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宮津市国民健康保険

第2期データヘルス計画・第3期特定健康診査等実施計画
（2018 年度～2023 年度）

【概要版】

「宮津市国民健康保険特定健康診査等第2期実施計画（平成25年度～平成 29年度）」及び「宮

津市国民健康保険データヘルス計画（平成28年度～平成29年度）」の計画期間が終了したことから、

引き続き、より効率的かつ効果的な保健事業を実施するため、新たな期間（6か年度）の計画を一体

的に策定するものです。

■計画の位置づけ

■計画の期間
高齢者の医療の確保に関する法律のほか、国、府の関連計画等を踏まえ、2018（H30）年

度～2023（H35）年度までの6か年度とします。

１ 計画策定の趣旨

計画名 計画の内容

データヘルス計画 根拠法令等
国民健康保険法 第82条

国民健康法に基づく保健事業の実施等に関する指針

レセプト・健診情報等のデータ分析に基づく、効率的・効果的な保健

事業をPDCAサイクルで実施するための事業計画。計画の策定に当たっ

て、電子化された健康・医療情報を分析し、被保険者等の健康課題を明

確にした上で、事業の企画を行う。

特定健康診査等

実施計画 根拠法令等

高齢者の医療の確保に関する法律 第19条

特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基

本的な指針

医療保険者は、40歳以上の被保険者を対象に、内臓脂肪症候群（メタ

ボリックシンドローム）に着目した糖尿病等の生活習慣病の発症や重症

化を予防するための特定健康診査・特定保健指導を実施し、その結果を

国に報告すことが義務付けられている。特定健診・特定保健指導の実施

内容・方法を定めるもの。
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●国保被保険者数は、年々減少し、高年齢層の割合が高い状況です。
H29年度末の国保被保険者数は 4,978 人で、H25年度末対比で947人（16.0%）減少しています。

年齢構成では、65歳以上の高年齢層が約5割を占めています。

●特定健診の受診率は、年々上昇してきていますが、目標 60%の達成には至っていません。特定保健指

導の実施率も低調な結果で、目標 60%を大幅に下回っています。

■特定健診受診率の推移 ■特定保健指導実施率の推移

●総医療費は、被保険者数の減少とともに減少傾向ですが、1 人当たり医療費は年々上昇しています。

●健康課題

本市国保の特定健診結果、医療費分析、死因の状況からみた健康課題は、次のとおりです。

２ 主な内容

（1）宮津市の現状等

年度 2013（H25） 2014（H26） 2015（H27） 2016（H28） 2017（H29）

特定健診 受診率 34.7% 36.0% 39.2% 44.1% 45.6%

特定保健指導 実施率 8.8% 7.9% 6.5% 10.5% 12.8%

年度 2013（H25） 2014（H26） 2015（H27） 2016（H28）

総医療費

（療養諸費費用額）
21億 1,887 万円 20億8,400 万円 21億 3,506 万円 21億103万円

1人当たり医療費 351,156 円 355,814 円 377,754 円 390,165円

健診結果

メタボ予備群の割合が高い 11.5% （府10.7%、国 10.7%）

非肥満高血糖の割合が高い 10.0% （府8.6%、国9.3%）

[メタボ予備群]高血糖の割合が高い 1.0% （府0.7%、国0.7%）

[メタボ予備群]高血圧の割合が高い 7.8% （府7.2%、国7.4%）

[メタボ該当者]高血糖・高血圧の割合が高い 3.0% （府2.5%、国2.7%）

[メタボ該当者]高血糖・脂質異常の割合が高い 1.3% （府1.0%、国0.9%）

医療費分析

糖尿病の医療費が最も高い 全体医療費の約6%

糖尿病の有病割合が高い 生活習慣病対象者の約3割

糖尿病の重症化が懸念される 人工透析患者の増加リスク

死因

1位 がん 44.7%

2位 心臓病 28.4%

3位 脳疾患 16.0%

3疾病で死因の約9割
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① 事業展開の考え方

●医療費に占める生活習慣病の割合が大きい。とくに糖尿病・腎不全の負担が大きく、重点的な

予防を図る。

⇒生活習慣病予防の柱として、特定健診の受診率、特定保健指導の実施率の向上を目指す。

⇒運動習慣の定着や食生活改善など、住民の主体的な健康づくり意識の高揚を図る。

●死因1位の「がん」の医療費負担が大きいことから、早期発見・早期治療につなげる「がん検

診」の受診率の向上を図る。

●ジェネリック医薬品への切り替えによる医療費削減可能額が相当あることから、引き続き、普

及促進を図る。

② 目標値

[年度ごとの目標値]

