
P：アウトプット指標

津南町 C：アウトカム指標

指標 現状 評価 目標値（R4)

① 特定健診受診率向上事業

【目的】健診を受けることを習
慣化して、自己の健康状態を
把握し、生活習慣病を未然に
防ぐ
・特定健診受診率の向上

８月までの特定健診未受
診の者

10月の最終健診前に特定健診未受診者への再勧奨

P：特定健診受診勧奨数・率
（分母は再勧奨対象者数）
C：特定健診受診率
受診勧奨者の特定健診受診数・率
（分母は再勧奨通知数）

P：特定健診受診率56.6%
C：1件当たり医療費
特定健診受診率56.6％

受診率が60%を切っている。40～50歳代の受診率の
伸び悩みがある。1件当たりの医療費は県平均より
高い。

P：健診受診率60%
C：特定健診受診率：
60％

②
ハイリスク者家庭訪問事業
（高血圧・糖尿病・CKD)

・適切な受診行動がとることが
できる
・日頃の生活習慣を振り返り、
改善のきっかけとなる

40～85歳未満
健診結果で
・Ⅱ度高血圧以上またはH
ｂA１ｃ6.5以上または
eGFR60未満の医療機関未
受診者（R１～）

・特定健診終了後、対象者を選定
・地区担当保健師または雇いあげ看護師による家庭訪問
・受診の有無の確認と受診勧奨
・服薬状況確認、生活習慣の確認と指導
・概ね1か月後電話等により受診の確認
・その後レセプトにより受診確認

対象者に対しての訪問（受診勧奨・生活指導）指導
数・率
P：Ⅱ度高血圧以上
　訪問（受診勧奨・生活指導）による指導数・率
P：HbA1c6.5以上
　訪問（受診勧奨・生活指導）による指導数・率
P：eGFR45未満
　訪問（受診勧奨・生活指導）による指導数・率
　
C：➀訪問指導を受けた者のうち
・Ⅱ度高血圧以上：医療機関受診者数・率
・HbA1c6.5以上：医療機関受診者数・率
・eGFR45未満：医療機関受診者数・率
C：②訪問指導を受けた者うち
翌年健診検査値の変化
BMI、血圧症度、HbA1c等
C：③訪問指導を受けた者のうち
　生活習慣に改善が見られた者の割合
　運動・飲酒・喫煙

P：訪問実施率・高血圧32/52人（62.0%）・糖尿病
47/62人（75.6%）・CKD　39/49人（79.5%）
C：高血圧未治療者63%
C：高血糖未治療者45.2%

高血圧・高血糖の未治療者割合が高いため、訪問
による受診勧奨の強化が必要。

P：訪問実施率100%

③ 特定保健指導
・対象者自らが健康状態を把
握し、生活習慣改善に
　繋げる

特定保健指導対象者

優先順位をつけて実施
➀若年者、初めて対象となった方、前年度に比べ悪化し
た方
②健診で受診勧奨だった方（受診勧奨+生活改善）
③治療中の方で訪問指導が必要な方
・個別指導又はグループ指導
・個別支援（地区担当保健師による訪問）

P：特定保健指導利用者数・率
P：特定保健指導完了者数・率
C：特定保健指導利用者の生活習慣・検査値（体重
　BMI等）改善割合、平均値の変化
C：利用者の満足度（アンケートによる）

P：（H29）
利用率（積極的：62.5％　動機づけ：62.8％）
終了率（積極的：34.4％　動機づけ：58.1％）全体：
51.7％　　　　　　　　　　　　　　　　　　C：対象者10.1%

対象者が固定化し、実施に消極的である。実施率が
県の目標値に達していない。

P：利用率（積極的：
60％、動機づけ：70％）
終了率（積極的：55％、
動機づけ：65％）全体：
60％
C：特定保健指導対象者
8%（2%減）

健
康
教
育

④
生活習慣病予防講座（高血
圧・糖尿病・CKD）
※⑤CKD予防講座を統合）

・生活習慣病の病態と予防方
法について理解する。
・自らの生活習慣を振り返り、
予防や改善への意欲（意識や
行動等）を高める。

健診結果で
・血圧高値者
・HbA1c高値者（6.1以上）
※R１は6.5以上
・腎機能低値者（eGFR60
以下）

・内科医・腎専門医による講演
・運動の実践
・高血圧・糖尿病・CKD予防の食事指導及び試食（管理栄
養士・食生活改善推進員）

P：健診結果で血圧高値者・HbA1c高値者、CKD低
値者であった者の講座参加者数・率
（分母は講座への血圧高値者・HbA1c高値者、CKD
低値者への個別通知数）
　
C：講座に参加した者のうち
健診結果で血圧高値者・HbA1c高値者、CKD低値者
であった者の翌年の健診の結果
・検査値（血圧・HbA1c）の変化
・健診質問票から生活習慣の改善
　食事
　運動
　喫煙
　飲酒

