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第４章 健康課題

● 医療費全体では平成 27 年度から 28 年度にかけて減少していますが、1 人あたり

医療費は年々増加しており、県内市町平均を上回っています。 

● 生活習慣病の１件あたり医療費は、入院にかかる心疾患、脳血管疾患、脂質異常が

県内市町平均より高くなっています。 

● 疾患別医療費は、生活習慣病が疾患全体の約 45％を占め、中でも悪性新生物が約

12％を占めています。 

● 悪性新生物の一人あたり医療費は、乳房･結腸・直腸で高額になっています。 

● 歯科医療費は年々減少していますが、6～9歳と 40 歳代で伸びています。 

● 調剤医療費は、高額薬品の登場などによる医療の高度化の影響を今後も強く受け 

ることになります。 

● 国は後発医薬品の数量ベースでの普及率の目標値を 80％としていますが、本市の 

数量ベースでの普及率は 65.6％です。 

● 後期高齢者の医療費は県内市町平均よりも高額ですが、差が縮小しています。 

● 特定健診の受診率は年々向上していますが県内 30 位で、特に 40 歳から 54 歳まで

の受診率が低くなっています。 

● 特定健診検査項目の有所見割合の状況は、男女とも腹囲・BMI・収縮期血圧、男性

は尿蛋白、60 歳代から HbA1c、女性は 60 歳代から尿蛋白が増加しています。 

● 検査項目の BMI・HbA1c は、有所見割合について増加傾向が見られます。 

● 質問票からわかる生活習慣状況では県内市町平均と比べて、就寝前 2 時間以内の

間食、夕食後の間食、朝食欠食の割合が高くなっています。 

● 富士市がん検診受診率と比較して、富士市国保加入者は大腸がん検診と乳がん健

診の受診率が低くなっています。 

● 富士市の悪性新生物の部位別死亡状況を、SMR：標準化死亡比で国・県と比べて特

に肝臓がん、乳がん、大腸がんが高くなっています。 

重 点 健 康 課 題 

１ 特定健診を受けないため、自らの生活習慣病リスクの保有状況が分からない

被保険者が多い。 

２ 特定健診結果に受診勧奨レベルの未治療者が多く、生活習慣病の重症化予防

を必要とする対象者が多い。 

３ 男女とも腹囲･BMI 基準を超える肥満が多い。また、糖尿病と腎臓機能の有

所見が増えている 
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第５章 目標

○被保険者の主体的な健康増進を支援するとともに、生活習慣病の予防や重症化を防

ぐために、生活習慣病の発病リスクが高い対象者に保健指導を実施することで、健

康寿命の延伸と医療費の適正化を目指すことを目的とします。 

目標１ 特定健診受診率の向上 

個別事業名 評価項目 現状値
中間評価

2020 年 

最終評価 

2023 年 

未受診者対策

事業 

未受診者訪問実施者の受診率  50.0％ 期間中設定 

40～44 歳受診率（法定報告） 18.1％ 20.0％ 25.0％ 

継続受診率（法定報告） 78.7％ 80.0％ 80.0％ 

健診データの登録数の増加(法定報告) 35.7％ 39.0％ 45.0％ 

個別事業名 評価項目 現状値
中間評価

2020 年 

最終評価 

2023 年 

受診機会整備

事業 

がん検診を同時実施する個別医療健診機関

の割合(アンケート調査) 
68.5％ 85.0％ 100.0％ 

生活習慣病治療中者の特定健診受診率 41.5％ 44.1％ 期間中設定 

目標２ 特定保健指導利用率の向上 

個別事業名 評価項目 現状値
中間評価 

2020 年 

最終評価 

2023 年 

特定保健指導

利用率 

向上事業 

特定保健指導利用率（初回指導終了者） 35.1％ 40.0％ 60.0％ 

（再掲）積極的支援終了率 61.5％ 65.0％ 70.0％ 

（再掲）動機づけ支援終了率 92.6％ 95.0％ 97.0％ 

特定保健指導利用者の次年度の健診結果

（BMI） 
減少 減少 

特定保健指導対象者の割合 10.8％ 10.0％ 9.5％ 

メタボリックシンドローム該当者の割合 17.3％ 15.0％ 14.0％ 
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目標３ 生活習慣病重症化予防の推進 

