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はじめに 

 

国民健康保険事業は、村民の健康と生活を支える大切な制度で安定的な運営が重要です。 

しかし、全国的な人口減少や高い高齢者比率に伴う医療費の増加などにより、国保の財政は危

機的な状況にあり、本村においても、年々医療費が増加傾向にあります。 

平成２７年５月に国民健康保険の見直しをはじめとする「持続可能な医療保険制度を構築する

ための国民健康保険等の一部を改正する法律」が成立し、国保の財政運営主体が都道府県に移行

したことを踏まえ、現在、平成３０年度からの新制度の円滑な実施・運営に向け、制度や運用の

詳細に関する協議が進められております。 

 

このように、国民健康保険を取り巻く状況は大きく変化しようとしていますが、どのような状

況下においても国民健康保険は、国民皆保険を基礎として健全かつ安定的な運営を確保する必要

があります。 

こうした状況の中、「保健事業」を通じた健康の増進や健康に対する意識の向上、および疾病の

予防による医療費の適正化に向けた取組の重要性がますます高まってきており、平成３０年度か

らは、医療費適正化の取組に対する国からの新たなインセンティブ制度として保険者努力支援制

度も創設されております。 

猿払村においても、法律で実施を義務付けられた平成２０年度以降、特定健康診査および特定

保健指導や、各種疾病予防のための様々な保健事業を実施し、被保険者の健康増進や医療費の適

正化に取り組んでまいりました。 

 

今後は、国保データベース（ＫＤＢシステム）等に蓄積された情報を活用し、データヘルス計

画を策定するとともに、数値に基づいた分析により、効果的かつ効率的な事業推進を図ることで、

さらなる改善に取り組んでまいります。 

 

終わりにあたり、今回の計画策定にご検討・ご意見等をいただきました関係各位に厚く御礼申

し上げますとともに、村民の皆様には、今後とも、猿払村の保健福祉行政の推進に、一層のご理

解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

令和２年３月 
猿払村長  伊藤 浩一 
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第１章 データヘルス計画の概要 

  

 

 
１ 計画策定の背景と趣旨 

我が国では、総人口に占める６５歳以上人口の割合（高齢化率）は年々増加し、平成２６年に

は ２７．１％（総務省「人口推計」（平成２８年７月１日現在 確定値））と世界トップの水準に

なっています。一般的に高齢化が進行すると生活習慣病を始めとした疾病の増加が見込まれ、

健康な生活を維持するうえでの大きなリスク要因となっています。 

 

国民の健康な生活を維持することを目的に平成２５年６月１４日に閣議決定された「日本再興

戦略」では、重要施策として“国民の健康寿命の延伸”を掲げています。これを実現するために

「国民健康保険団体連合会に集約されている、健診、医療、介護に関する国保データベースシ

ステム（以下、「ＫＤＢシステム」といいます。）の分析、それに基づく加入者の健康保持増進

のための事業計画として、“データヘルス計画”の作成・公表、事業実施、評価等の取組を推

進する」としています。 

 

これまで猿払村においても、生活習慣病や疾病予防、健康増進に向けて、特定健診やがん検

診の実施など、さまざまな保健事業を実施してきました。今後は、限られた財源を有効活用し、

更なる被保険者の健康保持増進に努めるために、ＫＤＢシステムに蓄積されたデータを活用

し、すでに健康リスクを保有し重症化予防が必要な方々への「ハイリスクアプローチ」と、生活

習慣病予備群など潜在的なリスクを抱える方々への「ポピュレーションアプローチ」など、それ

ぞれの状況に応じて有効な事業を展開することが求められています。 

 

これらの状況を踏まえ、猿払村においてもデータヘルス計画を作成し活用することで、ＰＤ

ＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保険事業を実施し、被保険者の疾病予防や健康増

進、ひいては長期的な医療費の適正化に取り組んでいくものとします。 
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２ 計画の概要 

（１）計画の目的 

データヘルス計画は、以下の２つの目的に沿って策定します。 

目的１ ＫＤＢシステムをはじめとした様々なデータを活用した分析を行い、現状や取組の成

果を数値として把握することで、保健事業の実効性を高めていくこと 

目的２ ＰＤＣＡサイクルに沿った事業運営を実施することで、継続的に改善する仕組みを取

り入れること 

 

（２）計画の位置づけ 

データヘルス計画とは、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った、効果的かつ

効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画です。 

データヘルス計画は、２１世紀における国民健康づくり運動「健康日本２１（第二次）」に示さ

れた基本方針、及び保健事業の中核をなす特定健診及び特定保健指導の具体的な実施方法を定

める「特定健診等実施計画」をふまえ策定します。 
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第１章 データヘルス計画の概要 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画の期間 

第２期にあたる本データヘルス計画は、令和２（２０２０）年から令和５（２０２３）年の４

年間の計画とします。 
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猿払村総合計画
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猿払村データヘルス計画

特定健康診査等実施計画

介護保険事業計画・
高齢者保健福祉計画
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健康日本２１（第二次） 
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北海道医療費適正化計画 

[平成２５～３４年度] 

第二次猿払村データヘルス計画 
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健康さるふつ２１ 

[第２期：平成３０～３４年度] 

猿払村地域福祉計画 

[第１期：平成３１～３５年度] 

猿払村特定健康診査等実施計画 
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猿払村介護保険事業計画・ 

高齢者保健福祉計画 

[第７期：平成３０～３２年度] 

第７次猿払村総合計画 [平成２５～３４年度] 

猿払村 国 

道 



     

     

  
 

  

 

 
３ 計画の進め方 

データヘルス計画の実施に当たっては、事業を継続的に改善する仕組みであるＰＤＣＡサイ

クルに沿った運営に取り組みます。 

ＰＤＣＡサイクルとは①計画（Ｐｌａｎ）②実施（Ｄｏ）③評価（Ｃｈｅｃｋ）④改善 

（Ａｃｔｉｏｎ）の手順を繰り返し実施する仕組みのことです。 

① 計画（Ｐｌａｎ） 

これまでに実施した保健事業の振り返りとデータ分析を通じて現状を把握し、分析すること

で健康課題を明確にし、改善するための事業を計画します。 

② 実施（Ｄｏ） 

計画した事業をより効果的・効率的に実施します。 

③ 評価（Ｃｈｅｃｋ） 

当初想定した事業運営が実施されているかどうかを、予め設定した数値目標を測定すること

で評価します。 

④ 改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

評価結果に基づいて事業を見直し、改善を図ります。 

 

ＰＤＣＡサイクル概要 
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第２章 地域特性と現状の課題

１ 地域の特性

（１）村の概況（位置や面積など）

猿払村は、日本の最北端である宗谷岬の下方に位置する「日本最北の村」で、緯度はカナダの

モントリオールとほぼ同じであり、東はオホーツク海、西は丘陸性山地を境に豊富町、南は浜頓

別町、北は稚内市に隣接しています。

総面積は５８９．９７ｋ㎡を有し、「北海道で一番広い村」であり、総面積の約半分を山林や原

野が占める自然豊かな村です。

東部は約３３ｋｍの海岸線を通じて豊富な水産資源を誇るオホーツク海を臨み、西・北・南部

は背梁を低下しながら幌尻山・エタンパック山を中心に、標高２００ｍから４００ｍ前後の宗谷

丘陵が連なっています。中央部から東部にかけては広大な耕地や原野が広がっており、役場所在

地の鬼志別を中心として大小１１の集落が形成され、３つの漁港があります。

また、宗谷丘陵を水源として猿払川など６水系が緩やかな流速で屈曲しながらオホーツク海に

注いでおり、下流域には大小の沼や湿原を形成しています。

土壌及び地質は、山地及び丘陵地は右生層の砂岩・泥炭・残積土壌であり、海岸段丘地は、砂

岩・夏岩・砂層・海砂等の風化推積層よりなる洪積土壌、低湿地は沖積土壌及び泥炭土壌であり

ます。

（２）人口

平成３１（２０１９）年１月現在、人口２，７４５人、６５歳以上の高齢者人口は６３２人、

高齢化率が２３．０％となっています。

出典：住民基本台帳

－５－



（３）人口と世帯数の推移

１９９８－２０１９年の人口と世帯数の推移をみると、人口はなだらかに減少傾向を示してい

ましたが、２０１９年は前年の人口を上回っています。一方で世帯数は増加傾向が続いています。

出典：住民基本台帳

（４）産業分類別就業者の推移

猿払村は、豊かな漁場に恵まれ、水揚げ量日本一を誇る天然ホタテをはじめ、毛ガニやサケ

マスが水揚げされます。また、酪農は村の２大基幹産業となっており、広大な牧草地で育つ乳

牛の美味しいミルクは濃厚な舌触りが特徴です。産業品の加工製造、観光等のサービス業の充

実から１次産業の就業者数及び製造業、サービス業の就業者数は維持されています。国保被保

険者がほぼ横ばいであり、若年層の国保加入者の割合が高いのは、一次産業の豊かさにありま

す。

－６－



     

     

  
第２章 地域特性と現状の課題 

  

 

  

＜就業者数＞ 

 

 

＜構成割合＞ 

 

出典：国勢調査     

     

  

 

 

 

 

 

  －７－   

区　分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

農　業 212人 210人 196人 210人

漁　業 292人 328人 346人 333人.