P：参加者数（高血圧編）　22人
C：高血圧未治療者63%
C：高血糖未治療者45.2%

平日開催の為、就労者の参加が少ない。高血圧・高
血糖の未治療者割合が高い。

⑤
CKD相談会（H29年度新規事
業）

・慢性腎臓病の知識を得て、
自身の生活習慣を振り返り改
善につなげる

健診結果で腎専門医受診
勧奨者（40～84歳）

【腎専門医による個別相談(年2～3回）】
・実施日の1か月前に、対象者へ相談会の案内を送付す
る
・参加は申込制とする（定員10名）
・相談に入る前に尿検査および問診を行う
・腎専門医による個別相談を行う（相談は1人15分程度）

P：個別相談会に参加した人数・率
（分母は健診からの腎専門医受診勧奨領域者）

C：個別相談に参加した腎専門医受診勧奨者の内
腎専門医に受診した者の数・率
（分母は個別相談参加者数）

P：H29参加率54.4%（31人/57人）
P：24/64人　37.5％
C：新規透析者数　6人（H27～29）
C：1/24人　4.2％

対象者の半数が相談会に参加。新規透析者数は減
少していない。

C：新規透析者数の減少
6%

⑥
糖尿病性腎症重症化予防事
業
【R2年度新規】

・適切な受診勧奨、保健指導
を行うことにより治療に結びつ
ける
・糖尿病性腎症等で通院する
患者のうち、重症化リスクの高
い者の腎不全、人工透析への
移行を防止する

40歳～84歳の特定健診等
受診者のうちいかに該当す
る者（対象者Eについては、
健診受診の有無に関わら
ず）

A　糖尿病性腎症（3期4期）
で受診なしの者
B　糖尿病性腎症（4期）で
受診ありの者
E　糖尿病治療歴あり現在
治療中断者

地区担当保健師または臨時看護師による家庭訪問等
A　未受診あるいは治療中断中であれば、受診勧奨ととも
に、生活実態を把握した上で対象者の状況に合わせた保
健指導を実施する。食事や運動等の自己管理の重要性
を伝える。

B　受診状況を確認し、継続受診につなげる。必要に応じ
てかかりつけ医との情報共有や生活実態を把握した上で
対象者の状況に合わせた保健指導を実施する。食事や
運動等の自己管理の重要性を伝える。

E　状況確認を行い受診勧奨する。受診につながらなけれ
ば継続的にフォローする。
いずれも受診しない理由を確認する。受診勧奨後は、診
療依頼書兼結果通知書、本人からの聞き取り、レセプト確
認等の方法で受診状況を確認する。医療機関につながっ
ていない場合は、再勧奨する。

P：訪問による保健指導率・受診勧奨率
P：電話による保健指導率・受診勧奨率

C：訪問指導を受けた者のうち、未受診者および治
療中断者の医療機関受診率
C：訪問指導を受けた者のうち、翌年度の健診検査
値の改善割合
C：訪問指導を受けた者のうち、生活習慣に改善が
見られた者の割合
（次年度の健診質問票から食事、運動、喫煙、飲酒
等の生活習慣の改善状況）

