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　　第１章　計画の基本的事項

１　計画策定の背景・目的

我が国は、国民皆保険と高い保健医療水準のもと、世界有数の平均寿命を誇る

一方で、医療技術の進歩による医療費の増加や急激な少子高齢化など社会情勢が

変化する中、国民皆保険を堅持すべく、国民健康保険をはじめ各医療保険を将来

にわたり持続可能なものにすることが求められています。

　平成20年4月には、「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、医療保険

者に対して、40歳以上75歳未満の被保険者を対象とする特定健康診査及び特定保

健指導の実施が義務付けられました。

　本市においても、特定健康診査及び特定保健指導の実施方法やその成果に係る

目標に関する基本的事項について定めた「宮津市国民健康保険特定健康診査等実

施計画」（第1期：平成20～24年度、第2期：平成25～29年度）を策定し、国民健

康保険の40歳から74歳の被保険者を対象に、メタボリックシンドロームに着目し

た特定健康診査及び生活習慣病予防のための特定保健指導を実施してきました。

　また、平成25年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」において、国民の健

康寿命の延伸を重要課題とし、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデー

タの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として『データ

ヘルス計画』の作成・公表、事業実施、評価等の取組みを求めるとともに、市町

村国保が同様の取組みを行うことを推進する。」ことが掲げられました。

　本市においても、これを踏まえ、健康・医療情報の分析に基づき、国民健康保

険加入者の健康課題を明確にし、その課題に対する効果的かつ効率的な保健事業

をPDCAサイクルに沿って実施するための「宮津市国民健康保険データヘルス計

画」（第1期：平成28～29年度）を策定し、効果的な保健事業の推進に努めてきま

した。

　今般、「宮津市国民健康保険特定健康診査等第2期実施計画」及び「宮津市国民

健康保険データヘルス計画」の両計画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、宮津市国民健康保険における

「第3期特定健康診査等実施計画」及び「第2期データヘルス計画」を一体的に策

定するものです。



２　計画の位置づけ

　「特定健康診査等実施計画」は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法

律第80号）第19条の規定に基づき、「データヘルス計画」は国民健康保険法（昭

和33年法律第192号）第82条の規定による「保健事業の実施に関する指針」に基づ

き、それぞれ策定するものです。

　なお、国の「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」、

京都府の医療費適正化計画である「京都府中長期的な医療費の推移に関する見通

し（第三期）」を踏まえるとともに、本市の保健関連の計画である「いきいき健

康長寿のまち“みやづ”推進プラン」、「第8次宮津市高齢者保健福祉計画・第7

期宮津市介護保険事業実施計画」のもと、国民健康保険の被保険者に有効な健康

づくりや医療費適正化の取組みをより効果的に推進するため、両計画を一体的に

策定・運用します。

３　計画の期間

　両計画の計画期間は、高齢者の医療の確保に関する法律第19条のほか、国、府

及び関連計画を踏まえ、2018年度から2023年度までの6か年度とします。

　なお、社会環境に大きな変化がある場合は、必要に応じて見直すものとします。
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　　第２章　宮津市の現状及びこれまでの取組の考察、課題

１　人口・人口動態等

（1）人口・国民健康保険被保険者数の推移

本市の総人口は、平成29年度末で18,206人となっており、平成25年度末と比較

し、1,448人（7.4%）減少しています。そのうち、国民健康保険（以下「国保」と

いいます。）の被保険者数は、平成29年度末で4,978人となっており、平成25年度

末と比較し、947人（16.0%）減少しています。

　総人口に占める国保被保険者の割合は、平成29年度末で27.3%となっており、平

成25年度の30.2%と比較し、2.9ポイント減少しています。

●年齢別人口の推移
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（2）年代別の国保加入割合

年代別の国保加入割合は、平成29年度においては、70歳から74歳が83.1%と最も

高く、次いで65歳から69歳が72.3%と高年齢層での割合が高く、若年層では、40歳

から64歳が28.1%、39歳までが17.1%となっています。
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●国保被保険者数と加入割合の推移

●国保被保険者の年齢構成　2018（H30）3月末
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（4）死因の状況

　本市市民の主たる死因の状況とその割合は、以下のとおりです。

　がん、心臓病、脳疾患の3疾病で死因の約9割を占めており、府、同規模団体

（全国の人口5万人未満都市。以下同じ。）、国と同じ傾向です。

●主たる死因とその割合

※国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」から引用
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（3）平均寿命と健康寿命

　本市の平均寿命と健康寿命の推移は、次のとおりです。

　平成29年度の平均寿命と健康寿命の差は、男性が1.52歳、女性が2.88歳で、平

成24年度の男性1.78歳、女性3.81歳と比べると、その差は短縮しています。

※市健康増進課調べ

●平均寿命と健康寿命の推移

健康寿命とは…
　「日常生活動作が自立している期間の平均」で、平均寿命と介護保険（要介護2以上）認定者数をもとに
算出しています。
　平均寿命と健康寿命との差が拡大すれば、医療費や介護給付費の多くを消費する期間が増大すること
になりますが、疾病予防と健康増進、介護予防などによって、その差を短縮することができれば、個人の
生活の質の低下を防ぐとともに、社会保障負担の軽減も期待できます。



