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第３章 計画の目標と医療費の見込み 

１ 計画の目標 

（1） 住民の健康の保持の推進に関する目標及び取組 

〔目標１〕 

（目標値） 

特定健康診査実施率の向上    平成 35年度の目標 70％ 

                 （平成 27年度の実績 53.0％） 

  （目標値の考え方） 

  本県の目標値は、医療費適正化基本方針に即して、次の手順により設定し

ました。 

① 全国目標の実施率（70％）を保険者全体で達成するため、保険者種別ご

との特定健康診査の実施率の目標値は、保険者種別ごとの実績に応じて、

実施率を全国目標に向けて同程度に引き上げることとして算定されてい

ます。 

② このため、本県の目標値については、本県の保険者種別ごとの特定健康

診査対象者の構成割合と、①の保険者種別ごとの特定健康診査の実施率の

目標値とを乗じ、これにより算出した数値を足し上げて設定しました。 

 

本県における特定健康診査の実施率の目標値の設定 

保険者 
特定健診対象者

の構成割合 

  
保険者種別ごとの 

特定健診実施率目標 

 
県特定健診 

実施率目安 
   

   

市町村国保 49.3％ × 60.0％ = 29.6％ 

協会けんぽ 

50.7％ 

 

80.7％ 

 

40.9％ 

国保組合 

× = 
単一健保 

総合健保 

共済組合 

計 100.0％  －  70.5％≒70％ 
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〔目標２〕 

（目標値） 

特定保健指導実施率の向上    平成 35年度の目標 45％ 

                 （平成 27年度の実績 17.5％） 

  （目標値の考え方） 

本県の目標値は、医療費適正化基本方針に即して、次の手順により設定し 

ました。 

① 全国目標の実施率（45％）を保険者全体で達成するため、保険者種別ご

との特定健康診査の実施率の目標値は、保険者種別ごとの実績に応じて、

実施率を全国目標に向けて同程度に引き上げることとして算定されてい

ます。 

② このため、本県の目標値については、本県の保険者種別ごとの特定保健

指導対象者の構成割合と、①の保険者種別ごとの特定保健指導の実施率の

目標値とを乗じ、これにより算出した数値を足し上げて設定しました。 

 

本県における特定保健指導の実施率の目標値の設定 

 

（参考）保険者別の特定健診及び特定保健指導の実施率の目標値（平成 35年度） 

保険者種別 全国目標 
市町村 
国保 

国保組合 
全国健康
保険協会
(含む船保) 

単一健保 総合健保 共済組合 

特定健診 
の実施率 

70％ 60％ 70％ 65％ 90％ 85％ 90％ 

特定保健 
指導の 
実施率 

45％ 60％ 30％ 30％ 55％ 30％ 45％ 

出典：厚生労働省「特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基

本的な指針」(平成 29年 12月 19日) 

 

保険者 
特定保健指導対

象者の構成割合 

  保険者種別ごとの 

特定保健指導実施率

目標 

 
県特定保健指導 

実施率目安 
   

   

市町村国保 30.9％ × 60.0％ = 18.5％ 

協会けんぽ 46.1％ × 35.0％ =  16.1％ 

国保組合 

23.0％ × 47.8％ = 11.0％ 
単一健保 

総合健保 

共済組合 

計 100.0％  －  45.6％≒45.0％ 
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（目標１及び２を達成するための取組） 

① 医療保険者による特定健康診査及び特定保健指導の推進とその支援 

○ 特定健康診査、特定保健指導を担当する県内医師、保健師等を対象とし

て、「標準的な健診・保健指導プログラム」を踏まえた特定健康診査・特

定保健指導を効果的に推進できる人材を育成することを目的とした「特定

健診・特定保健指導実践者育成研修会」を行います。 

  

○ 「特定健診・特定保健指導実践者育成研修会」を受講し、県内で特定保

健指導に従事している実践経験のある医師、保健師等を対象として、具体

的でより効果的、継続的な保健指導方法や技術を習得し、実践者の保健指

導能力を高めていくことを目的とした「特定健診・特定保健指導従事者ス

キルアップ研修会」を行います。 

 

