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第１章 計画の基本方針 

                                  

 

１ 計画策定の背景・趣旨 

特定健康診査（以下「特定健診」という。）の実施や診療報酬明細書等

（以下「レセプト等」という。）の電子化の整備の進展、国保データベー

スシステム（以下「ＫＤＢシステム」という。）等の整備により、保険者

が健康や医療に関する情報を活用して被保険者の健康課題の分析、保健

事業の評価等を行うための基盤整備が進んでいます。 

こうした中、「日本再興戦略」（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）におい

ても、「国民の健康寿命の延伸」を重要施策とし、「データヘルス計画」

の作成、公表、事業実施、評価等の取り組みを推進し、データを活用し

た効果的、効率的な保健事業の展開が求められています。 

健康日本２１（第二次）の着実な推進のためにも、データの分析を行

い、個々人や各地域において、解決すべき課題や取り組みを明確にし、

それぞれに生じたメリットを活かした具体的な取り組みを実施すること

で、高血圧の改善、糖尿病有病者の増加の抑制や脂質異常症の減少、さ

らに虚血性心疾患・脳血管疾患死亡率の減少、糖尿病性腎症による新規

透析導入の減少に結び付けていくことが可能になります。 

富岡市においては、効果的かつ効率的な保健事業を展開することで、

被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とし、平成 28 年に富岡市国

民健康保険データヘルス計画を策定しました。 

平成 29 年度は、この計画の最終年度に当たることから、計画の評価・

見直しを行い、生活習慣病対策をはじめ、糖尿病重症化予防等、保健事

業をより一層効果的に行うため、第２期富岡市国民健康保険データヘル

ス計画を策定します。 
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【図１】特定健診・特定保健指導と健康日本 21（第二次） 

 

 

２ 計画の目的 

主にＫＤＢシステムを活用し、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ

効率的な保健事業を実施し、被保健者の健康の保持増進により、健康寿

命の延伸と医療費の適正化を図ることを目的とします。 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、平成 30年度から平成 35年度までの６年間とします。 

 

４ 計画の位置付け 

本計画は、保健事業計画の一つに位置付けられるとともに、特定健康

診査・特定保健指導実施計画（第 3 期）、健康とみおか２１との整合性を

図るものとします。 

なお、特定健康診査・特定保健指導実施計画（第 3 期）は、保健事業

の中核をなす特定健診・特定保健指導の具体的な実施方法を定めるもの

であることから一体的に策定するものとします。 
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５ ＫＤＢシステムの取り扱い 

本計画の策定に当たり、国、県、同規模市との比較が必要な分析につ

いては、主にＫＤＢシステムにより得られる情報を参考資料として活用

しています。 

ＫＤＢシステムとは、国民健康保険団体連合会が各種業務を通じて管

理している健診や医療、介護の情報に基づき、各種統計情報や個人の健

康に関するデータを作成し、保険者に情報提供することで、効果的かつ

効率的な保健事業の実施をサポートするためにつくられたシステムです。 

ＫＤＢシステムの導入により、これまで行ってきた健康づくりに関す

るデータ作成が効率化され、地域の現状や健康課題が把握できるだけで

なく、統一された指標・基準で国や県、同規模の市町村とも比較するこ

とができるため、保険者の特性に合わせた保健事業の展開が期待されて

います。 
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第２章 富岡市国民健康保険の現状 

                                  

 

１ 富岡市の現状 

 

（１）富岡市の人口構成と推移 

本市の総人口は、平成 29 年 10 月１日現在で 49,533 人であり、年々

減少していますが、65 歳から 74 歳までの高齢者の人口は増加傾向に

あります（図 2-１）。 

  

【図２-１】人口推移（平成 25 年から平成 29 年まで） 

 

 

  人口の推移（平成 25 年から平成 29 年まで） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「住民基本台帳人口（10 月 1 日現在）」 

0人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

60,000人

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

人口総数 51,521 50,993 50,480 49,938 49,533 

0～14 歳 6,481 6,292 6,144 5,926 5,789 

15～64 歳 30,856 30,136 29,423 28,849 28,309 

65～74 歳 6,784 7,173 7,354 7,485 7,589 

75 歳以上 7,400 7,392 7,559 7,678 7,846 
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（２）被保険者構成 

平成 29 年人口 49,533 人のうち、被保険者数は 12,287 人で人口の

24.8％を占めています。年齢別でみると、0 歳から 39 歳までが 20.5％、

40 歳から 64 歳までが 34.7％、65 歳から 74 歳までが 44.8％と加入割

合は高齢になるほど高くなっています。 

 

【図２-２】被保険者構成（平成 29 年） 

 

平成 29 年 10 月 1 日現在 

平 

0人 500人 1,000人 1,500人 2,000人

0～4歳

10～14歳

20～24歳

30～34歳

40～44歳

50～54歳

60～64歳

70～74歳

女性 男性

年齢階層 男性（人） 女性（人） 計（人） 

0～ 4 歳 97  91  188  

5～ 9 歳 151  133  284  

10～14 歳 172  165  337  

15～19 歳 174  153  327  

20～24 歳 156  143  299  

25～29 歳 151  129  280  

30～34 歳 195  160  355  

35～39 歳 242  208  450  

40～44 歳 387  288  675  

45～49 歳 338  253  591  

50～54 歳 327  270  597  

55～59 歳 386  389  775  

60～64 歳 777  850  1,627  

65～69 歳 1,464  1,527  2,991  

70～74 歳 1,220  1,291  2,511  

合 計  6,237  6,050  12,287  
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（３）死亡の状況（標準化死亡比） 

   本市における主な死因別死亡のリスクを標準化死亡比で全国統計と

比較しています（図 2-3）。 

全国と比較すると、成人の主な死因を占める悪性新生物、心疾患は

全国を下回っていますが、脳血管疾患が男女ともに全国水準を上回っ

ています。 

 

【図 2-3】標準化死亡比（平成 20 年から平成 24 年まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「平成 20～24 年 人口動態保健所・市区町村別統計」 

 

※標準化死亡比とは 

基準死亡率（人口 10 万対の死亡数）を対象地域に当てはめた場合に、

計算により求められる期待される死亡数と実際に観察された死亡数と

を比較するものです。全国の平均を 100 としており、標準化死亡比が

100 以上の場合は全国の平均より死亡率が多いと判断され、100 以下の

場合は死亡率が低いと判断されます。 

  

 男性 女性 

全死因 99.9 104.0 

悪性新生物 89.9 92.3 

新生物（大腸） 92.6 107.3 

新生物（肺） 83.0 72.9 

心疾患 82.2 84.5 

急性心筋梗塞 35.2 37.8 

心不全 91.1 85.7 

脳血管疾患 144.8 152.1 

脳梗塞 149.6 141.4 

肺炎 91.5 93.8 

不慮の事故 97.5 106.6 

自殺 125.9 120.0 
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（４）死亡の状況（疾患別死因数） 

本市における主な疾患別死因割合を群馬県、同規模自治体、全国市

町村と比較すると、平成 27 年度、平成 28 年度ともに、心臓病の占め

る割合が低く、脳疾患が占める割合が高くなっています。悪性新生物

（がん）に関しては、群馬県・同規模自治体より高いことがわかり、

また、全体の死因の半数を占めています（図 2-4）。 

 

【図 2-4】疾患別死因構成割合（平成 27・28 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「KDB システム（地域の全体像の把握）」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 富岡市 群馬県 同規模 全国 

 H27 H28 H27 H28 H27 H28 H27 H28 

悪性新生物（がん） 48.6 50.6 47.4 47.4 47.5 48.1 49.0 49.6 

心臓病 24.9 21.5 26.7 28.3 27.1 27.1 26.4 26.5 

脳疾患 20.5 18.9 17.1 16.0 16.7 16.5 15.9 15.4 

糖尿病 1.9 1.4 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 

腎不全 1.1 4.0 3.0 3.3 3.4 3.3 3.4 3.3 

自殺 3.0 3.7 3.9 3.2 3.4 3.1 3.5 3.3 
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２ データヘルス計画第１期における保健事業の取り組み状況 

 

（１）特定健診 

【内容】 

メタボリックシンドロームに着目した健診の実施。 

【目的及び概要】 

生活習慣病の発症・重症化予防及び医療費の適正化を図るため、

本市の国民健康保険被保険者のうち 40 歳以上 75 歳未満の人に特定

健診を実施し、被保険者のリスク状況を把握し、生活習慣病の早期

発見・早期治療を目指します。 

【実施内容】 

・地区ごとの受診率に差がみられるので、地域に応じた啓発活動を

行います。 

・ホームページや広報とみおか、とみおかインフォメールなどを通

じて、特定健診の広報活動を行います。 

・受診勧奨ハガキの送付を継続します。 

・特定健診対象者の約 60％にあたる未受診者に対して未受診要因を

確認し、対策を検討します。 

【実施体制】 

国保年金課、健康推進課 

【実施目標】 

特定健診受診率の向上 

【評価】 

   

 

 

 

  

評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

特定健診受診率

（％） 

実績 40.4 39.0 38.6 

目標値 50.0 55.0 58.0 
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（２）特定保健指導 

【内容】 

特定健診の結果、生活習慣病リスクの高い被保険者に対して、保

健師による保健指導を実施します。 

【目的及び概要】 

特定健診で健診結果が一定の基準に達した人に対して行う特定保

健指導の実施率を向上させ、メタボリックシンドロームに該当する

リスク保有者への生活習慣の改善を図り、被保険者の保健指導レベ

ルの改善を推進します。 

  【実施内容】 

・積極的指導対象者には家庭訪問を行い、特定保健指導の実施勧奨

を行います。 

・ホームページや広報とみおか、とみおかインフォメールなどを通

じて、特定保健指導の広報活動を行います。 

・特定保健指導の効果、有益性を被保険者に広く周知し、認知度の

向上を図ります。 

・特定保健指導の未実施要因を分析し、事業の仕組みを見直します。 

【実施体制】 

国保年金課、健康推進課 

【実施目標】 

特定保健指導実施率の向上 

【評価】 

   

