
　　

3 H30-H35

【支部基本事業】
特定保健指導の中断を防ぎ実施率を向上させる。
平成35年度末目標　　特定保健指導実施率：35％　（平成28年度
30.8％）

【支部基本事業】
特定保健指導の改善率向上のため、保健師・管理栄養士の環境
を整備する。

【支部基本事業】
受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合を増加さ
せる。
平成35年度末目標　　重症化案内受診率：20％　　（平成28年度
8.8％）
【鳥取県との連携事業】
かかりつけ医と連携した糖尿病の重症化予防の取組を検討・実施
する。

【鳥取県との連携事業】
生活習慣病予防健診の受診者に対してピロリ菌検査の費用を補
助し、受診勧奨を実施する。

第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）　健康課題、目標をイメージするシート

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）

　健康経営（コラボヘルス）の推進により、加入者の健康度を向上する。
　　　　　・血圧リスク保有者の構成比を10％削減する
　　　　　・がん死亡率を２０％削減する
　　　　　・健康寿命、平均寿命ともに、全国順位10位以内をめざす

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）

④中位目標達成に近づくための
   下位目標を設定する

・有所見者の構成比：50％（平成28年度62.6％）
・特定保健指導対象者の構成比：13％（平成28年度17.4％）
・特定保健指導対象者の減少率：40％（平成28年度34.0％）
・重症化案内対象者構成比：2.5％（平成28年度3.7％）

課
　
題

事
業
・

取
り
組
み

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（自支部の特徴などを診る）

優先順位

 ①対策を図る健康課題を絞る

被保険者の
健康度向上
を目的とす
る、鳥取県
等と連携し
た「健康経
営推進事

業」

市町村等と
連携した、

被扶養者の
「特定健診・
がん検診の
ダブル受診

事業」

事業所受入
から改善率
向上まで一
体化した「特
定保健指導

事業」

未治療者へ
の受診勧奨
から予防ま
で一体化し
た「重症化
予防事業」
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下位目標 実施年度事業名

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

【鳥取県との連携事業】宣言事業所を拡大する。
平成３５年度末目標3,000事業所（平成28年度1,087事業所）

【支部基本事業】被保険者の健診受診率を向上させる。
平成35年度末目標　　生活習慣病64％　　　（平成28年度51.0％）
　　　　　　　　　　　　　　 事業者健診20％　　　（平成28年度11.7％）

【鳥取県との連携事業】
協会が提案する健康づくりメニューの取組数・ポイントを向上させ
る。
平成35年度末目標　　　　一事業所当
　　　　　　　                       　取組数
【支部基本事業】
被扶養者の健診受診率を向上させる。
平成35年度末目標
　　特定健診受診率：35％
　　　　（平成28年度20.1％）

【支部基本事業】
特定保健指導受入事業所を増やす。
平成35年度末目標 　　特定保健指導受入事業所
　　　　　　　　　         　3,000事業所　　（平成28年度2,242事業所）
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H30-H35

H30-H35

H30-H35

H30-H34

H30-H35

H30-H35

H30-H35

H30-H35

H30-H35

○自動車通勤がおおい 

○人口が減少傾向にある反面高

齢化率が上昇している 

 ・高齢化率 30.0％ 

 （日本の地域別推計人口 平成

28年3月推計） 

○高い特定保健指導実施率 

 ・30.0％（平成28年度） 

 全国平均 15.8％ 

○特定保健指導対象者減少率 

 ・34.0％（平成28年度） 

 全国平均 34.7％ 

※実施率は高いが改善率が悪い 

○がん検診受診率（高め） 

 ・肺がん 50％以上 

 ・他のがん 40％以上 

○運動習慣（男女ともに低い。全国最低レベル） 

 ・歩数 鳥取県男性 6424歩/日 全国 6984歩/日 

      鳥取県女性 5598歩/日 全国 6029歩/日 

 ・運動習慣  鳥取県男性 26.5％  全国 35.1％ 

          鳥取県女性 21.4％  全国 27.4％ 

（平成28年度国民健康・栄養調査） 

○野菜摂取量（全国より少ない） 

 ・鳥取県 278.4ｇ/日  全国 293.6ｇ/日 

（平成27年度国民健康・栄養調査） 

○朝食の欠食者（全国より多い） 

 ・鳥取県男性 20.0％  全国 15.4％ 

 ・鳥取県女性 11.9％  全国 10.7％ 

（平成28年国民健康・栄養調査） 

○飲酒習慣 

 ・鳥取県男性 38.1％  全国  33.8％ 

  鳥取県女性 8.0％   全国  7.7％ 

（平成28年国民健康・栄養調査） 

○喫煙率（男性は全国より高い） 

 ・鳥取県男性 32.7％ 全国 29.7％ 

  鳥取県女性 6.4％  全国 9.5％ 

（平成28年国民健康・栄養調査） 

○メタボリックシンドローム予備群の割合 

・鳥取県男性 17.2％  全国男性 17.3％ 

 鳥取県女性 5.3％   全国女性 5.1％ 

（厚生労働省データ 平成26年度） 

○メタボリックシンドローム該当者の割合 

・鳥取県男性 20.0％  全国男性 21.2％ 

 鳥取県女性 6.1％   全国女性 6.2％ 

（厚生労働省データ 平成26年度） 

メタボリックシンドローム該当・予備群の割合は全国

平均と比べても大きな差はない 
 

○腹囲・BMIは全国平均より低いが血圧リスクが高

い 

・メタボリックシンドローム該当・予備群にはならない

が隠れメタボが多い 
 
 
 

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 

○疾病別1人あたり入院外医療費 

・循環器系の医療費が23000円ほどで全国平均を

大きく上回っているが平成27年度に18000円程度ま

で減少した。 

・次いで消化器系疾患が高く年々上昇して全国平

均より倍以上となっている 
 

○一人当たり医療費 

・鳥取県 350,252円 全国 309,644円 

（平成27年度 全国より13.1％高い） 

○疾病別1人当たり入院医療費 

・新生物・循環器系が高く 

全国平均より5千円以上上回っている 

（平成28年度鳥取県保険者協議会企

画調整部会医療費・特定健診データ等

分析結果より） 
 
 

○がんによる死亡率が

高い 

・年齢調整がん死亡率

は平成25・26・27年度3

年連続ワースト3位 

・平成28年度はワースト

4位 
 
 
 

健康経営の普及 特定保健指導 重症化予防 特定健診・がん検診のダブル受診

喫煙対策 
鳥取県や労働局、関係機関との連携 

１９市町村との連携 

歩かない自動

車での通勤・

移動が日常化 

共働き世帯

が多い 

コンビニ・飲み

屋が多い 

かたよった 

食生活 

惣菜・カップめん 

運動不足 

（全国最低レベ

ル） 

重症化 
全国平均よ

り高い入院

医療費 

がんの死

亡率が高い 

血圧 

リスクが高い 

受診勧奨を実施するも 

多忙などを理由に受診

しない（受診率：8.8％） 

真面目な県民 多少の症状はが

まんし受診しない 

男性の 

多飲酒 

喫煙者が多い 

がん 

県・医師会との連携 

発症してから

受診 


