
 

 

 

 

②令和２年度保健事業の重点事業（案）について
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加賀市国民健康保険特定健診受診率の推移

① 特定健診

※国のH29年度受診率は国保中央会からの速報値

平成30年度 43.3％（前年度伸び率 3.8％↑）
★H29－30 県内トップの伸び率

資料：市国保特定健診法定報告

健診の周知の強化 分かりやすい個人通知
健診カレンダーの広報折込（全戸配布）
・ 治療中者へ検査データ提供の勧奨（専任職員・医療機関）
新

新

《令和元年度の主な取組と実績》
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H29年度

（H29.12.14）

H30年度

（H30.12.11）

令和元年度

（R1.12.13）

2,046 2,033 1,819

1,439 1,406 1,350

3,485 3,439 3,169

173 179 199

 医療機関 279 395 456

（内、医療センター） 46 216 231

 本人 115 116 116

 事業所 0 0 0

567 690 771

4,052 4,129 3,940

31.8% 33.8% 33.6%

合　計

受診率

小 計

Ｂ

人間ドック

情

報

提

供

特定健診受診者数の内訳

A
集団健診

医療機関

小計

加賀市国民健康保険特定健診受診率の内訳（12月時点での比較）

令和元年度は、平成30年度に比べて、人間ドック・医療機関からの情報提供が伸びている。

資料：市国保特定健診保有数
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《令和元年度の主な取組みと実績》

・検診料無料化：65歳全がん、がん好発年齢（子宮頸・乳・大腸）

・医療機関での大腸がん検診の実施（18医療機関、400人受診）

・周知の強化（個別通知…わかりやすい表記、世帯通知…全戸配布）

資料：市がん検診結果 対象者数：石川県方式により算出

対象者：胃・肺・大腸・乳…40歳以上、子宮頸…20歳以上、前立腺：50～74歳

② がん検診

新

無料対象者（65歳全がん・好
発年齢(子宮・乳・大腸））の受
診者数は増えたものの、全体
的に受診率が低下した。特に
胃内視鏡がん検診の受診者
数が減少した。

R1年度 260人受診

（参考：H30年度 544人受診）
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・歯周病施設検診（無料）の実施 （26医療機関）

・歯と口の健康週間行事で歯周病検診も実施

・H30年度 87人→ R1年度 554名受診

③ 歯周病検診

《令和元年度の主な取組と実績》

歯周病検診受診者の推移

歯と口の健康週間行事では特定
健診も同時に行うことで、口も含
めた全身の健診実施を行った。

R１年度 30歳以上
自己負担無料

新

新

▶歯と口の健康週間と特定健診の同時開催
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《令和2年度の主な取組（案）》

○健（検）診の周知強化：他機関との連携による健診の周知
・高齢部門との連携

高齢者基本チェックリスト（７０歳以上の方に送付する生活機能
調査）に「特定健診及び後期高齢者健診等検査データ提供」同意
欄を設置

・保健推進員による個別健(検)診勧奨や保健推進員研修会の実施

○がん対策

・胃内視鏡がん検診の周知強化

・部位別好発年齢に対する未受診者勧奨通知

○歯周病対策
・歯周病検診の周知強化
・糖尿病週間行事と特定健診の同時開催（アビオ会場）

（糖尿病のつどい：市医療センター会場）

新

新

新

新
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加賀市国民健康保険特定保健指導実施率の推移

④ 特定保健指導（生活習慣病発症予防）

加賀市は県・国と比べて高いものの減少傾向である
※国のH29年度受診率は国保中央会からの速報値

目標値 60%

資料：市国保特定健診保有数
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H30 R1（見込） R2（予定）

対象者 終了者 終了割合 対象者 終了者 終了割合 対象者 終了者 終了割合

積極的支援 91 45 49.5% 106 67 63.2% 114 80 70.2%

（内、医療機関委託分） 10 0 0.0% 10 5 50.0% 15

動機付け支援 302 251 83.1% 351 300 85.5% 380 350 92.1%

（内、医療機関委託分） 30 0 0.0% 40 10 25.0% 50

計 433 296 75.3% 457 367 80.3% 494 430 87.0%

医療機関での特定保健指導実施

特定保健指導実施医療機関が増加し、医療機関での特定保健指導実施数が増加した。

★特定保健指導実施医療機関
平成３０年度 ： 加賀市医療センター（１医療機関）
令和元年度 ： 加賀市医療センター、石川病院、上田医院、岡部内科医院、塩浜医院（５医療機関）

《令和元年度の主な取組と実績》
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8

リブレ（血糖自己測定） 10名参加
新

説明会（機器の
装着と血糖値でわ

かること）

2週間装着（血糖
測定や生活の記

録）

体験後の振返り
（測定結果返し、タ
ニタメニュー体験）

特定保健指導実施率・メタボリックシンドローム改善率向上対策

《令和元年度の主な取組と実績》

食事体験を通じた適量学習 運動施設5回無料券

（参加者の感想）
・40代（漆器の仕事）
昼食にカップラーメンとおにぎり2個を食べると、
血糖360㎎/dl（基準値110㎎未満）になった。
その後は、カップラーメンをみそ汁に変えた。
食後に運動をすることにする。市の運動5回無料券を
利用
・50代（飲食店）
間食を食べると血糖値あがるし、食べるのをやめた。

【参加者の共通点】 早食いは、血糖値が上がりやすい
昼食の血糖値上昇が高い。

31名参加 45名参加

（※参加者数 R2.1.末時点）
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⑤ 糖尿病対策
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糖尿病対策 【周知・啓発】

