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概要

事業目的

低栄養防止等フレイル対策通知事業は、健康診査データ・電子レセプトデータを分析し、
「低栄養関連疾患」の治療を中断している方に医療機関への受診勧奨通知を送付し、医療
機関への受診勧奨を行うとともに、電話でも栄養指導、医療機関への受診勧奨を行い、か
かりつけ医と連携しながら、健康寿命の延伸・QOLの向上・長期的観点での医療・介護費
の削減を目指すものです。
効果測定では、東大和市国民健康保険における電子レセプトデータを使用し、令和3年

度低栄養防止等フレイル対策通知を行った方の通知前後で医療費等の比較を行いました。

分析対象範囲

通知前期間 ：入院(DPC含む)、入院外、調剤の電子レセプト
対象診療年月は、令和2年4月～令和3年3月診療分(12カ月分)

効果測定期間：入院(DPC含む)、入院外、調剤の電子レセプト
対象診療年月は、令和4年3月～4月診療分(2カ月分)

資格確認日：令和4年4月30日
年齢基準日：令和4年3月31日

低栄養関連疾病一覧

低栄養関連疾病 ICD10 備考

栄養失調 E40-E46 栄養失調（症）

その他の栄養欠乏症 E50-E64 その他の栄養欠乏症

栄養性貧血 D50-D53 栄養性貧血

骨粗鬆症

M80 
骨粗しょう＜鬆＞症＜オステオポロー
シス＞，病的骨折を伴うもの

M81 
骨粗しょう＜鬆＞症＜オステオポロー
シス＞，病的骨折を伴わないもの

骨折

S02 頭蓋骨及び顔面骨の骨折

以下の疾病は分類が異なる事
と過去骨折した病名や疲労に
よる骨折なので含めていない。
・骨折変形治癒
・陳旧性骨折
・骨折後遺症
・骨折の遷延癒合
・疲労骨折等

S12 頚部の骨折

S22 肋骨，胸骨及び胸椎骨折

S32 腰椎及び骨盤の骨折

S42 肩及び上腕の骨折

S52 前腕の骨折

S62 手首及び手の骨折

S72 大腿骨骨折

S82 下腿の骨折，足首を含む

S92 足の骨折，足首を除く

T02 多部位の骨折

T08 脊椎骨折，部位不明

T10 上肢の骨折，部位不明

T14.2 部位不明の骨折
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分析結果

通知書送付者の性別・年齢階層別人数

性別・年齢階層別通知書送付者数

※令和4年4月30日時点で資格を喪失されている方は計上対象外としました。
※令和4年3月31日時点年齢で人数の振り分けを行っています。

効果測定期間（令和4年3月～4月）における低栄養関連疾病の受診状況を以下に示します。

通知書送付者に対する医療機関受診有無人数

※令和4年4月30日時点で資格を喪失されている方は計上対象外としています。

通知書送付者に対する医療機関受診ありの者の内訳

※令和4年4月30日時点で資格を喪失されている方は計上対象外としました。
※令和3年3月31日時点年齢で人数の振り分けを行っています。
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年齢階層 男性(人) 女性(人) 合計(人)

60～64歳 5 7 12

65～69歳 1 27 28

70歳以上 11 35 46

合計 17 69 86

受診有無 人数(人) 割合(%)

受診あり 16 18.6%

受診なし 70 81.4%

年齢階層
男性 女性 合計

人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%)
60～64歳 1 20.0% 1 14.3% 2 16.7%
65～69歳 0 0.0% 4 14.8% 4 14.3%
70歳以上 1 9.1% 9 25.7% 10 21.7%
合計 2 11.8% 14 20.3% 16 18.6%

低栄養関連疾病の受診状況



分析結果

通知書送付者のうち低栄養関連疾病の指導実施者数
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性別・年齢階層別指導実施者数

※令和4年4月30日時点で資格を喪失されている方は計上対象外としました。
※令和3年3月31日時点年齢で人数の振り分けを行っています。

指導実施者のうち低栄養関連疾病の受診状況

効果測定期間（令和4年3月～4月）における低栄養関連疾病の受診状況を以下に示します。

指導実施者に対する医療機関受診有無人数

受診有無 人数(人) 割合(%)

受診あり 1 25.0%

受診なし 3 75.0%

※令和4年4月30日時点で資格を喪失されている方は計上対象外としています。

指導実施者に対する医療機関受診ありの者の内訳

※令和4年4月30日時点で資格を喪失されている方は計上対象外としました。
※令和4年3月31日時点年齢で人数の振り分けを行っています。

年齢階層
男性 女性 合計

人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%)
70歳以上 0 0.0% 1 100% 1 100%
合計 0 0.0% 1 33.3% 1 25.0%

通知送付者数

８６

受診なし

７０

受診あり

１６

１３

栄養指導実施者

年齢階層 男性(人) 女性(人) 合計(人)

60～64歳 1 1 2

65～69歳 0 1 1

70歳以上 0 1 1

合計 1 3 4



分析結果

医療費比較

通知書送付者に対する低栄養関連疾病の受診有無別医療費比較(全医療費、入院・外来)

※令和4年4月30日時点で資格を喪失されている方は計上対象外としました。
効果測定期間：入院(DPC含む)、入院外、調剤の電子レセプト

対象診療年月は、令和4年3月～4月診療分(2カ月分)
※受診の無かった70人の内、58人については低栄養関連疾病以外の医療費が発生しています。

通知書送付者に対する低栄養関連疾病の受診有無別医療費比較(全医療費、入院)

※令和4年4月30日時点で資格を喪失されている方は計上対象外としました。
効果測定期間：入院(DPC含む)の電子レセプト

対象診療年月は、令和4年3月～4月診療分(2カ月分)