その他 8人 9人 2人 2人

1次産業合計 512人 547人 544人 545人

建設業 192人 150人 111人  94人

製造業 221人 308人 339人 297人

その他 　1人 　0人 　0人   0人

2次産業合計 414人 458人 450人 391人

サービス業 411人 436人 423人 421人

公務員  97人  86人  82人  89人

その他 188人 135人 130人 121人

3次産業合計 696人 657人 635人 631人

分類不能 0人 0人 2人 1人

総　 合　 計 1,622人 1,662人 1,631人 1,568人

区　分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

農　業 13.10% 12.60% 12.00% 13.40%

漁　業 18.00% 19.70% 21.20% 21.40%

１次産業合計 31.60% 32.90% 33.40% 34.80%

2次産業合計 25.50% 27.60% 27.60% 25.00%

3次産業合計 42.90% 39.50% 39.00% 40.20%



（５）被保険者の推移

平成３０（２０１８）年度末現在、国保被保険者は１，１１８名となっています。人口が減少

傾向にありますが、国保被保険者数はほぼ横ばいを示しています。

また、国保被保険者の高齢化率をみると、２０１５年までは１６～１７％代で推移していまし

たが、年々増加傾向を示し、２０１８年には１９．６％に上昇しています。

しかしながら、猿払村は全国や北海道平均と比較して若年層の国保加入者の割合が高いという

特徴もあり、若年のうちから特定健診を受けるなどして、病気の発症予防の取組が大切となって

きています。

出典：国民健康保険事業年報

－８－
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２ 平均寿命・健康寿命と死亡の状況

（１）平均寿命

平均寿命の推移をみると、男女ともに長寿化の傾向がみられます。また、男女ともに北海道平

均とほぼ同水準となっています。

出典：平成２７年市区町村別生命表（厚生労働省）

（２）健康寿命

健康寿命とは、介護保険の介護情報（要介護２～５の認定者数）と人口、死亡者数を基礎情報

として、「日常生活動作が自立している期間の平均」を算出したものです。

平均寿命について、男性は８０．３歳、女性は８６．５歳となっており、全国平均と比較して

男女ともに０．５歳短くなっています。また、健康寿命についてみると、全国平均と比較して男

性が０．１歳長く、女性が０．３歳短くなっています。

平均寿命と健康寿命の差についてみると、男性は１４．５歳で全国平均と比較して０．６

歳、女性は１９．８歳で０．２歳小さくなっています。平均寿命と健康寿命の差が小さいことか

ら、医療や介護が必要な期間が短い状況となっております。しかし、平均寿命が全国平均と比

べて短く、女性は特に健康寿命が短いことから、健康寿命の延伸に向けて疾病予防や重症化予防

に関する取組が必要となります。

－９－



出典：ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」（累計）

－１０－
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（３）死亡の状況

① 標準化死亡比の状況

国立保健医療科学院が公表している「平成２０年２４年 保健所・市町村別死因標準化死亡比

（ＳＭＲ）」でみると、本村では、男性は悪性新生物が１４１．７（胃がん２２０．９）と最も

高く、次いで気管・気管支及び肺で１２５．９の順となっています。また、女性は心疾患が

１５９．９と最も高く、次いで老衰１５３．８の順となっています。

北海道における主要死因の概要９でみると、老衰が最も高く、次いで腎不全、心疾患の順とな

っています。

出典：北海道健康づくり財団、北海道における主要死因の概要 、平成１８年度～２７年度

② 死因の状況

平成１９（２００７）年から平成２７（２０１５）年までの８年間の死因をみると、「悪性新生

物」が最も多く、３４．２％で全体の 分の 以上を占めています。以下、「心疾患（高血圧性

を除く）」「老衰」「肺炎」「脳血管疾患」の順で多くなっています。

出典：道北地域保健情報年報

－１１－

区分 悪性新生物 脳血管疾患 心疾患 （うち虚血性心疾患） 腎不全 肺炎 老衰

猿払村

北海道



３ 医療費分析

（１）医療環境の状況

医療環境の状況（人口千人当たり）を見ると、全国平均と比較して病院数は上回っている一方

で、医師数がかなり少ない状況となっています。また、外来患者数が全国平均値を大きく下回っ

ています。

出典：ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」（累計）

（２）一人あたり医療費の推移

一人あたり医療費の推移をみると、平成２５（２０１７）年以降、常に全国平均・北海道平均

を下回っています。しかし、平成２８（２０１６）年から平成３０（２０１８）年にかけて一人

あたり医療費が増加しており、全国平均との差は縮小しています。

出典：ＫＤＢシステム「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」

－１２－

項目 猿払村 北海道 全国

病院数

診療所数

病床数

医師数

外来患者数

入院患者数

合計患者数
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 （３）診療費の状況 

診療費の状況の受診率を見ると、外来受診率が全国平均よりを大きく下回っています。１件当

たり日数及び１件当たり診療費を見ても、外来・入院いずれも全国平均を下回っており、このこ

とが一人当たり医療費の低下に貢献していると考えられます。 

 

出典：ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」（累計） 

【参考】 

○一人当たり医療費 

国・都道府県・市区町村などの異なる集団における医療費の比較をするために用いる指標で、

以下の計算式で算出します。 

一人当たり医療費 ＝ 医療費総額 ÷ 被保険者数 

なお、一人当たり医療費は「受診率」「一件当たり日数」「一日当たり医療費」の３要素に分解

されます。 

 

○受診率（人口千人当たり） 

一定期間内に医療機関にかかった人の割合を示す指標です。受診率が高いということは被保険

者一人が医療機関にかかる回数が多いことを示しています。受診率は以下の計算式で算出しま

す。 

受診率（人口千人当たり） ＝ レセプト総数 ÷ 国保被保険者数 × １０００ 

 

○一件当たり日数 

一つの疾病の治療のために医療機関に通った日数(または、入院した日数)を表す指標です。外

来の一件当たり日数が多ければ通院頻度が高く、入院の一件当たり日数が多ければ概ね入院期間

が長いものと考えられます。一件当たり日数は以下の計算式で算出します。 

一件当たり日数 ＝ 受診延べ日数 ÷ レセプト件数 

 

○一日当たり医療費 

医療費の単価を示す指標です。一日当たり医療費が高いということは、一回の診療あるいは一

日の入院でかかる費用が高いということを示しています。一日当たり医療費は以下の計算式で算

出します。 

一日当たり医療費 ＝ 医療費総額 ÷ 受診延べ日数 

  

 

 

 

 

 

  －１３－   

外来 入院 歯科 外来 入院 歯科 外来 入院 歯科

猿払村 586.4 23.7 129.8 1.2 13.4 2.1 21,480 492,400 15,120

同規模 662.8 24.6 124.4 1.4 16.2 1.9 22,940 528,060 14,300

北海道 657.8 23.2 133.0 1.4 15.6 2.0 24,070 562,200 15,250

全国 681.5 18.6 152.8 1.5 15.6 1.8 22,020 554,130 12,800

受診率 1件当たり日数 1件当たり診療費



４ レセプト分析

（１）医療費からみた疾病構造

医療費から疾病の発生状況をみると、入院・外来ともに「新生物」が最も多く医療費が発生し

ていることが分かります。

出典：ＫＤＢシステム「医療費分析（２）大、中、最小分類」

（２）医療費上位１０位の推移

医療費上位１０位の推移をみると、いずれの年度においても、糖尿病や高血圧症などの生活習

慣病が多く発生しています。また、新生物（がん）について、特に「肺がん」の占める割合が年々

多くなっていることが分かります。

出典：ＫＤＢシステム「医療費分析（２）大、中、最小分類」

－１４－

順位

1位 統合失調症 統合失調症 統合失調症 肺がん

2位 糖尿病 糖尿病 糖尿病 統合失調症

3位
慢性腎不全
（透析あり）

高血圧症 高血圧症 関節疾患

4位 高血圧症
慢性腎不全
（透析あり）

関節疾患 糖尿病

5位 狭心症 関節疾患 肺がん 不整脈

6位 脂質異常症 肺がん 不整脈 高血圧症

7位 不整脈 膵臓がん 脂質異常症 乳がん

8位 関節疾患 脂質異常症 逆流性食道炎 骨折

9位 胃潰瘍 気管支喘息
慢性腎不全
（透析あり）

狭心症

10位 肺炎 骨折 くも膜下出血 逆流性食道炎

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年



     

     

  
第２章 地域特性と現状の課題 

  

 

 （３）高額医療費分析 

 ① 患者千人あたり３０万円以上レセプト患者数 

３０万円以上の高額レセプトの発生状況をみると、「がん」と「糖尿病」が全国平均を上回って

います。 

 

 

 出典：ＫＤＢシステム「医療費分析（１）細小分類」   

② ６か月以上入院レセプト 

６か月以上の長期入院のレセプト発生状況をみると、１件当たりレセプト点数と千人当たりレ

セプト数ともに、全国平均を下回っています。 

 

 
出典：ＫＤＢシステム「医療費分析（１）細小分類」    

 

  

 

 

 

 

 

  －１５－   

猿払村 北海道 全国

1 がん 16.121 13.778 10.603

2 糖尿病 13.516 11.876 10.033

3 高血圧症 11.073 16.719 14.718

4 脂質異常症 5.211 9.564 8.191

5 狭心症 2.931 4.840 4.216

6 高尿酸血症 2.117 4.512 3.938

7 動脈硬化 1.954 2.149 2.627

7 人工透析 1.954 4.274 6.075

9 脳梗塞 0.977 3.639 3.285

10 脳出血 0.326 1.138 1.049

11 脂肪肝 0.000 0.646 0.456

11 心筋梗塞 0.000 0.379 0.362

患者千人当たり３０万円以上レセプト患者数
平成３０年度

６か月以上入院レセプト
平成３０年度

猿払村 北海道 全国

１件当たり６か月以上入院レセプト点数 37,317 47,740 45,207

千人当たり６か月以上入院レセプト数 3.750 5.201 4.199



５ 介護との関連

（１）要介護認定率の推移

要介護認定率の推移をみると、平成２７（２０１５）年の２２．２％をピークとして、平成３

０（２０１８）年の２０．９％まで低下傾向にあります。

出典：ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」（累計）

（２）介護給付費の推移

介護給付費の推移をみると、ほぼ一貫して増加傾向にあることが分かります。また、増加のペ

ースも早く、全国平均・北海道平均との差は２０，０００円以上開いています。

出典：ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」（累計）

－１６－
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（３）要介護者有病状況

要介護者有病状況を見ると、すべての要支援・要介護度で共通して「心臓病」「筋・骨疾患」の

割合が多くなっています。また、要介護度がすすむにつれて、「精神疾患」の割合が多くなる傾向

がみられます。

出典：ＫＤＢシステム「要介護（支援）者有病状況」

－１７－



     

     

  
 

  

 

 （４）医療・介護の突合 

有病状況を見ると、「心臓病」が最も多く、次いで「高血圧症」「筋・骨格」となっており、北

海道、全国と比較すると有病率の高さが分かります。 

 

 

出典：ＫＤＢシステム「医療と介護の突合（有病状況）」   

  

 

 

 

 

 

  －１８－   

項目 猿払村 北海道 全国

糖尿病 21.4% 25.3% 22.4%

高血圧症 66.6% 51.5% 50.8%

脂質異常症 26.6% 30.8% 29.2%

心臓病 75.1% 57.4% 57.8%

脳疾患 20.6% 23.5% 24.3%

がん 7.6% 12.1% 10.7%

筋・骨格 66.3% 51.5% 50.6%

精神 40.0% 37.2% 25.3%

（再掲）認知症 26.9% 22.8% 22.9%

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病 21.8% 17.7% 18.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

