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第１章 計画の基本方針 

 

１ 計画策定の背景及び趣旨 

西脇市では、国民健康保険被保険者（以下「被保険者」といいます。）の医療費の抑制、

健康寿命の延伸を目的とし、様々な保健事業を実施してきました。 

そのようななか、日本再興戦略（2013年６月14日閣議決定）において、「全ての健康保険

組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業

計画として「データヘルス計画」の策定・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、

市町村国民健康保険が同様の取組を行うことを推進する。」とされました。また、こうした

背景を踏まえ、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（平成16年厚生労働

省告示第 307号）の一部が改正されました。 

近年では、電子化された診療報酬明細書（以下「レセプト」といいます。）による被保険

者の医療受診状況や医療費状況の把握、さらに、国民健康保険データベースシステム（ＫＤ

Ｂシステム）による特定健康診査結果や医療情報等の分析が可能となり、より効果的な保健

事業実施のための体制が整ってきています。 

西脇市におきましても、それらを活用し、2016年３月、被保険者の健康課題の改善に向け

た事業を効果的、効率的に実施するため、西脇市国民健康保険第１期データヘルス計画（以

下「第１期計画」といいます。）を策定し、計画に基づく事業を実施してきました。このた

び、第１期計画の期間が終了することから、西脇市国民健康保険第２期データヘルス計画 

（以下「第２期計画」といいます。）を策定します。 

 

２ 計画の目的 

データヘルス計画は、西脇市の被保険者の健診情報、医療情報、介護情報等を分析し、そ

れぞれの現状を把握するとともに、これまでの保健事業を振り返り、評価・見直しを行うこ

とで、保健事業を効果的・効率的に実施できるよう策定するものです。 

これは、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（平成24年厚生労働

省告示第 430号）に示された方針を踏まえ、健康的な環境の整備、被保険者の健康意識・生

活環境の改善に向けた取組を推進し、被保険者の更なる健康、より健康的な生活の実現を目

指すものです。 

 
※国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針 

   ⑴ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

   ⑵ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

   ⑶ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

   ⑷ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

   ⑸ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環

境の改善 

 

 

 

 



2 

３ 計画の位置付け 

 データヘルス計画は、健診情報、医療情報等のデータの分析結果に基づき保健事業をＰＤ

ＣＡサイクルに沿って効果的かつ効率的に実施するための事業計画です。 

 また、計画は、西脇市総合計画を上位計画とし、にしわき健康プラン（健康増進計画）、

高齢者安心プラン（高齢者福祉計画・介護保険事業計画）との整合を図りつつ、国民健康保

険特定健康診査等実施計画と一体的に策定、推進することとします。 

 

【計画の位置付け】 
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４ 計画の期間 

 第２期計画は、国民健康保険特定健康診査等実施計画と一体的に策定、推進するため、国

民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部改正において、「特定健康診査

実施計画及び健康増進計画との整合性を踏まえ、複数年とすること」としていることを踏ま

え、2018年度から2023年度までの６年間を計画期間とします。また、ＰＤＣＡサイクルの考

え方に沿って事業を実施し、必要に応じて内容を見直します。 

 

【計画の期間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

第２次計画（2014～2023年度）

第7期計画（2018～2020年度）

にしわき健康プラン（健康増進計画）

高齢者安心プラン（高齢者福祉計画・介護保険事業計画）

計画

国民健康保険データヘルス計画（第２期）

国民健康保険特定健康診査等実施計画（第三期）

計画の期間

第２期計画（2018～2023年度）

　第三期実施計画（2018～2023年度）
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第２章  西脇市の医療と保健にかかわる現状 

１ 人口 

 ⑴ 人口の推移と高齢化率 

   西脇市の総人口は減少傾向にあり、2017年４月１日現在で41,405人となっています。 

   一方、高齢化率は2017年４月１日現在で31.4％と、高齢化が進行しています。 

 

図表１ 西脇市の人口推移と高齢化率 

 

 

 ⑵ 西脇市国民健康保険被保険者における高齢化率 

   西脇市国民健康保険被保険者数は減少傾向にありますが、被保険者の高齢化率（65～

74歳の割合、75歳以上は後期高齢者医療に加入）は増加傾向にあり、兵庫県、国と比較

して高くなっています。 

 

図表２ 国民健康保険被保険者の推移と高齢化率 

 
                         資料：国民健康保険実態調査報告（各年 10月１日現在）  

資料：西脇市（住民基本台帳）各年 4月 1日現在 
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 ⑶ 人口構成 

   西脇市の人口に占める国民健康保険の加入率は、全体が23.1％、男女別では、男性が

23.8％、女性は22.5％です。 

   年齢階級別では、男女ともに60歳以上から人数が急激に増加しており、40～74歳の人

口に占める国民健康保険の加入率は、全体が38.3％、男女別は、男性が37.7％、女性は

38.9％となっています。 

 

図表３ 総人口と国民健康保険加入者数（年齢階級別） 

 

 

 

 

 

図表４ 国民健康保険の加入状況 

                             （2017年4月1日現在） 

 

項 目 男性 女性 計 

総 人 口 19,865 人 21,540 人 41,405 人 

被保険者数 4,727 人 4,852 人 9,579 人 

加 入 率 23.8 ％ 22.5 ％ 23.1 ％ 

40～74歳 
※特定健康診査

対象年齢 

人   口 9,454 人 9,938 人 19,392 人 

被保険者数 3,561 人 3,862 人 7,423 人 

加 入 率 37.7 ％ 38.9 ％ 38.3 ％ 

資料：西脇市（国保事業年報） 

男性 女性 

     国民健康保険被保険者 男性   女性 

     人口         

 2017年4月1日現在 資料：西脇市（住民基本台帳） 

 ※75歳以上は後期高齢者医療        
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２ 平均寿命と健康寿命 

  要介護（支援）認定区分を指標として、定義が異なる２つの健康寿命を図表５・６に示

しました。どちらも女性の平均寿命が長く、健康寿命との差が大きくなっています。また、

介護保険の要支援１～要介護５を不健康とした健康寿命（図表５）では、男女とも健康寿

命が兵庫県、国を下回っています。 

  健康寿命を延ばすことは、高齢化社会において安心な生活を送るために必要なことです。 

 

図表５ 平均寿命と健康寿命１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢシステム 地域の全体像の把握 

※平均寿命：０歳児が平均して何歳まで生きるかを示したもの 

※健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間 

介護保険の要支援１～要介護５を不健康（要介護）な状態とする。 

（歳） 

（歳） 
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図表６ 平均寿命と健康寿命２ 

 

 

 

 

 

  

資料：厚生労働省が2012年９月に示した「健康寿命の算定方法の指針」と「健康寿命

の算定プログラム（2015）」に基づき、兵庫県が算出 ※国の平均はなし 

※平均寿命：０歳児が平均して何歳まで生きるかを示したもの 

※健康寿命：日常動作生活が自立している期間 

介護保険の要介護２～５を不健康（要介護）な状態とする。 

（歳） 

（歳） 
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３ 死亡の状況 

 ⑴ 主要死因別割合の推移 

   主要死因別の割合は、2015年度で悪性新生物、心疾患が多くを占めています。年度の

推移を見ると、2013年度から2015年度にかけて、悪性新生物と肺炎の占める割合が少な

くなっています。 

   また、兵庫県との比較では、悪性新生物の占める割合が低く、心疾患の占める割合が

高くなっています。 

 

図表７ 主要死因別割合 

 

 

図表８ 2015年度主要死因別割合（兵庫県との比較） 

 

      資料：兵庫県保健衛生統計年報 
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 ⑵ 死因別標準化死亡比（2008～2012年）の状況 

   死因別標準化死亡比（※）は、男性では特に急性心筋梗塞、心不全、老衰、女性では

特に大腸がん、急性心筋梗塞、心不全が国の平均より高くなっています。また、男女と

も急性心筋梗塞、心不全が国の平均より高くなっています。 

 

図表９ 死因別標準化死亡比の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     資料：兵庫県保健衛生統計データ 

      ※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

より求められる死亡数と実際の死亡数とを比較するもので、我が国の平均を 100としており、標

準化死亡比が 100以上の場合は我が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る。                        （厚生労働省） 

（男性） 

（女性） 

国
の
平
均 
国
の
平
均 
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４ 西脇市国民健康保険における医療の状況 

 ⑴ 医療受診率（医科）の状況（レセプトを集計） 

  ア 全体の状況 

    医療受診率は、増加傾向にあります。また、どの年度も兵庫県、国と比較して高く

なっています。 

図表 10 医療受診率の推移（全体、０～74歳） 

 
 

  イ 男女別の状況 

    医療受診率は、男女ともに増加傾向にあります。また、男女ともにどの年度も兵庫

県、国と比較して高くなっています。 

    男女を比較すると、女性の受診率が高くなっています。 

 

 

 

 

  

資料：ＫＤＢシステム 医療費分析の経年比較 

（一部の調剤レセプトが含まれていません。） 

図表 11 医療受診率の推移 

（男性、０～74歳） 
図表 12 医療受診率の推移 

（女性、０～74歳） 

※レセプト：医療機関が患者に行った診療について、保険者に請求する医療報酬の明細書のこと 

※医療受診率：国保被保険者千人に対して、請求のあったレセプト総件数の割合 

       （レセプト総件数÷被保険者数）×1,000 

 

資料：ＫＤＢシステム 医療費分析の経年比較 （一部の調剤レセプトが含まれていません。） 
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 ⑵ 医療費（医科）の状況（レセプトを集計） 

  ア 全体の状況 

    レセプト１件当たりの医療費は、増加傾向にあります。また、どの年度も兵庫県、

国と比較して高くなっています。 

 

 

 

 
 

イ 男女別の状況 

    レセプト１件当たりの男女別の医療費は、男性では2016年度が前年度と比較して増

加、女性が３年間で増加傾向にあります。また、男女ともにどの年度も兵庫県、国と

比較して高くなっています。 

    男女を比較すると、女性のレセプト１件当たりの医療費は、男性よりも低くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表14 医療費（レセプト１件当たり）

の推移（男性、０～74歳） 

図表15 医療費（レセプト１件当たり）の

推移（女性、０～74歳） 

資料：ＫＤＢシステム 医療費分析の経年比較 

（一部の調剤レセプトが含まれていません。） 

資料：ＫＤＢシステム 医療費分析の経年比較 （一部の調剤レセプトが含まれていません。） 

図表13 医療費（レセプト１件当たり） 

    の推移（全体、０～74歳） 
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 ⑶ 外来・入院における総医療費上位 10疾病の状況 

   外来における医療費の上位３疾病は、2014年度から2016年度まで高血圧症、糖尿病、

慢性腎不全（透析あり）です。 

   被保険者数の減少に伴い医療費総合計は減少していますが、慢性腎不全（透析あり）

の医療費は増加しています。 

 

図表 16 外来における総医療費上位 10疾病 

 

 

 

 
資料：ＫＤＢシステム 医療費分析（最小（82）分類） 

参考 医療費総合計（外来）：2,141,967千円 

参考 医療費総合計（外来）：2,114,707千円 

参考 医療費総合計（外来）：1,968,604千円 
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   入院における医療費の最上位疾病は、2014年度から2016年度まで統合失調症となって

います。 

   また、慢性腎不全（透析あり）の医療費が増加しています（2014年度は12位、総医療

費24,537千円）。 

 

図表 17 入院における総医療費上位 10疾病 

 

 

 

 

 
                       

資料：ＫＤＢシステム 医療費分析（最小（82）分類） 

参考 医療費総合計（入院）：1,605,539千円 

参考 医療費総合計（入院）：1,445,677千円 

参考 医療費総合計（入院）：1,534,642千円 
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 ⑷ 外来におけるレセプト件数上位 10疾病の状況 

   外来における被保険者 1,000人当たりレセプト件数の上位10疾病を抽出しました。 

   2014年度から2016年度まで、上位３疾病は高血圧症、糖尿病、脂質異常症となってお

り、それぞれ兵庫県よりも多くなっています。 

 