 

 

 

  

評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

特定保健指導 

実施率（％） 

実績 7.5 8.4 12.3 

目標値 30.0 35.0 40.0 
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（３）人間ドック助成事業 

【内容】 

人間ドックの費用の一部を助成します。 

【目的及び概要】 

被保険者の健康づくり意識の高揚及び疾病の早期発見・早期治療

と予防のために実施します。また、特定健診と位置付け、特定健診

の受診率向上を目指します。 

【実施内容】 

35 歳以上の被保険者に下記の金額を助成します。 

助成金額  日帰り  25,000 円 

１泊２日 38,000 円 

脳ドック 20,000 円 

【実施体制】 

国保年金課 

  【実施目標】 

生活習慣病リスク保有者に対する指導の実施 

  【評価】 

   

 

 

  

評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

人間ドック助成件数 630 653 697 
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（４）重複頻回受診者への受診指導 

【内容】 

医療機関等の適正受診について、広く一般的に周知・啓発を行う

ほか、重複受診者等に対しては、文書等で適正受診についての指導

を実施します。 

【目的及び概要】 

重複頻回受診は、重複投与や過剰投与の原因となり、被保険者の

健康を損なう可能性があるため、幅広い年齢層を対象に受診指導等

を行い、健康被害の防止と医療保険財政の健全化を図ります。 

【実施内容】 

・対象者を訪問し、医療費適正化の必要性を説明します。併せて本

人の健康状態及び受診状況の確認、本人及び家族の重複頻回受診

に対する意識の確認を行い、適正な受診を勧めます。 

・健康教育や広報活動を通じて重複投与や過剰投与の危険性を広く

周知し、被保険者の意識付けを行います。 

【実施体制】 

    国保年金課、健康推進課 

  【実施目標】 

    重複頻回患者への訪問を実施 

【評価】 

   

 

 

 

  

評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

対象者への 

訪問等指導 

対象件数 19 16 7 

指導実施率 84.2％ 56.3％ 57.1％ 
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（５）ジェネリック医薬品の使用促進 

【内容】 

ジェネリック医薬品の使用促進について、広報啓発を行うほか、

個別通知等の発送を実施します。 

  【目的及び概要】 

    医療費の抑制を目的に差額通知を実施します。 

  【実施内容】 

    ・現状のジェネリック通知を継続します。 

    ・ホームページや広報とみおか、とみおかインフォメールなどを 

通じて、ジェネリック医薬品の使用促進を行います。 

【実施体制】 

    国保年金課 

  【実施目標】 

    ジェネリック医薬品使用率の向上 

  【評価】 

   

 

  

評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

ジェネリック医薬品使用率 70.8 71.7 73.5 
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第３章 医療費・健診結果等の分析 

                                  

 

１ 医療費の状況 

 

（１）医療費総額の年度推移 

平成 26 年度から平成 28 年度までの医療費総額の推移を表していま

す（図 3-1）。 

 

【図 3-1】入院・入院外別医療費総額の年度推移 

  

  

 

 

 

   

   

資料：KDB システム「市区町村別データ」 

 

  

1,439,875 1,551,830 1,521,497

2,232,272 2,297,980 2,127,442

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度

千円 入院 入院外

 入院 入院外 

平成 26 年度 1,439,874,910 円 2,232,271,510 円 

平成 27 年度 1,551,830,300 円 2,297,979,530 円 

平成 28 年度 1,521,497,070 円 2,127,441,560 円 
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（２）被保険者一人当たり月間平均医療費の比較 

   平成 26 年度から平成 28 年度までの被保険者一人当たり月間平均医

療費を群馬県、同規模自治体、全国市町村と比較しています（図 3-2）。

群馬県、同規模自治体、全国市町村と比較して、本市は一人当たり月

間平均医療費が低い水準にありますが、平成 26 年度と平成 28 年度を

比べると、医療費が増加していることがわかります。 

 

【図 3-2】被保険者一人当たり月間平均医療費の比較 

 

 

        

      

 

  

  資料：KDB システム「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

0円

5,000円

10,000円

15,000円

20,000円

25,000円

30,000円

富岡市 群馬県 同規模 全国

平成26年度 平成27年度 平成28年度

 富岡市 群馬県 同規模 全国 

平成 26 年度 20,859 円 22,016 円 24,002 円 22,922 円 

平成 27 年度 22,847 円 23,666 円 25,523 円 24,295 円 

平成 28 年度 22,678 円 23,664 円 25,581 円 24,245 円 
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（３）年齢階級別医療費 

平成２８年度の年齢階級別医療費を表しています（図 3-4）。年齢が

高くなるにつれて、医療費も増加する傾向にあり、60 歳から 74 歳ま

での医療費で全体の約 70.6％を占めています。 

  

  【図 3-4】年齢階級別医療費（平成 28 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
       

 資料：KDB システム「疾病別医療費分析（大分類）」 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 千円
男 女

年齢 医療費（男性） 医療費（女性） 医療費（計） 

0～ 4 歳 1,844,612 円 1,546,893 円 3,391,505 円 

5～ 9 歳 1,570,368 円 1,183,883 円 2,754,251 円 

10～14 歳 1,386,277 円 1,062,245 円 2,448,522 円 

15～19 歳 1,419,993 円 886,760 円 2,306,753 円 

20～24 歳 1,453,982 円 1,050,275 円 2,504,257 円 

25～29 歳 1,548,517 円 1,832,992 円 3,381,509 円 

30～34 歳 2,587,653 円 2,622,373 円 5,210,026 円 

35～39 歳 5,190,108 円 4,614,557 円 9,804,665 円 

40～44 歳 8,846,252 円 6,503,971 円 15,350,223 円 

45～49 歳 7,472,801 円 5,339,706 円 12,812,507 円 

50～54 歳 12,612,074 円 10,882,738 円 23,494,812 円 

55～59 歳 14,425,850 円 9,478,664 円 23,904,514 円 

60～64 歳 32,885,112 円 25,750,746 円 58,635,858 円 

65～69 歳 51,035,322 円 41,810,247 円 92,845,569 円 

70～74 歳 57,136,977 円 48,908,145 円 106,045,122 円 

総額 201,415,898 円 163,474,195 円 364,890,093 円 
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（４）疾病別医療費の状況（疾病細小分類別） 

平成 28 年度の医療費割合の上位 10 位の疾病細小分類です（図 3-5）。

「統合失調症」、「うつ病」等の精神系疾患に加えて、「慢性腎不全（透

析あり）」、「糖尿病」、「高血圧症」、「脂質異常症」といった生活習慣病

が上位を占めています。 

  

  【図 3-5】疾病細小分類別年間医療費（平成 28 年度） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム「疾病別医療費分析（2）」 

 

※全体の医療費（入院+入院外）を 100％として算出 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 位 統合失調症 7.6％ 

2 位 慢性腎不全（透析あり） 6.5％ 

3 位 糖尿病 5.9％ 

4 位 高血圧症 5.4％ 

5 位 うつ病 3.9％ 

6 位 関節疾患 3.7％ 

7 位 脂質異常症 3.4％ 

8 位 脳梗塞 2.6％ 

9 位 Ｃ型肝炎 2.0％ 

10 位 骨折 2.0％ 
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（５）高額レセプト（30 万円以上）の件数と医療費 

平成 29 年 11 月の医療費をみると、30 万円以上のレセプトの件数上

位は腎不全です。高額の医療費をみると生活習慣病にかかる医療費が

60,695,060 円となり、39.0％を占めています（図 3-6）。 

 

【図 3-6】30 万円以上のレセプト（平成 29 年 11 月作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

     

     

 

 

 

 

 

  

がん及び良性新生物 29

腎不全 46

虚血性心疾患 3

糖尿病 2

脳血管疾患 9

高血圧性疾患3

生活習慣病以外 159

 人数 金額 

がん及び良性新生物 29 人 24,812,220 円 

腎不全 46 人 20,894,710 円 

虚血性心疾患 3 人 3,886,480 円 

糖尿病 2 人 1,119,420 円 

脳血管疾患 9 人 7,620,510 円 

高血圧性疾患 3 人 2,361,720 円 

生活習慣病以外 159 人 94,753,430 円 

合計 251 人 155,448,490 円 
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（６）人工透析患者集計 

平成 28 年度の年齢階級別の被保険者数に対する人工透析患者割合

を年齢階級別、男女別に表しています（図 3-7）。男女別では、人工透

析患者割合は女性よりも男性が高くなっています。年齢階級別では、

男女ともに 60 歳から 64 歳までが人工透析患者割合のピークとなって

います。 

 

※65 歳以上の人工透析患者は、身体障害認定により後期高齢者医療制

度へ早期加入したと考えられます。 

  

  【図 3-7】年齢階級別人工透析患者割合（平成 28 年度） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

           資料：KDB システム「厚生労働省様式（様式 3-7）」 

 

 

 

 

 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

20歳以下 30歳代 40歳代 50歳代 60～64歳 65～69歳 70～74歳

男性 女性

 男性 女性 

20 歳以下 0.0 0.0 

30 歳代 0.2 0.2 

40 歳代 0.6 0.3 

50 歳代 1.0 0.5 

60～64 歳 1.2 0.5 

65～69 歳 0.2 0.2 

70～74 歳 0.2 0.2 

合計 0.4 0.3 
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（７）人工透析患者既往割合 

平成 28 年度の人工透析患者における疾病の既往割合を表していま

す（図 3-8-1）。最も既往割合が高かった疾病は、「高血圧」で人工透

析患者のうち 95.9％の人に既往歴があります。また、疾病別に人工透

析患者の割合をみると、「虚血性心疾患」が 4.8％と一番高くなってい

ます（図 3-8-2）。 

 

【図 3-8-1】人工透析患者の既往疾病状況（平成 28 年度） 

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

             資料：KDB システム「厚生労働省様式（様式 3-7）」 

   

 

   

   

   

   

