
　　

 ①対策を図る健康課題を絞る
④中位目標達成に近づくための

   下位目標を設定する

②上位目標を設定する
【重大な疾患の発症を防ぐ】

（10年以上経過後に達する目標）

糖尿病に起因する新規透析患者が減少
（被保険者に対する新規患者数の比率が減少する）

③中位目標を設定する
【検査値等が改善する】
（6年後に達成する目標）

糖尿病領域者【空腹時血糖値１２６ｍｇ/ｄｌ以上、HbA1c６．５％以上】の割合の減少
（平成27年度割合 男性8.5%  女性2.9%を下回る)

Ｚスコア等の分析結果や他情報から健康課題やそれ以外に気になること（自支分の特徴などを診る）
生活習慣や実施率等がどのように変われば
期待する成果に近付けるか？（数値目標）

現
　
状

（
熊
本
支
部

）

事業名 下位目標

①健診受診率向上・事業者健診
データ取得率向上に向けた取組み

特定健診受診率５５．９％以上
３５年度到達目標６５％

②特定保健指導実施率向上に向
けた取組み

③特定保健指導対象者改善率向
上に向けた取組み

特定保健指導改善率２７％以上
３５年度到達目標３２％

④重症化予防対策

受診勧奨後３か月以内の受診率１１．５％以上

糖尿病性腎症病期分類のステージの維持・改善

事
業
・

取
り
組
み

現
状

(

県

）

⑤コラボヘルスの推進

・健康宣言事業所の健康状態改善に向けた取り
組みを行う。
・健康経営の普及活動を行う。
・関係団体との連携を強化し、広く県民の健康に
対する意識の向上をはかる。

問
　
題

熊本支部　第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）　全体図

実施年度

30-35

30-35

30-35

30-35

30-35

特定保健指導実施率２４．８％以上
３５年度到達目標３５％

・健康づくりを実践する事業所・加入者を
増やす

・健康保険の制度および健康づくりの情報
発信を行う

⑥健康づくり事業
30-35

課
　
題

・１日２回以上主食、主菜、副菜がそろう食事

をしている男性４割、女性３割（３０歳以上） 

・脂質を摂りすぎている人は男性３割、女性４

割 

・野菜１００ｇ摂取不足 

・食塩摂取量は８割が摂りすぎ 

・朝食を食べない人が２０代男性、４０代男性

が約４人に１人である 

・運動習慣がある人は、２８．１％、子育て世

代３０～４０代で運動習慣がある人は非常に

低い。女性では運動を全くしないという人は５

０％以上。 

・熊本県喫煙率男性２７．９％女性７．７％、H

２３年度より増加している。 

 

・定期健診の有所見率５６．１％で全国を上

まわっている。年々増加傾向。健診等で高

血糖を指摘されても３割は定期的な受診に

つながっていない。 
 

背景 不適切な生活習慣 生活習慣病予備軍 生活習慣病 重症化 要介護状態 

死亡 

＊熊本県生活習慣病の受療率（人口10

万対） 

全国より高く、生活習慣病は入院の約１

／４、入院外の約１／３を占めている。 

入院では、脳血管疾患、がん、心疾患

（高血圧性のもの除く）、外来では歯科

疾患、高血圧性疾患、糖尿病が上位を

占めている。 

 

・熊本県慢性人工透析患者数６，

１５７人全国に比べ多い状況、新

規人工透析患者数は５１４人で糖

尿病性腎症が１８８人（H27年末） 

・熊本県は、人口１０万人当たり

の透析患者割合が全国１、２位で

推移している。 
 
 
 