図表 18 外来におけるレセプト件数上位 10疾病 

 

 

 

                資料：ＫＤＢシステム 疾病別医療費分析（細小（82）分類） 

 

（件／1,000人） 

（件／1,000人） 

（件／1,000人） 
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 ⑸ 生活習慣病の状況 

   ＫＤＢシステムでは、生活習慣病を糖尿病、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、筋・骨格疾患、精神疾

患の13疾病と定めています。 

   被保険者 1,000人当たりの生活習慣病に関するレセプト件数の状況について、2014年

度から2016年度までの上位４疾病は、高血圧症、筋・骨格疾患、脂質異常症、糖尿病と

なっており、生活習慣病全体の約80％を占めています。また、糖尿病、がんは増加傾向

にあります。 

   なお、疾病分類方法が異なるため、図表18の数値とは一致しないものがあります。 

 

図表 19 被保険者 1,000人当たりレセプト件数（単位：件／1,000人） 

 

                      資料：ＫＤＢシステム 疾病別医療費分析（生活習慣病） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 総件数 

2014年度：358.9件／1,000人 

2015年度：363.4件／1,000人 

2016年度：357.9件／1,000人 
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   生活習慣病のレセプト件数上位４疾病についての年齢別レセプト件数の状況は、図表

20のとおりです。どの疾病も、年齢が上がるにしたがいレセプト件数が増えています。 

 

図表20 年齢別被保険者1,000人当たりレセプト件数（単位：件／1,000人） 

 

 

 

 
       資料：ＫＤＢシステム 疾病別医療費分析（生活習慣病） 
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５ 西脇市国民健康保険における歯科の状況 

 ⑴ 医療受診率（歯科）の状況（レセプトを集計） 

  ア 全体の状況 

    医療受診率は、増加傾向にあり、兵庫県、国よりも高くなっています。 

 

図表 21 医療受診率（歯科）の推移（全体、０～74歳） 

 

 

  イ 男女別の状況 

    男女別の医療受診率は、男女ともに増加傾向にあります。また、どの年度も兵庫県、

国より高くなっています。男女を比較すると、女性の受診率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：ＫＤＢシステム 医療費分析の経年比較 （一部の調剤レセプトが含まれていません。） 

図表 22 医療受診率（歯科）の推移

（男性、０～74歳） 
図表 23 医療受診率（歯科）の推移 

（女性、０～74歳） 

資料：ＫＤＢシステム 医療費分析の経年比較 

（一部の調剤レセプトが含まれていません。） 
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 ⑵ 医療費（歯科）の状況（レセプトを集計） 

  ア 全体の状況 

    レセプト１件当たりの医療費は、2016年度は2014年度と比較して増加しています。

また、どの年度も兵庫県、国より低くなっています。 

 

図表24 医療費（歯科）（レセプト１件当たり）の推移（全体、０～74歳） 

 
  

  イ 男女別の状況 

    男女別の医療費は、男女とも３年間で増加傾向にあります。男性はどの年度も兵庫

県、国と比較して低く、女性は2016年度で国よりも高くなっています。 

    男女を比較すると、女性のレセプト１件当たりの医療費は、男性よりも低くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表25 医療費（歯科）（レセプト１件 

当たり）の推移（男性、０～74歳） 

図表26 医療費（歯科）（レセプト１件 

当たり）の推移（女性、０～74歳） 

資料：ＫＤＢシステム 医療費分析の経年比較 （一部の調剤レセプトが含まれていません。） 

資料：ＫＤＢシステム 医療費分析の経年比較 

（一部の調剤レセプトが含まれていません。） 



19 

６ 介護保険の状況 

 ⑴ 介護給付費の推移 

ア 全体の状況 

    介護給付費の１件当たりの推移状況では、2016年度は、2014年度よりも増加してい

ます。また、どの年度も兵庫県、国より高くなっています。 

 

図表 27 介護給付費の１件当たりの推移（全体、40歳～） 

 

 

  イ 男女別の状況 

    男女別の状況は、男女ともにほぼ横ばいの状況です。また、どの年度も兵庫県、国

より高くなっています。 

 

 

 

 

  

  

図表28 介護給付費の１件当たりの推移

（男性、40歳～） 

図表29 介護給付費の１件当たりの推移

（女性、40歳～） 

資料：ＫＤＢシステム 地域の全体像の把握 

資料：ＫＤＢシステム 地域の全体像の把握 
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 ⑵ 介護認定者の有病状況 

   介護認定者の有病状況は、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、心臓病、筋・骨格疾患、

精神疾患、アルツハイマー病が兵庫県、国を上回っています。 

 

図表 30 2016年度 介護保険認定者の有病状況 

 

 

  

資料：ＫＤＢシステム 地域の全体像の把握 
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第３章 第１期計画の評価 

１ 目標値の検証 

  第１期計画では生活習慣病予防を最優先課題とし、目標及び評価指標を設定しました。

各評価指標の2014年度の数値を基準値とし、2016年度の数値との比較を行います。 

 

⑴ 中・長期目標 

  ア 生活習慣病予防 

 

指標：生活習慣病に関するレセプト件数（被保険者1,000人当たり） 

 

  イ 「食生活・運動・喫煙・飲酒・睡眠」に関する健診質問項目の該当者の減少 

 

指標Ａ：週３回以上夕食後間食あり 

     

指標Ｂ：１回30分以上の運動習慣なし 

 

指標Ｃ：喫煙している 

 

指標Ｄ：飲酒頻度（毎日） 

 

指標Ｄ：睡眠不足 

 

  

基準値（2014年度） 現状値（2016年度） 目指す方向性 増減 評価 

358.9件 357.9件 
 

▲1.0件 ○ 

基準値（2014年度） 現状値（2016年度） 目指す方向性 増減 評価 

12.4％ 12.6% 
 

0.2% × 

基準値（2014年度） 現状値（2016年度） 目指す方向性 増減 評価 

63.8％ 63.6% 
 

▲0.2% ○ 

基準値（2014年度） 現状値（2016年度） 目指す方向性 増減 評価 

14.4％ 13.5% 
 

▲0.9% ○ 

基準値（2014年度） 現状値（2016年度） 目指す方向性 増減 評価 

26.1％ 26.9% 
 

0.8% × 

基準値（2014年度） 現状値（2016年度） 目指す方向性 増減 評価 

32.5％ 31.2% 
 

▲1.3% ○ 
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ウ 自主的な健康づくり活動の推進 

    指標：健康づくりのために、日頃から何らかの活動、取組（ウオーキングや体操な

ど）をしていると回答した市民の割合（まちづくり市民アンケート） 

 

  エ 医療費の伸びの抑制 

指標：レセプト１件当たり医療費 

 

⑵ 短期目標 

ア 特定健康診査受診率の向上 

指標：特定健康診査受診率 

 

  イ 特定保健指導実施率の向上 

指標：特定保健指導実施率 

 

   

  

基準値（2014年度） 現状値（2016年度） 目指す方向性 増減 評価 

48.4% 40.6% 
 

▲7.8% × 

基準値（2014年度） 現状値（2016年度） 目指す方向性 増減 評価 

36,700円 38,127円 
 

1,427円 × 

基準値（2014年度） 現状値（2016年度） 目指す方向性 増減 評価 

37.8％ 38.6％ 
 

0.8% ○ 

基準値（2014年度） 現状値（2016年度） 目指す方向性 増減 評価 

14.8％ 52.6％ 
 

37.8% ○ 
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  ウ 運動、栄養、喫煙等の生活改善のための啓発 

指標：健康教室等の参加延べ人数 

   各事業の指標を見直しますので、評価はしません。 

 
 ※参考：第１期計画の指標 

 
  

指標 現状値（2016年度） 目指す方向性 増減 評価 

健康教育 

 

健康教育事業及び 

地域健康教育支援事業

の参加者 

425人 

 

－ － 

チャレンジ健康サロン 

 

チャレンジ！健康サロ

ン（運動編・栄養編）

の参加者 

69人 

 

－ － 

健康相談 

 

町ぐるみ健診会場での

保健指導参加者数（喫

煙者やＢＭＩ25以上の

方） 

1

健診結果説明、生活改

善相談の参加者数 

5 

訪問、電話による受診

勧奨及び保健指導実施

者数 

 

以上の合計 

673人 

 

－ － 

訪問による特定保健指

導実施者数 
146人 

 
－ － 

指 標 2014年度 目指す方向性 

健康教室等の 

参加述べ人数 

健康教育等   1,406人  

チャレンジ健康サロン    97人  

健康相談    953人  

訪問指導    217人  

※ＢＭＩ…肥満であるかどうかを判断するための指数のこと。 

     ＢＭＩ（体格指数）＝体重㎏÷身長ｍ÷身長ｍ 
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  エ 自主的な健康づくり活動の推進 

指標：健康ポイント抽選会の参加延べ人数 

 

  オ レセプト点検等の強化 

指標：レセプト点検に係る財政効果割合 

 

  

基準値（2014年度） 現状値（2016年度） 目指す方向性 増減 評価 

－ 715人 
 

－ － 

基準値（2014年度） 現状値（2016年度） 目指す方向性 増減 評価 

0.99% 0.57% 
 

▲0.42% × 

※財政効果割合：レセプト点検等によって、医療費における保険者負担分が削減された割合 
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２ 事業の取組状況及び評価 

  西脇市では、生活習慣病予防を目的とした保健事業を実施しています。各事業について、

2016年度の実績を基に評価を行います。 

 

⑴ 特定健康診査、特定保健指導等の推進 
事務事業名 実施状況 評価 

特定健康診査事

業 

40歳以上75歳未満の方を対象に、生活習慣病の

リスクの有無を検査しました。５、６、９月及

び12月に町ぐるみ健診（集団健康診査）を実施

しました。また、市内外26医療機関と契約し、

医療機関での特定健康診査（個別健康診査）を

通年で実施しました。 

 

受診者数 

集団健康診査 2,109人 個別健康診査 586人 

継続 

人間ドック受診

助成事業 

西脇病院と大山病院で受診する人間ドックの助

成を行いました。 

 

受診者数 

40歳以上75歳未満かつ、日帰り人間ドック又は

１泊２日人間ドック受診者 243人 

継続 

特定健康診査等

受診率向上対策

事業 

特定健康診査未受診者 6,312人のうち電話番号

が把握できた 2,392人に電話勧奨を実施しまし

た。 

 

電話勧奨結果 

受診希望者 

 498人 集団健康診査 98人 

    個別健康診査 315人 

データ提供者 85人 

 

うち受診者 

 183人 集団健康診査 81人 

    個別健康診査 77人 

データ提供者 25人 

要改善 

 

希望者のうち、

実際に受診した

方が少ない結果

となっており、

受診につながる

方策を検討しま

す。 

特定健康診査医

療データ提供事

業 

事業実施医療機関で定期的に血液検査をしてい

る被保険者に対して、特定健康診査に必要な検

査を追加で受けていただき、その結果を特定健

康診査データとして受領し、特定健康診査の受

診率向上に努めました。 

 

データ提供者数 

2016年度42人 2015年度37人 

継続 
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特定健康診査未

受診者等対策支

援事業 

兵庫県国民健康保険団体連合会が実施する特定

健康診査未受診者等対策支援事業を活用し、特

定保健指導の積極的支援対象者について、電話

での健康相談並びに市実施の特定保健指導への

利用勧奨を行いました。 

 

対象者31人 

電話がつながった方23人  

うち特定保健指導利用者３人 

継続 

特定保健指導事

業 

特定健康診査結果により判定された生活習慣病

リスク者に対して、食事や運動等の生活習慣を

見直すサポートを実施しました。 

 

実施数（６か月後評価修了者） 

積極的支援８人 動機付け支援19人 

継続 

特定保健指導訪

問指導事業 

特定保健指導の動機付け支援対象者に対し、戸

別訪問による特定保健指導を行い、生活改善を

支援しました。特定保健指導実施率の向上に大

きく寄与しています。 

 