49.0％

12.2％ 8.2％ 14.3％ 10.2％

95.9％

22.4％

46.9％

8.2％

42.9％

0.0％
20.0％
40.0％
60.0％
80.0％

100.0％

 割合 

糖尿病 49.0％ 

インスリン療法 12.2％ 

糖尿病性腎症 8.2％ 

糖尿病性網膜症 14.3％ 

糖尿病性神経障害 10.2％ 

高血圧症 95.9％ 

高尿酸血症 22.4％ 

脂質異常症 46.9％ 

脳血管疾患 8.2％ 

虚血性心疾患 42.9％ 
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【図 3-8-2】疾病別人工透析患者の状況（平成 28 年 4 月） 

        

 

 

 

 

 

 

   

  資料：KDB システム「厚生労働省様式（様式 3-2，3-3，3-4，3-5，3-6）」 

  

1.6％ 1.7％
1.0％

4.8％

1.0％

0.0％
1.0％
2.0％
3.0％
4.0％
5.0％

糖尿病 高血圧症 脂質異常症 虚血性心疾患 脳血管疾患

 患者数 人工透析 人工透析割合 

糖尿病 1,527 人 24 人 1.6％ 

高血圧症 2,786 人 47 人 1.7％ 

脂質異常症 2,341 人 23 人 1.0％ 

虚血性心疾患 438 人 21 人 4.8％ 

脳血管疾患 419 人 4 人 1.0％ 
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２ 特定健診の受診状況 

 

（１）特定健診受診率 

   平成 28 年度の特定健診受診者は 3,604 人で、受診率は 38.6％です。

受診率は、群馬県、同規模自治体と比較して低くなっています（図

3-9-1）。また、平成 24 年度から平成 28 年度にかけて、本市の特定健

診受診率の年度推移（図 3-9-2）をみると、受診率は年々下降してお

り、5 年間で 5.0 ポイントも減少しています。 

  

  【図 3-9-1】特定健診受診率の比較（平成 28 年度） 

   

        資料：法定報告値、KDB システム「地域の全体像の把握」 

 

  【図 3-9-2】特定健診受診率の年度推移（平成 24 年度から平成 28 年度まで） 

   

 

 

 

 

 

 

 

                資料：法定報告値 

  

38.6%
41.1%

39.5%

34.6%

28%

32%

36%

40%

44%

富岡市 群馬県 同規模 全国

43.6% 41.7%

40.4%

39.0% 38.6%

36%

38%

40%

42%

44%

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

 対象者 受診者 目標受診率 受診率 

平成 24 年度 10,355 件 4,514 件  43.6％ 

平成 25 年度 10,215 件 4,262 件 45％ 41.7％ 

平成 26 年度 10,012 件 4,045 件 50％ 40.4％ 

平成 27 年度 9,731 件 3,797 件 55％ 39.0％ 

平成 28 年度 9,346 件 3,604 件 58％ 38.6％ 
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次に、男女別の受診率をみると、女性の受診率が高くなっているこ

とが分かります（図 3-9-3）。 

    

 【図 3-9-3】特定健診受診率の比較と年度推移 

  

                          資料：法定報告値 
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

男性 女性 全体
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（２）特定健診の中学校区別受診率 

   特定健診受診率を中学校区別に表し、平成 26 年度と平成 28 年度を

比較しています（図 3-10）。平成 26 年度をみると、最も受診率が高い

のは西中学校区で 36.3％、最も低いのは北中学校区、妙義中学校区の

30.7％となっており、5.6 ポイントもの差があります。平成 28 年度の

受診率をみてみると平成 26 年度に最も低かった北中学校区で 35.6％

となり、4.9 ポイント上がりました。また、妙義中学校区においても

33.8％で 3.1 ポイントの上昇となっています。 

  

  【図 3-10】特定健診の中学校区別受診率 

   

                        資料：KDB システム 

  （参考）富岡市内中学校区の地区名 

    

 

  

富岡中 東中 西中 南中 北中 妙義中

平成26年度 33.9% 34.9% 36.3% 32.8% 30.7% 30.7%
平成28年度 34.4% 34.7% 38.9% 35.3% 35.6% 33.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

中学校名 地区名称 

富岡中学校 七日市 黒川 黒岩 

東中学校 富岡 東富岡  

西中学校 一ノ宮 吉田 丹生 

南中学校 高瀬 額部  

北中学校 小野   

妙義中学校 高田 妙義  
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３ 特定保健指導の実施状況 

 

（１）特定保健指導対象者の推移 

  平成 24 年度から平成 28 年度の特定健診の結果より、保健指導対象

者の割合を保健指導レベル別に群馬県と比較しています（図 3-11-1、

図 3-11-2）。動機付け支援、積極的支援ともに過去 5 年間における対

象者の割合は群馬県を下回っています。 

 

  特定保健指導結果 

  

 

 

 

 

 

 

                      資料：法定報告値 

 

【図 3-11-1】特定保健指導対象者割合の年度推移比較（動機付け支援） 

 

                        資料：法定報告値 

 

【図 3-11-2】特定保健指導対象者割合の年度推移比較（積極的支援） 

 

                        資料：法定報告値 

  

8.6％ 8.0％ 8.0％ 8.4％ 8.5％

9.1％ 8.9％ 8.7％ 9.1％ 9.2％

7.0％
8.0％
9.0％

10.0％

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

富岡市 群馬県

2.2％ 2.3％ 1.8％ 2.0％ 2.1％

3.6％ 3.4％ 3.1％ 3.1％ 2.9％

0.0％

2.0％

4.0％

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

富岡市 群馬県

 対象者 実施者 目標実施率 実施率 

平成 24 年度 488 件 68 件  13.9％ 

平成 25 年度 440 件 78 件 20％ 17.7％ 

平成 26 年度 398 件 30 件 30％ 7.5％ 

平成 27 年度 393 件 33 件 40％ 8.4％ 

平成 28 年度 383 件 47 件 50％ 12.3％ 
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（２）特定保健指導実施率の年度推移比較 

  平成 24 年度から平成 28 年度の特定保健指導の結果より、保健指導

実施率を保健指導レベル別に群馬県と比較しています（図 3-12-1、図

3-12-2）。本市の特定保健指導実施率は、平成 25 年度から平成 26 年度

にかけて急激に下降し、群馬県を下回っています。 

 

  【図 3-12-1】特定保健指導実施率の年度推移比較（動機付け支援） 

   

                        資料：法定報告値 

  

【図 3-12-2】特定保健指導実施率の年度推移比較（積極的支援） 

                       

資料：法定報告値 

  

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

富岡市 17.1％ 19.7％ 8.9％ 8.5％ 13.7％
群馬県 16.1％ 14.9％ 14.3％ 15.2％ 15.3％

0.0％

5.0％

10.0％
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富岡市 群馬県

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

富岡市 2.0％ 11.0％ 1.4％ 8.0％ 6.5％
群馬県 9.4％ 8.7％ 8.7％ 8.6％ 9.4％
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（３）特定保健指導の希望状況 

  平成 28 年度の特定健診受診者の問診における特定保健指導の希望

状況を、年齢階級別に表しています（図 3-13）。年齢階級に関わらず、

特定保健指導を希望している層が一定数存在していることがわかりま

す。 

 

【図 3-13】特定健診受診者の特定保健指導の年齢階級別希望状況 

（平成 28 年度） 

   
                         資料：KDB システム 
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（４）特定保健指導の実施効果 

   平成 26 年度から平成 28 年度の特定健診結果より、特定保健指導を

実施した人の改善効果を表しています（図 3-14）。平成 26 年度の女性

の改善率は 38.8％です。平成 28 年度の全体をみても 25.7％の改善が

みられることから、一定の効果がみられると言えます。 

 

【図 3-14】特定保健指導の実施効果 

   

  

メタボリックシンドローム該当者・予備群減少率 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法定報告値 

 

※メタボリックシンドローム該当者：腹囲が男性 85 ㎝以上、女性 90

㎝以上で 3 つの項目（血糖、血圧、血中脂質）のうち 2 つ以上の項

目に該当する者 

※メタボリックシンドローム予備群：腹囲が該当者と同じ基準で３つ

の項目のうち 1 つに該当する者 
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男性 女性 全体
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度 

メタボリックシンドローム メタボリックシンドローム予備軍 

該当者 

前年度該当者今年度の状況 

該当者 

前年度該当者今年度の状況 

該当者 

予備軍

となっ

た者 

該当者・
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た者 

該当者

の 

減少率 

該当者 

該当者・

予備軍で

なくなっ

た者 

該当者

の 

減少率 

24 564人 544人 74 人 83 人 28.9％ 568人 529人 119 人 22.5％ 

25 559人 510人 69 人 85 人 30.2％ 491人 523人 127 人 24.3％ 

26 511人 515人 83 人 68 人 29.3％ 491人 448人 104 人 23.2％ 

27 512人 443人 60 人 60 人 27.1％ 436人 438人 069 人 15.8％ 

28 515人 460人 58 人 60 人 25.7％ 426人 392人 078 人 19.9％ 
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４ 健診受診者と未受診者における医療費の関係 

 

（１）健診受診者と未受診者の医療費比較 

   平成 28 年度の健診受診者の生活習慣病等にかかる医療費は一人当

たり一月 2,407 円ですが、健診未受診者では 10,463 円と約 4 倍もの医

療費がかかっています（図 3-15）。医療機関に定期的に受診している

人に健診未受診者が多数いると考えられます。 

 

  【図 3-15-1】平成 28 年度健診受診者、未受診者における生活習慣病等 

1 人当たり医療費 

   

        

【図 3-15-2】平成 28 年度健診受診者、未受診者における生活習慣病等 

患者 1 人当たり医療費 

生活習慣病医療費総額/健診対象者数（生活習慣病患者数） 

   

    資料：KDB システム（健診・医療・介護データからみる地域の健康課題） 

  

※生活習慣病：高血圧性疾患、糖尿病、脂質異常症、脳血管疾患、虚

血性心疾患、動脈疾患、肝疾患、腎不全、ＣＯＰＤ、

高尿酸血症及び痛風 
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５ 未治療者に関する分析 

 