※国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」から引用

（5）介護保険の状況

本市市民の要介護等認定率及び給付費等の状況は、以下のとおりです。

　平成28年度の要介護等認定率は、27.4%で府23.9%と比較すると約1.15倍、国

21.2%と比較すると約1.29倍と高くなっています。

●要介護等認定率及び給付費等の状況

本市市民の介護認定者の有病状況は、以下のとおりです。

　平成28年度の有病率で最も高いのは、心臓病の70.2%で、次いで筋・骨格の

59.8%、高血圧症59.0%となっています。府、同規模団体、国と比較して、アルツ

ハイマー病以外は、高い状況となっています。
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●介護認定者の疾病別有病状況



※国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」から引用

●疾病別有病率　2016（H28）年度
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２　特定健康診査の受診状況、特定保健指導の実施状況

（1）特定健康診査

　本市国保の特定健康診査（以下「特定健診」といいます。）の受診率は、次の

とおりです。　

　平成29年度の特定健診の受診率は、45.6%で目標60%を下回っていますが、平成

25年度の34.7%よりも10.9ポイント上昇し、府33.6%、同規模団体40.5%、国36.7%

よりも高い状況となっています。

　年齢別では、若年層（65歳未満）が高齢者層（65歳以上75歳未満）よりも8.9ポ

イント低く、男女別では、男性が女性よりも5.2ポイント低い状況となっています。
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（2）特定保健指導

　本市国保の特定保健指導の実施率は、次のとおりです。

　平成29年度の特定保健指導の実施率（終了者割合）は、12.8%で目標60%を大幅

に下回っています。平成25年度の8.8%と比較し、4.0ポイント上昇していますが、

府19.9%、同規模団体38.5%、国21.2%よりも低い状況となっています。

　積極的支援では、平成29年度の対象者58人に対し、実施率8.6%（終了者5人）で、

動機付け支援では、平成29年度の対象者185人に対し、実施率14.1%（終了者26

人）と、いずれも低調な結果で、実施率向上の取組強化が必要です。　
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●特定健診の受診状況

※法定報告値



●特定保健指導の実施状況
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※法定報告値



（3）メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況

本市国保のメタボリックシンドローム（以下「メタボ」といいます。）の該当

者・予備群の状況は、次のとおりです。

　平成29年度のメタボ該当者及び予備群の人数は、470人で特定健診受診者に占め

る割合は26.8%となっています。
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※法定報告値

●特定保健指導による指導対象数減少率の推移

※法定報告値



（4）特定健診結果の状況

●特定健診結果の所見率

※国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握（CSV）」から引用

　本市国保の特定健診結果の状況は、次のとおりです。

　特定健診結果の所見からみると、平成28年度のメタボ該当者の割合は、男性が

23.8%、女性が7.6%と府や国の平均よりも低くなっていますが、メタボ予備群の割

合では、男性が18.4%、女性が5.9%と府や国の平均よりも高くなっています。メタ

ボ該当者（2項目以上超過）の中では、血糖・血圧3.0%と血糖・脂質1.3%の2項目

超過が、メタボ予備群（1項目のみ超過）の中では、血糖1.0%と血圧7.8%が府や国

の平均よりも高くなっています。また、非肥満高血糖の割合も、10.0%と府や国の

平均よりも高く、血糖の基準超過の割合が高い状況となっています。

　生活習慣の質問票からみると、「20歳時体重から10kg以上増加」と「1回30分以

上の運動習慣なし」の項目がやや高い傾向にあります。「飲酒頻度」は、府や国

の平均よりも低くなっていますが、「1日飲酒量」では、1日3合以上飲む人の割合

が府や国の平均よりも高く、「睡眠不足」の割合でも、府や国の平均を上回って

います。
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●生活習慣の質問票

※国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握（CSV）」から引用　
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３　医療費の状況

（1）医療基礎情報

　本市国保の医療基礎情報は、次のとおりです。

　被保険者1,000人当たりで比較した平成28年度の「1人当たり医療費」は、外来

が16,250円、入院が11,510円と府や国の平均よりも高くなっています。

●医療基礎情報
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※国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」から引用　



（2）総医療費と1人当たり医療費の推移

　本市国保の総医療費（療養諸費費用額の総計）と1人当たり医療費の推移は、次

のとおりです。

　平成28年度の療養諸費費用額の総計は、21億103万円で被保険者数の減少ととも

に減少傾向にありますが、1人当たり医療費は、390,165円で平成25年度と比較す

ると11.1%増加し、年々増加傾向で推移しています。

●総医療費と1人当たり医療費の推移
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※京都府「国民健康保険事業概要」から引用

