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第1章 計画の基本的事項

第1節 計画の目的と目標

（1） 計画の目的

会津若松市国民健康保険第２期データヘルス計画・第３期特定健康診査等実施

計画は、「特定健康診査等実施計画（第１期～第２期）」「第１期データヘルス

計画」を踏まえ、平成30年３月に策定しました。

データヘルス計画は、医療や健診データの分析結果に基づき重点的に取り組む

べき健康課題を明らかにし、特定健康診査等の保健事業を具体的な目標を掲げて

実施、評価することで効果的、効率的な実施を図るためのものです。

また、特定健康診査等実施計画は、保健事業の中核をなす特定健康診査、特定

保健指導の実施方法を定めた計画であり、データヘルス計画と一体的に策定する

ことで、特定健康診査・特定保健指導の目標達成に向けた取組を推進するもので

す。

　加えて、本計画は、ＳＤＧｓの 17の目標のうち、次の目標達成に寄与するもの

です。

　 ３.すべての人に健康と福祉を　　　　　　　　　　　　

（2） 計画の期間

国の基本方針に基づき、平成 30年度から令和５年度までの６年間を計画期間と

し、策定しました。計画期間の中間年度には、事業の成果や情勢等の変化に対応

するため、これまでの取組による目標の達成状況等を評価し、計画の最終年度に

向けて重点的な取組等を検証する中間評価を実施することとしました。
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（3） 本市の健康課題

本市の国民健康保険被保険者の医療費や診療報酬明細書及び健診データの分析

により、以下の３点を健康課題として掲げています。

　　1　生活習慣病の発症・重症化を予防する

　　2　高血圧症、糖尿病、脂質異常症を減少させる

　　3　メタボリックシンドロームを減少させる

（4） 健康課題解決のための取組と目標設定

健康課題の解決のために、下記の５つの事業に取り組むこととし、国の指針や

「会津若松市第７次総合計画」、「第２次健康わかまつ 21計画」における目標値

等をふまえ、計画期間中に達成すべき目標を、短期目標及び中長期目標として設

定しました。

　①　特定健康診査事業

　②　特定保健指導事業

　③　重症化予防事業

　④　糖尿病性腎症重症化予防事業

　⑤　その他の取組
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■生活習慣病の発症や重症化の予防

■高血圧症・糖尿病・脂質異常症の減少

■メタボリックシンドロームの減少

健康課題解決

　⑤その他の取組
　★健康に対する幅広い層への意識付け（ポピュレーションアプローチ）　　　　

　　　　・普及啓発事業　（生活習慣病予防のための食習慣・運動習慣の広報）

　　　　・がん検診

　　　　・重複・頻回受診者への適切な受診指導

　　　　・ジェネリック医薬品の使用促進　

特定健診対象者（40歳以上75歳未満）の国保被保険者

国民健康保険の被保険者

①特定健康診査　

★保健指導対象者の把握

②特定保健指導

★主体的な生活改善
のための支援

③重症化予防

★医療機関受診勧奨
★健康状態の理解へ
の支援

④糖尿病性
腎症重症化予防

★医療機関と連携した
支援

第２期データヘルス計画の健康課題と課題解決のための事業計画（イメージ図）



第2節 中間評価の実施

（1） 中間評価について

本計画では、計画期間の中間年度にあたる令和２年度に中間評価と内容の点検

を行い、また、最終年度の令和５年度に最終評価を実施することとしています。

これまでの取組内容と、数値目標の達成状況を確認し、点検、評価を行うこと

により、本計画の目標達成に向け、令和３年度から３年間の効果的な保健事業の

実施を図るものです。

目標にかかげた指標の達成度については、以下のとおり表示します。

　〇・・・目標値を達成
　△・・・目標値を未達成だが、改善傾向
　×・・・目標値を未達成で、悪化傾向

（2） 両計画の一体的な中間評価について

特定健康診査等実施計画は、データヘルス計画（保健事業実施計画）における

５つの保健事業のうちの中核となる特定健康診査事業、特定保健指導事業の実施

にかかる詳細を定めたものであり、データヘルス計画において数値目標を設定し

ています。また、課題解決のための事業効果の評価においても関連が深いことか

ら、達成状況や評価については、一体的に行いました。

（3） 中間評価の実施方法

今回の中間評価では、直近値である令和元年度の数値により評価を行い、次

の方法で実施しました。

　　１　保健事業の取組状況と目標の達成状況の分析　

　　２  健康課題の達成状況や社会情勢の変化による見直し

　　３　福島県国民健康保険団体連合会等関連機関からの助言支援

　　４　会津若松市国民健康保険運営協議会への報告・点検等
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第2章 個別保健事業の中間評価

