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第２章 前期計画の評価、考察 

１ 第 1 期データヘルス計画の課題の評価 

 第１期データヘルス計画では、津南町保健医療福祉計画、第 2 期津南町特定

健康診査実施計画との整合性を考える中で、町民が生活の質を高め、高齢期に

おいても制限なく生活をおこなうために生活習慣病の発症予防や重症化予防に

よって、健康寿命の延伸をめざし、また医療費の適正化に向けて保健事業を実

施しました。 

（第 1期）健康課題 1 

 脳血管疾患は死因第 3 位と脳血管疾患での死亡が多い状況です。さらに脳血

管疾患の死亡率は増加傾向です。また、脳血管疾患の発症による認知症や麻痺

等の要介護状態の人が多く、QOLの低下を招いていることから発症予防が必要で

す。 

①早期発見のための特定健診等の受診率の向上を目的として 3点セット（３つ

のめだま）※健診の取り組み(40代、50代)や健診申込書の工夫、魅力ある健診

（40～60代 尿中塩分測定、尿中カリウム測定、塩分摂取アンケート）の実施

をしてきました。未受診者対策として受診勧奨ハガキや再勧奨等を実施しまし

た。しかし、忙しい、健康だから等の理由で健診受診者の状況は減少傾向にな

っており、これまで以上に対策が必要な課題です。 

 ※３点セット（３つのめだま）＝特定健診、胃がん、大腸がん検診を受けた４０～５０代にクアハウス利用券等進呈 

① 生活習慣病の予防及び高血圧・糖尿病の適正受診と重症化予防 

 特定保健指導・健診結果よりハイリスク者訪問で重症化予防・健診場面での

個別保健指導の実施をしてきました。 

② 生活習慣病についての正しい知識の普及を学童期から高齢期にわたり実施

してきました。 

 

（第１期）健康課題２ 

医療費では高血圧についで腎不全が高く、透析患者数は横ばい状況です。健

診データから e-GFR※60 未満者の割合は減少していますが、慢性腎不全を引き

起こす原因となる高血圧、糖尿病の有所見率は高く、今後、腎不全の発症は増

加するおそれがあります。 

①腎不全についての知識の普及啓発を実施してきました。 

②健診結果からハイリスク者訪問で重症化予防の実施、人工透析者の実態把握

等を実施してきました。 

 ※e-ＧＦＲ＝推算糸球体濾過量・腎機能低下の有無を判断するための検査 
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指標 目標 現状 指標 目標（H29年度） （現状）

・3点セット受診割合 増加 増加（65人） ・健康診査の受診率 　<全体>60.0％ H28<全体>56.6％

　<40代>48.0％ 　〃<40代>42.9％

　<50代>54.0％ 　〃<50代>49.5％

ハイリスク者訪問件数
訪問実施率

100％
訪問実施率62％

講座参加者数 増加 減少（22名）

測定実施者数、
講演会実施回数・参加者数

尿中塩分測定実施者

数457人/506人

ハイリスク者訪問件数 　　
訪問実施率

100％
HbA1c者75.8％
e-GFR79.6％

講座参加者数 増加 減少（36名）

測定実施者数、
講演会実施回数・参加者数

尿中塩分測定実施者

数457人/506人

集団面接開催回数・参加者数
参加者
増加

横ばい(8人）

電話や家庭訪問による
利用勧奨率

100％ 60％

<食生活改善事業>
・各地区の公民館にて地区伝達
・生活習慣病予防講座での減塩食の試食

開催回数
参加者数

参加者
増加

増加（Ｈ28）
56回
779人

 <健康に関するアンケート>
・減塩に取り組む人の割合

増加 H28：59.7％ 

食生活改善推進委員による伝達活動はH28：36回、585人
の参加で増加している。一方減塩に取り組む人の割合は
11.8％減少している。内訳をみると20代～50代が取組み率
が低く今後の働きかけの対象である。