療養諸費費用額…入院、入院外、歯科、調剤、食事療養、訪問看護、療養費（診療費償還分、補装具、柔
道整復、あんま･マッサージ、はり・きゅう）、移送費の費用額（保険適用前の10割分の医療費）

（3）疾病別医療費の状況

　本市国保の平成28年度の医療費全体に占める疾病別（大・中・細小分類）の割

合は、次のとおりです。

　医療費の高い疾病は、入院と外来を合わせて「糖尿病6.6%」が最も高く、次い

で「関節疾患5.6%」、「統合失調症5.3%」、「高血圧症4.3%」の順となっていま

す。　



※国保データベース（KDB）システム「医療費分析（2）大、中、細小分類（CSV）」から引用

●医療費分析　大、中、細小分類（平成28年度累計）
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※国保データベース（KDB）システム「医療費分析（2）大、中、細小分類（CSV）」から引用

　本市国保の生活習慣病関連医療費の推移は、次のとおりです。

　平成28年度では、糖尿病が1億1,781万円（総医療費に占める割合は6.6%）が最

も多く、次いで高血圧性疾患が7,638万円（4.3%）、腎不全が7,398万円（4.1%）、

虚血性心疾患が5,189万円（2.9%）、脳梗塞が2,807万円（1.6%）で、5疾病で3億

4,813万円と、総医療費の19.4%を占めています。

　全体医療費に占める割合では、高血圧や虚血性心疾患は減少傾向にありますが、

糖尿病や腎不全は増加傾向で推移しています。　

（4）生活習慣病関連医療費の推移



４　レセプトの分析

※国保データベース（KDB）システム「厚生労働省様式3-2～様式3-6」から引用

（1）疾病別のレセプト分析

●疾病別のレセプト分析

　本市国保の疾病別レセプトの状況（平成29年5月）は、次のとおりです。

　男性では、高血圧症24.0%、脂質異常症20.8%、糖尿病15.1%の順で割合が高く、

女性では、脂質異常症27.8%、高血圧症20.9%、糖尿病11.2%の順で割合が高くなっ

ています。

　人工透析の患者数は、11人とほぼ横ばいの状況ですが、治療の負担や生活の質

の低下を伴う人工透析治療に至らないようにするためにも、糖尿病、高血圧症な

ど関連性の高い生活習慣病の重症化予防の取組が必要です。

※国保データベース（KDB）システム「厚生労働省様式2-2」から引用

●人工透析患者数
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（2）生活習慣病のレセプト分析

　本市国保の生活習慣病対象者の状況（平成29年5月）は、次のとおりです。

　国保被保険者のうち42.6%が生活習慣病を抱え、男女とも年齢が高くなるほど、

生活習慣病対象者の割合が増加しています。

　生活習慣病のうち、糖尿病の占める割合が30.7%と最も高くなっています。　

●生活習慣病全体のレセプト分析

※国保データベース（KDB）システム「厚生労働省様式3-1」から引用　
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（1）特定健診・特定保健指導の推進

●特定健診受診率の向上対策

実施事業 実施内容

受診勧奨事業
電話勧奨（委託）・再勧奨文書、広報（広報誌みやづに啓発記事を
掲載）、イベント活用PR（クリーンはしだて・健康広場・歴史の館イベ
ント時に勧奨ティッシュ配布）

受診しやすい環境づくり
土日健診（継続）、送迎車両の運行（継続）、申込書に返信用封筒を
同封、ネット申込を試行

目標値
特定健診
受診率

2016（H28）年度 2017（H29）年度

55% 60%

目標値
特定保健指導

終了率

2016（H28）年度 2017（H29）年度

51% 60%

達成状況

特定健診受診率
H28実績 44.1%

未達成 14.4下回る
H29実績 45.6%

特定保健指導終了率　
H28実績 10.5%

未達成 47.2下回る
H29実績 12.8%

考察

■特定健診受診率
　目標達成に至っていないものの、がん検診（無料）の同時実施、文書や電話での再勧
奨の取組等により、2009（H21）年度以降上昇している。今後、さらなる受診率向上のた
めには、従来からの受診勧奨に加え、無関心層への効果的なアプローチを探求していく
必要がある。

■特定保健指導終了率
　2015（H27）年度に、府内で2番目に低い実施率（終了率）にまで低迷している。特定保
健指導を受けるメリットを対象者にわかりやすく伝えるとともに、手紙や電話を効果的に
活用するなど、幅広い対象者が利用しやすい工夫を図る必要がある。

◎人間ドックへの助成
　人間ドックは、特定健診の基本項目を包含しているので、特定健診の受診者としてカウントされることにな
り、受診率の向上に寄与している。30歳以上の国保被保険者を対象に、契約病院等での人間ドック費用を
助成している。
　［補助率］人間ドック費用の9割相当額（利用券により医療機関へ補助金相当額を交付）