第1節 　取組状況及び短期目標の達成状況

（1） 特定健康診査事業

① 取組内容

平成30年度からの第３期特定健康診査等実施計画に基づき、特定健康診査を実

施しました。特定健康診査とは、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た健診であり、40歳～74歳までの

被保険者を対象として実施しました。

実施方法は、公民館等における集団健診と指定医療機関における施設健診の２

方式により、おおむね６月～11月に実施しました。特定健診の自己負担額は無料

とし、受診者の利便性を鑑み、集団健診会場で同日にがん検診を受診できる体制

を継続してきました。

また、健診受診に対する関心を高める取組や、受診率向上にも取り組みました。

ア） 特定健康診査への関心を高める取組

●集団健診では、温泉施設において、希望者に健康に配慮した朝食と日帰り温

　泉入浴を安価で提供する取組を行いました。また、集団健診会場において野

　菜販売を実施しました。

●受診者への特典として、提携店舗のサービス券や日帰り温泉入浴割引券を配

　布しました。健康ポイントにおいて、健診受診者に対しポイントを付与しま

　した。

イ） 受診率向上の取組

●当年度未受診者へ 10月に受診勧奨の通知を郵送しました。

●国民健康保険推進員の訪問による受診勧奨を実施しました。

●過去 4年間を通し、継続受診しなかった方に電話による受診勧奨を実施しま

　した。

●地区と連携し、健診内容チラシの回覧を行いました。

●前年度集団健診で受診した方に、健診録等を送付し、継続受診の支援を

　行いました。

●国民健康保険被保険者が事業主健診を受診している場合、事業主を通じて

　依頼し、本人同意のもとに受診結果情報の提供を得ました。

●特定健康診査の対象目前の39歳の被保険者を対象に、スマートフォンを活用

　した簡易健診を実施し、若い世代の方々に検査を活用した健康づくりに関す

　る意識啓発を行いました。
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② 目標の達成状況

③ 評価

特定健康診査受診率は、目標値には及びませんでしたが、計画策定時に比べ 1.8

ポイント増加し、年々増加傾向にあります。受診率向上のために平成 29年度から

取り組んだ電話勧奨、訪問勧奨によって、一定の効果があったものと考えられま

す。

（2） 特定保健指導事業

① 取組内容
特定保健指導は、生活習慣病の発症や重症化を予防するため、メタボリック

シンドローム該当者等が主体的に生活習慣の改善に取り組めるように支援する

もので、市の保健師が行っています。特定健康診査の検査結果からメタボリッ

クシンドロームのリスクに応じて、保健指導を必要とする方へ、利用案内を郵

送し、直接訪問、または来庁による面接により実施しました。

また、有効な保健指導を行うために、自らの体の状態を具体的にイメージし、

生活改善意識を強化するための二次検査の活用や、保健指導内容の事例検討や

外部講師を招いての学習会など、保健指導の質の向上に取り組んできました。

② 目標の達成状況
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項　　　目 令和元年度 達成状況 備考