個別事業名 評価項目 
現状値 

2016 年 

中間評価 

2020 年 

最終評価 

2023 年 

重症化ハイ

リスク者へ

の保健指導

受診勧奨人数割合 98.8％ 100.0％ 100.0％ 

特定健診受診結果連絡票受理件数割合 74.6％ 78.0％ 80.0％ 

連絡票に基づく保健指導実施数割合 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

受診勧奨後受診につながった人の割合 56.9％ 60.0％ 65.0％ 

糖尿病を原疾患とする新規透析導入者

（40～60 代）の減少 
53.4％  50.0％未満 

Ⅱ度、Ⅲ度高血圧の未治療者割合の減少 5.2％  5.0％未満

HbA1c6.9％以上の未治療者割合の減少 1.5％  1.0％未満

目標４ がん検診受診率の向上 

個別事業名 評価項目 現状値 
中間評価 

2020 年 

最終評価 

2023 年 

受診率向上 

事業 

大腸がん検診の受診率（40 歳～69 歳） 22.2％ 24.0％ 30.0％ 

乳がん検診の受診率（40歳～69 歳） 15.1％ 22.0％ 28.0％ 

精密検査受診率（5がん検診の平均）  90.0％ 90.0％ 

目標 ５  適正受診・適正服薬の推進

個別事業名 評価項目 現状値
中間評価 

2020 年 

最終評価 

2023 年 

後発医薬品 

使用促進事業
後発医薬品への切替率 65.6％ 75.0％ 80.0％ 

適正服薬推進

事業 
重複服薬者等への指導件数 1 件 5 件 10 件 
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第６章 保健事業の内容

目標 １ 特定健診受診率の向上

（１）未受診者対策

○特定健診とがん検診の受診機会の提供体制について、未受診者を対象にアンケート

調査を行い、分析結果を基に関係機関等と協議して提供体制の整備を行います。 

○新規受診者を増やすために、地区団体と連携して戸別訪問等による受診案内を継続

して行います。 

（２）実施方法の工夫

○利用しやすい受診券と送付方法を検討します。 

○健診行動のインセンティブを高めるため、自己負担額等を検討します。 

（３）実施医療機関との連携

○特定健診を実施する医療機関従事者を対象に、説明会等を開催します。 

○被保険者の健康増進について、協議する機会を増やします。 

（４）普及啓発

○ウェブサイト等を活用した情報発信を増やします。 

○啓発できる機会を利用して、健診受診の必要性や受け方等を周知します。 

○他の保険者と連携しながら市全体で健診の普及啓発に努めます。 

目標 ２ 特定保健指導利用率の向上

（１）実施方法の工夫 

○集団健診当日に、特定保健指導の初回面接実施をすすめます。 

○対象者が特定保健指導を利用しやすいように、日時・会場などについて個別に対応

し、連絡がとれない場合は家庭訪問等を行い、特定保健指導につなげます。 

○個別健診受診者の特定保健指導利用率を高めるため、医師からの利用勧奨を依頼し

ていきます。 

（２）脱落防止の対策

○個々の行動変容ステージを把握しながら、対象者に合わせた支援方法を検討し、実

現可能な目標設定をすることで、途中脱落の防止に努めていきます。 

（３）外部委託機関との連携強化

○特定保健指導利用率が低い実施医療機関に対し、利用率の向上を働きかけていきま 

す。 

（４）特定保健指導の質の向上 

○特定保健指導実施者間の情報交換を行い、特定保健指導の質の向上努めます。 
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目標 ３  生活習慣病重症化予防の推進

