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特定保健指導による医療費抑制効果についての検証

発 表 者 尾室 万里子 （鳥取県：鳥取市福祉保健部健康子育て推進局 保健医療福祉連携課）

共同研究者 由木 留美子、藤木 尚子、中原 美須子、椿 福子、加藤 敏明

神面での安定は、認知機能に関わりがあると言

われており、前向きな気持ちで生活に張りを持っ

て過ごせることが、認知機能改善と相乗効果に

なったのではないかと思われます。

第３として、体力の維持・向上だけでなく、

生活習慣病を予防するための健康づくり活動へ

と波及したことがあげられます。教室参加者は、

日常生活に運動を取り入れたり、塩分や糖分を

控えたりするなど、生活習慣が改善されていま

す。

そのことが、生活習慣病を予防し、認知症予防

にもつながっていると思われます。
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まとめです。

この教室は、認知症予防だけでなく、精神面、

身体機能でも効果が見られ、さらには生活習慣

病予防など健康づくり活動の実践といった効果

も見られました。

これは、単に認知症予防に効果的と言われて

いるメニューの実践だけでなく、自分たちでの

計画・運営や仲間との交流、生活習慣の取り組

みなど様々な要因が影響していると思われま

す。

この教室の成果を踏まえ、今後は、教室を通

じて、認知症の正しい理解や認知症の予防、ま

た、生活習慣病予防が認知症予防につながると

いうことを地域に啓発し、若い人から高齢者ま

で、健康でいきいきと暮らせるまちづくりを目

指していきたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。
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１ 研究目的

鳥取市で実施している特定保健指導の成果に
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ついて、本学会で２回に渡って報告しましたが、

今回、保健指導の実施による行動変容やメタボ

改善等の成果が、その後の医療費削減につなが

るかどうかを明らかにし、今後の医療費適正化

対策に生かすことを目的に検証しましたので、

ここに報告します。
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２ 研究対象

� 平成２０年度の特定保健指導実施者のうち、

５年間の健診結果がある３８名（A群）

� 未実施者のうち、年齢・階層化等の条件を

一致させた者の中から抽出した３８名（B群）
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３ 研究方法

本学会において、１報と２報で報告した、指

導後２年間の継続した有意な改善が、その後も

継続しているかどうかについて、４年後の健診

結果を分析するとともに、指導３年後４年後に

当たる平成２３年度と２４年度の生活習慣病の医療

費について、A群と B群とを比較して検証しま

した。

【集計における統計解析】

測定値等の定量変数：t検定・・・有意差を

＊で表す
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４ 研究結果（１）
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保健指導を受けた人の、腹囲の変化では、１

年後、４年後ともに、有意な改善が認められま

した。

! ����5

���T

���� ��

22

23

24

25

26

27

28

Ãªâ Ãª� Ãª�

èèèè

è:p<0.05 èè:p<0.01

��� ��� ��� 

���������
������

BMIについても同様に、１年後、４年後に、

有意な改善が認められました。
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メタボ判定の指導４年後の改善状況は、４年

後においても、約６割が改善維持を保っていま

した。
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行動変容ステージについて指導前の平成２０年

度と比較すると、生活改善を継続して取り組ん

でいる人が、１年後に２．５倍に、４年後には約３

倍に増えていました。また、実行期と維持期を

あわせた人の割合を指導前と比較すると、１年

後、４年後ともに２．２倍となる６．５割の人が、一

度身に付いた生活改善行動を継続していること

がわかりました。

これらの結果から、特定保健指導を受けた A

群は、指導後も継続した生活改善を実行し、数

年に渡って、メタボリックシンドロームの改善

が継続したと推察されます。

津下が「これからの保健指導では、対象者の

心に働きかけることで、本人がやる気になり、

生活改善を実行することで、確かな効果がもた

らされる。」と述べているように、指導の成果が

４年後まで継続したことは、一方的な指導では

なく、やればできるといった自己効力感を大切

にし、対象者本人が自己決定することを重視し

た支援の成果であると考えました。
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４ 研究結果（２）

次にこの改善状況が、医療費の削減にもつな

がったかどうか、A群と B群の医療費を比較し

ました。
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指導３年後の生活習慣病の医療費について、

１人当たりの費用額を比較したところ、指導を

受けなかった B群は指導を受けた A群の２倍医

療費が高く、額にして約１５，０００円の有意な差が

認められました。翌年の医療費は、その差がさ

らに広がり、額にして約２４，０００円で２．４倍の有意

な差が認められました。

２３年度から２４年度にかけての１年間の医療費

の増加率で比較すると、介入群が８％だったの

に対し、対象群は３２％と、大幅な増加が認めら

れました。
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両群２年間の医療費の総額を比較した結果、

約１５０万円の削減効果が認められ、これにより１０

年間の医療費を推計すると、累計で２，３６９万円の

削減効果が見込まれます。
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５ まとめ

� 特定保健指導による改善効果は、指導１年

後から４年後まで継続していた。

� 指導４年後の生活改善実行期の割合は、指

導前の２．２倍となる６．５割を占めた。

� 指導３年後の医療費は、指導を受けなかっ

た人が２倍高く、４年後にはその差が２．４倍

に広がった。

� 医療費の１年間の増加率は、指導を受けた

人が８％だったのに対し、受けなかった人

は３２％と年数を経るごとに差が広がった。
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６ 結論

� 特定保健指導による生活改善が継続するこ

とにより、医療費削減効果がみられた。

� 自己効力感を大切にし、対象者本人が自己

決定することを重視した支援により、改善

効果が継続すると考えられる。
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今後の課題

一つ目は、特定健診・特定保健指導実施率向

上対策の強化です。さらなる医療費適正化に向

けて、対象者を早期に把握し、着実に特定保健

指導につなげる取組を推進していきます。

二つ目は、地域ぐるみで取り組む啓発活動で

す。医師会や地域の健康づくり推進員などと協

働で啓発活動に取り組みます。

三つ目は、生活改善が継続できる地域の環境

づくりです。健康行動を定着させるためには、

個別の支援に加え、継続して改善に取り組める

環境づくりをすすめ、健康に暮らせるまちづく

りの視点を持った取り組みを推進していきたい

と思います。
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デコボコ市の人々を語る
～健康づくり人形劇を通して～

発 表 者 西尾 晃 （岐阜県：国民健康保険坂下病院）

共同研究者 高山 哲夫
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引用文献 １）津下 一代 「相手の心に届く
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National Health Insurance Sakashita Hospital Akira.Nishio

ここが坂下病院です。

院長室で何か思いついたようです。

糖尿病の啓蒙活動、どうせやるなら聞く方も

話す方も楽しもうと言う事で、人形劇を制作し

講演することになりました。

―４７０―




