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第１章 保健事業実施計画（データヘルス計画）の概要及び中間評価の趣旨とその結果 

 

１ 計画の概要とその背景 

我が国は世界トップレベルの長寿社会であり、今後さらに高齢者の大幅な増加が見込ま

れる中、いかに健康を維持しながら人生を送るか、つまり、いかに健康寿命を伸ばすかが今

日の課題であるといえる。 

保健事業の実施計画(データヘルス計画)とは、健康・医療情報を活用して PDCA サイク

ルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画であり、

生活習慣病予防及び重症化予防に取り組み、国保加入者の健康保持増進を図ることで、医療

費適正化と健康寿命の延伸（疾病・障害・早世の予防）を目指すものである。 

その中で、人生百年時代を見据え、これまでの国保加入者のみならず、高齢者の健康増進

を図ることが求められている。高齢者は、複数の疾患の罹患に加え、要介護状態に至る前段

階であっても身体的だけでなく、精神的、心理的及び社会的な脆弱性といった多様な課題と

不安を抱えやすい傾向にある。そこで、市民に身近な市町村が、高齢者一人ひとりにきめ細

かに対応するため、高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施を推進する体制整備等を規

定した「保険医療制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正す

る法律」が成立し、これまでの国保保健事業から後期高齢者保健事業への接続を効果的に行

うことで、健康寿命の延伸を目指していくこととなった。 

 

★データヘルス計画とその他法定計画等後の位置づけ（図） 

 

構造図Ａと法定計画等の位置づけ

「健康日本２１」計画 特定健康診査等実施計画
データヘルス計画

（保健事業実施計画）
介護保険事業（支援）計画 医療費適正化計画

法律
健康増進法

　第８条、第９条
　　　　第６条　健康増進事業実施者※

高齢者の医療の確保に関する法律
第１９条

　　　　　国民健康保険法 　　健康保険法他
　　　　　　　第８２条　　　　　　　第１５０条

介護保険法
第１１６条、第１１７条、第１１８条

高齢者の医療の確保に関する法律
第９条

医療法
第３０条

基本的な指針

厚生労働省　健康局
平31年２月改正

国民の健康の増進の総合的な
推進を図るための基本的な方針

厚生労働省　保険局
令和2年3月改正

特定健康診査及び特定保健指導の適切
かつ有効な実施を図るための基本的な指針

厚生労働省　保険局
令和2年3月改正

「国民健康保険法に基づく保健事業の
実施等に関する指針の一部改正」

厚生労働省　老健局
令和2年改正予定

　介護保険事業に係る保険給付の円滑な
実施を確保するための基本的な指針

厚生労働省　保険局
平成28年3月全部改正

医療費適正化に関する施策
について基本指針

厚生労働省　医政局
平成29年3月改正

医療提供体制の確保に関する
基本指針

根拠・期間 　法定　　平成25～34年（第2次） 　法定　平成30～35年（第3期） 　指針　平成30～35年（第2期） 　法定　平成30～32年（第7期） 　法定　平成30～35年（第3期） 　法定　平成30～35年（第7次）

都道府県：義務、市町村：努力義務 医療保険者 医療保険者 市町村：義務、都道府県：義務 都道府県：義務 都道府県：義務

こころの健康

評　　価

その他 保健事業支援・評価委員会（事務局：国保連合会）による計画作成支援 保険者協議会（事務局：国保連合会）を通じて、保険者との連携

※健康増進事業実施者　とは　健康保険法、国民健康保険法、共済組合法、労働安全衛生法、市町村（母子保健法、介護保険法）、学校保健法

医療計画
（地域医療構想含む）

すべて すべて

1号被保険者 65歳以上
2号被保険者 40～64歳 特定疾病※

健診・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮

生活習慣の改善による糖尿病等の生活習慣病の予防対策を
進め、糖尿病等を予防することができれば、通院患者を減らす
ことができ、さらには重症化や合併症の発症を抑え、入院患者
を減らすことができ、この結果、国民の生活の質の維持および
向上を図りながら医療の伸びの抑制を実現することが可能とな
る。

特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化
を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、
生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とするものを、
的確に抽出するために行うものである。

