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第 1章 第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）中間評価の基本的事項     

 

１ データヘルス計画（保健事業実施計画）中間評価の目的、位置づけ  

駒ヶ根市では、被保険者一人ひとりの健康保持増進、健康寿命の延伸、その結果とし

て医療費全体の適正化及び保険者の財政基盤強化を目標に、平成 30 年 3 月に第２期保

健事業実施計画（データヘルス計画）を策定し、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ

効率的な保健事業を目指し取り組んできた。本計画はＫＤＢシステム等を活用すること

により、駒ヶ根市の健康課題に合わせた事業の展開や、地域全体に広く働きかけるポピ

ュレーションアプローチから個別指導中心の重症化予防までを網羅した保健事業を設

定し、それぞれの評価指標により毎年度ごと進捗確認を行い、必要に応じて翌年度の取

組み内容の見直しを行っている。 

計画の中間年度に当たる令和２年度は中間評価を行うことになっており、令和元年度

までの達成状況や有効性などの観点から分析、評価し、最終目標達成のために必要な実

施方法や体制の見直しを行う。 

 

 

２ 中間評価の実施方法 

(1) 「国保・後期高齢者ヘルスサポート事業ガイドライン」における第２期データヘ

ルス計画中間評価見直しの目的、留意点を参照し、下記の４つの観点に基づき、

令和元年度までの事業実績について、評価を行った。 
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(2) 評価結果を「駒ヶ根市国民健康保険運営協議会」にて提示し、助言、意見を得て

中間評価に反映させる。 

〇ストラクチャー（計画立案体制・実施構成・評価体制） 

〇プロセス（保健事業の実施過程） 

〇アウトプット（保健事業の実施状況・実施量） 

〇アウトカム（成果） 

 

 

(3) 本中間評価は、市ホームページに掲載を行うなど、広く周知する。 
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第２章 保健事業実施計画の達成状況                     

 

１ 第２期データヘルス計画における目的・課題・重点目標 

目 的 

 被保険者一人ひとりの健康保持増進を図り、健康寿命を延伸する。 

その結果として医療費全体の適正化を図る。 

 

課 題 として挙がっていたこと 

(1) 脳血管疾患による死亡が高いまま継続。脳血管疾患に係る費用が増加。 

(2) 健診受診率が低く健診未受診者が６割を占めており、受診者を増やすことが急

務。 

(3) メタボリックシンドローム該当者・予備群は、男性は増加傾向にあり、増加抑

制のための生活改善を進めていくことが必要。 

(4) 健診受診者のうち数値が高く医療受診が必要な人の精密検査受診率が低く、確

実に受診につながる取り組み（受診勧奨）が必要。 

(5) 医療費は同規模と比較して全体的に伸び率を抑制できていたが、入院による医

療費は増加しており、健診未受診者の治療費は約５倍となっていることからも、

健康状態が悪化してから医療受診している状態。重症化予防のためにも、健診

受診と必要な治療の継続の取組が必要。 

(6) 介護認定者の原因疾患に占める血管疾患は 93.1%であり、共通のリスクである

高血圧・高血糖・脂質異常症の重症化予防が必要。 

 

目的達成のための重点 

(1) 生活習慣病発症・重症化予防のため、特定健診受診率の向上をさらに推進する。 

(2) 医療費が高額となり要介護の原因疾患にもなる脳血管疾患、糖尿病性腎症を減

らすため、リスクである高血圧、糖尿病、脂質異常症の予防と重症化予防につ

いて、医療機関とも連携しながら適切な保健指導に取組む。 

 

そのために取り組む保健事業 

(1) 「特定健診未受診者対策（第三期特定健診等実施計画に準ずる）」 

(2) 「糖尿病性腎症重症化予防」 

(3) 「脳血管疾患重症化予防」 

(4) 「受診勧奨判定値を超えている人への対策」  について中間評価を実施。 

 

２ 保健事業中間評価 

中間評価の評価方法は、初期値（平成 28年度）と実績値（令和元年度）を比較し、

下記４段階で評価。 

a：改善している b：変わらない c：悪化している d：評価困難 

a*：改善しているが、現状のままでは最終評価までに目標達成が危ぶまれるもの 

   ・全評価については目標管理一覧表 参照 
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【全体評価】 

(1) 健康寿命の延伸 

 