（2）目標

区分 実績
目標値

2023(H35)年度
備考

1 特定健診 受診率
〈H29〉

45.6%
60%以上

2020(H32)年度に、国目標値60%

を達成し、以後60%以上を維持する。

2 特定保健指導 実施率
〈H29〉

12.8%
60%

2023(H35)年度に、国目標値60%

の達成を目指す。

3
特定保健指導による

指導対象者の減少率

〈H29〉

9.4%
31%

4

がん検診 受診率 〈H30見込〉

2023(H35)年度に、12%程度の向

上（H30対比）を目指す。

胃がん 16.1% 28.5%

肺がん 36.3% 48.1%

大腸がん 36.7% 50.1%

乳がん 38.9% 52.4%

子宮頸がん 30.2% 40.5%

5
ジェネリック医薬品

使用割合（数量ベース）

〈H29〉

60.4%
80%

年度
2018

(H30)

2019

(H31)

2020

(H32)

2021

(H33)

2022

(H34)

2023

(H35)

特定健診 受診率 50% 55% 60% 60%以上 60%以上 60%以上

特定保健指導 実施率 15% 24% 33% 42% 51% 60%

特定保健指導による

指導対象者の減少率
- - - - - 31%

がん検診

受診率

胃がん 16.1% 18.5% 21.0% 23.5% 26.0% 28.5%

肺がん 36.3% 38.6% 41.0% 43.4% 45.7% 48.1%

大腸がん 36.7% 39.4% 42.1% 44.7% 47.4% 50.1%

乳がん 38.9% 41.6% 44.3% 47.0% 49.7% 52.4%

子宮頸がん 30.2% 32.2% 34.3% 36.4% 38.4% 40.5%

ジェネリック医薬品

使用割合（数量ベース）
61% 65% 69% 74% 78% 80%
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① 特定健診の実施方法
特定健診は、健診機関に委託し、期間と場所を定めて一斉に実施する集団健診の形態で実施します。

■健診項目

② 特定保健指導の実施方法
特定健診の結果等に基づき、保健指導対象者

の選定、階層化を行い、保健指導に関する専門

知識を有する保健師等が行います。リスクの高

さや年齢に応じ、レベル別（動機付け支援、積

極的支援）に保健指導を行います。

③ 特定健診・特定保健指導の推進

④ 病気の予防、早期発見の推進

⑤ 住民の主体的な健康づくりを支援

⑥ 医療費の適正化

（3）保健事業の実施内容

基本的な健診項目
問診（服薬歴、既往歴など）、身体計測（身長、体重、BMI、腹囲）、身体診察、

血圧、血液検査（肝機能、脂質、血糖）、尿検査、腎機能検査、痛風検査

詳細な健診項目 貧血検査、心電図検査、眼底検査 ※医師が必要と判断した場合に実施

特定健診の受診勧奨 ダイレクトメール、電話勧奨、訪問勧奨、広報、イベント活用PR等

受診しやすい環境づくり 土日健診、送迎車両運行、みやづ歴史の館・各地区公民館等での健診実施

生活習慣改善への支援
健診結果説明時の保健指導と改善計画立案、チェックシート・腹囲メジャ

ー配布、メタボ予防教室、訪問や手紙・電話等による継続的な保健指導

糖尿病、腎不全予備群への保

健指導

血糖と腎機能の検査値からリスクがある健診受診者を抽出し、保健指導の

機会（教室）を確保

糖尿病性腎症の重症化予防 糖尿病手帳を活用した医療未受診者への受診勧奨（与謝医師会と連携）

がん検診の受診勧奨
ダイレクトメール、電話勧奨、訪問勧奨、広報、イベント活用 PR等、大

腸がん検診の採便キット・肺がん検診受診票を全員に送付

受診しやすい環境づくり 土日検診、送迎車両運行、申込専用封筒（切手不要）、個別検診の拡大

健康づくり意識の高揚 健康づくり市民講座の開催（運動、医療、食など幅広い視点から）

運動の習慣化の推進
住民主体の身近な健康づくりの場「健康広場」の活動支援、活動量計を活

用した歩く健康づくり（地域巡回指導、運動効果の可視化）

食による健康づくりの推進
管理栄養士による栄養指導や栄養教育、食改推進員による食生活改善講習

会（減塩、骨粗鬆症予防、過剰栄養・低栄養予防）、食改推進員の育成等

ジェネリック医薬品の普

及・定着
ジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額通知を継続実施

（4）計画の推進に向けて

計画の評価
目標の達成状況を年度ごとに評価し、国民健康保険運営協議会に年1回報告し

ます。

計画の公表と周知 市ホームページ等で公表するとともに、市広報誌等で周知を図ります。

個人情報の保護 個人情報の保護に関する法令を順守します。

推進体制の整備

保健事業従事者の体制強化を図るとともに、関係部署（国保・保健衛生・介護部

門等）が実施する健診、健康づくり、介護予防等の事業について一層の連携強化を

図ります。


