
令和４年度　出雲市国民健康保険保健事業計画

評価項目
（短期目標は主な項目抜粋）

　基準値
（H28年度）＊H27年度

中間評価値
 （R元年度）

　R2年度 目標値

・糖尿病患者割合の減少
・新規人工透析導入者数の減少
・脳血管疾患患者割合の減少
・脳卒中年齢調整初発率の減少＊
・脳卒中発症後1年以内の再発率の減少＊
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・特定健診受診率の増加
・特定保健指導終了率の増加
・肥満者割合（BMI25以上）の減少
・メタボリックシンドロームの該当者・予備軍割合の減少
・血糖コントロール不良者の割合の減少
・高血圧症割合（収縮期160以上または拡張期100以上）の減少
・糖尿病割合（Hb1A1c6.5%以上）の減少
・ジェネリック医薬品使用割合の増加
・重複・頻回受診者対策対象者の減少
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事業 対象者 実施時期

40歳～74歳（出雲市国民健康保険加入者）

・実施形態
　①個別健診
　（令和4年7月～10月）
　②集団健診
　（令和4年7月～12月）

・受診率向上（未受診者）
  対策
　①受診勧奨通知（8月頃）
　②休日集団健診実施
   （12月頃）

40歳～74歳の出雲市特定健診受診者のうち「動機付け支援」
「積極的支援」の要件に該当する者
＜要件＞
腹囲またはBMIが基準値以上、かつ、
血圧・脂質・血糖のいずれか１つまたは複数が
基準値以上、喫煙歴の有無により階層化。

・年間を通じて実施
・令和4年度受診者からの
  通知は9月から開始

令和３年度実績

・R2年度受診率（法定報告）44.6%（受診者数10,409人）
　　　　　　（R元年度：45.3%）
・休日集団健診の実施　12月11日（土）12日（日）
　　（受診者　R2：159名、R3：190名）
・休日集団健診では、webでの申込を可能としたためか、
　昨年度と比較し受診者が増加した。

・R2年度終了率（法定報告）23.1%（利用件数205人）
　　　　　　　（R元年度：22.3%）
・休日集団健診での特定保健指導の同日実施
　　　　　　　（R元：31名、R2：25名、R3：31名）
・利用勧奨100%を目標に取組を行った結果、コロナ禍
　ではあったものの前年度からの0.8ポイントの利用率
　の向上となった。
・保健指導介入後は、積極的支援は63％、動機付け支援
　は26％がメタボリックシンドロームの改善につながっ
　た。

実施内容

・実施形態
　①個別健診(市内92医療機関)
　②集団健診(2健診機関)

・受診率向上対策
　①受診勧奨通知の送付と電話勧奨
　②受診案内期間（7月～10月）に受診できなかった者への
　　休日集団健診実施
　③協会けんぽとの連携（懸垂幕掲示、広報での啓発）
　④事業所健診等での健診結果提供の呼びかけ

・実施形態
　①医療機関（R4：動機付24機関、積極的7機関）
　②市直営（本庁、行政センター）

・直営実施では、保健師や管理栄養士による保健指導を実
　施。郵送、電話、メールやリモート面談も対応可能。

・利用率向上対策
　①未利用者への利用勧奨の強化（全数勧奨を目指す）
　②委託医療機関との連携
　③目的や効果の周知
　④休日集団健診と特定保健指導の同日実施

保健事業

【中長期目標】

 脳血管疾患や糖尿病性腎症を減少
 させることで, 患者数や医療費の
 抑制を図る。

【短期目標】
 
 1次予防から3次予防までの保健
 事業の取組を網羅的に取り組む
 ことで、重症化や合併症の移行
 を防ぐ。

第2期データヘルス（保健事業）計画（H30～R5年度）

【計画の目標】　健康寿命の延伸

①
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導

特定健康診査

特定保健指導

〇 特定健診受診率は、コロナ禍での受診控え等により、令和2年度は全国的に受診率が落ち込みました。出雲市では対前年度から ▲0.7ポイントの44.6%と比較的小さな落ち込み幅にとどまる結果でした。