47.2% 50.0% △

平成28年度
（策定時　
基準値）

平成30年度
（初年度）

令和元年度
目標値

令和５年度
最終目標

特定健康診査
受診率の向上 

45.8％ 47.6％ 60.0％ 国が示した
目標値       

項　　　目 令和元年度 達成状況 備考

60.0% 72.2% △

20.4% 21.0% △

33.7% 32.2% × 減少

平成28年度
（策定時
  基準値）

平成30年度
（初年度）

令和元年度
目標値

令和５年度
最終目標

特定保健指導
実施率の向上 65.3％ 66.7％ 73.8％

第７次  
総合計画
の目標値

特定
健康
診査
受診
者に
おけ
る

特定保健指導  
対象者の減少率

19.4％ 21.2％ 25.0％
平成20年
度比25％
減少    

50代男性受診者
に占めるメタボ
該当者の割合の
減少

30.6％ 30.4％ 30.0％



③ 評価
計画策定時に比べ、特定保健指導実施率は、1.4ポイントの増加となりました。

特定健康診査受診者における特定保健指導対象者の減少率は1.0ポイントの増加と

なり、どちらも目標値には及ばないものの、目標に近づいています。

また、特定健康診査受診者における 50代男性受診者に占めるメタボ該当者の割

合については、平成 30年度より改善していますが、計画策定時より 1.6ポイント

悪化している状況です。

（3） 重症化予防事業

① 取組内容
特定健康診査の検査値において医療機関を受診する必要がある方は、重症化す

るリスクが高く、自覚症状のない生活習慣病が重症化すると身体症状としてあら

われ、虚血性心疾患や脳血管疾患や慢性腎不全へ進行します。

血圧、腎機能、脂質等の検査項目において、特定保健指導に該当しない方も含

め、医療機関を受診する必要がある方のうち、服薬治療をしていない方を対象に

保健師が個別支援を行いました。また、令和元年度から、心電図検査（詳細な健

診）の要医療者も含め、対象者を拡大し実施しました。

支援方法として、各疾病のガイドラインに準じ、医療機関の受診勧奨や、生活

習慣改善等について個別の状況に合わせた資料を作成し、支援を受ける方が自ら

考え、継続して生活習慣の改善に取り組むことができるよう、訪問、または来庁

による面接、電話などにより継続的に実施しました。

また、慢性腎臓病（CKD）のリスクの高い方に対し、平成 29年度から医師を講

師とした予防のための講演会を行いました。

② 目標の達成状況
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項　　　目 令和元年度 達成状況 備考

4.1% 4.3% 3.5% ×

3.3% 3.0% ◯ 減少

2.2% 1.9% ◯ 減少

平成28年度
（策定時

　　基準値）

平成30年度
（初年度）

令和元年度
目標値

令和５年度
最終目標

特定
健康
診査
受診
者に
おけ
る

Ⅱ度高血圧以上※１の者
の割合の減少
(実人数ベース)

3.7％ 3.0％

第２次健康
わかまつ21
で示した目
標値     

脂質異常症※２の者
の割合の減少
（実人数ベース）

3.3％ 3.2％ 3.0％

腎機能低下者※３の割合
の減少
（実人数ベース）

2.4％ 2.3％ 2.0％

※1　Ⅱ度高血圧以上 収縮期血圧160又は拡張期血圧100以上
※2　脂質異常症 LDLコレステロール180ｍｇ/ｄｌ　以上
※3　腎機能低下者 eGFR50未満の人（70歳以上の場合、eGFR40未満）



③ 評価
特定健康診査受診者における、Ⅱ度高血圧以上の者の割合については、計画策

定時より0.6ポイント悪化しており、目標を達成できませんでした。脂質異常症の

者の割合は、計画策定時より 0.3ポイント減少し、腎機能低下者の割合は 0.5ポイ

ント減少しており、どちらも、目標値を達成しています。

（4） 糖尿病性腎症重症化予防事業

① 取組内容
平成 29年度には会津若松医師会と連携し「糖尿病性腎症重症化予防プログラ

ム」を作成し、それに基づき糖尿病の重症化予防を強化してきました。新たな透

析患者の減少を図るため、血糖に関する健診結果に基づき、市の保健師、管理栄

養士が個別支援を実施しました。

　糖尿病が重症化するリスクが高い未治療者や治療中断者を対象に、医療機関へ

の受診勧奨を行い、生活習慣改善等について個別の状況に合わせた資料を作成し、

医師と情報共有しながら保健指導を行いました。さらに治療服薬中の方で糖尿病

性腎症のリスクが高い方については、管理栄養士が医療機関と連携して食生活を

中心とした保健指導を実施しました。

また、より効果的な保健指導が実施できるよう、定期的な指導実践者の学習会

を行い、保健指導の質の向上に取り組んできました。

② 目標の達成状況

③ 評価
　特定健康診査受診者における、糖尿病治療継続者の割合については、計画策定

時より0.2ポイント悪化しています。平成30年度に目標に近づいたものの、直近

値では悪化しており、目標を達成できませんでした。糖尿病有病者については、

計画策定時より0.9ポイント増加しており、年々増加傾向が続いており、目標には

及びませんでした。
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項　　　目 令和元年度 達成状況 備考