猿払村 北海道 全国
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６ 健診データ分析

（１）特定健診受診率の推移

特定健診受診率の推移をみると、平成３０（２０１８）年は２９．３％となっており、北海道

平均の２６．０％を上回っていますが、全国平均の３５．８％は下回っています。

いずれの年度も２５～３０％の間で推移しており、受診率はほぼ横ばいとなっています。

出典：法定報告値（平成３０年度速報値）

（２）性別・年齢階層別受診状況

特定健診受診率を性別・年代別にみると、全体的な傾向として、男女ともに若年層になるほど

受診率が低くなり、高齢層になるほどの受診率が高くなる傾向が見られます。

出典：ＫＤＢシステム「厚生労働省書式（様式５－４）健診受診状況（被保険者数及び健診受診者のピラミッド）」

－１９－



（３）メタボリックシンドローム判定

メタボリックシンドローム該当率の推移をみると、平成２５（２０１３）年には２５．０％と

４人に１人の割合まで高くなっていましたが、平成３０（２０１８）年には１９．０％まで低下

しました。

出典：法定報告値（平成３０年度速報値）

メタボリックシンドローム該当率と予備群該当率の男女別推移をみると、ともに男性のほうが

女性よりも該当率が高く推移しています。

出典：法定報告値（平成３０年度速報値）

－２０－
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（４）健診項目ごとの有所見割合

＜総計＞

健診項目別有所見割合を見ると、「ＢＭＩ」「拡張期血圧」の有所見割合が、全国平均、北海道

平均を大きく上回り、「腹囲」「ＡＬＴ（ＧＴＰ）」「収縮期血圧」についても上回っています。糖

尿病や腎疾患の検査項目「血糖」「ＨｂＡ１ｃ」「クレアチニン」は、全国平均、北海道平均と同

水準となっています。

出典：ＫＤＢシステム「厚生労働省様式（６－２～７）健診有所見者状況（男女別・年代別）」

－２１－

北海道 全国

人数 割合 割合 割合

ＢＭＩ 69人

腹囲 61人

中性脂肪 25人

ALT(GTP） 31人

HDLコレステロール 9人

血糖 36人

69人

収縮期血圧 87人

拡張期血圧 55人

LDLコレステロール 90人

クレアチニン 1人

項目
猿払村

猿払村 北海道 全国



＜男性＞

健診項目別有所見割合（男性）を見ると、総計とほぼ同様の傾向となっており、「ＢＭＩ」「腹

囲」「収縮期血圧」「拡張期血圧」の有所見割合が、全国平均、北海道平均を大きく上回っていま

す。また、「ＡＬＴ（ＧＴＰ）」「ＨＤＬコレステロール」「ＬＤＬコレステロール」の有所見割合

についても、全国平均、北海道平均をやや上回っています。

出典：ＫＤＢシステム「厚生労働省様式（６－２～７）健診有所見者状況（男女別・年代別）」

－２２－

北海道 全国

人数 割合 割合 割合

ＢＭＩ 32人

腹囲 43人

中性脂肪 15人

ALT(GTP） 21人

HDLコレステロール 8人

血糖 20人

34人

収縮期血圧 45人

拡張期血圧 31人

LDLコレステロール 43人

クレアチニン 1人

項目
猿払村

猿払村 北海道 全国
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＜女性＞

健診項目別有所見割合（女性）を見ると、「ＢＭＩ」「腹囲」「ＡＬＴ（ＧＴＰ）」「拡張期血圧」

の有所見割合が、全国平均、全道平均を大きく上回り、特に「ＢＭＩ」の有所見割合は４４．６％

となっており、全国平均２０．３％の２倍以上となっています。

出典：ＫＤＢシステム「厚生労働省様式（６－２～７）健診有所見者状況（男女別・年代別）」

－２３－

北海道 全国

人数 割合 割合 割合

ＢＭＩ 37人

腹囲 18人

中性脂肪 10人

ALT(GTP） 10人

HDLコレステロール 1人

血糖 16人

35人

収縮期血圧 42人

拡張期血圧 24人

LDLコレステロール 47人

クレアチニン 0人

猿払村
項目

猿払村 北海道 全国



（５）質問票調査（生活習慣データ）

特定健診の質問票調査に基づく生活習慣データについて、「喫煙」「１日３０分以上運動習慣な

し」が、全国平均、全道平均を大きく上回ったほか、「毎日飲酒」「１日飲酒量２合以上」の割合

が上回り、肥満の要因となる運動習慣、食習慣、飲酒等の生活習慣全般に課題があります。

出典：ＫＤＢシステム「質問票調査の状況」

－２４－

項目 猿払村 北海道 全国

喫煙

1日30分以上運動習慣なし

1日1時間以上運動なし

食べる速度が速い

週3回以上就寝前2時間以内夕食

毎日夕食後に間食

週3回以上朝食を抜く

毎日飲酒

時々飲酒

一日飲酒量1～2合未満

一日飲酒量2～3合未満

一日飲酒量3合以上

睡眠不足

睡眠不足

一日飲酒量 合以上

一日飲酒量 ～ 合未満

一日飲酒量 ～ 合未満

時々飲酒

毎日飲酒

週 回以上朝食を抜く

毎日夕食後に間食

週 回以上就寝前 時間

以内夕食

食べる速度が速い

日 時間以上運動習慣

なし

日 分以上運動習慣

なし

喫煙

全国 北海道 猿払村



第２章 地域特性と現状の課題

① 喫煙

喫煙習慣のある人の割合の推移をみると、平成３０（２０１８）年の総計は２３．４％となっ

ており、全国平均の１４．１％を９ポイント超上回っています。

男女別にみると、男性は３２．１％、女性は１５．０％となっており、男性の喫煙率が高くな

っています。この傾向は過去５年間をみてもほぼ同様です。ただし女性の喫煙率も決して低いわ

けではなく、女性の全国平均は平成３０（２０１８）年で６．０％ですので、９ポイント上回っ

ています。

平成３０（２０１８）年の疾病別医療費第１位が「肺がん」となっていることからも、肺がん

リスクを高める喫煙習慣の改善は、喫緊の課題と言えます。

＜喫煙＞

－２５－



② 運動習慣

運動について、１日３０分以上運動習慣なしの割合の推移をみると、平成３０（２０１８）年

の総計は７５．３％となっており、全国平均の５９．８％を１５ポイント超上回っています。

男女別にみると、女性の方が割合が高く、女性８３．８％に対して男性６６．７％となってい

ます。

＜１日３０分以上運動習慣なし＞

－２６－



第２章 地域特性と現状の課題

③ 食生活

週３回以上就寝前２時間以内夕食を食べる人の割合の推移をみると、年によってばらつきはみ

られるものの、平成２６（２０１８）年の３１．５％から平成３０（２０１８）年の２３．４％

へと、若干の改善傾向にあることが分かります。

＜週３回以上就寝前２時間以内夕食＞

週３回以上朝食を抜く人の割合をみると、平成２６（２０１８）年の１０．３％から平成３０

（２０１８）年の１２．０％へと、若干の増加（悪化）傾向にあることが分かります。特に女性

の割合が大きく変動しています。

＜週３回以上朝食を抜く＞

－２７－



④ 飲酒

飲酒習慣について、飲酒量２合以上の人の割合の推移をみると、総計は平成２６（２０１８）

年の２２．８％から平成３０（２０１８）年の２１．９％へと、若干の改善傾向を示しているも

のの、いずれの年度も全国平均を上回っています。

男女別にみると、女性は若干の改善（減少）傾向となっていますが、男性は平成２６（２０１

８）年の３０．６％から平成３０（２０１８）年の３２．８％へと、さらに増加（悪化）傾向を

示しています。

＜飲酒量（２～３合、３合以上の合計）＞

（６）特定保健指導実施率の推移

特定保健指導の実施率の推移をみると、平成２９（２０１７）年度には４４．４％となり、北

海道平均を上回りましたが、平成３０（２０１８）年度は２２．７％と低下しています。猿払村

の実施率の変動は、保健指導を担当する保健師の人数及び経験年数によるものと考えられます。

出典：法定報告値（平成３０年度速報値）

－２８－
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１ 第１期計画の振り返り 

（１）第１期計画の概要 

平成２９（２０１７）年に策定した第１期計画では、「健診」「医療」「介護」の 3 分野におい

て、それぞれの健康課題に対応するための行動目標を掲げるとともに、その健康課題の改善状況

を図るため、具体的な数値目標を設定しました。 

 

 

 

（２）第１期計画の数値目標と達成状況 

第１期計画の数値目標の達成状況について、いずれの項目も達成することはできませんでし

た。特に特定保健指導は実施率が２２．７％となってしまいました。医療費１位となった肺がん

の早期発見・早期治療を目的とした肺がん検診の受診率も７．８％にとどまっており、受診率の

向上が課題です。 

医療費からみた疾病構造では、入院・外来ともに「新生物（がん）」が最も多く、次いで「循環

器（高血圧症、狭心症、動脈硬化など）」「内分泌（糖尿病など）」となっており、生活習慣病に関

連する疾病の割合や医療費の低下には至りませんでした。 

要介護認定者の有病状況では、「心臓病」が最も多く、次いで「高血圧」「筋・骨疾患」「精神（認

知症含）」となっており、全国平均、北海道平均と比較しても有病率が高くなっています。要介護

認定率は低下傾向にありますが、介護給付費は、全国平均・北海道平均より高く、増加のスピー

ドも早いことから、改善に向けた取組が必要です。 

  

 

 

 

 

 

  －２９－   

分野 行動目標

特定健診受診率の更なる向上

特定保健指導等を通じた生活習慣の改善（喫煙、１日飲酒量、等）

疾病の早期発見・早期治療に向けたがん検診等の受診率の向上

医療費割合上位１０位を占める疾患のうち生活習慣病に関連する疾病の割合
の低下

要介護認定者の有病状況の改善によるＱＯＬの向上

要介護認定者の増加防止に向けた介護予防の更なる充実

健診

医療

介護



     

     

  
 

  

 

 

 

２ 保健事業の振り返り 

（１）特定健診・特定保健指導 

特定健診受診率は、平成３０（２０１８）年度で２９．５％と目標値３５．０％には届きませ

んでした。過去数年間、受診者の固定化などの要員により受診率は２５～３０％の間で推移して

おり、受診者の増加が引き続き課題となっています。 

特定保健指導の平成３０（２０１８）年度の実施率は２２．７％となり、目標値４０．０％に

は届きませんでした。ただし、平成２９（２０１７）年度は４４．４％と目標値を上回っており、

年度によってばらつきが見られます。 

 

  

 

 

 

 

 

  －３０－   

実施内容 評価指標 目標値
実績値

平成30年度
達成率

特定健診 健診受診の勧奨 受診率 35.0% 29.5% 84.3%

特定保健指導 特定保健指導の促進 実施率 40.0% 22.7% 56.8%

胃がん検診 20.0% 12.8% 64.0%

肺がん検診 20.0% 7.8% 39.0%

大腸がん検診 20.0% 18.9% 94.5%

子宮がん検診 20.0% 14.9% 74.5%

乳がん検診 30.0% 22.2% 74.0%

基本健診 50名 18名 36.0%

後期高齢者健診 50名 33名 66.0%
健診受診の勧奨 受診者数

保健事業

数値目標

がん検診の勧奨 受診率

実施状況
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

特定健診

【目的】生活習慣病の発症や重症化を抑制し、
将来的な医療費の適正化を図る。

【概要】旭川がん検診センターによる年１回２
日間の集団健診、猿払村国保病院による年１回
１日間の集団健診と年間を通じての個別健診を
実施している。

集団・個別ともにがん検診
(胃がん、肺がん、大腸が
ん)、肝炎ウィルス検査を同
時に受診できる。また、健
診料金の助成、受診勧奨通
知や電話勧奨等申込しやす
い工夫をしている。

