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2013.10.07：平成 25年決算特別委員会 

◯尾花委員 公明党福岡市議団を代表して、保健事業の効果的な推進について質問する。保

健事業には多くの種類があるが、福岡市健康づくりチャレンジ事業、レセプトデータの有効

活用による医療費の適正化の２項目に絞って質問する。決算なので、効果的というキーワー

ドで尋ねていきたい。まず、福岡市健康づくりチャレンジ事業について、７年後の 2020年、

東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定したが、そのころ、本市も高齢化が進展し、

人口の約４分の１を 65 歳以上の高齢者が占め、全世帯の半数以上が単身世帯という時代を

迎える。22 年度の福岡市高齢者実態調査によると、本市の高齢者の心配事や悩みの第１位

は自分の健康状態で 50.1％、第２位は家族の健康状態で 30.3％と、健康に関することが上

位を占めている。また、本市が 20～60歳代の市民を対象に行った調査では、健康づくりへ

の意欲は高いが、実際の行動には結びついていないという結果が出ている。そこで、近い将

来の高齢化を見つめ、この福岡から健康づくりムーブを巻き起こしていきたい、健康寿命を

延伸する好循環システムをつくっていきたいとの思いから質問していく。まず、本市の医療

費の現状について、22～24 年度の決算における医療費の推移及び傾向、総額、１人当たり

医療費、政令市平均、比較順位を尋ねる。 

  

△保健福祉局長 過去３年間の福岡市国民健康保険医療費については、総医療費が、22 年

度約 1,073億円、23年度約 1,107億円、24年度約 1,120億円、１人当たり医療費が、22年

度 29万 7,441円、23年度 30万 3,628円、24年度 30万 6,738円となっており、医療の高度

化や高齢化の進展に伴い年々増加している。また、23 年度の１人当たり医療費の政令市平

均は 31万 3,655円となっており、本市は 20政令市中、高いほうから 11番目となっている。 

  

◯尾花委員 本市の介護費の現状について、同様に尋ねる。 

  

△保健福祉局長 介護保険費については、総介護給付費が、22年度約 657億円、23年度約

689 億円、24 年度約 745 億円、１人当たり介護給付費が、22 年度 26 万 4,827 円、23 年度

26万 7,303円、24年度 27万 5,570円となっており、高齢化の進展に伴い年々増加している。

また、23年度の１人当たり介護給付費の政令市平均は 25万 9,776円となっており、本市は

20政令市中、高いほうから９番目となっている。 

  

◯尾花委員 本市の厳しい財政状況と増加する社会保障費の状況について、一般会計からの

医療、介護保険の操出金、負担金の今後 10年間の見通しを尋ねる。 

  

△保健福祉局長 国民健康保険特別会計や介護保険特別会計への操出金及び後期高齢者医

療負担金への一般会計からの支出は、平成 24年５月時点の試算によると、24年度は 364億

円だが、34年度には 486億円と、今後 10年間で３割以上増加すると見込んでいる。 

  



2 

 

◯尾花委員 医療費や介護給付費の伸びを鈍化させるためには、運動、食事、睡眠など、日

ごろの健康づくりによる早い段階からの生活習慣病の予防がとても大切になるが、生活習慣

病関連の医療費の状況を尋ねる。 

  

△保健福祉局長 平成 24年５月の診療データに基づく福岡市国民健康保険の医療費分析の

結果によると、がんや高血圧性疾患、虚血性心疾患、糖尿病などの生活習慣病関連が、レセ

プト件数で約 27％、医療費で約 43％を占めている。 

  