⑦ 尿中塩分測定及び結果指導
【目的】推定塩分摂取量やカリ
ウム摂取量を知り、食生活の
改善につなげる

特定健診受診者（国保40
～69歳）

・特定健診の尿検査で尿中Na、K量を測定
・適塩食生活チェックシートの実施

P：測定実施者数
C：推定塩分量及びカリウム量の平均値

P：H29測定実施者数　457人
C：平均値…ナトリウム9.11g　カリウム725.1g

推定塩分摂取量は多くないが、今後もデータを積み
上げていく必要がある。

P：測定実施者数の増加
C：推定塩分摂取量の低
下、推定カリウム摂取量
の上昇

⑧ 地区健康教育

・生活習慣病の知識を得ること
により、自己の生活習慣を振り
返り、生活習慣の改善に繋げ
る

対象地区の住民
地区担当保健師が各集落の公民館で健康教育・健康相
談・血圧測定等を行う。町や集落の健康課題をテーマに
選定。

P：実施回数・参加者数
C：減塩に取り組む人の割合

P：実施回数56回・参加者数779人
C：減塩に取り組む人の割合59.7%

参加者が固定化・高齢化している。減塩に取り組む
人の割合は20～50歳代が低い。

P：実施回数・参加者数の増
加
C：減塩に取り組む人の割
合70%（10.3%増）

⑨
食生活改善事業（食推の地区
活動）

【目的】食推による地区活動を
通して、減塩等の必要性を呼
びかけ、食生活改善につなげ
る

対象地区の住民
中央研修で実施した減塩食等を、地区伝達講習会で住民
に周知する（調理実習や試食）

P：地区伝達講習会実施回数・参加者数
C：減塩に取り組む人の割合

地区伝達講習会実施回数15回・参加者数（延べ）
303人
C：減塩に取り組む人の割合59.7%

一緒に調理にすることが少なく、試食のみとなってい
ることが多い。減塩に取り組む人の割合は20～50歳
代が低い。

P：実施回数・参加者数
の増加
C：減塩に取り組む人の
割合70%（10.3%）

【チーム100万歩】年2回（春・秋）実施。3～5人チームで1
か月間の歩数が合計100万歩を目指す。

P：参加者数　春：375人、秋：325人（計：700人）
C：1日30分以上の運動習慣のない人の割合　76%

事業所単位での参加チームは増加。参加チームは
固定化。30～50歳代の運動習慣のない人の割合が
高い。

【町民歩けあるけ大会】毎年体育の日に実施。町内の10
㎞のコースを歩く。

P：参加者数　53人C：1日30分以上の運動習慣のな
い人の割合　76%

参加者数は年々減少。
ゴールに適した施設が少なく、コースが限られる。30
～50歳代の運動習慣のない人の割合が高い。

⑪ 水中運動教室 60歳以上 クアハウス津南で週1回水中運動と脳刺激体操を実施
P：参加者数
C：第1号被保険者要介護認定率

P：参加者数（H29年11月時点）177人（退室17人、新
規8人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C：第1号被保
険者要介護認定率20.9%