（１）特定健診における未治療者の状況 

平成 28 年度特定健診受診者の状況を表しています（図 3-16）。健診

受診者の 65.6％が腹囲等のリスクはなく、そのうち 36.5％は服薬もな

しですが、血糖・血圧・脂質などが受診勧奨判定値である人数は少な

くありません。 

 

【図 3-16】平成 28 年度特定健康診査受診者の状況 

 

資料：KDB システム「平成 28 年度特定健康診査受診者の状況」 
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100 55 21 153 12 154 27 0 10 63 9 52 36 235 31 180

40 30 24 150 6 162 116 0 5 20 4 17 43 153 30 428保健指導判定値の者（人）

受診勧奨判定値の者（人）

健診受診者
3,606人　38.6％

腹囲等のリスクあり
1,240人　34.4％

腹囲等のリスクなし　　2,366人　65.6％

服薬あり　1,050人　29.1％ 服薬なし　1,316人　36.5％
服薬あり
745人

服薬なし
495人
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６ 介護に関する分析 

 

（１）介護認定率の推移（１号被保険者のみ）  

   介護認定率は群馬県・同規模市町村・国と比べて低い状況にありま

すが、年々上昇していることが分かります（図 3-17）。 

 

【図 3-17】介護認定率の推移 

 
              資料：KDB システム「地域の全体像の把握」 

 

（２）要介護者の有病状況 

要介護者の有病状況では、心臓病が一番高い割合となっています。

続いて、高血圧症が高い状況となっています（図 3-18）。 

 

【図 3-18】要介護者の有病状況（平成 28 年度累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム「地域の全体像の把握」  

  

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

富岡市 15.3% 16.1% 16.5% 16.8%
県 19.1% 19.8% 20.2% 20.4%
同規模 18.8% 19.3% 19.9% 20.2%
国 19.6% 20.2% 20.8% 21.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

 富岡市 県 同規模 国 

糖尿病 19％ 23％ 22％ 22％ 

高血圧症 47％ 55％ 52％ 51％ 

脂質異常症 25％ 28％ 28％ 28％ 

心臓病 53％ 62％ 59％ 58％ 

脳疾患 25％ 28％ 26％ 26％ 

がん 8％ 9％ 10％ 10％ 

筋・骨格 48％ 53％ 51％ 50％ 

精神 34％ 36％ 36％ 35％ 

アルツハイマー病 17％ 19％ 18％ 18％ 
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（３）介護認定者の医療費の比較 

要介護認定を受けていない人の一月当たりの医療費は 3,424 円であ

り、群馬県・同規模市町村・国と比べてもやや低い状況にあります。

要介護認定を受けている人の一月当たりの医療費は 8,560 円であり、

要介護認定を受けてない人の 2.5 倍も医療費が高くなっています。ま

た、要介護認定を受けている人の医療費は、群馬県・同規模市町村・

国と比べて本市は高くなっています（図 3-19）。 

 

【図 3-19】一月当たりの医療費（40 歳以上）（平成 28 年度累計） 

   

 

     

     

資料：KDB システム「地域の全体像の把握」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 富岡市 県 同規模 国 

要介護認定あり 8,560 円 8,118 円 8,027 円 7,980 円 

要介護認定なし 3,424 円 3,556 円 3,808 円 3,816 円 
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第４章 健康課題 

                                  

 

１ 富岡市の現状について 

 

 

 

 

 現状把握から見える主な健康課題 

基
本
情
報 

・本市の人口は年々減少しているが、老年人口は増加傾向にあり、国保の加入状

況では、65 歳から 74 歳までが全体の４割を占めています。 

・SMR でみると脳血管疾患で亡くなる人が全国水準を大きく上回っています。 

医
療
費 

・一人当たりの月平均医療費は、県・国・同規模市町村と比べやや低い水準にあ

ります。   

・年齢別で見ると、60 歳から 74 歳までの医療費が全体の 7割を占めています。 

・疾病別医療費では、慢性腎不全（透析あり）・糖尿病・高血圧と生活習慣病が

上位を占め、30 万円以上の高額レセプトの件数上位は腎不全です。 

・人工透析患者割合は女性よりも男性が高くなっています。 

・人工透析患者の 95.9％の人に高血圧の既往歴があり、疾病別で見ると虚血性

心疾患の患者の 4.8％が透析をしています。 

健
診 

・特定健診の受診率は年々低下しています。年代別でみると、40 歳代、50 歳代

の受診率が低く年齢が上がるほど受診率は高くなっています。 

・平成 26 年度の中学校区別の受診率で最も低かったのは北中学校区ですが、モ

デル地区として受診勧奨を行ったことにより受診率は上昇しています。 

・特定保健指導実施率は、群馬県を下回っており、平成 28 年度の目標実施率は

50％でしたが、実際は 12.3％と大きな開きがあります。 

・特定保健指導実施効果は、平成 28 年度全体では、25.7％の改善がみられたこ

とから、一定の効果があるといえます。 

介
護 

・介護認定率は、県等と比べ低い状況にありますが、年々上昇しています。 

・医療費の比較では、要介護認定なしの人に比べ、要介護認定ありの人は 2.5

倍も高くなっています。 

施策の方向性 

※医療費が高額となる慢性腎不全（透析あり）を未然に防ぐため、透析患

者の基礎疾患が多い糖尿病・高血圧の重症化予防が必要です。 

※生活習慣病を早期発見し、生活習慣改善へ働きかけるためにも 40 歳代、

50 歳代の特定健診受診率の向上に取り組む必要があります。また、特定

健診受診率の低い地域に重点を置き、受診率向上を図る必要があります。 

※メタボリックシンドローム該当者・予備軍の生活習慣改善へ向け、特定

保健指導の利用を促す必要があります。 
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第 5 章 保健事業の実施計画 

                                  

 

１ 保健事業の目的・目標の設定 

       

 

目的  

 

     被保険者の健康の保持増進により、 

     健康寿命の延伸と医療費の適正化を図る。 

 

 

 

目標 

       

     ・40 歳代、50 歳代の特定健診受診率の向上 

     ・特定健診受診率の低い地域への重点的な受診勧奨 

     ・特定保健指導の実施率の向上 

     ・糖尿病性腎症重症化予防 

     ・生活習慣病重症化予防 
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２ 重点保健事業の実施計画 

 

（１）特定健診受診率向上対策 

事業目的 事業内容・対象者・目標 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目し、糖尿病等の生活習慣病の

発症や重症化を予防する。 

 【事業内容】内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目し、

生活習慣病予防のための健康診査を指定医療機関での個別健診と、集団

健診で実施する。 

＜対象者＞40 歳から 74 歳までの国保加入者 

≪目標≫（アウトプット）受診率向上 平成 35 年：60％ 

（アウトカム）健康行動実施率向上（特定健診の質問票のうち、喫煙・

運動・飲酒・睡眠休養・食事のそれぞれの項目で良好な人の割合の増加） 

受診率の向上 

 【事業内容】受診しやすい体制の整備 

・個別、集団健診の併用 

・他の検診との同時実施（前立腺がん検診、胃がんリスク検診、胃がん

（胃カメラ）検診、大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、子宮頚がん検

診、乳がん検診） 

＜対象者＞40 歳から 74 歳までの国保加入者 

≪目標≫（アウトプット）受診率向上、平成 35 年：60％ 

【事業内容】受診勧奨の実施 

・受診票、受診勧奨資料の送付 

・各種保健事業、介護予防事業等での勧奨 

・モデル地区での受診意向調査、受診勧奨 

・「健康づくり講演会」での周知 

・健診を周知するための媒体の活用（「富岡市 健康のしおり」、広報と

みおか、公民館報、市ホームページ、とみおかインフォメール、医療

機関へのポスター掲示等） 

＜対象者＞市民 

≪目標≫（アウトプット）受診率向上、モデル地区の受診率向上 

【事業内容】未受診者対策 

・広報、ポスター掲示、各種保健事業・介護予防事業等での周知 

【事業内容】はがきによる個別勧奨 

＜対象者＞国保加入者で、２年間未受診の約 2,000 人 

≪目標≫（アウトプット）受診勧奨はがき送付実施率 100％ 

（アウトカム）受診率向上 
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（２）特定保健指導実施率向上対策 

40 歳・50 歳代の受診率向上 

 【事業内容】40 歳・50 歳代に案内の送付 

＜対象者＞40 歳から 59 歳までの国保加入者 

≪目標≫（アウトプット）案内の送付（実施率 100％） 

（アウトカム）40 歳・50 歳代の受診率向上 

事業目的 事業内容・対象者・目標 

生活習慣病リスク保有者が、健診結果の持つ意味を知り、生活習慣改善の必要性を

理解し、生活習慣改善に向けての行動変容を起こして健康状態を改善する。 

 【事業内容】特定健診結果により、肥満、血圧、脂質検査、血糖検査に

おいて、積極的支援、動機づけ支援に該当した者に対し、結果相談会、

健康相談、健康教室、保健指導の案内を郵送、電話、訪問によって勧奨

する。申込んだ対象者に、保健師・管理栄養士等が保健指導、栄養指導

等を実施 

＜対象者＞国保加入者で、特定健診を受診した特定保健指導基準該当者 

≪目標≫（アウトプット）特定保健指導の実施率向上、平成 35 年：40％ 

（アウトカム）終了者の改善率、特定保健指導該当者の次年度指導なし

率の増加、メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少 

実施率の向上 

 【事業内容】利用しやすい体制の整備 

・業務委託の実施（人間ドック受診者） 

・利用しやすいコースの提供（教室参加型・自宅型） 

・結果相談会やすこやか相談（週１回の定期相談）にて、特定保健指導

の初回面接を実施 

・就業者も参加できるよう、平日夜や土曜日に運動教室を開催 

＜対象者＞国保加入者で、特定健診を受診した特定保健指導基準該当者 

≪目標≫（アウトプット）特定保健指導の実施率向上、平成 35 年：40％ 

（アウトカム）終了者の改善率、特定保健指導該当者の次年度指導なし

率の増加、メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少 

 【事業内容】特定保健指導候補者選定事業（委託契約） 

・地域医師会に協力依頼をし、服薬（血圧・糖尿病・コレステロール）

がなく、血圧と BMI 又は腹囲が該当した者へ、健診当日に受診医療機

関の医師から、市の特定保健指導案内を実施する。 

＜対象者＞特定健診を受診した際に、①40 歳以上 74 歳未満、②内服薬

（高血圧症薬・糖尿病薬・高コレステロール血症薬）服用、③腹囲が男

性 85 ㎝上女性 90 ㎝以上または BMI25 以上、の３つとも該当する者 

≪目標≫（アウトプット）特定保健指導の実施率向上、平成 35 年：40％ 

（アウトカム）特定保健指導対象者の減少率 
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（３）糖尿病性腎症重症化予防 