○ 市町国保等における特定健康診査等に要する費用に対して助成を行う 

ほか、特定健康診査及び特定保健指導の実施率の低い保険者に対しては、

技術的助言を重点的に実施するなど支援を強化します 

 

○ 市町国保及び国保組合における特定健康診査等実施計画の策定や実施 

状況の評価などへの支援を行います。 

 

② 三重県保険者協議会における保険者間の調整 

○ 県内の保険者で組織する三重県保険者協議会において、関係者がそれぞ

れ収集した特定健康診査や特定保健指導に関する情報を提供することに

より、保険者間での情報の共有化を図ります。 

 

○ 被用者保険の被扶養者が、身近な地域で特定健康診査及び特定保健指導

を受診できるよう、三重県保険者協議会において、保険者間の調整の支援

を行います。 

 

③ 各市町の特定健康診査委託についての集合契約の締結に関する支援 

○ 市町国保の被保険者が自宅や職場に近い場所で受診できる体制を効率 

的に整備するため、各市町と県医師会との間で締結する特定健康診査委託

についての集合契約に関して、「三重県健診・保健指導のあり方検討調整

会議」を通じて、契約の内容に関する調整などの支援を行います。 
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〔目標３〕 

（目標値） 

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 

              平成 35年度の目標  平成 20年度対比で 25％の減少 

 （平成 27年度の実績 平成 20年度対比で 2.42％の減少） 

 

（目標値の考え方） 

医療費適正化基本方針において、メタボリックシンドロームの該当者及び予

備群の減少率に関する各都道府県の目標値は、平成 35年度時点で平成 20年度

と比べて 25％以上の減少とすることを目安に各都道府県において設定すると

されていることから、25％に設定しました。 

 

（目標値を達成するための取組） 

○ 企業、関係機関・団体、医療機関などと連携し、県民健康の日のイベ

ントやみえの食フォーラム、医師会主催の健康教育講演会、市町主催の

健康に関するイベントなどで、食生活や運動、禁煙などの生活習慣に関

する普及啓発を行い、疾病の予防に取り組みます。 

 

○ 生活習慣病予防や重症化予防のため、県民一人ひとりが自分の適正体

重を知り、「肥満」や「やせ」の改善に向けて、朝食の摂取と適切な食事

バランスを実践することができるよう、課題の多い 20～40歳代を中心に、

各年代にあわせた普及啓発を行います。 

 

○ 「ヘルシーな食生活を送ること」や「バランスの取れた食事をとること」

といった食生活に対する満足度の向上を図るため、栄養士会や調理師会、

食生活改善推進協議会などの地域で活動しているさまざまな関係機関と

連携し、野菜や果物、牛乳・乳製品の積極的な摂取を促します。さらに

減塩の取組が地域に浸透するよう働きかけます。 

 

〇 身体活動や運動の重要性、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

などの理解が得られるよう、イベントなどを通じて啓発を行うとともに、

市町における、体操などを活用しながら運動の習慣化を図る取組に対して、

「健康マイレージ推進事業」等の導入を推進していきます。さらに県内の

ウォーキングコースや運動関連団体などの情報の提供も行います。 
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〔目標４〕 

（目標値） 

  たばこ対策の実施 

項  目 現 状 平成 35年度目標 

成人の喫煙率  
１７．７％ 

（平成 28年調査） 

１２．０％ 

（平成 34年目標） 

未成年者（15～19歳）の

喫煙率 

男１．４％ 

女  ０％ 

（平成 28 年度調査） 

０％ 

（平成 34年度目標） 

「たばこの煙の無いお店」

登録数 

４２８店 

（平成28年度末現在） 

７５０店 

（平成 34年度） 

行政機関の敷地内禁煙の

実施率※ 
－ 

１００％ 

（平成 34年度） 

 ※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置す

ることができる。 

※「第４期三重県がん対策戦略プラン」から引用 

 