◯尾花委員 健康診断の受診やスポーツ活動への参加などでポイントをためると特典を利

用することができる健康マイレージという取り組みが全国的に注目されている。市民の健診

受診率を上げ、健康づくりに励むことで、医療費や介護費の抑制につながるほか、地域コミ

ュニティや地域経済の活性化など、まちづくりや人づくりに波及することが期待できるユニ

ークな施策である。先進事例として、北九州市の健康マイレージ事業を視察調査してきた。

北九州市は国勢調査の行われた平成 22年で、総人口に占める 65歳以上の人口の割合である

高齢化率は 25.1％と政令市の中で最も高く、人口の約４人に１人が高齢者という状況で、

７年後の本市の状況と酷似しており、今後もさらなる高齢化の進行が確実視されている。平

成 21年に政令市で初めて健康マイレージ事業を導入し、40歳以上の市民が、北九州市が認

めた運動教室や健康関連のイベントに参加したり健康診断を受診したりすると、景品と交換

できるポイントシステムを実施している。25 年度からはより充実を図るため、町内会ごと

にネットワークを持つ北九州市社会福祉協議会に事業を全面委託して、マイレージの対象と

なるイベント数を倍以上にふやす取り組みを行っている。事業効果として、23 年度執行分

に係る北九州市の行政評価では、成果の状況、活動の状況ともに順調とされ、参加者数も前

年度の 1.3倍になっている。本市でも 23年度から福岡市健康づくりチャレンジ事業という

同様の事業を実施しているが、事業概要、予算額、決算額、執行率の推移を尋ねる。 

  

△保健福祉局長 23年度から実施している健康づくりチャレンジ事業においては、10月の

福岡市健康づくり月間に行うシンク・ヘルス・プロジェクトやインターネット上での健康づ

くり情報の発信、企業等への出前講座を実施している。予算額は、23 年度 1,059 万 3,000

円、24年度 1,027万 7,000円、決算額は、23年度 863万 1,000円、24年度 1,016万 1,000

円、執行率は、23年度 81.5％、24年度 98.9％となっている。なお、北九州市の健康マイレ

ージ事業と同様の事業としては、シンク・ヘルス・プロジェクトの一環として、健康づくり

イベントへの参加や健診受診などの活動を行った人に抽選で商品が当たる健康チャレンジ

キャンペーンを実施している。 

  

◯尾花委員 ポイントの対象となっている健康づくりの事業、イベント数、参加者数の推移

を尋ねる。特に参加者に景品が抽選で当たる健康チャレンジキャンペーンのうち、各種健診

を受けて応募するさわやか健康コースの応募状況を尋ねる。 
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△保健福祉局長 健康づくり活動への参加者にインセンティブを与える健康チャレンジキ

ャンペーンの対象となる事業、イベント数と参加者数は、23 年度は 33 事業で 298 人、24

年度は 37事業で 2,475人となっている。また、24年度に実施したさわやか健康コースの応

募件数は 186件である。 

  

◯尾花委員 北九州市の制度の特色は、各種健診を１つ以上受診することを必須要件とし、

ポイントは景品と必ず交換できることである。その結果、応募者数は、21 年度は 4,590 人

であったものが、24年度は１万 5,544人、本市の 186人の 83.5倍となり、また、ポイント

の対象となる健康づくりの事業、イベントについては、道路、河川の草刈りや清掃活動、公

民館の花壇づくりなどの身近なものも対象とし、21 年度は 1,089 事業であったものが、24

年度は 3,916事業、本市の 37事業の 105.8倍と急伸しており、その結果が健診の受診率の

伸びにも反映され、政令市順位は、20年度は 22.0％で 12位であったものが、受診率が上が

るとともに順位も上昇し、23 年度は 31.1％で５位、20 年度から 23 年度の受診率の伸びは

9.1％と、政令市の中で１位となっている。そこで、本市の特定健診の受診状況の推移及び

最新の政令市順位を尋ねる。 

  

△保健福祉局長 本市の特定健診の受診率は、22年度 18.8％、23年度 19.5％、24年度は、

暫定値であるが、21.6％となっている。また、最新の政令市順位は、23年度で全体の 18位

となっている。 

  

◯尾花委員 特定健診継続受診の状況について、本市の継続受診者の割合、リピーター率は、

県、北九州市と比較してどのような状況か。 

  

△保健福祉局長 特定健診の 22 年度から 23 年度の継続受診率は、本市 54.6％に対し、県

内市町村国保平均 66.8％、北九州市 68.1％となっており、本市より高い率となっている。 

  

◯尾花委員 特定健診の受診率向上の取り組みの概要及びその決算額の推移を尋ねる。 

  