 

 【事業内容】未利用者対策 

・訪問による利用勧奨 

・再勧奨通知送付による利用勧奨 

＜対象者＞国保加入者で、特定健診を受診した特定保健指導基準該当者 

≪目標≫（アウトプット）特定保健指導の利用率向上、平成 35 年：40％ 

 【事業内容】内容の充実 

・体組成計の活用（「見える化」の実施） 

・インセンティブの提供（万歩計、メジャー等） 

・事業内容の充実（教室内容、資料の見直し等） 

＜対象者＞国保加入者で、特定健診を受診した特定保健指導基準該当者 

≪目標≫（アウトプット）特定保健指導の利用率向上、平成 35 年：40％、 

特定保健指導利用者の終了率 100％ 

（アウトカム）終了者の改善率、特定保健指導該当者の次年度指導なし

率向上、メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少 

事業目的 事業内容・対象者・目標 

主治医との連携により、糖尿病が重症化するリスクの高い者を医療等に結びつけ腎

不全、人工透析への移行を防止し、健康寿命の延伸と医療費の増加抑制を図る。 

 【事業内容】主治医との連携により、糖尿病が重症化するリスクの高い

未受診者、治療中断者及び糖尿病性腎症で通院中の者を適切な医療に結

びつけ、保健指導・栄養指導等を実施する。 

＜対象者＞・特定健診受診者で、空腹時血糖 126mg/dl 以上またはヘモ

グロビンA1c6.5%以上で「要医療」となった者のうち、医療機関未受診者 

・eGFR60ml/分/1.73 ㎡未満の者 

・糖尿病性腎症で通院中の者で、重症化するリスクの高い者（中断者を

含む） 

・主治医の判断で保健指導等が必要と認めた者 

≪目標≫（アウトプット）受診勧奨実施率100％、生活改善指導の実施率

60％以上 

（アウトカム）医療機関への受診率、生活習慣の改善率（特定健診の質

問票のうち、喫煙・運動・飲酒・睡眠休養・食事の項目についての改善

率） 

 【事業内容】高血圧合併対策 

・糖尿病に加え、血圧が高いと透析になる可能性が高まることを広める 

＜対象者＞市民 

≪目標≫（アウトプット）広報や案内等での糖尿病、高血圧の知識の普

及を測る（実施率 100％）。 
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（４）生活習慣病重症化予防 

 

  

事業目的 事業内容・対象者・目標 

住民一人一人が、生活習慣病を予防し、良好な健康状態を保つことができるよう、

生活習慣病に対する知識や関心の向上を図る。 

 【事業内容】特定健診受診者のうち、特定健診の結果やレセプト情報か

ら生活習慣病の発症や重症化の可能性がある者に対し、健康教育・保健

指導・栄養指導等を実施する。 

＜対象者＞特定健診受診者のうち、生活習慣病の発症や重症化の可能性

のある者 

≪目標≫（アウトカム）受診勧奨者の医療機関受診率の増加（50％以上） 

 【事業内容】生活習慣病予防教室の実施 

＜対象者＞特定健診受診者のうち、生活習慣病の発症や重症化の可能性

のある者 

≪目標≫（アウトプット）教室参加率の増加（参加率 10％以上） 

（アウトカム）受診勧奨判定値を持つものの減少（50％以下） 
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第 6 章 データヘルス計画（第２期）における            

    特定健康診査・特定保健指導実施計画（第３期） 

                                  

 

１ 計画の概要 

 

（１）計画の趣旨 

平成 20 年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和 57 年法

律第 80 号）に基づき糖尿病等の生活習慣の発症や重症化を予防するた

め、医療保険者にメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査

及び特定保健指導の実施が義務付けられました。 

富岡市国民健康保険では、平成 20 年 1 月に「特定健康診査・特定保

健指導実施計画書」、平成 25 年３月に第２期「特定健康診査・特定保

健指導実施計画書」を策定し、特定健診・特定保健指導を実施し、生

活習慣病の予防、早期発見、早期治療に取り組んできました。 

本計画は第２期（平成 25 年度から平成 29 年度まで）の計画期間が

終了することに伴い、生活習慣病の予防を図り、生活の質の向上に資

するため、第３期（平成 30 年度から平成 35 年度まで）の計画として

策定するものです。 

 

（２）特定健診・特定保健指導の定義と対象 

医療保険者の 40 歳から 74 歳までの加入者を対象とした内臓脂肪型

肥満に着目した検査項目での健康診査を「特定健康診査（特定健診）」

といいます。また、特定健診の結果により、健康の保持に努める必要

がある者に対し実施する情報提供・動機付け支援・積極的支援を「特

定保健指導」といいます。 

 

（３）メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目する意義 

平成 17 年 4 月に、日本内科学会等内科系８学会が合同でメタボリッ

クシンドロームの疾患概念と判断基準を示しました。 

これは、内蔵脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、

高血圧を呈する病態であり、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾

患、脳血管疾患等の発症リスクが高く、内臓脂肪を減少させることで

それらの発症リスクの低減が図られるという考え方を基本としていま

す。 

すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、脂質異常症、高血圧

症は予防可能であり、また、発症してしまった後でも、血糖、血圧等

をコントロールすることにより、心筋梗塞等の心血管疾患、脳梗塞等

の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や重症化を

予防することは可能であるという考え方です。 
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（４）特定健診・特定保健指導の基本的な考え方 

内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導

の基本的な考え方は、次のとおりです。 

 

   ○特定健診・特定保健指導は、保険者が健診結果により、内臓脂肪

の蓄積に起因する糖尿病等のリスクに応じて対象者を選定し、対

象者自らが健康状態を自覚し、生活習慣改善の必要性を理解した

上で実践につなげるよう、専門職が個別に介入するものである（法

定義務）。 

 

 

 

 

 

 

 

      出典：厚生労働省ホームページ 

 

（５）計画の性格 

この計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第 18 条特定健康

診査等基本指針に基づき策定する計画であり、群馬県医療費適正化計

画等と十分な整合性を図るものとします。 

 

（６）計画の期間 

第 3 期の計画期間は、平成 30 年度から平成 35 年度までとし、必要

に応じて見直しを行うこととします。 

  

【積極的支援】 
3か月以上：継続的な支援 

【動機付け支援】 

健診結果の情報提供 

保健指導対象者の選定 

医療機関への受診勧奨 

特定保健指導 
特 
定 
健 
診 

初回 
面接 

実績 
評価 

国 
に 
報 
告 



- 40 - 

 

２ 特定健診・特定保健指導実施計画 

 

（１）目標 

特定健康診査等基本指針に掲げる参酌基準をもとに、本市の国民健

康保険における目標値を下記のとおり設定します。 

また、この計画の実行により、メタボリックシンドローム(内蔵脂肪

症候群)の該当者・予備群を平成 20 年度と比べて平成 35 年度において

25％以上減少することを目標とします。 

 

【目標値】 

   

（２）対象者数 

ア 特定健診の対象者 

特定健診対象者は、実施年度中に年齢が 40 歳から 74 歳までの本

市の国民健康保険の加入者です。 

なお、妊産婦その他厚生労働大臣が定める者（刑務所入所中、海

外在住、長期入院等）は、上記対象者から除きます。 

 

【国保被保険者数・特定健診対象者の推計】 

 

イ 特定保健指導の対象者 

    特定保健指導は、国では「情報提供」「動機付け支援」「積極的支援」

の 3 種類を定めています。特定健診の結果、腹囲が(男性)85 ㎝以上・

(女性)90 ㎝以上の者、または腹囲が(男性)85 ㎝未満・(女性)90 ㎝未

満の者で BMI が 25 以上の者のうち、血糖(空腹時血糖 100 ㎎／dl 以上

又はヘモグロビンA1c 5.6％以上)、脂質（中性脂肪 150 ㎎／dl 以上又は

年度 30 31 32 33 34 35 

特定健診受診率 55％ 56％ 58％ 59％ 60％ 60％ 

特定保健指導の実施率 40％ 40％ 40％ 40％ 40％ 40％ 

メタボリックシンドローム該当者・予備軍の減少率 25％以上 

年度 被保険者数 40 歳～74 歳 
特定健診 

受診率 

特定健診 

受診者 

特定保健指導 

実施率 

30 11,558 人 9,567 人 40％ 3,826 人 40％ 

31 11,048 人 9,170 人 45％ 4,126 人 40％ 

32 10,667 人 8,854 人 50％ 4,427 人 40％ 

33 10,402 人 8,634 人 55％ 4,748 人 40％ 

34 10,245 人 8,503 人 60％ 5,101 人 40％ 

35 10,192 人 8,459 人 60％ 5,075 人 40％ 
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HDL コレステロール 40 ㎎／dl 未満)、血圧(収縮期 130 ㎜ Hg 以上又は

拡張期 85 ㎜ Hg 以上)に該当する者で、糖尿病、高血圧症又は脂質異常

症の治療に係る薬剤を服用している者を除きます。 

また、追加リスクの多少と喫煙歴の有無により、動機付け支援の対

象者となるのか積極的支援の対象者となるのかが異なります。 

     

