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①特定健診未受診者対策      

（１）事業内容（現状） 

背 景 

本市における令和５年度の特定健診受診率は 60％が目標だが、平成 30年度 34.0％、令和１年度 34.3％となっており、目標

値との乖離は 26％と大きい。さらに、本市の一人当たりの年間医療費は国、県と比べて高く、年々増加している。被保険者の

健康を保持・増進し、健康寿命の延伸と医療費抑制を図るために、健診受診率の向上に努める必要がある。                                                

目 的 

メタボリックシンドロームに着目し、内臓脂肪の蓄積による糖尿病、高血圧、脂質異常症等の生活習慣病の予防を図ることを目

的とする。また、メタボ非該当であっても糖尿病、高血圧、脂質異常症等の重症化リスクの高い人を早期に発見し、適切な治

療・生活改善につなげることで心血管疾患や脳血管疾患・慢性腎臓病等の重症化予防につなげる。 

具体的内容 

対象者 ：筑紫野市国民健康保険加入の 40歳～74歳、 対象者数：約１4,000人 

実施方法：個別健診と集団健診の併用、人間ドック受診との併用 

実施期間：6月～2月（3月末に健康カレンダーを送付、6月に対象者へ特定健診受診券を送付） 

実施内容：特定健診の基本項目＋保険者独自の追加項目（血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ、尿酸、尿潜血、HbA1c）＋詳細項目（医師の判断による） 

費   用：40～69歳 1,000円、70～74歳 500 円 

受診勧奨：受診券個別通知、未受診者への受診勧奨通知（年 1回）、受診勧奨 TEL、広報、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ポスター掲示、 

チラシ配布（保健事業、国保窓口、高齢受給者証送付時、市内公共施設など） 

事業担当者 保健師 ・ 栄養士 ・ 事務職 ・ その他（  看護師   ） 

評価指標 

目標値 
〈特定健診受診率〉 平成 30年度：37％、令和 1年度：40％、令和２年度：45％ 
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（２）評価と見直し・改善案 

事業名 評価指標 目標値 ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 
要 因 

（プラス・マイナス面） 
見直しと改善の案 

特定健診未

受診者対策 

(ｱｳﾄｶﾑ) 

受診率 
60% H28年度 

35.2% 

H29年度 34.2% 

H30年度 34.0% 

R１  年度 34.3% 

○うまくいった要因 

集団健診予約者で特定健診の予約

無しの者への電話による受診勧奨

は、予約率が 3～4 割となり、他の取

り組みと比べてもっとも効果が高かっ

た。 

さらに、未受診者への通知勧奨は、

ナッジ理論の活用と年代別に通知を

2 種類に分けて行ったところ、予約者

数の増加につながった。 

 

○うまくいかなかった要因 

地区別受診勧奨は、受診率の低い

地域や過去の受診歴の有無によっ

て優先順位をつけて実施している

が、実際の集団健診の予約につな

がる人数は少ない状況にある。 

医療情報収集事業では、送付数に

対して 1 割程度の返信率となってお

り、他の保険者に比べると低い状況

である。 

特にうまくいかなかった要因

である地区別受診勧奨につい

ては、受診率の低い地区では

費用対効果が低い傾向にある

ため、今後は受診率が高い地

区や過去受診歴がある人など

の健診への関心度が高い対象

から優先して取り組むこととす

る。 

医療情報収集事業では通知

後に、電話による事業の趣旨説

明を行うなどして、市民の理解

を促し、提出者を増やす取組

みを行う。また、医療機関への

事業協力について周知を図る。 

(ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ) 

地区別未受

診者架電 

5.0% 
H28年度 

4.5% 

架電数/予約数 

H29 年度 468 人/30 人（6.4%） 

H30 年度 2,972 人/93 人(3.1%) 

R1 年度 2,661 人/49 人（1.8%） 

(ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ) 

未受診者

勧奨通知 

4.0% 

H29年度 

2.5% 

 

通知数/予約数 

H29 年度 11,101 人/272 人（2.5%） 

H30 年度 10,588 人/260 人（2.5%） 

R1  年度 10,333 人/454 人（4.4%） 

（ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ） 

医療情報

収集事業 

返信率 

20％ 
H30年度 

11.3% 

通知数/返信率 

H30 年度  551 人/58 人（11.3%） 

R１ 年度  556 人/63 人（11.3%） 

(ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ) 