（目標値の考え方） 

公共の場や職場における禁煙化、分煙化の取組は進んでいますが、受動喫煙

防止の必要性について啓発することにより、健康増進法第 25 条に該当する学

校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁

施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設の禁煙、分煙をさらに促進する

ことが必要です。現在、国において、受動喫煙防止対策強化に向けた健康増進

法の改正が議論されています。 

喫煙による健康被害を予防するために、「三重の健康づくり基本計画」及び 

「第４期三重県がん対策戦略プラン」と整合を図りつつ、目標を設定しました。 

 

（目標を達成するための取組） 

○ 関係機関等と連携して禁煙・分煙の啓発に取り組むほか、禁煙したい

人が実際に禁煙を実践できるよう、禁煙外来のある医療機関の紹介や、

禁煙の取組を支援するＮＰＯや関係機関等の活動の普及啓発を行います。 

 

○ 地域や学校、ＰＴＡ、事業者など社会全体で未成年者の喫煙をなくす

ための環境づくりや喫煙防止教育、喫煙が健康に及ぼす影響についての

啓発を推進します。 
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○ 「たばこの煙の無いお店」および「たばこの煙のない環境づくり推進

事業者」の認定登録の普及や、官公庁、医療機関における受動喫煙防止

対策の完全実施により、たばこの煙の無い社会の実現をめざし、子ども

や喫煙者以外の人をたばこの害から守る取組を推進します。 

 

○ 5月 31日の「世界禁煙デー」と、5月 31日から 6月 6 日までの「禁煙

週間」における普及啓発をはじめ、たばこが健康に及ぼす影響について

の啓発を推進します。 

 

○ 国の受動喫煙防止対策を強化する健康増進法の改正をふまえ、必要に 

応じた対策を実施します。 
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〔目標５〕 

（目標値） 

    予防接種の取組 

項目 現状 平成 35 年度目標 

麻しん風しん混合（ＭＲ）

ワクチンの第 2期接種率 

94.3% 

（平成 28 年調査） 
95%以上 

 

（目標値の考え方） 

予防接種は感染症対策として極めて有効な手段であり、一人ひとりの病気を

予防するだけでなく、感染症のまん延を抑え、医療費を抑制する効果が期待で

きます。 

「麻しんに関する特定感染症予防指針」及び「風しんに関する特定感染症予

防指針」においてそれぞれ接種率 95%以上が目標として定められていますが、

本県では、いずれも第 2期は目標に達していないこと及び本県における麻しん

及び風しんの定期予防接種は、麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチンで実施され

ていることから、ＭＲワクチン第 2期の接種率を 95%以上に設定しました。 

 

（目標を達成するための取組） 

○ 学識経験者、専門家、関係行政機関等で構成する三重県公衆衛生審議 

会予防接種部会を開催し、関係者の情報共有を図るとともに接種率向上に

向けた取組の検討を行います。 

 

〇 市町、保健所及び学校関係者等を対象に、予防接種推進のための研修会

等を開催します。 

 

〇 市町や教育委員会等と連携し、第 2期予防接種の対象者に、小学校入学 

前の手続等の機会を利用して接種勧奨を行います。 
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〔目標６〕 

（目標値） 

   生活習慣病等の重症化予防の推進 

項目 現状 平成 35 年度目標 

糖尿病性腎症重症化予防

事業の実施市町数 

７５．８％（２２市町） 

（平成 29 年度調査） 

１００％（２９市町） 

 

 

（目標値の考え方） 

「三重県糖尿病対策推進会議」において策定された「三重県糖尿病性腎症重

症化予防プログラム」に基づき、各保険者が有する特定健診やレセプトのデー

タを活用し、受診勧奨や保健指導等を積極的に進めます。 

こうした取組により、糖尿病のハイリスク者の早期受診や患者の重症化予防

をとおして、医療費増大の一因となっている人工透析への移行をできる限り遅

らせることにより、県全体の医療費の適正化を図ります。 

この取組については、国民健康保険制度の中で国から交付される交付金の算

定基礎となる「保険者努力支援制度」において、実施している市町数の報告を

行うこととなっていることから、県内全ての市町が取組を行うことを目指して

目標値を設定しました。  

 

