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川越市

 

平成27年10月2日

川越市保健医療部国民健康保険課

保健師 有馬 理恵

第５５回 全国国保地域医療学会

川越市マスコットキャラクター ときも

川越市の概況

○ 市制施行 大正１１年
○ 平成１５年 中核市
○ 都心から３０ｋｍ圏内の県南部に位置
○ 産業・経済・文化・観光の中心都市
○ 商業・工業・農業のバランスのよい

産業構造
○ 蔵づくりの町並みや時の鐘などの

歴史と伝統

○世帯数 １５０，３９５ 世帯

○ 人 口 ３４９，３８８ 人
（平成２７年４月１日現在）

彩の国

埼玉県
小江戸

川越市

　川越市は、埼玉県の中央部よりやや南、武蔵野台
地の東北端に位置し、109.13平方キロメートルの面
積と、約35万人の人口を有す都市。平成15年４月、
中核市に移行しました。都心から30Ｋｍ圏内に位し、
近郊農業、交通の利便性を生かした流通業、伝統に
培われた商工業、豊かな歴史と文化を資源とする観

光等、様々顔を持つ都市として発展しています。

世帯数・被保険者数（平成２６年度）

国民健康保険世帯数 ５６，６１９ 世帯

国民健康保険被保険者数 ９６，２５９ 人

川越市国民健康保険の概況

　26年度（26年４月～ 27年３月の平均）の本市の
国保世帯数は56,619世帯で、被保険者数は96,259人
となっています。

特定健診の受診率と受診者数等の推移

　特定健診の受診率は、平成20年度の38.2％から21
年度は、33.0％に低下しましたが、その後徐々に増
加し、平成25年度に38.9％となり、受診者も増加し
ています。
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電話による特定健康診査受診勧奨の効果検証
発　表　者 有馬　理恵（埼玉県　川越市保健医療部国民健康保険課）

共同研究者 中澤　雅生、荷田　晋、安藤　由美、馬場　直樹
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川越市における電話勧奨事業

年度 対象者 対象者の選定等

22年度 19,228件 前年度未受診者で65歳以下

23年度 19,230件 前年度未受診者で65歳以下

24年度 19,983件 前年度未受診者

25年度 20,000件 4つの対象者別に内容も対応

受診率が低いことと、特定健診の認知度が低いこ
とから、平成22年度からと電話による受診勧奨を始
めました。

平成26年度電話勧奨の取り組み

対象者に合わせた内容の勧奨を実施

① 今年度新規に特定健診の対象となったグループ

② 25年度に初めて健診を受診したグループ

③ 25年度の電話勧奨で受診すると回答したが、

実際には受けていないグループ

④ 25年度まで未受診のグループ

平成26年度は、電話勧奨を実施する対象者を４グ
ループに分類し、対象者の特徴に合わせた勧奨を行
いました。
①今年度新規に特定健診の対象となったグループで、

川越市の健診受診方法や特徴などを詳しく説明し
ます

②25年度に初めて健診を受診したグループは、健診
を受診した状況を尋ねながら健診の大切さを確認
し今年度の受診を促します

③25年度の電話勧奨で受診すると回答したが、実際
には受けていないグループは、受診できなかった
理由を尋ね解決方法を助言します

④25年度まで未受診のグループは、受診できなかっ
た理由を尋ね、具体的な解決方法の情報提供をし
ます

①26年度新規対象者
受診した 受診しない 計

勧奨あり 684 1122 1806
勧奨なし 253 877 1130

計 937 1999 2936

※有意水準５％（１％）で検定したところ、有意の差が認められる

②25年度初めて受診

受診した 受診しない 計
勧奨あり 1267 673 1940
勧奨なし 279 204 483

計 1546 877 2423

※有意水準５％（１％）で検定したところ、有意の差が認められる

Χ二乗検定の結果 ①

　電話勧奨を行ったグループと行わなかったグルー
プで受診の有無を検定した結果を報告します。
①26年度新規対象者において、特定健康診査の受診

の有無を受診勧奨の有無で検定を行ったところ、
勧奨を行ったグル―プは、受診者の割合が高く、
χ二乗検定で５％の有意差、１％の有意差も見ら
れました。

②25年度初めて受診において、特定健康診査の受診
の有無を受診勧奨の有無で検定を行ったところ、
勧奨を行ったグル―プは、受診者の割合が高く、
χ二乗検定で５％の有意差、１％の有意差も見ら
れました。

③受診予定と答えたが受けなかった

受診した 受診しない 計
勧奨あり 419 1615 2034
勧奨なし 86 485 571

計 505 2100 2605
※有意水準５％（１％）で検定したところ、有意の差が認められる

④25年度まで未受診

受診した 受診しない 計
勧奨あり 1377 6391 7768
勧奨なし 495 3699 4194

計 1872 10090 11962
※有意水準５％（１％）で検定したところ、有意の差が認められる

Χ二乗検定の結果②

③受診予定と答えたが受けなかった：特定健康診査
の受診の有無を受診勧奨の有無で検定を行ったと
ころ、勧奨を行ったグル―プは、受診者の割合が
高く、χ二乗検定で５％の有意差、１％の有意差
も見られました。