集団健診予約

者で特定予約

なしへの架電 

53% 
H28年度 

50.9% 

架電数/予約数+ﾃﾞｰﾀ授受 

H29 年度 519 人/235 人（45.3%） 

H30 年度 519 人/221 人（42.6%） 

R1  年度 595 人/209 人 （35.1%） 



4 

 

 

保健事業支

援・評価委員

会の助言 

【令和１年度】 

・実践しているそれぞれの介入対象者が全体に占めている割合、集団・個別の割合等を記載することで、どこの層に力を入れるかの判断材料にな

る。 

・特定保健指導利用者について、継続受診を呼びかけていることは次年度の評価を行う上でも非常に重要だと考えられる。ただ未利用者の継続受

診がどうなっているかも併せて確認し、介入効果がどうだったかを評価することも必要。 

・これまで集団健診を実施している地区を重点に取り組まれて、今回その他の地区にも勧奨をされているが、どちらに力を入れていくのか、毎年集団

健診を実施している地区への勧奨を継続していくのか、結果を整理して、今後の展開を考えることが必要。 

マンパワーも限られているので、集団健診・個別健診等の方法別にも対象者を整理して、重点的に介入するところを検討してほしい。 

・客観的に全体的なデータがどのようになっているのか、集団と個別、また医療機関ごとにグラフ化するなど、データを整理することで、他者にも課題

が伝わりやすくなるため、データの整理が必要だと考えられる。 

 

（３）今後の事業計画 

背 景 

本市における令和５年度の特定健診受診率は 60％が目標だが、平成 30年度 34.0％、令和１年度 34.3％となっており、目標値との乖離は

26％と大きい。さらに、本市の一人当たりの年間医療費は国、県と比べて高く、その額は年々増加している。被保険者の健康を保持・増進

し、健康寿命の延伸と医療費抑制を図るために、健診受診率の向上に努める必要がある。 

目 的 

メタボリックシンドロームに着目し、内臓脂肪の蓄積による糖尿病、高血圧、脂質異常症等の生活習慣病の予防を図ることを目的とする。ま

た、メタボ非該当であっても糖尿病、高血圧、脂質異常症等の重症化リスクの高い人を早期に発見し、適切な治療・生活改善につなげること

で心血管疾患や脳血管疾患・慢性腎臓病等の重症化予防対策につなげる。 

具体的内容 

※新たな取り組み 

◆医療機関との連携の強化（医療機関を巡回や関係会議等を活用し、課題の共有や受診率向上について協議する機会を設ける） 

◆受診勧奨架電における優先順位の見直し（受診率の高い地域、過去受診歴のある人、保健事業利用者などの健康への関心が高い人） 

◆地域コミュニティと連携した受診啓発 

評価指標 

目標値 
特定健診受診率  令和 2年度：45％、令和 3年度：50％、令和 4年度：55％、令和 5年度 60％ 
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年度計画 

【令和 3年度】 

①3月：健康カレンダー 全戸配布 

②4～9月：前年度特定保健指導利用者に対する継続受診勧奨 

②5～6月：実施医療機関への協力依頼廻り（治療者の受診勧奨、医療情報取集事業） 

③6月：特定健診受診券送付、受診案内同封 

④4月～12月：集団健診申込者で特定健診未申込者への受診勧奨架電 

⑤7月～12月：地区別対策（受診勧奨架電） 

⑥9月：医療情報収集事業対象者への通知（1回目） 

⑥10月：未受診者への受診勧奨通知（往復はがき、受診券機能付き） 

⑦12月：医療情報収取事業対象者への通知（2回目） 
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②特定保健指導未利用者対策 

（１）事業内容（現状） 

背 景 

本市は令和５年度における特定保健指導実施率の目標を 60％としている。直営で実施しており、平成 30年度の保健指導実

施率は 46.7％、令和 1 年度の保健指導実施率は 43.1％となっており、目標との乖離は約 17.0％となっている。医療費抑制、

健康寿命の延伸のためにはメタボリックシンドロームの解消は不可欠であるため、引き続き、特定保健指導実施率を伸ばす必

要がある。                                                                              

目 的 
特定保健指導により、メタボリックシンドロームを解消することで糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の生活習慣病の予防を図る