受診率は改善せず、受診者
は固定している。年齢別に
みると４０～５０歳代の受
診率が低い。目標値に近づ
けるための取り組みが必要
である。

特定健診受診勧奨

【目的】特定健診受診率向上

【概要】これまで特定健診未受診者の国民健康
保険加入者に対して、電話勧奨を実施する。

保健師による電話勧奨に
よって、対象者の受診状
況・受診しない理由を把握
することができた。また、
受診勧奨によって期待以上
の健診受診に繋がった。

さらに多くの人に健診を受
診してもらうために、専門
職による個別面談や健康教
室を通して勧奨していきた
い。

特定保健指導

【目的】対象者自らの生活習慣における課題を
認識し、行動変容と自己管理を行うことで健康
的な生活を維持できる。

【概要】健診終了後、特定保健指導の対象と
なった者へ地区担当保健師が特定保健指導を実
施する。

平成３０年度
○動機付け支援
対象者：１４名
利用者：１０名（７１．４％）
終了者： ４名（２８．６％）

○積極的支援
対象者：８名
利用者：７名（８７．５％）
終了者：１名（１２．５％）

●特定保健指導終了者の割合
対象者：２２名　終了者：５名
終了者の割合：２２．７％

特定保健指導対象となった
全員対して、地区担当保健
師が訪問している。

特定保健指導に対する周
知・理解が不足している。

事業名 事業の目的および概要

振り返り

平成３０年度
受診者数：１５８名
受診率　：２９．５%
目標値　：３５．０％
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 （２）がん検診 

がんの早期発見・早期治療を目的として、胃がん・肺がん・大腸がんの検診に加えて、子宮が

ん・乳がん検診を実施してきました。４０歳～５０歳代の受診率が低いことから、３０歳代のう

ちから受診の習慣を身に付けてもらうことを目的として、３０歳以上を受診の対象として検診料

金の助成を行っており、今後受診率の改善が見込まれています。 

 

 

 

（３）疾病予防 

特定健診の対象とならない４０歳未満の若年層や７５歳上の後期高齢者の生活習慣病の予防

や疾病の早期発見・早期治療を目的とした「基本健診」「後期高齢者健診」の受診率向上に向けて

取り組んできました。受診者数は目標には達しませんでしたが、前年度より増加しています。 

 

  

 

 

 

 

 

  －３１－   

実施状況
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

胃・肺・大腸がん検診

【目的】がんの早期発見、早期治療

【概要】旭川がん検診センターによる年１回２
日間の集団検診、猿払村国保病院による年１回
１日間の集団検診、年間を通じての個別検診を
実施している。
○胃がん検診
問診およびバリウム検査を実施。猿払村国保病
院での検診のみ胃カメラ、鼻カメラを選択可能
○肺がん検診
問診および胸部レントゲン検査を実施し、喫煙
指数の高い者については喀痰検査を実施
○大腸がん検診
問診および検便（２日間）を実施

平成３０年度
○胃がん検診（４０歳以上）
受診者数：１７２名
受診率　：１２．８%

○肺がん検診（４０歳以上）
受診者数：１０５名
受診率　：７．８%

○大腸がん検診（４０歳以上）
受診者数：２５３名
受診率　：１８．９%

特定健診とセットで受診で
きるようにしている。
また、若年層の受検が習慣
化し、４０歳の受診率が向
上することを目的として、
３０歳以上を対象としてい
る。また、検診料金の助成
を行っている。

受診率は改善せず、受診者
は固定している。年齢別に
みると４０～５０歳代の受
診率が低い。目標値に近づ
けるための取り組みが必要
である。

子宮がん検診

【目的】がんの早期発見、早期治療

【概要】旭川がん検診センターによる年１回1日
間の集団検診、クーポン対象者による個別検診
(市立稚内病院)を実施している。

平成３０年度
○子宮がん検診（２０歳以上）
受診者数：１４８名
受診率　：１４．９%

乳がん検診

【目的】がんの早期発見、早期治療

【概要】旭川がん検診センターによる年１回２
日間の集団検診、クーポン対象者による個別検
診(市立稚内病院)を実施している。

平成３０年度
○乳がん検診（４０歳以上）
受診者数：１５９名
受診率　：２２．２%

がん検診推進事業

【目的】がん検診の受診促進を図るとともに、
がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発、
健康保持及び増進を図る。

【概要】特定の年齢に達した方に対して、子宮
頸がん、乳がん及び大腸がんの検診費用が無料
となるがん検診無料クーポン券を送付

平成３０年度受診率
子宮がん検診：１４.９％
乳がん検診　：２２.２％
大腸がん検診：１８.９％

がん検診無料クーポンに申
込用紙と返信用封筒をつけ
て電話やFAX以外の申込方
法を取り入れたことで、こ
れまで未受診だった方の受
診に繋がった。

子宮がん検診は２０～３０
代、その他のがん検診は
４０～５０代の受診者数が
全国・全道と比較して低い
状況が継続している。
今後も受診者数増加のため
に周知や受診勧奨を行う必
要がある。

事業名 事業の目的および概要

振り返り

集団検診をレディース検診
として子宮がん・乳がん同
時実施。子宮がん検診は
１日増の２日間実施した。
対象者に対しクーポン券を
送付し、経済的負担の軽減
及び受診機会の拡大を図っ
た。

受診率は改善せず、受診者
は固定している。新規受診
者を増やす取り組みが必要
である。



     

     

  
 

  

 

 

 

 

（４）健康相談・健康教室 

生活習慣の改善や健康に関する正しい知識を身に付けることを通じて、村民の健康増進や自殺

対策を目的とした健康相談・健康教室を開催しました。 

村民のニーズに合わせて開催する時間帯に夜間を追加するなどの取組をしていますが、参加者

の減少・固定化の傾向が続いており、今後も更なる改善を図っていきます。 

 

  

 

 

 

 

 

  －３２－   

実施状況
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

基本健診
後期高齢者健診

【目的】
○基本健診
若年層への正しい生活習慣に関する知識の普及
啓発や健診受診を習慣化する。
○後期高齢者健診
生活習慣病の予防、疾病の早期発見・早期治療

【概要】特定健診と同じく、旭川がん検診セン
ターによる年１回２日間の集団健診、猿払村国
保病院による年１回１日間の集団健診と年間を
通じての個別健診を実施している。

平成３０年度
○基本健診
受診者数：１８名
（集団１名＋個別１７名）
○後期高齢者健診
受診者数：３３名

若年層の検診受診を習慣化
することを目的として、
３０歳以上から検診を受診
することができる。検査料
金助成、周知回数を増やす
などで受診者は増加した。

３０代から健診を受けてい
る住民は４０代でも受診継
続する傾向にあるため、
３０代の受診率を向上させ
る取り組みが必要である。

肝炎ウィルス検査

【目的】肝炎対策の一環として正しい知識を普
及させるとともに、肝炎ウイルス検診の受診促
進を図り、必要に応じて保健指導等を行い、
肝炎による健康障害の回避、症状の軽減、進行
の遅延を図る。

【概要】旭川がん検診センターによる年１回
２日間の集団健診、猿払村国保病院による年１
回１日間の集団健診と年間を通じての個別健診
を実施している。

平成３０年度
受診者数：２２名

検査結果は全員陰性であ
り、保健指導の対象はいな
かった。

－

インフルエンザ予防接種

【目的】インフルエンザの重症化予防のため、
①乳幼児から中学３年生まで②国民健康保険加
入者の接種料金を全額助成する。

【概要】接種日～１１から３月までの毎週月木
曜日（村国保病院）要予約制
料金～４０００円／１回
助成内容～①②ともに自己負担なし

平成３０年度
１３歳～６４歳　延７８４名
乳幼児～１２歳　延４６４名

国民健康保険加入者に対
し、接種料金の全額助成を
行っている。
また、平成２７年度より乳
幼児から中学３年生まで住
民に対し、全額料金の助成
を行っている。

－

高齢者インフルエンザ
予防接種

【目的】インフルエンザの重症化予防のため

【概要】接種日～１１月から３月までの毎週月
木曜日（村国保病院）要予約制　自己負担なし

平成３０年度
６５歳以上：３６２名
６４歳未満：　　０名

ふれあい学級等の高齢者が
参加する事業でインフルエ
ンザ予防について周知して
いる。接種料金を助成して
いる。

－

風疹予防接種

【目的】風疹の感染防止、蔓延化予防のため

【概要】定期予防接種は毎月１回実施。定期予
防接種以外の希望者は要予約制、全額自己負担
あり

平成３０年度
ＭＲ接種
Ⅰ期２２名
Ⅱ期３４名

定期予防接種対象者に対し
ては、個別通知や個別指導
を実施している。

－

高齢者肺炎球菌ワクチン
定期予防接種

【目的】高齢者の肺炎予防・重篤化予防のため

【概要】対象者へは個別通知実施。前日までの
要予約制

平成３０年度
定期接種者：３７名
（対象１２１名）

広報周知だけでなく、定期
接種の対象者に対して個別
通知を実施している。

－

高齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種費助成事業

【目的】高齢者の肺炎予防・重篤化予防のため
接種料金の一部を助成する

【概要】村国保病院にて接種する場合に限り、
自己負担３０００円。要予約制

平成３０年度
６５歳以上任意接種：２３名

自己負担３０００円を上限
とし料金の助成を行ってい
る。

－

事業名 事業の目的および概要

振り返り
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実施状況
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

いきいき栄養教室

実施回数：１１回
（うち１回男の栄養教室と合同
開催）
参加者数：延５６名

広報での周知により、新規
の参加者が増加した。調理
実習や管理栄養士の講話を
通して、健康に関心を持つ
きっかけづくりとなり、教
室で得た知識が家庭での実
践につながった。

若年女性の肥満の割合も高
いことが現状である。生活
習慣病予防対策の強化とし
て、対象年齢を拡大し、若
い世代へのアプローチも必
要だと考える。

男の栄養教室

実施回数：１１回
（うち１回いきいき栄養教室と
合同開催）
参加者数：延７２名

調理実習や管理栄養士の講
話を通して、食事に興味を
持つきっかけづくりとなっ
た。料理が苦手な男性でも
簡単な調理法を積み重ね経
験することで、調理技術の
向上につながった。

若年男性の肥満の割合も高
いことが現状である。生活
習慣病予防の知識の普及と
して、対象年齢を拡大し、
若い世代へのアプローチも
必要だと考える。

ゆっくり栄養教室
実施回数：１２回
参加者数：延８８名

保健師による血圧測定や健
康相談、管理栄養士の講話
を通して、自身の健康につ
いて振り返るきっかけづく
りとなった。高齢者は特に
固定化された食事傾向にあ
るため、バランスよく食べ
ることや食を充実させる機
会になったと考える。

