
 このほど、第２期の特定健診等実施計画
を策定しました。  

 本計画は、国・県の指導のもと、本市国民
健康保険の被保険者のみなさんの健康維
持・生活の質の向上に努めるために策定さ
れたものです。  

 計画期間は、平成２５年４月から平成３０年
３月までの５か年間としています。  

 

 

【概要版】  第２期 南房総市 
特定健診等実施計画について 

1 



特定健康診査・特定保健指導の導入 

 「健康は人生の宝」「第一の財産は健康」と言われており
ます。人生９０年時代、毎日を健康で過ごし、安心した中
で生活を送ることが大切ではないでしょうか。 

 そこで、南房総市国民健康保険では、被保険者のみなさ
まの健康維持・生活の質の向上のために、平成２０年４月
より健康診査及び保健指導を実施し、みなさまの健康支
援をさせていただいています。 

 平成２０年４月から２５年３月までの５年間が第１期期間で
あり、平成２５年４月から５年間の第２期期間となります。 
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特定健康診査・特定保健指導の趣旨 

 最近の日本においては、急速な高齢化により疾病の構造に変化があり、毎
日の生活様式に起因する「生活習慣病」が増加しています。 

 死亡原因の約６割、医療費総額の約３分の１を、この「生活習慣病」が占めて
いる状況にあります。 

 【生活習慣病】は、内臓脂肪の備蓄（内臓脂肪型肥満）が原因の場合が多く、
「肥満」に加え、「糖尿病」、「高血圧症」、「脂質異常」などが重複することによ
り、「心臓疾患」、「脳血管疾患」などを引き起こす危険性があります。 

 これに対応するため、内臓脂肪型肥満に着目し、「メタボリックシンドローム
（メタボ）」の概念によるメタボの該当者や予備群の方を対象に、「運動」、「栄
養」、「喫煙」等に対する「生活習慣病の改善」を行うことにより、「生活習慣
病」や重症化による「心臓疾患」、「脳血管疾患」などの発症リスクの低減を図
ろうとするものです。 

 「生活習慣病」にならないよう、重症化しないようにする対応策です。 
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生活習慣病とは・・不適切な食生活、運動不足、喫煙などからおこる病気 

○内臓脂肪症候群としての肥満症、糖尿病、高血圧症、脂質異常及びこれらの予備群 

  自覚症状に乏しく日常生活に大きな支障はないが、健診で発見された後は、基本となる生活習慣が改善されないと・・・ 

 

 

                    ○脳卒中や虚血性心疾患（心筋梗塞等） 

         その他重症の合併症（糖尿病の場合：人工透析、失明など）に進展する可能性が非常に高い。 

 

    

                   

 不健康な生活習慣   境界領域期 予備群    内臓脂肪症候群            重症化・合併症 

 ・不適切な食生活                   としての生活習慣病 

 ・運動不足            ・肥満           ・肥満症              ・心筋梗塞、狭心症 

 ・ストレス過剰         ・高血糖         ・糖尿病              ・脳出血、脳梗塞等 

 ・飲酒               ・高血圧         ・高血圧              ・人工透析、失明等 

 ・喫煙   など        ・脂質異常  など   ・脂質異常 など  

                

                ここで改善されないと     病気が発症し               思わぬ事態に 

                                          

          健康診査・保健指導の範囲          医療 （保険証）の範囲 
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国民健康保険 平成２４年５月の受診内容 

循環器系疾患 3,000件 

２１％ １件あたり 21,800円 

１７％  １件あたり 13,700円 

内分泌・栄養、代謝疾患 1,607件 

１１％ １件あたり18,000円 

その他 4,153件 

29％ 

呼吸器系疾患 867件 

６％ １件あたり17,100円 

眼・付属期疾患 971件 

７％ １件あたり10,100円 

筋骨格系・結合組織疾患 1,262件 

9％ １件あたり 20,000円 

   総医療費 

 ３億６，６００万円 
受診件数 14,311件 
（被保険者数 16,679人） 
受診率  ８５．８％ 
 

５月の一月分の病気の傾向とし
ては、高血圧や脳血管障害な
どの循環器系疾患が２１％を占
め、糖尿病などの内分泌・栄養、
代謝疾患が１１％となっており、
生活習慣病が多くを占めていま
す。 

 なお、循環器系では、受診ひ
とりあたり平均医療費が21,800
円、内分泌・栄養、代謝疾患が
平均18,000円かかっており、ひ
と月の総医療費は、３億６，６００
万円でした。 

