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１ はじめに 

平成27年12月に津市国民健康保険保健事業実施計画を策定し、医療費等のデータ分析

に基づき、健康寿命の延伸と医療費適正化を長期目標に掲げ、関係部署と連携し、保健事

業を実施してきました。平成30年3月に計画の評価・見直しを行い、津市第2期国民健康保

険保健事業実施計画・津市第3期国民健康保険特定健康診査等実施計画を一体的に策定し、

保健事業を実施しています。 

このたび、津市第2期国民健康保険保健事業実施計画・津市第3期国民健康保険特定健康

診査等実施計画策定から3年が経過したことから、特に重点的に取り組んできた特定健康

診査受診率向上事業、特定保健指導実施率（終了率）向上事業、糖尿病性腎症重症化予防

事業、受診勧奨判定値を超えた人への対策（受診勧奨）についての中間評価を行い、見直

しを行います。 

 

２ 中間評価 

⑴ 特定健康診査受診率向上事業 

   【事業目的】 

    生活習慣病※1の発症や重症化を防ぐために、特定健康診査受診率向上をめざしま

す。 

   【これまでの取組】 

    受診しやすい体制づくりとして、特定健康診査実施期間の延長（施設健康診査のみ

1か月間延長）、土・日・祝日の実施、がん検診との同時実施及び非課税世帯の無料化

を行いました。 

    特定健康診査受診啓発として、広報津や国保だより等での啓発や健康まつり等の

イベントや街頭での啓発を実施しました。また、医療機関等の関係機関や地域で健康

づくりを広める活動をしているヘルスボランティアへ啓発依頼し、チラシ配布やポ

スター掲示等を行いました。 

未受診者対策として、ハガキや電話による勧奨を行いました。また、特定健康診査

受診率の低い地区（特定健康診査啓発モデル地区）の未受診者への訪問による勧奨を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

  ※１ 生活習慣病とは、食習慣、運動習慣、休養、喫煙等の生活習慣が、その発症・進行に関与す
る疾患群のことで、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、脂肪肝、動脈硬化症、脳出
血、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞、がんなどがある。 
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【目標達成状況】 

指標 目標値 
基準 

(H28年度) 
H29年度 H30年度 R元年度 評価 

①特定健康診査

受診率 

60.0% 

(実質的目
標値45%) 

40.4% 41.4% 40.7% 41.5% B 

②勧奨実施後の

受診承諾者の受

診率（電話） 

25.0% 18.0%  25.5%  34.4% 28.0% A 

③訪問実施後の

受診承諾者の受

診率（訪問） 

56.5% 56.5% 63.6% 60.5% 48.5% D 

④特定健康診査 

啓発回数 
4回/年 4回/年 4回/年 4回/年 5回/年 A 

⑤特定健康診査 

啓発人数 
978人 978人 1,362人 1,117人 1,401人 A 

  

評価は、目標値と直近値を比較している。以下の表においても同じ。 

     Aは「目標達成した。」、Bは「目標達成していないが、基準値より改善した。」、 

Cは「目標達成しておらず基準値と変わらない。」、Dは「悪くなっている。」、 

／は「評価できない（評価しない）。」 

 

① 特定健康診査受診率 

評価はBで「目標は達成していないが、基準値より改善した。」でした。特定健康

診査を受けない理由について調査（令和２年度電話勧奨時の調査）したところ、「治

療中だから」が37.1％で最も高く、このことが目標達成できなかった要因と考えま

す。 

② 勧奨実施後の受診承諾者の受診率（電話） 

評価はAで「目標達成した。」でした。電話勧奨を外部委託せず、市職員が直接実

施することで、対象者の警戒心を取り除き、特定健康診査未受診の理由を把握した

上で受診啓発したことが目標達成できた要因と考えます。 

③ 訪問実施後の受診承諾者の受診率（訪問） 

評価はDで「悪くなっている。」でした。特定健康診査の受診率が低い地区（特定
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健康診査啓発モデル地区）の自治会に協力をお願いし、地域ぐるみで特定健康診査