56回
779人

①1日30分以上の運動
習慣がない者の割合

減少 H28：76.0％
取組割合でみると30代～50代の年代が低く課題である。
健康相談は高齢期の健康づくりのために継続していく。

増加 ②減塩に取り組む人の割合 増加 H28：59.7％ 上記同様、20代～50代の取組み割合が低く課題である。

・地区担当保健師が家庭訪問または電話連絡を実施
受診指導実施数

（割合）
100％ 90％ 重複受診者の減少 減少 Ｈ28：10人　

ここ数年でみると10人前後で推移している。訪問や電話で
改善するかたもおり、引き続き働きかけの実施と経過を見
ていく。

・個別通知による勧奨
・広報紙による周知

送付件数 継続実施 継続実施
　後発医薬品数量

　シェア率
増加 Ｈ28：39.6％

シェア率は2.1％増加。今後個別通知、広報紙でのお知らせ
と併せて医師会等に協力を求める等の体制を検討する。

★：新規事業
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まとめ

評価

保健事業 事業内容
アウトプット評価 アウトカム評価

(

1

)

特
定

健
診
受
診
率

向
上

特定健診受診率
向上事業

・特定健診、大腸がん、胃がん検診全てを受診した方には景品（健康
増進施設利用券等）を贈呈（40・50歳代）し継続受診を促した。
・個別通知による再度受診勧奨
・広報紙や広報無線による受診勧奨や健診の重要性について周知。

3点セット受診は27年度～50代も対象とし実施しH29年度は
65人となった。しかし検診率は全体、40代、50代いずれも低
下しており、全体の受診率も低下している。今後受診率向
上に向けて新たに取り組む必要がある。

・個別通知による受診勧奨率 増加 ・40～50代の受診者率
平成28年度で

実施終了

55％

ハイリスク訪問ではH28実施率62％で前回計画時43.8％よ
り上昇,、講座参加者数22名、尿中塩分測定の平均値では
一日9.3g、尿中カリウム摂取量1779gで想定していた塩分摂
取量を下回る摂取状況結果であった。推定である為今後も
データを積み重ねて分析していく必要がある。

腎不全発症
予防事業

・HbA1c6.5以上者への家庭訪問指導
・e-GFR60未満者への家庭訪問指導
・生活習慣病予防講座（高血圧編）
★尿中塩分測定と塩分摂取のアンケート実施
　塩分量の高値者へのフォロー（医師による講話や食事指導）

<特定健診結果>
・HbA1c値6.5以上の割合
・HbA1ｃ値6.5以上の未治療者割
合

H28：9.0％
H28：45.2％

7％
35％

H28ハイリスク訪問実施率では、eＧＦＲ79.6％（H46.6％）、
HbA１c6.5以上75.8％（H26，51.7％） の実施で、生活習慣
病予防講座（腎機能編）を実施、参加者36名、又健康診査
時尿中塩分測定、アンケート実施。尿中塩分摂取、尿中カ
リウム摂取量については上記のとおり。HbA1c値6.5以上の
割合はH26：7.4％と比べH28：9.0％とやや増加、未治療者
の割合は45.2％ でＨ26と比べ増加している。

脳血管疾患発症
予防事業

・Ⅱ度高血圧以上者への家庭訪問指導
・生活習慣病予防講座（高血圧編）
・脳卒中発症調査により発症後の支援や町の発症状況の確認
・尿中塩分測定と塩分摂取のアンケート実施
・塩分量の高値者へのフォロー（医師・管理栄養士による講話や食事
指導）

 <特定健診結果>
高血圧判定者中の未治療者割
合

H28：63.0％

H28：10.1％
H28：32.1％

10％
60％

集団面接回数はH26年同様2回、参加者数8名と現状維持。
他は電話、訪問で利用勧奨した。継続対象となっている場
合、実施について消極的で利用に至らない方が多い。出現
率については10.1％とほぼ目標値となった。しかし利用率
（実施率）においては県平均よりも低く、目標値に至るには
対応策を継続して工夫していく必要有。

（
３

）
生
活
習
慣
の
正
し
い
知
識
の
普
及

運動習慣づくり事業

<ウォーキングイベント>
①めざせ！チーム100万歩
②町民歩けあるけ大会
<寝たきりゼロ事業>
③水中運動教室
④健骨体操

開催回数
参加者数

参加者
増加

<特定健診問診票>
・1日30分以上の運動習慣がな
い者の割合

（
２

）
重
症
化
予
防
対
策

特定保健指導

・健康アップ教室（集団面接）の実施
・家庭訪問等による個別面接
　必要に応じて栄養士や健康運動指導士による指導
・健診結果を経年的な帳票の作成・配布
・電話や家庭訪問による利用勧奨