【特定保健指導の対象者（階層化）】 

腹囲 

追加リスク 

④喫煙歴 

対象 

①血糖  

②脂質  

③血圧 

40～64 歳 65～74 歳 

男性 85 ㎝以上 

女性 90 ㎝以上 

２つ以上該当  積極的 

支援 
動機付け 

支援 １つ該当 
あり 

なし  

上記以外で 

BMI25 以上 

３つ該当  積極的 

支援 動機付け 

支援 
２つ該当 

あり 

なし  

１つ該当  
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（３）特定健診等の実施方法 

ア 特定健診実施場所 

（ア）個別健診 指定医療機関 

（イ）集団健診 妙義中央公民館 

 

イ 特定健診実施項目 

（ア）基本的な健診項目 

      実施項目は、法定の健診項目とします。 

 

【基本的な健診の項目】 

項目 備考 

既往歴の調査 
服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査(質問票)を含

む 

自覚症状及び他覚

症状の有無の検査 
理学的検査(身体診察) 

身長、体重及び 

腹囲の測定 

腹囲の測定は、厚生労働大臣が定める基準(BMI が 20

未満の者、もしくは BMI が 22 未満で自ら腹囲の測定

をし、その値を申告した者)に基づき医師が必要でな

いと認める時は、省略可。腹囲の測定に代えて、内

臓脂肪面積の測定でも可 

BMI の測定 BMI＝体重(Kg)÷身長（m）の２乗 

血圧の測定  

肝機能検査 

血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミ

ナーゼ(GOT(AST)) 

血清グルタミックピルピックトランスアミナーゼ

(GPT(ALT)) 

ガンマーグルタミルトランスぺプチダーゼ

(γ―GTP) 

血中脂肪検査 

血清トリグリセライド(中性脂肪)の量 

高比重リポ蛋白コレステロール（HDL コレステロー

ル）の量 

低比重リポ蛋白コレステロール（LDL コレステロー

ル）の量 

血糖検査 空腹時血糖又はヘモグロビンA1c（ＨｂA１ｃ） 

尿検査 尿中の糖及び蛋白の有無 

 

  



- 43 - 

 

（イ）詳細な健診の項目 

対象者のうち、医師の判断により受診しなければならない項目 

（詳細な健診項目）としては、貧血検査、心電図検査、眼底検 

査、血清クレアチニン検査（eGFR による腎機能の評価を含む） 

の４項目となります。 

なお、実施する場合は、医師は当該項目を実施する理由を医 

療保険者に明らかにしなければならないことから、健診結果デ 

ータにその理由を明記し判断した医師名を付記の上でデータを 

送付します。また、受診者に対しては実施時に十分な説明を行 

うことが求められます。 

 

【詳細な健診項目（医師の判断による追加項目）】 

追加項目 実施できる条件（判断基準） 

貧血検査（ヘマトク

リット値、血色素量

及び赤血球数の測

定） 

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑わ

れる者 

心電図検査（12 誘

導心電図） 

当該年度の特定健診の結果等において、収縮期血

圧140mmHg以上もしくは拡張期血圧90mmHg以上又

は問診等で不整脈が疑われる者 

眼底検査 当該年度の特定健診の結果等において、血圧又は

血糖が、血圧収縮期 140mmHg 以上又は拡張期

90mmHg 以上の者 

ただし、当該年度の特定健診の結果等において、

血圧の基準に該当せず、かつ血糖検査の結果につ

いて確認することができない場合においては、前

年度の特定健診の結果等において、血糖検査の基

準に該当する者を含む。 

血清クレアチニン

検査（eGFR による

腎機能の評価を含

む） 

当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧

又は血糖が、血圧 収縮期 130mmHg 以上又は拡張期

85mmHg 以上 血糖 空腹時血糖値が 100mg/dl 以上、

ヘモグロビンA1c (NGSP 値)5.6%以上又は随時血糖

値が 100mg/dl 以上の者 

 

ウ 実施時期及び期間等 

（ア）特定健診 

・実施時期 

        個別健診：6 月から 12 月まで  

集団健診：9 月頃 
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・外部委託の有無 

        個別健診は医師会、集団健診は財団法人群馬県健康づく

り財団へ委託し実施します。 

・委託契約の契約形態 

        個別健診は集合契約、集団健診は個別契約とします。 

      ・受診方法 

        個別健診：指定された期間内に受診券・受診票、保険証

を持って指定の医療機関で受診します。 

        集団健診：指定された日時に受診券・受診票、保険証を

持って指定の場所で受診します。 

・周知・案内方法 

受診券・受診票を該当者へ配布する際、受診案内のチラ

シを同封します。 

また、広報紙やホームページに掲載し、健診の必要性等

について周知を図ります。 

・特定健診のデータ保存方法 

        特定健診は、原則として特定健診を受託する医療機関が、

国の定める電子的標準形式により、群馬県国民健康保険団

体連合会（以下「国保連」という。）へ提出します。 

また、国保連の健康管理システムを利用し保存します。

特定健診に関するデータは、原則５年保存とします。 

・事業主健診等の健診受診者のデータ収集方法 

        本人から紙媒体で情報提供してもらうものとします。 

        事業所等へ健診データの情報提供を依頼します。 

（イ）特定保健指導 

・実施時期 

        通年 

      ・外部委託の有無 

        特定保健指導は、指導の一部を医師会に委託し、その他

を直営で実施します。人間ドック受診者については、公立

富岡総合病院へ委託します。 

・指導案内・周知方法 

特定保健指導対象者に、「特定保健指導の案内」を送付し 

ます。 

また、広報紙やホームページに掲載し、特定保健指導の 

必要性等について周知を図ります。 

      ・特定保健指導のデータ保存方法 

特定保健指導に関するデータは、原則５年保存とし、国 

保連の健康管理システムを利用し保存します。 
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エ 受診券、利用券の交付時期 

     (ア) 受診券の交付  6 月に送付します。 

     (イ) 利用券の交付  利用券は対象者に送付します。 

 

オ 特定保健指導の対象者の抽出(重点化)の方法 

      原則として全ての対象者に実施することとし、重点化は実施しま

せん。 

 

  カ 実施に関する毎年度のスケジュール 

年度当初 

（１）契約の締結 

（２）受診券・受診票の発行 

（３）案内書の送付 

年度前半 

（１）特定健診の実施 

（２）特定保健指導の開始 

（３）前年度の実施結果の検証や評価を実施し、翌年度の

事業計画の検討（必要に応じ実施計画の見直し） 

年度後半 

（１）特定保健指導の実施 

（２）評価結果や事業計画を受け、次年度の委託契約の設

定準備(実施機関との調整) 

（３）予算組み等 
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（４）個人情報の保護 

特定健診や保健指導の記録の取り扱いに当たり、個人情報保護の観点

から適切な対応を行います。個人情報保護の取り扱いについては、国民

健康保険組合等における個人情報の適切な取り扱い、職員の義務(データ

の正確性の確保、漏洩防止措置、委託先の監督)について周知徹底を図り

ます。 

    

【健康保険法】 

  （秘密保持義務） 

第 7 条の 37 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、

健康保健事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏

らしてはならない。 

第 207 条の 2 第 7 条の 37 第 1 項の規定に違反して秘密を漏らした

者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

【国民健康保険法】 

第 120 条の 2 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった

者が、正当な理由なしに、国民健康保健事業に関して職務上知得

した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。 

【高齢者の医療の確保に関する法律】 

  （秘密保持義務） 

第 30 条 第 28 条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の

委託を受けた者（その者が法人である場合にあっては、その役員）

若しくはその職員又はこれらの者であった者は、その実施に関し

て知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 

第 167 条 第 30 条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下

の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

 

 (５) 特定健診等実施計画の公表・周知 

ア 実施計画の公表方法 

市のホームページなどに掲載し、公表します。 

 

  イ 特定健診等を実施する趣旨・普及啓発の方法 

なぜ健診・保健指導を受ける必要があるのか等情報提供や啓発を

図り、特定健診・特定保健指導実施への理解を深めていく必要があ

ります。 

     普及啓発の方法としては、広報紙やホームページへの掲載をとお

して、健診・保健指導の必要性を周知します。また、全対象者へチ

ラシを配布し、特定健診・特定保健指導の案内及び受診方法等の周
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知を図ります。 

  

(６) 特定健診等実施計画の評価及び見直し 

特定健診等実施計画の評価は、特定健診・特定保健指導の方法、内容、

結果等について、生活習慣病該当者・予備群の減少や医療費適正化への

効果、目標数値との連動性を考慮して行います。 

なお、評価結果を整理し、必要に応じて実施計画の見直しを行うもの

とします。 

    

 【評価のポイント】 

   ① 健診実施体制等（機関・案内・健診実施体制等） 

   ② 特定保健指導の指導内容及び実施体制 

   ③ 健診の受診率（目標数値の達成度等） 

   ④ 健診受診者における内臓脂肪症候群該当者数の割合 

   ⑤ 健診後における階層化 

   ⑥ 特定保健指導の実施率（目標数値の達成度等） 

   ⑦ 生活習慣の改善への効果度 

   以上の評価ポイントに基づき、事業終了後、検証を行うものとします。 

 

 (７) その他 

ア 庁内連携による同時実施体制づくりについて 

特定健診の実施に合わせ、健康増進法において実施する「肝炎ウ

イルス検診」、「前立腺がん検診」も同時に実施します。 

     また、「子宮頸がん・乳がん・大腸がん・胃がん（胃カメラ）・胃

がんリスク検診」については、一部の実施可能な医療機関で同時実

施します。 

    

イ 事業主との連携について 

被用者保険においては、健診・保健指導を円滑に実施していく上

で、事業主との連携協力体制を構築しておくことが必要です。 

（ア）事業主健診の結果の受領方法 

（イ）被扶養者への受診案内 

 

ウ 人間ドック助成事業の実施 

疾病予防事業として人間ドック助成事業を実施します。人間ドッ

クを受診した場合は、特定健診を受診したものとみなします。 

     なお、受診者の承諾を得て、医療機関から健診データの提供を受

けるものとします。 
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第７章 個人情報の保護 

                                 

 