63.0% 59.2% ×

8.7% 9.2% × 減少

※４ 糖尿病治療継続者

※５ 糖尿病有病者

平成28年度
（策定時　　
基準値）

平成30年度
（初年度）

令和元年度
目標値

令和５年度
最終目標

特定健
康診査
受診者
におけ
る

糖尿病治療継続者※４の
割合の増加
（実人数ベース）

59.4％ 64.0％ 75.0％
第２次健康わ
かまつ21で示
した目標値  

糖尿病有病者※５の増加
の抑制
（実人数ベース）

8.3％ 8.2％ 8.0％

HbA1c(NGSP)6.5％以上の人のうち、治療中と回答した人

HbA1c(NGSP)6.5％以上の人



（5） その他の取組

① 取組内容

国民健康保険の被保険者全体を対象として、健康についての意識を高め、健康

に暮らすことができるよう、第２次健康わかまつ 21計画における取組と連携を図

り、幅広い取組を行いました。

ア） 普及啓発事業　

国民健康保険の新規加入者におけるメタボリックシンドローム該当者を減らす

取組として、肥満や生活習慣病を予防するための適切な食習慣・運動習慣づくり

や喫煙による健康への影響の広報について、健康まつり等の機会を活用し、関係

機関と連携して、健康づくりへの意識啓発や知識向上に取り組みました。

平成 30 年の受動喫煙防止法の成立に合わせ、喫煙による健康への影響等につい

ての情報発信を行い、また、令和元年度からは、生活習慣病の意識の向上と生活

習慣の改善による成人肥満者の減少を図るため、「會津ＬＥＡＤ」プロジェクト

を開始しました。

イ） がん検診事業

がんの早期発見・早期治療により、がんの死亡者数の減少を図るため、各種が

ん検診事業を実施し、実施にあたっては、可能な限り特定健康診査と一体的に行

いました。

令和元年度には、集団健診で行っていた肺がん検診を指定医療機関による施設

健診でも実施する体制となり、受診機関が拡大しました。

ウ） 重複・頻回受診者への適切な受診指導

レセプト点検調査から、同一傷病における医療機関の重複受診や、同一月に同

一傷病についての頻回受診について抽出し、市の保健師が訪問や電話で状況を確

認し、適切な受診指導を行いました。必要に応じ、薬の飲み合わせのリスク低減

や重複チェックのため、お薬手帳の活用について説明を行いました。

エ） 後発医薬品（ジェネリック医薬品）普及事業

医療費の適正化を図るため、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進を

図るため、後発医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額をお知らせする通知を

年 6回実施しました。
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② 目標の達成状況

③ 評価
特定健康診査受診者における喫煙率については、計画策定時とほぼ横ばいで、

目標を達成できませんでした。

ジェネリック医薬品の普及率については、年々向上しており、令和２年９月ま

での早い段階で達成すべきとされた目標値 80％以上を達成しました。

第2節 中長期目標の達成状況

短期目標に掲げた保健指導に継続的に取り組むことにより、生活習慣病が重症

化した、人工透析を伴う慢性腎不全や虚血性心疾患や脳血管疾患の予防につなげ

ていきます。生活習慣病のリスクを減らし健康な生活を送ることにより、生活習

慣病にかかる医療費の適正化につなげるものです。

① 目標の達成状況
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項　　　目 令和元年度 達成状況 備考