（島根県では▲1.6ポイント、全国では▲4.3ポイント）

〇 特定保健指導終了率は、利用勧奨100%を目標に取組を行った結果、コロナ禍ではあったものの前年度から0.8ポイントの利用率の向上となりました。

〇 R元年度と比較し、メタボリックシンドローム該当者・予備軍の割合が男女共に増加、BMI25以上の男性、高血圧の割合の増加が目立ちます。

資料３



事業 対象者 実施時期

②
重
症
化
予
防
事
業

出雲市特定健診受診者から該当する者
　HbA1c6.5以上の者、
　HbA1c5.6～6.4でeGFR30～60未満
　※今年度末年齢40歳～74歳かつ
　　令和4年度糖尿病レセプトなし
　※CKD対象者は除く（CKD対策で対応）

①年間を通じて実施
　通知は毎月送付
　令和4年度受診者からの
　通知は9月から開始

②R4年1、2月予定

出雲市特定健診受診者から基準に該当する者
＜再検査基準＞
　尿蛋白1＋以上　または　eGFR(推定糸球体
　ろ過量)50mL/分/1.73㎡未満
（※70歳以上：eGFR40mL/分/1.73㎡未満)

・年間を通じて実施
・再検査通知は毎月送付
　令和4年度受診者からの
  通知は9月から開始

40歳～74歳（出雲市国民健康保険加入者）のうち、直近1年間
に糖尿病治療歴があり、直近4か月治療確認ができない者

・年3回（5、9、1月）通知
・通知1か月後から受診状況
  確認

1 出雲市特定健診結果から該当する者
　①収縮期血圧160㎜Hg以上または拡張期血圧100㎜Hg以上
　　であり、メタボリックシンドロームに該当する者
　②収縮期血圧160㎜Hg以上または拡張期血圧100㎜Hg以上
　　であり、γ-GTP101以上の者
　③収縮期血圧180㎜Hg以上または拡張期血圧110㎜Hg以上
    の者

2　医療機関から再発予防のための情報提供が
　あった者（出雲圏域脳卒中再発予防事業）

1 ①年間を通じて実施
　  通知は毎月送付
    令和4年度受診者の通知
    は9月から開始

　②R4年1、2月予定

2 年間を通じて実施

年度末年齢30歳から5歳刻みで65歳までの者
（出雲市国民健康保険加入者）

・7月～3月

年度末年齢40歳から69歳
（出雲市国民健康保険加入者）

・9月～3月

慢性疾患等に罹患し、使用している先発医薬品を後発医薬品
に切り替えることによる自己負担額の軽減効果が大きい
と認められる者

・年4回（8月～11月）に通知

1月から4月のレセプトから、次の2つの要件に該当する者
・複数医療機関から処方をうけている
・処方日数が14日以上の薬剤が9種類以上

・通知書を送付（7月末）

次のいずれかの要件に6か月間継続して該当する者
・同一診療月の外来レセプトの合計が15日以上ある者
・不眠症で3か所以上から薬剤を処方された者
・処方制限がある薬剤を2か所以上から処方された者

・事前通知（10月～12月）
・訪問（1月～3月）

・実施機関：ヘルスサイエンスセンター島根
　　　　　　出雲市立総合医療センター
・広報いずもで周知し、申込を受付
　R4年度からWeb申込を導入
・個人負担金7,300円(住民税非課税世帯の方は無料）