参加者数は減少。介護認定率は県や同規模保険
者、国と比較してほぼ同様の認定率である。

P：新規者増加
C：第1号被保険者要介
護認定者20%(0.9%減）

⑫ 健骨体操 概ね60歳以上
各地区の公民館を会場に週1回程度、脳刺激体操と筋刺
激体操を実施

P：実施会場数
P：登録者数
C：第1号被保険者要介護認定率

P：実施会場数　32会場
P：登録者数　318人
C：第1号被保険者要介護認定率20.9%

実施会場数・登録者数は増加。男性の参加が少ない。
介護認定率は県や同規模保険者、国と比較してほぼ同
様の認定率である。

P：実施会場・登録者数
増加
C：第1号被保険者要介
護認定者20%(0.9%減）

【成人式での啓発活動】
リーフレットの配布
ハイ・チェッカーによる肺年齢測定

P：配布数
P：肺年齢測定実施者数
C：喫煙率

P：配布数　約40部
P：肺年齢測定者10人
C：喫煙率　男性33.2％　女性9.8%

会場で様々な催しがあるため、肺年齢測定は実施
者が少ない。喫煙率は減少していない。

P：配布数100%
P：肺年齢測定者数20人
Ｃ：喫煙率　男性31%、女性
5%

【未成年者喫煙防止講座】町内小学校5～6年生にたばこ
についての健康教育やアンケートを実施

P：実施回数
P：参加者数
C：喫煙率

実施回数　3回
参加数　84人
C：喫煙率　男性33.2％　女性9.8%

複式学級の実施間隔について検討が必要。喫煙率
は減少していない。

Ｃ：喫煙率　男性31%、女
性5%

【妊産婦や家族への指導】妊娠届時、乳幼児健診時に喫
煙している妊産婦及び家族にリーフレットを渡す

P：配布数
P：肺年齢測定実施者数
C：喫煙率

妊娠届時配布数
6枚（H29.4～H30.1）
C：喫煙率　男性33.2％　女性9.8%

・乳幼児健診時の配布数の把握が必要。喫煙率は
減少していない。

Ｃ：喫煙率　男性31%、女
性5%

乳幼児健診対象者
管理栄養士による乳幼児期の食事（薄味・糖分のとり方
等）や生活リズムの指導

保育園児
・健康運動指導士（Tap）による運動の実践（親子元気アッ
プ教室・幼児体力づくり教室）
・親子なぞなぞウォークラリー

小学生
・児童生徒血液検査（血糖・脂質）
・親子なぞなぞウォークラリー　　　　　　　　　・生活習慣病
予防講座

中学生
・児童生徒血液検査（血糖・脂質）・血圧測定
・生活習慣病予防講座

⑮

生活習慣病予防講座
（高血圧・糖尿病・CKD）

※ハイリスクアプローチと分け
て記載

・生活習慣病の知識を得ること
により、自己の生活習慣を振り
返り、生活習慣の改善に繋げ
る

全町民

・内科医・腎専門医による講演
・運動の実践（健康運動指導士）
・高血圧・糖尿病・CKD予防の食事指導及び試食（管理栄
養士・食生活改善推進員）

P：参加人数
C：病態についての理解度（アンケートによる）
C：生活習慣の改善への意欲（アンケートによる）

P：参加者数（高血圧編）22人
（腎臓病編）36人

参加者数の増加

⑯ 重複多受診者への受診指導
【目的】重複多受診者を減ら
し、医療費適正化を図る

国保加入者で対象となる
者

対象者に家庭訪問または電話連絡による受診指導を行う
P：訪問・電話指導実施率
C：重複多受診者数

P：訪問・電話指導実施率　80%
C：重複多受診者数10人

年1回と単発で終わる為、改善しないケースがある。
P：訪問電話指導実施率
100%
C：重複多受診者の減少

⑰ 後発医薬品の普及促進
【目的】後発医薬品の使用を促
進し、医療費の減少を測る

12歳以上の国保加入者で
対象となる者

・対象者に勧奨はがきを送付
・被保険者証の年次更新時に「ジェネリック医薬品希望
カード」を同封
・広報紙による周知

P：勧奨はがき配布数
C：後発医薬品使用シェア率

P：勧奨はがき配布数　252人（年3回）
C：シェア率　39.6%（H28年12月）

シェア率は2.1%増加。しかし県平均より低く、県内で
もワーストである。

P：勧奨はがき配布数
C：後発医薬品使用シェ
ア率　70%

Ⅰ 脳卒中発症調査

【目的】脳卒中発症者の生活
状況や発症要因、前駆症状等
を把握し、早期発見・予防につ
なげる

脳卒中発症者のうち調査
同意者

訪問により対象者や家族から発症時及び現在の生活状
況等を聞き取る

P：訪問実施率　　　　　　　　　　　　　　　　C：発症者
数

P：訪問実施率83.3%
C：発症者数12人

施設入所等により家族からの聞き取りもある。
P：訪問実施率　100%
C：発症者数の減少

Ⅱ 新規透析者の実態調査

【目的】新規透析者の生活状
況や発症要因（既往歴）等を把
握し、早期発見・予防につなげ
る

新規透析者
訪問により対象者や家族から透析導入状況、生活状況、
既往歴等を聞きとる

P：訪問実施率
C：新規透析者数

P：新規透析者には全数訪問実施
C：（H27～29年度）新規透析者：6人

新規者数は年度によって差がある。新規者は70代
が多い。

P：訪問実施率
C：新規透析者数の減少

調
査

P：参加者数の増加
C：1日30分以上の運動
習慣のない人の割合
71%（5%減）

【目的】・骨粗鬆症予防、介護
予防
・高齢者の閉じこもりによるう
つや認知症を防ぐ

⑬

禁煙啓発事業
・成人式での啓発活動　・未成
年者喫煙防止講座
・妊産婦や家族への指導

【目的】喫煙や受動喫煙による
健康被害（肺がん・COPD等）
を未然に防ぐ。

全町民

ポ
ピ

ュ
レ
ー

シ

ョ
ン
ア
プ
ロ
ー

チ

⑩
ウォーキングイベント事業
・目指せ！チーム100万歩
・町民歩けあるけ大会

【目的】楽しく歩く機会を増や
し、運動習慣の定着を図る

全町民

ハ
イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー

チ

⑭

相
談
会

C：（津南町保健医療福祉計
画「生活リズム」、「食生
活」、「運動」分野に基づく指
標により評価）
・朝食欠食率の割合（小
5）・・・0%
・朝7時までに起きる子の割
合・・・保育園児：99%、小学
生：90%
・夜10時頃までに寝る子の
割合・・・保育園児：100%、小
学生：90%
・運動が大好きな子どもの
割合・・・75%

医
療
費
適
正
化

保
健
指
導

P：参加者数
C：1日30分以上の運動習慣のない人の割合
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第6章　分析結果に基づく健康課題の把握等

４　保健事業の目標及び評価指標

事業
番号 保健事業（名） 事業の目的・目標 対象者 事業内容

こどもの生活習慣病の取り組
み

【目的】
運動習慣の定着
食育の推進
健全な環境づくり

C：（津南町保健医療福祉計画「生活リズム」、「食生活」、「運動」分野に基づく指標により評価）
・朝食欠食率の割合（小5）・・・・・・・0％
・朝7時までに起きる子の割合・・・・保育園児：97%、小学生：80%
・夜10時頃までに寝る子の割合・・・保育園児：100%、小学生：70%
・運動が大好きな子どもの割合・・・71.5%

評 価 指 標

特

定

健

診

受

診

率

向

上