ことを目的とする。 

具体的内

容 

※対象者、方法、実施者等 

対 象 者：市国民健康保険加入の 40～74歳のうち、特定健診を受診し動機づけ支援または積極的支援に該当した者 

       600人程度 

実施方法：①集団健診会場にて初回面接の分割実施を行う 

②特定健診の結果通知から 1週間後に健診結果個別説明会の案内通知を発送し、予約がない人に対してアポイン

トメントなしで訪問を行っている。訪問時には、健診結果個別説明会の案内や初回面接を実施している。 

③保健福祉センターにて健診結果説明会を実施。 

（平成 29年度：30回・160人、平成 30年度：30回・188人、令和元年度：26回・136人） 

実施期間：６月～３月 

費 用：無料 

事業担当

者 

保健師 ・ 栄養士 ・ 事務職 ・ その他（                ） 

評価指標 

目標値 

特定保健指導実施率 

令和２年度：45.0％、令和３年度：50.0％、令和４年度：55.0％、令和５年度：60.0％ 
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（２）評価と見直し・改善案 

事業名 評価指標 目標値 ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 
経年変化 

 

要 因 

（プラス・マイナス面） 

 

見直しと改善の案 

特定保健指

導未利用者

対策 

（ ｱ ｳ ﾄプッ

ト） 

特定保健

指導実施

率 

60.0％ H28年度：

38.7％ 

H29年度：30.5％ 

H30年度：46.7％ 

R1 年度：43.1％ 

（うまくいった要因） 

平成 30 年度より、第３期特定健診実

施計画に基づいて特定健診・特定

保健指導を実施している。それに伴

い、本市においても集団健診会場で

特定保健指導の初回面接の分割実

施を導入したことで特定保健指導実

施率が大きく向上した。これは、健診

会場で特定保健指導を行うことで今

まで訪問ではなかなか会えなかった

対象にも会う機会が増えたことが要

因であると考える。 

平成 30 年度については、集団健診

会場で保健指導した件数が多かっ

たため、その後の訪問・電話の件数

は少なくなっている。 

（うまくいかなかった要因）・例年、特

定保健指導の対象者に該当する者

は、継続指導を避ける傾向がある。 

・特定保健指導対象者に確実

に保健指導を行うために、集

団健診会場における保健指

導の対象者を拡大し、早期の

生活習慣改善を行う者の割合

を増やすと同時に、特定保健

指導対象者を全て拾い上げ、

確実に保健指導が実施できる

ようにする。 

・次年度より健康づくりポイント

事業において、市の保健指導

を受けた者はポイントを付与

し、お得感を感じてもらうように

する。 
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（ ア ウ ト カ

ム） 

メタボリック

シンドロー

ム該当者の

割合減少 

15% 
H28 年度：

14.5% 

H29年度：14.7% 

H30年度：15.2% 

R1：15.7% 

  （ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ） 

特定保健

指導対象

者のうち訪

問等アプロ

ーチした割

合 

100％ 

H28 年度：

88.5％（552

人/624人） 

H29年度：99.7％ 

（593人/595人） 

H30年度：73.3％ 

（420人/573人） 

R1年度：90.3％ 

（565人/626人） 

保健事業支

援 ・評価委

員会の助言 

【令和１年度】 

訪問による保健指導実施率アップを図るには、事業の空き時間利用では達成しないため、計画的に実施することが必要である。 

またスタッフが成功体験がないまま、事業内容や実施方法を変えて実施されており、中途半端で成果が見えていないような印象を受けた。しっかり既

存の取り組みを振り返り、実施率向上につなげていってほしい。 
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（３）今後の事業計画 

背 景 
令和 1年度の特定保健指導率は 43.1％となっている。目標値とは約 17.0％との開きがある。 

目 的 
特定保健指導により、メタボリックシンドロームを解消することで糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の生活習慣病の予防を図るこ

