慣病全ての元となり、悪化の要因ともなるため、肥満対策は欠かせない。若い年代にメ

タボ該当者が増えていることからも、若い年代へのアプローチが必要。 

・・・若い年代への肥満対策 

●健診を受けないことには、自分の健康状態に気付けない。特に若いうちからの健康意識を高める必要

あり。また、医療費を下げるためにも未受診者に対する受診勧奨が必要。 

・・・健診受診率向上に向けての強化 

県平均を大きく上回っているのは、 

肥満(BMI＞25)・高血圧・クレアチニン高値 

特定健診受診者の平均医療費 10,723円 
に対し、未受診者平均 31,817円 

特定健診受診率は年々上昇し、県平均を上回ってい

るが、H28年度は集団健診受診者が激減 

疾病大分類別のうち、 

生活習慣病の占める割合は総医療費の１/４ 
 

高血圧・CKD予防教室 3回/年、参加者計 60 人 

相談会参加者計 29人 
 

 

 

悪性 



 

平成 28年度  取 組      課   題 平成 29年度の方向性 

 がん検診事業  

① 検診受診率向上のため取り組み 

● 検診未受診者対策の強化 

● 検診受診形態の充実 

（休日や夕方実施の集団検診、施設健診、事業所検診など） 

● 新規国保加入者検診の継続 

● 無料クーポン券の配布（大腸：市単独、乳・子宮がん） 

 

② 若い世代へのアプローチ強化 

● 成人式出席者へ子宮頸がん資料配布 

● 集団健診会場での受診勧奨(39歳以下) 

● 職域と連携したがん検診の実施（乳・子宮・胃・大腸・前立腺） 

 

③ 精検未受診者受診勧奨強化 

● 受診勧奨案内後、電話や訪問での勧奨を実施 
 

④ 胃がん予防対策 

新）若年者ピロリ菌検査：20～30代まで拡大 

（受診者：20代 407人、30代 775人 2/27現在） 

 

《医療費分析より》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

《死亡統計より》 

■各種がんの標準化死亡比 

 

『一次予防の啓発』 

① 高血圧、糖尿病といった健康課題とあ

わせ、禁煙・アルコール対策の啓発 

 

『二次予防・早期発見に向けての取組』  

これまでは「受診のしやすさ」を考え、検診形 

態を拡充してきたが、対象者・方法の見直しを 

図る 

① 検診方法の検討 

  （若年者ピロリ菌検査、胃内視鏡、乳の超音 

波検査併用等） 

② 受診勧奨・啓発の方法について再考 

   コール・リコール及び働き盛り世代対策 

③ 精密検査受診勧奨強化の継続 

 栄養・食生活  

① 健診結果を活かした食生活の改善 

② 健康わかめ運動 

 ○わたしにあった食事で ○かみかみよくかみ ○メ タボ予防 

 年齢・性別・活動量にあった食事でメタボ予防を推進 

③ 糸魚川市食生活改善推進委員協議会活動支援 

《健診結果より》 

 

『生活習慣病の発症予防のための取組』 

① 健康わかめ運動の推進 

② 食推の人材育成、活動支援 

 

『 生活習慣病の重症化予防のための取組 』

① 健診結果に基づいた栄養指導 

 こころの健康   

① 対面相談事業 

 ●こころの健康相談 （年 11回 相談件数 17件/10回実施済） 

② 医療・保健・福祉関係職員の対応力向上と連携の強化 

 ●研修会、地域ケア会議の開催、居宅会議等への参加  

 新）自殺既遂事例の聞き取り、振り返り 

 ●関係職員研修 （会議あわせて 6回 122人） 

③ 普及啓発事業 

●職域連携 うつとアルコール研修会の開催 （３０事業所６５人） 

●老人会、地区サロン等へミニ出前講座（9回 186人） 

《平成２８年自殺の実態より》  

 