・糖尿病ウォークラリーや11月の糖尿病週間に併せて、糖尿病の市民
団体と合同で糖尿病イベントを実施

→糖尿病週間特別展inさくら…約100名参加

【発症予防対策】（R2.1.末時点）

・糖尿病予防相談実施（毎月第２水曜日）…18名来所

・血糖自己測定器を活用した保健指導…10名利用

・タニタメニューを活用した適量学習（再掲：前頁に記載）

・運動施設利用券交付事業（再掲：前頁に記載）

【重症化予防対策】

・歯周病施設検診（無料）の実施 （再掲：前頁に記載）

・加賀市糖尿病協議会との連携による、重症化予防（治療中断者対策試
行事業等）の実施

・健診の要医療判定値者に対し、医療機関への受診勧奨の強化

《令和元年度の主な取組と実績》 ～糖尿病対策の強化～

新

新

新

新

新

24



糖尿病週間(11日(月)～17日(日)） 11月11日（月）～15日（金）
糖尿病週間特別展 約100名
かが交流プラザさくら
エントラスホール

食生活改善推進員
野菜摂取推進コーナー

患者会（こんぺい糖の会）
糖尿病相談コーナー
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11月10日（日） 糖尿病のつどい 110名
加賀市医療センター会場

11月17日 ノルディックウォーキング（山中温泉） 約80名

11月10日(日） 36名
アビオ会場 特定健診

食生活改善推進員
野菜摂取推進鍋のふるまい
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《令和２年度の取組（案）》

○メタボ対策

・小集団によるメタボ改善事業の活用

・健診会場（かが交流プラザさくら会場）における特定保健指導の実施

○糖尿病対策の更なる強化

・ 未治療者の受診状況全数把握（わかりやすい受診勧奨通知、専任看護師による
受診勧奨訪問

・ 糖尿病週間に『糖尿病のつどい（加賀市医療センター会場）』、特定健診・歯周病
検診（アビオシティ加賀会場）を同時開催

・糖尿病性腎症を疑われる者への保健指導

・他機関と連携した継続支援（薬剤師会の『測ってみんかいね』、医療センター『さか
えを読む会』、歯周病検診などの紹介）
・加賀市糖尿病協議会との連携推進

生活習慣病予防対策（糖尿病予防対策）

新

新
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行政、大学、企業、各種団体等の関係機関が協働でそれぞれの強みを活かし、市民と一体となって、
「食」と「運動」をとおした「KAGA健食健歩プロジェクト」を展開することにより、市民の生涯を通
じた健康づくりを推進します。

① 健康のまちづくり推進 ② 運動と食による
健康づくりの推進

③ KAGAタニタ健康プログラム ④ KAGA健幸ポイント

・KAGA健康フェスタ
看護学校祭と同時開催、
参加団体の増加

・食改による野菜摂取
推進活動

・健食健歩手帳の作成

・タニタカフェの開催
・タニタ健康プログラムにス
マートフォンアプリ新設

・タニタ監修メニューの追加

・ポイントの通年化
・歯周病検診の追加
・休日開館のアビオ等
応募場所の３か所追加

・検査値改善には40ポ
イント進呈

・生活習慣改善パンフ
レットの作成

・ KKPの企業への周知
・ KKP連携推進ミー
ティングの開催

・健康づくり
スローガンポスター
の作成など

KAGA健食健歩
プロジェクト（KKP）

⑥健康づくり事業（地域包括ケア） KAGA健食健歩プロジェクト

新

新

新 新

新
新

新

新

《令和元年度の主な取組と実績》
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関係課協働事業
（イベント・継続）
の創意工夫
例）健幸ポイント事業
タニタ健康プログラム
親子料理教室
健康フェスタなど

新たな企画提案
からの事業化

市庁内健康ワーキング

市庁内健康ワーキング
コアメンバー

庁内外ＫＡＧＡ健食健歩プロジェクト
連携推進ミーティング➔実行委員会（案）

「食」「運動」の具体的な実践

庁内外ＫＡＧＡ健食健歩プロ
ジェクト連携コアメンバー

ＫＡＧＡ健食健歩プロジェクト推進イメージ 保健推進員活動

食生活改善推進員活動

スポーツ推進委員活動

民間企業の取組

サークル会員

（包括・生涯学習課）

各サークル活動

まちづくり活動

シルバー会員活動

各活動がつながって推進

加賀市の健康レベルの向上
市民、事業所、行政、大学等が一体となった健康づくりのための社会環境の改善・整備の推進

《令和2年度の主な取組（案）》
・ＫＡＧＡ健食健歩プロジェクト実行委員会（案）の立上げ、先進地視察

KKP実行委員会を立ち上げ、連携推進ミーティングの
開催・運営を実行委員会に委託することで、構成員である
各種団体・地域の代表・企業などの主体的な健康づくりの
取組を推進する。

新
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加賀市国保保健事業等実施計画（データヘルス計画）とは

〇医療レセプト・健診・介護情報等のデータ分析に基づき、保健事業を効果的・効率的に

実施し医療費適正化を図るための事業計画(計画期間:平成30年度～令和5年度)

〇これまでは⇒国保データ中心のデータ分析

〇令和2年度見直し⇒国保データ 後期高齢者の健診や医療データ 介護データの分析

【見直し内容】（1）国保データベース(KDB)システムからデータ分析
（2）今後の効果的かつ効率的な保健事業の展開方針の検討

【委託業務】 （1）健診、医療、介護データの処理・分析
（2）分析データからの計画見直し業務 など

①後期高齢者医療費・介護給付費の適正化
②制度ごと(各計画)のすり合わせ(整合性)による効果的な保健事業の実施
③様々な健康課題（生活習慣病・フレイル）を抱えている対象者への
保健指導の実施による重症化予防

《事業実施の効果》

加賀市国保保健事業等実施計画中間評価事業

《令和2年度の主な取組（案）》
新
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