15.3% 15.3% ×

◯

平成28年度
（策定時
基準値）

平成30年度
（初年度）

令和元年度
目標値

令和５年度
最終目標

特定健康診査受診者に
おける喫煙率の減少　

15.2％ 15.0％ 14.3％
県平均喫煙率
（平成28年
度）    

ジェネリック医薬品の
普及率向上（年平均） 76.0％ 83.0％ 85.3％ 77.0％ 80.0％

 国が示した
 目標値     

　項　目 令和元年度 達成状況

◯

◯

◯

※他保険からの異動者は除く

平成28年度
（策定時
基準値）

平成30年度
（初年度）

令和2年度
(中間目標値）

令和５年度
(最終目標）

年間新規透析患者数の
減少※　　　　　　　　

18人 5人 10人 17人 16人

虚血性心疾患患者数の
被保険者に占める割合
の減少　　　　　　　

4.1％ 4.0％ 3.9％ 4.1％ 4.0％

脳血管疾患患者数の　
被保険者に占める割合
の減少　　　　　　　

3.2％ 3.1％ 3.1％ 3.2％ 3.1％



② 評価
年間新規透析患者数については、国民健康保険に１年以上継続加入している方

の中で人工透析を開始した人数であり、計画策定時に比べ減少しており、中間目

標値・最終目標値を達成しました。虚血性心疾患患者数の割合については、計画

策定時より0.2ポイント、脳血管疾患患者数の割合については 0.1ポイント減少し

ており、どちらも中間目標値・最終目標値を達成しています。
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第3章 中間評価の総括

第1節 目標の達成状況のまとめと課題

（1） 目標の達成状況

短期目標については、次のとおり、未達成が多い状況です。

　〇・・・目標値を達成　　　　　　　　 　　３項目

　△・・・目標値を未達成だが、改善傾向　　 ３項目

　×・・・目標値を未達成で、悪化傾向　　　 ５項目
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項　　　目 事業 令和元年度 達成状況

特定健康診査受診率の向上 特定健康診査 △

特定保健指導実施率の向上

特定保健指導

60.0% △

△

×

重症化予防

×

◯

◯

×

×

喫煙率の減少
その他の取組

×

◯

　　　　　　

平成28年度
（策定時基準値）

平成30年度
（初年度）

令和元年度
目標値

令和５年度
最終目標

45..8 ％ 47.2 ％ 47.6 ％ 50.0 ％ 60.0 ％

65.3％ 66.7 ％ 72.2 ％ 73.8 ％

特
定
健
康
診
査
受
診
者
に
お
け
る
 

特定保健指導対象者の
減少率　　　　　　　 19.4 ％ 21.2 ％ 20.4 ％ 21.0 ％ 25.0 ％

５０代男性受診者に占める
メタボ該当者の割合の減少 30.6 ％ 33.7 ％ 32.2 ％ 30.4 ％ 30.0 ％

Ⅱ度高血圧以上※１の者の
割合の減少(実人数ベース) 3.7 ％ 4.1 ％ 4.3 ％ 3.5 ％ 3.0 ％

脂質異常症※２の者の割合の
減少　　（実人数ベース） 3.3 ％ 3.3 ％ 3.0 ％ 3.2 ％ 3.0 ％

腎機能低下者※３の割合の
減少　　（実人数ベース） 2.4 ％ 2.2 ％ 1.9 ％ 2.3 ％ 2.0 ％

糖尿病治療継続者※４の割合
の増加　（実人数ベース） 糖尿病性腎症

重症化予防

59.4 ％ 63.0 ％ 59.2 ％ 64.0 ％ 75.0 ％

糖尿病有病者※５の増加の
抑制　　（実人数ベース） 8.3 ％ 8.7 ％ 9.2 ％ 8.2 ％ 8.0 ％

15.2 ％ 15.3 ％ 15.3 ％ 15.0 ％ 14.3 ％

ジェネリック医薬品の普及率
向上　　　（年平均） 76.0 ％ 83.0 ％ 85.3 ％ 77.0 ％ 80.0 ％

※1　Ⅱ度高血圧以上　　収縮期血圧160又は拡張期血圧100以上
※2　脂質異常症　　　　LDLコレステロール180ｍｇ/ｄｌ　以上
※3　腎機能低下者　　　eGFR50未満の人（70歳以上の場合、eGFR40未満）
※4　糖尿病治療継続者   HbA1c(NGSP)6.5％以上の人のうち、治療中と回答した人
※5　糖尿病有病者　 　 HbA1c(NGSP)6.5％以上の人