△保健福祉局長 受診率向上の取り組みについては、年度当初に健診ガイドを全世帯に配付

するとともに、特定健診対象者全員へ問診票を一斉送付し、未受診者については、ダイレク

トメールやコールセンターからの個別勧奨を行っている。また、身近な医療機関での個別健

診や保健所、ショッピングモールでの集団健診に加え、25 年度に開設した健康づくりサポ

ートセンターで、土日祝日、平日夜間にも総合健診を実施するなど、受診環境の整備にも力

を入れている。受診率向上の取り組みに関する事業の決算額は、22年度 1,125万円、23年

度 755万 4,000円、24年度 3,501万 4,000円となっている。 

  

◯尾花委員 かなりの費用をかけて受診率向上のための広報啓発活動、受診環境の整備など、

さまざまな取り組みを行ってきたことはわかるが、本市は新規受診者及び不定期受診者の割
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合が高いと言われており、受診率向上と継続受診に、より直結するインセンティブが必要で

あることがわかる。また、福岡市健康づくりチャレンジ事業は、介護保険事業特別会計、地

域支援事業、介護予防事業の一つとしても位置づけられているが、介護予防事業の全体的な

課題として、教室や講座の参加者数が少ないことが上げられるとのことである。そこで、福

岡市健康づくりチャレンジ事業の景品交換も、北九州市のように各種健診を１つ以上受診す

ることを必須要件とすること、景品も、抽選ではなく、必ず交換できるようにすること、ポ

イントの対象となる健康づくりイベントの事業の開催も、月間集中的な短期間のものではな

く、できるだけ期間を長期にして、年間を通じて取り組めるものにすること、小学校区ごと

にネットワークを持つ市社会福祉協議会に事業を委託するなどにより、地域密着型のポイン

トの対象となる事業、イベント数をふやす取り組みを行い、確実に健診を受け、実際に健康

づくりを行う市民の数をふやす実効的な取り組みを行うことを提案するが、所見を伺う。 

  

△保健福祉局長 25 年度に年間を通じてインセンティブを付与する仕組みとして健康づく

りポイント制度の検討を行っており、提案の趣旨を踏まえ、各種健診を１つ以上受診するこ

とは参加の必須条件としたいと考えている。今後、他都市の事例も参考にしながら、さらに

実効性の高い制度にしていきたいと考えている。 

  

◯尾花委員 健康マイレージ事業について、北九州市の視察調査結果を踏まえて尋ねてきた

が、北九州市はどの政令市よりもいち早く高齢化社会に突入し、高齢化施策のモデル先進都

市となる責任の自覚が担当職員の説明、真剣な姿に満ちあふれていた。健康マイレージ事業

については、19 年度から静岡県袋井市を初めとして多くの自治体で導入され、地域に応じ

てさまざまな特色のある事業が展開されている。本市もしっかりと実効性のある創意工夫に

努められたい。近い将来の高齢化を見据え、この福岡から健康づくりブームを巻き起こして

いきたいと言ったが、その切り札の一つが福岡市健康づくりチャレンジ事業だと確信してい

る。福岡市健康づくりチャレンジ事業拡充への市長の所見を伺う。 

  

△市長 本市においても、高齢化が進む中で、これからも活力あるまちであり続けるために

は、全ての市民の健康が極めて重要である。健康づくりは一人一人の主体的な取り組みが基

本となるが、継続的に取り組んでいくためには、誰もが身近なところで楽しみながら取り組

める環境が必要であると考える。健康づくりにインセンティブを与える取り組みは重要だと

考えており、本市においても、市民が参加しやすい制度となるように検討していく。 

  

◯尾花委員 次に、レセプトデータの有効活用による医療費の適正化について、厚生労働省

は９月 10 日に、2012 年度に全国の医療機関に支払われた医療費が過去最高の 38.4 兆円で

あったと発表した。団塊の世代が 75歳となる 2025年度には約 54兆円に達する見込みで、

医療水準を維持するとともに、財政の改善が課題となっている。こうした中、レセプトデー

タの有効活用によって医療費適正化に成功している広島県呉市に視察調査に行った。人口約

24万人という広島県で第３位の人口規模で、65歳以上の人口比率が約 31％に上り、同規模
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人口の都市では高齢化率が全国第１位である。かつて東洋最大の軍港都市としても知られた