生活習慣病対策をはじめ被保険者の自主的な健康増

進、疾病予防の取組について被保険者の特性を踏まえ

た効果的かつ効率的な保健事業の展開を目指すもの。

被保険者の健康の保持増進により、医療費の適正化及

び保険者の財政基盤強化が図られることは保険者自身

にとっても重要である。

保険者協議会等を活用し効果的に事業を行う。

高確法の高齢者保健事業、介護法の地域支援事業と

一体的に実施するよう努める（Ｒ２追加）

健康寿命の延伸及び健康格差の縮小の実現に向けて、

生活習慣病の発症予防や重症化予防を図るとともに、社

会生活を営むために必要な機能の維持及び向上を目指

し、その結果、社会保障制度が維持可能なものとなるよう、

生活習慣の改善及び社会環境の整備に取り組むことを目

標とする。

メタボリックシンドローム

肥満

糖尿病

糖尿病性腎症

高血圧

脂質異常症

メタボリックシンドローム

肥満

糖尿病

糖尿性病腎症

高血圧 等

対象年齢 ４０歳～７４歳
被保険者全員
特に高齢者の割合が最も高くなる時期に高齢期を迎

える現在の青年期・壮年期世代、小児期からの生活

ライフステージ（乳幼児期、青壮年期、

高齢期）に応じて

対象疾病

基本的な考え方

計画策定者

評 価 ①特定健診受診率

②特定保健指導実施率

③メタボリック該当者・予備群の減少（国の目標）

（特定保健指導代謝者の減少）

⑩適正体重を維持している者の増加（肥満、やせの減少）

⑪適切な量と質の食事をとる者の増加

⑫日常生活における歩数の増加

⑬運動習慣者の割合の増加

⑭成人の喫煙率の減少

⑮生活習慣病のリスクを高める量の飲酒者の割合

虚血性心疾患

脳血管疾患

虚血性心疾患

脳血管疾患

メタボリックシンドローム

肥満

糖尿病

糖尿病性腎症

高血圧

脂質異常症

虚血性心疾患

脳血管疾患

ロコモティブシンドローム

認知症

メンタルヘルス

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少

②合併症（糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数）

③（糖尿病）治療継続者の割合の減少

④血糖コントロール不良者の割合

⑤糖尿病有病者の増加の抑制

※５３項目中 特定健診に関係する項目１５項目

⑥特定健診・特定保健指導の実施率の向上

⑦メタボ該当者・予備群の減少

⑧高血圧の改善

⑨脂質異常症の減少

糖尿病

腎不全

生活習慣病

脳血管疾患

虚血性心疾患・心不全

メタボリックシンドローム

糖尿病

生活習慣病

国民皆保険を堅持し続けていくため、国民

の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、医

療費が過度に増大しないようにしていくととも

に、良質かつ適切な医療を効果的に提供する

体制の確保を図っていく。

医療機能の分化・連携を推進する

ことを通じて、地域において切れ目

のない医療の提供を実現し、良質

かつ適切な医療を効率的に提供す

る体制の確保を図る

糖尿病

心筋梗塞等の心血管疾患

脳卒中

精神疾患

がん

※初老期の認知症、早老症、骨折+骨粗鬆症
パーキンソン病関連疾患、他神経系疾患

高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるように支援することや、要介護状

態または要支援状態となることの予防又は、要介護

状態等の軽減もしくは悪化の防止を理念としている

【住民の健康の保持増進】

①特定健診受診率

②特定保健指導の実施率

③メタボ該当者・予備群の減少

④生活習慣病等の重症化予防の推進

⑤たばこ対策

【医療の効果的な提供の推進】

①後発医薬品の使用促進

②医薬品の適正使用の推進

（重複投与等の是正）

①5疾病・5事業に関する目標

②在宅医療連携体制

（地域の実状に応じて設定）

【作成の手引き】

①中長期目標

医療費の変化、冠動脈疾患・脳梗塞の発症

費用対効果、薬剤投与量の変化

②短期的目標

血圧、血糖値、脂質等検査値の変化

食習慣、運動習慣の変化、受療行動の開始

①生活習慣の状況（特定健診の質問票を参照する）

食生活、日常生活における歩数、アルコール摂取量

喫煙の有無

②健診受診率

③医療費 等

①自立した日常生活支援に関する指標

②要介護状態等になることの予防に関する指標

③要介護状態等の軽減、悪化の防止に関する指標

④介護給付の適正化に関する指標

保険者努力支援制度・事業費連動分

【保険者努力支援制度制度分】を減額し、保険料決定

21
Ｂ

６ 12
20 19

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）

がん

保険者機能強化推進交付金
介護保険保険者努力支援交付金

疾病予防・介護予防

（要介護の原因疾患）

認知症

フレイル

口腔機能、低栄養



２ 中間評価の趣旨 

本市においては、平成 26 年度にデータヘルス計画を策定し、平成 30 年度から 6 年間の

第 2 期データヘルス計画に基づいて、保健事業を展開している。また、特定健康診査等実施

計画も同時期に第 3 期の計画を策定している。 

令和 2 年度は両計画中間年度であり、より効果的かつ効率的に保健事業を展開するため

に、進捗確認および中間評価を行う。 

中間評価では、短期目標・中長期目標の評価を行い、それを基に、目標項目の追加を行う

とともに、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について、後期高齢者広域連合の目標

値を参考に、現状分析を踏まえ、個別保健事業を追加して実施することを盛り込む。 

 また、医療費適正化や健康づくりに取り組む自治体等へのインセンティブ制度として、市

町村国保では保険者努力支援制度が創設され、平成 30年度から本格実施されている。国は、

保険者努力支援制度の評価指標については、毎年の実績や実施状況により発展させるとし

ており、今回の中間評価では、現時点での評価指標を追加し、取り組みの充実を図ることと

する。なお、本報告は第 3 期特定健康診査等実施計画の中間報告を兼ねることとする。 

 

（１）中長期目標・短期目標（アウトプット・アウトカム評価）の進捗状況 

第２期データヘルス計画では、特定健診受診率や特定保健指導実施率の向上をはじめと

して、高血圧・糖尿病・脂質異常症等の医療費の減少、ロコモティブシンドロームの原因疾

患の患者数や医療費の減少を短期目標に、虚血性心疾患・脳血管疾患・慢性腎不全の減少、

関節疾患や骨折・転倒にかかる医療費の減少を中長期目標に掲げ取り組んだ。 

 

●データヘルス計画における中長期的・短期目標の対象疾患に関する実態（脳・心・腎） 

 

 

 