６か月後評価終了者（連絡が取れず完了扱いと

した方を含む。） 146人 

継続 

がん検診等事業 2016年度町ぐるみ健診（推進事業除く。） 

肺がん検診    3,016人 

胃がん検診    1,102人 

大腸がん検診   2,636人 

前立腺がん検診   829人 

子宮がん検診    988人 

乳がん検診     527人 

骨粗しょう症検診  912人 

肝炎ウイルス検診  923人 

要改善 

新規受診者、継

続受診者が少な

いため、受診歴

等データ分析を

行い、受診勧奨

方法を工夫し、

強化していきま

す。 

がん検診推進事

業 

子宮がん、乳がん、大腸がん検診の対象者のう

ち、節目年齢の対象者に無料クーポン券を送付

し、受診勧奨を実施しました。また、未受診者

に対して再勧奨を実施しました。 

 

子宮がん検診  

対象者 1,036人のうち 286人受診（27.6％） 

乳がん検診 

対象者 1,343人のうち 487人受診（36.3％） 

大腸がん検診 

 対象者 845人のうち98人受診（11.6％） 

要改善 

 

新規受診者が少

ないため、対象

者の検討や勧奨

方法を工夫し、

強化していきま

す。 
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⑵ 積極的な啓発活動 

がん検診事業等

フォローアップ

事業 

がん検診要精密検査者のうち精密検査未受診者

に対して受診勧奨を実施しました。 

 

肺がん  10人 

胃がん  14人 

大腸がん 68人 

子宮がん 10人 

乳がん  22人 

計  124人に個別勧奨 

要改善 

 

かかりつけ医を

通じた受診勧奨

など医師会等と

連携し受診勧奨

を行っていきま

す。 

事務事業名 実施状況 評価 

健康教育事業 メタボリックシンドローム予防の啓発及び特定

健康診査の受診勧奨を目的として、各地区で教

室やイベントを開催しました。血圧測定や健康

クイズを実施し、特定健康診査の受診勧奨や医

療機関への適正受診についての啓発を実施しま

した。 

参加人数 

芳田地区38人 日野地区 96人 

津万地区77人 黒田庄地区31人 

※開催日順に記載 

継続 

健康相談事業 ・町ぐるみ健診時の身体計測の結果、ＢＭＩ25

以上の方（ 369人うち国保被保険者 311人）

に対し、健診当日に保健師・管理栄養士によ

る保健指導を実施しました。 

・町ぐるみ健診会場に「禁煙相談コーナー」を

設け、喫煙が体に及ぼす影響等を説明し31人

に禁煙指導を実施しました。 

継続支援16人、禁煙成功１人 

・チャレンジ！健康サロン（運動編・栄養編） 

健診結果説明、運動や食生活指導を実施しま

した。 

10回 69人 

・健康相談 

 健診結果説明、生活改善の相談を実施しまし

た。 

                 57人 

・訪問及び電話指導 

 医療機関への受診勧奨及び保健指導を実施し

ました。 

70人 

 

継続 
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食生活改善指導

事業 

母子の健康増進 16回   966人 

生活習慣病予防 13回  8,452人 

高齢者の食事指導11回   208人 

いずみ会（食生活改善グループ）研修会 

        32回   314人 

継続 

特定健康診査健

診フォローアッ

プ事業 

健診項目のeGFR値等を活用し、eGFR値 60ml/dL

未満かつ尿蛋白陽性の方を対象に個別訪問を実

施し、医療機関への受診を勧奨しました。治療

中の方には、生活習慣見直しのアドバイスを行

う等の保健指導を実施しました。 

 

実施者数23人 

要改善 

 

訪問対象者のほ

とんどが治療中

の方であり、重

症化予防の早期

介入として、医

療機関未受診者

など対象者を変

更します。 

健康増進啓発ポ

スター募集事業 

「特定健康診査」「タバコ」「食育」をテーマ

に市内小学４～６年生及び中学生に応募を呼び

かけました。 

応募 「特定健康診査」34作品 

   「タバコ」 287作品 

   「食育」29作品      計 350作品 

市役所他関係機関において作品展示。最優秀作

品は、啓発ポスターとして医療機関や学校等公

共機関で掲示し啓発を図りました。 

廃止 

 

健康づくりの意

識の向上効果の

評価が難しいた

め 

健康づくり推進

活動事業 

保健衛生推進委員会により、町ぐるみ健診受診

勧奨月間に実施しました。 

各自治会において声かけ及び申込書の配布、防

災行政無線による啓発を行いました。 

継続 

地域健康教育支

援事業 

各地区における健康づくりの推進を区長会に依

頼し、健康教室等の開催を支援しました。 

黒田庄地区46人、野村地区66人 

比延地区 51人、重春地区20人 

※開催日順に記載 

継続 

介護予防普及啓

発事業 

在宅介護支援センターで介護予防教室を実施し

ました。 

13回 348人参加 

継続 

介護予防運動教

室 

在宅介護支援センターが１クール12回の介護予

防教室を８会場で実施しました。 

96回  147人 

延べ 1,457人参加 

継続 

おりひめ体操普

及啓発 

おりひめ体操実技指導、健康相談、健康教育を

実施しました。 

18回  807人 

継続 
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 ⑶ 自主的な健康づくり活動の推進 

 

⑷ 「医療費等適正化」に関する事業 

 

 

  

事務事業名 実施状況 評価 

西脇健康ポイン

ト制度事業 

自主的な健康づくりに対して健康ポイントを付

与し、10ポイントにつき１回景品が当たる抽選

会を実施しました（西脇エコポイント制度と合

同で実施）。 

 

抽選会参加延べ人数 715人 

抽選回数 1,113回 

発行ポイント19,332ポイント 

要改善 

 

参加者を増加さ

せる方策を検討

します。また、

参加者の行動変

容を図るための

自己評価アンケ

ートを実施しま

す。 

萩ヶ瀬会館サロ

ン 

社会福祉協議会ロビーで毎日開催しました。 

火曜日はおりひめ体操を実施しました。 

 342回 延べ 7,554人参加 

継続 

介護予防いきい

きサロン 

月１回程度のサロンを35会場で実施しました。 

 242回  744人 延べ 4,635人参加 

継続 

おりひめ体操自

主グループ支援 

週１回のグループ活動を行いました。 

９グループが活動 

継続 

介護予防サポー

ター養成講座 

介護予防の基礎知識、サポーターとしての役割

やおりひめ体操実技の習得を目的に、講座を実

施しました。 

３回 21人 延べ54人参加 

継続 

事務事業名 実施内容 評価 

レセプト点検等

事業 

・レセプト点検 

財政効果割合 0.57％ 

 

・医療費通知の送付 

 送付枚数 24,650枚 

 

・後発医薬品利用差額通知の送付 

 送付枚数  1,452枚 

後発医薬品利用率（数量ベース） 45.1％ 

後発医薬品利用率（金額ベース） 18.2％ 

継続 
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第４章 西脇市の健康課題と第２期取組事業 

１ 西脇市の健康課題 

 ⑴ 健康課題 

西脇市の健康課題を整理すると次のとおりです。 

 

  

 健康課題 

健康寿命 ・兵庫県、国を下回っています。 

医療費 ・レセプト１件当たりの医療費が増加しています。 

・外来の医療費は、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全（透析あり）が

毎年度上位にあります。 

・外来、入院とも、慢性腎不全（透析あり）の医療費は増加傾向に

あります。 

レセプト ・高血圧症、糖尿病、脂質異常症が毎年度上位を占めています。 

・生活習慣病が全体の８割を占めています。 

 

  以下の健康課題は、第５章（ p36以降）から抜粋しています。 

 健康課題 

特定健康診査 ・受診率が近年伸び悩んでいます（ p42 図表35参照）。 

特定健康診査結

果 

・ＨｂＡ１ｃの有所見者が増えています（ p50 図表48参照）。 

・未受診者（高血圧症、脂質異常症及び糖尿病の治療なし）におけ

る高値者が増えています（ p55 図表56参照）。 

特定保健指導 ・翌年度の減少率が下がっています（ p58 図表59参照）。 

・身体活動面の自己評価が、「変化なし」又は「悪化」が過半数を

超えています（ p60 図表61参照）。 

メタボリックシ

ンドローム 

・メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合が増加してい

ます（ p47 図表43参照）。 

・翌年度の減少率が下がっています（ p49 図表46参照）。 

・メタボリックシンドローム該当者及び予備群は、飲酒、食習慣、

喫煙の有所見者の割合が、メタボリックシンドローム非該当者よ

りも高くなっています（ p50 図表47参照）。 

※ＨｂＡ１ｃ…赤血球の中に含まれるヘモグロビン（血色素）にブドウ糖が結合したもので、食事の影響を受け

ず、過去 120日間の平均的な血糖状態がわかる。 
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    健康課題を次のとおり分類します。 

 健康課題 

健康寿命 ・兵庫県、国を下回っています。 

医療費適正化 ・レセプト１件当たりの医療費が増加しています。 

重症化予防 ・外来の医療費は、慢性腎不全（透析あり）が毎年度上位にありま

す。 

・外来、入院とも、慢性腎不全（透析あり）の医療費は増加傾向に

あります。 

・ＨｂＡ１ｃの有所見者が増えています。 

・未受診者（高血圧症、脂質異常症及び糖尿病の治療なし）におけ

るＨｂＡ１ｃ高値者が増えています。 

生活習慣病予防 ・外来の医療費は、高血圧症、糖尿病が毎年上位にあります。 

・特定健康診査の受診率が近年伸び悩んでいます。 

（レセプト） 

・高血圧症、糖尿病、脂質異常症が毎年上位を占めています。 

・生活習慣病が全体の８割を占めています。 

(特定保健指導) 

・翌年度の減少率が下がっています。 

・身体活動面の自己評価が、「変化なし」又は「悪化」が過半数を

超えています。 

（メタボリックシンドローム） 

・メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合が増加してい

ます。 

・翌年度の減少率が下がっています。 

・メタボリックシンドローム該当者及び予備群は、飲酒、食習慣、

喫煙の有所見者の割合が、メタボリックシンドローム非該当者よ

りも高くなっています。 
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 ⑵ 目標の設定 

   各課題に対して、目標を次のように設定します。 

 

  ア 全体の中・長期目標 

    健康寿命の延伸、医療費の減少 

 

イ 重症化予防の目標 

＜中長期的な目標＞ 

慢性腎不全（透析あり）の医療費の減少 

 

＜短期的な目標＞ 

透析移行者の減少 

    未受診者（高血圧症、脂質異常症、糖尿病の治療なし）におけるＨｂＡ１ｃ高値者

の減少 

  ＨｂＡ１ｃの有所見者の減少 

 

  ウ 生活習慣病予防の目標 

＜中長期的な目標＞ 

高血圧症、糖尿病の医療費の減少 

高血圧症、糖尿病、脂質異常症のレセプト件数の減少 

 

＜短期的な目標＞ 

    特定健康診査受診率の向上 

    特定保健指導対象者の減少率の向上 

    メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合の減少 

    メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率の向上 

    飲酒、食習慣、喫煙の有所見者の減少 
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 ⑶ 各課題に対する重点的な取組事業 

   各課題に対して、次の事業を重点取組事業として実施していきます。 

 

ア 重症化予防 

 