（2） 短期目標のうち未達成となった項目について

●「特定健康診査受診率の向上」

　特に男性の受診率が低く、男女とも若い年代の受診率が低い状況にあることや、

通院や服薬をしている等の理由で未受診となる場合があり、健診の必要性の意識

付けが課題です。

●「特定保健指導実施率の向上」

　国の目標値である 60％以上の実施をしており、毎年実施率を伸ばしていくこと

を目標に実施してきました。しかしながら、該当した方の概ね 100％にアプローチ

を実施していても、有職者も多いため、特定保健指導につながらないことや、面

接できたとしても３～６か月後の評価終了までに中断する場合もあり、目標の達

成には、至っていない状況です。評価終了率を高めることや、有職者への支援方

法が今後の課題です。

●「特定保健指導対象者の減少率」

●「50代男性受診者に占めるメタボ該当者の割合の減少」

　血糖や血圧の有所見者の増加と関連があり、個別保健指導を継続して実施する

とともに、肥満にならないための情報発信等の取組の強化が課題です。

●「Ⅱ度高血圧以上の者の割合の減少」

●「糖尿病有病者の増加の抑制」

●「糖尿病治療継続者の割合の増加」

　「Ⅱ度高血圧以上者」や「糖尿病有病者」の増加は、60歳、70歳代の受診率が

高いことから、受診者中の内服者が年々増加していることが影響していると推測

され、「糖尿病治療継続者の割合」については、メタボリックシンドローム該当

者が増加していることによる、糖尿病関連の検査値の悪化と推測されます。それ

ぞれの目標を改善するため、疾病を発症しない、発症しても重症化しないための

ステージごとの取組を精査し実施していく必要があります。

●「喫煙率の減少」

　ニコチン依存は個人の意思だけでは禁煙には結び付きにくいという現状もあり

ます。今後は、引き続き情報発信を行うとともに、特定保健指導や重症化予防事

業対象者に対しての禁煙支援の情報提供を実施していきます。
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（3） 中長期目標について

　

　中長期目標については、すべての項目について目標を達成しています。

　しかしながら、特定健康診査受診者における 50代男性受診者に占めるメタボ該

当者の割合の増加や、血圧、血糖の該当者率の状況が悪化していること、さらに

は、特定健康診査の対象者の過半数は受診していないことを考えると、中長期目

標に掲げた生活習慣病重症化患者数の達成状況を将来にわたり維持するためには、

未達成となっている短期目標の達成が課題となっています。

（4） 今後の方向性

　これらの課題をふまえ、一人でも多くの方の健康状態を把握するため、特定健

康診査受診率の向上に取り組み、生活習慣病の発症を予防するために、特定保健

指導実施率を向上していく必要があります。また、特定保健指導や重症化予防の

保健指導において、生活改善の支援のほか、医療機関を受診する必要がある人に

受診勧奨し治療につなげることは、重症化予防につながる重要な取組となること

から、さらに医療機関等と連携を図っていく必要があります。
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　項　目 令和元年度 達成状況

◯

◯

◯

※他保険からの異動者は除く

平成28年度
（策定時基準値）

平成30年度
（初年度）

令和2年度
(中間目標値）

令和５年度
(最終目標）

年間新規透析患者数の減少※ 18人 5人 10人 17人 16人

虚血性心疾患患者数の被保険
者に占める割合の減少 4.1％ 4.0％ 3.9％ 4.1％ 4.0％

脳血管疾患患者数の被保険者
に占める割合の減少 3.2％ 3.1％ 3.1％ 3.2％ 3.1％



第2節 　各保健事業の今後の取組

（1） 特定健康診査事業

特定健康診査受診率については、特定保健指導・重症化予防の保健指導等の対

象者の把握に重要となるため、さらなる受診率向上に取り組みます。

令和２年度には、未受診者への勧奨方法について、過去の受診履歴などから特

性別にわけ、受診確率が上がると考えられるタイプ分けしたいくつかのメッセー

ジを活用した個別の勧奨通知の方式に変更しました。これまで特に男性の受診率

が低く、男女とも若い年代の受診率が低い状況にあり（表１・図１）、新たな勧

奨通知の効果検証を行いながら、目標達成に向け、受診率向上に取り組んでいき

ます。

また、事業主健診等の結果情報のより多くの受領や、継続受診の重要性につい

ての広報についても方法を検討していきます。

　表1　年代別・性別特定健康診査受診率（％）　　　　　　　　  ※実人数による率

男性 女性

（年代） H28 H29 H30 R元 H28 H29 H30 R元

40歳代 17.69 18.06 18.55 20.01 25.4 24.55 26.55 26.53

50歳代 26.53 27.1 28.18 30.25 34.31 33.31 33.63 34.14

60歳代 42.83 43.3 43.4 43.64 53.65 52.41 53.51 52.44

70歳代 47.1 46.94 49.87 49.45 57.07 57.03 58.23 57.29

合計 37.76 38.22 39.63 40.33 48.51 47.92 49.33 48.8
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図１　年代別・性別特定健診受診率の推移
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（2） 特定保健指導事業