⇒（入院に関するレセ）脳梗塞や脳出血、虚血性心疾患は千人あたり件数が県平均より高

く、脳出血では特に差が大きい。脳出血の原因である高血圧などの患者数が多いと考えられ

保険者 件数 千人あたり件数 総点数 保険者 件数 千人あたり件数 総点数 保険者 件数 千人あたり件数 総点数

那珂川市 70 9.03 4,597,156 那珂川市 54 6.97 3,770,404 那珂川市 54 6.97 5,981,357

福岡県 6,618 8.42 475,165,532 福岡県 3,093 3.93 248,095,279 福岡県 5,473 6.96 442,185,803

全国 157,103 7.71 10,906,554,264 全国 75,625 3.71 5,728,538,091 全国 131,991 6.48 11,071,859,967

脳梗塞 脳出血

入院
脳血管疾患 虚血性心疾患

（狭心症・心筋梗塞）

保険者 件数 千人あたり件数 総点数 保険者 件数 千人あたり件数 総点数 保険者 件数 千人あたり件数 総点数

那珂川市 897 115.71 1,661,563 那珂川市 13 1.68 44,311 那珂川市 559 72.11 1,338,708

福岡県 62,237 79.15 110,161,926 福岡県 2,687 3.42 6,258,233 福岡県 80,970 102.98 172,455,770

全国 1,308,358 64.24 2,477,326,216 全国 71,298 3.50 162,413,867 全国 1,867,548 91.70 4,335,928,509

脳血管疾患 虚血性心疾患
（狭心症・心筋梗塞）脳梗塞 脳出血

外来

保険者 件数 千人あたり件数 総点数（A） 保険者 件数 千人あたり件数 総点数

那珂川市 271 34.96 8,618,230 那珂川市 176 22.70 7,902,590

福岡県 36,719 46.70 1,069,837,979 福岡県 20,351 25.88 951,611,224

全国 1,239,291 60.85 43,158,973,356 全国 886,030 43.50 40,392,076,303

再掲）人工透析
慢性腎不全

（入外合計）



る。 

⇒（外来に関するレセ）脳出血や虚血性心疾患の千人あたり件数は県平均より低く、虚血

性心疾患に関しては上位に入っている。逆に、脳梗塞の件数は県平均を大きく上回っており、

脳梗塞に関しては入院レセ件数、外来レセ件数ともに多い。 

⇒慢性腎不全と人工透析の千人あたり件数は福岡県平均を下回っている。 

 

●新規透析導入患者の推移 

 

⇒新規透析患者数は令和元年度 5 人となっており、そのうち 3 人が糖尿病、糖尿病性腎

症の診断がついている。年次推移では平成 27 年度が 9 人でその後減少傾向、4 人前後で推

移している。 

 

●動脈硬化の視点でみた健診有所見者の割合 

 

 

 

A B C D E F G G/F H H/F

福岡県 1,094,437 1,935 1.77 465 476 459 457 505 482 392 81.3% 247 51.2%

那珂川市 11,256 18 1.60 4 9 3 5 3 5 3 60.0% 3 60.0%

（再掲） （再掲）

糖尿病あり 糖尿病性腎症

被保数

千対

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

30
年度

1
年度

国　保

被保険者

数
（R2.3）

透析
患者数
（R2.3）

新規透析患者数

人数 人数 割合 市町村名 人数 割合 市町村名 人数 割合

那珂川市 6,969 2,759 39.6% 那珂川市 301 10.9% 那珂川市 518 18.8%

福岡県 709,153 242,658 34.2% 福岡県 27,478 11.6% 福岡県 46,924 19.7%

予備群 該当者
市町村

特定健康診査
メタボリックシンドローム

対象者数 受診者数 受診率

市町村名 人数 割合 市町村名 人数 割合 市町村名 人数 割合

那珂川市 718 26.0% 那珂川市 26 0.9% 那珂川市 82 3.0%

福岡県 62,761 26.4% 福岡県 2,481 1.0% 福岡県 7,916 3.3%

メタボリックシンドローム関連因子

BMI25以上
低HDL

(34mg/d以下)
高中性脂肪

(300mg/dl以上)

肥満 脂質

市町村名 HbA1c実施者 人数 割合 市町村名 人数 割合 市町村名 人数 割合

那珂川市 2,668 291 10.9% 那珂川市 153 5.7% 那珂川市 46 30.1%

福岡県 236,413 25,701 10.9% 福岡県 13,253 5.6% 福岡県 4,885 36.9%

メタボリックシンドローム関連因子

6.5%以上
再掲)7.0%以上

未治療

HbA1c(NGSP)

糖尿病



 

 

⇒高中性脂肪、LDLコレステロール、Ⅱ度以上の高血圧、HbA1c7.0以上、県平均より高い。 

 

 

●特定健診受診者と未受診者の比較 

 

 

KDB 帳票 No.23/24/26 厚生労働省様式 5-2/5-3/5-5 R 元年度 

（補足）生活習慣病治療に係る健診受診者数は、KDB においてレセプト連携処理月時点で健診受診歴のある者を集計しており、健診結

果が遅れて連携された場合は集計対象外 

⇒特定健診受診者と特定健診未受診者の生活習慣病治療費の比較では、特定健診受診者

の方が低い。健診を受診する人の方が生活習慣病の管理ができ、重症化する前に医療につな

ぐことができていると考えられる。 

 

 

 

 

 

市町村名 人数 割合 市町村名 人数 割合 市町村名 人数 割合

那珂川市 160 5.8% 那珂川市 30 1.1% 那珂川市 19 63.3%

福岡県 11,585 4.9% 福岡県 1,913 0.8% 福岡県 1,354 70.8%

未治療

メタボリックシンドローム関連因子

Ⅱ度(中等度)以上
(160以上/100以上)