イ 生活習慣病予防 

事業名 概要 評価指標 

糖尿病性腎症等重症化

予防（治療中） 

ＨｂＡ１ｃ 6.5％以上で、治

療中の被保険者に医療機関と

連携して、保健指導を実施し

ます。 

１ 実施者数 

２ １のうち、保健指導後の

ＨｂＡ１ｃ値改善者数 

糖尿病性腎症等重症化

予防（未治療者） 

ＨｂＡ１ｃ 6.5％以上で、未

治療又は治療中断中の被保険

者に受診勧奨を行います。 

１ 勧奨者数 

２ １のうち、医療機関受診

者数 

事業名 概要 評価指標 

特定健康診査等受診率

向上対策事業 

特定健康診査未受診者に電話

等で受診勧奨を行います。 

１ 受診率 

２ 受診希望人数とそのうち

実際に受診した人数 

特定保健指導訪問指導

事業 

特定保健指導の動機付け支援

対象者に対し、戸別訪問によ

る特定保健指導を行い、生活

改善を支援します。 

１ 実施率 

２ 特定保健指導対象者の減

少率 

特定健康診査フォロー

アップ事業 

健康診査結果で検査項目が基

準値を大きく超えている方や

要医療判定者に対して、医療

受診の勧奨を行います。 

１ 勧奨者数 

２ １のうち、医療機関受診

者数 

健康相談事業 ・生活習慣病などの疾患別健

康相談、心身の健康に関す

る総合相談を行います。 

・町ぐるみ健診会場で喫煙者

やＢＭＩの高い方などリス

クの高い方に健康相談を行

います。 

・生活習慣の改善を支援する

ため個人に応じた健康増進

プログラムを提供します。 

１ 実施者数 

２ 特定保健指導対象者の減

少率 

食生活改善指導事業 正しい食生活知識の普及啓発

と、食育に関する意識向上の

ため、料理教室、広報等の活

動を行います。 

参加者数 

 

西脇健康ポイント制度

事業 
自主的な健康づくりに対して

健康ポイントを付与し、貯め

たポイント数に応じて景品を

交付します。 

１ 参加者数 

２ 参加者の行動変容 
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  ウ 医療費適正化 

 

  

事業名 概要 評価指標 

医療費適正化事業 ・レセプト点検 

・医療費通知の送付 

・後発医薬品利用差額通知の

送付 

・レセプト点検 

財政効果割合 

 

・医療費通知の送付 

 送付枚数 

 

・後発医薬品利用差額通知の

送付 

 １ 送付枚数 

 ２ 後発医薬品利用率（数

量ベース） 

 ３ 後発医薬品利用率（金

額ベース） 
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２ データヘルス計画の評価及び見直し 

  データヘルス計画の着実な推進のために、次のように進行管理を行います。 

 

 ⑴ 計画の進行管理については、計画の進捗状況の評価・点検をＰＤＣＡの考え方をもと

に実施します。 

 ⑵ 事業の評価が適正に行えるよう、関連部署、関連機関の意見・要望・評価など質的な

データの収集・整理に努めます。 

 ⑶ 毎年度、事業実施結果を分析・評価し、より効果的・効率的な保健事業の展開が図れ

るよう事業を見直し、対策を講じます。 

 

 

【ＰＤＣＡの考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画（Ｐｌａｎ）

・国や県の示す「基本指針」に即して成果目標及び

活動目標を設定するとともに、事業を計画する。

実行（Ｄｏ）

・計画の内容を踏まえ、事業
を実施する。

評価（Ｃｈｅｃｋ）

・成果目標及び活動目標について実績を把握し、分析・
評価を行う。

改善（Ａｃｔion）

・評価の結果を踏まえ、事業を見直し、必要がある
と認める時はデータヘルス計画の見直し等を実施
する。
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第５章 特定健康診査・特定保健指導 

    （第三期特定健康診査等実施計画） 

 

１ 計画の趣旨及び基本的な考え方 

 ⑴ 計画策定の背景及び趣旨 

   我が国は、国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療保険制

度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。しかしなが

ら、急速な少子高齢化、国民生活や意識の変化など大きな環境変化に直面しており、国

民皆保険を維持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものにしていくためには、その

構造改革が急務となっています。 

   近年、糖尿病、脂質異常症、高血圧症等の有病者の増加により、生活習慣病対策が大

きな課題となっています。このような状況を踏まえ、2008年４月１日に施行された高齢

者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」といいます。）に基づ

き、医療保険者に生活習慣病の発症原因とされるメタボリックシンドロームに着目した

特定健康診査・特定保健指導の実施が義務付けられました。 

   西脇市においては、国の特定健康診査等実施計画（法第19条）に即して、2013年度か

ら2017年度までの５年間の第二期特定健康診査等実施計画（以下「第二期実施計画」と

いいます。）を策定し、受診率向上に向けた啓発及び受診環境の整備等に取り組み、特

定健康診査・特定保健指導を実施してきました。 

   2017年度が第二期実施計画の最終年度であることから、目標達成状況と取組内容の評

価を行い、第三期特定健康診査等実施計画（以下「第三期実施計画」といいます。）を

策定し、更なる特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の向上と被保険者の健康の

保持増進を図ります。 

 

 ⑵ 計画の位置付け 

   第三期実施計画は、市民の健康づくりを支援するために、市民・行政・保健医療関係

団体等が果たすべき役割を踏まえ、市の目指す健康づくり活動とその実現に向けての体

制の整備・方策の基本方向を定めるものです。 

   計画の策定に当たっては、国の特定健康診査等基本指針（法第18条）に基づき、西脇

市国民健康保険が策定する計画であり、西脇市における既存の各種関連計画との整合性

を図りつつ、データヘルス計画（６か年計画）と一体的に策定、推進することとします。 

 

 ⑶ 計画の期間 
   第三期実施計画の期間は、国の特定健康診査等実施計画（法第19条）の改正に即して、

2018年度から2023年度までの６年間とします。 
   なお、法改正や国による指針の見直し、社会経済環境等の変化により、随時見直しを

行うものとします。 
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 （特定健康診査等実施計画） 

第19条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、六年ごとに、六年を一期として、特

定健康診査等の実施に関する計画（以下「特定健康診査等実施計画」という。）を定める

ものとする。 

２ 特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 ⑴ 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項 

 ⑵ 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標 

 ⑶ 前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事

項 

３ 保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

 

特定健康診査等基本指針記載事項 

 １ 特定健康診査の基本的な考え方 

  ⑴ 国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受診率が徐々に増加

し、次に75歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇している。これ

を個人に置き換えてみると、不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習慣がやが

て糖尿病、高血圧症、高脂血症、肥満症等（以下「糖尿病等」という。）の生活習慣

病の発症を招き、外来通院及び投薬が始まり、生活習慣の改善がないままに、その後

こうした疾患が重症化し、虚血性心疾患や脳卒中等の発症に至るという経過をたどる

ことになる。 

    このため、生活習慣の改善により、若い時から糖尿病等の生活習慣病の予防対策を

進め、糖尿病等を発症しない境界域の段階で留めることができれば、通院患者を減ら

すことができ、更には重症化や合併症の発症を抑え、入院患者を減らすことができ、

この結果、国民の生活の質の維持及び向上を図りながら、医療費の伸びの抑制を実現

することが可能となる。 

  ⑵ 糖尿病等の生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）に起因する場合が多

く、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性心疾患、脳血

管疾患等の発症リスクが高くなる。このため、メタボリックシンドロームの概念に基

づき、その該当者及び予備群に対し、運動習慣の定着やバランスのとれた食生活など

の生活習慣の改善を行うことにより、糖尿病等の生活習慣病や、これが重症化した虚

血性心疾患、脳卒中等の発症リスクの低減を図ることが可能となる。 

  ⑶ 特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とし

て、メタボリックシンドロームに着目し、この該当者及び予備群を減少させるための

特定保健指導を必要とする者を、的確に抽出するために行うものである。 

 

 

 

 

  



38 

 ⑷ 生活習慣病対策の必要性 

   2015年度の国民医療費は約42兆３千億円となり、前年度と比べて 3.8％の増加となっ

ており、１人当たりの国民医療費も上昇傾向が続いています。 

   疾病全体のうち、がん、心疾患、脳血管疾患等の生活習慣病の占める割合が大きくな

っています。2015年度の死因別死亡割合のうち、がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、

高血圧疾患を合わせると、生活習慣病が約６割を占めています。 

   生活習慣病発症のリスクが高くなるメタボリックシンドロームの該当割合は、全国の

2015年度法定報告値で14.4％、予備群者で11.7％となっており、年齢が上がるほどその

割合も高くなる傾向にあります。 

   糖尿病、脂質異常症及び高血圧症等の発症、あるいは重症化や合併症への進行は、生

涯にわたって健やかな生活を営むうえで大きな影響をもたらすことになります。 

 

 

図表31 各関係主体による生活習慣病対策の推進 

 

資料：特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引きVer2.0（１－１－１参照） 
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⑸ メタボリックシンドロームに着目する意義 

   2005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

患概念と診断基準を示しました。 

   これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常及び高血圧を引き起

こす病態であり、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

クが高くなり、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。 

   内臓脂肪の蓄積や体重増加は、血糖や中性脂肪、血圧等の上昇をもたらすとともに、

様々な形で血管を損傷させ、動脈硬化を引き起こします。特定健康診査を受診すること

は、生活習慣と健康診査結果との関連性について理解することができ、生活習慣の改善

に向けた動機付けが容易にできるようになると考えられています。 

 

図表32 メタボリックシンドロームのメカニズム 

 
 

                  資料：今後の生活習慣病対策の推進について（中間とりまとめ）2005年９月15日 

                                       厚生科学審議会健康増進栄養部会 
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図表33 メタボリックシンドロームを標的とした対策が有効と考えられる３つの根拠 

 
                   資料：厚生労働省ホームページ 

 

⑹ 第三期実施計画における国の特定健康診査・特定保健指導の考え方 
   特定健康診査・特定保健指導の考え方、目的、内容、対象者、方法、評価について、

国から示された基本的な考え方を図表34に示します。 

 

図表34 特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方について 

 

                   資料：標準的な健診・保健指導プログラム（平成30年度版（１－13参照）） 
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 ⑺ 特定保健指導以外の保健指導 

   医療保険者には、特定保健指導以外の保健指導の実施は義務付けられていませんが、

既に治療が必要な状態や服薬管理ができていない方など、重症化予防の観点から保健指

導が必要な方への支援は必要であり、医療費の適正化につながることになります。西脇

市においては、このような対象者についても適宜対応していきます。 
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２ 第二期実施計画に基づく特定健康診査等の実施状況と課題 

 ⑴ 第二期実施計画における取組 
   法に基づき、2013年度から2017年度までの第二期計画を策定し、2017年度達成目標を

特定健康診査受診率60％、特定保健指導実施率60％と掲げ、受診率向上と特定保健指導

による重症化予防に向けて取り組んできました。 

   特定健康診査の受診率向上対策としては、個別健康診査実施医療機関の拡充など受診

しやすい環境づくりに取り組み、未受診者対策については、電話による受診勧奨、受診

券の再送付及び広報周知や啓発活動を実施してきました。また、かかりつけ医があるた

め特定健康診査を受診しない被保険者が多いことから、医療機関と連携した特定健康診

査医療データ提供事業を実施してきました。さらに、健診結果から医療が必要な方に対

しては、医療機関への受診勧奨を行うとともに、特定保健指導対象者への利用勧奨、訪

問による指導と、生活習慣の改善支援による疾病の重症化予防を進めてきました。 

 

 ⑵ 特定健康診査の実施状況 
ア 特定健康診査の受診率 

    2013年度から2016年度までの特定健康診査の受診率は、図表35のとおりです。 

    2016年度の受診率は38.6％であり、2013年度と比較すると 3.3％向上しましたが、

第二期実施計画の目標受診率（60％）には達していません。また、2016年度の受診率

は、2015年度より 0.2％減少しており、受診率が伸び悩んでいます。このことから、

更なる受診率向上のための方策が必要となります。 

    図表36、37の性別及び年齢別の受診状況から、男性の受診率が低く、また男女とも

年齢層が低くなるほど受診率も低い傾向にあります。 

 

図表35 特定健康診査の実施状況（法定報告） 

 
資料：法定報告 
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図表36 男女別受診状況（2013～2016年度） 

 
 

 

図表37 年齢別受診状況 

 

 

  

資料：法定報告 

 