を受けるという土壌を作り、地域全体の受診率向上をめざしていますが、目標達成

できなかった要因は、令和元年度のモデル地区が医療機関の多い地区であったこ

とが影響し、定期的に受診しているため特定健康診査を受けないという人が多か

ったことが考えられます。 

④ 特定健康診査啓発回数、⑤ 特定健康診査啓発人数 

評価はAで「目標達成した。」でした。健康まつりやショッピングセンターなど人

が集まる身近なところへ出向き啓発したことや、地域で健康づくりを広める活動

をしているヘルスボランティア等の関係団体の協力が得られたことが、目標達成

の要因であったと考えます。 

【課題】 

治療中だから特定健康診査を受けない人が多いことが課題となりました。 

また、新規の国保に加入者から特定健康診査の受け方についての問合せが多い

ことから、特定健康診査の受け方についての周知が十分でないことが課題となり

ました。 

【今後の方向性】 

治療中の人への特定健康診査受診啓発については、これまでも医療機関へ健診ポ

スターの掲示や健診チラシの設置、また、特定健康診査受診の勧奨などの協力をい

ただいていましたが、今後も引き続き医療機関との連携を強化し、受診率向上に努

めます。 

また、新規の国保加入者については、加入手続時に窓口で特定健康診査を案内し、

受診を勧めていきます。 

その他、医療専門職（職員）による電話での受診勧奨が効果的だったことから、

今後も引き続き実施します。ハガキでの受診勧奨では、受診歴に応じた内容にする

とともに、特定健康診査を受けるメリットが感じられるような内容に工夫します。 

一方、イベントでの啓発や訪問での未受診者対策等の対面による特定健康診査受

診率向上事業は、感染症の発生状況を十分考慮し、実施の有無を決定します。また、

特定健康診査の実施に当たっては、今後も引き続き感染症の感染防止対策を講じて

実施します。 
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⑵ 特定保健指導実施率（終了率）向上事業 

【事業目的】 

    メタボリックシンドロームに着目し、その要因となっている生活習慣を改善する

ための保健指導を行い、参加者が自身の健康状態を理解し、生活改善のための自主的

な取組を継続的に行うことを目的とする特定保健指導の実施率（終了率）向上をめざ

します。 

【これまでの取組】 

    特定保健指導は、特定健康診査等の結果で国が示す基準に該当する人を対象とし

て、初回は面接で保健指導をし、その後に電話や面接で3か月間継続支援し、保健指

導・評価をするものです。     

    実施率（終了率）向上対策として、健康測定会での特定保健指導、訪問による特定

保健指導、健康教室と組み合わせた特定保健指導など、利用しやすい体制づくりに努

めてきました。 

    未利用者への対策として、電話、訪問、再通知による利用勧奨を実施しました。 

   【目標達成状況】 

指標 目標値 
基準 

(H28年度)  
H29年度 H30年度 R元年度 評価 

①特定保健指導

終了率 

60.0% 
(実質的目
標値25%) 

13.2% 10.8% 16.6% 13.1% C 

②特定保健指導

申込率 
27.5% 14.4% 14.0% 16.3% 15.1% B 

③電話での利用

勧奨後の申込率 
5.0% 0.7% 7.4% 10.6% 8.4% A 

④終了者の翌年

の体重変化の度

数分布 

中央値が 

-1kg 

中央値が 

-1kg 

積極的支
援者の中
央値が 

-2kg 
動機付け
支援者の
中央値が 

-1kg 

積極的支
援者の中
央値が 

-1kg 
動機付け
支援者の
中央値が 

-1kg 

実施中 A 

 

① 特定保健指導終了率 

評価はCで「目標達成しておらず基準値と変わらない。」でした。その要因につい

て、申込率が少なかったことが影響していますが、特定保健指導の実施期間を3か

月に短縮した平成29年度以前に比べると途中終了は少なくなり、途中終了は約5％

（令和元年度）に過ぎませんでした。今後、申込率が向上すれば、終了率も目標達
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成することが見込まれます。 