④25年度まで未受診：特定健康診査の受診の有無を
受診勧奨の有無で検定を行ったところ、勧奨を
行ったグル―プは、受診者の割合が高く、χ二乗
検定で５％の有意差、１％の有意差も見られまし
た。
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①26年度新規対象者②25年度初めて受診③受診予
定と答えたが受けなかった④25年度まで未受におい
ても電話勧奨の効果はあると考えられます。

全体

受診した 受診しない 計

勧奨あり 3747 9801 13548

勧奨なし 1113 5265 6378

計 4860 15066 19926

※有意水準５％（１％）で検定したところ、有意の差が認められる

Χ二乗検定の結果③

　全体：特定健康診査の受診の有無を受診勧奨の有
無で検定を行いました。
　勧奨を行ったグル―プは、受診者の割合が高く、
χ二乗検定で５％の有意差、１％の有意差も見られ
ました。
　全体においても電話勧奨の効果はあると考えられ
ます。

対象別電話勧奨の回答内容 （回答総数：20,000件）

①26年度新規対象者

①26年度新規対象者において、「受診済み」　「他の
健診受診済み」「受診予定」「受診検討」など、 
47.5％が受診すると回答をし、他のグループと比
較すると低い割合を示しています。

②25年度初めて受診において、「受診済み」「他の健
診受診済み」「受診予定」「受診検討」と 70.8％が
健診受診に前向きな回答をしている割合が最も高
い割合にあります。

　川越市の別の調査によると、特定健診の継続受診
者が増えれば、受診率が増える傾向にあります。
　受診率向上の要因として、毎年受診する人を増や
すことが重要であり、健診の受ける意義や健康に関

する意識を啓発する上で、昨年初めて健診を受け、
２年目になる対象者にアプローチすることは効果的
であります。
③受診予定と答えたが受けなかったグループは、今

回の電話勧奨においても「受診予定」「受診検討」
との回答が52.0％と高く、前向きな回答をしてい
ます。

④25年度まで未受診では、「受診済み」　「他の健診
受診済み」「受診予定」「受診検討」など、 42.9％
が受診すると回答をし、他のグループと比較する
と低い割合を示しているが、一方、14.0％が「受
信拒否」をしており他のグループと比較すると高
い割合を示しています。
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電話勧奨の有無別特定健康診査の受診率

①26年度新規対象者において、特定健診の受診率を
比較すると電話勧奨を実施したグループ（37.9％）
は実施しないグループ（22.4％）よりも高く、実
施しないグループを１とすると1.7倍で、電話に
よる効果は非常に高い状況です。

②25年度初めて受診において、特定健診の受診率を
比較すると電話勧奨を実施したグループ（65.3％）
は実施しないグループ（57.8％）よりも高いが、
実施しないグループを１とすると1.1倍で、いず
れも高い状況です。

③受診予定と答えたが受けなかったグループは、特
定健診の受診率を比較すると電話勧奨を実施した
グループ（20.6％）は実施しないグループ（15.1％）
よりも高いが、実施しないグループを１とすると
1.4倍で、電話による効果はあるが、前向きに健
診を受けると答えた人の割合が高いにもかかわら
ず、受診率は低い状況です。
このタイプの人への勧奨は電話勧奨の効果は低い
のではないかと考えられます。

④25年度まで未受診は、特定健診の受診率を比較す
ると電話勧奨を実施したグループ（17.7％）は実
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施しないグループ（11.8％）よりも高く、実施し
ないグループを１とすると1.5倍で他のグループ
と比較すると受診率は低いが、このグループへの
電話による勧奨の効果は高いと考えられます。

結論 ①

• 特定健診受診状況を４種類のタイプ及び
全体で比較すると、電話勧奨を実施した
グループは実施しないグループよりも受
診状況が高く、いずれもχ二乗検定の結
果５％（１％）で有意差が認められる。

• このことから、電話勧奨は有効であると
いえる。

結論 ②
• 対象のタイプにより、電話勧奨に対する反応が異なる。

①26年度新規対象者は、電話勧奨の際には「受診する」

と回答する割合が低いが、電話勧奨をしたグループの

受診率は37.9％と高い傾向にある。

初めて健診を受けた人へ、健診の受ける意義や健康に

関する意識を啓発することは効果的である。

②継続受診者の増加を図るには、前年度初めて受診した者

に受診勧奨をすることは、効果的である。

③「受診する」と回答したにも関わらず未受診であっ

たグループは、電話勧奨時の対応は非常に前向きで

あるのにもかかわらず、実際には２６年度の受診率

は低い。

結論 ③

対象者のタイプを分類・分析するこ
とにより、効果的な受診勧奨を実施す
ることができる。

10月17日(土)、18日(日)は「川越まつり」です
ぜひ、お越しください