生活習慣病にならないように！ 
毎日の生活習慣を見直そう！ 

メタボの原因は、食べ過ぎ、飲
み過ぎ、運動不足、喫煙など、
ふだんの生活習慣の積み重ね
です。 

脱メタボ志向生活に心がけ、健
康維持・増進につなげましょう。 

メタボ発見と予防・改善を目的
に、４０歳以上を対象に、  

「特定健診・特定保健指導」を
毎年おこなっています。 
 必ず受診しましょう！ 

歯・歯の支持組織障害 2,451件 

メタボリックシンドロームにご用心！ 
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特定健康診査とは 

 対象者 
  国民健康保険の被保険者で４０歳から７４歳までの者 

   （健診開催時個別通知いたします。なお、通知が届かない場合は、お問い合わ
せください。） 

 実施方法 

  市内各地区の保健センター等での集団健診及び指定医療機関での個別健診 
※平成２５年度は、集団健診８月中旬～１０月中旬の予定 

              個別健診７月中旬～１１月下旬の予定 
 健診検査の内容 

  ①基本的な検査項目 問診、身体計測、理学的所見、血圧測定、尿検査、 脂
質検査、肝機能検査、血糖検査、腎機能検査 

  ②詳細な検査項目 ※上記検査において、医師が必要と判断した場合 
  心電図検査、眼底検査、貧血検査 
 特定健診の自己負担額 平成２５年度は集団健診、６００円 
                           個別健診、８００円。 
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特定保健指導とは 

 特定健診の結果において、生活習慣病にならないために生活習慣を改善す
ることを目的に、保健指導を実施し、対象者が自らの生活習慣の課題をお考
えいただくとともに、健康的な生活を維持することができるようになることを目
標に実施いたします。 

 

 特定健康診査の結果により、保健指導のご案内を郵送しますので、保健指
導を受けられますようお願いいたします。 

 

 特定保健指導は、対象者の抱えているリスクにより、「動機づけ支援」、「積極
的支援」に区分し、実施いたします。 

 

 区分につきましては、以下のとおりです。 
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特定保健指導の区分（積極的支援・動機づけ支援） 

 「積極的支援」 

 健診の結果、生活習慣の改善が必要な方を対象に、継続的にきめ細やかな
支援をします。 

  保健師、管理栄養士の助言のもと、生活習慣改善のための行動計画をつく
るとともに、面談や電話などで連絡をとりあい、自主的・継続的に生活すること
を支援します。また、６か月経過後、それまでの期間の生活習慣について評
価し、生活習慣の改善をチェックします。 

 

 「動機づけ支援」 

 保健師、管理栄養士の助言のもと、生活習慣改善のための行動計画をつくり
ます。また、６か月経過後、それまでの期間の生活習慣について評価し、生
活習慣の改善をチェックします。 
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特定保健指導の対象者（積極的支援・動機づけ支援） 

○年齢が４０歳～６４歳である                    
 
 
           
                  腹囲が  男性で８５ｃｍ以上 ・ 女性で９０ｃｍ以上 に該当する                

                            
                    
                     ● リスクの存在 
           血糖（空腹時血糖100ｍｇ/ｄｌ以上、またはＮＧＳＰ値5.6％以上）         ※６５歳以上の 
               脂質（中性脂肪150ｍｇ/ｄｌ以上、またはＨＤＬｺﾚｽﾃﾛｰﾙ40ｍｇ/ｄｌ未満）     方は、「腹囲」 
               血圧（収縮期：130ｍｍＨｇ以上、または拡張期：85ｍｍＨｇ以上）          に該当 又は 
           にあてはまる項目がある                                  ＢＭＩ ２５以上 
                                                            でリスクの１つ 
       上記のリスクに１つ該当し喫煙歴がある     上記のリスクに１つ該当がある     に該当がある 
       上記のリスクに２つ以上該当がある                               場合は、 
                                                            「動機づけ支援」      
        「積極的支援」に該当します             「動機づけ支援」に該当します   に該当します。 
        ※ＢＭＩ（肥満指数）が２５以上で喫煙歴      ※ＢＭＩ（肥満指数）が２５以上で    
         があり、上記リスクの２つ以上該当する       上記リスクに該当がある場合も 
         場合も「積極的支援」に該当します          「動機づけ支援」に該当します 
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第１期期間の実績・評価 

 第１期（平成２０年４月～平成２５年３月、５年間）期間での実績については、
千葉県内市町村実績を上回ったものの、国・県の指導に基づく目標値には
達することができませんでした。 