通知書送付者に対する低栄養関連疾病の受診有無別医療費比較(全医療費、外来)

通知書送付者の通知後の医療費を分析しました。
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【内訳】

※令和4年4月30日時点で資格を喪失されている方は計上対象外としました。
効果測定期間：入院外、調剤の電子レセプト

対象診療年月は、令和4年3月～4月診療分(2カ月分)

受診有無 患者数(人) 医療費(円)
患者一人当たり
医療費(円)

受診あり 16 763,950 47,747 

受診なし 58 4,298,330 74,109 

受診有無 患者数(人) 医療費(円)
患者一人当たり
医療費(円)

受診あり 0 0 0 

受診なし 1 203,100 203,100

受診有無 患者数(人) 医療費(円)
患者一人当たり
医療費(円)

受診あり 16 763,950 47,747 

受診なし 58 4,095,230 70,607 



保健指導の内容

保健指導の実施

低栄養防止等フレイル対策事業において、対象者に対して保健指導の実施をします。
指導実施は指導会社DPPヘルスパートナーズが行い、電話1回の指導を実施しました。
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保健指導までの流れ

参加勧奨は下記の流れで実施しました。案内文書の作成から申込者の取りまとめまです

べて委託会社・指導会社にて行いました。

案内文書の送付 電話での参加勧奨
保健指導

（電話指導１回）

1 2 3

案内文書 外面



保健指導の内容
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案内文書 内面



保健指導の内容
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参加者（70代女性）への指導内容(例)

【経過】
たんぱく質は十分に摂れているか、骨粗鬆症予防に必要な栄養素は何か、骨折による痛みを
とる方法について質問があり、プログラムに参加している。
骨粗鬆症のため骨粗鬆症治療薬を内服していたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響か
ら約2年受診を控え、内服を自己中断している。
骨粗鬆症以外の既往歴や内服薬はない。
2度の脆弱性骨折の既往があり、背部痛に対し湿布で対応しているが、疼痛が持続しており、
ペインクリニックの受診を検討している。
背部の筋力低下を自覚しており、最近は下腹部～左大腿部にかけて痺れを感じるとのこと。
現在独居で、旅行が趣味だがコロナ禍となり、外出の機会が減っている。
歩行速度の低下を自覚し、易疲労感、倦怠感が持続しており、仕事にも影響が出ているとの
こと。体重は「痩せすぎ」と言われているが、コロナ禍にて2kg増量した。現在は週4～5日、
仕事(詳細不明)のため、往復40分の自転車通勤をし、仕事中も身体を動かす機会がある。ま
た2日おきにラジオ体操を実施している。

【ヒアリングからの食事の意識】
①食事では野菜、たんぱく質の摂取を意識している。
②主菜の目安量について説明すると、「それ以上は食べています」とのこと。
③Ca摂取のため、牛乳や干しシイタケ等を意識的に摂取している。

【指導内容】
・疼痛が持続している中、仕事を継続し、家事をこなしていることを労いつつ、食事につい
て、主菜の目安量について説明し、必要量を摂取していることを確認。
・意識的にCaを摂取していることも確認したうえで、その他骨粗鬆症の進行を予防する方法
について説明。
・運動については、「疲れやすく、これ以上何かをすることは難しい」と話したため、ラジ
オ体操の継続や活動量の維持を称賛し、維持するよう促す。
・疼痛は骨粗鬆症や脆弱性骨折による筋力低下からくるものと推測されるため、運動の効果
と脆弱性骨折について説明。治療の継続、服薬の重要性、運動の継続についての理解を深め、
受診を勧奨。



考察

総評

令和3年度の低栄養防止等フレイル対策通知送付者86名中、 16名（18.6％）の方が医療機関
の受診につながりました。令和2年度の医療機関受診率が21.3％であり、微減でした。
また、指導においては4名に指導を実施しました。そのうち1名（25.0％）が医療機関に受診

しました。
通知後医療機関に「受診あり」と「受診なし」の一人当たり医療費を比べると、特に外来では

「受診なし」の一人当たり医療費が約22,860円高くなりました。
「受診なし」の方は入院患者数1人に対し、「受診あり」の方は入院患者数０人となっており、
差が現れました。

課題

10

令和3年度低栄養防止等フレイル対策通知送付者86名中、4名(4.6%)の方に指導を実施しま
した。令和2年度では5人だった指導実施者数が4人になり微減で、他の事業実績から比べると
指導実施者数が低い結果となりました。
原因は、事業の目的が不明確で、対象者ご自身に身に覚えがないために参加しなかったとい

う事です。
この事で通知パンフレットに事業の目的を明確化する事が必要になります。
また、対象者の殆どが骨粗鬆症、骨折の患者でありました。この事から、骨粗鬆症の中断者

や、椎体、大腿骨骨折等骨粗鬆症に起因する骨折の治療中断者に絞る事で事業の目的を絞るこ
とができ、対象者にも把握しやすい事業となることが想定されます。
呉市では平成29年度から骨粗鬆症治療中断者への受診勧奨、電話・訪問指導事業を実施して

います。平成29年度骨粗鬆症治療中断者受診勧奨事業の事業評価結果としては、国保、後期の
68名に受診勧奨を実施し、医療機関の受診者数は24名（35.3％）でした。その後、受診勧奨
後の骨折の有無を確認した結果、受診再開なしのグループは13.6％、受診再開ありのグループ
は4.2％となり、9.4%の差が出ました。
なお、健康推進課の事業である骨粗しょう症検診(対象:40,45,50,55,60,65,70歳の女性)と

は、申込期間(9月中旬～10月上旬)の重複等無いよう留意・調整する必要があります。





東大和市


