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⑧ 循環器疾患                                      

策定時 中間評価時 最終評価時 目標値 判定区分26.2% 21.7%平成20年度特定健診・特定保健指導実施結 平成24年度特定健診・特定保健指導実施結19.1% 14.4%平成20年度特定健診・特定保健指導実施結 平成24年度特定健診・特定保健指導実施結13.6% 8.8%平成20年度特定健診・特定保健指導実施結 平成24年度特定健診・特定保健指導実施結3.3% 1.4% 1.1%平成13年5月分国保医療費統計より算出 平成20年5月分国保医療費統計より算出 平成24年5月分国保医療費統計より算出2.3% 1.7% 1.0%平成13年5月分国保医療費統計より算出 平成20年5月分国保医療費統計より算出 平成24年5月分国保医療費統計より算出46.1% 42.6%平成20年度特定健診結果 平成24年度特定健診結果67.7% 62.2%平成20年度特定健診結果 平成24年度特定健診結果4.8% 4.4%平成20年度特定健診結果 平成24年度特定健診結果24.3% 22.2%平成20年度特定健診結果 平成24年度特定健診結果44.6% 42.2%平成20年度特定健診結果 平成24年度特定健診結果

番号 重複分類 項目 指標 データ･資料 国目標（参考） 特記事項28 糖
生活習慣改善による循環器疾患の減少

特定健診受診率 65.0% D 65.0%29 糖 特定保健指導出現率 減少 C
31 脳血管疾患受療件数の割合 減少 A30 糖 特定保健指導実施率 45.0% D 45.0%
33

脂質異常の減少
脂質異常有所見者の割合（40～74歳） 減少 C 「有所見者」とは、「要指導」「要観察」「治療中」「要精検」「要医療」判定の者34

32 虚血性心疾患受療件数の割合 減少 A
ＬＤＬコレステロール値が保健指導域数値以上の人の割合（40～74歳） 減少 C

36 中性脂肪値が保健指導域数値以上の人の割合（40～74歳） 減少 C35 ＨＤＬコレステロール値が保健指導域数値以下の人の割合（40～74歳） 減少 C
「有所見者」とは、「要指導」「要観察」「治療中」「要精検」「要医療」判定の者37 血圧異常の減少 血圧異常有所見者の割合（40～74歳代） 減少 C
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 ＜結果＞ 計画期間中に老人保健法による基本健康診査の廃止・特定健康診査の導入があったため，健診結果については中間評価からの評価とした。 脳血管疾患・虚血性心疾患の受療率は減少したものの，特定健診の結果を見ると，そのリスク要因となる糖尿病，脂質異常，血圧異常有所見者の改善は見られなかった。 特定健診受診率や特定保健指導実施率は低下した。   ＜今後の取組＞ 特定健診受診率は，①個別健診と集団健診との自己負担の統一，②個別健診の受診期間の延長，③未受診者への個別通知，④愛育委員協議会によるテレビ広報を利用しての受診勧奨等様々な取り組みを行ったが，目標値に到達しておらず年々減少傾向となった。 今後は，健診の未受診者及び受診者のうち有所見者に対し，保健師の個別指導に重点的に取り組みたい。受診者の内訳をみると，60 歳代の受診者が約半数を占めており，受診継続率も高いため，40～50 歳代の若い世代に向けた取り組みを行い，受診率向上につなげたい。                      
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⑨ がん                                      

策定時 中間評価時 最終評価時 目標値 判定区分30.0% 25.1% 26.9%平成13年死亡統計 平成20年死亡統計 平成23年死亡統計79.2% 53.8% 33.2%平成14年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成18年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成25年3月末受診率23.5% 18.1% 9.8%平成14年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成18年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成25年3月末受診率25.1% 23.5% 15.7%平成14年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成18年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成25年3月末受診率20.8% 11.7% 11.7%平成14年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成18年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成25年3月末受診率14.5% 9.2% 11.3%平成14年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成18年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成25年3月末受診率19.1% 13.8%平成18年度健診結果より算出 平成25年3月末受診率90.9% 81.8% 85.2%平成14年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成18年地域保健・健康増進事業報告より算出 平成25年3月末受診率88.6% 86.3% 88.6%平成14年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成18年地域保健・健康増進事業報告より算出 平成25年3月末受診率84.5% 81.7% 80.9%平成14年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成18年地域保健・健康増進事業報告より算出 平成25年3月末受診率92.9% 100.0% 21.1%平成14年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成18年地域保健・健康増進事業報告より算出 平成25年3月末受診率95.7% 83.6% 84.8%平成14年地域保健・老人保健事業報告より算出 平成18年地域保健・健康増進事業報告より算出 平成25年3月末受診率97.2% 76.8%平成18年度健診結果より算出 平成25年3月末受診率50 前立腺がん検診精検受診率 100.0% D49 乳がん検診精検受診率 100.0% D48 子宮頸部がん検診精検受診率 100.0% D47 大腸がん検診精検受診率 100.0% C46 胃がん検診精検受診率 100.0% Ｃ45 肺がん検診精検受診率 100.0% Ｃ44 前立腺がん検診受診率 50.0% D43 乳がん検診受診率 50.0% D 50%以上42 子宮頸部がん検診受診率 50.0% D 50%以上41 大腸がん検診受診率 50.0% D 50%以上40 胃がん検診受診率 50.0% D 50%以上
特記事項38