まちで、病院等の医療施設が多くあるのも特徴の一つである。当然、医療費も増加し、2008

年には１人当たりの年間医療費は約 39万円で、全国平均よりも４割も高くなっていた。こ

のままでは自治体の経営が成り立たず、財政再建団体になってしまうと危機感を募らせ、医

療費適正化に本格的に取り組み始め、国民健康保険加入者のレセプトのデータベース化に着

手した。患者が処方された医薬品や診療内容を把握し、独自に分析を加え、医療費削減に効

果があるとされる患者を対象に、継続服用している先発医薬品を安価な後発医薬品に切りか

えた場合の負担減額を通知した。現在では、100以上の自治体が同事業を取り入れているが、

呉市はこの事業を自治体として最初に取り組んだことでも有名である。24 年度決算ベース

では、隔月 3,000人に通知を送付し、年間で 1,200万円の費用をかけ、医療費の削減額は１

億 3,470万円で、平成 25年３月末時点で対象者の約８割がジェネリック医薬品に切りかえ

ている。通知を開始した平成 20年７月から平成 25年３月までの医療費の削減額の累計は、

５億円を超えている。本市の医療費差額通知によるジェネリック医薬品への切りかえ施策の

実施状況、切りかえ率及び医療費削減効果を尋ねる。 

  

△保健福祉局長 本市では、国民健康保険加入者に対し、平成 23年 11月からジェネリック

医薬品に切りかえた場合の削減効果が高い 5,000 人を対象に毎月ジェネリック医薬品の差

額通知を送付している。24年度末時点でのジェネリック医薬品への切りかえ率は 61.8％、

24年度中の削減額は約 8,700万円となっている。 

  

◯尾花委員 呉市の切りかえ率は 80％である。呉市の差額通知には削減額が記載されてい

るが、本市では削減率が記載されている。削減効果の表示は、削減率よりも削減額のほうが

インパクトはあると思うが、本市が削減率にしている理由を尋ねる。 

  

△保健福祉局長 削減効果の表示については、金額表示の場合、使用するジェネリック医薬

品によっては必ずしも表示した削減額にならない場合もあり、被保険者に誤解を招くおそれ

があることなどから、県の統一様式でもある割合で表示しているものである。 

  

◯尾花委員 呉市の削減額の表示は、先発医薬品に対する数種類あるジェネリック医薬品の

うち薬価の差が最も小さいものを表示しており、それ以上の削減額となるため、被保険者の

誤解を招くような懸念は払拭されているとのことである。やはりインパクトの強い削減額の

表示に切りかえてはどうか。 

  

△保健福祉局長 ジェネリック医薬品については、市医師会や市薬剤師会などの関係団体と

協力しながら普及促進に努めており、差額通知についても、表示のあり方を含めより効果的

なものとなるよう、関係団体とも協議しながら検討していきたいと考えている。 
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◯尾花委員 呉市におけるレセプトの活用は、ジェネリック医薬品の利用促進だけでなく、

保健師や看護師による訪問指導により、医療機関での過度の受診を抑制することにも効果を

発揮している。月 15 回以上受診している、同じ病気で月に３つ以上の医療機関で受診して

いる、併用禁止の薬を服用している可能性があるなどに該当する市民を訪問指導の対象とし

ている。訪問指導の成果は顕著にあらわれ、23 年度では、重複受診者の場合、１人当たり

の診療費削減額は最大で 61万円、月 15回以上の通院患者全体では年間 2,294万円の診療費

の削減ができたとのことである。担当者によると、同じ病気で複数の病院を重複して受診す

る患者に共通していることは、相談相手がいない、病院の先生に聞かないと不安などの心理

があり、訪問指導により、健康状態や医療機関とのかかわり方について話し合うことで、患

者の不安感が解消されて、必要以上の通院をやめるケースが多いとのことである。また、訪

問指導では、併用禁止となっている薬のチェックを行い、患者の安全を守るように努めてい

るとのことである。本市では保健師や看護師による重複、頻回受診者指導や薬剤併用禁忌対

象者への訪問指導を実施しているのか。 

  