再掲)Ⅲ度(重症)　(180～/110～)

血圧

高血圧

市町村名 人数 割合 市町村名 人数 割合 市町村名 人数 割合

那珂川市 411 14.9% 那珂川市 155 5.6% 那珂川市 144 92.9%

福岡県 31,873 13.4% 福岡県 11,793 5.0% 福岡県 10,800 91.6%

未治療

高LDL

　160mg/dl以上
再掲)180mg/dl以上

LDL

動脈硬化危険因子

E

受診者

F

受診率

D
未受診者 未受診率

人数 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

福岡県 242,152 33.5 49,147 20.3 193,005 79.7 479,817 66.5 294,253 61.3 185,564 38.7

那珂川市 6,993 2,764 39.5 2,764 39.5 611 22.1 2,153 77.9 4,229 60.5 2,652 62.7 1,577 37.3

健診未受診者

J
治療なし

I
治療中

H
治療中

G
治療なし

市町村名

B
健診

対象者

E
健診

受診者

F
特定健診

受診率

健診受診者

円 円 円

福岡県 6,641 37,621 30,980

那珂川市 4,439 38,395 33,956

生活習慣病治療費の比較
健診

受診者
①

健診

未受診者
②

差額
②-①

市町村名



３ 中間評価の結果 

〈データヘルス計画中長期目標の進捗状況〉 

 

〈考察〉 

・糖尿病の医療費が増加、慢性腎不全・人工透析医療費の減少していることについて 

健診異常値放置者受診勧奨事業や重症化予防事業の保健指導により血糖高値の者が医療

機関受診をしていることにより、高血糖を放置するものが減少したことにより腎疾患にか

かる医療費が減少したと考えられる。 

・筋・骨格系医療費の減少 

今年度から骨ソ検診の勧奨を始めているが、医療費への影響はまだ考えられない。上記の

医療費の推移については、40 歳以上 75 歳未満を対象としている。団塊の世代が 75 歳以上

に移行しつつあるため、75 歳未満の国民健康保険被保険者の医療費が減少していることも

考えられる。 

・虚血性心疾患、慢性腎不全の医療費の減少 

 虚血性心疾患、慢性腎不全などの動脈硬化性疾患の主な要因である高血圧、脂質異常症、

糖尿病は、健診異常値放置者受診勧奨事業や重症化予防事業の保健指導により対象者の受

療行動を促している。医療につながったことにより、放置者が減少し、動脈硬化性疾患の医

療費の抑制につながったと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

目標値

初期値 中間評価 中間目標

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ31

虚血性心疾患医療費の減少 87,270,000 78,130,000 90,240,000 66,620,000 減少

脳血管疾患医療費の減少 82,950,000 70,140,000 116,620,000 100,800,000 減少

慢性腎不全医療費の減少 13,989,320 9,540,310 10,470,230 7,198,320 減少
ＫＤＢシ
ステム

人工透析医療費の減少 122,710,000 142,920,000 111,970,000 106,300,000 減少
保健事業評

価・分析シ

ステム

高血圧医療費の減少 180,958,620 160,605,030 144,628,920 135,907,380 減少

糖尿病医療費の減少 161,747,100 162,311,340 158,319,460 173,781,240 減少

脂質異常症医療費の減少 116,241,480 117,886,010 110,879,890 111,023,470 減少

筋・骨格系医療費の減少 310,342,240 338,364,560 306,953,210 300,914,970 減少

保健事業
評価・分
析システ
ム

ＫＤＢシ
ステム

課題を解決するための目標
実績 データ

の把握
方法



〈特定健康診査等実施計画・データヘルス計画短期目標の進捗状況〉 

 

 

〈考察〉 

・特定健診受診率向上事業 

特定健診受診率は増加傾向だが 60％に達していない。 

健診予約が可能となる年度序盤から積極的に電話勧奨を行い健診の予約を行っている。

また、R2 年度から未受診者対策の一部を委託して実施。受診行動につながりやすい対象者

の抽出や対象者のパターン分けを行い、より効果的な受診勧奨を検討し行った。健診の方法

別では個別健診の割合が増加しており、個別健診への受診勧奨も今後の課題となってくる。 

・特定保健指導事業 

受診率上昇による対象者増加に伴い、保健指導対象者が増加。マンパワーの不足によ

り、初回面接が実施できていない者が増加している状況にある。 

また、個別健診の受診者が増加しており、健診後初回面接を実施することが困難な者が多

く、初回面接実施率が低下している原因ともなっている。 

・健診異常値放置者受診勧奨事業と重症化予防事業 

該当項目によっても医療機関受診率に差がある。該当項目ごとのアプローチ方法を検討

するなど、保健指導方法と合わせて検討していきたい。 

・生活習慣改善事業 

喫煙率は、集団健診受診者より個別健診受診者の方が、喫煙率が高い。個別健診受診者は、

健診後の介入が困難な者が多いため、今後医療機関と連携した取り組みや全体への啓発等

を行っていく必要がある。 

 