とを目的とする。 

具体的内容 

※対象者、方法、実施者等 

対 象 者：市国民健康保険加入の 40～74歳のうち、特定健診を受診し動機づけ支援または積極的支援に該当した者 

       600人程度 

実施方法：①集団健診会場にて初回面接の分割実施を行っている。 

②特定健診の結果通知から 1週間後に健診結果個別説明会の案内通知を発送し、予約がない人に対してアポイント

メントなしで訪問を行い、健診結果個別説明会の案内や訪問先で初回面接を実施している。 

実施期間：６月～３月 

費 用：無料 

評価指標 

目標値 

特定保健指導実施率 

令和２年度：45.0％、令和３年度：50.0％、令和４年度：55.0％、令和５年度：60.0％ 

年度計画 

【令和３年度】 

①６月以降：集団健診会場にて、初回面接の分割実施を行う 

②７月以降：特定健診結果発送の 1週間後に健診結果個別説明会の案内を通知、その 1週間後から健診結果個別説明会の予

約がない人に対してアポイントメントなしの訪問を行う。 

       市の保健指導を受けた方は健康づくりポイントがとれるよう準備を行う。 

③８月以降：健診結果個別説明会の実施 
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③受診勧奨判定値を超えている者への対策 

（１）事業内容（現状） 

背 景 

本市は、特定健診の対象者で糖尿病や高血圧の方、新規透析患者が増えている。 

そのため、高血圧・高血糖・腎機能低下の疑いのある者に対し、令和 2年度は受療勧奨実施率、紹介状対象者の精密検査受診率ともに

50％を目標としている。（令和１年度実績：46.2％、45.9％）特にⅢ度高血圧・HbA１ｃ8.0以上・腎機能フォロー対象者の受療率は 60％を目

標としている。（令和 1年度実績：54.3％）しかし、今一歩、なかなか目標に届かない状況である。        

目 的 
糖尿病、高血圧症、腎機能の低下に着目し、受診勧奨判定値を超えている者に対して受診勧奨及び生活習慣病の重症化予防を図ること

を目的とする。 

具体的内容 

※対象者、方法、実施者等 

対 象 者：国民健康保険加入の 40～74歳で特定健診を受診し、健診結果で受診勧奨判定値を超えた者 対象者数：130人程度 

①Ⅲ度高血圧未治療者（集団）、②HbA1c8.0以上未治療者（集団）③Ⅲ度高血圧治療者・未治療者（個別）・Ⅱ度高血圧（未治療者） 

④HbA1c7.0以上（未治療者）⑤尿蛋白±以上かつ eGFR60未満の血糖・血圧・脂質の未治療者⑥①～⑤以外の紹介状発行者のうち精

密検査未受診者 

実施方法：個別健診・集団健診の結果、受診勧奨判定値を超える者について保健師や管理栄養士が受診勧奨及び保健指導を実施。 

実施期間：令和 2年 8月～令和 3年 3月 

実施内容：下記のとおり、対象者別に行う。 

対象者①該当者…集団健診会場にて紹介状を発行し、保健師や管理栄養士が受療勧奨を行う。 

対象者②該当の集団受診者…緊急訪問（健診日より 1～2週間以内）を行い、健診結果説明及び受療勧奨を行う。 

対象者③～⑤該当者…健診結果発送後 1週間後に保健事業案内文書を送付し、健診結果個別説明会の参加予定がない者へ訪問や電

話、手紙で受療勧奨及び保健指導を実施する。 

対象者⑥該当者…委託業者より下記事項を実施 

1）健診日から 4 ヶ月後、精密検査未受診者に対し受療勧奨レターを送付。 

2）健診日から 6 ヶ月後、受療勧奨レター送付後返信がない者に対して電話で受療勧奨。 
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【共通】レセプトの追跡…上記①、②、⑤対象者 

・受療勧奨の半年後にレセプトを確認し、未受診の場合は再度受療勧奨を行う。 

評価指標 

目標値 

受診勧奨実施率：令和２年度：50％ 

Ⅲ度高血圧・HbA1c8.0以上・腎機能フォロー対象者の受療率：令和 2年度 60％ 

 