（１）重症化疾患（脳血管疾患・虚血性心疾患・糖尿病性腎症*26）予防対策 

○重症化疾患発症の共通リスクとなる血圧・HbA1c・eGFR・尿蛋白が基準値以上の未治

療の者に対して、「特定健診受診結果連絡票」を用いて受診勧奨を行います。また、

医療機関から依頼があったケースに保健指導を実施します。 

○「富士市ＣＫＤネットワーク」において、病診連携の推進及び保健指導の充実、普

及啓発等を行っていきます。

○平成 30 年度より「富士市糖尿病ネットワーク」を立ち上げ、かかりつけ医と糖尿

病専門診療医との連携推進及び保健指導の充実、普及啓発等、糖尿病対策を推進し

ていきます。 

（２）肥満対策

○あらゆる生活習慣病の要因となっており、健康課題の「肥満」について、分析をす

すめ対策を検討していきます。 

目標 ４  がん検診等受診率の向上 

（１）乳がん・子宮がん検診

○40 歳から 60 歳代を対象に、乳がん･子宮がん検診の啓発を行い、新規受診者を増や

します。 

（２）大腸がん検診

○特定健診と同時に受診する場合の自己負担額を見直し、継続受診を推進します。 

（３）若年層対策 

○若年層等の新規受診者の拡大を図るため、胃・大腸がんセット検診、乳がん検診、

子宮がん検診の集団検診について、ウェブ予約システムを導入していきます。 

目標 ５  適正受診・適正服薬の推進

（１）後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進

○被保険者に対し、後発医薬品を使用した場合の自己負担の差額に関する通知（差額

通知）の送付を継続して実施します。 

○富士市薬剤師会や全国健康保険協会静岡支部等と連携し新たな使用促進の取組み

を検討します。 

（２）適正服薬の推進 

○同じ薬効分類の医薬品を３医療機関以上から処方され、その合計が 1 か月に 31 日

分以上のものを重複服薬者として抽出し、適正な服薬と適正な受診方法についての

啓発をします。 

○対象者の反応を見ながらより良い指導方法を検討します。 
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第７章 特定健診・特定保健指導の実施方法

１ 目標値の設定 

○国の基本指針及び静岡県医療費適正化計画に即し､計画期間の数値目標を以下のと

おり設定します。 

（１）特定健康診査の実施率

項 目 
平成 30 年度

（2018 年）

平成 31 年度

(2019 年) 

平成 32 年度

（2020 年）

平成 33 年度

(2021 年) 

平成 34 年度

(2022 年) 

平成 35 年度

(2023 年) 

目標実施率（％） 36.0％ 37.0％ 39.0％ 
中間評価時

設定 

中間評価時

設定 
60.0％ 

対象者数の推計 44,436 人 43,054 人 41,883 人 40,823 人 39,821 人 38,915 人

受診者の推定数 15,997 人 15,930 人 16,334 人 - - 23,349 人

（２）特定保健指導の実施率 

項 目 
平成 30 年度

（2018 年）

平成 31 年度

(2019 年) 

平成 32 年度

（2020 年）

平成 33 年度

(2021 年) 

平成 34 年度

(2022 年) 

平成 35 年度

(2023 年) 

目標実施率

（％）
38.0％ 39.0％ 40.0％ 

中間評価時

設定 

中間評価時

設定 
60.0％ 

特定保健指導対象率 10.6％ 10.4％ 10.2％ － － 10.0％ 

対象者数の推計 1,696 人 1,657 人 1,666 人 － － 2,335 人 

利用者の推定数 644 人 646 人 666 人 － － 1,401 人 

２ 特定健康診査の実施 

（１）実施時期 

個別健診 市が指定する期間 

集団健診 市が指定する期間 

（２）実施場所 

個別健診 市内及び富士宮市の実施医療機関等

集団健診 市内の公共施設及びドック助成事業委託検査機関等 

（３）対象者 

○実施年度の４月１日に富士市国民健康保険被保険者であり、40 歳以上 74 歳以下の

人を対象にします。 

○受診の際、被保険者であることを保険証と受診券で確認します。（ただし、妊産婦、

６か月以上継続の入院者、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所、特定施

設に入居又は介護保険施設に入所、その他国が定める人は除きます。） 

（４）案内方法 

○特定健康診査受診券、案内などを同封して郵送します。 
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（５）健康診査項目 