目標値

初期値 中間評価 中間目標

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ31

特定健診受診率の上昇 30.2%
 34.0% 34.9% 39.6% 39.6%

特定保健指導実施率の上昇 75.7%
 78.7% 66.3% 60.0% 60.0%

特定保健指導対象者減少率の上昇 17.0% 22.7% 18.4% 19.3% 19.3%

特定健診受診率の上昇(上記「特定健診等計画」欄を参照） ― ― ― ― ―

特定保健指導終了率の上昇(上記「特定健診等計画」欄を参照） ― ― ― ― ―

精密検査受診率の上昇
68.7%

75% 74% 67% 上昇

医療機関受診率の上昇 ― 64% 72% 68% 上昇

健診受診者のうち、HbA1c8.0以上の未治療者の割合 ― 0.72% 0.45% 0.48% 減少
特定健診

結果

喫煙者の割合の減少
15.7%

14.7% 14.8% 15.5% 減少
ＫＤＢシ
ステム

骨粗しょう症健診受診率の上昇 ― 4% 4% 3% 上昇

中断者が保健指導後に医療機関へ再受診した割合の増加 ― 13% 28% 19% 増加

関連計画

デ
ー

タ
ヘ
ル
ス
計
画

短
期

特
定
健
診
等
計
画

那珂川市
健康課

那珂川市
健康課

特定健
診・特定
保健指導
法定報告

データ
の把握
方法

課題を解決するための目標
実績

特定健
診・特定
保健指導
法定報告
（国保中
央会）



（２）主な保健事業の評価（ストラクチャー、プロセス評価）と課題 

 保健事業の評価については、全体評価表を用いてストラクチャー・プロセス・アウトプッ

ト・アウトカム評価の視点から行った。 

R1年度実績を踏まえR2年度の取組と課題　　全体評価 別添1

アウトカム アウトプット 要因 ストラクチャー プロセス

・特定健診受診率 ・未受診者への受診勧奨案内等の郵送 うまくいっている点 ・受診勧奨郵送物 委託業者による受診勧奨を継続実施

目標40％ 対象者に対し100％実施

・医療機関で特定健診同党の検査を
受けている者に対する情報提供を依
頼。前年度を上回る数依頼できてい
る。

・電話勧奨方法 継続

・特定健診継続受診率 ・電話勧奨
前年度健診受診者のうち、当年度同
時期の受診がない者に電話勧奨を
行っている。

・配布資料の内容検討
がん検診とセットにする。危機感を
高め、健診受診を促すものを。

目標70％ 対象者に対し100％実施 うまくいっていない点 健診体制の検討
健診の時間・場所・方法の検討を行
う

・電話勧奨新規国保加入者の電話番号
取得

40.50代の健診受診率が低い。 国保部局との連携
健診啓発などを他課にまたがり実施
する。

新規国保加入者のうち、電話番号があ
る者に対し、100％取得

受診者の把握
健診受診者の受診の動機、健診の希
望時間・場所などのニーズ調査を行
う。

・集団健診当日の声掛け
民間との連携

若い女性向けの商品を扱う民間企業
との連携により若年層の受診率向上
を図る。

対象者に対し100％実施

・特定保健指導利用率
・対象者への初回面接実施

うまくいっている点 参加しやすい初回の日程調整 集団健診当日の保健指導の徹底

目標80％
目標80％ ・体重が健診時から減少している者

は34.9％と高値。
継続保健指導の実施方法

・特定保健指導終了率 うまくいっていない点 保健指導方法の検討 メールでの保健指導の検討

目標80％
・委託実施の場合の初回面接拒否率
51.9％、直営の場合20.4％

拒否者への再訪問

・特定保健指導対象者の減少率
・委託実施の場合の初回面接実施率
26.9％、直営の場合82.0％

医療機関への協力体制
医師より保健指導の周知を図っても
らう。

1
・初回実施率は、集団健診受診者で
高く、個別健診受診者で低い。

対象者のデータ分析の実施

・特定保健指導終了後体重増加し、
翌年また特定保健指導の対象になる
者がいる。

特定保健指導実施者の研修の実施
保健指導の質の向上により特定保健
指導対象者の減少を図る。

・新規受診者が増えたことにより、
事業を知らない者が増えている
・受診者の増加により保健指導対象
者が増加し、マンパワーが不足して
いる。

・精密検査受診率 ・結果説明会 うまくいっている点 健診当日の結果説明会予約

目標77.0％
目標21回実施 ・夜間結果説明会40.50代の参加者

が多い
参加しやすい結果説明会の日時
設定

面談実施率85％
うまくいっていない点 説明会の電話予約勧奨

・紹介状の脂質の精密検査受診率が
低い

対象者への情報提供
保健指導時の媒体を工夫することに
より精密検査受診率の向上を図る。

・R1年度の結果より、面談（来所・
結果説明会・訪問）の割合が減少、
郵送の割合が増加。

実施医療機関との連携

アウトソーシング（外部業者の活用）
保健指導委託によりマンパワー不足
の解消を図る。

勧奨対象基準の妥当性の検討 紹介状訪問の基準見直し

医療機関受診率 ・対象者への受診勧奨 うまくいっている点 保健指導方法の検討

目標73％ 目標100％ ・各項目受療率 医療機関の連携

病院で健診を受けた者に、病院から
チラシ配布してもらう。(チラシの内
容は結果説明会や特定保健指導、重
症化予防事業の案内など)

