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メタボリックシンドローム判定の状況

メタボリックシンドローム予備軍は
比較的若い年齢でも一定数存在している

１．現状・問題点

資料：特定健診等データ管理システムより（第3期さいたま市国民健康保険特定健康診査等実施計画p 19記載）



さいたま市のメタボリックシンドロームの基準

【メタボリックシントロ゙ーム該当】腹囲+1〜3のうち2項目以上に該当
【メタボリックシントロ゙ーム予備群】腹囲+1〜3のうち1項目該当
【メタボリックシントロ゙ーム非該当】それ以外

腹囲が 85 cm以上(男性)・90 cm以上(女性) +

１脂質
中性脂肪 150mg/dl 以上かつ/又は HDL コレステロール 40mg/dl 未満又は薬剤治療中

２血糖
空腹時血糖 110mg/dl 以上かつ/又は HbA1c 6.0%以上又は薬剤治療中

3 血圧
収縮期血圧 130mmHg 以上かつ/又は拡張期血圧 85mmHg 以上又は薬剤治療中
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メタボリックシンドロームリスク因子数と1人当たり医療費
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メタボリックシンドローム該当者、非該当者ともにリスク因子数
が多い方が医療費が高くなる

資料:レセプトデータ、特定健診テー゙タ、特定保健指導データより（第3期さいたま市国民健康保険特定健康診査等実施計画p 12記載）



特定健康診査受診者と未受診者における医療費の比較

医科入院、医科通院ともに特定健康診査未受診者の1人当たりの医療費が
上回っている

資料:KDB(医療費分析(健診有無別))より（第3期さいたま市国民健康保険特定健康診査等実施計画p 10記載）



さいたま市特定健診対象者及び受診者数
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年齢が若くなるにつれて受診者の割合が減少している
資料:特定健診結果総括表(TKAC007)より（第3期さいたま市国民健康保険特定健康診査等実施計画p 15記載）



問題点のまとめ

1.メタボリックシンドローム予備軍は比較的若い年齢でも一定数存在
している

2.メタボリックシンドローム、非メタボリックシンドロームともにリ
スクが多い方が医療費が高くなる

3.医科入院、医科通院ともに特定健康診査未受診者の1人当たり医療費
が上回っている

4.年齢が若くなるにつれて特定健康診査未受診者の割合が多くなる

1、若い人へのアプローチも大事！

2、医療費の削減には特定健診のアプローチ、
リスク因子保有者の削減が必要！



積極的支援

実施場所: お住まいの区の保健センター 費用:無料

対象者:①腹囲が規定以上かつリスク因子2つ以上の40〜60歳

②腹囲が規定以内&BMIが25以上かつリスク因子3以上の40〜60歳

内容

初回面談→継続的支援→最終面談

・専門職スタッフが食事・運動・生活習慣等を共に振り返り、

約3ヶ月間サポート

・運動習慣を身につけるため、スポーツクラブ１ヶ月無料体験も利用可能

特定健康診査後の保健指導

資料:法定報告値より第3期さいたま市国民健康保険特定健康診査等実施計画p 26記載）

全体的に実施率が低く、近年では
さらに低下傾向にある

予備軍・若年層のアプローチが
できない



「はじめの一歩コース」の概要

さいたま市が認定した生活習慣病予防に特化したスポーツクラブで、

対象者に通常よりも低価格で

プログラムを行い、特定健康診査受診も促す

質の良いトレーニングをお得に体験し継続を促すことで、

メタボリックシンドロームを改善し、

生活習慣病の発生そのものを防ぐ！

２．提案概要



対象者

さいたま市の健康診断を受診した全員のうち

腹囲、脂質、血糖、血圧

の4項目中 2項目が「要注意」だった人

→健康診断の結果をスポーツクラブに提出してもらい、

この基準を満たしていることが確認できた人
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対象者

さいたま市の健康診断を受診した全員のうち

腹囲、脂質、血糖、血圧

の4項目中 2項目が「要注意」だった人

→健康診断の結果をスポーツクラブに提出してもらい、

この基準を満たしていることが確認できた人



①ポスターやチラシを見る

・健康診断を受診する場所や、

図書館や公民館などの公共施設に

ポスターを掲示

・広報誌に掲載

・SNSによる拡散



②スポーツクラブで手続きをする

健康診断の結果をスポーツクラブに提出する

3か月間半額ではじめの一歩コースが受けられる！

・3か月間半額の期間を終えたら通常価格に戻り、通常通りにスポーツクラブを
利用できる

・はじめの一歩コース以外のプログラムを利用したい場合は追加料金が必要

効果がでることでより継続してもらうことに繋がる



スポーツクラブの認定基準

以下の内容を提供できるスポーツクラブを認定する

1週間のプログラムの中に、厚生労働省で推奨されている

有酸素運動を2時間30分以上

筋力トレーニングを8回×2セット以上取り入れている

心理教育、食事指導などの生活習慣病予防教室の参加促進

特定健診の受診促進

有酸素運動

…水中歩行、体操、

トレッドミル 、エルゴメーター

筋力トレーニング
…ダンベルスクワット、プランク、

レッグプレス、ヒップリフトなど



生活習慣病予防教室 特定健診受診の促進

医師や看護師など、医療の専門家からも
アプローチを受けられるようにする

※40〜74歳に限る

【step up編】
ぷよっとお腹を引き締める！
食事と運動教室

(栄養、運動の講義、運動実技)

高血圧予防教室
(講義、運動実技、体組成測定)

さくらカレッジ 糖尿病予防
(講義、血管年齢測定)

※一部例

既存の教室の活用、声掛け、ポスターの掲示

③コースを受ける

スポーツクラブでの運動プログラム



スポーツクラブへの助成

・スポーツクラブに割引した分を市から還元する

・ホームページ、さいたま市の広報誌などで

認定スポーツクラブを紹介する

スポーツクラブの
宣伝にも繋がる！



効果

・特定健康診査受診者の
増加

・コースに参加すること
でメタボ判定者が減る

・若い世代の人にも
アプローチができる

↓
生活習慣病患者が減少
し、医療費の削減へ

県やさいたま市 スポーツクラブ 利用者

・スポーツクラブ自体の
宣伝が出来る

・新たなコースを設立
することで、対象者の
世代の幅が広がる

↓
入会者の増加が見込める

・継続して通ってもらう
ことに繋がる

・メタボリックシンド
ロームを含む、生活習
慣病の予防または改善
につながる

・対象者間で交流し、生
活習慣改善に対する意
欲を高め合える

・経済的な負担が減る



改善が必要な点

・スポーツクラブの助成によって、さいたま市の経済面での負担が増加する

・生活習慣病予防講座、特定健診の促進が声掛けに留まってしまう

・特に体が元気なうちはコースに対して興味を持ちづらい

→他のプログラムと抱き合わせで参加の促しをするなど、

興味をひきやすい提案が出来たらより良い

・運動が嫌いな人に対してのアプローチが難しい

→生活習慣病予防教室のみ受けられるような制度にする

・対象者個人に参加の促しをすることができない



解決策として考えたこと

対象者個人に参加の促しをすることができない

健康診断の結果から対象者に該当する者に対して

スポーツクラブの場所、説明を記載したパンフレット
を結果と一緒に同封する

→個人に対する促し＋パンフレットを確認書類の代わりにする

ことでプライバシーの保護にもつながる！
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ご清聴ありがとうございました