・対象者に自己負担軽減通知を送付

・対象者に服薬情報の通知書を送付
　（通知実績がない被保険者のみ）

・集団での教室形式の代替えとして、医師と管理栄養士
　による講演動画5本を市公式YouTubeに限定公開。
　情報提供資料、動画視聴後アンケートを同封して通知。
・対象者のうち、重症化リスクの高い方に電話での保健
　師、管理栄養士による個別対応、相談の実施。
・通知者数：516名
　アンケート返信者：38名（7.3%）
　動画の視聴回数：計355回
　理解度：88%　満足度：73.8%
　個別対応、相談：19名

・R2年度分対象者通知者数：805名
　再検査実施者：533人（66.2%）
　（うち腎臓専門医への紹介：18名）
・再検査率、医療機関からの返信率は年々増加し、医療
　機関連携システムが確立しつつある

・R2年度実績
　通知者数：34名
　再受診者数：11名
・R3年度通知者数：30名
　受診につながるよう継続的な介入を実施

1　R3年度実績(R4.4月末時点)
　・R3年度から、タイムリーなアプローチのため、前年度
　　受診者からの対象者を当該年度受診者からに見直し、
　　教室開催から個別アプローチを主体とする方法に変更
　　して実施。
　・通知者数：257名
　　血圧180/110以上の者：93名(通知者の36.1%)
　　電話による個別対応：86名　健康相談利用:2名

2　R3年度実績(R4.4月末時点)
　・訪問、来所数：13名

令和３年度実績

・文書または電話による事前通知後に、保健師による訪問
　実施
　訪問ができなかった者には文書・情報提供資料送付よる
　対応

・実施機関：25医療機関
・対象者に個別通知し、申込を受付
　申込用はがきの同封に加え、R4年度からweb申込を導入
・個人負担金8,000円(住民税非課税世帯の方は無料）

・R3年度実績
　後発医薬品の切り替え率(普及率）：82.24%
　一人当たり2,069円の効果額　（R3.12月分）

通知対象者：535人 効果確認月：R3.8～R3.11
重複服薬の該当者：99人→41人（改善者58人）
一人当たり長期服薬の医薬品種類数　12.2→11.2（▲1.0）
　　　〃　全医薬品種類数　　　　　14.8→13.8（▲1.0）

・対象者：10名
・対応数：10名（訪問6件、資料送付4件）

・R3年度実績
   受診者数：614名
・個別通知に申込用はがきを同封

・R3年度実績
   受診者数：257名
・広報いずもに併せてR3年度から防災無線で周知

糖尿病重症化予防対策
糖尿病性腎症重症化予防対策

CKD（慢性腎臓病）重症化
予防防対策

②
重
症
化
予
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事
業

①情報提供資料を送付。あわせて対象者のうち重症化の
　リスクが高い者には、保健師や管理栄養士による電話
　などによる受診勧奨や状況確認、個別相談の実施。
　
②本事業対象者のほか重症化予防事業対象者を対象とした
　健康教室の開催。

・R4年度から、タイムリーなアプローチのため、前年度
　受診者からの対象者を当該年度受診者からの対象者に
　見直し実施する。

・受診状況確認の通知を送付後、保健師による電話や訪問
　による状況確認、受診勧奨

・健診受診者から該当者を抽出し、再検査通知を送付
・再検査や精密検査の未受診者への勧奨の実施
・医療機関からの紹介による健康相談の実施

1（1）情報提供資料を送付。あわせて、対象者のうち基準
　　③該当者には、保健師や管理栄養士の電話などによる
　　受診勧奨や状況確認、個別相談の実施。
　
（2）本事業対象者のほか重症化予防事業対象者を対象と
　　した健康教室の開催。

2　退院後3か月を目途に保健師の訪問による相談を実施。

実施内容

④
医
療
費
適
正
化

後発医薬品（ジェネリック
医薬品）利用啓発

(令和3年度新規事業)
重複・多剤投薬者対策

重複・頻回受診者対策

糖尿病治療中断者対策

脳卒中発症・再発予防対策

③
人
間
ド
ッ

ク
・
脳
ド
ッ

ク

人間ドック

脳ドック