（２）評価と見直し・改善案 

事業名 評価指標 目標値 ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 
要 因 

（プラス・マイナス面） 
見直しと改善の案 

受診勧奨

判 定 値 を

超えている

者への対

策 

（アウトカム） 

Ⅲ度高血圧・

HbA1c8.0 以

上・腎機能フ

ォロー対象者

の医療機関受

診率 

６０％ 
H30年度 

54.2％ 

H30年度 54.2％ 

R1 年度 54.3％ 

※H29 年度までは優先度をつけた受診勧奨

を実施しておらず。 

受診の優先順位が高い

者に的を絞って受診勧奨

を行っているが、高血圧

については「健診のとき

にたまたま高かっただけ

で普段は低い」という者が

多い。腎機能フォロー対

象者については自覚症

状がなく、人工透析につ

ながる可能性があるという

危機感を持たない者が多

い。 

・対象者に危機感を持ち、受

診行動につながるような媒体

を提示する必要がある。受

診勧奨の際に使用する保健

指導パンフレットの内容や、

健診結果個別説明会の案

内通知内容の見直しを行う。 

・受診の必要性がダイレクト

に伝わるよう、保健師や管理

栄養士の説明力向上につな

がる取り組みを定例カンファ

レンスで行う。 

（アウトプット） 

受診勧奨の実

施率 

６５％ 
H30年度 

45.3％ 

H30年度 45.3％ 

R1 年度 46.2％ 

※H29 年度までは精密検査受診率しか目標

設定しておらず。 
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保健事業

支援・評価

委員会の

助言 

【令和１年度】 

・受診勧奨しているが受診につながっていない原因を分析する必要がある。治療したくないのか、治療の必要性の認識不足か、原因を把

握することでその後の対策が異なる。 

また、受診した人たちの受診のきっかけを把握することも受診につながると思う。 

・訪問とは、質の高いサービスのひとつなので、嘱託職員や臨時職員が訪問して得られた情報や指導内容など、正規職員が把握したり、

訪問を担当する嘱託職員や臨時職員の保健指導技術の標準化を行うことも大切である。 

 

 

（３）今後の事業計画 

背 景 
令和 1年度の受療勧奨実施率は 46.2％、Ⅲ度高血圧・HbA1c8.0以上・腎機能フォロー対象者の受療率は 54.3％であ

る。 

目 的 
糖尿病、高血圧症、腎機能の低下に着目し、受診勧奨判定値を超えている者に対して、受診につなぐとともに生活習

慣病の重症化予防を図る 

具体的内容 
※新たな取り組み 

Ⅲ度高血圧・HbA1c8.0以上・腎機能フォロー対象者に特化した媒体の作成を行い、受診勧奨時に使用する。 

評価指標 

目標値 

受診勧奨実施率 令和２年度：50％、令和３年度：52％、令和 4年度：55％、令和５年度：60％ 

Ⅲ度高血圧・HbA1c8.0 以上・腎機能フォロー対象者の受療率： 令和 2年度 60％、令和 3年度 62％、令和 4年度

63％、令和 5年度 65％ 

年度計画 

【令和３年度】 

・保健師、管理栄養士の定例カンファレンスの中で、効果に直結する健診結果の説明及び保健指導のあり方の研修を

実施していく。 

 

 



13 

 

④健康教育 

（１）事業内容（現状） 

背 景 

データヘルス計画から市のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合は 24.4％であることが分かった。メタボリックシンドロ

ームを改善するためには、食事や運動などの生活習慣の改善が必要である。よって、特定健診事後フォロー対象者にはトレーニ

ング健康測定室の案内や無料お試し券の配布、健診結果個別説明会の中で血管年齢測定・体成分測定を行うことで運動の意

識づけ及び習慣化を図る。 

目 的 健康教育を行うことで運動習慣を身に着ける人を増やし、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合を減らす。 

具体的内容 

※対象者、方法、実施者等 

対 象 者：①特定健診事後フォロー対象者のうちトレーニング健康測定室の未登録者 

       ②20歳以上の市民 

実施方法：対象者①に対し、健診結果個別説明会の中で体成分測定や血管年齢測定を実施し、あわせてトレーニング健康測定

室の案内及び無料お試し券を配布することで運動のきっかけづくりを行う。また、健診事後フォロー対象者に対し、生

活習慣病予防改善教室を開催することで運動習慣を身に着けるサポートを行う。 

対象者②に対し、毎月健康セミナーを行っている。セミナー参加者のうち、トレーニング健康測定室未登録者にはトレ 

ーニング健康測定室の案内及び無料お試し券を配布することで運動のきっかけづくりを行う。 

実施期間：５月～３月 

費 用：無料 

事業担当者 保健師 ・ 栄養士 ・ 事務職 ・ その他（ 健康運動指導士 ） 

評価指標 

目標値 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合：21.5％ 
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（２）評価と見直し・改善案 

事業名 評価指標 目標値 ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 

要 因 

（プラス・マイナス面） 

 