△保健福祉局長 重複、頻回受診者指導や薬剤併用禁忌対象者への訪問指導については、現

在実施していないが、重要な取り組みの一つと考えており、費用対効果も踏まえながら実施

に向け検討していく。 

  

◯尾花委員 患者の命を守る大事な訪問指導である。実施に向け、しっかり検討されたい。

さらに、呉市は治療費が高額になる糖尿病性腎症の重症化を予防する事業にも力を入れてい

る。これは広島大学や地元医師会と連携した取り組みで、レセプトのデータから糖尿病など

の患者を抽出し、対象者に独自の予防プログラムへの参加を促すものである。予防プログラ

ムの期間は６カ月間で、専門の看護師による面談、電話指導を受け、プログラム終了後は６

カ月ごとに電話で継続的にアドバイスを受けるため、参加者は食事や運動面の改善が見られ、

実際に、新規の人工透析者が減少傾向にあり、重症化予防につながっているとのことである。

そこで、本市のレセプトデータの活用状況について、医療費適正化に向けて、差額通知など

も含め、どのような施策を行ってきたのか、24 年度決算における事業ごとの経費と人員体

制、医療費削減効果を尋ねる。 

  

△保健福祉局長 医療費適正化に向けた取り組みとしては、まず、レセプト点検を行ってお

り、これは単月点検、縦覧点検、突合点検の三つの点検を７人の嘱託員と外部委託により実

施し、24 年度の事業費は 6,359 万 6,000 円である。次に、ジェネリック医薬品の差額通知

を外部委託により行っており、事業費は 673 万 4,000 円である。これらの取り組みによる

24 年度の削減効果額は、レセプト点検で約７億 7,000 万円、ジェネリック医薬品の差額通

知で約 8,700万円となっている。このほか、医療費や健康への関心を高めることによって医

療費の削減を図ることを目的に、医療費通知及び健康増進に向けた市民への広報啓発を外部

委託により行っており、事業費は 6,153万 4,000円である。 
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◯尾花委員 レセプトの点検業務について、内容点検には単月点検、縦覧点検、突合点検が

あるが、それぞれの点検の定義と、単月点検と突合点検は業者委託を行い全医療機関からの

全てのレセプトを点検対象としているのに対し、縦覧点検は 1,606 ある医療機関のうち 44

医療機関からのレセプトのみを点検対象としている理由を尋ねる。 

  

△保健福祉局長 レセプト点検については、全てのレセプトを１カ月単位で点検する単月点

検、１人のレセプトを複数月にわたり連月で点検する縦覧点検、全ての調剤レセプトと医科

レセプトを突き合わせる突合点検の３種類の点検を行っている。このうち縦覧点検では、疑

義あるレセプトの抽出に際し、診療内容に関する専門的知識が必要なことから、レセプト点

検専門嘱託員による点検を行っているところである。このため、大学病院など複数の診療科

を有しレセプト件数が多い大規模医療機関や、過去の縦覧点検等において疑義レセプトが多

かった医療機関など、44医療機関を重点点検医療機関として実施しているものである。 

  

◯尾花委員 縦覧点検の対象医療機関を拡大すると、さらに医療費削減効果が高まると思う

が、所見を伺う。 

  

△保健福祉局長 縦覧点検については、点検効果が高い大規模医療機関等を中心に実施して

いるが、今後とも費用対効果を踏まえながら、点検体制や効率的かつ効果的な点検手法につ

いて検討していく。 

  

◯尾花委員 本市のレセプトデータシステムは、システマチックに自動的に結論などへ導く

ような高度な機能を持っていないので、縦覧点検は人海戦術で行っているとのことである。

システマチックな機能を付加し、呉市と同じようなジェネリック医薬品差額通知、重複、頻

回受診者指導、薬剤併用禁忌対象者指導、糖尿病重症化予防、受診勧奨指導といった事業を、

医科と調剤のレセプトと特定健診データ等の関連づけを行い、意識づけ、保健指導、受診勧

奨等を効果的に実施していくべきと思うが、所見を伺う。 

  

