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生活習慣病の発症に大きく関与していると言われているメタボリックシンドローム。
この発生リスクを早期に見つけ、改善してもらうために行っているのが、特定健康診査と特定保健指導です。
受診の現状などについて、医療費の推移と併せて、お知らせします。

　能代市国保の特定健診の受診率は、法定報告で最新
となる27年度実績で28.2％となっていて、約3.5人に
１人しか受診していない状況です。県内平均よりも8.2
ポイントも低くなっています。毎年少しずつ率は上が
っていますが、今年度までの目標値60％には、まだ大
きな開きがあります。 
　女性より男性の受診率が低く、若年層の受診率が低
いことが課題です。
　また、検査結果により指導が必要とされた人には、
受診機関などから手紙や口頭で、特定保健指導の利用
が案内されます。その特
定 保 健 指 導 の 実 施 率 は
22.1％で、年度によって
上下の動きはありますが、
減少傾向が見られます。

　内臓脂肪症候群（メタボ）該当・予備群の
割合は県平均よりは低いものの、27年度は、
女性が約６人に１人、男性が約２人に１人、
全体では約３人に１人が該当していました。

　１人当たり医療費は、28年度で約39万4千円となっ
ており、前年度対比で+4.8％の大幅な伸びとなりまし
た。27年度の県内比較では、県平均を下回り、25市
町村中14番目でしたが、年々増加傾向にあります。

微増の受診率。目標は60％！ 男性の約２人に１人が！！

医療費（１人当たり）は増加傾向

内臓脂肪症候群該当者等の割合（27年度）

1人当たり医療費の推移特定健康診査受診率の推移
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　能代市国保の人が事業主健診を受けて特定健診の
検査項目を満たしている場合や、自費で人間ドックを受
けた場合は、国保の窓口に検査結果をお持ちいただく
ことで、特定健診を受診したことになります。
　提供いただいた人には、台所洗剤など日用品グッズ
を差し上げております。どうぞご協力をお願いします。

　健診は、病気がまだ芽のうちに見つけるためのもの
です。１年に１回は健診を受け、自分の体の状態をチ
ェックしましょう。また、必要に応じて特定保健指導も
受けましょう。
　特定健診を受けるには受診券が必要です。紛失され
た場合は再発行しますので、国保係（☎89－2166）ま
でご連絡ください。

もう受けた？　特定健診　年１回 パート先などで、事業主健診を受けた
ときは検査結果の提供にご協力を

　現在お持ちの国民健康保険の保険証は、平成29年９月30日が有効期限となっています。
　新しい保険証は、世帯分をまとめて世帯主あてに９月下旬に郵送します。保険証が届きましたら、
記載内容を確認してください。

　平成29年10月１日からは、医療機関の窓口へ新しい保険証を提示してください。
　有効期限が過ぎた保険証は、ハサミなどで細かく切って破棄してください。
　破棄に不安のある人は、市民保険課の窓口または二ツ井地域局市民福祉課の窓口にお届けください。

一般被保険者証
見 本

退職被保険者証
見 本

（色は黄土色） （色はラベンダー）

見本 見本

国民健康保険の保険証が新しくなります

特定健診の受診・利用状況は？

平成29年10月１日からは新しい保険証を提示してください

　裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
　意思表示は任意ですが、記入する、しないにかかわらず、保険証の台紙裏面に
付いている青色の情報保護シールを保険証の裏面に貼り付けてご使用ください。

裏面に臓器提供の意思表示欄があります
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血圧、気をつけ
ましょうね

んだすな

　分析結果より４つの健康課題が見えてきました。課題に対して設
定した目指す目的と、これを達成するために必要となる成果目標は
次のとおりです。

　これらの健康課題を解決するために、さまざまな保健事業を実施
します。今年度から新たに取り組む主な事業は次のとおりです。皆
さんのご協力をお願いします。

※今回ご紹介したのは計画の一部です。計画全文は、新庁舎や二ツ井町庁舎、各地域センター
などに備えているほか、市ホームページでもご覧になれます。

●糖尿病性腎症重症化予防事業
　糖尿病の治療中で、重症化するリスクの高い人を対象に、保健師
などが約６カ月間、面談や電話などで保健指導を行います。
●健診異常値放置者受診勧奨事業
　特定健診の結果、受診勧奨判定値以上の異常値があっても医療機
関で受診していない人を対象に、過去３年分の検査結果や糖尿病と
心血管病の発症リスク予測などを記載した
医療機関への受診案内を送付します。
●生活習慣病治療中断者受診勧奨事業
　生活習慣病の定期的な受診を中断している人を
対象に、医療機関への受診案内を送付します。

能代市国保では加入している皆さんの健康増進を図るために「保健事業実施計画（データヘルス計画）」を平
成 29 年３月に策定しました。この計画に基づき、レセプトや健診データを活用して分析した健康課題を解
決し、健康づくりを推進するため、効果的かつ効率的な保健事業を実施していきます。