【全員が受ける健診項目】 

診察 ：質問（問診）・身長・体重・BMI・腹囲･血圧 

     理学的所見（身体診察） 

脂質 ：中性脂肪・HDL コレステロール＊27・LDL コレステロール 

肝機能：AST（GOT）･ALT（GPT）＊28・γ-GT（γ-GPT） 

代謝系：尿糖・空腹時血糖・HbA1c 

腎機能：尿蛋白・血清クレアチニン＊29・eGFR・血清尿酸

貧血 ：赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット 

心電図検査 

下線は追加健診項目を示す     

【詳細な健診項目（国の判断基準に基づき、医師の判断により実施する項目）】

眼底検査：特定健診結果等の、血糖・血圧について、以下の判断に該当した人 

＜判断基準＞ ①収縮期 140mmHg 以上又は拡張期 90mmHg 以上 

②空腹時血糖値が 126mg/dl 以上又は HbA1c が 6.5％以上  

①または②に該当して、医師が必要と判断した者 

（６）自己負担額 

○特定健康診査受診券に記載します。 

（７）結果判定と通知 

○結果は､国が示している共通のデータ基準により判定し、本人にお知らせします。

○「メタボリックシンドローム判定」の欄に､該当者・予備群・非該当者・判定不能の 

 いずれかを明示し、医療機関を受診する必要性のある場合､その旨を記入します。 

（８）外部委託の方法 

○特定健康診査は、個別に契約して外部委託するとともに、費用決済を静岡県国民健

康保険団体連合会に委託します。 

（９）事業者健診等の健診受診者のデータ収集方法 

○事業主から受領する場合、健診機関･事業主と協議調整を行い受領します。 

○受診者本人からの同意を得た上で、郵送や窓口で紙媒体により受け取ります。 

○診療上の検査データの提供を受け、特定健診結果のデータとして活用することも可

能であることから、かかりつけ医と連携していきます。 
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３ 特定保健指導の実施

（１）実施時期 

○毎年度４月から翌年３月まで、通年実施します。 

（２）実施場所 

○富士市フィランセ、市内公共施設、特定健康診査実施医療機関等で実施します。 

（３）対象者

○「標準的な健診・保健指導プログラム（平成 30 年度版）」に示された階層化方法に

基づき選定し抽出します。階層化方法は以下のとおりです。 

特定健康診査の結果､腹囲が 85cm 以上の男性､90cm 以上の女性又は腹囲は該当し 

ないが BMI が 25 以上の人のうち、 

① 血糖（空腹時血糖値 100mg/dl 以上又は HbA1c5.6％（NGSP 値）以上） 

② ②脂質（中性脂肪 150mg/dl 以上又は HDL コレステロール 40mg/dl 未満） 

③ 血圧（収縮期血圧 130mmHg 以上又は拡張期血圧 85mmHg 以上） 

上記①②③のいずれかの追加リスクに該当する人が対象となります。追加リスクの

数と喫煙歴の有無により､「動機づけ支援」「積極的支援」に分けます。 

なお、高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療に係る薬剤を服薬中の人は、医療

機関において継続的に医学的管理の一環として行われることが適当であるため、特

定保健指導の対象としません。 

表 43 動機づけ支援・積極的支援の選定基準 

腹囲 
追加リスク 

④喫煙歴 
対象者 

①血糖 ②脂質 ③血圧 40 歳～64 歳 65 歳～74 歳 

男性 85cm 以上 

女性 90cm 以上 

２つ以上該当 ― 
積極的支援 

動機づけ支援
１つ該当 

あり 

なし  

上記以外で 

BMI25 以上 

３つ該当 ― 
積極的支援 

動機づけ支援２つ該当 
あり 

なし 

１つ該当 ― 

     (注) ④喫煙歴の欄の「－」は、判定が喫煙の有無に関係ないことを意味する。 
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（４）案内方法･利用券 

