
基準値 実績値 最終目標値 基準値 実績値 最終目標値

H28年度 R元年度 R5年度 H28年度 R元年度 R5年度

3.9% 3.8% a* 1.0%

5.4% 6.0% c 1.4%

5.3% 4.6% a 減少 4.7% 4.3% a* 3.7%

3.8% 3.4% a 減少 36.4% 37.9% a* 51.2%

3人 2人 a 0人 77.1% 62.1% c 60％以上

中間目標値

51.2%

60%以上

60%以上

60%以上

保健指導
実施率

61.1%
対象者 198人
実施者 121人

77.0%
対象者 174人
実施者 134人

61.7%
対象者 196人
受診者 121人

60%以上 b 60%以上

HbA1c6.5以上未
治療者の医療機

関受診率

45.7%
対象者116人
受診者53人

41.6%
対象者101人
受診者42人

22.5%
対象者 111人
受診者 25人

60%以上 C 60%以上

高血圧Ⅱ度以上
未治療者
保健指導
実施率

68.2%
対象者 88人
実施者　60人

64.4%
対象者 101人
実施者　65人

66.7%
対象者  81人
実施者 54人

60%以上 b 60%以上

心電図有所見者
保健指導実施率

※H29・30は心房細動の
み

50.0%
対象者 2人
実施者　1人

81.3%
対象者 16人
実施者　13人

70.5%
対象者 146人
実施者　103人

60%以上 ｄ 60%以上

高血圧Ⅱ度以上
未治療者の

医療機関受診率

 21.6%
対象者 88人
受診者  19人

 24.8%
対象者 101人
受診者 25人

9.9%
対象者 81人
受診者  8人

60%以上 C 60%以上

心電図有所見者の
医療機関受診率

※H29・30は心房細動の
み

50.0%
対象者 ２人
受診者 １人

81.3%
対象者 16人
受診者  13人

21.2%
対象者  146人
受診者　31人

60%以上 C 60%以上

　　　　　　　　　　　

評価 判定基準 判定基準 ※評価方法について

a 改善している ｃ 悪化している ●Ｒ元年度実績値が「未確定」の場合、目標値に対してＨ30年度実績値での評価とする。

b 変わらない ｄ 評価困難 ●Ｈ30年度実績値が「該当しない」で、Ｒ元年度実績値が「未確定」の場合、「ｄ評価困難」とする。

a* ●Ｈ29年度（ベースライン）実績値とＨ30年度実績値がそれぞれ「－（なし）」の場合、「ｄ評価困難」とする。
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データヘルス計画全体の目標

中長期目標
評価 達成につながる短期目標 評価 達成状況 今後の方向性

指標
・本市の中長期目標の数値は現時点では達成している
ものの、被保険者の約6～7割が健診未受診者である。
健診未受診者は、重症化して治療になり医療費が高く
なると推測される。健診未受診者で生活習慣病治療中
者は、全体の約4割いることから、かかりつけ医から
の健診受診勧奨や健診相当の情報提供など受診率の向
上に努める必要がある。
・短期目標の数値は現時点でほぼ横ばいであり、目標
値に及ばず厳しい状況である。健診受診率によって、
短期目標の達成状況は大きく左右すると考えられ、健
診受診率を向上させ被保険者全体の健康実態を把握す
ることが必要である。
特定保健指導率は、現時点で国目標を達成しているが
年々減少してきている。今後も60%以上を目標に維持
していく。

・本市の健診受診率は県内でも下位であ
り、継続的に未受診者対策を進めてく必要
がある。現時点で、短期目標数値の改善が
見込まれていないが最終年度の目標値は現
状のままとする。目標達成には、今後、年
0.4％の減少率を目指していく。
・重症化予防の保健指導実施要項(計画)に
保健指導実施率や医療機関受診率等の数値
目標を設定していなかったため、中間評価
を機に設定する必要がある。

健診受診者でHbA1c6.5以上者（治療中7.0
以上）割合の減少

虚血性心疾患罹患割合
健診受診者で高血圧Ⅱ度以上
（160/100以上）者割合の減少

脳血管疾患罹患割合 特定健診受診率の向上

糖尿病性腎症による新規人工透析者数 特定保健指導率の向上

糖尿病性腎症罹患割合 5.4% 4.2% b 4.0%

健診受診者でHbA1c6.5以上未治療者割合
の減少

上記目標を達成するための個別保健事業

保健事業実施計画 評価指標
実績値

評価 達成につながる取り組み(事業概要) 達成状況 今後の方向性
最終目標値

R5年度
Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ元年度

特定健診受診率
向上事業

特定健診
受診率

　
 

37.8%

対象8,622
人中3,261
人受診

　
 

37.9%

対象8,290
人中3,143
人受診

 

 37.9%

対象8219人
中3,117人

受診

42.8% C

(受診率向上の取り組み)
１対象者全員へのわかりやすい個別通知
２各方法別健診の実施
・集団・施設健診・人間ドックの実施。
３特定健診料金無料化
４本人又は医療機関からの健診結果相当提出
５かかりつけ医による受診勧奨
６受診機会の拡大
・集団健診の土日実施、追加健診の実施。
・市外街医療機関への拡大
７広報、ホームページ、各医療機関へのポスター掲示
８健診未受診者への再勧奨通知の実施。
９個人への分かりやすい情報の提供