資料：法定報告 
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イ 地域ごとの受診状況 

    図表38に各地域と特定健康診査実施機関との距離関係を示しています。西脇市東部

の地域は、実施機関との距離が大きい傾向にありますが、各地域おおむね 3,000ｍ以

内に実施機関が立地しています。 

    図表39に地域ごとの特定健康診査受診率を示しています。おおむね40％以下の受診

率の地域が多くなっています。また、実施機関までの距離と受診率について、明確な

傾向は認められません。 

図表38 実施機関からの距離 

 

 

 

図表39 受診率 

 
 

 

この地図に作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。 

（承認番号 平 30情使、 第 134号） 

この地図に作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。 

（承認番号 平 30情使、 第 134号） 
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    図表40、41に男女別の地域ごとの受診率を示しています。男性は、実施機関との距

離が近距離の地域において、受診率が低くなる傾向が見られました。女性は、東部で

受診率が高くなる傾向が見られ、西部でも合山町、落方町、上王子町、水尾町の受診

率が高くなっています。 

 

図表40 男性の受診率 

 

 

 

図表41 女性の受診率 

 

 

この地図に作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。 

（承認番号 平 30情使、 第 134号） 

この地図に作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。 

（承認番号 平 30情使、 第 134号） 
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ウ 未受診理由 

    2014年度から特定健康診査の未受診者を対象に、電話による受診勧奨を実施してき

ました。その中で、未受診の方に未受診理由を聞き取りしました。 

    2014年度から2016年度まで、医療機関にかかっていると回答した方が半数を超えて

います。西脇市では、医療機関にかかっている被保険者が多いという結果を踏まえ、

2015年度から、医療機関と連携した特定健康診査医療データ提供事業を実施していま

す。 

 

図表42 未受診理由結果 

 

未受診理由 

2014年度 2015年度 2016年度 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

① 医療機関にかかっている 1,082 61.4 545 66.8 820 60.5 

② 健康だから必要ない 102 5.8 55 6.7 128 9.5 

③ 時間の都合がつかなかった 161 9.1 93 11.4 129 9.5 

④ 人間ドック・職場で受診している 163 9.3 41 5.0 81 6.0 

⑤ その他 254 14.4 82 10.1 197 14.5 

合計 1,762  816  1,355  
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 ⑶ メタボリックシンドロームの状況 

  ア メタボリックシンドロームの割合 

    図表43より、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合は、2016年度が最

も高くなっています。また、図表44、45より、年代別に見ると、メタボリックシンド

ローム該当者は、男性では50歳代が最も高く、女性では年齢が上がるにつれて増加し

ています。メタボリックシンドローム予備群は、男女とも50歳代が最も高く、その後

は減少傾向にありますが、該当者に移行している可能性があります。 

 

図表43 メタボリックシンドローム該当者・予備群の推移状況 

 
  

※メタボリックシンドローム該当者…腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、３つの項目（血中脂質、血圧、血

糖）のうち２つ以上に該当する方 

※メタボリックシンドローム予備群…腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、３つの項目（血中脂質、血圧、血

糖）のうち１つに該当する方 

 

 

図表44 年代別メタボリックシンドローム該当者の状況（2016年度） 

 
 

  

資料：ＫＤＢシステム メタボリックシンドローム該当者・予備群 

資料：ＫＤＢシステム メタボリックシンドローム該当者・予備群 
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図表 45 年代別メタボリックシンドローム予備群の状況（2016年度） 

 

 

  資料：ＫＤＢシステム メタボリックシンドローム該当者・予備群 
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イ メタボリックシンドロームの減少率 

    前年度のメタボリックシンドローム該当者及び予備群のうち、「該当者から予備群

又は非該当へ改善」「予備群から非該当へ改善」した方の割合を、「減少率」として

図表46に示しています。2016年度の減少率は、2014年度と比較すると、該当者、予備

群ともに下がっており、メタボリックシンドローム該当者及び予備群から改善してい

る方が少なくなっています。 

 

図表46 メタボリックシンドロームの減少率 

 

 

  資料：法定報告 
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ウ 生活習慣の状況 

    メタボリックシンドローム該当者、予備群及び非該当者とも運動習慣がない方が約

６割となっています。飲酒頻度や食習慣、喫煙は、メタボリックシンドローム該当者

及び予備群が、メタボリックシンドローム非該当者よりも高くなっています。 

 

図表47 生活習慣比較 

 

 

エ 特定健康診査有所見者の状況 

    有所見者の割合は、男女ともＨＤＬコレステロール、尿酸が兵庫県、国よりも高く

なっています。 

    西脇市の年度間比較では、男女ともメタボリックシンドロームに関わるＢＭＩ及び

腹囲の有所見者が、2016年度は2014年度よりも高くなっています。また、ＨｂＡ１ｃ

の有所見者も男女とも2016年度は2014年度よりも高くなっています。 

 

図表48 特定健康診査有所見者の割合（検査項目） 

                              ※ 兵庫県、国よりも高いものは赤字 

 

                                               ※ 2014年度よりも高いものは赤字 

     

  

ＢＭＩ 腹囲
血圧

(収縮期血圧)
血圧

(拡張期血圧)
中性脂肪 ＡＬＴ（ＧＯＴ） ＨＤＬ ＬＤＬ ＨｂＡ１ｃ 尿酸 クレアチニン

２５以上
男性８５以上
女性９０以上

１３０以上 ８５以上 １５０以上 31以上 ４０未満 １２０以上 ５．６以上 ７．０以上 １．３以上

西脇市 26.6 50.3 49.7 24.5 27.7 17.8 9.2 48.8 60.6 16.6 1.8

兵庫県 28.0 50.5 49.4 24.0 27.0 19.4 8.2 49.4 61.3 15.1 2.0

国 30.5 50.1 49.2 24.1 28.2 20.4 8.7 47.3 55.6 13.9 1.8

西脇市 17.8 16.0 42.7 11.1 15.9 7.8 2.6 57.5 59.9 1.9 0.3

兵庫県 17.5 15.6 43.4 14.0 15.2 8.0 1.6 59.7 60.9 1.8 0.2

国 20.6 17.3 42.7 14.4 16.3 8.7 1.8 57.1 55.2 1.8 0.2

性別 比較対象

男性

女性

ＢＭＩ 腹囲
血圧

(収縮期血圧)
血圧

(拡張期血圧)
中性脂肪 ＡＬＴ（ＧＯＴ） ＨＤＬ ＬＤＬ ＨｂＡ１ｃ 尿酸 クレアチニン

２５以上
男性８５以上
女性９０以上

１３０以上 ８５以上 １５０以上 31以上 ４０未満 １２０以上 ５．６以上 ７．０以上 １．３以上

2016年度 26.6 50.3 49.7 24.5 27.7 17.8 9.2 48.8 60.6 16.6 1.8

2014年度 25.8 47.9 48.4 24.0 28.9 18.2 10.3 51.5 53.0 17.5 1.5

2016年度 17.8 16.0 42.7 11.1 15.9 7.8 2.6 57.5 59.9 1.9 0.3

2014年度 16.9 14.8 45.3 12.5 14.0 8.2 2.1 59.8 51.8 2.0 0.2

男性

女性

性別 年度

上：兵庫県、国との比較 

下：西脇市の年度間比較   資料：ＫＤＢシステム 健診有所見者状況 

資料：ＫＤＢシステム 
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    質問項目の該当者は、男女とも既往歴（心臓病及び貧血）、１日30分以上の運動習

慣なし、１日１時間以上運動なし、歩行速度遅い、食事速度（速い及び遅い）、週３

回以上夕食後間食及び睡眠不足が兵庫県、国よりも高くなっています。また、男性で

は喫煙、１年間で体重増減３kg以上及び飲酒頻度（毎日）が、女性では服薬（脂質異

常症）が、それぞれ兵庫県、国よりも高くなっています。 

    西脇市の年度間比較では、男女とも服薬（高血圧症、糖尿病及び脂質異常症）、既

往歴（貧血）、一日以上運動習慣なし及び飲酒頻度（毎日）が、2016年度は2014年度

よりも高くなっています。また、男性では１年間で体重増減３kg以上、週３回以上夕

食後間食及び週３回以上朝食を抜くが、女性では既往歴（腎臓病）、１日30分以上の

運動習慣なし、食事速度（遅い）及び睡眠不足が、それぞれ2016年度は2014年度より

も高くなっています。 

 

図表 49 特定健康診査該当者の割合（質問項目） 

 
※ 兵庫県、国よりも高いものは赤字 

 
※ 2014年度よりも高いものは赤字

西脇市 兵庫県 国 西脇市 兵庫県 国 西脇市 兵庫県 国

服薬（高血圧症） 37.2 36.3 38.2 30.5 28.7 30.3 33.4 32.0 33.7

服薬（糖尿病） 10.5 10.5 10.3 5.0 5.1 5.4 7.4 7.5 7.5

服薬（脂質異常症） 19.5 19.6 18.8 31.1 28.8 27.3 26.0 24.8 23.6

既往歴（心臓病） 8.5 7.7 7.7 5.5 3.6 3.9 6.8 5.4 5.5

既往歴（腎不全） 0.3 0.5 0.7 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5

既往歴（貧血） 9.2 5.4 4.8 30.9 17.0 14.2 21.4 11.9 10.1

喫煙 26.9 23.9 24.9 3.1 4.3 6.1 13.5 12.9 14.2

１回30分以上の運動習慣なし 58.8 54.6 56.8 67.4 59.8 60.3 63.6 57.5 58.7

１日１時間以上運動なし 53.6 48.5 46.9 59.3 51.1 46.8 56.8 49.9 46.9

歩行速度遅い 50.7 49.9 49.5 59.3 54.0 51.2 55.5 52.2 50.4

１年間で体重増減３kg以上 22.6 21.4 21.4 15.2 16.8 18.0 18.4 18.8 19.5

食事速度（速い） 40.4 32.4 29.4 32.8 26.0 23.3 36.1 28.9 25.9

食事速度（遅い） 15.1 11.0 8.1 16.7 10.4 8.5 16.0 10.7 8.3

週３回以上夕食後間食 12.7 12.1 11.2 12.6 12.5 12.2 12.6 12.4 11.8

週３回以上朝食を抜く 9.6 9.2 10.9 3.3 4.6 6.7 6.1 6.6 8.5

飲酒頻度（毎日） 50.7 48.7 45.4 8.3 10.4 10.4 26.9 27.1 25.6

睡眠不足 26.6 24.5 22.8 34.8 29.3 26.8 31.2 27.2 25.0

（単位：％）

生活習慣
男性 女性 合計

2016年度 2014年度 2016年度 2014年度 2016年度 2014年度

服薬（高血圧症） 37.2 34.5 30.5 29.1 33.4 31.5

服薬（糖尿病） 10.5 9.4 5.0 4.9 7.4 6.9

服薬（脂質異常症） 19.5 17.3 31.1 28.9 26.0 23.8

既往歴（心臓病） 8.5 8.8 5.5 4.2 6.8 6.2

既往歴（腎不全） 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3

既往歴（貧血） 9.2 8.8 30.9 29.2 21.4 20.2

喫煙 26.9 28.7 3.1 3.3 13.5 14.4

１回30分以上の運動習慣なし 58.8 59.9 67.4 66.8 63.6 63.8

１日１時間以上運動なし 53.6 52.2 59.3 58.7 56.8 55.8

歩行速度遅い 50.7 51.3 59.3 58.7 55.5 55.4

１年間で体重増減３kg以上 22.6 22.5 15.2 16.1 18.4 18.9

食事速度（速い） 40.4 41.0 32.8 30.1 36.1 34.9

食事速度（遅い） 15.1 16.6 16.7 15.8 16.0 16.1

週３回以上夕食後間食 12.7 12.2 12.6 12.6 12.6 12.6

週３回以上朝食を抜く 9.6 8.4 3.3 3.8 6.1 5.8

飲酒頻度（毎日） 50.7 49.6 8.3 7.6 26.9 26.1

睡眠不足 26.6 30.6 34.8 33.9 31.2 32.5

生活習慣
男性 女性 合計

（単位：％）

上：兵庫県、国との比較 

下：西脇市の年度間比較   資料：ＫＤＢシステム 健診有所見者状況 
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 オ 特定健康診査における検査結果分析 