○特定保健指導利用券と案内などを同封して郵送します。 

○一部外部委託機関では、利用券は発行せずに初回面接を開始します。 

（５）保健指導の内容 

○保健指導の実施は、階層化方法に基づき選定し抽出された対象者に対し、支援レベ 

ル別に実施します。「動機づけ支援*23」「積極的支援*24」に関しては、集団健診会場 

で健診日当日に内服、腹囲、体重、血圧、喫煙歴等の状況から特定保健指導の対象 

と見込まれる者に対し初回面接を実施し、後日、全ての結果が揃ったら医師の総合 

的な判断に基づき行動計画を完成させる分割して実施します。 

○特定保健指導の対象者の中で重症化因子をもつ者（血圧 160/100 以上、HbA1c6.9％ 

以上、eGFR50 未満（70 歳未満）、尿たんぱく２+以上）は、受診勧奨を行い、主治医 

と連携して保健指導を実施します。 

表 44  支援レベル別の支援について 

支援レベル 支援期間･頻度・評価 支援の内容・形態 

情報提供 
・健診受診者全員に、健診結果と同時

に実施する。 

・結果とその見方、健康な生活習慣やその改善

に役立つ情報を提供する。 

動機づけ 

支援 

・初回は、面接で、集団又は個別支援

を実施する。 

・行動計画策定日から３か月以上経

過後に支援した医師・保健師・管理栄

養士･看護師等が面接又は通信により

評価し、評価の結果を対象者に提供す

る。 

・初回面接で、自らの健康状態、生活習慣の改

善点を自覚し、自主的に取り組むことができる

よう、医師・保健師・管理栄養士･看護師等の

指導により行動目標及び行動計画をたてる。 

積極的 

支援 

・初回は、面接で、集団又は個別支援

を実施する。 

・継続的な支援を実施し、行動計画策

定日から３か月以上経過後に支援し

た医師・保健師・管理栄養士･看護師

等が面接又は通信により評価し、評価

の結果を対象者に提供する。 

・初回面接で、自らの健康状態、生活習慣の改

善点を自覚し、自主的に取り組むことができる

よう、医師・保健師・管理栄養士･看護師等の

指導により行動目標及び行動計画をたてる。 

・医師・保健師・管理栄養士は、行動目標を達

成するために必要な特定保健指導支援計画を

作成し、進捗状況を評価しながら、継続的に支

援する。 

・対象者は、個別面接、グループワーク、電話

などにより、食生活の改善指導や運動指導を継

続して受ける。 
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図 50 初回面接分割実施

※１

※２ 

（６）自己負担額 

○自己負担額は無料とします。 

（７）外部委託の考え方 

○特定健診実施医療機関のうち、特定保健指導を実施できる機関に外部委託します。 

（８）実施体制の確保 

○特定保健指導に係る人材確保を行います。 

○特定保健指導の質の確保と向上を図るため、静岡県や国民健康保険団体連合会等が

主催する研修に参加するとともに、内部研修を実施していきます。 

第８章 評価・見直し 

（１）評価方法 

○計画の評価については、富士市国民健康保険運営協議会において報告します。 

○静岡県国民健康保険団体連合会に設置している「保健事業支援･評価委員会」によ

る支援を適宜受けます。 

○計画に盛り込む個別保健事業に係る評価は、評価指標を個別に設定して、毎年度、

評価を行った上で、必要に応じて翌年度の個別保健事業の実施内容の見直しを行い

ます。この評価は、計画全体の評価に向けた通過点として数字で評価できる簡易な

評価とします。 

（２）評価時期 

○平成 30 年度から３か年目の時期に、進捗確認と中間評価を実施します。 

○最終年度(2023 年)に総合評価を行い、次期計画を策定します。 

（３）計画の見直し 

○毎年、PDCA サイクルに沿った保健事業の実施で見直しが必要になった場合、富士市

国民健康保険運営協議会において審議して修正します。 

初回面接 

１回目 

初回面接 

２回目 
実績評価 

３ヶ月以上の 

継続的な支援 

※１ 

初回面接２回目は、初回面接１回目

の３ヶ月以内に実施 

※２ 

実績評価は、初回面接２回目から起算

して３ヶ月経過後に実施。 

（積極的支援の場合は、３ヶ月以上の

継続的な支援終了後） 
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第９章 公表・周知

○本市ウェブサイトや広報誌等で公表するとともに、医師会・歯科医師会・薬剤師会、

看護協会・栄養士会などの関係団体経由で、医療機関や地区の活動団体等に広く周

知していきます。

第１０章 個人情報の保護

○個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に

関する法律についてのガイドライン、富士市個人情報保護条例を遵守し、適切に行

います。 

○特に、業務委託する場合、個人データの盗難･紛失などを防ぐための物理的な安全

指導等に留意して委託仕様等を作成して、個人情報の管理について対策を講じます。 