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

受診者数 149人 164人 187人 201人 230人

〈参考〉人間ドック受診者数の推移
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５　特定健康診査等第2期実施計画及びデータヘルス計画の考察



●がん検診受診率の向上対策

実施事業 実施内容

全がん検診自己負担額の無料化 2016（H28）年度から無料化

大腸がん・肺がん検診受診勧奨　
大腸がん・肺がん検診申込以外の申込者に検便キット、受診
票を同封

受診勧奨事業
電話勧奨、広報（広報誌みやづに啓発記事を掲載）、イベント
活用PR（クリーンはしだて、健康広場、みやづ歴史の館のイベ
ント等で勧奨ティッシュ配布）

受診しやすい環境づくり
土日健診（継続）、送迎車両の運行（継続）、申込書に返信用封
筒を同封、ネット申込を試行、乳がん個別健診の導入

達成状況

検
診

受
診
率

種別 H24基準 H28実績
H28目標

+10%
H29実績

H29目標
+12%

胃がん 18.0% 20.6% +2.6 18.8% +0.8 未達成

肺がん 32.4% 40.7% +8.3 39..0% +6.6 未達成

大腸がん 27.4% 40.9% +13.5 39.4% +12.0 達成

乳がん 33.7% 43.0% +9.3 42.5% +8.8 未達成

子宮頸がん 27.7% 35.1% +7.4 36.2% +8.5 未達成

考察

　がん検診の受診率は、目標達成には至っていないものの、無料化や申込の簡素化などの
受診勧奨施策により向上している。
　40歳代をピークに年齢が上昇するにつれ、受診率が低下しているので、「年に1度の健康
チェック」としての定着化を図る必要がある。

目標値
がん検診受診率

（H24各受診率に上乗せ）

2016（H28）年度 2017（H29）年度

+10% +12%

（2）早期予防、早期発見・早期治療の推進

●糖尿病、腎不全の予防対策

実施事業 実施内容

保健指導事業 eGFR値（腎臓のろ過機能を計る指標）等による保健指導

考察

　特定健診の結果から高血糖かつ腎機能がやや低下している方を対象にした運動教室や、
一般市民向けに腎臓をテーマにした市民講座を実施した（H28）。
　今後は、糖尿病リスクがある方を適切に医療につなげる未受診者対策と併せて、医療に
かかる一歩手前から血糖や腎機能に注目した予防対策を実施することが肝要である。
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達成状況
ジェネリック医薬品

普及率

H28実績 53.1% 未達成 6.9%下回る

H29実績 60.4% 未達成 9.6%下回る

考察
　ジェネリック医薬品の普及率は、目標達成に至っていないものの、年々上昇している。
　後発医薬品への理解、医療費削減意識をさらに高める必要がある。

（4）医療費の適正化

実施事業 実施内容

ジェネリック医薬品の普及促進
月100円以上減額可能な医薬品の使用者（国保被保険者）に
対するジェネリックへの切替勧奨

●ジェネリック医薬品の普及促進

目標値
ジェネリック医薬品

普及率

2016（H28）年度 2017（H29）年度

60% 70%

（3）ポピュレーションアプローチの推進

●歩くことからはじめる健康づくり運動の推進

●食による健康づくりの推進

実施事業 実施内容

管理栄養士による栄養改善指導 食生活改善推進員への指導、健診結果返し時の指導

食生活改善推進員による食生活改善
事業

食生活改善推進員による食生活講座を実施

食生活改善推進員の育成 食生活改善推進員養成講座の開催

考察
　運動面ではウォーキング、栄養面では減塩を中心に市民の健康づくりを推進した。
　一過性の取組でなく、生活改善が定着するよう支援する必要がある。

実施事業 実施内容

健康づくり意識の高揚 健康づくり講座等、活動量計を活用した巡回指導

市民主体の健康づくり運動の展開
健康広場の活動支援
健康づくり運動推進地域リーダーの育成
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６　健康課題

　本市国保の特定健診の結果において、平成28年度のメタボ該当者の割合は、

14.8%で国17.3%より2.5ポイント、府16.4%より1.6ポイント下回っていますが、メ

タボ予備群の割合は、11.5％で国・府10.7%よりも0.8ポイント上回っています。

　特定健診の検査項目別でメタボ基準を超過している割合をみると、腹囲、BMIは

国や府の平均より低くなっていますが、非肥満高血糖の割合は、10.0%と国9.3%や

府8.6%より高い状況にあります。また、血糖・血圧・脂質の基準超過の割合では、

メタボ該当者のうち、3項目該当は国や府よりも低くなっていますが、2項目該当

の血糖・血圧と血糖・脂質の基準超過が国や府よりも高く、メタボ予備群でも、

血糖と血圧の基準超過が国や府よりも高いことから、高血糖や高血圧の割合が高

い状況にあると考えられます。

　生活習慣病関連からみると、平成26年度以降、糖尿病が最も医療費の高い疾病

で、生活習慣病対象者の約3割が糖尿病を有病している状況にあります。糖尿病が

重症化すると人工透析治療に至る可能性があり、人工透析患者の増加が懸念され

ることから、生活習慣の改善や重症化予防など糖尿病への対策が喫緊の課題であ

ると考えられます。

　死因の状況では、1位「がん」、2位「心臓病」、3位「脳疾患」の3疾病で約9割

を占めており、特に「がん」については、治療の有効性が高い早期発見につなげ

ることが重要です。

医療費
分析

糖尿病の医療費が最も多い 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%

3疾病で死因の約9割2位　心臓病 28.4%

3位　脳疾患 16.0%

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%) 