見直しと改善の案 

健康教育 

（ｱｳﾄｶﾑ） 

メタボリック

シンドロー

ム該当者及

び予備群の

割合 

21.5% H28 年度：

24.4% 

H29年度：24.9% 

H30年度：26.5% 

R１ 年度：28.6% 

 

 

 

（うまくいかなかった要因） 

H30 年度から R1 年度にかけ

てトレーニング室の無料お試

し券の配布人数が大幅に減

少した。要因としては新型コロ

ナウイルス感染症により健診

結果個別説明会や訪問等を

中止したことが考えられる。 

また、健診結果個別説明会に

体成分測定を導入して 6年目

となり、「以前測定したから」と

いった理由から参加を控える

方も多い。 

新型コロナウイルス感染症の

拡大状況により、引き続き健

診結果個別説明会の参加者

の減少が考えられる。訪問が

可能な時は、積極的に訪問先

でトレーニング室の無料お試

し券を配布し、運動の必要性

を説明することで運動のきっ

かけづくりを行う。 

また、自宅で可能な運動のパ

ンフレット等を作成し配付す

る。 

（ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ） 

特定健診事

後フォロー

対象者のう

ち、トレーニ

ング健康測

定室の無料

お試し券を

渡した人数 

増加 
H28 年度：

217人 

H29年度：191人 

H30年度：205人 

R１ 年度：128人 

保健事業支

援 ・評価委

員会の助言 

【令和元年度】 

目標がトレーニング健康測定室の利用体験につながった人数の増加となっているが、特定健診や重症化予防の観点から人数ではなく、その先の結

果が求められる。そのため、トレーニング室の利用勧奨者や利用を勧めない対象者を明確にしておく必要がある。費用対効果の面からも、委託先に

も対象者の基準や、委託したい内容など具体的に依頼しないと、評価につながりにくい。 
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（３）今後の事業計画 

背 景 

データヘルス計画から市のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合は 24.4％であることが分かった。メタボリックシンドロ

ームを改善するためには、食事や運動などの生活習慣の改善が必要である。よって、特定健診事後フォロー対象者にはトレーニ

ング健康測定室の案内や無料お試し券の配布、健診結果個別説明会の中で血管年齢測定・体成分測定を行うことで運動の意

識づけ及び習慣化を図る。 

目 的 健康教育を行うことで運動習慣を身に着ける人を増やし、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合を減らす。 

具体的内容 

※対象者、方法、実施者等 

対 象 者：①特定健診事後フォロー対象者のうちトレーニング健康測定室の未登録者 

       ②20歳以上の市民 

実施方法：対象者①に対し、訪問・健診結果個別説明会の際にトレーニング健康測定室の案内及び無料お試し券を配布するこ

とで運動のきっかけづくりを行う。また、健診結果個別説明会の中で血管年齢測定・体成分測定を行ったり、生活習慣

病予防改善教室を開催することで運動習慣を身に着けるサポートを行う。 

対象者②に対し、毎月健康セミナーを行っている。セミナー参加者のうち、トレーニング健康測定室未登録者にはトレ 

ーニング健康測定室の案内及び無料お試し券を配布することで運動のきっかけづくりを行う。 

実施期間：５月～３月 

費 用：無料 

評価指標 

目標値 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合 

R2年度：23.0％、R3年度：22.5％、R4年度：22.0％、R5年度：21.5％ 

年度計画 

【令和３年度】 

①５月以降：毎月テーマを変えながら健康セミナーを行う 

②７月以降：特定健診事後フォロー対象者に訪問や健診結果個別説明会の場でトレーニング健康測定室の無料お試し券を配

布する 

 



16 

 

⑤糖尿病性腎症重症化予防 

（１）事業内容（現状） 

背 景 

本市では人工透析件数の全体総件数にしめる割合が、県の割合を超えている。人工透析件数のうち、48.3％が糖尿病性腎症である。また、生

活習慣病治療者のうち糖尿病性腎症の者の割合は2.1％で県の1.9％よりも多い。新規透析患者数（被保険者数千人対）は2.02人で、県の1.77

人よりも高い。令和 1年度の新規透析患者のうち、糖尿病がある者は 90％、糖尿病性腎症がある者は 50％となっている。 

筑紫管内で日本糖尿病学会に所属する医師は 18人（うち市内医療機関に勤務する医師 10人）、日本腎臓病学会に所属する医師は 10人（う

ち市内医療機関に勤務する医師 2人）、糖尿病精密検査実施医療機関数は 58（うち市内医療機関 17か所）で、専門医や糖尿病精密検査実施

医療機関に比較的恵まれた地域である。                                                            

目 的 

日本医師会、日本糖尿病対策推進会議及び厚生労働省における「糖尿病性腎症重症化予防に係る連携協議」に基づき策定された「糖尿病性

腎症重症化予防プログラム」及び「福岡県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を参考にし、福岡県（筑紫保健福祉環境事務所）、筑紫地区 5