血圧62.1％、脂質66.7％、血糖
69.2％、尿蛋白83.3％、尿酸79.2％

長期的なフォローの仕組みの有
無

血圧の項目で該当している者は、医
療機関の受療につなげることと家庭
血圧の測定を継続させることまで徹
底する。

喫煙者の割合 うまくいかなかった点 啓発内容の検討

14%
喫煙率は、集団健診8.9月だと16%前
後、個別健診を含めると26％台と増
加する。

健診予約者への電話勧奨
がん検診以外の健診のみを予約して
いる対象者に対してがん検診追加の
電話かけを行う。

骨粗鬆症健診受診率
禁煙支援は、「周囲の者が喫煙をす
るので禁煙できない」という者もい
た。

がん検診の啓発方法
広報、案内に同封、子ども館、幼稚
園、アプリでのプッシュ通知、学校

4% 健診実施方法の検討
若年層が受けやすい健診日程の検
討、レディース（若い女性向け）検
診の実施

がん検診受診率
若年層が受けやすい健診日程の検討、
レディース（若い女性向け）検診の実
施

前年度よりも1％以上向上 骨粗しょう症検診の受診勧奨継続

ジェネリック医薬品普及率
受診行動適正化のための保健指導実施
率

R2 年度未実施のため評価不可 対象者の選定基準の明確化に変更
医療費の動向を基に、対象者の選定
基準を考える。

目標83％ 目標100％ 訪問方法の検討

中断者の医療機関再受診割合 健診データやレセプトデータの活用

目標20％ 保健指導資料の検討
薬の効果、重症になった時の医療
費、病態説明用の資料などの検討

課題・目標

評　　価

改善策・検討事項

受診行動適正化指導事業

目 標

重症化予防事業

◆特定健診受診率

：R1年度 39.6％

◆特定保健指導実施率

：R1年度 60％

◆中長期的目標

：虚血性心疾患、脳血管疾患、

慢性腎不全の医療費の減少、関

節疾患や骨折・転倒に係る医療費の

減少

◆短期的目標

：高血圧・糖尿病・脂質異常症の

医療費の減少

特定健診受診率向上事業

特定保健指導事業

健診異常値放置者受診勧奨事業

生活習慣改善事業



第 2 章 新たな課題を踏まえた目標値と個別保健事業の設定 

１ 中間評価を踏まえた新たな目標値の設定 

第 1 章の取組・評価を踏まえ、本市の国民健康保険における健康課題解決に向けて、計画

策定時に設定した目標に加え、新たな目標を設定する。 

平成 30年度より保険者努力支援制度が開始となり、保険者共通の指標として「がん検診

受診率」が加わった。また疾病予防・健康づくりの促進の観点から、令和 3年度より成果指

標が導入され、「健診受診者のうち、HbA1c8.0 以上の未治療者の割合」が追加されたこと

から、これらを短期目標にも追加する。 

その他、特定健診等実施計画に基づき、特定健診受診率、保健指導実施率の向上を目標と

し、脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病性腎症の血管変化における共通リスクとなる高血圧、

糖尿病、脂質異常症の医療費の減少、筋・骨格系医療費に関連する骨粗しょう症検診の受診

率を向上させることを短期的目標とする。 

 

 

〈目標管理一覧(中間評価分まで)〉 

 

