
  概要図  

背景 不適切な生活習慣 生活習慣病予備群 生活習慣病 重症化 要介護状態・死亡 

飲食店数：112  

大型小売店：3 

小売店：270 

土佐山田／香北／物部それぞれに地域性

あり 

基幹産業：農業・林業だが、担い手不足 

中山間地域が大部分を占めるため、移動

【特定健診問診表より】 

（全国比 ＊有意差あり） 

【H 29年3月31日現在】

人口 26,526人

被保険者 7,420人

高齢化率 39.00%

国保加入率 37.00%

1次産業 19.00%

2次産業 17.90%

3次産業 62.70%

特定健診受診率   42.6％▽ 

特定保健指導実施率 10.95％▽ 

【健診有所見者状況 H28 全国比】 

腹囲基準以上  男性・・・＊1.14倍 

               女性・・・＊1.46倍 

BMI25以上    男性・・・＊1.11倍 

               女性・・・＊1.26倍 

中性脂肪値   男性・・・ 1.08倍 

               女性・・・＊1.34倍 

                     HDL       男性・・・ 1.13倍 

              女性・・・＊1.71倍 

     HbA1c   男性・・・ 1.04倍 

          女性・・・＊1.15倍 

収縮期血圧   男性・・・ 0.97倍 

          女性・・・＊0.88倍 

     尿酸値       男性・・・＊1.52倍 

                    女性・・・＊1.57倍 

【医療費総額に占める割合と全国比】 

精神    23.8（1.40倍） 

筋・骨疾患 19.5（1.25倍） 

【介護認定率】 

１号：20.4％（全国18.6％） 

２号：0.5 ％ （全国0.4％） 

【標準化死亡比（SMRの変化率】 

   総数      男性 ・・・ -23 

     女性 ・・・ -48 

   脳血管疾患     男性 ・・・  +9 

        女性 ・・・  +3 

【肝疾患のSMRの変化率】 

      男性・・・+25.0％ 

      女性・・・-33.9％ 

【脳梗塞のSMRの変化率】 

   男性・・・-0.5％ 

  ＊ 女性・・・+20％ 

【急性心筋梗塞のSMR変化率】 

  ＊男性・・・+255.7％ 

  ＊女性・・・+81.1％ 

香美市 国

男 79.2 79.6

女 84.6 86.4

男 64.6 65.2

女 65.6 66.8

男 14.6 14.4

女 19.0 19.6
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・国保加入率は全国より多い 

・歩かない⇒身体活動量が少ない⇒肥満（腹囲・BMI） 

・毎日飲酒が多い  

・男性（65～75歳）は3合以上の飲酒者の割合が多くなっている 

・農作業や製造業の昼食は、菓子パンと缶コーヒーなどの軽食が中心 

・中山間地域では移動スーパーで食品購入 

・市街地は高知市・南国市・香南市に経済圏がひろがる 

・特定健診の受診率が下がった 

・保健指導の実施率も低い 

・メタボと予備軍は増えている 

・男性のメタボ該当率は年齢ととも

に高くなる 

・健診有所見率は女性のほうが悪い 

・生活習慣病とそれが重症化した疾病

で医療費の上位10位までの半分を占め

る 

・精神と筋・骨疾患の医療費に占める

割合が全国より高くなっている 

・介護認定者の有病状況は「脳血管疾患」をはじめとす

る血管病が9割以上を占める 

・基礎疾患では「高血圧」「糖尿病」「筋・骨疾患」が

多い 

・1人当たり外来医療費が低く、入院医療費が高い 

・1人当たり入院日数が長く、その入院費が高い 

・女性の健康寿命が短い 

・男性の急性心筋梗塞、肝疾患、自殺が悪化傾向 

・女性は急性心筋梗塞、脳梗塞、肝疾患が悪化傾向 

・基準値である2010年全国を上回る推移をしている

死因は、男性の急性心筋梗塞、女性は急性心筋梗塞、

脳梗塞 

短期目標 

①血圧の改善（収縮期血圧値4ｍｍHｇ低下） 

②脂質異常（中性脂肪値）有所見者の減少 

③HbA1c値有所見者の抑制 

④メタボリックシンドローム・予備群の減少 

中長期目標 

①脳血管疾患の減少（1か月30万円以上の高額レセプトにおける新規該当者割合の減少） 

②虚血性心疾患患者割合の減少 

③新規人工透析患者の減少（糖尿病性腎症による新規透析患者数の減少） 

目的 

 