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%)

高血糖・脂質異常の割合が高い 1.3% （府1.0%、国0.9%）
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１　事業展開の考え方と目標の設定

事業展開及び目標設定の考え方

医療費に占める生活習慣病の割合が大きいこと
から、予防の取組をさらに推進します。

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します。

健康保持、生活習慣病予防には、住民一人ひとり
が健康の重要性を認識し、日頃から主体的な健康づ
くりの取組みが不可欠な中で、その意識高揚を図る
とともに、身近で参加しやすい環境づくりを通じて、
運動習慣の定着や食生活改善など、日々の生活習
慣の改善につながるよう支援します。

死因の第1位を占
める「がん」につい
ても、医療費負担
が大きいことから、
早期発見・早期治
療につなげる検診
の受診率向上を図
ります。

ジェネリック医薬
品への切替による
医療費の潜在的な
削減可能額が相当
額存在することから、
継続して普及促進
を図ります。

施策と目標

特定健診・特定保健指導の推進
　●特定健診受診率の向上対策
　●特定保健指導実施率の向上対策　

・特定健診受診率　H35：60%以上（国目標値以上を設定）
・特定保健指導実施率　H35：60%（国目標値を設定）
・特定保健指導対象者の減少率　H35：31%

病気の予防、早期発見の推進
　●糖尿病・腎不全の予防対策
　●がん検診受診率の向上対策

・がん検診受診率　H35：12%程度向上（H30対比）

住民の主体的な健康づくりを支援
　●健康づくり運動の推進
　●食による健康づくりの推進

医療費の適正化
　●ジェネリック医薬品の普及促進

・ジェネリック医薬品使用割合　H35：80%
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　　第３章　データヘルス計画

糖尿病及び腎不全の医療費負担が大きいことか
ら、これらの疾病を重点的に予防を図ります。



年度目標値

特定健診　受診率　※特定健康診査等実施計画目標値

年度 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 2021（H33） 2022（H34） 2023（H35）

目標値 50% 55% 60% 60%以上 60%以上 60%以上

がん検診　受診率

年度
2018（H30）

（見込）
2019（H31） 2020（H32） 2021（H33） 2022（H34） 2023（H35）

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%
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特定保健指導　実施率　※特定健康診査等実施計画目標値

年度 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 2021（H33） 2022（H34） 2023（H35）

目標値 15% 24% 33% 42% 51% 60%

後発医薬品（ジェネリック医薬品）　使用割合（数量ベース）

年度 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 2021（H33） 2022（H34） 2023（H35）

目標値 61% 65% 69% 74% 78% 80%

《特定健診・特定保健指導に関する目標値の設定》
　高齢者の医療の確保に関する法律第19条第2項第2号と国の示した特定健康診査等基本指針に基づ
き、特定健診受診率、特定保健指導実施率、特定保健指導対象者の減少率に係る計画最終年度の目
標値に準拠し、それらを達成するための各年度の目標値を設定した。

特定保健指導による指導対象者の減少率　※特定健康診査等実施計画目標値

年度 2023（H35）

目標値 31%



２　保健事業の実施内容

（1）特定健診・特定保健指導の推進

　生活習慣病等の予防や病気の早期発見・早期治療につなげる取組の起点とも言え

る特定健診の受診率は、年々上昇しているものの、平成29年度で45.6%（法定報告

値）と、特定健康診査等実施計画の目標値60%を下回っています。

　無関心層への効果的なアプローチを含め、受診率向上のための取組を複合的に実

施します。　

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（試行）、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（継続）、送迎車両の運行（継続）、みやづ歴史
の館・各地区公民館等での健診実施

　特定保健指導の実施率は、年度による変動が大きいものの、近年低迷しており、

健診結果の説明時に、対象者それぞれの健康観や生活習慣に合わせて無理のない保

健指導の計画立案に努めます。また、健診結果の説明会に来られなかった対象者に

も、できる限り個別に連絡を取り、健診結果を直接説明し、生活習慣改善の必要性

やメリットなどをわかりやすく伝えます。

　特定保健指導の対象者に、目標と計画を記載したチェックシートと腹囲メジャー

を配布し、体重・腹囲を自己計測してもらうとともに、訪問・電話・手紙等により

継続的な保健指導を行い、中断者が出ないよう生活習慣の改善を支援します。

生活習慣改善へ
の支援

健診結果説明時の保健指導、改善計画の立案

チェックシートと腹囲メジャーの配布

メタボ予防教室の開催（運動と食事の両面から）

訪問・電話・手紙等による継続的な保健指導の実施
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（2）病気の予防、早期発見の推進