目標値

初期値 中間評価 中間目標
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ31

健診受診者のうち、HbA1c8.0以上の未治療者の割合 ― 0.72% 0.45% 0.48% 減少 特定健診結果

がん検診受診率 ― 9.3% 7.4% 7.7%
前年度よりも

1%以上向上
地域保健・健康増進事業

報告

データの把握方法課題を解決するための目標
実績

目標値

初期値 中間評価 中間目標
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ31

特定健診受診率の上昇 30.2%
 34.0% 34.9% 39.6% 39.6%

特定保健指導実施率の上昇 75.7%
 78.7% 66.3% 60.0% 60.0%

特定保健指導対象者減少率の上昇 17.0% 22.7% 18.4% 19.3% 19.3%

虚血性心疾患医療費の減少 87,270,000 78,130,000 90,240,000 66,620,000 減少

脳血管疾患医療費の減少 82,950,000 70,140,000 116,620,000 100,800,000 減少

慢性腎不全医療費の減少 13,989,320 9,540,310 10,470,230 7,198,320 減少 ＫＤＢシステム

人工透析医療費の減少 122,710,000 142,920,000 111,970,000 106,300,000 減少 保健事業評価・分析システム

高血圧医療費の減少 180,958,620 160,605,030 144,628,920 135,907,380 減少

糖尿病医療費の減少 161,747,100 162,311,340 158,319,460 173,781,240 減少

脂質異常症医療費の減少 116,241,480 117,886,010 110,879,890 111,023,470 減少

筋・骨格系医療費の減少 310,342,240 338,364,560 306,953,210 300,914,970 減少

特定健診受診率の上昇(上記「特定健診等計画」欄を参照） ― ― ― ― ―

特定保健指導終了率の上昇(上記「特定健診等計画」欄を参照） ― ― ― ― ―

精密検査受診率の上昇
68.7%

75% 74% 67% 上昇

医療機関受診率の上昇 ― 64% 72% 68% 上昇

健診受診者のうち、HbA1c8.0以上の未治療者の割合 ― 0.72% 0.45% 0.48% 減少 特定健診結果

がん検診受診率 ― 9.3% 7.4% 7.7%
前年度よりも1%

以上向上
地域保健・健康増進事業報告

喫煙者の割合の減少
15.7%

14.7% 14.8% 15.5% 減少 ＫＤＢシステム

骨粗しょう症健診受診率の上昇 ― 4% 4% 3% 上昇

中断者が保健指導後に医療機関へ再受診した割合の増加 ― 13% 28% 19% 増加

関連計画

ＫＤＢシステム

デ
ー

タ
ヘ
ル
ス
計
画

短
期

特

定

健
診

等
計

画

中
長
期

那珂川市健康課

那珂川市健康課

特定健診・特定保健指導法定報告

データの把握方法課題を解決するための目標
実績

特定健診・特定保健指導法定報告
（国保中央会）

保健事業評価・分析システム



（２）短期目標の設定 

生活習慣病は自覚症状が乏しく、無自覚のまま重症化するケースも少なくないため、特定

健診等実施計画に基づき、特定健診受診率、保健指導実施率の向上を目標とする。 

また、脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病性腎症の血管変化における共通リスクとなる高血

圧、糖尿病、脂質異常症の医療費の減少、筋・骨格系医療費に関連する骨粗しょう症検診の

受診率を向上させることを短期的目標とする。 

平成 30年度より保険者努力支援制度が開始となり、保険者共通の指標として「がん検診

受診率」が加わった。また疾病予防・健康づくりの促進の観点から、令和３年度より成果指

標が導入され、「健診受診者のうち、HbA1c8.0 以上の未治療者の割合」が追加されたこと

から、これらを短期目標にも追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値

初期値 中間評価 中間目標
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ31

特定健診受診率の上昇(上記「特定健診等計画」欄を参照） ― ― ― ― ―

特定保健指導終了率の上昇(上記「特定健診等計画」欄を参照） ― ― ― ― ―

精密検査受診率の上昇
68.7%

75% 74% 67% 上昇

医療機関受診率の上昇 ― 64% 72% 68% 上昇

健診受診者のうち、HbA1c8.0以上の未治療者の割合 ― 0.72% 0.45% 0.48% 減少 特定健診結果

がん検診受診率 ― 9.3% 7.4% 7.7%
前年度よりも1%

以上向上
地域保健・健康増進事業報告

喫煙者の割合の減少
15.7%

14.7% 14.8% 15.5% 減少 ＫＤＢシステム

骨粗しょう症健診受診率の上昇 ― 4% 4% 3% 上昇

中断者が保健指導後に医療機関へ再受診した割合の増加 ― 13% 28% 19% 増加

関連計画

デ
ー

タ
ヘ
ル
ス
計
画

短
期

那珂川市健康課

那珂川市健康課

特定健診・特定保健指導法定報告

データの把握方法課題を解決するための目標
実績



★目標管理一覧（最終評価分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値

初期値 中間評価 中間目標
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ31

特定健診受診率の上昇 30.2%
 34.0% 34.9% 39.6% 39.6%

特定保健指導実施率の上昇 75.7%
 78.7% 66.3% 60.0% 60.0%

特定保健指導対象者減少率の上昇 17.0% 22.7% 18.4% 19.3% 19.3%

虚血性心疾患医療費の減少 87,270,000 78,130,000 90,240,000 66,620,000 減少

脳血管疾患医療費の減少 82,950,000 70,140,000 116,620,000 100,800,000 減少

慢性腎不全医療費の減少 13,989,320 9,540,310 10,470,230 7,198,320 減少 ＫＤＢシステム

人工透析医療費の減少 122,710,000 142,920,000 111,970,000 106,300,000 減少
保健事業評価・分析シ

ステム

高血圧医療費の減少 180,958,620 160,605,030 144,628,920 135,907,380 減少

糖尿病医療費の減少 161,747,100 162,311,340 158,319,460 173,781,240 減少

脂質異常症医療費の減少 116,241,480 117,886,010 110,879,890 111,023,470 減少

筋・骨格系医療費の減少 310,342,240 338,364,560 306,953,210 300,914,970 減少

特定健診受診率の上昇(上記「特定健診

等計画」欄を参照）
― ― ― ― ―

特定保健指導終了率の上昇(上記「特定

健診等計画」欄を参照）