  (ア) 飲酒と血圧の関連性 

    飲酒と血圧の関連性を図表50、51に示します。毎日と答えた方の収縮期血圧及び拡

張期血圧は、ほとんど飲まないと答えた方の値よりも有意に高い結果となりました。 

    また、飲酒量が３合以上の方の収縮期血圧及び拡張期血圧は、１合未満の方よりも

有意に高くなっています。 

図表 50 飲酒頻度と血圧 

 

 

図表 51 飲酒量と血圧 

 

  

  

128 126 132 

73 74 78 

78 78 83 74 

131 133 133 128 

資料：兵庫県立大学環境人間学部 伊藤美紀子研究室分析 

資料：兵庫県立大学環境人間学部 伊藤美紀子研究室分析 

**：p<0.01 

*** ：p<0.001 

**：p<0.01 

*** ：p<0.001 
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(イ) 飲酒とＨｂＡ１ｃの関連性 

     飲酒とＨｂＡ１ｃの関連性を図表52、53に示します。飲酒頻度が毎日と答えた方

のＨｂＡ１ｃは、ほとんど飲まないと答えた方の値よりも有意に低い結果となりま

した。また、飲酒量が３合以上の方のＨｂＡ１ｃは、１合未満の方よりも有意に低

くなっています。 

     適度な飲酒はＨｂＡ１ｃ値に影響しない可能性があります。また、３合以上の方

のＨｂＡ１ｃが有意に低いという結果になりましたが、飲酒は血圧に影響を与える

ことから、過度な飲酒は控える必要があります。 

 

図表 52 飲酒頻度とＨｂＡ１ｃ 

 
 

 

図表 53 飲酒量とＨｂＡ１ｃ 

 

 

**：p<0.01 

*** ：p<0.001 

資料：兵庫県立大学環境人間学部 伊藤美紀子研究室分析 

資料：兵庫県立大学環境人間学部 伊藤美紀子研究室分析 

**：p<0.01 

*** ：p<0.001 
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(ウ) 食習慣との関連性 

     図表 54に夕食の時間とＢＭＩの関連性を図表 55に夜食とＢＭＩの関連性を示し

ます。どちらも「はい」と答えた方のＢＭＩが有意に高くなりました。 

 

図表 54 夕食の時間とＢＭＩ 

質問：就寝前の２時間以内に夕食をとることが週３回以上ある。 

 

 

 

図表 55 夜食とＢＭＩ 

質問：夕食後に間食（３食以外の夜食）をとることが週３回以上にある。 

 
 

  

資料：兵庫県立大学環境人間学部 伊藤美紀子研究室分析 

資料：兵庫県立大学環境人間学部 伊藤美紀子研究室分析 

**：p<0.01 

*** ：p<0.001 

**：p<0.01 

*** ：p<0.001 
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(エ) 未受診者におけるＨｂＡ１ｃ高値者 

     未受診者（高血圧症、脂質異常症及び糖尿病の治療なし）におけるＨｂＡ１ｃ高

値者の推移を図表56に示します。未受診者のＨｂＡ１ｃ高値者は増加傾向にありま

す。ＨｂＡ１ｃ高値は糖尿病が疑われ、重症化すると透析に移行する可能性があり

ます。重症化予防のため、医療機関への受診勧奨、保健指導が必要です。 

  

図表 56 未受診者におけるＨｂＡ１ｃ高値者 

 

 

  

資料：糖尿病フローチャート 
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 ⑷ 薬剤治療の状況 

   問診結果から把握できる３疾患の薬剤治療を受けている方の男女別割合の推移を図表

57に示しています。推移を見ると、男性は高血圧症治療者が多く、女性は高血圧症と合

わせて脂質異常症治療者も多くなっています。 

 

図表57 男女別・疾病別の薬剤治療を受けている方の割合の推移 

 
 

 
  資料：法定報告 



57 

 

 ⑸ 特定保健指導の実施状況 

  ア 特定保健指導の実施率 

    2013年度から2016年度までの特定保健指導の実施率（法定報告）は図表58のとおり

です。動機付け支援対象者に訪問による特定保健指導を実施したことから、2015年度

から実施率が大きく増加しています。今後は、積極的支援対象者の実施率も伸ばす必

要があります。 

 

図表58 特定保健指導実施状況 

 

 

 

 
資料：法定報告 
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  イ 特定保健指導対象者の減少率 

    前年度に特定保健指導を利用した方のうち、当年度に特定保健指導の対象にならな

かった方（当年度に薬剤治療中となり、特定保健指導の対象外になった方を除く。）

は、図表59のとおりです。 

    特定保健指導の利用者は増加していますが、非該当へ改善した減少率は、2016年度

が2015年度よりも下がっています。利用者の増加に加えて、減少率の向上も目指す必

要があります。 

 

図表59 特定保健指導利用による特定保健指導対象者の減少率 

 

 

 

  

資料：法定報告 
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  ウ 特定保健指導利用者の改善状況 

    2016年度の特定保健指導利用者のうち、指導前後で腹囲を把握できた方（動機付け

支援75人、積極的支援８人）の腹囲の変化は図表60のとおりです。６か月後の評価実

施者の自己評価による改善状況は図表61のとおりです。 

    動機付け支援対象者、積極的支援対象者とも、指導前後で腹囲が有意に減少してい

ます。 

    自己評価は、動機付け支援では、栄養面は改善が最も多いですが、変化なしと答え

た方が42.5％います。身体活動面は変化なしと答えた方が最も多い結果となり、変化

なしと悪化を足すと過半数を超えます。積極的支援では、栄養面、運動面とも悪化は

なく、改善が過半数を超えています。 

    特定保健指導により腹囲の減少は認められましたが、動機付け支援対象者の身体活

動面での変化は、過半数の方が変化なし若しくは悪化となっています。西脇健康ポイ

ント制度を活用するなど、特定保健指導を身体活動面の改善につなげる方策を検討し

ます。 

 

図表60 腹囲の改善状況（2016年度） 

 

 

**：p<0.05 

* ：p<0.1 

**：p<0.05 

* ：p<0.1 

資料：特定健康診査等データ管理システム 
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図表61 ６か月後の自己評価による改善状況（2016年度） 

 
 

 
 

  

資料：特定健康診査等データ管理システム 
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 ⑹ がん検診の状況 

   がんは、日本人の死亡原因の第１位で全体の約３割を占めています。がんの治療には、

早期発見が大切です。自覚症状のない段階で、早期のがんを発見し、早めに治療を開始

することで、がんによる死亡率を大幅に低下させることができます。第二期実施計画で

は、早期に発見、治療できるよう、がん検診も合わせた受診勧奨を積極的に取り組んで

きました。第三期実施計画でも、引き続きがん検診の勧奨に努めます。 

 

図表62 西脇市のがん検診受診率（2016年度） 
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３ 第三期実施計画における特定健康診査・特定保健指導 

  第二期実施計画における目標受診率の未達成状況を踏まえて、第三期実施計画では、事

業の円滑かつ効果的な実施に努めるとともに、実施率の向上を目指し、次の対策を推進し

ます。 

 

 ⑴ 特定健康診査受診率向上に向けた今後の取組 
  ア 普及・啓発及び広報周知 

   (ア) 広報紙、ホームページ、防災行政無線、フェイスブックを活用し、周知を図りま

す。また、ポスターでの受診の呼びかけ、啓発グッズ（チラシ、ティッシュ等）の

配布を実施します。 

   (イ) 40、50歳代の受診率が低いことから、これらの年代に向けた啓発チラシを作成、

配布し、特定健康診査を受診することへの意識付けを行います。 

 

  イ 受診しやすい環境整備（集団健康診査） 

   (ア) 申込みの簡素化のため、ホームページでの予約を受け付けます。 

   (イ) 一部の会場で託児所を開設します。 

   (ウ) 特定健康診査実施会場が、2021年度の市役所新庁舎への移転に伴い変更となる予

定です。被保険者にとって、より受診しやすい会場、環境について検討します。 

 

  ウ 未受診者への勧奨 

    特定健康診査の目標実施率の達成に向けた未受診者対策として、2015年度から委託

による電話勧奨を実施しており、受診率向上の実績を上げています。しかし、近年は

受診率が頭打ちになっていることから、受診率が低い地域に訪問勧奨を実施する等、

勧奨方法を見直し、更なる受診率向上を目指します。 

   

  エ 人間ドック費用の助成 

    市内実施医療機関で人間ドックを受診する方へ、検査費用の一部助成を行います。

また、検査結果を医療機関から受領し、保健事業に有効活用します。 

 

  オ 特定健康診査医療データ提供事業 

    未受診者の未受診理由として「かかりつけ医がある」と答えた方が多いことから、

2015年度から医療機関と連携した特定健康診査医療データ提供事業を実施してきまし

た。受付件数が少ないことから、更なる受診率向上の可能性があります。引き続き特

定健康診査医療データ提供事業の推進に努めます。 

    また、職場健診、助成対象外医療機関で人間ドックを受診した方の検査結果の受領

にも努めます。 
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 ⑵ 特定保健指導実施率向上に向けた今後の取組 

  ア 普及・啓発及び広報周知 

    広報紙、ホームページ、フェイスブックを活用し、周知を図ります。 

 

  イ 利用しやすい機会づくり 

   (ア) 集団健康診査において、健診当日の面接機会を設けます。 

   (イ) 西脇健康ポイント制度と組み合わせ、楽しみながら健康づくりに取り組むきっか

けをつくります。 

 

  ウ 未利用者への勧奨 

    動機付け支援の特定保健指導対象者に、2016年度から委託による訪問勧奨・指導を

実施しており、受診率向上の実績を上げています。第三期実施計画でも引き続き実施

していきます。 

 

  エ ３か月後の実績評価 

    初回面接後の実績評価が６か月後から３か月経過後に変更となりました。間隔を空

けずに実績評価を行うことで、特定保健指導利用者の健康づくりへの意欲低下を防ぐ

よう努めます。 

 

 ⑶ 重症化予防対策 

   ＨｂＡ１ｃの有所見者、未受診者（高血圧症、脂質異常症及び糖尿病の治療なし）に

おけるＨｂＡ１ｃ高値者が増加しています。被保険者の健康寿命の延伸、将来的な医療

費の抑制を目的として、重症化予防に取り組みます。 

  ア ＨｂＡ１ｃ 6.5％以上で、治療中の被保険者 

    医療機関と連携し、訪問又は電話による保健指導を行う糖尿病性腎症重症化予防事

業を実施します。 

  イ ＨｂＡ１ｃ 6.5％以上で、未治療又は治療中断中の被保険者 

    未治療者や治療中断者に対しては、医療機関への受診勧奨を行います。 

 

 ⑷ その他の保健事業 

飲酒及び食習慣と特定健康診査の結果には一部有意な関係が認められました。 

   食習慣の見直しによる健康増進を図るため、健康をテーマにした料理教室、広報等を

実施します。 
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⑸ 特定健康診査・特定保健指導の実施目標（国の参酌基準） 

   国の特定健康診査等基本指針における2018年度の全国目標値は図表63のとおりです。 

   特定健康診査の実施率を70％、特定保健指導の実施率を45％、メタボリックシンドロ

ーム該当者及び予備群の減少率を2008年度比で25％減少することとしています。ただし、

実施率については、医療保険者の種別によりそれぞれ基準値が設定され、市町村国保は、

特定健康診査を60％、特定保健指導を60％としています。 

   また、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率については、この基準値

を必ずしも目標として設定する必要はありませんが、特定健康診査の効果の検証や効率

的な対策の検討を行うことが重要であることから、各保険者がこれらの数値を把握し、

保健事業に活用することが望ましいとしています。 

 