市、筑紫医師会で連携を行いながら重症化予防に取組み、糖尿病からの腎不全、人工透析への移行を防止する。 

＊本事業は平成 30年度の中途より開始 

具体的内

容 

※対象者、方法、実施者等 

【対象者】 

特定健診受診者のうち、糖尿病性腎症病期分類第 3期（糖尿病【HbA1c6.5％以上または空腹時血糖 126㎎／ｄｌ以上または糖尿病治療中】か

つ尿蛋白（＋）以上かつ eGFR30以上）に該当する者 

※筑紫管内で統一。令和 3年度より、糖尿病性腎症病期分類第 2期へ対象を変更する予定。 

【実施時期】 

10月～3月 

【実施方法】 

１．初回保健指導 

① 管理栄養士・保健師は、訪問にて対象者に健診結果及び生活習慣の改善の必要性等についての説明を行う。併せて、医療機関への受診

勧奨を実施し、依頼書及び連絡票（様式あり）を受診の際に持参するように伝える。 

【治療中断者・未受診者への受診勧奨の実施状況】 
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◆平成 30年度件数・内容：0件、事業対象者 10名のうち 9名が治療中、その他１名はアプローチできず。 

◆令和 1年度件数・内容：事業対象者 22名のうち 16名が治療中、その他 6名は訪問による受診勧奨を実施したものの受診につながらず。（訪

問時不在、受診拒否、受診勧奨したが受診行動につながらなかった、等）  

② 対象者は、主治医に依頼書と連絡票を渡す。 

③ 主治医は、連絡票の医療機関記入欄を記入し、市に返信用封筒で返信する。（ 医療機関から連絡票の返信がない場合は、対象者へ再度

アプローチして、受診の有無を確認し、未受診の場合は再勧奨する。原則、再アプローチは２回行う） 

④管理栄養士・保健師は、連絡票で「市に指導依頼」と記載があった対象者について、医師の指示内容に基づき保健指導を実施する。 

◆平成 30年度保健指導件数・内容：0件 

◆令和 1年度保健指導件数・内容：3件：管理栄養士による血糖値抑制のための栄養指導    

⑤ 管理栄養士・保健師は、その内容を主治医に「保健指導状況報告書」（様式あり）で報告を行う。 

２．継続保健指導 

実施期間は、初回保健指導実施日から 6か月間とし、対象者に対し継続的に管理栄養士・保健師が受診状況の確認や生活習慣改善指導を実

施。 

事業担当

者 

保健師 ・ 管理栄養士 ・ 事務職 ・ その他（                ） 

評価指標 

目標値 

血糖コントロール不良者（ＨｂＡ１ｃ7.0以上）の割合の減少 

令和 2年度：7.0%  令和 3年度：6.5%  令和 4年度：6.0%  令和 5年度：5.5%  
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（２）評価と見直し・改善案 

事業名 評価指標 
目標

値 
ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 

経年変化 

 

要 因 

（プラス・マイナス面） 
見直しと改善の案 

糖尿病性腎

症重症化予

防 

（アウトプット） 

勧奨数（参加を勧奨

した訪問件数） 

9 件

以上 

H30年度： 

0件 

H30年度：0件 

R1 年度：15件 

（うまくいかなかった要因） 

・今まで具体的な目標値、ベースラ

インを決めていなかったため、指標

に沿った評価はこれから本格的に

実施していく。 

・すでにかかりつけ医に受診してい

る方が多く、事業の必要性も伝わり

づらく、市の介入を拒否するケース

がみられる。 

・事業の主旨を理解し対応できる職

員の不足が続いている。（マンパワ

ー不足） 

・訪問や電話で対応できなかった

ケース（不在等）への対策の検討が

必要。 

 