　国保の加入率は23.6％、平均年齢は56.6歳でした。要介護認定者の多くが生活習慣病を有して
いること、亡くなっている人の２人に1人はがんが原因であることなどが分かりました。

　平成27年度のレセプトデータを分析した結果です。疾病大分類別に分析したところ、いずれの項目も循環器
系の疾患が多いことが分かりました。
　また、透析患者のうち、29人（64.4％）が生活習慣病を起因とする疾病（主にⅡ型糖尿病）から人工透析に
至ったと考えられます。
　医療機関の受診状況分析からは、指導の必要性が高い重複受診者、頻回受診者、重複服薬者、薬剤併用禁忌
対象者が一定数存在していることが分かりました。

　平成27年度の健診データを分析した結果です。健診受診者に占
める割合である有所見者率は、国や県と比べ、血圧や空腹時血糖
などが高くなっています。

※疾患の例
・循環器系疾患：高血圧、狭心症、脳梗塞など
・消化器系疾患：胃潰瘍、アルコール性肝炎など
・内分泌,栄養及び代謝疾患：糖尿病、高脂血症など
・新生物：悪性新生物（がん）､白血病、良性新生物など

～健康づくりを推進するために～

データヘルス計画を策定しました ４つの健康課題と目的・成果目標
～ 数値目標も定めました ～

保健事業を実施します
～ 一人ひとりが健康で過ごせるために ～

被保険者一人ひとりが自分の健康課題を正しく理解し、主
体的に生活習慣の見直しや健康づくりに取り組むことがで
きるようになること、生活習慣病の発症や重症化を抑制す
ること、医療費の適正化を図ること
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的

国保被保険者数
国保加入率
国保被保険者平均年齢

13,864人
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56.6歳

H24年度
－

H24年度

構　成　概　要
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患者数の多い疾病 患者数（延べ）

１位
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新生物 
精神及び行動の障害
循環器系の疾患

211,319円
178,629円
112,026円

患者１人当たりの医療費が
高額な疾病

患者１人当た
りの医療費

１位
２位
３位

新生物
循環器系の疾患
精神及び行動の障害

入院時の医療費総計が高い疾病
１位
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循環器系の疾患 
内分泌，栄養及び代謝疾患
新生物

外来の医療費総計が高い疾病
生活習慣病を
起因とする疾病
その他

29人

16人

透析患者の起因 人数

重　複　受　診　者
頻　回　受　診　者
重　複　服　薬　者
薬剤併用禁忌対象者

１カ月間に同系の疾病を理由に、３医療機関以上受診している人
１カ月間に12回以上受診している人
１カ月間に、同系の医薬品が複数の医療機関で処方され、同系医薬品の日数合計が60日を超える人
１カ月間に併用禁忌とされる薬剤を処方された人

60人
137人
227人
245人

計画における定義項　　目 人数

収縮期血圧　130mmHg以上
拡張期血圧　85mmHg以上
空腹時血糖　100mg/dl以上
ＨｂＡ１c　5.6%以上

1,831人（57.5%）
916人（28.8%）

1,351人（42.2%）
1,661人（52.2%）

50.7%
21.8%
21.3%
52.0%

45.9%
18.8%
21.3%
54.5%

能代市 県有所見者数の状況 国

１位
２位
３位

新生物
循環器系の疾患  
内分泌，栄養及び代謝疾患

796,460,007円
739,369,878円
483,178,452円

医療費総計の高い疾病 医療費総計

１位
２位
３位

心臓病（61.1%）
筋・骨格（54.5%）
高血圧症（54.2%）

要介護認定者の疾病別
有病率　H27年度

１位
２位
３位

悪性新生物（がん）（50.6%）
心臓病（26.0%）
脳疾患（17.1%） 

死因の状況　H25年度

分析の結果、
健康課題が
見えてきました

保険者（能代市）の特性

患者数･医療費ともに多くなっている循環器疾病

血圧・血糖値いずれも多い有所見者率

目標：被保険者一人ひとりが自主的に健康管理を行う必要性を認識
し、実践できること

＊主な目標値：からだが健康だと思う市民の割合　70％

課題1 健康管理意識の向上

目標：特定健診の受診率及び特定保健指導の実施率の向上など
＊主な目標値：特定健診の受診率　60％

課題2 生活習慣の発症予防

目標：糖尿病性腎症における病気進行者の抑制、治療中断者の減少
＊主な目標値：保健指導実施完了者のうち人工透析導入者数　０人

課題3 生活習慣の重症化予防

目標：重複・頻回受診者及び重複服薬者の減少、
　　　ジェネリック医薬品の普及率の向上
＊主な目標値：ジェネリック医薬品の普及率　70％

課題4 医療費の適正化
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