教室参加者の高齢化によ
り、フレイル対策としての
知識普及他の教室との目的
との区別化する必要があ
る。

地区別学習会

【目的】村内の地区ごとに健康教育と調理実習
を実施し、各地区の住民へ生活習慣病予防に関
する知識の普及や健康づくりの動機づけを図
る。

【概要】村内にある１３地区のうち要望があっ
た地区住民に対して学習会と調理実習を実施す
る。

実施回数：３回
参加者数：延１７名

普段関わる機会が少ない就
労者に対して健康に関する
知識の提供ができる貴重な
機会となっていることに加
え、調理実習を通して住民
の生活習慣を知る機会とも
なっている。

実施している地区が１３地
区のうち３地区のみとなっ
ており、今後地区の拡大が
求められる。すでに実施の
要望が挙がっている地区も
あるため、住民のニーズ確
認と共に学習会開催地区の
拡大を図る必要がある。

事業名 事業の目的および概要

振り返り

【目的】栄養教育・調理実習を通して、健康づ
くりのための食事管理ができるようにし、自分
の健康は自分で守る意識を持てるようにする。
有所見者に対しては、病気の理解が深められる
ようにする。また、教室に参加することによっ
て介護予防事業対象者への予防を行う。

【概要】月に１回各対象者に向けて栄養教室を
実施。

●いきいき栄養教室
　60歳以上の女性及び60歳以下の精神・知的
障害者の女性
●男の栄養教室
　主に60歳以上の男性及び60歳以下の精神・
知的障害者の男性
●ゆっくり栄養教室
　主に60歳以上の女性及び60歳以下の精神・
知的障害者の女性（休みながらゆっくり料理を
楽しみたい方）

実施状況
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

けんこう運動教室

【目的】生活習慣病の予防、運動機能の維持・
向上のために運動の機会を確保し、健康寿命の
延伸を促進する。また、参加者が運動を楽しみ
ながら行うことで、運動の習慣づけを促す。

【概要】年２２回、外部の講師に委託し運動強
度別に２つの教室を開催する。参加者の希望と
体力測定の結果に基づいて、教室を選択しても
らう。

実施回数：２４回
参加者数：延４９４名

運動強度別の教室を２種類
用意することで、介護予防
から生活習慣病予防まで
様々なニーズに合わせた運
動の機会を提供することが
できていると思われる。

平成３０年度から対象年齢
を４０歳から２０歳以上に
拡大しているが、若年層の
参加者数が少ない状況であ
る。成壮年期の肥満の割合
が多いことから、生活習慣
病予防・重症化予防のため
には２０～３０代から運動
の機会を提供できるよう勧
奨・周知をしていく必要が
ある。

ヘルスアップ教室

【目的】生活習慣の改善と生活習慣から引き起
こされる疾病予防対策として、生活習慣病等の
予防を健康の維持をはかること、合わせて医療
費の安定化を目指す

【概要】運動教室の開催

平成３０年度
年１２回開催
（運動１０回、栄養２回）
参加者数：延１１８名

日中の開催に加え夜間開催
を企画し、就労後に若い世
代が参加できるようにし
た。又、運動と栄養の両面
で生活習慣の改善、健康増
進を図ることができた。

健診では肥満者の割合が高
いが、教室の参加者では特
定保健指導者の参加が少な
い。

アップルエアロビ教室

【目的】ヘルスアップ教室の事後教室としてヘ
ルスアップ教室参加者及び、一般住民を対象に
継続的に運動する習慣を身につけられるように
場所と機会、人材を提供、運動習慣をつけると
ともにメタボリックシンドロームの予防及び解
消

【概要】運動教室の開催、保健師による健康相
談

平成３０年度
週１回開催
（年間３０回）
参加者数：延１７５名

ヘルスアップ教室に新規参
加した者が運動習慣を継続
するために参加したり、参
加者の友人等の参加で新規
加入が増えた。

継続的に参加する者が固定
化し、回を重ねるごとに参
加者数が減少する傾向にあ
る。

事業名 事業の目的および概要

振り返り



     

     

  
 

  

 

  ③ 精神保健対策 

 

 

 ④ 健康相談 
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実施状況
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

精神障がい者の集い
たんぽぽ

【目的】対象者同士が病気、病院、関係機関な
どについて情報交換ができ、主体的に活動でき
る場を提供することで、対象者の自立した生活
を目指す。地域住民や管内の回復者クラブとの
交流を通して社会参加できる場を設け「たんぽ
ぽ」の活動を知ってもらい、精神障がい者が地
域で生活することへの理解を深める一助とす
る。

【概要】月に１回、年度当初にメンバーと関係
職種で話し合いを持ち計画した内容（レクリ
エーション活動、調理実習、施設見学、勉強会
等）を実施する。

実施回数：１１回
参加者数：延３８名

医療費の上位となっている
統合失調症を抱えた対象者
が年間通して継続的に参加
しており、重症化の早期発
見・予防の一因になってい
ると考えられる。

参加者が固定化しており、
新規に参加する対象者がい
ない状態である。そのた
め、精神疾患を抱えた住民
に対して今後も社会参加で
きる場として勧奨を継続し
ていく。

猿払村自殺予防対策事業

【目的】地域住民がこころの病気に関する知識
について理解し、こころの不調に気づいた時の
適切な対応方法を習得することで、こころの不
調を抱えた方を適切な支援につなぐことができ
ること。

【概要】自殺予防やメンタルヘルスに関する講
演会、研修会の開催

平成３０年度
猿払村自殺予防講演会：３０名

職場ではメンタルヘルス対
策及びうつ等による休職者
への対応が求められている
ことから、衛生管理者、人
事担当、管理・監督職を対
象とした研修会を開催。例
年よりは小規模な開催では
あったが、受講者の理解
度、満足度は高かった。

年に１～2名の自殺者がい
る。地域での取り組みを継
続し、ゲートキーパーとな
る住民を増やす必要がある
が、研修の時期や時間等に
制約がある。

事業名 事業の目的および概要

振り返り

実施状況
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

ふれあい学級健康相談・
健康教育

【目的】６５歳以上の方を対象に行われている
「ふれあい学級」時に血圧測定を実施し、健康
相談の機会を提供する。また、健康教育を実施
することで、住民の知識の普及や生活習慣の改
善のきっかけとなることを図る。

【概要】月に１回開催される６５歳以上対象に
した「ふれあい学級」時に保健師による血圧測
定と健康相談を実施する。また、年１２回のう
ち数回、時間を設けて保健師・管理栄養士によ
る健康教育を実施する。

健康相談件数：延４２６名

健康教育
実施回数：１回
参加者数：９７名

１回の開催で６０～７０名
の高齢者が参加する事業で
あり、普段閉じこもり傾向
や就労等で関わる機会が少
ない住民に対して健康相談
や知識の提供ができる貴重
な機会となっている。

希望者にのみ血圧測定を実
施しているため、希望しな
い住民には健康相談の機会
を提供できていない状態で
ある。今後も対象者に継続
的に声掛けしていく必要が
ある。

老人クラブ健康相談

【目的】各地区で行われている高齢者サロンに
て血圧測定を実施し、住民の健康に関する相談
の機会となることを目的としている。また、健
康相談時に疾患や健康に関する知識も併せて提
供し、生活習慣病予防や介護予防のきっかけと
なることを図る。

【概要】４地区で定期的に行われている高齢者
サロンに保健師が健康相談を実施する。

相談実施回数：
相談件数
・浅茅野：延５２名
・浅茅野台地・老人クラブ旅行
　　　　：延５７名
・小石　：延１３名

相談の機会づくりや知識の
提供だけではなく、健康相
談を通して今後の相談・支
援に繋がりやすい住民との
関係づくりにも寄与してい
る。

高齢者サロン参加者の依頼
により単発で実施している
ため、定期的な相談の場と
はなっていない。そのた
め、今後参加者のニーズを
確認し定期的な相談の機会
を設ける必要がある。

事業所血圧測定・
健康相談

【目的】村内就労者の健康管理の一環として、
ホタテ加工場の従業員を対象に血圧測定と健康
相談を実施し、生活習慣病予防のきっかけとな
ることを目的としている。
【概要】村内に７か所あるホタテ加工場に年２
回、休憩時間内に血圧測定と健康相談を実施。

相談実施回数
・村内７事業所２回ずつ
相談件数：３６５名

普段関わる機会が少ない就
労者の相談の機会となって
おり、血圧測定を通して生
活習慣病の発症や重症化予
防に繋がっていると考えら
れる。

希望者にのみ血圧測定を実
施しているため、希望しな
い住民には健康相談の機会
を提供できていない状態で
ある。今後も対象者に継続
的に声掛けしていく必要が
ある。

事業名 事業の目的および概要

振り返り
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 （５）介護予防 

高齢者が介護の必要な状態に陥り、更に状態が悪化しないよう介護予防を推進するととも

に、自立した生活を確保することができるよう必要な支援を行うため、各種事業に取り組んで

きました。介護予防普及啓発事業では、理学療法士が配置されたことに加え、社会福祉協議会

（社協）との連携協働をすすめることで、事業の充実を図ることができ、参加者の増加、介護予

防に対する理解促進につなげることができました。 
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実施状況
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

介護予防把握事業

65歳以上の者に対し、基本チェックリストを配
布・回収の実施等により、介護予防事業対象者
に関する情報収集を行い、介護予防事業対象者
の決定を行うともに様々な活動につなげる。

基本チェックリスト
配布　：５２６名
回収　：３１４名
回収率：５９．６％
介護予防事業対象者数：９名
（新たな事業対象者数：７名）
事業参加者数：９名
参加率：１００％

平成２４年度より郵送によ
る配布及び回収をしてい
る。近年は日常生活アン
ケート等を合わせて行って
おり，介護のことだけでは
なく日常生活の困りごとを
把握し支援策の検討もでき
るようになっている。

回収率が年々低下している
ことと，毎年の実施が限ら
れた職員の負担になってき
ている。

●機能訓練教室
延対象者：１，２２７名
延出席者：８０４名
出席率　：６５．５％

●サロンふきのとう
延対象者：１２１名
延出席者：８８名
出席率　：７２．７％

●理学療法士のサロン等での活
動
ふれあい学級　：７回
小石地区　　　：７回
浜猿払地区　　：１回
浅茅野地区　　：１回
浅茅野台地地区：１回

●グループリハビリ教室
出席者数：延２１６名

●リハビリ体操指導士養成講座
の開催
研修時間：３０時間
修了者数：８名

猿払村介護予防及び生活
支援事業

高齢者が介護の必要な状態に陥り、更に状態が
悪化しないよう介護予防を推進するとともに、
自立した生活を確保することができるよう必要
な支援を行う。
①生活管理指導員派遣事業（ヘルパーによる家
事援助）
②食の自立支援事業（配食サービス）
③外出支援サービス事業（病院送迎）
④訪問理美容サービス事業
⑤短期宿泊サービス事業
⑥高齢者歯科検診