特定保健指導実施率は、直接訪問することで実施率の向上を図ってきましたが

令和２年度からは新型コロナウイルス感染症予防に配慮し、事前に日程調整をし

て実施しており、大変厳しい状況ではあります。今後も、感染予防に留意しなが

ら、目標値を目指し実施していきます。

メタボリックシンドローム該当者は年々増加しており（表２）、40代から 50代

にかけての増加が多いことから(図２）、40代、50代への保健指導の充実が必要と

なります。該当した方の概ね 100％にアプローチを実施していますが、40代50代

は有職者も多く、特定保健指導につながらないことも多いのが現状です。今後も

アプローチを続けるとともに、手法等を検証し実施していきます。
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総計
予備群 該当者

高血糖 高血圧 脂質異常症 血糖＋血圧 血糖＋脂質 血圧＋脂質

人数 9376 342 1204 78 858 268 1893 284 93 959 557

割合 100.0% 3.6% 12.8% 0.8% 9.2% 2.9% 20.2% 3.0% 1.0% 10.2% 5.9%

人数 9038 341 1172 71 842 259 1879 279 98 939 563

割合 100.0% 3.8% 13.0% 0.8% 9.3% 2.9% 20.8% 3.1% 1.1% 10.4% 6.2%

人数 8991 292 1153 66 816 271 1927 286 106 972 563

割合 100.0% 3.2% 12.8% 0.7% 9.1% 3.0% 21.4% 3.2% 1.2% 10.8% 6.3%

令和元年
人数 8870 322 1144 64 788 292 1968 302 97 963 606

割合 100.0% 3.6% 12.9% 0.7% 8.9% 3.3% 22.2% 3.4% 1.1% 10.9% 6.8%

健診　　
受診者

腹囲　　
のみ 3項目全て

平成28年

平成29年

平成30年

※抽出ﾃﾞｰﾀ：KDB「様式5-3」

４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

22.3
32.2 36.5 34.6

26.0

21.2
18.4 19.4

58.7 59.2 59.9 57.8

男性（令和元年度）

該当者割合

予備群割合

腹囲基準以上割合

４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

5.2 9.4 12.8 15.15.6
7.9

8.2 7.516.8
22.8 23.6 24.0

女性（令和元年度）

該当者割合

予備群割合

腹囲基準以上割合

図 2　年代別・性別メタボリックシンドローム該当者と予備群の割合

% %

表 2　メタボリックシンドローム該当者・予備群の推移



（3） 重症化予防事業

今後も特定健康診査の結果に基づいた対象者への個別支援と合わせ、健康講演

会や、少人数での集団支援など、効果的な支援のための介入方法を検討し、実施

していきます。また、重症化予防事業は、疾病のガイドラインに準じ、医療機関

を受診する必要がある方が対象となるため（表３）、医師との連携と、体制づく

りが重要となります。令和２年度には、会津若松医師会が中心となって慢性腎臓

病重症化予防の連携医療機関数が拡大され、連携が進んでいます。今後も、医師

会と協力し、連携を図りながら重症化予防事業を実施していきます。

（4） 糖尿病性腎症重症化予防事業

「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づき、今後も目標達成に向け、糖

尿病の未治療者、治療中断者を適正受診につなげられるよう医療機関と連携し、

保健指導を行っていきます。さらには、治療中の方の重症化予防を図るため、か

かりつけ医と連携し、食生活を中心とした生活改善指導を行っていきます。

また、糖尿病有病者の増加は、メタボリックシンドローム該当者の増加と関連

しており、年々増加傾向であることから、個別支援のみでなく、糖尿病予防のた

めの情報発信を強化し実施していきます。
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表３　重症化予防対象者の状況（令和元年度） （単位：人）

高血圧症 糖尿病 脂質異常症

抽出根拠

2,055 395 661 220 274 685 3,075

356 229 348 157 247 171 866

356 111 97 72 79 58 519

治療中
1,699 166 313 63 27 514 2,209

※腎専門医紹介基準

9,238

メタボリックシ
ンドローム

慢性腎臓病
（CKD)