（目標を達成するための取組） 

○ 三重県医師会、三重県糖尿病対策推進会議、三重県保険者協議会及び三

重県で締結した「糖尿病性腎症重症化予防に係る三重県連携協定」等に基

づき、関係団体が十分な連携を図りながら、受診勧奨や保健指導等を実施

することにより、個々の患者に応じた支援を行います。 

 

〇 糖尿病予備群を減少させるため、健診後の保健指導を効果的・効率的に

実施するとともに、保険者が健診・保健指導事業を適切に企画、評価し推

進していくことが必要であり、特定健康診査・特定保健指導を担う人材を

育成します。 

 

〇 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの考え方や手法をもとに、市町、保

険者での糖尿病の発症予防や重症化予防に係る取組が進むよう、保健指導

に係る人材を育成します。 
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〔目標７〕 

  その他予防・健康づくりの推進に関する目標 

（目標の考え方） 

生涯を通じて健康な生活を送ることができるよう、ライフステージに応じ

た取組を推進し、さまざまな関係者と連携し地域の実情に応じた取組が県内

各地で展開されることをめざします。特に、女性はホルモンバランスの変動

に伴い、心身の失調をきたすことがあるため、「ウィメンズ・ヘルス・アクシ

ョン」宣言に基づき、企業や市町等と連携し、ライフステージに応じた健康

支援を行います。さらに、野菜摂取量の少ない 20～40歳代女性の食生活改善

を中心に、働く世代における地域保健と職域保健の連携、ソーシャルキャピ

タルをはじめとした社会資源の有効活用など、健康づくりの情報を共有しな

がらライフステージに応じた各地域の取組を進めます。 

 

（目標を達成するための取組） 

○ 女性特有の健康問題について、家庭や地域、職場での理解や意識を高

めるとともに、ライフステージに応じた女性の健康づくりのための啓発

を行い、女性が暮らしやすい環境づくりに取り組みます。 

  ・女性の健康週間（3月 1日～3 月 8日）における啓発等 

 

○ 人びとの信頼関係やつながりが強い地域では、健康づくりの取組が継続

することで健康状態や健康感が高まり、健康寿命の延伸につながるといわ

れています。このソーシャルキャピタルを活用した取組事例を学び、意見

交換ができる場を提供し、健康づくり関係者の連携を強化します。 

  ・「健康づくり研究会」の実施 

 

○ 県民が主体的に健康づくりに取り組めるよう、健康づくりのきっかけを

提供し、その継続を支援する社会の仕組みづくりを行うことで市町が実施

する健康づくりに関するインセンティブ事業を推進します。 

    ・企業へのインセンティブ提供の依頼 

・市町のインセンティブ事業（健康マイレージ等）取組のＰＲおよび 

 参加の促進等 

 

○ 地域保健と職域保健が連携し、健康情報の共有や保健事業を実施するこ

とにより、生涯を通じた切れ目のない保健サービスを提供します。 

・企業が従業員の健康管理を経営的な視点からとらえた「健康経営」を

進められるよう、保険者や働き方改革の関係部署との連携による取組

の支援等 
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（2）医療の効率的な提供の推進に関する目標及び取組 

〔目標８〕 

（目標値） 

   後発医薬品の使用促進 平成 35年度の目標  使用割合 80％以上 

（平成 28年度の実績  使用割合 70.2％） 

※使用割合とは、「後発医薬品のある先発医薬品」及び「後発医薬品」を分母とした「後

発医薬品」の使用割合をいい、厚生労働省が公表する数値 

※平成 28年度の実績値は、保険薬局におけるレセプト電算処理システムで処理された調

剤レセプトのみ（医療機関，紙レセプトを含まない．） 

（目標の考え方） 

新薬と同じ有効成分で価格の安い後発医薬品の使用が進めば、患者負担額

の軽減や医療保険財政の改善を図ることができます。 

国においては、後発医薬品使用促進のためのロードマップに基づき、診療

報酬上の評価、患者への情報提供、医療関係者からの信頼性向上のための品

質確保等、総合的な使用促進を図ることとしています。 

  本県では、後発医薬品に対する信頼性の確保に努めるとともに、関係者の

理解を得るように努め、後発医薬品の使用促進を図ります。 

 