  周知方法としては、対象者への個別通知、広報紙・ホームページ等による告
知、未受診者へのアンケートなどを実施し、また、健診会場は、旧地区毎一
会場の７会場を設けるとともに、施設（病院での検診）も２医療機関としました
が、十分ではなかったものとし、第２期計画の遂行時には、周知方法・健診会
場をより対象者にとっての受けやすい環境整備に努めてまいります。 

   

  対象者について、性別による受診率は女性が高く、年代別では６０歳代が高
い傾向にあります。対象年齢は、４０歳以上ですので、若年者及び男性の受
診率を高める工夫がより一層必要であると考えています。 

 以下、グラフ等により実績をお示しいたします。 
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（１）特定健康診査の実施状況 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

市目標値 35.2% 40.0% 45.0% 60.0% 

実績値 39.7% 41.5% 40.8% 39.4% 

県平均 35.5% 34.7% 34.8% 35.1% 

全国平均 30.9% 31.4% 32.0%   

30.0% 

35.0% 

40.0% 

45.0% 

50.0% 

55.0% 

60.0% 

実
施
率
：
％ 

特定健康診査の実施率の推移 

市実績値 

県平均 

全国平均 

当市の実施率は、おおむね４０％程度で推移し、全国及び県平均は上回っているものの、平
成２３年度の目標値には到達することができませんでした。 

市目標値 
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特定健診の実施状況 （その２） 

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

男性 38.7% 38.4% 37.6% 

女性 44.3% 43.2% 41.1% 

34.0% 

36.0% 

38.0% 

40.0% 

42.0% 

44.0% 

46.0% 

実
施
率
：
％ 

性別でみる実施率 

男性 

女性 

性別でみると、各年度ともに、女性の実施率が高い傾向にあります。 

12 



特定健診の実施状況 （その３） 

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

40～49歳 31.7% 31.4% 29.5% 

50～59歳 37.9% 38.3% 34.3% 

60～69歳 45.8% 44.6% 43.0% 

70～74歳 40.3% 39.1% 40.2% 

25.0% 

30.0% 

35.0% 

40.0% 

45.0% 

50.0% 

実
施
率
：
％ 

年齢層でみる実施率 

60～69歳 

40～49歳 

70～74歳 

50～59歳 

年代別でみると、６０歳代の実施率が高く、４０歳代の実施率が低くなっています。 
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（２）特定保健指導の実施状況 

平成２０年

度 

平成２１年

度 

平成２２年

度 

平成２３年

度 

平成２４年

度 

市目標値 29.6% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 

実績値 27.6% 36.9% 36.8% 27.6%   

県平均 13.1% 20.6% 18.9% 19.8%   

全国平均 14.1% 19.5% 20.9%     

10.0% 
15.0% 
20.0% 
25.0% 
30.0% 
35.0% 
40.0% 
45.0% 

実
施
率
：
％ 

特定保健指導の実施率の推移 
市目標値 

国平均 
県平均 

市実績値 

特定保健指導の実施率は、全国及び県平均を上回っているものの、平成２３年度の市目標値を達成できま
せんでした。 
実施率の傾向としては、特定健診の状況と一致しています。 
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第２期 実施計画の目標値 

 第２期特定健康診査等実施計画の目標値については、国・県の通知等に基
づき、次のとおり設定するとともに、第１期計画で目標値達成できなかったこ
とを踏まえ、第２期においては、目標の達成に鋭意努めることとしています。 

 

 平成２９年度（最終年度）の目標値 

 ・特定健康診査受診率 ６０％、 ・特定保健指導利用率 ６０％ 

 ・メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率 １０％ 

 ※最終的な目標は、メタボ予備群・該当者を減少させ、健康の維持・生活の質
向上を図ることであり、この達成に努めることとしています。 

 ・対象者の捉え方 

 現在、生活習慣病で治療中の者については、希望で健診を受けることはでき
るものの特定健診対象者からは除外することとしています。 

 以下、グラフ等により目標値をお示しいたします。 
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第２期 実施計画の目標値 （その２） 

平成

２０年

度 

平成

２１年

度 

平成

２２年

度 

平成

２３年

度 

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 

平成

２９年

度 

特定健康診査 39.7% 41.5% 40.8% 39.4%   40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 

特定保健指導 27.6% 36.9% 36.8% 27.6%   40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 

20.0% 
25.0% 
30.0% 
35.0% 
40.0% 
45.0% 
50.0% 
55.0% 
60.0% 

実
施
率
（受
診
率
）：
％ 

特定健康診査・特定保健指導の実績・目標値の推移 

健康診査実績 

保健指導実績 

健康診査の目標値 
保健指導の目標値 
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