― ― ― ― ―

精密検査受診率の上昇
68.7%

75% 74% 67% 上昇

医療機関受診率の上昇 ― 64% 72% 68% 上昇

健診受診者のうち、HbA1c8.0以上の未

治療者の割合
― 0.72% 0.45% 0.48% 減少 特定健診結果

がん検診受診率 ― 9.3% 7.4% 7.7%
前年度よりも

1%以上向上
地域保健・健康増進

事業報告

喫煙者の割合の減少
15.7%

14.7% 14.8% 15.5% 減少 ＫＤＢシステム

骨粗しょう症健診受診率の上昇 ― 4% 4% 3% 上昇

中断者が保健指導後に医療機関へ再受

診した割合の増加
― 13% 28% 19% 増加

関連計画 健康課題 達成すべき目的

ＫＤＢシステム

特定健診受診率、

特定保健指導の実

施率を向上し、メ

タボ該当者、重症

化予防対象者を減

少

デ
ー

タ
ヘ
ル
ス
計
画

短
期

　脳血管疾患、虚

血性心疾患、糖尿

病性腎症の血管変

化における共通リ

スクとなる高血

圧、糖尿病、脂質

異常症等の医療費

の減少、ロコモ

ティブシンドロー

ムの原因疾患の患

者数や医療費減少

特

定

健

診

等

計

画

・疾病別医療費統計の上位10疾病

に高血圧性疾患、糖尿病、脂質異

常症が含まれており、医療費総計

全体に対する割合は12.3％と高

い。

・データヘルス計画における対象

疾患（脳血管疾患・虚血性心疾

患・慢性腎不全（人工透析）・糖

尿病・高血圧・脂質異常症）の医

療費が総額に占める割合は21.8％

で、福岡県と比較すると高い傾向

にある。

①特定健診受診率・特定保健指導

終了率について

・若い世代の健診受診率が低く、

健康状態の把握が行えていない。

・若い世代の保健指導利用率が低

い。

②受診勧奨判定値対象者の重症化

予防について

・結果相談会で若い世代や男性の

40、50代の参加率が低い傾向にあ

り、結果相談会への参加状況に

よって、その後の精密検査受診率

に差が出ている。

③生活習慣病予防のための生活習

慣改善について

・飲酒・喫煙・食事等の生活習慣

において、福岡県・同規模保険

者・国と比較し、悪い傾向にあ

る。

・医療費総計の約5.4％をロコモ

ティブシンドローム原因疾患が占

め、その内訳は関節疾患や骨折・

転倒に関連する疾患が多く含まれ

ている。

④受診行動適正化について

・生活習慣病治療中断者におい

て、治療を再開できていない者が

多い。

・厚生労働省の目標値であるジェ

ネリック医薬品普及率（数量ベー

ス）80％に到達していない。

中
長
期

　医療費が高額と

なる疾患である、

虚血性心疾患、脳

血管疾患、慢性腎

不全の減少と、要

支援・要介護の主

な原因疾患である

関節疾患や骨折・

転倒にかかる医療

費の減少

那珂川市健康課

那珂川市健康課

特定健診・特定保健

指導法定報告

データの把握方
法

課題を解決するための目標
実績

特定健診・特定保健

指導法定報告（国保

中央会）

保健事業評価・分析

システム



２ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の目標値の設定 

 

保険者である後期高齢者広域連合の目標値を参考に数値目標を設定した。また本市の後

期高齢者の健診・医療・介護データから課題を分析し、保健事業の実施にあたっては、国か

ら公表されている「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第 2 版（令和元年 10 月

公表）」を参照して、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチを効果的に組み

合わせた事業を実施する。 

 

（１）評価指標と目標値の設定 

（表）福岡県広域高齢者医療広域連合の一体的実施事業における県の数値目標 

 

＊２ KDB システム他 （KDB 要介護者突合状況→年度累計→65歳以上で絞込み→CSV

出力→介護費計を 10/1 現在の 65 歳以上人口で割る） 

 

 

 

 

福岡県広域高齢者医療広域連合の一体的実施事業における福岡県の数値目標

評価指標 福岡県の現状 目標

健康診査　9.75％
（令和元年度）

前年度より向上

歯科健診　7.62％
（令和元年度）

前年度より向上

2
通いの場への参加率の上昇
(介護予防・日常生活支援総合事業の実施状
況調査)

8.23％
（平成30年度　福岡県）

前年度より向上

3
健康状態不明者の割合の減少    (KDBシステ
ム)

4.18％
  (平成30年度　福岡県）

前年度より減少

4
低栄養者（BMI≦20）の減少    (後期高齢者
健康診査)

男性　16.0％  ・女性　 27.9％
 (平成30年度　福岡県）

前年度より減少（市目
標　増加）

5 多剤処方の減少　(KDBシステム)
ひと月15日以上の6種類処方　46.8％
（平成30年度　福岡県）

前年度より減少

6
人工透析患者率の低下      　     (健康スコ
アリング)

1.43％
  (平成30年度　福岡県）

前年度より減少

7
一人当たり医療費の減少
   (後期高齢者医療事業年報)

後期高齢者一人あたり医療費
1,178,616円（平成29年度　福岡県）

前年度より減少

8
一人当たり介護給付費の減少 　  (介護保険
事業状況報告)

第1号被保険者一人あたり給付費　　   261.2千
円（平成30年度　福岡県）

前年度より減少

9
健康寿命の延伸
  (国民生活基礎調査)

男性　71.49歳（平成28年度 ）
女性　74.66歳 （平成28年度 ）

平均寿命の増加分を上
回る健康寿命の増加

＊１　E表のAを掲載する

＊２　KDBシステム他　（KDB要介護者突合状況→年度累計→65歳以上で絞込み→CSV出力→介護費計を10/1現在の65歳以上人口で割る）

※斜字：県広域連合と異なる指標としているもの

後期高齢者健康診査・歯科健診の受診率向
上
 (福岡県後期高齢者医療広域連合報告)

1



（２）保健事業の内容 

・ハイリスクアプローチ 

後期高齢者低栄養改善事業 

 低栄養状態の可能性がある後期高齢者を抽出し、訪問型での保健指導を実施、対象者の

生活状況等に合わせた保健指導を実施することにより、低栄養、フレイル状態の改善を図

り、要支援・要介護状態へ移行することを回避する。また、低栄養、フレイル状態の改善

により、健康寿命の延伸を図り、将来的な医療費、介護給付費の適正化へ繋げることを目

的とする。 

 

後期高齢者生活習慣病重症化予防事業 

 後期高齢者健康診査の結果により、医療機関への受診が必要と思われる対象者を特定

し、医療機関への受診が行われていない場合、適切な検査・治療を促すことにより、生活

習慣病の重症化や介護認定の新規認定及び悪化を予防することを目的とする。 

 

後期高齢者アウトリーチ支援事業 

健康状態が不明な後期高齢者において、訪問により健康状態の把握を行い、必要に応じ、

保健指導・医療の受診勧奨・介護予防等に連携することで、生活習慣病の早期発見・重症

化予防ならびに要支援・要介護状態への移行を予防することを目的とする。 

 

・ポピュレーションアプローチ 

地域フレイル予防事業 

地域支援事業における通いの場において、フレイル予防普及啓発のため、健康状態やフレイ

ル状態等の把握を行い、健康課題やフレイル予防に関する保健指導を実施する。 

 

 