   ② 特定保健指導申込率 

     評価はBで「目標は達成していないが、基準値より改善した。」でした。特定保健

指導に参加しない理由（平成元年度）の第１位は「自分自身で生活改善に取り組ん

でいる。」で約38％、第２位は「かかりつけ医に相談できるから。」で約29％であっ

たことから、特定保健指導の効果や必要性が理解されていないと考えます。 

     特定健康診査結果説明会（糖尿病予防教室）での特定保健指導は、特定保健指導

該当者の参加がなく、特定保健指導申込率向上にはつながりませんでした。 

   ③ 電話での利用勧奨後の申込率 

     評価はAで「目標達成した。」でした。その要因について、電話による勧奨をする

ことを特定保健指導の通知で事前に周知できたこと、夜間や休日の電話勧奨を業

者へ委託したことで効果が出たと考えます。 

④ 終了者の翌年の体重変化の度数分布 

     評価はAで「目標達成した。」でした。その要因について、指導者に向けて保健指

導マニュアルを作成し説明会を開催していることや研修会を開催していることで、

指導内容の統一や指導者のスキルアップが図られ、効果的な保健指導ができたと

考えます。 

【課題】 

特定保健指導終了率の目標値については、国が示す当初の計画どおりとしますが、

現状との乖離が大きいため、まずは、実質的目標値25％をめざします。しかし、特定

保健指導の申込率が低く、特定保健指導の効果や必要性が理解されていないことが

課題となりました。 

また、特定健康診査結果説明会（糖尿病予防教室）は、特定保健指導該当者の参加

がなく、結果的に特定保健指導終了率向上につながらなかったことが課題となりま

した。 

その他、令和元年度の途中からの特定保健指導は、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止対策を講じて実施してきましたが、外出や人との接触を自粛される人も

多く、訪問による勧奨を見合わせるなど、対面での保健指導や勧奨ができないことが

課題となりました。 

【今後の方向性】 

特定保健指導の効果や必要性が理解されていないことについて、今後は特定保健

指導案内をナッジ理論（相手に選択の余地を残しながらも、相手が自発的に、よりよ

い選択をするよう導くアプローチのこと。）を用い、特定保健指導の必要性や効果が

理解できるよう、案内の内容をさらに工夫します。 

特定健康診査結果説明会（糖尿病予防教室）で特定保健指導が実施できなかったこ

とについて、今後は特定保健指導該当者のうち未利用者に対象を絞り、運動教室での
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特定保健指導を実施し、特定保健指導終了率向上をめざします。 

    感染防止の観点から対面による特定保健指導を避けたい人について、今後は、ICT

を活用した遠隔での保健指導を新たに導入することを検討しています。 

申込率向上の効果が高かった電話での勧奨については引き続き実施します。 

その他、目標値の設定については、③電話での利用勧奨後の申込率の当初目標5％

を達成したため、最終目標値を令和元年度の実績値である8.4％に見直します。また、

④終了者の翌年の体重変化の度数分布の目標値について、当初は動機付け支援・積極

的支援※２を合わせて評価していましたが、それぞれの支援方法が異なるため、今後

は項目を分けて支援別に評価するよう見直します。 

 

 

 ※２ 動機付け支援・積極的支援とは、特定健康診査の結果で生活習慣病を予防するために行
う特定保健指導のこと。動機付け支援は、生活習慣病のリスクが出始めた人を対象に行
う特定保健指導で、初回面接後、3か月間電話や面接で支援する。積極的支援は生活習慣
病のリスクが重なり始めた人を対象に行う特定保健指導で、初回面接の1週間後、1か月
後、3か月後に面接等で支援する。 
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⑶ 糖尿病性腎症重症化予防事業 