・健康ポイント事業を活用した受診率向上
ポイントの付与は各種健(検)診受診、健康習慣実践、健康づくりイベント・教室
等の参加等であるが、特に特定健診受診者へのポイント数を高くしインセンティ
ブを高めている。
・対象者18歳以上の市民
・各種健(検)診受診、健康習慣の実践、健康づくりに関するイベント、教室参加
等へポイント付与する。事業の周知拡大のため庁内関係各課との連携を図り、対
外的にPRし市民へのインセンティブを高め受診率向上を目指す。

・受診率向上のため、様々な取り組みを実施しているが
受診率はほぼ横ばいである。
・健診未受診者約６割のうち、約４割が生活習慣病治療
中者であることから、治療中者も健診受診対象者である
ことの周知、広報を強化しているが受診率は横ばいであ
る。また、医療機関へ説明会を実施し、医療機関からの
受診勧奨及びみなし健診(特定健診検査結果代行事業)の
協力依頼を行っているが件数は伸び悩んでいる。
令和２年度については、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため集団健診を中止し、施設健診のみを実施した。
受診率向上には課題が残るところである。

以下の方法で周知しているが、参加者は伸び悩んでいる。
・広報・ホームページ、市内食育応援店等での周知。
・健康祭等市内イベントでの㏚活動の実施。
・商工会議所、商工会でのPR活動の実施
・取り組みのインセンティブ（市の特典）として健康応援店で
利用できる商品券の発行

・従来の取り組みに加え、健診未受診者に
対し、特性に合わせた案内通知を行い、健
診リピーターを増やしていくこと、若年層
の加入や退職による加入時に健診の必要性
を伝える工法の仕方、受診率の低い地区へ
は、行政区長に協力を仰ぐなど、様々な手
法で地道に取り組んでいく必要性がある。

・楽しみながら運動・栄養・食生活をはじ
めとする生活習慣の改善や健診・がん検診
受診につながるよう、集団の各種健（検）
診、健康イベント、職域等での周知を継続
していく。
・保健委員や食生活改善推進員など地域の
身近な方からの口コミ効果を活用し、事業
の認知度をあげていく。

ポピュレーション
アプローチ

・特定保健指導率は、年々低下してきているが目標値は
達成した。年度終盤、新型コロナの影響により市側の指
導見合わせや、住民からの拒否もあり、途中中断となっ
てしまった者も少なくなかったことが影響したためと考
える。

・生活習慣病の発症には遺伝要因とともに
家族の食習慣が大きく関与し、家族ぐるみ
の支援が必要であるため、介入方法と優先
順位を決め、地区担当制を継続し、個別に
あった保健指導を継続していく。
・効果の高い保健指導の実施を目指し、重
症化予防のためのより専門的な保健･栄養指
導の手法・資質向上を図っていく。今後
も、60%以上を目標に継続していく。

糖尿病性腎症
重症化予防事業 ・重症化予防の保健指導実施率及び医療機関受診率の目

標値が未設定であったため、中間評価を機に国保支援評
価委員会での助言もあり、それぞれ60%以上と設定し
た。
保健指導率は、目標値に達しているが、医療機関受診率
は、目標値に及ばない状況である。

　
・保健指導対象者の、医療機関未受診者へ
の受診勧奨を継続し、受診率の向上を図っ
ていく。
・糖尿病性腎症の悪化及び人工透析への移
行を防止するため、糖尿病性腎症重症化プ
ログラムにより、医師会等と連携し、腎症
病期進行者等を増加させないための支援を
継続していく。
・糖尿病管理台帳を作成しているが、活用
の強化を図ることが必要である。

重症化予防事業
（脳血管疾患・虚血

性心疾患）

特定保健指導事業
特定保健指導

実施率

78.2%

動機付け
259人/325人

積極的
57人中/79人

70.1%

動機付け
228人/304人

積極的
42人中/81人

62.1%

動機付け
210人/293人

積極的
32人中/97人

●ベースラインと実績値との比較

改善しているが、現状のままでは最終評価までに目標達成が危ぶまれるもの

60%以上 C

・特定保健指導体制について
保健師・管理栄養士の地区担当制により実施。
動機付け支援は保健師による地区担当制で保健指導を実
施。
積極的支援は管理栄養士による地区担当制で保健指導を実
施。
保健指導実施率向上のため、動機付け及び積極的支援対象
者へは結果相談会として個別にあらかじめ市が指定した日
時で来庁していただき、初回面接を実施している。

・重症化予防保健指導体制について
喜多方市重症化予防事業実施要項に基づき実施。
重症化予防の指導対象者を以下のように分け、訪問による
保健指導、電話、個別通知等での受診勧奨を実施してい
る。なお、重症化予防対象者で特定保健指導の重複該当者
は併せて実施している。
〇保健師
・腎臓専門医受診勧奨判定値で未受診者
・糖尿病治療中断者
・心電図所見あり者
・高血圧Ⅱ度以上未治療者
○管理栄養士
・HbA1c6.5以上の医療機関未受診者
・糖尿病治療中者でHbA1c7.0以上のｺﾝﾄﾛｰﾙ不良者
　健診受診者で下記のいずれかに該当する対象者へ訪問に
よる保健指導を実施。（なお、特定保健指導の該当者へは
特定保健指導と合わせて実施）