図表63 国の特定健康診査等基本指針における目標値(2018年度） 

  

項目 全国目標 基準 

特定健康診査の実施率 70％ 

市町村国保 60％ 

単一健保 
90％ 

共済 

協会けんぽ 65％ 

特定保健指導の実施率 45％ 

市町村国保 60％ 

単一健保 60％ 

共済 40％ 

協会けんぽ 30％ 

メタボリックシンドローム該当者及

び予備群 25％ 
保険者の目標として設定する必要は

ない 
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 ⑹ 特定健康診査等の実施 

ア 西脇市国民健康保険における目標値の設定 

    国の特定健康診査等基本指針に掲げる参酌基準をもとに、西脇市国民健康保険にお

ける目標値を下記のとおり設定します。 

 

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

特定健康診査 40％ 42.5％ 45％ 50％ 55％ 60% 

特定保健指導 55％ 57.5％ 60％ 62.5％ 65％ 70% 

 

イ 特定健康診査の実施見込み数 

    特定健康診査の対象者数は、過去５年間の被保険者数を用いて推計しています。受

診者数は、対象者数に年度別の目標実施率を乗じた人数としています。 

 

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

対象者数 7,002人 6,618人 6,269人 5,937人 5,604人 5,275人 

受診者数 2,801人 2,812人 2,821人 2,969人 3,082人 3,165人 

実施率 40％ 42.5％ 45％ 50％ 55％ 60% 

 

ウ 特定保健指導の実施見込み数 

    特定保健指導の利用者数は、対象者数に年度別の目標実施率を乗じた人数としてい

ます。 

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

対象者数 325人 327人 327人 344人 358人 367人 

受診者数 179人 188人 196人 215人 232人 257人 

実施率 55％ 57.5％ 60％ 62.5％ 65％ 70% 
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 ⑺ 特定健康診査の実施方法 

  ア 実施期間・場所 

    〈集団健康診査（町ぐるみ健診）〉 

  ・実施時期 ５月、６月、９月、10月 

  ・実施場所 西脇市民会館、大野隣保館、日野小学校、 

           重春小学校、比延小学校、芳田の里ふれあい館、黒田庄地区会館 

         ※2018年度の実施場所を記載しており、今後変更することがあります。 

 

  〈個別健康診査〉 

  ・実施時期 ４月～翌年３月 

  ・実施場所 西脇市多可郡医師会実施医療機関 

 

  〈人間ドック〉 

  ・実施時期 ４月～翌年３月 

  ・実施場所 西脇市立西脇病院、社会医療法人社団正峰会 大山病院 

 

  イ 利用者負担 

集団健康診査（町ぐるみ健診）・個別健康診査…無料 

人間ドック…一部負担金あり（基本検査費用の６割相当額を西脇市が助成） 

 

  ウ 受診までの流れ 

 

  西脇市国民健康保険 

     受診券（別紙１）の送付 ５月初旬 

     未受診者には11月に再送付 

 

対象者（40歳～74歳の被保険者） 

 

          特定健康診査の受診（年 1回、翌年３月 31日までに受診） 

     ・必要なもの・・・国民健康保険被保険者証（保険証） 

              受診券（別紙１） 

    ・条   件・・・受診日現在、西脇市国民健康保険に加入していること。 

  町ぐるみ健診（集団・５、６、９、10月実施） 

実施医療機関（個別（人間ドック含む。）･４月～翌年３月実施） 
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エ 実施項目 

 健 診 項 目 

基本的な健診 

質問（問診）票（服薬歴及び喫煙歴） 

身体計測 

身長 

体重 

ＢＭＩ 

腹囲 

理学的検査（身体診察） 

血圧測定（収縮期血圧・拡張期血圧） 

 

 

 

 

血液検査 

脂質検査 中性脂肪 

ＨＤＬコレステロール 

ＬＤＬコレステロール 

肝機能検査 ＡＳＴ（ＧＯＴ） 

ＡＬＴ（ＧＰＴ） 

γ―ＧＴ（γ―ＧＴＰ） 

血糖検査 

（いずれかの項目で実

施） 

空腹時血糖 

（食後 10時間以上） 

ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ） 

随時血糖 

（食後 3.5時間以上 10時

間未満） 

※腎機能検査 ※血清クレアチニン 

（ｅＧＦＲ値含む。） 

※血清尿酸 

尿検査 

尿糖 

尿蛋白 

※尿潜血 

 

※貧血検査 

ヘマトクリット値 

血色素量 

赤血球数 

詳細な健診 
心電図検査 

眼底検査 

※    は西脇市独自の項目 

  腹囲の計測について、次のいずれかに該当する方については、医師が必要でないと認め

た場合は省略できることとします。 

  ア：ＢＭＩが20未満の方 

  イ：ＢＭＩが22未満で自ら腹囲を測定し、その値を申告した方 

  



68 

 

《詳細な健診項目》 

・健診項目…心電図検査、眼底検査 

・対 象 者…心電図検査 

          当該年度の健診結果等において、収縮期血圧が 140mmHg以上若しくは

拡張期血圧が90mmHg以上の方又は問診等において不整脈が疑われる方 

 

         眼底検査 

          当該年度の健診結果等において、「ア 血圧」が次のａ、ｂのうちい

ずれかの基準又は「イ 血糖」の値がａ、ｂ、ｃのうちいずれかの基準

に該当した方 

         ア 血圧 ａ 収縮期血圧 140mmHg以上 

              ｂ 拡張期血圧 90mmHg以上 

         イ 血糖 ａ 空腹時血糖126mg/dL以上 

              ｂ ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ） 6.5％以上 

              ｃ 随時血糖 126mg/dL以上 

 

オ 外部委託の契約形態 

(ア) 集団健康診査 

個別契約・兵庫県厚生農業協同組合連合会 

(イ) 個別健康診査 

集合契約・西脇市多可郡医師会実施医療機関 

個別契約（人間ドック）西脇市立西脇病院 

社会医療法人社団正峰会 大山病院 

 

カ 外部委託先の選定方法 

    外部委託に当たっては、西脇市の過去の健康診査実施状況を踏まえ、制度の趣旨を

十分に理解し、個人情報保護対策等の管理が十分講じられていることを前提として、

国の定める委託基準に基づき事業所を選定し委託します。 
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 ⑻ 特定保健指導の実施方法 

   特定保健指導は、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

慣病の予防を目的として実施します。そのため、対象者自らが生活習慣における課題を

認識し、行動変容と自己管理を行うとともに、健康的な生活習慣が維持できることを目

指します。 

 

ア 実施体制 

 

 

 

 

 

                       

執 行 委 任 

         

                      

       

 

  イ 指導種類及び実施期間・場所 

   (ア) 指導種類   動機付け支援・積極的支援 

   (イ) 実施期間   ４月～翌年３月 

   (ウ) 実施場所   西脇市健康づくりセンター、 

            西脇市民会館、大野隣保館、日野小学校、 

            重春小学校、比延小学校、 

            芳田の里ふれあい館、黒田庄地区会館、 

            西脇市多可郡医師会実施医療機関等 

            ※2018年度の実施場所を記載しており、今後変更することがあり

ます。 

ウ 利用者負担 

無料 

 

エ 委託の契約形態及び委託機関 

    西脇市健康増進担当に事業を執行委任します。保健事業の一部を保健指導実施医療

機関及び支援業者に外部委託し、効果的かつ効率的な事業を実施します。 

(ア) 特定保健指導集合契約 

西脇市多可郡医師会実施医療機関 

   (イ) 特定保健指導個別契約 

民間業者 

西脇市国民健康保険 

 

集団健康診査、個別健康診査等の結果から対象者を

決定します。対象者については、 p70を参照してく

ださい。 

西脇市健康増進担当 保健指導実施医療機関（委託） 

支援業者に一部委託 
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オ 外部委託の選定方法 

    外部委託に当たっては、西脇市の過去の特定保健指導実施状況を踏まえ、制度の趣

旨を十分に理解し、個人情報保護対策等の管理が十分講じられていることを前提とし

て、国の定める委託基準に基づき事業所を選定し委託します。 

 

カ 対象者 

    特定保健指導の対象者は、特定健康診査の結果に基づき、健康の維持に努める必要

がある方に対して、「動機付け支援」「積極的支援」を実施します。対象者を選定

（階層化）する基準は、下図のとおりです。 

 

 
 

※２年連続積極的支援に該当し、前年度の積極的支援終了者で腹囲及び体重の改善者には、

動機付け支援相当の支援を実施します。 

※服薬中の方は、医学的管理のもとに生活習慣指導の実施が必要なため、特定保健指導の対

象になりません。
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キ 実施内容 

   特定健康診査の結果に応じて、医師・保健師・管理栄養士等がメタボリックシンドロ

ームや生活習慣の予防、改善に必要な食事や運動に関する情報を提供し、生活習慣改善

の支援を行います。 

 

  (ア) 動機付け支援（初回面接・３か月後の評価） 

   ａ 支援期間 

     原則、年１回の支援（初回面接）、３か月後の評価 

   ｂ 支援内容 

     面接又は訪問により生活習慣改善のための指導、行動計画の策定を支援します。

３か月後に行動変容を振り返る実績評価を行います。 

 

  (イ) 積極的支援(初回面接･３か月以上の継続支援･３か月後の評価） 

   ａ 支援期間 

     初回面接、３か月以上の継続的支援、３か月後の評価 

   ｂ 支援内容 

     面接又は訪問により生活習慣改善のための指導、行動計画の策定を支援します。

行動計画に基づき継続的に実践できるよう定期的に面接や電話等で３か月以上支援

します。３か月後に行動変容を振り返る実績評価を行います。 

     継続的支援は、「支援Ａ（積極的関与タイプ）」と「支援Ｂ（励ましタイプ）」

のいずれかの方法で、支援プログラムに基づいて実施します。 

 

【支援Ａ（積極的関与タイプ）】 

・生活習慣の振り返りや行動計画の実施状況を踏まえ、利用者に応じた生活習慣の

改善に必要な食生活・運動の実践的な指導を実施します。 

・利用者が実践している取組内容及びその結果について評価を行い、必要な場合は、

行動目標及び計画を修正します。 

 

    【支援Ｂ（励ましタイプ）】 

・行動計画の実施状況を確認するとともに、取組内容が継続できるよう賞賛や奨励

を行います。 

 

   (ウ) 情報提供 

     特定健康診査受診者を対象に健診結果から自分の生活習慣を見直し、維持・改善

できるように、健康教室への参加を勧奨します。 
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ク 利用方法 

(ア) 利用までの流れ 

     階層化された特定保健指導の対象者には、特定保健指導利用券（別紙２）を送付

します。また、対象者が利用できる特定保健指導実施機関及び市が開催する健康教

室等の情報を提供します。 

     特定保健指導実施医療機関で特定健康診査を受診した場合は、医療機関で特定保

健指導対象者に健診結果の説明を行うと同時に、可能な限り初回面接を実施します。 

 

(イ) 利用券の交付時期 

     特定保健指導の対象者には、特定保健指導の利用券（別紙２）を特定健康診査受

診後（約２～３か月以内）に郵送します。 

     なお、利用券を紛失された場合は、国民健康保険保健事業担当窓口において再交

付します。 

 

ケ 特定保健指導対象者の優先実施対象者 

    特定保健指導を優先的に実施する対象者は、次のとおりとします。 

    優先実施者の基準は、必要に応じて見直します。 

 

   (ア) 健診結果の特定保健指導レベルが前年度と比較して悪化し、よりきめ細やかな保

健指導が必要となった対象者 

   (イ) 新規の特定保健指導対象者 

 

  コ その他の保健指導（医療機関への受診勧奨） 

    健康診査結果で検査項目が基準値を大きく超えている方や要医療判定者に対して、

生活習慣改善のアドバイスを行う等の保健指導や医療受診の勧奨を行います。 
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 ⑼ 保健指導計画 