１ 基本的な考え方 

  特定健診・特定保健指導の結果についてのデータの取り扱いについて

は、個人情報保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等を踏ま

えて対応します。また、レセプトデータを含む医療情報についても、関

係法令やガイドラインに基づき、個人情報の保護に十分に配慮して取り

扱います。 

  

２ 個人情報の取り扱い及び守秘義務規定の遵守 

  本市における個人情報管理については、「富岡市個人情報保護条例」、

「富岡市個人情報保護条例施行規則」、「富岡市個人情報保護事務取扱要

綱」に基づいて行います。 

  

 

第８章 計画の見直し 

                                 

 

最終年度に全体評価を行い、その評価に基づき本計画をより実行性の高

いものにするため、見直しを行います。見直された内容は、次期計画に反

映し、より効果的な事業が行います。 

  

 

第９章 計画の公表・周知 

                                 

 

 本計画は、市ホームページ等で公表します。 

  

 

第１０章 事業運営上の留意事項 

                                 

 

 本計画の各事業の目標を達成するため、各事業を担当する関係部署、関

係団体と連携を図り、それぞれが持つ課題を共有し各事業を運営していき

ます。 

 事業担当者は、常に最新の情報を収集するとともに研修等への参加によ

り事業の質の向上を図ります。 
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補足事項 

                                 

 

１ 用語の説明 

用語 説明 

ジェネリック

医薬品（後発医

薬品） 

 医薬品の有効成分に対する特許である物質特許が切れた医薬品を他の製

薬会社が製造、供給する医薬品のことです。開発費が大幅に削減できるため、

新薬と同じ有効成分・同等の効き目でありながら、薬の価格を低く抑えるこ

とができます。 

国保データベ

ース（ＫＤＢ）

システム 

国保データベース（ＫＤＢ）システムは国保連合会が保険者の委託を受け

て行う各種制度の審査支払業務及び保険者事務共同電算業務を通じて管理

する「特定健康診査・特定保健指導」、「医療（後期高齢者医療を含む。）」、

「介護保険」等に係る情報を利活用し、統計情報等を保険者向けに提供する

ことで、保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実務をサポートすることを

目的として構築されたシステムです。 

診療報酬明細

書（レセプト） 

 保険医療機関等が被保険者の診療を行ったときの医療費を、被保険者の所

属する保険者に対して請求する診療報酬請求書に添付する書類です。被保険

者ごとに毎月一枚作成し、各月に実際に行った診療内容と個々の診療行為に

要した費用の額を記入するもので、診療内容の明細を示すために作成されま

す。 

特定健康診査  メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健康診査のこと

です。40 歳から 74 歳までが対象で、糖尿病や心臓病、脳卒中などの生活習

慣病を早期発見し、重症化を防ぐことを目的とします。 

特定保健指導  特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い人に対して、医

師や保健師や管理栄養士等が一人ひとりの身体状況に合わせた生活習慣を

見直すためのサポートをすることです。リスクの程度に応じて、動機付け支

援と積極的支援があります（リスクが高い方が積極的支援となります）。 

標準化死亡比  死亡率は年齢によって大きな違いがあることから、異なった年齢構成を持

つ地域別の死亡率をそのまま比較することはできません。そのため、標準的

な年齢構成に合わせて、地域別の年齢階級別の死亡率を算出して比較する必

要があります。 

 標準化死亡比は、基準死亡率（人口 10 万対の死亡数）を対象地域に当て

はめた場合に、計算により求められる期待される死亡数と実際に観察された

死亡数とを比較するものです。国や県等の平均を 100 とし、標準化死亡比が

100 より大きい場合は、国や県等の平均より死亡率が高いと判断され、100

より小さい場合は死亡率が低いと判断されます。 

メタボリック 

シンドローム 

 内臓脂肪蓄積に加えて、血糖や脂質（HDL コレステロールと中性脂肪）、

血圧が一定以上の値を示している場合をいいます。内臓脂肪の蓄積により，

動脈硬化が進行しやすく，心筋梗塞や脳卒中を発症しやすくなります。 
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２ 有所見（リスク）判定基準値 

判定項目名 判定基準値 

腹囲 男性：85cm 以上 女性：90cm 以上 

ＢＭＩ 25 以上 

収縮期血圧 130mmHg 以上 

拡張期血圧 85mmHg 以上 

中性脂肪 150mg/dL 以上 

ＨＤＬコレステロール 40mg/dL 未満 

ＬＤＬコレステロール 120mg/dL 以上 

空腹時血糖 100mg/dL 以上 

ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ） 5.6% 以上 

ＡＳＴ（ＧＯＴ） 31U/L 以上 

ＡＬＴ（ＧＰＴ） 31U/L 以上 

γ-ＧＴＰ 51U/L 以上 

血色素量 男性：13g/dL 以下 女性：12g/dL 以下 

血圧高値判定 収縮期血圧 >= 130mmHg 

 又は 拡張期血圧 >=  85mmHg 

血糖高値判定 HbA1c(NGSP) >= 5.6% 

又は 空腹時血糖 >= 100mg/dL 

脂質異常判定 中性脂肪 >= 150mg/dL 

 又は LDL コレステロール >= 120mg/dL 

 又は HDL コレステロール <  40mg/dL 

特定保健指導判定 次頁の図「特定保健指導判定基準」を参照 

メタボリックシンドローム判定 次頁の図「メタボリックシンドローム判定基準」を参照 

 

  



 

３ 特定保健指導判定基準

 

 

４ メタボリックシンドローム判定基準
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メタボリックシンドローム判定基準 
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５ 保健事業の内容 

（１）成人保健事業 

①健康診査 

事業名 内容 従事者等 

 特定健康診査 40～74 歳の国保加入者を対象に、血圧測

定・血液検査等を実施（個別…指定医療機

関、集団…妙義地区） 

  医師会・検査室・健康

づくり財団・保健師・

看護師・事務職・保健

ボランティア他 

健康診査 75 歳以上の人を対象に血圧測定・血液検査

等を実施 

若年者健康診査 19～39 歳の希望者を対象に血圧測定・血液

検査等を実施 

肝炎ウイルス検診 40 歳以上の未検査者を対象に、血液検査を

実施。40・45・50・55・60 歳の未検査者に

通知による個別勧奨 

が
ん
検
診 

乳
腺 

集団 40 歳以上の前年度未受診の女性を対象に、

マンモグラフィー・視触診・甲状腺がん検

診を実施 

個別 40 歳以上の前年度未受診の女性を対象に、

マンモグラフィーを実施（市内指定医療機関） 

集団・個別 がん検診推進事業(クーポン券）（対象：40歳） 

子
宮 

集団 20 歳以上の前年度未受診女性を対象に、子

宮頚部細胞診等を実施 

個別 同上（市内指定医療機関） 

集団・個別 がん検診推進事業(クーポン券)（対象：20歳） 

胃 

集団バリ

ウム 

がんセット検診※１として実施。40 歳以上の

人を対象に胃のレントゲン撮影を実施 

松井田病院・保健師・

看護師・事務職・保健

ボランティア他 

個別胃カ

メラ 

50 歳以上の前年度胃カメラ検診未受診の人

を対象に実施 

医師会・公立病院・検

査室・保健師他 

肺 がんセット検診※１として実施。40 歳以上の

人を対象に、肺のレントゲン撮影と必要な

人に喀痰検査を実施 

松井田病院・保健師・

看護師・事務職 

   胃 が ん リ ス ク

（ABC） 

血液検査で、胃がん発症のリスクを判定 

（対象：40・45・50・55・60・65・70 歳） 

 医師会・検査室・財団・

保健師 

大
腸 

集団 がんセット検診※１として実施。40 歳以上の

人を対象に、便潜血反応検査を実施 

松井田病院・保健師・

事務職・保健推進員他 

個別 40 歳以上の人を対象に、便潜血反応検査を

実施（指定医療機関） 

 医師会・検査室・保健

師他 
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が
ん
検
診 

前立腺 50 歳以上の男性を対象に、血液検査を実施 医師会・検査室・財団・

保健師・看護師・事務

職他 

※１がんセット検診 胃・肺・大腸がん検診を同時に実施。（3種から選択可能） 

 

助成・割引受診券交付事業 

事業名 内容 従事者等 

人間ドック助成事業 35 歳以上の国保加入者を対象に公立富岡総

合病院・下仁田厚生病院で実施する人間ド

ック(脳ドックを含む)希望者に助成 

公立富岡総合病院・下

仁田厚生病院・国保年

金課 

PET/CT 健診割引受診券

交付事業 

19 歳以上の人で、公立富岡総合病院で実施

するPET/CT健診希望者に割引受診券を交付 

公立富岡総合病院・健

康推進課 

 

事業名 内容 従事者等 

  医療費通知 診療状況を把握し、医療費適正化への意識

付けとするため、国保加入者全員を対象に

通知を発送 
国保年金課・国保連合

会 
ジェネリック医薬品差

額通知 

ジェネリック医薬品の利用促進のため、該

当者に通知 

 

②特定保健指導 

事業名 内容 従事者等 

特定保健指導 特定健診で積極的支援・動機付け支援が必

要となった人への保健指導 

公立富岡総合病院・保

健師・健康運動指導

士・栄養士他 

 

③健康教育 

事業名 内容 従事者等 

一般健康教育 

特定健診結果相談会 

医師・保健師・栄養士・

健康運動指導士・歯科

衛生士他 

健康に関する教室の開催 

その他、依頼された教室・講座・検診の場

での教育等 

           重症化予防事業 糖尿病などを治療中の人等を対象とし、重

症化を予防するための健康教育 

 

 

 

 

 



- 54 - 

 

④健康相談 

事業名 内容 従事者等 

総合健 

康相談 

すこやか相談 健康に関する相談を保健センターで実施 

保健師・栄養士他 みんなの相談 所外（イベント等）での健康相談 

その他相談 その他電話相談・窓口相談など 

 

⑤健康手帳の交付 

事業名 内容 従事者等 

健康手帳の交付     40 歳以上の希望者に交付 保健師他 

 