・平均自立期間は伸びているが、人口が少ないため算出精度が低く参考値 

 （人口 12,000人未満では変動幅が大きいため参考値となる） 

 

(2) 医療費の適正化 

① １人当たり医療費（全国・県との比較） 

・医療費は年々増加している。 

 

② データヘルス計画のターゲットとなる疾患が医療費に占める割合  （表-1） 

・ 生活習慣病重症化の目安である中長期目標疾患の総医療費に占める割合は

年々減ってきているが、全国や県と比べると高い状態である。 

・ 費用額にして総医療費 20億円のうち、9.45%（約 2億円）を占めている。 

・ 人工透析患者数は 20 人（被保険者の 0.3%）だが、人工透析医療費は総医療費

の 4.23%（1億 3千万円）を占めている。 

・ 短期目標疾患は健診受診率の影響も受ける（健診を受けていないためみつかっ

ていない人が多い可能性もある）。  

（KDB）

（歳） H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

平均自立期間（自立～要介護２まで）男性 79.3 79.7 79.9 80.6

平均自立期間（自立～要介護２まで）女性 83.4 83.7 84.2 85.0

H28 2,099,226,990 4.55％ 0.17％ 3.68％ 2.55％ 10.95% 5.91％ 5.31％ 2.94％ 14.16％ 25.11％

H29 2,050,418,100 4.59％ 0.13％ 2.43％ 3.16％ 10.31% 6.03％ 4.95％ 2.83％ 13.81％ 24.12％

H30 2,040,484,720 4.48％ 0.16％ 3.34％ 1.89％ 9.88％ 5.28％ 4.27％ 2.42％ 11.98％ 21.86％

R01 2,065,094,340 4.23％ 0.08％ 3.09％ 2.05％ 9.45％ 5.13％ 4.06％ 2.34％ 11.53％ 20.98％

国 9,500,761,396,250 4.43％ 0.35％ 2.12％ 1.70％ 8.60％ 5.43％ 3.54％ 2.59％ 11.56％ 20.16％

県 151,671,168,800 4.23％ 0.31％ 2.18％ 1.54％ 8.26％ 5.74％ 3.71％ 2.57％ 12.03％ 20.28％

長野県後期 268,653,789,390 4.25％ 0.50％ 4.61％ 1.69％ 11.05％ 4.08％ 3.76％ 1.59％ 9.43％ 20.49％

高血圧 脂質
異常症
短期目標

疾患計慢性腎不全

（透析有）

慢性腎不全

（透析無）

脳梗塞

脳出血

狭心症

心筋梗塞

脳 心 中長期目

標

疾患計

糖尿病
年度 総医療費

中長期目標疾患 短期目標疾患 （中長期・

短期）

目標疾患

医療費計

腎
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(3) 特定健診・特定保健指導 

 

指標 
長期目標 

（R5年度） 

初期値 

（H28年度） 

実績値 

（R1年度） 
評価 

特定健診受診率  60.0% 37.2% 40.1% ａ* 

特定保健指導実施率 85.0% 73.5% 58.5% ｃ 

特定保健指導対象者の割合 8.5% 8.5% 10.1% ｃ 

・ 受診率は 37～40%で移行しており、受診率向上が引き続き急務となっている。 

・ 特定保健指導は、年度により利用率の差が大きい。保健指導対象者の状況をきち

んと把握していく必要がある。 

・ 特定保健指導対象者の割合は増加している。男女とも、メタボリックシンドロー

ム該当者・予備群の割合が増加しており、効果を出す保健指導を行っていく必要

がある。 

 

  【達成状況をみる指標】 

指 標 R5年度 備 考（変更等ある場合に記載） 

特定健診受診率  50.0% 

目標値変更 60.0%→50.0% 

理由：現状では達成困難な数値のため、

受診率最低ラインである 50%と設定 

特定保健指導実施率 75.0% 

目標値変更  

85.0%→75.0% 

理由：目標値が高く現状からは達成困

難なため 

特定保健指導対象者

の割合 
8.5%  

 

  