①生活管理指導員派遣事業
実５名、延２９回
②食の自立支援事業
実１６名、延２，５５５食）
③外出支援サービス事業
実４２名、延４１４回
④訪問理美容サービス事業
実２７名、延６９回
⑤生活管理指導短期宿泊サービ
ス事業
実７名、延４６日
⑥高齢者歯科検診
延８５名

実利用者，延べ利用数とも
に前年と比べ微減はしてい
るが，事業を継続すること
で安心した在宅生活の継続
に寄与できた。

サービス提供量に制約があ
る。

要介護・要支援認定を受けていない高齢者に対
して，要支援・要介護認定者とならないよう，
また要介護状態等の軽減・悪化を目的とする。
●機能訓練教室
全４３回開催、内ＰＴ評価１２回実施
●サロンふきのとう（旧介護予防教室）
年１１回開催
事業対象者内訳：二次予防事業対象者９名，要
支援・要介護認定者２名、専属ボランティア２
名
●理学療法士のサロン等での活動
ふれあい学級や各地区のサロンに参加し、体操
を実施
●グループリハビリ教室
年４１回開催
●リハビリ体操指導士養成講座の開催
●介護予防に関するパンフレット（2種）を配布

介護予防普及啓発事業

理学療法士が配置されたこ
と，社協との連携協働によ
り地域での活動の場が増え
たことにより事業の充実が
図られている。

職員の増加，リハビリ体操
指導士の理解と成長があれ
ばより一層の充実が図られ
る。

事業名 事業の目的および概要
振り返り



     

     

  
 

  

 

 
３ 健康課題の明確化 

（１）地域特性と健康寿命 

猿払村は「日本最北の村」「北海道で一番広い村」で自然豊かな村です。産業は、酪農と漁業の

２大基幹産業からなり、１次産業の就業者及び製造業、サービス業の就業者で総就業者の約半

数以上を占めます。人口はなだらかな減少傾向を示していますが、高齢者化率は全国２８．

１％、全道３１．１％を下回り、北海道１７９市町村中１７８位（北海道の高齢者人口の状況、

平成３１年１月１日現在住民基本台帳人口）と若い世代が多い村と言えます。 

平均寿命では、男女ともに長寿化の傾向にあり、北海道平均とほぼ同水準となっています

が、健康寿命では、平均寿命との差が小さく、医療や介護が必要な期間が短い状況となってい

ます。 

 

（２）医療費分析と介護との関連 

診療費の状況から、外来、入院ともに同規模町村や北海道平均より下回っています。６か月

以上の入院レセプト発生状況からも、１件当たりレセプト点数および千人当たりレセプト数が

北海道平均、全国平均より下回っています。また、一人当たりの医療費も低い状況にあります。 

しかし、医療費からみた疾病構造及び高額医療費分析をみると、「新生物（がん）」と「内分泌

（糖尿病）」が多く発生しています。 

死亡の状況より、SMR では「心疾患」「腎不全」「肺炎」「悪性新生物」が多く、死因では「悪

性新生物」が全体の３分の１以上を占めています。 

介護からは、要介護認定率は低下傾向にあるものの、介護給付費は増加のペースが速く、北

海道平均との差が大きく開いています。要介護者の有病状況をみると、「心臓病」「筋・骨疾患」

の割合が多く、医療介護の突合（有病状況）をみると「心臓病」「高血圧」「筋・骨疾患」が北海

道平均と比較すると突出した高さとなっています。 

 

（３）健診データ 

特定健診の受診率は、北海道平均とほぼ同水準で推移し、北海道１７９市町村中１３２位（平

成３０年度速報値）と低迷しています。受診率を性別・年齢別にみると、男女ともに若年層にな

るほど低くなっています。村では、３０歳から「基本健診」を実施し、若年から健診の習慣づけ

を目指していますが、受診者が少ない状況です。 

健診結果からは、メタボリックシンドローム該当率が北海道平均、全国平均より常に高く推

移し、特に男性は２５％前後で推移しています。有所見割合からみても「肥満」「高血圧」に係る

所見が北海道平均、全国平均より大きく上回っている状況です。 

質問票調査（生活習慣データ）より、「喫煙」「運動習慣なし」「毎日飲酒」の割合が高く、肥

満の要因となる運動習慣、食習慣、飲酒等の生活習慣全般に課題があります。 

  

 

 

 

 

 

  －３６－   



第３章 第１期計画と保健事業の振り返り

特定保健指導実施率の推移をみると、１０．３％～４４．４％と上下が著しく、平成３０年

度は２２．７％と北海道平均、全国平均より大きく下回っている状況です。これは、特定保健

指導を担う保健師による変動であり、４４．４％を記録した平成２９年度は、中堅期保健師が

複数で実施した成果であり、中堅期保健師の退職により新任期保健師が担った平成３０年度

は、特定保健指導利用率は７７．３％と高いものの、終了者の割合が２２．７％に減少したの

は中断者の多さが要因としてあります。

３０歳からの健診受診者の増加と生活習慣の改善に係る保健師の育成が課題となります。

（４）猿払村国保加入者の健康課題

国保被保険者の推移では、被保険者数はほぼ横ばいを示し、高齢化率が ％と上昇してい

る中、３０代の加入者の割合が北海道平均と比較しても高いという特徴があります。

診療費の状況を年齢別でみると、「内分泌（糖尿病）」が６０歳以降に急激に上昇し、北海道平

均よりも上回っています。４０歳未満の基本健診受診状況では、有所見者の割合が高く、肥

満、高血糖、高血圧が半数を超える状況にあります。このことから、猿払村国保加入は、若年

層では生活習慣病に罹患していても医療受診につながらず、重症化した６０歳を超えてから受

診していることが推測されます。糖尿病性腎症の悪化により人工透析を予定する被保険者がお

り、１名の発症でも高額医療費の負担が急増することから、糖尿病対策、重症化予防対策が今

後の課題となります。

「基本健診」「特定健診」「がん検診」の受診率の向上を目指し、より多くの国保被保険者の健

康課題を把握することが優先課題です。

－３７－



４０歳未満の基本健診受診状況

－３８－

年度 受診者数 受診率
ＢＭＩ

２５以上

腹囲
男性８５cm

以上
女性９０cm

以上

５．５％以上
血糖値

１１０mg/dl以
上

血圧
最高130mmHg

以上
最低85mmHg

以上

中性脂肪

40mg/dl未満

メタボリック
シンドローム

予備群

メタボリック
シンドローム

該当

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度



     

     

  
第４章 第２期計画の目標と保健事業の内容 

  

 

 
１ 目標の設定 

第３章で明らかになった健康課題を踏まえ、猿払村において実施する保健事業の目的を次にま

とめました。村としては、これまで分析してきた村民の生活習慣、健康状態を勘案し、肥満、糖

尿病、高血圧等の生活習慣病の予防、健康づくりに重点を置いて取り組むべき目標や対策を設定

することとします。 

 

（１）目的 

① 若いころから自分の健康に関心を持ち、毎年健診を受けて、糖尿病や高血圧など生活習

慣病の発症や重症化を予防できる。 

② 健康の維持・増進に必要な正しい知識を普及し、健康的な生活習慣に改善できる。 

③ 生涯現役で健康的に生活できる期間（健康寿命）を延ばし、健やかに暮らせるむらづくり

を目指す。 

 

（２）中長期的な目標 

これまでの健診や医療情報を分析した結果、メタボリックシンドローム該当率を下げ、主要

死因である「腎不全」「心疾患」のリスクとなる糖尿病や高血圧を予防することを目標とします。

また、高額医療、死因でもっとも多い「悪性新生物（がん）」の早期発見、早期治療を目標とし、

医療費の伸びを抑えることを目指します。 

 

（３）短期的な目標 

① ３０歳代からの基本健診・がん検診の受診率を向上し、村民の健康課題の明確化を目指

します。 

② 基本健診・特定健診・がん検診の結果返却において、地域特性や個々の生活習慣に着目

し、正しい知識の普及及び生活習慣の改善ができる保健指導を目指します。 

③ 医療機関（かかりつけ医や村外の各種専門診療科等）及び国保介護係との連携を強化し、

健診や治療等の実施体制を整備します。 

④ 健康に関する生活習慣の改善を目指し、生活習慣病予防普及啓発事業（新規事業）を実施

します。 

⑤ 特定保健指導や健康づくりを担う保健師・管理栄養士の研修を充実し、特定保健指導実

施率の向上を目指します。 

  

 

 

 

 

 

  －３９－   



     

     

  
 

  

 

 
２ 保健事業の方向性 

保健事業の実施にあたっては、第１期の評価・考察から、特定健診・がん検診の受診

率が低く、一部の受診者による評価となっていることから、健康課題を明確化するために受診率

の向上が優先されます。また、特定健診・特定保健指導が疾病予防・重症化予防となるよう効果

的に実施するには、事業に従事する保健師・管理栄養士の育成が鍵となります。 

第２期の保健事業の方向性は、医療機関及び国保介護等の関係機関との連携を図るとともに、

保健所や国保連合会等の支援を受け、効果的に事業を推進できることを目指します。 

 

３ 保健事業の内容 

＜重点事業＞ 

（１）特定健診・がん検診未受診者対策事業 

 

  

 

 

 

 

 

  －４０－   

対象

内容・方法

事業目標

関係機関

特定健診・がん検診未受診者（30歳以上の国保被保険者）

健診対象者に複数回の受診勧奨を実施する。
初回受診者や節目年齢者への動機づけ及び過去受診し未申込者へ勧奨す
る。
①個別に健診受診勧奨する
　・２年以上未受診者への電話勧奨
②３０～３９歳の国保被保険者に基本健診の案内を個別配布
③節目年齢者にクーポン券（がん検診、歯周疾患検診等）の配布
④国民健康保険証交付時、健診案内を配布
⑤農協や漁協を通して受診勧奨

基本健診２０％、特定健診受診率５０％、がん検診受診率３０％

農協、漁協、医療機関及び健診機関



     

     

  
第４章 第２期計画の目標と保健事業の内容 

  

 

 （２）特定保健指導 

 

（３）生活習慣病予防普及啓発事業 

 

  

 

 

 

 

 