   【事業目的】 

    糖尿病性腎症患者の生活習慣の改善により重症化予防が期待される者に対して、

医療機関と連携して保健指導を行い、重症化を予防します。また、未治療者や治療中

断者に対して医療機関への受診を勧奨し、重症化を予防します。その結果、糖尿病性

腎症からの新規人工透析患者数を減少させること又は人工透析への移行を遅らせる

ことを目的とします。 

   【これまでの取組】 

    保健指導プログラムは、初回は面接で行い、その後面接や電話で6か月間（合計8回）

継続支援し評価するもので、主治医の同意と保健指導指示書に基づき主治医と連携

して保健指導を実施しました。また、未治療者への受診勧奨は、書面での通知、電話

又は訪問により実施しました。 

【目標達成状況】   

指標 目標値 
基準 

(H28年度)  
H29年度 H30年度 R元年度 評価 

①重症化予防事業

利用率 
16.4% 16.4% 6.1% 10.6% 21.4% A 

②未治療者の受診

勧奨後の受診率  
80.0% 50.0% 66.7% 48.4% 100.0% A 

③参加者の2年後の

透析移行率 
0.0% 0.0%         

④ HbA1c※ ３の改善

又は維持割合 
80.0% 69.6% 72.7% 75.0% 88.9% A 

⑤eGFR※４の改善又

は維持割合 
80.0% 60.0% 60.0% 42.1% 55.6% D 

⑥健診受診者の尿
タンパク※５2＋以
上の割合 

減少 1.1% 1.4% 1.3% 1.4% D 

⑦津市2医師会連絡
協議会成人部会開
催回数 

年2回 年2回 

成人部会 
年3回、 

ワーキング
年1回 

年2回 年2回 A 

     ※３ HbA1cとは、赤血球の中で体内に酸素を運ぶヘモグロビンと、血液中のブドウ糖が結合
したもので、糖尿病と密接な関係を有するもの。  

      ※４ eGFRとは、腎臓の働きを示す数値。数値が下がるほど腎臓の働きが低下している。 
      ※５ 尿タンパクは、「腎臓の負担」を表している。+が多いほど腎臓への負担が大きい。        
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① 重症化予防事業利用率 

評価はAで「目標達成した。」でした。その要因について、当初は対象者への参加

勧奨のみでしたが、令和元年度からは主治医へ参加勧奨を依頼したことで利用率

向上につながったと考えます。また、本事業の内容や効果について地区医師会を通

じて医療機関に周知したことで、医師の本事業への認知度が高まったことも要因

となったと考えます。 

② 未治療者の受診勧奨後の受診率 

評価はAで「目標達成した。」でした。その要因について、当初は通知・電話によ

る受診勧奨でしたが、平成29年度から通知・訪問による受診勧奨としたこと、不在

の場合は再訪問するなどして接触の機会を作るよう努力したことで効果がみられ

たと考えます。 

③ 参加者の2年後の透析移行率 

  「評価できない。評価しない。」でした。その理由について、「本事業に参加して

も参加しなくても、2年後に人工透析になるとは考えにくく、この指標は事業の評

価として適切ではない。」と地区医師会からのご意見を踏まえ、評価していません。 

④ HbA1cの改善又は維持割合 

評価はAで「目標達成した。」でした。その要因について、6か月間の継続支援や

自己管理ノートの活用による生活習慣の振り返りなど、重症化予防のための生活

習慣に定着していくきっかけになったと考えます。 

⑤ eGFRの改善又は維持割合 

  評価はDで「悪くなっている。」でした。その要因について、事業開始当初は糖尿

病性腎症第2期の軽めの人を対象としていましたが、令和元年度からは直営実施と

して糖尿病性腎症第3期の少し重症化した人を対象としたため、この時期からの

eGFR（腎機能の検査値）の改善は困難であり、目標値が現在の対象者には合わない

ものとなりました。 

⑥ 健診受診者の尿タンパク2＋以上の割合 

  評価はDで「悪くなっている。」でした。その要因について、特定健康診査受診者

のうち本事業に参加した人はごく一部であることから、本事業の評価指標として

適切ではないと考えます。 

⑦ 津市2医師会連絡協議会成人部会開催回数 

評価はAで「目標達成した。」でした。その要因について、健康づくり課と共同で

定期的に津市2医師会連絡協議会成人部会を開催し、津市と地区医師会は日頃から

良好な関係性を保ち保健事業を実施できていると考えます。 

【課題】 

 事業の実施体制を見直し直営実施に変更したことから、事業の対象者を絞るため、

事業開始当初よりも糖尿病性腎症が進んだ人へ保健指導をするようになったため、



  

9 

 