⑥訪問指導 

事業名 内容 従事者等 

訪問指導     疾病予防の知識・検診受診勧奨・家庭での

健康管理等について 

保健師・栄養士他 

 

⑦歯科保健 

事業名 内容 従事者等 

歯周病検診 成人の歯科保健向上の一環として、40 歳以

上の希望者を対象に、歯科検診を実施（指

定医療機関） 

 歯科医師会・保健師他 

 

（２）精神保健事業 

事業名 内容 従事者等 

   こころの相談 電話・来所による相談 
保健師 

家庭訪問  対象者宅での相談等 

関係機関との連携 精神保健相談等の活用・ケース連絡・訪問

など 

精神科医・ケースワー

カー・保健師・支援セ

ンター他 

 

（３）母子保健事業 

①健康相談 

事業名 内容 従事者等 

妊婦健康相談  妊娠届出の受理・受診票の交付・健康相談 保健師・助産師 

乳幼児健康相談  計測、育児・栄養相談 保健師・助産師・看護

師・栄養士・保健推進

員 

母乳育児相談 母乳育児についての相談 助産師 

電話相談・育児相談 電話・来所による相談 
保健師・助産師 

家庭訪問  妊産婦・未熟児訪問指導・乳幼児の訪問指導 
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心理相談 発達やこころの心配ごとの相談 臨床心理士・保健師 

言語相談 ことばの遅れや発音などについての相談 言語聴覚士・保健師 

        障害児支援 発達の遅い子をもつ親の相談会。学習会・

情報交換など 

保健師他 

 

②健康診査・検診 

事業名 内容 従事者等 

妊婦健康診査 妊娠中の健康診査（受診票を 1人 14枚交付） 
医療機関（産婦人科） 

新生児聴覚検査 新生児期の聴覚検査（受診票を交付） 

先天性股関節脱臼検診 １～３か月児を対象に股関節脱臼・斜頚の

早期発見・対処のための検診 

整形外科医・保健師・

保健推進員他 

離乳食指導     離乳食が始まるまでの栄養指導を実施  栄養士 

予防接種指導 予防接種の受け方の説明  保健師 

４か月児健診 満４か月児を対象に健康診査を実施 小児科医・保健師・栄

養士・保健推進員・読

み聞かせ連絡協議会他 

    10 か月児健診 満 10 か月児を対象に健康診査を実施 小児科医・保健師・歯

科衛生士・栄養士・保

健推進員他 

１歳６か月児健診 満１歳６か月児を対象に健康診査を実施 

 

小児科医・歯科医・保

健師・歯科衛生士・栄

養士・保育士・臨床心

理士・保健推進員他 

３歳児健診 満３歳児を対象に健康診査を実施 

 

③健康教育 

事業名 内容 従事者等 

母親学級 

『ぺんぎんくらぶ』 妊婦やその家族を対象に妊娠・出産・育児

の知識の普及と仲間づくりを目的とした事

業 

産婦人科医・歯科医・

保健師・助産師・栄養

士・歯科衛生士・保健

ボランティア他 

はじめてのパパ教室 保健師           他 

離乳食講習会 調理実習を行い離乳食の大切さや進め方を

知ってもらう事業 

栄養士・保健師・保健

推進員他 

子育て教室 妊婦や乳幼児の保護者等を対象に『子ども

の病気とその対処法』・『親子遊び』の講演

会（実習を含む） 

小児科医・保健師・保

育士・救急救命士・保

健推進員他 

あそびの教室 

（甘楽町と共催） 

 発達に不安のある幼児と保護者を対象にあ

そびを通して関わり方を学び、保護者の交

流を深め育児不安の軽減を図る事業 

保健師・保育士・保健

ボランティア他 
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ブックスタート事業 絵本を介して親子の絆を深める運動 生涯学習課・こども

課・市民生活課・社会

福祉協議会・読み聞か

せ連絡協議会・保健推

進員・保健師他 

 

④歯科保健 

事業名 内容 従事者等 

母親学級 妊婦・乳児の歯科保健 

母親学級・健康診査の

従事者 

10 か月 健診 乳歯のむし歯予防 

１歳６か月健診 幼児のむし歯予防。希望者にフッ素塗布 

３歳児健診 幼児のむし歯予防。希望者にフッ素塗布 

にこにこ教室 ２歳・２歳半・３歳半児を対象に、むし歯

予防のための教室。希望者にフッ素塗布 

歯科医師・歯科衛生

士・保育士・保健師・

栄養士・保健推進員・

読み聞かせ連絡協議会

他 

はっぴぃルーム むし歯予防が特に必要な親子を対象とした

事業。希望者にフッ素塗布 

歯と口の健康フェア 8020 運動の推進事業｡口腔保健センターで

実施 

歯科医師会との共催 

  親と子のよい歯のコン

クール 

        前年度３歳児健診の対象者とその親の口腔

内優良者のコンクール 

歯科医師会が主催 

フッ素洗口説明会 年中児の保護者と市内保育施設等の職員を

対象に、フッ素洗口の説明会を実施 

歯科医師・歯科衛生・

保健師他 

フッ素洗口 市内保育施設等の年中・年長児（希望者）

を対象に、週５日法で実施 

各保育施設等 

歯科保健指導 市内保育施設等の年長児と保護者を対象

に、６歳臼歯のむし歯予防指導を実施 

      歯科衛生士・保健師他 

 

⑤その他 

事業名 内容 従事者等 

不妊・不育症治療費助

成事業 

不妊治療費（特定不妊治療を含む）と不育

症治療費の一部を助成（上限 20 万円） 

保健師・事務職他 

 

産後ママサポート事業 出産後の体調等が不安定な母親の家事や育

児の一部をサポートする事業の費用を助成 

サポート会員・こども

課・母子保健コーディ

ネーター他 
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（４）感染症予防事業 

①予防接種事業 

（ア）乳幼児 

予防接種 対象 従事者等 

 ヒブ ２か月～５歳未満 

医師会・看護師・保健

師・事務職他 

小児用肺炎球菌    ２か月～５歳未満 

Ｂ型肝炎  ２か月～１歳未満 

四種混合（ＤＰＴ－Ｉ

ＰＶ） 

３か月～７歳半未満 

ポリオ ３か月～７歳半未満 

水痘 12 か月～３歳未満 

ＭＲ（麻しん・風しん） 
１期：満１歳～２歳未満 

 ２期：就学前１年間 

ＢＣＧ    １歳未満 

日本脳炎 １期：６か月～７歳半未満（３・４歳児に

接種勧奨） 

 

（イ）児童・生徒数 

予防接種 対象 従事者等 

二種混合（ＤＴ） 満 11 歳～13 歳未満（小学６年生） 

医師会・看護師・保健

師・事務職他 
日本脳炎 

   １期特例措置※１対象者 

２期：小学４年生相当・高校３年生相当に

接種勧奨 

子宮頸がん※２ 小学６年～高校１年生 

※１ 日本脳炎特例措置 

･平成７年４月２日～平成 19 年４月１日生れの人は、特例措置として、

１期・２期の未接種回数分を 20 歳未満まで接種できる。 

・平成 19 年４月２日～平成 21 年 10 月１日生れの人は、特例措置とし

て、１期の未接種回数分を９歳～13 歳未満で接種できる。 

※２ 子宮頸がん予防接種  

平成 25 年６月から積極的接種勧奨を控えている。 

 

（ウ）高齢者 

予防接種 対象 従事者等 

インフルエンザ 65 歳以上の希望者、60～64 歳のハイリスク

者 医療機関・看護師・保

健師・事務職他 高齢者用肺炎球菌 

（２３価） 

   年度年齢が 65・70・75・80・85・90・95・

100 歳の希望者、60～64 歳のハイリスク者 
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②ワクチン接種費用助成事業 

予防接種 対象 従事者等 

  おたふくかぜ １～４歳（4,900 円助成） 

医療機関・看護師・保

健師・事務職他 

高齢者用肺炎球菌 

（２３価） 

65 歳以上（定期除く）（3,500 円助成） 

大人の風しん 平成 2 年４月１日以前生まれで、妊娠を希

望している女性及び夫等（ＭＲ5,000 円、風

しん単独 3,000 円助成） 

 

③結核健康診断（胸部レントゲン撮影）…胸部検診として肺がん検診同時実施 

内容 対象 従事者等 

集団健診（デジタル撮

影） 

65歳以上と40～64歳の希望者に集団健診を

実施（40～64 歳は 500 円の自己負担あり） 

松井田病院・保健師・

事務職他 

 

（５）介護予防事業 

①介護予防推進事業 

内容 対象 従事者等 

いきいき健康教室(週１回) 

介護認定を受けて

いない 65 歳以上

の元気高齢者 

運動指導士・運動指導員 高齢者の筋力トレーニング教室(週１回) 

湯快な健康教室（月２回） 

運動教室支援者養成研修「お助けし隊」研修 運動指導士・市担当者 

出張介護予防教室 市担当職員 

フレイル 

予防 

高齢者口腔保健指導「歯と口の健

康講座 

歯科衛生士保健師他 

栄養編 栄養士・保健師他 

介護予防サポーター活動 筋力トレーニング教室サ

ポーター 

腰痛ひざ痛予防・改善教室 柔道整復師・保健師他 

カラダ元気塾「もみじコース」 健康運動指導士・栄養士他 

 

②電話健康医療相談事業 

事業名 内容 従事者等 

とみおか健康ダイヤル

２４ 

健康、医療、介護、看護、育児、メンタル

ヘルス等様々な健康に関する疑問や不安を

電話で相談できる。365 日、24 時間対応 

 医師・保健師・看護婦・

カウンセラー他 
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③一般介護予防事業 

事業名 内容 従事者等 

カラダ元気塾 

「いきいきコース」 

若年層から始める介護予防のための運動教

室（週 1回（昼間）） 
健康運動指導士・栄養

士・保健師他 
カラダ元気塾 

「からだケアコース」 

「すみれコース」 

 若年層から始める介護予防のための運動教

室（週 2回（夜間） 
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