   保健指導計画は、次のとおりとします。 

支援の

種類 支援A 支援B

積極的支援

(個別面接） 2週間後 電話 10分 20 ― 20

継続的な 1か月後 個別支援 15分 60 60 ―

支援 2か月後 グループ支援 80分 80 80 ―

3か月後 個別支援 15分 60 60 ―

評価 3か月後 個別面接又は郵送 ― ― ―

220 200 20
身体状況や生活習慣について変化が見られ

たか確認する。

積極的支援

(グループ 2週間後 電話 10分 20 ― 20

支援） 継続的な 1か月後 グループ支援 90分 90 90 ―

支援 2か月後 グループ支援 90分 90 90 ―

3か月後 グループ支援 90分 90 90 ―

評価 3か月後 ― ― ―

290 270 20
身体状況や生活習慣について変化が見られ

たか確認する。

個別支援 15分 ― ― ―

特定健診以外

の保健指導

支援時間

合計

初回面接 ― 個別支援 20分

動機付け支援

医療との連携

グループ
個別支援

属性 時期 支援形態

―
グループ支援 60分

初回面接 ― グループ支援

医療機関受診が必要なことを説明し、必要

な受診行動が取れるよう支援する。レセプ

トで受診を確認し、未受診であれば受診勧

奨の保健指導を行う。

―

１　生活習慣と健診結果の関係の理解や生

  活習慣の振り返り、メタボリックシンド

  ロームや生活習慣病に関する知識と対象

  者本人の生活が及ぼす影響、生活習慣の

  振り返り等から生活習慣の改善の必要性

  を説明する。対象者とともに行動目標・

  支援計画を作成する。

ポイント

健診結果通知に同封し、情報提供を行う。

１　生活習慣の振り返りを行い、行動計画

  の実施状況の確認や支援を行う。

２　栄養・運動等の生活習慣改善に必要な

  指導をする。

３　行動計画の実施状況を確認し、確立さ

  れた行動を維持するために賞賛や励まし

  を行う。

１　生活習慣の振り返りを行い、行動計画

  の実施状況の確認や支援を行う。

２　栄養・運動等の生活習慣改善に必要な

  指導をする。

３　行動計画の実施状況を確認し、確立さ

  れた行動を維持するために賞賛や励まし

  を行う。

― ―

― ―

―

生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習

慣の振り返り、メタボリックシンドローム

や生活習慣病に関する知識と対象者本人の

生活が及ぼす影響、生活習慣を振り返る。

対象者とともに行動目標を作成する。

健康増進プログラムを活用して個別指導を

行う。

― ―

― ―

支援内容

生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習

慣の振り返り、メタボリックシンドローム

や生活習慣病に関する知識と対象者本人の

生活が及ぼす影響、生活習慣の振り返り等

から生活習慣の改善の必要性を説明する。

対象者とともに行動目標・支援計画を作成

する。

―文書― ―

ポイント

―

―

90分

合計

グループ支援又は郵送

20分 ―

―

文書

面接

初回面接
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 ⑽ 特定健康診査・特定保健指導の共通事項等 

  ア 費用の支払・データの送信 

支払方法 結果データの送信方法（代行機関利用）

（代行機関：兵庫県国民健康保険団体連合会）

（代行機関：兵庫県国民健康保険団体連合会）

（代行機関：兵庫県国民健康保険団体連合会）

費用決済は代行機関へ
委託します。

特定保健指導結果は、委託機関及び保険者から直接代
行機関へ送付します。
（代行機関：兵庫県国民健康保険団体連合会）

種類

個別健康診査
(人間ドック）

保険者から委託機関へ
直接支払います。

費用決済は代行機関へ
委託します。

保険者から委託機関へ
直接支払います。

特定保健指導

集団健康診査

個別健康診査

特定健康診査結果は、保険者から代行機関へ送付しま
す。

特定健康診査結果は、委託機関から直接代行機関へ送
付します。

特定健康診査結果は、保険者から代行機関へ送付しま
す。

特
定
健
康
診
査

 

  イ 特定健康診査・特定保健指導結果の通知方法 

通知方法
集団健康診査 受診者全員に健診委託機関から郵送します。
個別健康診査 受診した医療機関から郵送又は直接手渡しします。
個別健康診査

（人間ドック）

特定健康診査
受診した医療機関から郵送又は直接手渡しします。

種類

 

  ウ 個人情報の保護 

    個人情報保護対策は、次のとおりとします。 

   (ア) 結果の保存方法、体制、外部委託の有無 

     特定健康診査・特定保健指導結果の保管に関しては、外部委託をせずに西脇市国

民健康保険において紙媒体又は電子媒体により保存します。保存期間は、原則、記

録の作成日から５年間とします。しかし、西脇市国民健康保険被保険者が生涯にわ

たり健康管理を維持していけるよう、できる限り長期間保存することとします。ま

た、国民健康保険医療レセプトに関しては国民健康保険担当課長、特定健康診査及

び保健指導結果に関しては健康増進担当課長を管理責任者とします。 

   (イ) 個人情報保護について 

    ａ 個人情報の取扱いに関しては、西脇市個人情報保護条例（平成17年西脇市条例

第22号）に従い適切な対応を図ります。 

    ｂ 特定健康診査・特定保健指導を外部に委託する際は、個人情報の厳重な管理、

目的外使用の禁止等を契約書に定め、委託先の契約遵守状況を管理していきます。 

   (ウ) 特定健康診査等記録結果の提供の考え方 

    ａ 他の保険者 

      本人からの申請により、本人に紙媒体で提供します。 

    ｂ 特定健康診査・特定保健指導委託先機関 

      本人からの申請により、本人に紙媒体で提供します。 
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 ⑾ 特定健康診査等実施計画の公表及び周知 

   市ホームページに掲載します。 

 

 ⑿ 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

   特定健康診査等実施計画の評価及び見直しは、特定健康診査・特定保健指導実施率に

併せ、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率も考慮して行います。 

   また、各年度の事業実施結果を分析・評価し、次年度に向け本計画を西脇市の現状に

より近い状況で実施できるよう柔軟に見直し、効果的かつ効率的な事業を推進します。 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診券整理番号  被保険者番号  

氏     名  

性     別  生 年 月 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）※で記載している部分は、医師の診断の結果、必要と認められれば自己負担なしで受診できます。 

 

 

 

 

保

険

者 

所在地 西脇市郷瀬町６０５番地 

電話番号 ０７９５－２２－３１１１ 

番 号 ０ ０ ２ ８ ０ １ ４ ９ 

名 称 西 脇 市 

健診項目 
実施 

形態 

窓口での 

自己負担 

基 

本 

健 

診 

 
身体計測 
血圧測定 
血液検査 
 脂質・肝機能・ 
 腎機能(eGFR含)･ 
 尿酸･血糖･貧血 
尿検査 
糖・たん白・潜血 
 

集団 0円 

個別 0円 

詳 

細 

健 

診 
心電図 

集団 ※ 

(医師の診断による) 
個別 ※ 

眼 底 
集団 ※ 

(医師の診断による) 
個別 ※ 

（修正記入欄） 

〒 

有効期限  交付年月日  

9 2 8 9 9 0 2 0

兵庫県国民健康保険団体連合会

契約とりまとめ機関名

支払代行機関番号

支払代行機関名

 兵庫県厚生農業協同組合連合会
 西脇市多可郡医師会

必ず健診時にお持ちください。 

西脇市国民健康保険特定健康診査受診券 

この受診券は、40歳から 74歳になられる、西脇市国民健康保険にご加入の方全員に、ご案内いたしております。 

特定健診の自己負担額は     です。 

この機会にぜひ受診してください。 

（ただし、がん検診・人間ドックは有料です。） 

裏面もご覧ください。 

別紙１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 住所等に変更が生じた場合は、修正記入欄に変更後住所等を記入してください。 

（健康診査受診結果等の郵送時に使用します。） 

２ 健康診査を受診するときには、受診券と被保険者証を窓口に提出してください。

どちらか一方だけでは受診できません。 

３ 健康診査は、受診券に記載してある有効期限内に受診してください。 

４ 健康診査受診結果は、受診者本人に対して通知するとともに、西脇市が保管し、

必要に応じ保健指導及び健康相談並びに介護予防の目的の範囲内で活用しますの

で、ご了承の上、受診してください。人間ドックについても同様です。 

５ 健診結果は匿名化され、部分的に統計資料として活用することがありますので、

ご了承ください。 

６ 被保険者の資格が無くなったときは、この券を使用しての受診はできません。す

みやかにこの券を市役所にお返しください。 

７ この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに市役所で交換してください。 

注）特定健診は、上記①②③のうち、いずれか１つで受診できます。  

  重複して受診された場合、別途料金をいただくことがあります。  

特定健診実施医療機関で受診を希
望される方 

⑴ 保険証 

⑵ 特定健康診査受診券（この用紙） 

⑴ 保険証 

⑵ 特定健康診査受診券（この用紙） 

⑶ 健診受診票 

（別途、申込者に送付されます。） 

町ぐるみ健診を希望される方 

人間ドックを希望される方（西脇病院・大山病院） 

⑴ 保険証 ⑵ 特定健康診査受診券（この用紙） 

⑶ 人間ドック施設利用券（市へ申請が必要） ⑷ 自己負担金 

≪問合せ先≫保険医療課 ℡ ０７９５－２２－３１１１ 【内線：２５３・２５４】 

 

【内線：２５３・２５４】 

 

※ 人間ドックと脳ドックの両方を受診する場合は、一方のみ助成します。 

※ 町ぐるみ健診・健診実施医療機関で受診された方も、脳ドックのみの受診であれば助成します。 

※ 検査内容を一部解約される場合は、助成金額が変更になることがあります。 

※ 受診希望の方は、病院で人間ドックの予約をされてから、病院で発行された予約票を持参の上、

市役所へ助成の申請にお越しください。 

※ 完全予約制で実施しています。 

受診希望の方は、健康づくりセンター、又は

市ホームページ（http://www.city. nishiwa 

ki.lg.jp）で予約の上、受診してください。 

≪問合せ先≫健康づくりセンター 

℡ ０７９５－２２－３１１１ 【内線：３６０】 

※ 受診希望の方は、直接、西脇市多可郡

医師会登録の健康診査実施医療機関で

予約の上、受診してください。 

≪問合せ先≫保険医療課 

℡ ０７９５－２２－３１１１ 

【内線：２５３・２５４】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              有効期限  

利用券整理番号  受診券整理番号  

氏     名  

性     別  生 年 月 日  

 

指導区分 自己負担額 

 0 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保

険

者 

所在地 西脇市郷瀬町６０５番地 

電話番号 ０７９５－２２－３１１１ 

番 号 ０ ０ ２ ８ ０ １ ４ ９ 

名 称 西脇市 
 

（修正記入欄） 

西脇市国民健康保険特定保健指導利用券 

交付年月日  

特定保健指導利用上の注意事項 
 

１ 特定保健指導を利用するときには、利用券

と被保険者証の両方を窓口に提出してく

ださい。 

２ 医療機関に受診中の場合は、主治医に特

定保健指導を受けてもよいかどうか相談

してください。 

３ 特定保健指導は、同封の案内文で案内し

ております保健指導実施機関でも利用で

きます。なお、市の保健師から保健指導

について連絡させていただく場合もあり

ます。 

４ 特定保健指導は利用券に記載してある有

効期限内に利用してください。 

５ 特定保健指導の実施結果は市役所が保存

し、必要に応じ、次年度以降の保健指導

等に活用します。 

６ 保健指導結果は匿名化され、部分的に統

計資料として活用されますので、ご了承

の上、利用してください。 

７ 被保険者の資格がなくなったときは、こ

の券は利用できません。すみやかにこの

券を市役所にお返しください。 

８ 不正にこの券を使用した者は、刑法によ

り詐欺罪として懲役の処分を受けること

もあります。 

９ この券の記載事項に変更があった場合に

は、すぐに市役所にて交換してください。 

公印 

省略 

別紙２ 