がんの早期発見、早期治療によるがん死亡の減少

悪性新生物による死亡割合 20.0% Ｃ39 肺がん検診受診率 50.0% D 50%以上
番号 重複分類 項目 指標 データ･資料 国目標（参考）
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            ＜結果＞ がん検診受診率については，計画期間中にがん検診対象者数の算出方法が国により改訂されたため厳密な比較はできず，中間評価からの評価とした。受診率は，すべての検診で低下していた。   また，精密検査受診率も低下した。   ＜今後の取組＞ 特定健診同様，①個別健診と集団健診との自己負担の統一，②個別健診の受診期間の延長，③愛育委員協議会によるテレビ広報を利用しての受診勧奨等様々な取り組みを行ったが，受診率は低下していた。 今後は，低下してきている精検受診率も併せて，検診の種類，年齢等受診行動の特徴や意識を把握し，対策を考える必要がある。              
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（２）共助に関すること 

 

 ① 栄養・食生活                    
② 身体活動・運動                

策定時 中間評価時 最終評価時50回1533人 20回542人平成20年度笠岡市栄養改善協議会活動報告 平成24年度笠岡市栄養改善協議会活動報告82回2553人 68回1270人平成20年度笠岡市栄養改善協議会活動報告 平成24年度笠岡市栄養改善協議会活動報告30回125人 42回689人平成20年度笠岡市栄養改善協議会活動報告 平成24年度笠岡市栄養改善協議会活動報告29回600人 21回436人平成20年度笠岡市栄養改善協議会活動報告 平成24年度笠岡市栄養改善協議会活動報告― 5館6講座― 平成24年度生涯学習課511名 534人 545人平成１４年度登録者数 平成20年度登録者数 平成24年度登録者数

番号 重複分類 項目 指標 データ･資料 特記事項51
適切な栄養素(食物)を摂取するための環境づくり

母と子の料理教室（回数･参加人数）52 栄養伝達講習会（回数･参加人数）

56 栄養委員数
53 男の料理教室（回数･参加人数）54 健やか教室（回数･参加人数）55 料理講座を主催している公民館数

策定時 中間評価時 最終評価時229人 12月238人3月161人平成20年度参加者 平成24年度参加者64人 49人平成20年度末登録者数 平成24年度末登録者数7760人 6029人 5491人H14年4月老人クラブ登録会員数 平成20年老人クラブ登録会員数 平成24年老人クラブ登録会員数59 活動的な高齢者のための環境づくり 何らかの地域活動をしている者の増加（75歳以上）
57 運動習慣をもつための環境づくり 健康ウォーキング大会（回数･参加人数) 23年度より，継続して歩く人を増やすことを目的に，年1回の大会を2回開催することとした。58 ヘルスアップリーダー数 中間評価以降指標を作成。ヘルスアップリーダーの養成は平成17年度から開始しており，24年度に3期生を養成した。
番号 重複分類 項目 指標 データ･資料 特記事項
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③ たばこ              
④ アルコール        
⑤ 歯の健康                

策定時 中間評価時 最終評価時39施設 50施設岡山県「禁煙・完全分煙実施施設」認定施設(平成20年度) 岡山県「禁煙・完全分煙実施施設」認定施設(平成24年度)13施設 15施設岡山県「禁煙・完全分煙実施施設」認定施設(平成20年度) 岡山県「禁煙・完全分煙実施施設」認定施設(平成24年度)2機関 5機関平成20年度健康医療課調べ 平成24年健康医療課調べ