最低ライン

50％より

低い 
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３ 個別保健事業の中間評価 

(1) 特定健診未受診者対策  

① 事業目的：特定健診受診率の向上 

② 現 状（再掲） 

指標 
長期目標 

（R5年度） 

初期値 

（H28年度） 

実績値 

（R1年度） 
評価 

特定健診受診率  60.0% 37.2% 40.1% ａ* 

 

【受診率向上（令和元年度）に効果があったこと】 

・ 電話による個別受診勧奨（令和元年度国保連合会事業を活用した） 

・ 保健センターでの健診の再開 

・ 病院受診中の人のデータを取得するみなし健診の開始 

 【受診率減少の理由】 

・ 平成 30年度から健診受診場所が医療機関主体の体制となり、それまでと受診方法

が変わったことで特に受診率が下がった。 

・ 毎年受け続ける継続受診者が減っている（H28年度 75.5%→R1年度 69.6%） 

 【課 題】 

・ 治療中の人はみなし健診へつなぐ方法ができたが、健診未受診かつ医療にもかか

っていない人が 40～64歳の 32%（540人）、65～74歳の 15%（440人）と依然とし

て高く、健康状態が把握できていない。発症・重症化する前に体の状態を確認す

る機会として健診受診勧奨が必要である。 

・ 未受診者全員は人数が多く個別勧奨はできないため、優先順位を絞るプロセスは

見直してきた。ただ、実施体制が整わず結果として十分な勧奨ができていない。 

 

 

2,251人

H_治療中（健診未受診） G_健診・治療なし

263人 1,063人 1,188人 442人

1,326人

1,852人 （44.9%）

（40.0%）

J_治療なし I_治療中

E 934人

　
健
診
受
診

者

65～74歳
健診受診者

4,630人 J_治療なし I_治療中 H_治療中（健診未受診） G_健診・治療なし

195人 331人 603人 545人

B

　
健
診
対
象
者

40～64歳
健診受診者

526人

（31.4%）

J_治療なし

8.9%

I_治療中

36.0%

H_治療中（健診未受診）

40.2%

G_健診・治療なし

15.0%

健診受診者

44.9%

健診未受診者

55.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

J_治療なし

11.6%

I_治療中

19.8%

H_治療中（健診未受診）

36.0%

G_健診・治療なし

32.6%

健診受診者

31.4%

健診未受診者

68.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③ 考 察 

健診受診者は非受診者に比べ生活習慣病にかかる医療費が 1/6と少ない。健診

受診により自身の体の状態に気づき生活習慣の改善や適切な受診を行うことは、

自身を守ることとともに、医療費の適正化の面からも影響が大きい。そのため、

特定健診未受診者対策に取り組むことは最重要課題である。 

 

 

④ 今後の方向性 

個別での健診受診勧奨が最も受診につながりやすい状況のため、今後もそのた

めの人員確保と、生活習慣病を発症・重症化しやすい対象者を明確化し、確実に

受診につながる事業展開を行っていく。 

また、被保険者自身が健康に関心を持ち自ら健診受診行動がとれるようになる

よう取り組みを行っていく。 

（具体案） 

ア 受診勧奨 

・ 健診未受診/未治療の 65歳以上の人への個別勧奨 

・ 健診未受診/未治療の 40～64歳の人への個別勧奨 

・ 前年度受診者が継続受診できる取り組み（健診結果を理解し次回の健診    

受診につながる結果説明等） 

・ 定期受診中の人へのみなし健診利用の促進 

イ 健康に関心を持つ取り組み 

・ 健診受診するともらえる健康ポイント導入の検討 

 

  【達成状況をみる指標】（再掲） 

指 標 R5年度 備 考（変更等ある場合に記載） 

特定健診受診率  50.0% 

目標値変更 60.0%→50.0% 

理由：現状では達成困難な数値のため、

受診率最低ラインである 50%と設定 
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(2) 糖尿病性腎症重症化予防 