△保健福祉局長 レセプト点検の点検効果を高め、医療費の削減を図っていくことや、レセ

プトデータを市民の健康づくりに活用していくことは大変重要なことと考えている。先進的

な他都市の取り組み事例も参考にしながら、効率的かつ効果的な点検手法について検討を進

めるとともに、平成 25年 10月に稼働する医療介護特定健診のデータを統合した国保データ

ベースシステムから得られる、より詳細なデータを糖尿病重症化予防や保健指導などにも活

用し、市民の健康づくりとさらなる医療費の適正化に努めていく。 

  

◯尾花委員 糖尿病の重症化予防について、日ごろの運動などの健康づくりなどによる生活

習慣病の予防も大切だが、既に生活習慣病発症者への重症化防止の取り組みも重要である。

特に新規透析導入患者数を見ると、原因疾病に糖尿病を含む者は増加傾向にあり、約 45％

を占めている。本市において、糖尿病の重症化予防の取り組みの中心を担っていた福岡市健
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康づくりサポートセンターの事業概要とこれまでサポートを行った対象者数、その中に糖尿

病性腎症患者が含まれているのかを尋ねる。 

  

△保健福祉局長 健康づくりサポートセンターでの糖尿病の重症化予防は、食事や運動面か

らの保健指導を継続的に行うもので、健康づくりサポートセンターとかかりつけ医が連携し

て、支援対象者の重症化を予防するものである。25年度の糖尿病教室への参加者は 52人で、

そのうちかかりつけ医と連携して支援している対象者は６人である。なお、この６人には糖

尿病性腎症患者は含まれていない。 

  

◯尾花委員 25年度の重点事業にしては、糖尿病教室参加者 52人、そのうち支援対象者６

人は少ないようだが、その理由をどのように分析しているのか。 

  

△保健福祉局長 健康づくりサポートセンターは、市民の健康づくりや生活習慣病予防を積

極的にサポートするため、平成 25年４月に従来の健康づくりセンターを機能再構築したも

のである。糖尿病の重症化予防については、その一環として新たに始めたものであり、今後、

市民へのさまざまな啓発を行うとともに、医療機関との連携を深め、事業効果を高めていき

たいと考えている。 

  

◯尾花委員 平成 25年６月 14日閣議決定された日本再興戦略によると、予防、健康管理の

推進に関する新たな仕組みづくりとして、特に糖尿病性腎症患者の人工透析導入を防ぐ重症

化予防事業の実施が上げられている。本市においても人工透析に係る医療費は１人当たり年

間約 600万円以上、人工透析患者数は、23年度に約 3,400人で、毎年約 100人ずつ増加し

ていると聞いている。本市における人工透析予備軍と言われる腎不全期の対象者の抽出及び

健康指導への取り組みを尋ねる。 

  

△保健福祉局長 本市では糖尿病性腎症も含めた慢性腎臓病の予防対策を 24年度から行っ

ている。これは特定健診の結果からリスクが高い人を抽出し、診療を受けていない人へ病院

診療を促す保健指導を保健所が実施するもので、24 年度は 127 人を対象に指導を行った。

また、市医師会と連携し、市民への慢性腎臓病に関する普及啓発に取り組んでいる。 

  

◯尾花委員 本市においては、慢性腎臓病の予防の観点から、特定健診のリスクの高い人を

抽出し、診療を受けていない人に病院受診を促す指導にとどまっており、糖尿病性腎症患者

にターゲットを絞り、独自の６カ月間の予防プログラムの提供など、実際に新規の人工透析

者の減少につながる効果の見える重症化予防には至っていない。平成 24年版厚生労働白書

に、糖尿病の重症化防止の先進的な取り組みとして、呉市の事例がある。呉市は 22年度か

らレセプトにより糖尿病患者を階層化し、対象者を抽出してこの事業を実施している。腎不

全期の段階では年間医療費約 50万円が、人工透析に移行すると 500万円以上になるという

ことである。腎不全期の患者 240人のうち、１年後に約１割の 25人が透析に至ってしまう
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可能性があるが、この患者群にターゲットを絞り、かかりつけ医と協力して生活習慣の改善