　レセプトの状況から人工透析治療を行っている患者11人のうち5人が糖尿病が起

因していることが確認できます。糖尿病と腎不全は、全体医療費の約1割を占めて

いることから、これらの疾病に対する予防対策は重要な課題となっています。

　特定保健指導では、糖尿病等のリスクを含んだ健診受診者であっても、実施基

準に定める要件に該当しない場合は、指導対象から除外されますが、予防対策を

強化するため、血糖と腎機能の検査値からリスクが判定される健診受診者にも保

健指導の機会を確保するほか、与謝医師会と連携し、糖尿病の医療未受診者への

受診勧奨を行うなど、糖尿病等の重症化予防を図ります。

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判定される健診受
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な
どを与謝医師会と連携し実施

　がん検診は、がんの早期発見・早期治療に非常に有効であり、がんと診断され

た方のうち、がん検診で早期発見された方のほうが、それ以外で発見された方に

比べて5年生存率が高いことが確認されています。

　受診勧奨の中で、「年に1度の健康チェック」としてがん検診のメリット・デメ

リットをわかりやすく伝えることで、未受診者の受診行動につなげ、がん検診の

受診率の向上を図ります。

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（試行）、広報、
イベント活用ＰＲ等
・大腸がん検診の受診勧奨
　申込者全員へ採便キットを送付
・肺がん検診の受診勧奨
　申込者全員へ受診票を送付

受診しやすい環境づくり
土日検診、送迎車の運行、申込専用封筒（切手不要）
の使用、個別検診の拡大
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（3）住民の主体的な健康づくりを支援

　健康保持、生活習慣病予防には、住民一人ひとりが健康の重要性を認識し、日

頃から主体的な健康づくりの取組が不可欠な中で、その意識高揚を図るとともに、

身近で参加しやすい環境づくりを通じて、運動習慣の定着や食生活改善など、

日々の生活習慣の改善・定着につながるよう支援します。

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」の活動を支援

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）

　肥満や生活習慣病につながる「過剰栄養」、若年女子や高齢者、傷病者に多く

見受けられる「低栄養」という2つの栄養障害を解消することが、健康づくりの重

要な要素です。

　この栄養障害の解消のため、管理栄養士による栄養指導を実施するとともに、

食生活改善推進員による料理教室等を各地域で実施します。

　また、指導及び改善の視点としては、栄養障害の二大事象であるメタボ、高齢

者のフレイル(※)を予防するため、減塩（1日8ｇ以下の塩分を目指す）、たんぱく

質の適切な摂取とし、天然だしの利用、野菜・海藻類の摂取、肉・魚・大豆製

品・乳製品の摂取を具体的な指導、啓発ツールとして活用し、事業を実施します。

健康づくりのための栄養指
導・相談

集団、個別を対象に管理栄養士による栄養指導や栄養
教育を実施

食生活改善推進員による啓
発活動の推進

食生活改善推進員による地域に密着した減塩、骨粗鬆
症予防、過剰栄養・低栄養予防の食生活改善講習会を
実施

食生活改善推進員の育成・
養成

食生活改善推進員を対象に普及啓発のための研修を
実施

食生活改善推進員を養成

- 29 -

※フレイル
　　（虚弱）

　高齢者の虚弱。加齢とともに心身の活力（筋力や認知機能等）が低下し、生活機能障害、要介護状態、
死亡などの危険性が高くなった状態を指します。社会・身体・精神それぞれの機能が低下することで
徐々に要介護状態に陥ることになります。



３　計画の評価

　「第５章　計画の推進に向けて」に統一内容として記載

４　推進体制の整備

　「第５章　計画の推進に向けて」に統一内容として記載

（4）医療費の適正化

　本市国保のジェネリック医薬品の普及率は、約6割と年々上昇していますが、引

き続き、ジェネリック医薬品への理解を深め、医療費削減に対する意識をさらに

高めていく必要があります。

　ジェネリック医薬品に切り替えた場合の医療費負担の削減推定額を記載した差

額通知を継続実施し、ジェネリック医薬品の普及・定着の促進を図ります。
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　　第４章　特定健康診査等実施計画
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１　目標の設定（データヘルス計画と同様）

（1）目標値（再掲）

特定保健指導　実施率

年度 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 2021（H33） 2022（H34） 2023（H35）

目標値 15% 24% 33% 42% 51% 60%

特定保健指導による指導対象者の減少率

年度 2023（H35）

目標値 31%

（2）対象者数等の見込み

■特定健診

【対象者数の見込み】

【受診者数・受診率の見込み】

※1　平成30年3月31日現在の住民基本台帳をもとに、人口減少率（平成25～29年度）の平均値（男98.27%、女97.89%）を用いて、各
年度の人口を推計した。