  －４１－   

対象

糖尿病治療中 糖尿病未治療 糖尿病治療中 糖尿病未治療

１２６　～ ６．５～

①受診継続
血糖コントロール
について確認・相
談

②受診勧奨

③受診継続
血糖コントロール
について確認・相
談

②受診勧奨

１１０　～
１２５

６．０～
６．４

⑦生活習慣振り返
り実施、精検勧奨

１００　～
１０９

５．６～
５．９

⑧生活習慣振り返
り実施、自覚症状
等あれば受診勧奨

～９９ ～５．５
⑨保健指導と継続
した健診受診勧め
る

⑩継続した健診受
診勧める

事業目標

関係機関

④受診継続するよ
う声掛け

内容・方法

・フローチャートを基に、健診結果に関わらず受診者全員を対象として健
診結果返却時に保健指導（平成３０年度「標準的な特定健診・保健指導プ
ログラム」を参照）を実施する。特に血糖高値者については、要医療者の
未治療、治療中断がないように継続的に指導する。
　表　：血糖高値に関する健診判定と対応の分類

健診判定 対応

肥満者（BMI２５以上）の場合 非肥満者（BMI２５未満）の場合HbA1C
（％）

空腹時
血糖

（mg/dl）

特定健診受診者

①特定保健指導対象者割合：２５％（５名）減少
②特定保健指導実施率：５０％
③保健指導従事者の研修参加

稚内保健所、国保連合会による市町村支援

④受診継続するよ
う声掛け

⑤特定保健指導・
精検勧奨

↑

　
異
常
　
　
　
　
　
　
正
常
　
↓

対象

内容・方法

事業目標

関係機関

村民

糖尿病講演会の実施
　令和２年度健康づくり財団の「糖尿病講演会開催事業」に基づき、
　糖尿病の専門医及び療養指導士による糖尿病講演会を実施する。

①糖尿病という疾病に関する理解（病態・症状・治療方法・予防方法）が
できる。
②糖尿病の予防方法を理解し、生活習慣改善の方法を学ぶことができる。
③糖尿病を早期発見し重症化する前に適切な治療を受けることの重要性を
　学ぶことができる。

稚内保健所、北海道健康づくり財団



（４）重症化予防（糖尿病性腎症重症化予防）

図：糖尿病性腎症対象者の概数把握（平成３０年度）

－４２－

対象

内容・方法

事業目標

関係機関

①医療機関の未受診者
②医療機関の受診中断者
③糖尿病性腎症等で通院する患者のうち重症化するリスクの高い者
（図参照）

①医療機関と情報共有し、適切な受診勧奨、保健指導を行う
②糖尿病性腎症等で通院する患者に対して家庭訪問、保健指導等を行う
③一定期間後に、検査結果（HbA1c、尿たんぱく、eGFR）の値、
　生活の変化の確認及び評価

①未治療者、治療中断者の減少
②治療ありのうち、第3期、第4期に該当する者の減少

かかりつけ医等の医療機関



     

     

  
第４章 第２期計画の目標と保健事業の内容 

  

 

 
＜その他の保健事業＞ 

（１）重複・頻回・多受診者への適切な受診指導 

 

 

（２）医療費通知の送付 

 

 

（３）ジェネリック医薬品の普及促進 

 

  

 

 

 

 

 

  －４３－   

対象

内容・方法

事業目標

関係機関

①重複多受診者
②頻回受診者
③多受診者

病院の上手なかかり方、重複受診による弊害、薬に関する知識の普及、
各種保健事業等の紹介、その他対象者に必要な指導助言。
国保連合会の重複投薬者リストなどを活用し、保健師、管理栄養士による
訪問、電話・来所等で実施する。

正しい知識の習得による重複・頻回・多受診の解消

国保連合会、医療機関の薬剤師

対象

内容・方法

事業目標

関係機関

医療機関受診者

国保連合会へ作成を委託している医療費通知ハガキにより、医療費の額や
総額、保険給付費の額、医療機関名などを通知。

年６回送付
（１２月診療分については、確定申告時期に間に合うように発送。）

国保連合会

対象

内容・方法

事業目標

関係機関

ジェネリック医薬品未使用者

ジェネリック医薬品未使用者台帳を作成し、対象者の把握や使用状況の確
認。
国保連合会へ作成を委託している差額通知ハガキにより、必要な情報など
の通知を行って普及促進を図る。

使用率：８０％以上

国保連合会、医療機関の薬剤師



     

     

  
 

  

 

 （４）さるふつスマイル事業 

 

 

（５）特定健診未受診者対策（人間ドック受診費用助成） 

 

 

４ 高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施 

平成２７年に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律により高齢者の医療の確保に関する法律（高確法）が改正され、①高齢者の心身の特性に応

じた保健事業を行うこと、②健康管理や疾病予防に係る被保険者の自助努力に対して支援を行

うこと、③医療費当に関するデータを活用すること、④地域支援事業との連携を図ることなど

が明記されました。 

 

（１）高齢者保健事業の基本的な考え方 

高齢者の特性として、加齢による心身機能の低下や複数の慢性疾患を有するなどの理由によ

り、自立した日常生活を送ることが難しくなる者が多くなることから、できる限り長く自立し

た日常生活を送ることができるよう、生活習慣病等の発症・重症化予防や心身機能の低下防止

に向けた支援が必要です。 
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対象

内容・方法

満16歳以上の村民で、保健事業、介護予防事業等指定の事業に参加した
者

特定健診、後期高齢者健診、基本健診、各種がん検診、歯周疾患検診等の
1健診受診毎に3マイル、健康増進、介護予防事業の各種教室1回参加毎
に1マイルを配布。
マイルカードに累積されたマイルで商品（地場産品、塩分計等の保健衛生
用品、社会貢献など）と交換できる。

対象

内容・方法

事業目標

関係機関

特定健診未受診者

特定健診未受診者で、村外医療機関において特定健診項目を含む人間ドッ
ク等を受診した者の結果データの提供に対して費用助成を行うことで、広
く特定保健指導対象者の抽出を行う。

データ提供：２０名

健診機関



     

     

  
第４章 第２期計画の目標と保健事業の内容 

  

 

  

また、高齢者は、生活習慣を変えることが困難な場合が多く、若年層に比べ、生活習慣の改

善による生活習慣病の予防効果は必ずしも大きくないことや健康状態の個人差が大きいこと、

健康面の不安が生活上の課題となることなどから、高齢者が自らの健康状態に応じて行う健康

の保持増進の取組を支援することが重要です。 

 

（２）健康診査及び保健指導の目的 

村では、7 つの保健事業（健康診査、健康診査後の通知、保健指導、健康教育、健康相談、訪

問指導、健康管理及び疾病の予防に係る高齢者の自助努力についての支援）を実施するように努

め、参加を呼びかけます。 

健康診査及び保健指導を実施する目的は次のとおりです。 

 

① 健康診査 

生活習慣病等の発症や重症化の予防及び心身機能の低下の防止を目的として、医療機関での

受診が必要な者や保健指導を必要とするものを的確に抽出することを目的として行います。 

 

② 保健指導 

加齢や疾病等による健康状態及び心身機能の変化に着目し、生活習慣を見直すための保健指

導等を行うことにより、対象者が日常生活を振り返り自らの生活習慣を評価し、課題を認識す

るとともに、医療機関の受診、食生活への配慮、身体活動量の確保、認知機能低下の予防等を

推進することを通じて、できる限り長く自立した日常生活を維持することを目的として行いま

す。 

 

（３）保健事業と介護予防の一体的な実施 

村では、高齢者健康診査、高齢者歯科検診の実施のほか、高齢者を対象とした栄養教室、運

動教室、地域サロン、ふれあい学級等での健康教育、健康相談を行ってきました。また、基本

チェックリストの実施、介護予防事業や地域支援事業を実施しています。 

個別的には、保健師、管理栄養士、理学療法士による家庭訪問、保健指導等を実施し、医療

専門職の連携を図っていますが、地域の健康課題の把握、事業の企画調整・分析評価を一体的

に行う機会がありませんでした。 

第２期では、ＫＤＢシステムを活用し医療レセプト・健診・介護レセプトのデータ等の分

析、健康課題の分析・事業対象者の把握、関係機関等との連絡調整を図るため、国保介護部局

が中心となり、医療専門職との連絡会議等を実施し、高齢者に対する個別的支援（ハイリスクア

プローチ）及びポピュレーションアプローチの実施を推進します。 

 

  

 

 

 

 

 

  －４５－   



     

     

  
 

  

 

 
５ 地域包括ケアに係る取組 

高齢者が地域で元気に暮らし、保健医療福祉サービスを適切に利用していくことは、非常に

重要な課題と言えます。 

 また、重度の要介護状態となる原因として生活習慣病の重症化によるものが多くを占めて

いるといわれていることから、脳血管疾患、糖尿病性腎症による人工透析等、生活習慣病の重

症化に起因するものは予防かのうであり、国保加入者の重症化予防を推進することが、要介護

認定者の減少、村民一人ひとりの健康寿命の延伸につながります。今後、医療・介護・保健・

福祉などの各種サービスが相互に連携し、高齢者を支える地域包括ケアの構築が必要です。 

介護・保健・福祉など関係部局と横断的に課題の共有を行い、地域包括支援センター、介護

保険事業所、社会福祉協議会、国保病院などを構成員とする「地域ケア会議」に国保部局として

参加します。 

  

 

 

 

 

 

  －４６－   



     

     

  
第５章 計画の推進と評価・見直し 

  

 

 
１ 計画の推進のための役割 

（１）村民一人ひとりの役割 

データヘルス計画を推進していくためには、村民一人ひとりが主体的に取り組む必要性があ

り、「自分の健康は自分で守る」という意識で実践・継続していくことが基本となります。病気

になってから健康について考えるのではなく、病気になる前から健康について考えることが大

切です。そのためには、健（検）診を受診し自分の健康状態を確認することや、日頃の生活習慣

を見直し、自分でできることから始めることです。また、地域や職場等で行われる健康づくり

活動に協力し、村が行う保健事業への参加、村の運動施設を利用する等して、日頃から健康意

識を高めることも重要です。 

 

（２）保健医療機関者の役割 

保健医療機関者は、専門的な立場から、住民・地域・職場等に対して、健康や病気に関する

正しい知識、生活習慣病の予防等に関する情報提供や相談、指導、治療を行い、病気の発生予

防から治療に至るまでの総合的な医療行為を通じて、住民の命と健康を守る重要な役割を担い

ます。 

 

（３）関係団体（国保運営協議会、国保連合会等）の役割 

全道的な見地からの健康づくりにかかる現状と課題、地域特性の把握、各種情報の収集とそ

の分析やサービスの提供を行っている機関です。 

行政機関や各種団体と連携しながら、村民への情報・サービスの提供を行います。 

 

（４）北海道の役割 

平成３０年度から北海道が市町村国保の運営主体となり共同保険者となりました。特

に市町村国保の保険者機能の強化について、北海道の支援と連携強化が必要です。稚内

保健所は、地域の健康課題に関する情報等を村と共有・分析し、村民の健康向上を支援

する役割を担います。 

 

（５）村の役割 

村民一人ひとりの健康意識を高めるために、計画内容の周知や健康に関する情報を積極的に

提供・発信し、村民の主体的な健康づくりを支援いたします。 
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２ 計画の評価・見直し 