評価指標の目標値が現状と合わなくなり、目標値の見直しが必要となりました。 

【今後の方向性】 

①重症化予防事業利用率について、目標値は既に達成していますが、今後、参加経

験者が増えていくこと、前回参加を断った人が再度対象となることから、新規参加者

は減少することが見込まれるため、目標値は現状のままとします。 

②未治療者への受診勧奨後の受診率について、令和元年度から直営で実施して対

象者数を絞り込んだことから、分母が非常に小さく、そのため、大きく変動しました。

今後は未治療者への受診勧奨の対象を見直し、国の保険者努力支援制度の評価指標

とされる「HbA1c8.0％以上の未治療者の割合」を評価指標に改めます。また、令和元

年度の「HbA1c8.0％以上の未治療者の割合」該当率が0.064％であったことから、

0.064％以下に減少することを目標値とします。その他、対象者が受診の必要性を理

解できるよう受診勧奨する医療専門職（職員）のスキルアップを図り、さらなる重症

化予防を進めます。 

    ③参加者の2年後の透析移行率について、評価指標として適切ではないため、評価

指標から削除します。 

④HbA1cの改善又は維持割合について、今後も保健指導の効果を高めるため、指導

者向け研修へ参加し医療専門職（職員）のスキルアップを図るとともに、高齢者には

フレイル予防を考慮した栄養指導・運動指導ができるよう見直します。 

⑤eGFRの改善率又は維持割合について、令和元年度から直営実施とし、対象者の選

定基準を変更したことから、当初の目標値80％では合わなくなったため、令和元年度

の実績値である55.6％以上を目標とするよう見直します。 

⑥健診受診者の尿タンパク2＋以上の割合について、特定健康診査受診者のうち本

事業に参加した人はごく一部に過ぎず、また、尿タンパク2＋に至った原因が糖尿病

性腎症とは限らないため、本事業の評価指標として適切ではないと考え、評価指標か

ら削除します。 

⑦津市2医師会連絡協議会成人部会開催回数について、これまでから市と両地区医

師会は定期的に会議を開催し、市の保健事業を協議しており、今後も保健事業は医療

機関との連携が不可欠であることから、津市2医師会連絡協議会成人部会は継続して

開催します。 
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⑷ 受診勧奨判定値を超えた人への対策（受診勧奨） 

【事業目的】 

特定健康診査及び対象者より提供された人間ドックや職場健康診査の結果、血圧

高値・血糖高値・脂質異常で受診勧奨の対象となった人に、医療機関への受診勧奨を

行うとともに必要な保健指導を行い、重症化を予防することを目的とします。 

【これまでの取組】 

 通知による受診勧奨を行い、医療機関への受診を促しました。また、回答書を同封

し、医療機関の受診状況や治療状況を把握しました。回答のない人には電話や訪問で

受診勧奨し、電話番号が把握できない人や訪問で不在だった人には、再通知を行いま

した。 

【目標達成状況】 

指標 目標値 
基準 

(H28年度) 
H29年度 H30年度 R元年度 評価 

①受診勧奨域
の医療機関受
診率 

55.0% 53.9% 54.5% 53.1% 54.0% C 

②受診勧奨後
の受診承諾者
の医療機関受
診率 

30.0% 21.1% 27.3% 36.4% 45.0% A 

③HbA1c有所見
率 

30.0% 30.6% 35.8% 45.4% 53.4% D 

 

① 受診勧奨域の医療機関受診率 

評価はCで「目標達成しておらず基準値と変わらない。」でした。その要因につ

いて、通知による受診勧奨を行い、未回答者には訪問で受診勧奨を行っていまし

たが、55.6％が不在で受診勧奨できない場合が多く、訪問は効果的な方法ではあ

りませんでした。 

② 受診勧奨後の受診承諾者の医療機関受診率 

  評価はAで「目標達成した。」でした。その要因について、外部業者に委託せず、

医療専門職（職員）が直接電話で勧奨したことで、警戒されることなく受け入れら

れ、医療機関を受診していない理由を聞き取り、その上で丁寧に特定健康診査結果

を説明し受診の必要性を説明したことで、受診につながったと考えます。 

③ HbA1c有所見率 

  評価はDで「悪くなっている。」でした。その要因について、平成30年度から特
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定健康診査項目が変更となり、これまでHbA1c・血糖検査のいずれか１つの項目で

したが、両方の項目を実施するようになったため、HbA1c5.6％以上に該当する人が

増加したと考えます。 

    【課題】 

     対象者自身は特に自覚症状がなく生活に支障もないことから、特定健康診査結

果を軽く受け止めてしまい、受診につながらない人が多かったことが課題となり

ました。 

     受診勧奨方法については、通知をしても回答がなかった人には訪問をしました

が、不在が多く効率的ではありませんでした。 

     評価指標の③HbA1c有所見率の目標値について、平成30年度から特定健康診査項

目が変更となり、HbA1c・血糖検査の両方の項目を実施するようになったため、当

初の目標値と現状が合わなくなりました。 

    【今後の方向性】 

今後はナッジ理論を活用し、対象者が受診の必要性を感じ取り、受診行動に移す

ことができるよう勧奨通知の内容を見直します。医療専門職（職員）向けの研修を

行い勧奨のスキルアップにも努めます。 

受診勧奨方法については、効率性の低い訪問を中止し、今後は医療専門職（職員）

による電話勧奨とし、電話不通や電話番号不明の場合は再通知を行います。 

評価指標の③HbA1c有所見率の目標値について、今後は平成30年度の実績値であ

る45.4％以下をめざすよう見直します。 
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