※2　上記人口推計に、平成29年度の全人口に対する国保加入割合を乗じて算出した。
　　　〈40～64歳〉男9.14%、女8.23%　〈65～74歳〉男13.74%、女13.94%

※1　2023年度に60%を目標値とするため、2016年度の特定健診受診率（44.1%）を勘案し、2018年度から2023年度までの目標値を設
定した。

※2　特定健診対象者数の見込みに、2018年度から2023年度までの各年度の目標受診率を乗じて、受診者数の見込みを算出した。

特定健診　受診率

年度 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 2021（H33） 2022（H34） 2023（H35）

目標値 50% 55% 60% 60%以上 60%以上 60%以上



■特定保健指導

【対象者数の見込み】

【実施者数の見込み】
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※各年度の特定健診対象者数の見込みに、直近3ヵ年度（H25～H28）の平均該当割合（動機付け支援対象者/特定健診対象者）を
乗じて算出した。

○動機付け支援　対象者

○積極的支援　対象者

※各年度の特定健診対象者数の見込みに、直近3ヵ年度（H25～H28）の平均該当割合（積極的支援対象者/特定健診対象者）を乗
じて算出した。

●動機付け支援　実施者

●積極的支援　実施者

※動機付け支援対象者数の見込みに、2018年度から2023年度までの各年度の目標実施率を乗じて、実施者数の見込みを算出した。

※積極的支援対象者数の見込みに、2018年度から2023年度までの各年度の目標実施率を乗じて、実施者数の見込みを算出した。



（1）実施方法

特定健診の実施に当たっては、被保険者の利便性に配慮した健診（がん検診の

同時実施、土日の健診日設定、地区公民館等での実施）を行うなど、対象者の

ニーズを踏まえ、受診率のさらなる向上につながるよう、実施体制を整えます。

　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。また、委託先の事業者には、健診が適切に実施されるよう、

指導に努めます。

　なお、個別健診については、今後、医療機関等の意向を踏まえて検討します。

（2）特定健診の内容

　糖尿病等の生活習慣病、とりわけメタボの該当者・予備群を減少させるため、

特定保健指導を必要とする人を的確に抽出するための健診項目とします。

　健診対象者の全員が受ける「基本的な健診項目」と医師が必要と判断した場合

に選択的に受ける「詳細な健診項目」は、次のとおりとします。

項目 内容

基本的な
健診項目

質問（問診） 服薬歴、既往歴など

身体計測 身長、体重、BMI、腹囲

理学的所見 身体診察

血圧測定 収縮期血圧、拡張期血圧

血液検査

肝機能検査 GOT、GPT、γGTP

脂質検査 中性脂肪、HDL・LDLコレステロール

血糖検査 空腹時血糖（随時血糖）、HbA1c

尿検査 尿糖、尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン

腎機能検査 血清クレアチニン

痛風検査 尿酸

詳細な
健診項目

貧血検査、心電図検査、眼底検査

実施場所 みやづ歴史の館文化ホール、各地区公民館等

期間 6月～8月

※平成30年度の例。以後、実施結果等を踏まえ変更する場合あり。

２　特定健診の実施
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（3）特定健診の委託機関

　特定健診の委託に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第28条による

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成19年厚生労働省令第157

号）に基づく特定健康診査の外部委託に関する基準に定める人員、施設、設備、

精度管理、健診結果等の情報の取扱い、運営等の各基準を満たす健診機関に委託

します。

（4）特定健診の案内方法と受診勧奨

　特定健診の実施年度中に40～75歳となる人で、当該年度の受診予定者リストを

作成し、このリストをもとに、無関心層への効果的なアプローチを含め、受診率

向上につながるよう複合的に周知・案内等を実施します。

①
［広報］
特定健診の意義や重要性を市広報誌等に掲載し周知

②
［受診案内］
40～74歳の対象者となる被保険者へダイレクトメールで案内（受診申込書の郵送）

③
［イベント活用PR等］
クリーンはしだて、健康広場、みやづ歴史の館のイベント等での受診勧奨

④
［国保窓口案内］
国民健康保険被保険者証の交付等で来庁した被保険者への受診案内

⑤
［受診案内（再勧奨）］
未申込者へのダイレクトメール、電話での再勧奨、保健師による訪問勧奨
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平成30年
3月

・健診対象者の抽出

・個別受診案内、申込書の送付

4月 ・受診申込の受付

5月
・受診案内、問診票の送付

・未受診者への受診勧奨（文書・電話）

6月 ・特定健診の開始

7月

8月
・健診結果説明会

・特定保健指導の開始

9月

10月

11月

12月

平成31年 1月

2月

3月 （特定保健指導の利用受付終了）

4月

5月 ・健診データ抽出

6月

・実施実績の算出

・関係機関への報告

・実施実績の分析・評価

・実施方法等の見直し

（5）年間スケジュール
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※平成30年度の例。以後、実施結果等を踏まえ変更する場合あり。