メタボリックシ
ンドロームの
診断基準

高血圧治療ガ
イドライン2019
（日本高血圧学会）

糖尿病治療
ガイド2018-
2019（日本
糖尿病学会）

動脈硬化性疾患ガイド
ライン2017年版　　　　
（日本動脈硬化学会）

CKD治療
ガイド2018
（日本腎臓
病学会）

重症化予
防対象

メタボ該当者
（２項目以上）

Ⅱ度高血圧以上
（収縮期血圧160㎜
Hg以上または拡張
期血圧100㎜Hg以

上）

HｂA1c　　
6.5％以上
（治療中　　
7.0以上）

中性脂肪300
㎜g/dl以上

LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
180㎎/dl以上

※腎専門医
紹介基準

重症化予防
対象者　　　
（実人数）

対象者数
（ｂ）

aに占め
る割合

aに占める
割合

aに占め
る割合

aに占め
る割合

aに占め
る割合

aに占め
る割合

aに占め
る割合

22.2％ 4.3％ 7.2％ 2.4％ 3.0％ 7.4％ 33.3％

治療なし
（ｃ）

ｂに占め
る割合

ｂに占める
割合

ｂに占め
る割合

ｂに占め
る割合

ｂに占め
る割合

ｂに占め
る割合

ｂに占め
る割合

17.3％ 58.0％ 52.6％ 71.4％ 90.1％ 25.0％ 28.2％

（再掲）
特定保
健指導

ｃに占め
る割合

ｃに占める
割合

ｃに占め
る割合

ｃに占め
る割合

ｃに占め
る割合

ｃに占め
る割合

ｃに占め
る割合

100％ 48.5％ 27.9％ 45.9％ 32.0％ 33.9％ 59.9％

ｂに占め
る割合

ｂに占める
割合

ｂに占め
る割合

ｂに占め
る割合

ｂに占め
る割合

ｂに占め
る割合

ｂに占め
る割合

82.7％ 42.0％ 47.4％ 28.6％ 9.9％ 75.0％ 71.8％

受診者数（a）

①尿蛋白＋以上　　②尿蛋白±でGFR区分G3a以上

③尿蛋白－でGFR区分G3b以上　　④尿蛋白±であって尿潜血陽性



（5） その他の取組

肥満や生活習慣病を予防し、健康に暮らすことができるよう、健康についての

意識を高め、適切な食習慣・運動習慣づくりや、喫煙による健康への影響につい

ての広報、がん検診の実施など、第２次健康わかまつ 21計画の取組と連携を図り、

幅広い取組を行っていきます。さらに、生活習慣病に対する意識向上と、生活習

慣の改善による成人肥満者の減少を図ることを目的とした「會津ＬＥＡＤ」プロ

ジェクトを推進していきます。

また、重複・頻回受診者の適切な受診のための支援を継続して行います。ジェ

ネリック医薬品の普及促進については、令和２年度に普及率の低い年代に絞った

通知を行い、今後は普及率の経過を見ながら、取り組んでいきます。

国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した方は、健康診査等をはじめと

する保健事業を各保険者が行うことから、切れ目のない支援が課題となっていま

す。また、後期高齢者になってからの健康悪化は、以前の年代からの対策が大事

であるため、国民健康保険の保険者としても介護・後期高齢者医療と連携し、高

齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に取り組んでいきます。

第3節 指標の点検と計画の推進体制

計画の後半期においても、国の「健康日本 21（第２次）」の基本的な方針をふ

まえるとともに、「会津若松市第７次総合計画」や「第２次健康わかまつ 21計

画」などとの整合性を図りながら実施していきます。そのため、目標値は変更せ

ず、目標達成にむけて取り組んでいきます。

　事業の実施にあたっては、庁内関係部署はもとより、会津若松医師会をはじめ

とする医療機関、関係機関と引き続き連携を図りながら実施していきます。特に、

重症化予防については、会津若松医師会、医療機関との連携が重要なことから、

より一層効果的な実施体制の構築を推進していきます。

　また、目標を明確にして事業を実施し、その評価を次年度の取組に活かすとい

うＰＤＣＡサイクルに沿って、毎年、取組状況と目標に対する達成度を会津若松

市国民健康保険運営協議会に報告、点検を行い事業を行っていきます。
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