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行動変容推進事業の概要
http://www.osaka‐ganjun.jp/effort/cvd/commissioned/
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これまでの経過
年度 実施対象と内容 実施内容の詳細

平成22年度 モデル実施（7市町）  寝屋川保健所管内の寝屋川市

 泉佐野保健所管内の泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、
田尻町、岬町

平成23年度 モデル実施（2市）
市町村ヒアリング

 池田保健所管内の箕面市
 八尾保健所管内の八尾市
 市町村ヒアリング実施

平成24年度 本格実施（26市町）  府内の全市町村に対象を広げ、循環器病予防対策の実践
を支援する事業を開始

平成25年度 事業評価（26市町）
事業実施（3市）

汎用性の高い行動変容プロ
グラム（4テーマ）

 前年度から実施した事業の評価
 残り8市町村に事業参加を呼びかけ、3市実施（1市は事業計

画のみ）

 本事業の成果をもとに「高血圧対策」「禁煙支援」「特定健診
の受診率向上」「特定保健指導の実施率向上」のプログラム
作成

平成26年度 フォローアップ事業  行動変容プログラムの普及
 市町村の取り組み実態の把握（市町村アンケート開始）

平成27年度 フォローアップ事業の継続
「糖尿病対策」の追加

 行動変容プログラムの普及
 市町村の取り組み実態の把握（市町村アンケート実施）

平成28年度～ フォローアップ事業の継続  行動変容プログラムの普及
 市町村の取り組み実態の把握（市町村アンケート実施）
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今年度の調査

• 平成28年度までと同じく「前年度（＝平成29年
度）」の実施状況についておたずねする

• 調査項目についてはできるだけ前回（平成29
年度）と同一にする

平成29年度の実施状況（確定値）を調査

ご協力ありがとうございました
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特定健診実施率の向上

• 「最低限」に該当 80.6%
• 「標準」に該当 61.1%
• 「充実」に該当 61.1%

• 現在集計中の値

• 最終的な数値については、年度末に作成す
る報告書をお待ちください
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受診率向上のための取組

• 月曜～金曜・日中のみは11.6%

• 実施場所の工夫は、個別30.2%、集団51.2%

• がん検診との同時実施は、個別・集団双方で
実施の市町村は55.8%
–集団のみ、個別のみをあわせるとほぼ100%
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特定保健指導実施率向上
結果の早期伝達
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健診当日の初回面接
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第3期（平成30年度）の特定保健指導
について

• すでに74.4％の市町村で実施方法を変更な
いし変更予定

• 「初回面接の分割実施」は、34.4％の市町村
で実施または実施予定

• 「最終評価までの期間の短縮」は50％の市町
村で実施または実施予定
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高血圧対策
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高血圧対策の内容

• 郵便等による勧奨・指導 48.6%

• 電話等による勧奨・指導 56.8%
• 受診確認 53.5%

• 「充実した取組」に該当するほうが、実施率が
高い
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糖尿病対策

• 「最低限」に該当 64.9％
• 「標準」に該当 48.7％
• 「充実」に該当 24.3％

• 「糖尿病性腎症重症化予防事業」が多数の
市町村で行われている
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糖尿病対策（詳細調査）

• 医師会との協力・連携（保健指導） 49%

• 効果的な取組 42%

• ＫＤＢの利用 65%
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今後の展開について

• モデル事業から数えると９年目

• 糖尿病性腎症重症化予防など、国の施策と
の整合の必要

• 「市町村保健事業推進ＷＧ」

• 大阪府「健康格差」解決プログラム促進事業
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健診の目的

• 「一次予防」が大きな目的

• ただし、早期発見・早期治療が重要である

• 高血圧・糖尿病（糖尿病性腎症）は、「治療が
必要な方を確実に医療機関へつなげる」こと
が重要
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健診受診の重要性

• 健診を受けてもらわないことには何も始まら
ない

• 予防のためには、ハイリスク者に積極的に介
入（≒保健指導）が必要

• 禁煙は、すべてにわたって重要である
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プログラムのブラッシュアップ

• より効率的なプログラムの開発が必要

• 新しい状況への適応が必要

• ＰＤＣＡのサイクルを回していく、という考え方
は不変
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市町村保健事業推進ＷＧ
行動変容プログラム実践部会

• 行動変容プログラムの実践のために、現状
把握と将来へ向けた改善が必要

• 行動変容プログラムの全面的な見直しも視野
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ご協力をよろしくお願いします