プログラムによる指導を行うことで、人工透析への移行を防ぐ事業を実施した。その結果、

１年後の透析に移行した患者数がゼロであったという実績がある。透析患者の医療費は年間

500万円、本市は 600万円であるが、透析になると、医療費に加え障がい者としての手当も

かかってしまうことを考えると、糖尿病の重症化を防ぐことで対象者の生活の質を維持し、

医療費の適正化を図るこの指導の効果は非常に高いということがわかると思う。呉市では、

22 年度は 50 人を指導して、３年後の今も透析患者は発生していない。23 年度、24 年度は

顕性腎症、腎不全期の患者各 70人を指導して、１年後の透析への移行も、顕性腎症から腎

不全期への移行もなかったとのことである。また、この事業を進めるに当たり、呉市では当

初医師会の協力を得るのが大変であったとのことだが、この生活習慣の改善プログラムによ

る指導終了後に、協力した医師、看護師にアンケートを実施したところ、当プログラムによ

る指導に対し、９割以上の医師や看護師が、貢献度が高い、非常によい取り組みであると高

い評価をしているということである。糖尿病の重症化予防から少し離れるが、呉市ではジェ

ネリック医薬品使用実績リスト、医薬品名と数量、薬価、差額等がわかるリストの通知や、

薬剤併用禁忌、回避一覧、薬品名、薬の作用、コメント等の一覧の情報提供を医師会に行い、

行政と医師会の信頼関係の構築が徹底されていた。医療機関からの評価、患者からの評価も、

大変よかった、よかったが 83％とのことであり、非常に効果が上がっているということで

ある。この生活習慣の改善プログラムによる指導を始めた 22年度までは、毎年新規の透析

患者が 25～26人発生していたが、23年度には新規の透析患者が６人減、24年度には４人減

と、指導の効果が如実にあらわれていることがわかる。糖尿病性腎症患者の人工透析への移

行を防ぐため、一歩手前の階層にターゲットを絞り、対象者の生活の質を維持し、医療費の

適正化を図る呉市の取り組みは患者の負担軽減、医療費の削減という観点から、保健事業と

して大変効果的で、本市もぜひ取り組むべきだと思うが、所見を伺う。 

  

△保健福祉局長 人工透析新規導入者を減らすため、本市では、その主な原因である糖尿病

及び慢性腎臓病のリスクの高い人へ早い段階からの保健指導を行っているが、今後、他都市

の事例も参考にしながら、医療機関との連携を図り、重症化予防を進めていく。 

  

◯尾花委員 本市のレセプトの電子化による医療費適正化の取り組みは、医療費のレセプト

点検と医療費通知、ジェネリック医薬品に切りかえた場合の負担軽減の差額通知の範疇にと

どまり、糖尿病重症化予防、受診勧奨指導、重複、頻回受診者や薬剤併用禁忌対象者指導ま

での有効活用には至っていないようである。25 年度以降の事業展開に期待したい。市長か

ら、福岡市健康づくりチャレンジ事業も、各種健診率の向上や健康づくりイベントの参加に

直結するものに拡充するという前向きな答弁があった。患者の負担軽減や医療費の削減のた

めに、レセプトデータの有効活用にもさらに取り組まれたい。保健事業者として、より保健

事業の効果的な推進を徹底されたい。レセプトデータの有効活用等による患者の負担軽減、

保健事業の推進、医療費の節減といった医療費の適正化について尋ねてきたが、社会保障と

財政の持続可能性が求められる中で、本市において健康長寿社会を実現するため、呉市と同
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等の実効的な事業計画を策定し、その公表、事業実施、評価等のＰＤＣＡサイクルによる事

業展開を積極的に進めてもらいたいと思うが、市長の所見を伺う。 

  

△市長 これから超高齢社会を迎えるに当たって、市民ができるだけ長い間、元気で住みな

れた家庭や地域で生活することが大事と考えている。本市では、健康寿命の延伸に向け、平

成 25年６月に健康日本 21福岡市計画を策定した。計画では、生活習慣病の発症予防や健診

による早期発見及び重症化予防、ライフステージに応じた健康づくりなどを基本方針として

数値の指標を掲げている。今後は健康づくりに関するデータを継続的に把握するとともに、

施策の実施状況を定期的に点検、評価をして、より効果的で費用対効果の高い施策を推進し

ていく。 