＊熊本県の平均寿

命は、平成２２年度

男性８０．２９歳、女

性８６．９８歳、平成２

５年の健康寿命は男

性７１．７５歳、女性７

４．４０歳で平均寿命

と健康寿命を比較す

ると１０年の乖離が

ある。 

＊県の死因別死亡

率 

昭和55年以降悪性

新生物が1位、近年、

心疾患と肺炎が増加

傾向 

＊年齢調整死亡率で

男性に自殺がやや

多い。（約６割は健康

問題が原因） 

女性は腎不全による

死亡が全国平均を上

回っている 

＊熊本県の要介護

認定者は、平成28年

4月末現在で107,128

人、平成12年より

57,225人増加してい

る。 

＊平成28年度国民

生活基礎調査より介

護が必要になった主

な原因1位は認知症、

2位脳血管疾患、3位

高齢による衰弱であ

る。 

●事業所数27,000社規模

別では１０人 未満が３／４

を占める 

●加入者数  男 298,774人 

          女325,358人 

年齢別でみると男女ともに 

40～44歳の割合が高い 

●健診受診率５０．４％
(H28) 

 被保険者の受診率は６

０% 

を超えるが、被扶養者の受

診率は２０％弱と低い 

●特定保健指導実施率 

  ２５．１％(H28) 

