
平成 30 年度地域保健計画重点事業進捗状況 

 

基本目標３ 

（１） 健康寿命延伸のための取り組み（『健康ひがしむらやま 21（第 3次）』）の推進 

 

計画書 P231 

 

展開方向 平成 30年度の取り組み 実績 

○生涯を通じた歯

と口腔の健康づく

りを推進していき

ます。 

後期高齢者医療健康診査の通知のうち、

７６歳のかたに対し、歯科健康診査の案

内を同封し勧奨を行う。 

受診者数は 75 歳 7 人、76 歳 28 人、

77 歳 8 人と勧奨対象年齢が明らかに

多いため、一定の勧奨効果があったと

認められる。 

○歯周病予防対策

を推進していきま

す。 

前年度成人歯科健康診査の結果を分析

し、今年度の健診において重点指導ポイ

ントを設定し実施する。 

結果分析及び指導ポイントについて、

歯科医師会と検討中 

 

計画書 P232 

 

展開方向 平成 30年度の取り組み 実績 

○がん予防に関す

る正しい知識を普

及していきます。 

がんの講演会を実施し、がんに対する正

しい知識の普及に努める。 

恩多町保健推進員会健康講座で、「『が

ん』ってどんな病気？」を実施。 

参加 132人。 

○がん予防に取り

組みやすい環境を

整備していきます。 

土日の検診、3 がん・5 がんセット検診

を実施し、がん検診を受けやすい環境を

整備する。 

土日検診；計 10 日。胃・大腸・乳が

ん検診延べ 763人。 

3がん・5がんセット検診；計 20日。

631 人。 

主な取り組み 分野 展開方向 目  標 

① 生活習慣の

改善 

 

歯・口腔の健

康 

○生涯を通じた歯と口腔の健

康づくりを推進していきます。 

○歯周病予防対策を推進して

いきます。 

歯と口腔の健康について関心

を持つ人が増える 

主な取り組み 分野 展開方向 目  標 

②主な生活習

慣病予防と重

症化予防 

 

がん予防 

○がん予防に関する正しい知

識を普及していきます。 

○がん予防に取り組みやすい

環境を整備していきます。 

○国の指針に基づくがん検診

を実施し、受診率及び検診の質

を向上させていきます。 

○がんの 75歳未満の年齢調整

死亡率を下げます。 

がんによる死亡率を減少させ

る 
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２ 

 

○国の指針に基づ

くがん検診を実施

し、受診率及び検診

の質を向上させて

いきます。 

仕様書に明記すべき必要最低限の精度

管理項目に基づき、検診機関と契約。 

がん検診受診率向上事業として大腸が

ん検診対象者 10,000 人に受診勧奨を行

う。 

国保だよりに大腸がん検診の特集記事

を掲載する。 

大腸がん検診勧奨はがきを 40歳～69

歳の対象者 10,000 人に送付した。勧

奨・再勧奨対象者の受診者数 2,570

人（見込み）。 

10/1 発行の国保だよりに大腸がん検

診の記事を掲載した。 

○がんの 75 歳未満

の年齢調整死亡率

を下げます。 

市民健康のつどい「がんコーナー」にて、

がんの早期発見の大切さを伝える。 

ピンクリボンキャンペーン 546人、大

腸がんクイズラリー638人の参加が

あった。若い層への周知もできた。 

 

計画書 P234 

 