第１１章 地域包括ケアに係る取組み及びその他の留意事項

○国は急速な少子高齢化に対応するため「地域包括ケアシステム」の構築を進めてい

ます。高齢者が住み慣れた地域で、人生の最後まで自分らしい暮らしを続けられる

環境整備を目指す制度です。 

 富士市は市民が住み慣れた地域で尊厳を持って暮らし続けられるよう在宅医療と

介護の連携体制を構築することをねらいとして、平成 27 年 7 月に、「富士市在宅医

療と介護の連携体制推進会議」を立ち上げました。この会議は、在宅生活を支える

ため、医療・介護・保健などの多職種が緊密に連携できる環境を整備することを目

的としています。 

 地域共生社会の実現に向けて、国民健康保険の保険者として地域包括ケアの取組み

に積極的に参加するなど、より部門横断的に地域包括ケアを推進し、保健事業との

相乗効果を生み出すことができるよう取り組んでいきます。 

○市民全体の健康増進を図ることを目的に「富士市民の健康づくりの推進に向けた包

括的事業連携に関する協定書」を全国健康保険協会静岡支部と締結しており（平成

26 年 9 月）、連携して取組みます。 

【具体的な連携・協力事項】 

・健診などの普及啓発、受診に関すること 

・生活習慣病の発症予防および重症化予防の推進に関すること 

・健康・医療情報の収集・分析等に関すること 

・医療保険における資格の適正化等の連携に関すること 

・医療費の適正化に関すること 
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資料１ 用語説明

* 1 特定健康診査 略称：特定健診。高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、生活習慣

病を予防する観点で、平成 20 年 4月から医療保険者に義務付けられた 40 歳から 74 歳

までを対象とする健診。

* 2 診療報酬明細書 通称：レセプト。患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求す

る医療費の明細書。

* 3 国保データベースシステム 通称：KDB。国民健康保険中央会が開発したデータ分析システ

ムのこと。医療費や特定健診情報、介護認定情報を蓄積し分析するシステム。 

* 4 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）、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針（平成 26年

厚生労働省告示第 141 号） 

* 5 保健事業の PDCA サイクル 特定健診結果・診療報酬明細書、各種保健医療関係統計資料

などの情報を活用して、保健事業を継続的に改善、実施するために、Ｐlan 計画→Ｄo 実施

→Ｃheck 評価→Ａction 改善を繰り返すこと

* 6 健康増進法に基づく「基本的な方針」現行方針は、平成 25年度から平成 34年度までの

「二十一世紀における国民健康づくり運動(健康日本 21(第二次))」を推進するものであ

り、健康寿命の延伸と健康格差の縮小等を基本的な方向としている。 

* 7 SMR：標準化死亡比 死因ごとの死亡者数を、市町の年齢構成が均一であるという仮定で数

値を補正し、相違を比較した数字。100 より大きいということは、県よりもその死因で死亡

した比率が高く、100 より小さいと低いことを意味する。

* 8 静岡県国保連合会しずおか茶っとシステム 静岡県国保連合会が開発したデータ分析シス

テムのこと。医療費、特定健診等のデータを蓄積し分析するシステム。

* 9 静岡県国保連合会 正式名称：静岡県国民健康保険団体連合会。国民健康保険法第 83 条に

基づき設立された公法人。保険者の共同体として全国 47 都道府県に設置されている団体

*10 生活習慣病 糖尿病、高血圧、脂質異常症、がん等の病気のように、食事や運動、ストレ

スなどの普段の生活習慣が原因となる病気をいう。

*11 悪性新生物 がんのこと。肉腫やリンパ腫も含まれる。

*12 腎不全 腎臓の機能が低下し、体内に不要な老廃物がたまり、体内環境が悪化して血液が

酸性に傾き、過剰な塩分や水分が蓄積して浮腫（むくみ）や高血圧等の原因や食欲低下、肺

に水がたまるなどの症状が出て、悪化すると生命をも脅かす危険性がある。 

*13 糖尿病 インスリン作用不足により血液中のブドウ糖（血糖）が多くなっている状態を主

な症状とする代謝疾患群をいう。

*14 人工透析 腎臓に代わって人工的に体の血液を浄化する方法。血液を透析器に通して浄化

する「血液透析」と、腹部に入れた管を通して透析液を出し入れする「腹膜透析」がある。 

*15 事業主健診 労働安全衛生法で義務づけられている健診。常時使用する労働者に対して､雇

い入れ時に行う健康診断と、１年に１回の定期健康診断がある。
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*16 メタボリックシンドローム該当者及び予備群 内臓に脂肪が蓄積する肥満(内臓脂肪型肥