●健康宣言事業所１１３６

社   ヘルスター認定 ３７

３社 

①特定健診受診率・事業者健

診データ取得率向上に向けた

取り組み 

②特定保健指導実施率向上に向けた       

取り組み 
④重症化予防対策 

⑤コラボヘルスの推進      ⑥健康づくり事業 

・事業主および加入者が健康状態・生活習慣について現状を把握し、健康増進、

健康づくりに関心を持つことが必要である。 

・健康宣言事業所において、健診への関心、健康づくりへの関心、喫煙・運動等

の実態把握と改善へ向けた取り組みが必要である。 
 

ヘルス・リテラシーを高める・・⑤⑥へ 

・健康づくりはまず健診を受診し、自身の健康状態を知ること

から始まることを周知し、未受診者への受診勧奨の強化、受

診しやすい環境づくりにより、受診率を上げることが必要であ

る。 

特定健診（生活習慣病予防健診）

の普及啓発と実施・・・①へ 

・現在の生活習慣が生活習慣病と深く関連し、医療が必要となることや生活改

善のために保健指導が有効であることを理解してもらう必要がある。 

・保健指導が利用しやすい体制整備が必要（協会けんぽ、事業所） 

・特定保健指導経年者へ保健指導の重要性を理解してもらう必要がある。 

特定保健指導普及啓発と実施・・②④へ 

・熊本県には人工透析や糖尿病患者が多いこと、糖尿病、高血圧などの

治療を放置することが、人工透析や脳血管疾患、心疾患の発症につなが

ることを知ってもらい、早期に受診し治療を継続してもらう必要がある。 

・脳卒中や心筋梗塞においては再発性が高いため、治療完了後に生活習

慣改善が必要であることを認識してもらう。 

・高血糖者の割合が全国に比べ多いため、糖尿病についての理解が必要。 

・医療、市町村との連携、熊友パスの活用促進 

疾患についての知識を習得し、生活習慣病や合併症を予防する。他機関との連携を図る。 ・・・④⑤⑥ 

・健診は受けるだけではなく、その後のフォ

ローが重要だということを理解してもらい、

保健指導までが健診という意識づけが必要 
 

健診受診率・特定保健指導実施

率向上・・①②へ 

・要介護者を増やさないために糖尿病・高血圧・脳血管疾患、

女性の４０代から増えている筋骨格系及び結合組織の疾患

にならないために働き世代からの運動習慣の必要性を理解

し、実施してもらう必要がある。 

生活習慣病予防や合併症予防

等普及啓発活動・・⑤⑥ 

③特定保健指導対象者減少率向上に

向けた取り組み 

・男女ともに２０歳からの１０ｋｇ以上の体重増加が全国に比べ高い。生活習慣か

ら朝食を抜く習慣も多く、食事バランスも悪い。検査数値の空腹時血糖値・HbA1c、

中性脂肪、収縮期血圧が高い、HDLが低い割合が多いことから生活習慣改善に

より生活習慣病への悪化や合併症未然に防ぐ必要がある。 

生活習慣病や合併症の予防・・③④⑤⑥へ 

熊本県総人口は、平成１０年

をピークに平成２７年は約１７

８万６千人で、全国より１０年

先行して人口減少が起こって

いる。高齢化率２８．８％で平

成３２年には３０％を超え、４７

年には県民３人に１人以上の

割合、全国と比較して２～３％

程度高い傾向。後期高齢者率

は全国より５～１０年先行して

いる 
 

●２０歳からの１０ｋｇ以上の体重増加の 

  割合が男女ともに全国より高い 

●３０分以上の運動習慣の割合は男性に 

おいては全国平均と変わらず、前期高齢

者で割合高くなる。女性は全国平均と比

べ低い 

●身体活動量の割合は男性においては

全国平均と変わらず。女性は全国に比べ

高い 

●歩行速度は全国平均に比べ男女ともに

低 い 

●就寝前２時間以内の夕食は全国に比

べ男女ともに低い。 

●朝食を抜く習慣が多い割合は全国に比

べ男女ともに多く、特に働き世代が多い。 

●腹囲男性８５ｃｍ以上、女性９０ｃｍ

以上が全国より男女ともに高い 

●BMI２５以上が男女ともに全国より

やや高い 

●血糖値１００ｍｇ/ｄｌ以上が全国より

やや高め、１２６ｍｇ/ｄｌ以上が全国１０

位に入る 

●中性脂肪の割合も全国より男女と

もに高い 

●HDL低値の割合が全国より男女とも

やや高い 

●LDLの割合は、全国平均に比べ男

女ともに低い 

●メタボリックシンドローム該当者及び

予備群の割合は、男女ともに全国平

均と比べ高い。 

●H２６年、２７年連続受診者でH２６年

度よりメタボ、メタボ予備群が増えてい

る。 

●保健指導希望が前年度に比べて低

い 

●空腹時血糖値では１００～１０９ｍｇ/

ｄｌの中でもHbA1C５．６％以上の方が

多い。 

●降圧剤内服中の人は全国に比べ

男女ともに多いことから重症高血圧

の人が全国に比べ少ない。 

●入院外医療費、医療費からみても

高血圧性疾患、糖尿病が上位である。 

●年齢階層別で男性は循環器系の

疾患が４０歳代から上位にきている。 

●女性の４０代から筋骨格系及び結

合組織の疾患でり患が増えている。 

●重複受診の疾病は、１位不眠症、

２位アレルギー性鼻炎、３位気管支

喘息５．７％である。 
 
 
 

 

●透析の起因は、糖尿病性腎

症が高い 

●入院医療費では、悪性新生

物・循環器系の疾患が高い 
 

●受療証交付数が年々、増加し

ている。 
 
 
 

 

参照： 

協会けんぽ熊本支部の現状（別添資料より） 

＊特保連続受診者問診（２０１４－２０１５） 

＊2014年度特定健診データ（支部別特徴：Zスコア） 

＊H２８年熊本支部ポテンシャル分析 
 

 

・健診の機会を活用していない 

・ヘルス・リテラシーが低い 

・職場環境の整備ができていない 

・熊本支部における熊本糖尿病 

  療養指導士が少ない 

・健康セミナー・集団学習の件数 

 が少ない 
 

・食事、運動、喫煙等の 

  意識や正しい知識が乏しい 
 

・運動ができる環境にない 
 

・健診データの活用をして 

 いない、受診につながらず 
 

・１０ｋｇ以上の体重増加して 

 いる 
 

・メタボ該当者、予備群が多い 
 ・食後高血糖、耐糖能異常者 

 が多い 
 ・熊友パスを活用していない 

・血圧・血糖値の服薬による 

  コントロールが不十分 
 

・筋骨格系の疾患により運動不足 

   から体重増加となり、生活習慣 

 病へ影響を与える 

・重複受診・・・適切な医療につな 

  がっていない 

・糖尿病性腎症等の腎機能 

低下へつながる 
 

 

（県現状） 

＊平成２３年国民健康栄養調査 

＊平成29年度熊本県健康・食生活に関する調査

＊H28年度熊本における労働衛生の現状 

＊熊本県資料より 

 
 
 
 

・脳血管疾患、虚血性心疾患 

腎不全発症につながっている 

・平均寿命と健康寿命の 

 乖離がある 

 （不健康寿命が長い） 
 

 
 

・心血管疾患の死亡増加傾向 

・女性の腎不全による死亡 

・朝食の欠食 
 