展開方向 平成 30年度の取り組み 実績 

○循環器疾患を予

防する生活習慣や、

脳卒中が疑われた

緊急に医療機関を

受診すべき症状に

関する知識を普及

します。 

生活習慣病予防講座参加者に、毎回に脳

卒中のチラシを配布し周知を図る。 

生活習慣病予防講座、健康講座等で

「脳卒中患者と家族のみなさまへ」の

リーフレットを配布し、健康増進課の

窓口にもリーフレットを置いて周知

に努めた。 

○発症予防や重症

化予防に取り組み

生活習慣病を指摘された方に、定期受診

の必要性を伝える。 

健診後の健康づくりとして、無料健康

相談室を実施し、生活習慣の振り返り

主な取り組み 分野 展開方向 目  標 

②主な生活習

慣病予防と重

症化予防 

循環器疾患 

○循環器疾患を予防する生活

習慣や、脳卒中が疑われた緊急

に医療機関を受診すべき症状

に関する知識を普及します。 

○発症予防や重症化予防に取

り組みやすい環境を整備して

いきます。 

○脳血管疾患・虚血性心疾患の

年齢調整死亡率を下げます。 

○メタボ予防の啓発と併せ、特

定健康診査・特定保健指導の積

極的な受診・利用をすすめ、メ

タボリックシンドロームとそ

の予備群の人の減少をめざし

ます。 

生活習慣病を早期に発見し、治

療につながる人を増やす 



やすい環境を整備

していきます。 

生活習慣を振り返ることができるよう、

健康栄養相談・医療相談・歯科相談を実

施し、正しい生活習慣を伝える。 

や受診勧奨をした。 

○脳血管疾患・虚血

性心疾患の年齢調

整死亡率を下げま

す。 

血管年齢測定を実施し、動脈硬化による

脳卒中や心疾患の病態を説明し、生活習

慣病予防を伝える。 

血管年齢測定会で、生活習慣病と動脈

硬化の関係について説明し、測定結果

によって、受診勧奨をした。 

○メタボ予防の啓

発と併せ、特定健康

診査・特定保健指導

の積極的な受診・利

用をすすめ、メタボ

リックシンドロー

ムとその予備群 sの

人の減少をめざし

ます。 

・受診しやすい環境づくり 

特定健診は 6月 15日～10月末まで指定

医療機関（81か所）で個別健診を実施。

特定健診受診勧奨はがきを 8月に送付。 

新たな取組として、特定健診の受診を喚

起し、受診行動を促す目的で 40 歳～64

歳向けに、集団健診を実施予定。 

特定保健指導については、市内指定医療

機関（41 か所）と連携し、勧奨及び直

接対象者へ電話をすることにより、受診

を促す予定。 

特定健診受診勧奨はがきを 7 月末に

14,905 人へ送付した。 

特定健診の受診を喚起し、受診行動を

促す目的で 40歳～64歳の未受診者向

けに、集団健診の案内通知を 1月末に

6,761 人へ送付した。集団健診の申込

数 400 人、受診者数 336人。 

特定保健指導については、指定医療機

関から勧奨及び直接対象者へ電話勧

奨を実施した。 

 

計画書 P236 

 

展開方向 平成 30年度の取り組み 実績 

○発症予防や重症

化予防に取り組み

やすい環境を整備

していきます。 

生活習慣病を指摘された方に、定期受診

の必要性を伝える。 

生活習慣を振り返ることができるよう、

健康栄養相談・医療相談・歯科相談を実

施し、正しい生活習慣を伝える。 

生活習慣病予防講座にて、重症化予防

のため定期受診の必要性を伝えた。 

健康栄養相談・医療相談・歯科相談を

実施し、医師・歯科医師・管理栄養士・

運動指導員・保健師との相談を通し

て、今後の生活習慣に活かせるよう、

市民に合った助言を伝えた。 

○糖尿病・メタボリ

ックシンドローム

を予防する生活習

慣などに関する知

識を普及します。 

生活習慣病予防講座で、「糖尿病の話」、

「糖尿病の食事の話」、「歯周疾患と糖尿

病の関係」を実施し、正しい知識の普及

に取り組む。 

「糖尿病の話」35 人、「糖尿病の食事

の話」27 人、「歯周疾患と糖尿病の関

係」24 人の参加があり、最新の情報

提供と正しい知識の普及に取り組ん

だ。 

主な取り組み 分野 展開方向 目  標 

②主な生活習

慣病予防と重

症化予防 

糖尿病 

○発症予防や重症化予防に取

り組みやすい環境を整備して

いきます。 

○糖尿病・メタボリックシンド

ロームを予防する生活習慣な

どに関する知識を普及します。 

○糖尿病による合併症を発症

する人の割合を減らします。 

糖尿病を発症する人の割合を

減らす 



４ 

 

○糖尿病による合

併症を発症する人

の割合を減らしま

す。 

生活習慣病予防講座で、「慢性腎臓病の

話」、「腎臓病をいたわる食事の話」を実

施し、糖尿病性腎症の話も盛り込んで知

識の普及に取り組む。 

「慢性腎臓病の話」43人、「腎臓病を

いたわる食事の話」35 人の参加があ

り、フレイルから人工透析まで幅広く

話をしていただいた。 

 

 

計画書 P240 

 

展開方向 平成 30年度の取り組み 実績 

○健康な高齢期を

迎え過ごせるよう

介護予防について

普及啓発をしてい

きます。 

・認知機能、歩行機能の改善等のみなら

ず、居場所づくり・仲間づくりによって

得られる介護予防効果も期待される「脳

の元気アップ教室」・「ふまねっと教室」

を実施する。 

・住民主体の介護予防に資する活動を支

援するべく、リハ職等の専門職を住民の

活動の場に派遣する「出張元気アップ教

室」を実施する。 

・介護予防活動に対する意欲や継続性の

引き出しに効果的な、「住民主体の体操

を通じた通いの場」の立ち上げ支援を実

施する。 

・脳の元気アップ教室 

2会場、計 30 回実施。延べ参加者数

671名 

・ふまねっと教室 

2会場にて月 2回、計 34回実施。延

べ参加者数 410名 

・出張元気アップ教室（平成 30年 4

月～9月）は、97回利用があり、延べ

参加者数 1870 名 

・「住民主体の体操を通じた通いの場」

の立ち上げ支援については、計 10回

支援を実施。新規に 2団体が立ち上が

った。また、当該事業を特集した介護

予防普及啓発パンフレット「元気アッ

プガイド」を発行。平成 31 年 3月 15

日号市報折込にて全戸配布を行った。 

 

主な取り組み 分野 展開方向 目  標 

③ ライフステ

ージを通じ

た健康づく

りなど 

高齢者の健康 

○健康な高齢期を迎え過ごせ

るよう介護予防について普及

啓発をしていきます。 

社会生活を営むため必要な機

能を維持する。 