番号 重複分類 項目 指標 データ･資料 特記事項60 公共の場及び職場における受動喫煙対策の推進 禁煙施設数61 分煙施設数62 禁煙支援プログラムの普及 禁煙支援プログラム提供医療機関数
策定時 中間評価時 最終評価時２機関 ３機関断酒会など 断酒会など平成24年度健康医療課調べ

番号 重複分類 項目 指標 データ･資料 特記事項63 「節度ある適度な飲酒」の知識の普及 自主グループ数
策定時 中間評価時 最終評価時5人 10人平成20年度表彰者 平成24年度表彰者

番号 重複分類 項目 指標 データ･資料 特記事項64 8020を目指した歯の健康づくり 8020達成者の表彰者数
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⑥ 循環器疾患                                      

策定時 中間評価時 最終評価時106人 38人平成20年度健康医療課調べ 平成24年度健康医療課調べ1972人 3829人平成20年度健康医療課調べ 平成24年度健康医療課調べ約170人 233人平成21年度いきいき笠岡21評価推進委員会調べ 平成24年度いきいき笠岡21評価推進委員会調べ1,052人 1,061人 1,027人平成14年度登録数 平成19年度登録数 平成24年度登録数4回49人 4回35人平成20年度健康医療課調べ 平成24年度健康医療課調べ4回 7回46人平成20年度健康医療課調べ 平成24年度健康医療課調べ6回 7回90人平成20年度健康医療課調べ 平成24年度健康医療課調べ4回40人 10回72人平成20年度健康医療課調べ 平成24年度健康医療課調べ

番号 重複分類 項目 指標 データ･資料 特記事項
糖・運 健康福祉まつりいきいき笠岡21ブース来場者数68 全 健診を受診しやすい環境づくり 愛育委員数

65 生活習慣改善による循環器疾患の減少 地区健康相談人数 住民のニーズの変化により，相談していることを近所の知人達に知られたくないという声が聞かれるようになり，あえて地区で会場を設定しなくても電話や面接などで随時相談業務を行っている。66 地区健康教育人数67

転倒予防ＯＢ会（回数･参加延べ人数）72 ひまわり会（関わった回数･参加延べ人数）
69

生活習慣の改善や継続に向けた仲間作り
六表会（回数･参加延べ人数）70 血液さらさら会（回数･参加延べ人数）71
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（３）公助に関すること   ① 栄養・食生活         ② 身体活動・運動              ③ たばこ           ④ アルコール      

策定時 中間評価時 最終評価時10回345人 10回300人平成20年度健康医療課 平成24年度健康医療課番号 重複分類 項目 指標 データ･資料 特記事項73 適切な栄養素(食物)を摂取するための環境づくり 栄養教室（回数・参加人数） 教室の実施回数は年間10回と決まっている。
策定時 中間評価時 最終評価時― 96回― 平成24年度スポーツ推進課― 8回― 平成24年度スポーツ推進課6回149人 5回120人平成20年度健康医療課 平成24年度健康医療課

番号 重複分類 項目 指標 データ･資料 特記事項74 運動習慣をもつための環境づくり スポーツ推進委員派遣回数75 スポーツ教室開催数76 ヘルスアップリーダーの養成（研修会開催回数･延参加者数) ヘルスアップリーダーの養成は平成17年度から開始している。
策定時 中間評価時 最終評価時― 100%― 平成24年度学校教育課― 100%― 平成24年度学校教育課

番号 重複分類 項目 指標 データ･資料 特記事項77 公共の場及び職場における受動喫煙対策の推進 小中学校における完全分煙実施率78 小中学校における喫煙に関する授業の実施率
策定時 中間評価時 最終評価時100%平成24年度学校教育課番号 重複分類 項目 指標 データ･資料 特記事項79 「節度ある適度な飲酒」の知識の普及 小中学校における飲酒に関する授業の実施率
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 ⑤ 糖尿病         ⑥ 循環器疾患                
 ⑦ がん              

策定時 中間評価時 最終評価時― 9回― 平成24年度市民病院番号 重複分類 項目 指標 データ･資料 特記事項80 糖尿病合併症の減少 糖尿病教室実施回数

策定時 中間評価時 最終評価時16会場 16会場 19会場平成14年度集団健診 平成20年度集団健診 平成24年度集団健診2会場 2会場平成20年度市内委託医療機関 平成24年度市内委託医療機関29会場 27会場 27会場平成14年度集団健診 平成20年度集団健診 平成24年度集団健診3会場 3会場平成20年度市内委託医療機関 平成24年度市内委託医療機関