・特定保健指導対象者の割合
・特定保健指導の利用率

H28：76.0％75％

H29 チーム100万歩参加者700人、町民歩けあるけ大会53
人で参加者やや減少。水中運動参加者数185人、健骨体操
301人。運動習慣については一日30分以上の運動習慣が
ない人の割合でみるとH28:76.0％とH26と比べ0.8％減少し
た。今後も運動習慣については引き続き継続的な働きかけ
をしていく事が望まれる。

減塩への取り組み

<健康教育・健康相談>
・各地区の公民間にて健康教育や健康相談の実施

開催回数
参加者数

参加者
増加

H28：20.1％16％

対象者への禁煙リーフレットの配布はほぼ100％配布。
喫煙率についてはＨ26：17.9％に比較して、Ｈ28：20.1％と
やや増加している。引き続き喫煙対策を継続していく事が
必要。

こどもの生活習慣病の
取組

・乳幼児健診での栄養指導（薄味、糖分の取り方等）や生活リズムの
指導
・保育園入園児における運動の習慣化と食育の取り組み
（親子元気アップ教室、幼児体力作り教室）
・保育園児、小学生とその保護者を対象としたウォーキングイベント
（親子なぞなぞウォークラリー）
・小中学生（小４～中３）の血液検査（血糖・脂質）、血圧測定
・ヘルスチャレンジカードの取組（早寝、早起き、朝ご飯、メディア）
・中学生対象の調理実習(めざましレシピの活用)
★中学生対象の生活習慣病予防講座

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
・朝食欠食者の割合
・朝7時までに起きる子の割合
・夜10時頃までに寝る子の割合
・運動が大好きな子どもの割合

朝食欠食率の割合（小5）ではH26:2％に対しH28:0％と改
善。朝7時までに起きる子の割合はH25:98％（保育園児）が
H28：97％と1％減少。夜10時までに寝る子はH25:99％（保
育園児）がH28:100％、H25：96％（小学生）がH28：70％と減
少。運動が大好きな子の割合は1.5％減少している。
平成28年度から小学生向けも加え、目覚ましレシピの調理
実習を実施している。

喫煙対策

・禁煙、分煙宣言施設の情報提供や登録促進
・喫煙者への禁煙指導・津南病院の禁煙外来の受診勧奨
・広報紙・広報無線
・成人式でのリーフレット配布
・未成年者喫煙防止教育（小学5，6年生）
・妊産婦やその家族への禁煙指導

禁煙に関するリーフレットの配布 100％ 喫煙率

（
４

）

医
療
費
の

適
正
化

重複多受診者への
受診指導

後発医薬品の
使用・促進

①やや減少
（700人）
②減少（53人）
③やや減少
　（185人）
④増加
　（33会場301人）

100％配布
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３ 第 2 期特定健康診査等計画の評価、考察 

 平成 25年 3月に策定した「第 2期特定健康診査等実施計画」では「高齢者の

医療の確保に関する法律」第 19条第 2項第 2号と国が示した「特定健康診査等

基本指針改正案」に基づき、「特定健診受診率」、「特定保健指導実施率」に係る

計画最終年度の目標値を設定し、事業を実施してきました。 

 以下に、その実施状況等を整理します。 

  

 

※1 特定健康診査、特定保健指導実施率の平成 29年度実績値については、それぞれ年度末又は

翌年度に確定するため未記載となっています。 

  

特定健診受診率については、平成 25年以降徐々に低下しており、目標値には

達していません。健診申し込み書の工夫、他の検診（肺がん、胃がん、大腸が

ん、前立腺がん）と同時実施、未受診者へのハガキ勧奨、3点セット健診（3つ

のめだま）等実施したが、受診率向上にはつながりませんでした。 

特定保健指導実施率については、平成 25年以降、実施状況が低率になってい

ましたが、平成 28年度は新規者への対応等の実施に力を入れた事や人間ドック

委託機関への働きかけ等でやや実施率が上昇となりました。しかし目標値には

届かない状況になっています。 

他保健事業の考察については第 2 章 2 第 1 期データヘルス計画保健事業の評

価、考察（ｐ8）に記載しています。 

 

 

 

 

 H25 H26 H27 H28 H29 

特 定 健

康診査 

目標実施率 59.6％ 59.7％ 59.8％ 59.9％ 60.0％ 

   

 

実績値 59.5％  59.0％ 58.6％ 56.6％ ※１ 

特 定 保

健指導 

目標実施率 40.0％ 45.0％ 50.0％ 55.0％ 60.0％ 

 
実績値 26.3％ 19.6％ 17.5％ 32.1％ ※１ 
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