３　特定保健指導の実施

（1）実施方法

　特定保健指導は、特定健診の結果及び質問事項に基づき、保健指導対象者の選

定、階層化を行い、健診受診者全員に対し、必要度に応じ、階層化された保健指

導等を提供し、健診結果の経年変化及び将来予想を踏まえた保健指導を実施する

ことにより、糖尿病等の有病者・予備群を減少させることが目標です。

　特定保健指導の目標値を達成するために、次のようなフローで、特定保健指導

を実施します。

●特定健康診査から特定保健指導の流れ
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（2）対象者の選定と階層化

　特定健診の結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数により、対象者の

選定を特定健診等データ管理システムや国保データベース（KDB）システムにより

選定し、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）対象者への支援方法

　特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項において、「保

健指導に関する専門的知識及び技術を有する者」が実施しなければならないこと

から、医師、保健師、管理栄養士等（特定健診及び特定保健指導の実施に関する

基準に該当する者）が行います。

　対象者が、生活習慣病や特定健診結果から自ら身体状況を認識するとともに、

健康な生活習慣の重要性に対する理解と関心を高め、生活習慣を見直すきっかけ

となるよう、特定健診結果の提供にあわせて、個人の生活習慣やその改善に関す

る基本的な情報を提供します。情報提供は、特定保健指導の対象者であるか否か

に関わらず、年１回、特定健診結果の説明時に行います。

　また、健診結果の説明会に来られなかった対象者にも、できる限り個別に連絡

を取り、健診結果を直接説明し、生活習慣改善の必要性やメリットなどをわかり

やすく伝えます。

●特定保健指導の対象者（階層化）
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　対象者が、健康状態を自覚し、自主的に取組み、継続的に行うことができるよ

う、保健師又は管理栄養士の面接による指導のもとに行動計画を策定し、生活習

慣の改善のための働きかけを相当期間継続して支援を行います。初回時に、面接

による支援を行い、その後、3か月以上の継続的な支援を行います。完了までの期

間は、初回面接時（行動計画策定の日）から3か月～6か月後に実績評価を行いま

す。　

（4）指導実施者の資質向上

　特定保健指導に従事する保健師、管理栄養士は、専門職として自らの資質向上

を図るため、自己研鑽に努め、保険者協議会等で開催の健診・保健指導プログラ

ムの研修等に積極的に参加するとともに、事例研究などを通じ互いの職務能力を

高めます。
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　対象者が、健康状態を自覚し、自主的に取組み、継続的に行うことができるよ

う、保健師又は管理栄養士の面接による指導のもとに行動計画を策定し、生活習

慣の改善のための動機付けに関する支援を行います。

　支援は、面接による支援のみの原則1回とします。支援期間は、初めの1回です

が、完了までの期間は、初回面接時（行動計画策定の日）から3か月～6か月後に

実績評価を行います。



４　特定健診・特定保健指導の結果通知とデータ受領・保存

（1）データの形式

　国が定める電子的標準様式により、電子データでの効率的な保存及び送受信を

原則とします。

（2）記録の管理・保存期間

　保存期間は、5年とします。他の医療保険者に異動する等加入者でなくなった場

合は、異動年度の翌年度末まで保管します。

（3）結果の通知

　特定健診の結果は、自らの健康状態を把握してもらう必要から、直接本人に

「特定健康診査受診結果通知書」により、お知らせします。

（4）健診データ等の受領

　特定健診や特定保健指導において、他の医療保険者や委託先となる健診機関な

どから、健診・保健指導データを受領します。

他の医療保険者 国の指定する標準的な様式に基づいたデータファイル使用で受領

委託事業者等 厚生労働大臣告示で定める委託基準による電子的記録を受領

５　計画の評価

「第５章　計画の推進に向けて」に統一内容として記載

６　推進体制の整備

　「第５章　計画の推進に向けて」に統一内容として記載
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１　計画の評価

本計画に掲げた事業・取組みについては、国保データベース（KDB）等も活用し、

可能な限り客観的な数値結果に基づいた目標の達成状況を年度ごとに評価し、必

要に応じて事業内容の見直しを行います。

　目標の達成状況及び事業の実施状況については、関係部署会議等の場を利用し

て把握・評価を行い、評価結果については、国民健康保険運営協議会に年1回報告

することとします。

２　計画の公表と周知

　本計画は、市ホームページで公表するとともに、計画の趣旨や保健事業の実施

について、市広報誌等により周知を図っていきます。

３　個人情報の保護

　個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第

57号）、同法に基づくガイドライン等の規定及び宮津市個人情報保護条例（平成

14年条例第1号）を順守します。

４　推進体制の整備

　本計画を推進するに当たっては、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）が実施する各種検（健）診、健康づく

り事業、介護予防事業等について一層の連携強化を図ります。

　　第５章　計画の推進に向けて
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