（１）評価の時期 

評価の見直しは、3 年後の令和 4（2022）年度に進捗確認のための中間評価を行い、計画の

最終年度の令和 5（2023）年度には、次期計画の策定を円滑に行うための準備も考慮に入れて

評価を行います。 

 

（２）評価方法・体制 

保険者は、健診・医療情報を活用して PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業

の実施を図ることが求められており、保険者と力支援制度においても 4 つの指標での評価が求め

られています。 

 

※評価における 4 つの指標 

ストラクチャー 

（保健事業実施のための体制・

システムを整えているか） 

・事業の運営状況を定期的に管理できる体制を整備してい

るか。（予算等も含む） 

・保健指導実施のための専門職の配置 

・KDB 活用環境の確保 

プロセス 

（保健事業の実施過程） 

・保健指導等の手順・教材はそろっているか。 

・必要なデータは入手できているか。 

・スケジュールどおりに行われているか。 

アウトプット 

（保健事業の実施量） 

・特定健診受診率、特定保健指導率 

・計画した保健事業を実施したか。 

・保健指導実施数、受診勧奨実施数など 

アウトカム 

（成果） 

・設定した目標に達することができたか 

（検査データの変化、医療費の変化、糖尿病等生活習慣病

の有病者の変化、要介護率など） 

 

具体的な評価方法は、国保データベース（KDB）システムに毎月、健診・医療・介護のデータ

が収載されるので、受診率・受療率、医療の動向の把握・情報提供は、保健指導に係る保健師・

管理栄養士等へ定期的に行います。 

また、特定健診の国への実績報告後のデータを用いて、経年比較を行うとともに、個々の健診

結果の改善を評価します。特に直ちに取り組むべき課題である未受診者対策や特定保健指導実施

状況は、毎年取りまとめ、国保連に設置している保健事業支援・評価委員会を活用します。 
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第６章 計画の公表と個人情報の保護 

  

 

 
１ 計画の公表・周知 

当該計画に関わるＰＤＣＡサイクルとしての一連のプロセスに関する情報については、 

適宜猿払村ホームページ等に掲載するなど公表・周知に努めてまいります。 

 

２ 個人情報の保護 

（１）記録の保存 

データヘルス計画に関連して発生するデータについては、北海道国民健康保険団体連合会に

て原則として５年間保管します。 

 

（２）個人情報の取扱い及び守秘義務規定の遵守 

個人情報の取扱いについては、「個人情報保護法」や「国民健康保険組合における個人情報の

適切な取扱いのためのガイドライン」、「猿払村個人情報保護条例」や「猿払村個人情報保護条

例施行規則」等を遵守し、適切に対応します。また、当該情報を取扱う職員に関しても、地方公

務員法等の守秘義務規定について周知徹底を図り、個人情報の漏えいや紛失の防止に細心の注

意を払います。 

 

（３）ＫＤＢシステムの取扱い 

保険者は、健康増進法第６条の健康増進事業実施者として、「国民の健康の増進の総合的な推

進を図るための基本的な方針」において、特定健診その他の各種検診の実施主体間で個人の健康

情報の共有を図るなど、健康増進事業実施者間で連携を図り、質の高い保険サービスを効果的

かつ継続的に提供することとされているほか、「地域保健法第四条第一項の規定に基づく地域保

健対策の推進に関する基本的な指針」において、衛生部局と連携しながら、被保険者の特性に応

じた保健事業を効率的かつ効果的に実施することとされています。 

ＫＤＢシステムにより得られるデータについては、保険者における地域の健康課題の把握や

疾病別医療費分析の充実等による被保険者の特性に応じた効果的な保健事業の展開に資するも

のであり、衛生部局における保健事業にとっても有益な情報であるため、部局間の連携を密に

して有効に活用すべきであるという国の方針に従い、厳重に個人情報を保護・管理しつつ、保

健事業のさらなる推進を図るために有効に活用します。 
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資料編 第２期健康さるふつ２１ 指標一覧 

  

 

 
第 1 節 生活習慣の改善 

１．栄養と食生活 

 

２．身体活動と運動習慣 

 

３．休養 

 

４．タバコ 
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平成29年度の
現状

道目標値
平成34年度の

目標値

20～60歳代の肥満者の割合 男性 40.9% 28％以下 30％以下

40～60歳代の肥満者の割合 女性 26.9% 24％以下 24％以下

２０代女性
やせの割合

女性 14.3% 20％以下 14％以下

男性 70.3% － 90％以上

女性 82.6% － 90％以上

男性 11.8% ４％以下 4％以下

女性 5.9% 2.4％以下 2.4％以下
朝食を摂らない者の割合

指　　標

３食規則正しく食事をしてい
る者の割合

平成29年度の
現状

道目標値
平成34年度の

目標値

男性 36.2% 40.7％以上 40.7％以上

女性 24.3% 39.7％以上 39.7％以上

男性 39.7% － 30％以下

女性 51.4% － 30％以下

週2回以上の運動習慣のある者

運動していない者

指　　標

平成29年度の
現状

道目標値
平成34年度の

目標値

男性 24.5%

女性 36.7%

総数 30.4%

20％以下

指　　標

睡眠による
休養を十分にとれていない者
の割合

15％以下

平成29年度の
現状

道目標値
平成34年度の

目標値

男性 40.2%

女性 15.6%

7.3%

5.9% 0% 0%

0% 0% 0%

57.5%

【日常生活で受動喫煙の機会を有する
者の割合】
公共機関、医療機関：0％、
家庭：3％以下
職場：受動喫煙の無い職場の実現
（H32）、
飲食：15％以下

45％以下
週１回以上の受動喫煙を有する者

の割合

12％以下

指　　標

12％以下
成人の喫煙率

20歳代女性喫煙率

妊婦の喫煙率

産婦の喫煙率



     

     

  
 

  

 

 ５．飲酒 

 

６．歯と口腔 

 

第 2 節 生活習慣病の予防 

１．糖尿病・循環器系疾患 
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平成29年度の
現状

道目標値
平成34年度の

目標値

男性 33% － 30％以下

女性 18% － 10％以下

男性 23.1% 17.7％以下 18％以下

女性 27.1% 8.2％以下 12％以下

指　　標

毎日飲酒している者の割合

生活習慣病のリスクを高める
飲酒をしている者の割合

平成29年度の
現状

道目標値
平成34年度の

目標値

むし歯のない1歳
6ヵ月児の割合

96.2% － 100%

むし歯のない３歳児
の割合

91.7% 90％以上 95％以上

１２歳児のむし歯数 4本 1本以下 1本以下

男性 35.8% 40％以上

女性 47.2% 50％以上

男性 62.9% 80％以上

女性 84.8% 90％以上

24.4%
80％以上

（60歳代）
50％以上

歯周疾患
（40～60歳）

― － 25％以上

妊婦 ― － 25％以上

高齢者
（65歳以上）

18.4% － 25％以上

咀嚼良好者の割合

歯科健診を
受診した者の割合

指　　標

乳幼児・学齢期の
むし歯のない者の
割合

過去１年間に歯科
健診受診した者の
割合

40％以上

1日2回以上歯を磨
く人の割合（成
人）

80％以上
※8020歯っぴい

プランより

平成29年度の
現状

道目標値
平成34年度の

目標値

28% 70％以上 55％以上

44.4% 45％以上 45％以上

男性 20.8% 40％以下 40％以下

女性 22.1% 30.5％以下 30.5％以下

男性 7.2％以下 7.2％以下

女性 9.5％以下 9.5％以下

男性 19.7％以下 19.7％以下

女性 9.0％以下 9.0％以下
10.4%

指　　標

特定健診受診率

特定保健指導実施率

高血圧症有病者率※１

LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
160mg/ｄｌ以上の者の割合

糖尿病が強く疑われる者の

割合※２

16.9%



     

     

  
 

  

 

 ※1 高血圧症有病者：収縮期血圧 140mmHg 以上又は拡張期血圧 90mmHg 以上、または血圧を下げる薬を服用して

いる者 

※2 糖尿病が強く疑われる者：HbA1c が NGSP 値 6.5％以上または現在治療中の者 

 

２．悪性新生物 

 

 

第 3 節 心の健康（自殺対策計画） 

 

※ゲートキーパー：自殺のリスクの高い人の早期発見・早期対応を図るため、自殺のサインに気づき、話を聞き、必要に

応じて専門家につなぎ、見守る役割を担う人材 
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平成29年度の
現状

道目標値
平成34年度の

目標値

9.4%

11.9%

12.5%

15.1%

15% 30％以上

50％以上
※胃・肺・大腸については

当面40％以上

20％以上

胃がん検診

乳がん検診

指　　標

子宮がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

平成29年度の
現状

道目標値
平成34年度の

目標値

男性 41.1%

女性 44.4%

男性 64.6%

女性 78.4%

男性 27.4%

女性 7.2%

0名
平成39年度
人口10万対
12.1以下

0名

（累計数）
139名

24％以下
（累計数）

300名

自殺死亡者数

ゲートキーパー※の養成

不安悩みストレスを相談する
人が特にいない者の割合

ストレスを感じる者の割合

減少－

－ 減少

－ 減少

指　　標

不安悩みストレスは解消でき
ていない者の割合



     

     

  
 

  

 

 
【第 3 期特定健康診査等実施計画】 

実施目標 

 

 

【国保ヘルスアップ事業計画】 

 

  

 

 

 

 

 

  －５３－   

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度

特定健康診査 35% 40% 45% 50% 55% 60%

特定保健指導 40% 45% 50% 55% 55% 60%

事業名 ストラクチャー プロセス アウトプット アウトカム

特定健診未受診者対策 〇関係者との連携
・打合せ　5回
・健康課題の把握
※市町村支援利用

〇実施やニーズ把握
・実態把握80％
〇目標設定、計画
・勧奨からの受診確約
20％
・事業委託

〇実施結果
・受診率

〇レセプト
・健診受診者の評価
（3カ月後、6か月後、
1年後）

特定健診受診者のフォ
ローアップ

〇関係者との連携
・打合せ　5回
〇保健指導担当者の育成
・現任教育の体制整備
・保健指導マニュアル作
成

〇実施やニーズ把握
・疾病リスク状況の把握
60％
・保健指導対象者把握
・初回面接実施
・カンファレンス
・かかりつけ医等との連
携

〇実施結果
・特定保健指導実施率
〇対象者・関係者の反応
について
・継続受診者80％

〇レセプト
・受診状況把握
（未受診者等把握）

健康教育 〇関係者との連携
・打合せ　5回
・健康づくり財団、保健
所等との連携　　3回

〇実施やニーズ把握
・ヘルスアップ教室実施
13回
・糖尿病講演会　1回

〇対象者・関係者の反応
について
・健康知識の向上80％

〇対象者の変化について
・体調改善効果の自覚
80％
・健康診断や生活習慣病
の早期発見・早期治療の
重要性を理解
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