番号 重複分類 項目 指標 データ･資料
87 子宮がん検診会場数　集団検診88 子宮がん検診会場数　個別検診 平成17年度から個別健診実施。

特記事項85
女性特有のがん予防の推進

乳がん検診会場数　集団検診86 乳がん検診会場数　個別検診 平成17年度から個別健診実施。

策定時 中間評価時 最終評価時7回150人 4回163人平成20年度健康医療課調べ 平成24年度健康医療課調べ46人 278人平成20年度健康医療課調べ 平成24年度健康医療課調べ36会場 43会場 40会場平成14年度集団健診 平成20年度集団健診 平成24年度集団健診23機関 23機関平成20年度市内委託医療機関 平成24年度市内委託医療機関83 がん 健診を受診しやすい環境づくり 健診会場数　集団健診84 がん 健診会場数　個別健診

特記事項81 生活習慣改善による循環器疾患の減少 中央健康教育の実施回数・参加人数（延）82 がん 家庭訪問数 平成20年度は，特定保健指導を重点的に訪問を実施した。
番号 重複分類 項目 指標 データ･資料
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＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞        
平成平成平成平成 24242424 年度実施年度実施年度実施年度実施    健康づくりアンケート結果健康づくりアンケート結果健康づくりアンケート結果健康づくりアンケート結果（（（（n=1251n=1251n=1251n=1251））））      質問１質問１質問１質問１    現在，たばこを吸っていますか現在，たばこを吸っていますか現在，たばこを吸っていますか現在，たばこを吸っていますか                                質問２質問２質問２質問２    現在お酒を飲みますか現在お酒を飲みますか現在お酒を飲みますか現在お酒を飲みますか                                質問３質問３質問３質問３    このこのこのこの 1111 年間に歯の健康診査を受けましたか年間に歯の健康診査を受けましたか年間に歯の健康診査を受けましたか年間に歯の健康診査を受けましたか                            質問４質問４質問４質問４    親知らず以外で，抜けた歯が何本ありますか親知らず以外で，抜けた歯が何本ありますか親知らず以外で，抜けた歯が何本ありますか親知らず以外で，抜けた歯が何本ありますか                                    
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    質問５質問５質問５質問５    普段運動をしていますか普段運動をしていますか普段運動をしていますか普段運動をしていますか                            運動の種類運動の種類運動の種類運動の種類    ※上記「している」と答えた人のみ回答。（n=366） １つのみ回答だったが，複数回答者が多かったため延べ人数を集計。                     ＊野球・ｻｯｶｰ・ﾃﾆｽ・ｺﾞﾙﾌ・ｴｱﾛﾋﾞ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ等     質問５の１質問５の１質問５の１質問５の１    ※質問 5 で「している」と答えた人のみ回答。（n=366）         運動の頻度運動の頻度運動の頻度運動の頻度                             １回あたりの時間１回あたりの時間１回あたりの時間１回あたりの時間                                                
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    質問６質問６質問６質問６    「ロコモティブシンドローム」という言葉をご存じですか「ロコモティブシンドローム」という言葉をご存じですか「ロコモティブシンドローム」という言葉をご存じですか「ロコモティブシンドローム」という言葉をご存じですか                                    質問７質問７質問７質問７    「慢性閉塞性肺疾患（「慢性閉塞性肺疾患（「慢性閉塞性肺疾患（「慢性閉塞性肺疾患（COPDCOPDCOPDCOPD）」とはどのような状態のことをいうか）」とはどのような状態のことをいうか）」とはどのような状態のことをいうか）」とはどのような状態のことをいうか    ご存じですかご存じですかご存じですかご存じですか                                    質問８質問８質問８質問８    「いきいき笠岡２１」という言葉を聞いたことがありますか「いきいき笠岡２１」という言葉を聞いたことがありますか「いきいき笠岡２１」という言葉を聞いたことがありますか「いきいき笠岡２１」という言葉を聞いたことがありますか                            質問９質問９質問９質問９    「いきいき笠岡２１」はどのような趣旨のものかご存じですか「いきいき笠岡２１」はどのような趣旨のものかご存じですか「いきいき笠岡２１」はどのような趣旨のものかご存じですか「いきいき笠岡２１」はどのような趣旨のものかご存じですか                        ※質問 8 で「はい」と答えた人のみ回答                                 