健康寿命の延伸 

重症化予防 

生活習慣の乱れ 

医療費・介護

給付費増加 

要治療者及び精密者受診勧奨 

血管病重症化予防事業 さよならメタボ運動教室 国保運動教室 

各種がん検診 特定健診受診勧奨事業 けんこう香美ングセミナー 

健診結果説明会 

COPD（タバコ）対策 

重複頻回受診者対策 後発医薬品の使用促進 

発症予防 

特定健康診査 

インセンティブ事業 

若年者の健診受診率を伸ばす 

医療費適正化のための保健指導 子供の時期からのたばこ対策 

栄養指導 

運動体験 

保健指導へつなぐ 地域包括 

地域の自主組織 

生活習慣等 男性 女性

毎日飲酒 1.07 *1.24

時々飲酒 0.84 0.99

２～３合以上 *1.16 0.99

３合以上 *2.70 0.74

食べる速度が速い 1.04 *1.13

週３回以上の運動習慣なし 1.07 *1.3

１日３０分以上の運動習慣なし 1.05 *1.11

歩行速度が遅い 1.07 *1.11

２０歳から10ｋｇ以上体重増加 0.98 *1.24

睡眠不足 *1.16 *1.13

生活改善の意欲あり *1.47 *1.71

意欲ありかつ始めている *0.56 *0.59

保健指導を利用しない 1.04 *0.97
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予備軍 男性 女性

H 25 18.5 7.9

H 26 18.2 8.0

H 27 20.1 6.5

H 28 21.7 8.6

H 28全国 17 5.6

該当者 男性 女性

H 25 27.1 12.2

H 26 30.4 13.1

H 27 30.1 13.3

H 28 31.6 16.7

H 28全国 26.1 8.8

４位 糖尿病 4,103 件 124,621,400 円 4.70 ％

５位 高血圧症 7,797 件 112,143,690 円 4.20 ％

７位 脂質異常症 5,326 件 99,430,350 円 3.80 ％

３位
慢性腎不全

（透析あり） 305 件 133,886,390 円 5.10 ％

８位 脳梗塞 661 件 71,910,160 円 2.70 ％

生活習慣病が重症化した疾患

生活習慣病

重症化した生活習慣病 

19.5 日 （1.23 倍）

29,164 円 （1.36 倍）

54.8 （0.91 倍）

45.2 （1.13 倍）

【医療費の状況】（全国比）

１件当たりの入院日数

１人当たりの医療費

１人当たりの外来費の割合

１人当たりの入院費の割合

糖尿病 52.4 ％ 認知症 46.0 ％

高血圧症 82.6 ％ 筋骨格疾患 91.3 ％

脂質異常症 58.9 ％

【基礎疾患】

57.6 ％

42.0 ％

94.6 ％

　　　【国保・後期における介護認定者の有病状況】

脳血管疾患

虚血性心疾患

血管病合計

循環器疾患

１位 統合失調症 376 件 146,613,620 円

２位 腎不全 299 件 141,372,130 円

３位 気分障害 142 件 54,891,780 円

４位 その他の悪性新生物 84 件 67,568,360 円

【医療費３０万円以上のレセプト集計】

１９人 ・・・・・ 21人

 9人

※KD Bより集計

4,466,162 円／年

【H 28年度中の人工透析を算定している人数】

透析患者の１人あたり医療費

うち糖尿病患者

新規患者数

予備群 

  【H29年3月31日現

筋骨格疾患 
34人 ・・・・・ 