満)があり、さらに高血圧・脂質異常・高血糖のうち、２項目以上が該当している状態をメ

タボリックシンドローム該当者、１項目該当する状態を予備群という。一つひとつの異常は

軽くても、それが重なりあうことで動脈硬化になりやすくなり脳血管疾患や虚血性心疾患等

をひきおこす可能性が高まる｡

*17 腹囲 へその高さで計測する腹囲径。特定健診では内臓脂肪の蓄積の程度を判定する目安

とする。 

*18 BMI 世界で使用されている体格指数。計算式は体重(kg）÷身長(ｍ)÷身長（ｍ） 

年齢区分ごとに総死亡率の低い BMI が目標となる。BMI25 以上は肥満と判定される。 

*19 尿蛋白 尿中に含まれる蛋白。通常は尿中に出ないので、含まれると腎臓障害が疑われ

る。 

*20 HbA1c 血液中の赤血球にある血色素にブドウ糖が結合したもので、過去１～２か月の血糖

値の状態を知る検査。数値が高くなると、糖尿病やその合併症の危険性が高まる。

*21 中性脂肪 血液中の脂の一種で、主にエネルギーとして利用される。余ったものは脂肪と

して蓄積され脂肪肝の原因となる。糖質、脂質、アルコールのとりすぎや、肝臓、胆道の病

気などで上昇する。 

*22 LDL コレステロール 悪玉コレステロールともいわれ、増加すると血管の壁にたまり動脈

硬化を進行させる。

*23 動機づけ支援 特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが出はじめた者に対して、

医師・保健師・管理栄養士等が、生活習慣改善のアドバイスを行い、自主的に実践できるよ

う支援する。行動計画をたて、３ヶ月経過後に実績評価し、結果を対象者に提供する。

*24 積極的支援 特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが多い者に対して、医師・保

健師・管理栄養士等が、個別面接などで生活習慣改善のアドバイスを行う。行動目標をた

て、３ヶ月以上の継続的な支援終了後に実績評価。結果を対象者に提供する

*25 eGFR 腎臓の推算糸球体濾過量で、腎機能の評価に使用する。低下が CKD(慢性腎臓病)の

診断に用いられる。 

*26 糖尿病性腎症 糖尿病性末梢神経障害及び糖尿病性網膜症とともに糖尿病の３大合併症の

ひとつである。高血糖が長期間続くことで、血液を濾過する役割である腎臓の糸球体に血管

障害が起きて機能が低下してしまう状態をいう。 

*27 HDL コレステロール 善玉コレステロールともいわれ、余分な悪玉コレステロールを肝臓

に運ぶ役割をする。有酸素運動などで増加し動脈硬化を予防する。

*28 ALT（GPT） 肝臓に多い酵素で、肝細胞が壊れると血液中に増加する。

*29 血清クレアチニン 血液中のクレアチニン。クレアチニンは筋肉内にあるクレアチンの最

終産物で、腎臓でろ過され、尿中に排泄されるが、腎臓の濾過機能が低下すると血液中に上

昇する。 
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資料２ 計画策定の経過

富士市国民健康保険運営協議会委員  18 名

委員構成 組織 人数

被保険者を代表する委員
市民委員（公募）、静岡県美容業生活衛生同業組合、

富士市消防団
5 名

保険医又は保険薬剤師を

代表する委員
富士市医師会、富士市歯科医師会、富士市薬剤師会 5 名

公益を代表する委員

富士市町内会連合会、富士市生涯学習推進会連合会、

富士市農業協同組合、富士市民生委員児童委員協議会、

富士市健康推進会

5 名

被用者保険等保険者を代

表する委員

全国健康保険協会静岡支部、製紙工業健康保険組合、

静岡県自動車整備健康保険組合
3 名

年月日 内容 

平成 29年 6 月 30 日
第 1 回保健事業実施計画（第二期データヘルス計画）策定会議 

【策定会議の目的・スケジュールについて】 

平成 29年 8 月 18 日
第 2 回データヘルス計画策定会議 

【ガイドライン（指針）の公表、計画の骨子（案）】 

平成 29年 9 月 28 日
平成 29 年度第 2回国民健康保険運営協議会 

【第一期データヘルス計画事業評価と第二期計画の概要について】 

平成 29年 12月 15日
第 3 回データヘルス計画策定会議 

【第二期データヘルス計画素案と保健事業支援・評価委員会について】

平成29年 12月 19日 静岡県保健事業支援・評価委員会 

平成 29年 12月 21日
第 4 回データヘルス計画策定会議 

【保健事業支援・評価委員会の報告、計画素案について】 

平成 30年 1 月 17 日
平成 29 年度第 3回国民健康保険運営協議会 

【第二期データヘルス計画（素案）について】 

平成 30年 2 月 2日 
第 5 回データヘルス計画策定会議 

【運営協議会委員の意見について検討、目標の調整】 

平成 30年 2 月 8日 
第 6 回データヘルス計画策定会議 

【第二期データヘルス計画修正案の検討】 

平成 30年 2 月 27 日
平成 29 年度第 4回国民健康保険運営協議会 

【第二期データヘルス計画最終案の提示】 

平成 30年 3 月 14 日
平成 29 年度第 5回国民健康保険運営協議会 

【第二期データヘルス計画完成版提示】 
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