（目標を達成するための取組） 

〇 医療関係団体、医薬品卸業者、保険者等で構成する三重県後発医薬品適

正使用協議会を開催し、関係者との情報共有を図ります。 

 

〇 県民への後発医薬品普及に係る取組みとして、後発医薬品に関するリー

フレットの配布等を行います。 

 

  〇 各保険者が、関係者の理解を得ながら、後発医薬品希望カードの普及

を図るとともに、後発医薬品差額通知の発行についても検討を行います。 

 

〔目標９〕 

 医薬品の適正使用の推進 

（目標の考え方） 

薬剤師・薬局が、「かかりつけ薬剤師・薬局」として、副作用や効果の継続

的な確認、多剤・重複投薬や相互作用の防止、残薬管理等などにより、服薬情

報の一元的・継続的な把握を行うとともに、病気や健康サポートに貢献する健

康サポート機能を備えた薬局を普及することで、医薬品の適正使用を推進しま

す。 
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（目標を達成するための取組） 

○ 薬局・薬剤師が、「かかりつけ薬剤師・薬局」として在宅医療の推進、

医療機関と連携した服薬情報の一元的・継続的な把握と、それに基づく薬

学的管理・指導を行うための体制整備や研修等を実施し、多剤・重複投薬

の防止や残薬解消などに繋げます。 

 

○ 薬局が地域における健康サポートの拠点としての役割を効果的に果た

せるよう、県民に対して、薬局における医薬品等に関する相談や健康相談

窓口の活用について普及啓発を実施します。 

 

〔目標１０〕 

歯と口腔の健康づくり 

（目標の考え方） 

がんや心疾患等において、手術前後における口腔ケアの取組により、手

術後の発熱の抑制や抗菌薬の使用期間の短縮、入院期間の短縮等の効果が

あることがわかっています。また、歯周病の重症化が糖尿病、心筋梗塞、

脳血管障害等全身にも影響を及ぼすことから歯周病の早期発見・早期治療

の重要性について啓発を行います。 

 

（目標を達成するための取組） 

 ○ 歯科疾患予防の重要性を県民一人ひとりが認識し、歯と口腔の健康づ

くりが推進されるよう予防から治療までの包括的歯科医療についての情

報発信を積極的に行います。 

 

○ がん患者等の治療効果の向上や、療養生活の質の向上、入院期間の短

縮を目的とした口腔ケアや歯科治療が実施されるよう研修を行います。 

 

○ 糖尿病、脳卒中、急性心筋梗塞、骨粗しょう症の患者に対する医科歯

科連携を推進するため関係機関に働きかけます。 
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〔目標１１〕 

（目標値） 

在宅医療の充実等を内容とする医療提供体制の整備 

※「第７次三重県医療計画」から引用 

 

（目標の考え方） 

平成 29年 3 月に策定した三重県地域医療構想では、本県における在宅医

療等の医療需要は平成 25 年の 16,133.1 人/日から平成 37 年には 21,656.4

人/日となると見込まれており、この需要に対応していくには、病床の機能

分化・連携と合わせて、在宅医療や地域包括ケアシステムにかかる体制整

備を進めていくことが重要となります。 

こうしたことから「第 7期三重県介護保険事業支援計画目標」及び「第 7

次三重県医療計画」と整合を図りつつ、目標を設定しました。 

 

（目標を達成するための取組） 

○ 身近な地域で在宅医療を受けられるよう、訪問診療を実施する一般診療

所や在宅療養支援診療所・病院、訪問看護ステーション等の拡大を図りま

す。 

 