・令和 2 年度に目標値、ベー

スラインを設定し、今後評価に

つなげる。 

・ホームページ等に事業の案

内を掲載し、幅広く周知して

いく。 

・担当内職員の人材育成を図

り、基本的な指導についてあ

る程度の統一を図る。 

・不在等で応対できなかった

市民へのアプローチを検討す

る。 

（アウトカム） 

受療率（かかりつけ医

への受診及び新規受

診者を合わせた率） 

75％ 
R1 年 度 ：

72.7％ 

H30年度：90％ 

R1 年度：72.7％ 

（アウトカム） 

市が保健指導を実施

した者のうち検査結

果が改善した者の割

合（血糖値、HbA1c、

eGFR、血清クレアチ

ニン、尿蛋白等） 

70% 
H30 年 度 ：

0％ 

H30年度：0％ 

R1 年度：100％ 
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血糖コントロール不

良者の割合（ＨｂＡ１

ｃ7.0以上）の減少 

7.0% 
H30 年 度 ：

4.7% 

H30年度：4.7％ 

R1 年度：7.0％ 

（うまくいった要因） 

・対象者に訪問し、直接会うことが

できた方には連絡票を渡すことの

できる割合が多かった。 

保健事業支

援 ・評価委

員会の助言 

 

 

【令和 2年度 新規】 

・マンパワー不足ということですが、事業の主旨を理解し対応できる職員の不足というのは、マンパワー不足だけでなく、職員のスキル向上の

研修等も必要ということでしょうか。 

・令和 3年度より、糖尿病性腎症病期分類第 2期へ対象を変更されることで、対象者数の増加が見込まれるかと思いますので、マンパワー等

を考慮して優先順位づけを行い取り組まれるとよいのではないでしょうか。訪問や電話で対応できなかったケースの整理を行い、アプローチ方

法の検討をしてみてはどうでしょうか。 

・各指標の対象者数はどのくらいですか。アウトプット、アウトカムの指標の設定を行い今後の評価に繋ぐということですが、アウトプットでは、対

象者数、指導者数・率なども明確に把握しておくとよいかと思います。 

・事業対象者は治療中の方が多いようですので、対象者や医療機関の医師に事業内容や流れを周知・理解していただく必要があるかと思い

ます。 
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（３）今後の事業計画 

背 景 

・事業自体、市民へ十分に周知されていない。また、医療機関に受診している者にとっては、この事業の主旨が理解しづらい点がある。 

・訪問や電話で直接応対ができなかったケースへのアプローチ不足。 

・職員の入れ替わりが多く、この事業について理解し、保健指導できる職員がごく一部に限られており、常にマンパワー不足。 

・平成 30年度の中途より開始した事業で、今まで具体的な目標を立てておらず、事業評価が十分にできていなかった。 

目 的 

・対象者に事業の主旨を理解してもらい、かかりつけ医療機関と市の連絡票のやり取りを拒否するケースを減らし、市が保健指導で介入できるケー

スを増やす。 

・事業の主旨を理解し、対象者への説明や保健指導を実践できる職員の育成を図る。 

・対象者の経年変化を把握し、市の介入による評価を行う。 

具体的内容 

※対象者、方法、実施者等 

・保健指導に携わる職員に糖尿病重症化予防事業の主旨・保健指導のあり方について周知を図る。 

・令和 2年度、新たにアウトプット・アウトカム指標を設けた。今後、令和 2年度の事業実績を踏まえ、令和 3年度の新たな指標を設ける。 

・市ホームページや広報等で市民に向けた事業周知を図る。また、対象者向けにわかりやすい説明資料の作成。 

・不在等で直接応対できなかった対象者向けの郵送資料を作成。 

評価指標 

目標値 

血糖コントロール不良者（ＨｂＡ１ｃ7.0以上）の割合の減少 

令和 2年度：7.0%  令和 3年度：6.5%  令和 4年度：6.0%  令和 5年度：5.5%  

年度計画 

【令和 3年度】 

4月～5月 保健指導に携わる職員に糖尿病重症化予防事業の主旨・保健指導のあり方について周知を図る。 

        令和 2年度の実績を踏まえ、令和 3年度の新たな指標を設ける。 

6月～9月 市民に向けた事業周知。対象者向けにわかりやすい説明資料の作成。不在等で応対できなかった対象者向けの郵送資料を作成。 

3月～4月 令和 3年度の事業評価を実施。 

 


