
資料 １ 

平成２９年度青梅市特定健康診査等実施状況

１ 特定健診等

(1)  実施場所 一般社団法人青梅市医師会加入の市内４１医療機関

（2） 実施期間 ６月１日から１０月３１日まで

（９月以降加入者は１２月９日まで）

(3) 受診状況【９月末現在４か月分】（   ）内は平成 28年度同時期
区分 受診券発行数 受診者数 受診率

特定健診

27,813 人

△1,279 人

（29,092 人）

7,506 人

△259 人

（7,765 人）

26.98％

0.29Ｐ

（26.69％）

後期高齢者医療健診

15,216 人

929 人

（14,287 人）

5,705 人

282 人

 （5,423 人）

37.49％

△0.46Ｐ

（37.95％）

２ 特定保健指導

(1) 実施委託業者 株式会社 ユーエスキュア

(2) 実施内容等 （別紙パンフレット参照）

指導内容 時間 実施回数 会場

個別面談（1人 40分） ― 37日

健康センター

生体リズムと肥満

90分 

3回

生体リズムと免疫 3回

生体リズムと血圧 3回

生体リズムと睡眠 2回

栄養セミナー 1回

歯科セミナー 2回

血管年齢・体成分測定会（1人 15分程度） ― 3日間

健康セミナー体育館スペシャル編 90分 2回 総合体育館



３ 受診率向上の取り組み

(1) 受診勧奨イベント 

会場 実施日 期間 内容 

市役所１階 

エントランスロビー

7月 3日(月)～14日(金) 10 日間 パネル展示、    

パンフレットの配布 10月2日(月)～13日(金) 9 日間 

(2) 血管年齢・体成分測定会 

内 容 パネル展示、パンフレットの配布、体成分測定、血管年齢測定、

血圧測定、呼気一酸化炭素濃度測定、保健師・管理栄養士による

健康相談 

会 場 健康センター 

日  程 対象者 対象者

数 

申込人数 参加人数 

8月 29日（火） 平成 28年度 

特定健診未受診

者 40歳～64歳

6,792 人

（定員 80人）87人 81 人

8月 30日（水） （定員 80人）86人 76 人

8月 31日（木） （定員 80人）71人 59 人

合 計 － －  （定員 240人）244人 216 人

(3) 受診勧奨はがきの送付

対象者 平成２８年度特定健診未受診者  １２,８３４人 ７月送付
（4) 周知活動（パンフレットの配布等）

シルバー人材センター定期総会、ＪＡ西東京巡回健診、商工会議所定期健

康診断、青梅市消防団、青梅市まとい会、ＴＣＮ（多摩ケーブルネットワ

ーク）、広報・ポスターの掲載・ツイッター、行政メール

４ 講演会

（1）慢性腎臓病（ＣＫＤ）予防講演会

実施日 時間 対象者数 申込人数 参加人数

4月 13日（木） 午後 1時 30分～3時 30分 1,033 人 83 人 73 人

対象者 平成 28 年度の特定健診結果、慢性腎臓病（ＣＫＤ）が疑われる方
（尿たんぱく+、eGFR50未満）1,033人に再検査および講演会通知を  
送付。（ハガキ申込）。

講 師 野本医院 院長 野本正嗣 氏

健康センター 管理栄養士



（2）糖尿病予備群・軽症糖尿病の方のための講演会

実施日 時間 対象者数 申込人数 参加人数

第１回 5月 25日（木） 午後 1時 30分 

～3時 30分 
469 人

46 人 44 人

第２回 6月 15日（木） 28人 26 人

合 計   ― ― 74 人 70 人

対象者 平成 28年度特定健診の結果でＨｂＡ１ｃの値が 6.2％～6.4％で、
平成 29年度 74歳以下の方 469名に講演会通知を送付。電話申込。

講 師 野本医院 院長 野本正嗣 氏

高村内科クリニック トレーナー 小池日登美 氏

健康センター 管理栄養士

（3）健診結果の生かし方講座

実施日 時間 対象者 申込人数 参加人数

第１回 ７月 10日（月） 午後 1時 30分 

～3時 10分 

65 歳以上 23人 21 人

第２回 ７月 27日（木） 64歳以下 6人 5人

第 3回 10月 5日（木）
午前 10時 

～11時 30分 
すべて 13 人 10 人

合 計 － － 42 人 36 人

講師 健康センター 管理栄養士 

周知 広報 6月 1日号、9月 15日号、ポスター 

（4）出前講座 「健診結果の生かし方」 

団体名 実施日 会 場 参加人数

黒沢寿会 8月 5日（土） 黒沢会館 38人

青梅市シルバー人材

センター成木地域班員
8月 26日（土） 成木市民センター 8人

三田連合 清涼会 10月 10日（火） 沢井市民センター 24人

合計 － － 70人

講師 健康センター管理栄養士