『見守る支援者の対応力向上』 

① 関係職員事例検討会 

  既遂事例の振り返りや地域ケア会議 

② ゲートキーパー養成強化 

  地域・家族・職域を対象に、年代に応じた自 
殺予防スキルの啓発・ 
 

③ 相談窓口の啓発強化 

 歯の健康  

① 歯周疾患予防の強化 

 新）妊婦歯周病検診の開始（H28～） 

※１月受診分までで受診者 31人（約 17％） 

 新）新規国保加入者検診で歯の健康に関する検査実施 

（咀嚼能力判定試験と唾液潜血試験：実施者 9人） 

 ●歯周病検診無料クーポン券の配布 

 （35歳、40歳、50歳、60歳、70歳、75歳、79歳） 

《医療費からは・・・》    

 

 

 

《検診からは・・・》              

『歯周病検診の受診率向上』 

① 受診啓発強化 
 若い世代、男性へのアプローチ。クーポン券利 
用状況の分析 

  産婦人科の協力を得、妊婦歯周病検診啓発 
 
② 歯周疾患予防からの生活習慣病予防  
         集団健診時に、歯の健康に関 
           する検査を実施（3回/年） 

悪性新生物の医療費は、

年々増加していたが、27年

度は医療費総額の減少に伴

い、前年度より減少。 

総額に占める割合は、ここ

数年最も多く、20％前後を占

めている。（裏面：疾病大分

類別医療費グラフより） 

消化器疾患医療費の約半数は歯科 

総医療費減に伴い消化器系も若干減少し 

ているが、依然高額 

受診率は 10％前後で推移し、特に男性は歯科への意識低い 

検診結果は、90％近くが要精検・要治療と悪い結果 
●歯の健康に関する意識の低さと、 

意識に相反する悪い結果 

・医療費が高額になるのは
大腸がんと肺がん 
・件数が多いのは胃がんだ
が減少傾向 
・乳がんは増加傾向 

最新データ(★：試算のため参考値)では、胃がんが高めで推移しているが、男女とも 

全てのがんで全国平均以下。また、県平均もほとんどで下回っている。 

 

SMRでは胃がんが最も高値、経年推移でみると女

性の大腸がん、男性の肝がんが増加傾向。 

●働き盛り世代への予防啓発と検診の受診勧奨 

歯周病の始まりであ

る歯周ポケット多!! 

各種がん検診受診率は横ばい。 

50～60代の死因では、がん死亡が多い。 

働き盛り世代からの継続的な受診が重要。 

 

＜共通点・特徴＞ 
有職者、同居家族有 
※自殺の兆候なく直前まで出勤 
 相談・援助希求行動がなく家族も未
把握 

同居家族有  
※身体疾患、運転事故・免許に起因し
ている背景有 

 
ケアハウス入居 
※体調不良の訴え続いていたが、うつ
の兆候としての把握なし 

《地域の自殺の基礎資料より》…H21-27平均より 
 
＜年代別死亡率の国・県 比較より当市の特徴＞  

 ＊男性自殺が多く、女性が少ない 

＊３０代と７０代の自殺が多い 

●職域世代(特に３０代)と高齢者、いずれも男性の

自殺対策 

●関係職員の対応力向上 

男 女

３０代 2

４０代 1

５０代 1

６０代

７０代 3 1

８０代 1

９０～ 2

合　計 10 1

個人にとって、適正な質と量の食事をとっているかどうか

は、健診データにより得ることができる。 

 また、体重はライフステージを通して、主要な生活習慣病や

健康状態との関連が強く、特に肥満はがん、循環器疾患及び糖

尿病等の生活習慣病との関連がある。 

 上記健診結果等から、住民が適正食事量を知ることが課題で

ある。 

●健診結果を活かした食事指導 

●年齢、性別、活動量等にあった食事量

の普及 

●働き盛り世代への食生活改善支援 

20歳代から急激に肥満の割合が増加 



 