〇 医療・介護関係者等で構成する三重県在宅医療推進懇話会において検討

した在宅医療フレームワークに基づき、市町の取組状況を把握しながら、

全県的な在宅医療提供体制の整備を進めます。 

 

〇 入院時から退院後の生活を見据えた退院支援が行われるよう、退院支 

援・調整に関わる職種を対象とした研修会を開催します。 

項  目 現 状 平成 35 年度目標値 

訪問診療を実施する病院・診療
所数 

４４７施設 

(平成 27年度) 
 ５６１施設 

訪問診療件数 
7,519 件/月 

(平成 27年度) 
 9,427 件/月 

訪問看護提供件数 
84,696 件/年 

(平成 27年度) 
115,694 件/年 

退院時共同指導件数 
２３０件/年 

(平成 27年度) 
６７０件/年 

在宅看取りを実施している病
院・診療所数 

１５５施設 

(平成 27年度) 
 １９５施設 
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〔目標１２〕 

国保データベース（ＫＤＢ）の活用 

（目標の考え方） 

平成 30年度から県が国民健康保険制度の財政運営の責任主体となり、市

町とともに保険者として制度を運営していくこととなっています。 

これによって県自らが国保データベース（ＫＤＢ）を活用することが可

能となり、市町の県域を越えたデータ分析等が可能となります。今後は保

険者協議会等を通じて、分析が有効と思われる事項を抽出し、地域におけ

る疾病実態や有効と思われる対策等の検討に資する調査を行っていくこと

により、広域的な健康づくり施策や医療費適正化施策の企画等にもつなげ

ていきます。 

 

（目標を達成するための取組） 

 ○ 平成 30年度から県自らが保険者として国保データベースを活用し、県

内国民健康保険の被保険者の特定健診データやレセプトデータの分析等

を行います。 

 

○ 保険者（市町）との連携、協力を図り、被保険者の特定健診データや

レセプトデータの分析を行い地域における健康づくりの課題等を検討し

ていきます。 

 

○ 分析したデータの活用を図り、広域的な健康づくり施策を行うことに

より、県全体の医療費適正化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

２ 計画期間における医療費の見込み 

(1)推計方法 

 [入院外・歯科医療費等] 

  国の基本方針においては、平成 26 年度を基準年度として、医療費適正

化の取組を行う前の自然増を勘案した医療費見込みから、次の適正化の取

組の実施による効果額を差し引いた額を入院外・歯科医療費の将来推計と

することとされています。 

 

（医療費適正化の取組） 

① 生活習慣病対策実施による効果 

・特定健康診査の実施率の達成（70％）による効果 

・特定保健指導の実施率の達成（45％）による効果 

② 後発医薬品の使用促進（使用割合 80％以上）による効果 

③ 地域差縮減に向けた次の取組 

・糖尿病性腎症重症化予防等の取組による効果 

・重複投薬の適正化の取組による効果 

・複数医薬品の投与の適正化による効果 

④ （必要に応じて）県独自の取組による効果 

  ※なお、病床機能の分化および連携に伴う在宅医療等の増加分については、 

上記の推計額に含まれていません。 

 

   [入院医療費] 

       国の基本方針では、入院医療費の将来推計として、病床機能の分化及び 

連携の成果を踏まえた医療費と位置づけられ、具体的には以下の推計式に 

より算出されるものとされています。 

 

 平成 35年度の 2次医療圏単位の各病床機能区分別の患者数の見込み 

  ×平成 26 年度の各区分ごとの一人当たり医療費 

 ※「各区分」とは高度急性期・急性期・回復期・慢性期の別 
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(2)推計結果 

[計画策定時の医療費] 

平成 26年度の三重県民医療費 5,579億円 

        

   ※厚生労働省の国民医療費において公表されている三重県民医療費につ 

いて、最新年度である平成 26年度の実績 

 

    [計画終了時の医療費（医療費の見込み）] 

平成 35年度の三重県民医療費の見込み 

 

 

医療費適正化の取組を 

行わなかった場合 6,496億円 

医療費適正化の目標を 

達成した場合 6,375億円 

     

 

 

 

 

 