① 事業目的：糖尿病未治療者・治療中断者を治療につなげる、医療機関との連携に

より重症化予防ができる 

② 現 状 

指標 
長期目標 

（R5年度） 

初期値 

（H28年度） 

実績値 

（R1年度） 
評価 

糖尿病性腎症患者の割合の抑制 

（/糖尿病レセプトありの人） 
20%未満 16.1% 14.8% ａ 

人工透析患者の割合の抑制 

（人工透析者/被保険者数） 
2.0%未満 0.3% 0.3% ｂ 

慢性腎不全(透析あり)医療費の総医療

費に占める割合 
H29比減少 4.55% 4.23% ａ 

糖尿病の未治療者の割合を減らす（/特

定健診受診者で糖尿病型数値該当者） 
25.0% 48.6% 35.4% ａ 

血糖コントロール不良（HbA1c8.4%以

上）割合の減少（/特定健診受診者） 
1.0% 1.1% 0.9% ａ 

 

【効果があったこと】 

・ 対象者への受診勧奨・再勧奨を、訪問や面談にて漏れなく行うことで精密検査受

診率が上がり、未治療者が減ってきた。 

・ 治療とともに必要な生活習慣の改善に向け、対象者には医療機関と連携しながら

全員に保健指導が実施できている。検査値の確認をしながら個別支援を行うこと

で、生活習慣改善や翌年度健診結果の検査値改善の効果が出ている。 

 【課 題】 

・ 総医療費に占める糖尿病医療費の割合は減っているが、医療につながるきっかけ

である健診受診率が低いため、潜在化した対象者がいる状況も考えられる。 

・ 人工透析患者のうち６割に糖尿病及び糖尿病性腎症がある。また大血管障害であ

る虚血性心疾患を合わせ持つ人が国保・後期高齢ともに増えており、その予防も

含めた保健指導が必要である。 

 

③ 考 察 

・ 未治療者、治療中断者を一人でも減らすために、対象者へ積極的に働きかける取

り組みは継続して必要である。 

・ 医療機関への受診後、治療内容や生活改善状況の把握を行うことで、対象者に合

った保健指導を行うことができ重症化予防につながる。 

 

④ 今後の方向性 

慢性腎不全はデータヘルス計画の目標達成に向けた中長期目標疾患の中で総医

療費に占める割合は最も高い。医療受診率向上や保健指導による生活改善・数値改

善の事業効果がみられているため、引き続き事業継続していく。 
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継続に当たっては、医療機関とも連携しながら適切な保健指導に結びつくようよ

り質の高い事業展開を図っていく。 

治療中だが腎機能低下が進み始めているハイリスク者では、生活改善の保健指導

で効果が出る高血圧や尿蛋白を併せ持つ人を優先に保健指導を行っていく。 

 

 【達成状況をみる指標】 

指 標 R5年度 備 考 

○新新規人工透析導入者数（被保険

者千人あたり）（※） 

H29～R3年度 

平均 0.3人以下 

H24～28年度平均 0.42人 

直近値 H29年度 

慢性腎不全(透析あり)医療費の総

医療費に占める割合 
4.0% 

目標値変更 H29比減少→4.0% 

理由：目標達成しているため 

糖尿病の未治療者の割合を減らす

（/特定健診受診者で糖尿病型数

値該当者） 

25.0%  

血糖コントロール不良 HbA1c8.4%

以上）割合の減少 

（/特定健診受診者） 

0.7% 
目標値変更 

理由：目標達成しているため 

  ※達成状況をよりわかりやすくするため、人工透析患者割合ではなく人数指標とする 

   単年度人数は数人のため、５年間の平均とする 

 

 

(3) 脳血管疾患重症化予防 

① 事業目的：脳血管疾患の最大リスクである高血圧予防ができる 

② 現 状 

指標 
長期目標 

（R5年度） 

初期値 

（H28年度） 

実績値 

（R1年度） 
評価 

健診受診者の高血圧者（160/100以

上）の割合 
3.0%以下 4.3% 3.2% ａ 

健診受診者の脂質異常者（LDL140以

上）の割合 
20.0%以下 24.0% 27.4% ｃ 

健診受診者の糖尿病者（HbA1ｃ6.5以

上）の割合 
7.0%以下 7.7% 7.4% ａ 

メタボリックシンドローム該当者割合 

男性（/特定健診受診者） 
20.0% 20.5% 23.5% ｃ 

メタボリックシンドローム該当者割合 

女性（/特定健診受診者） 
6.0% 4.3% 8.2% ｃ 

メタボリックシンドローム予備群割合 

男性（/特定健診受診者） 
14.0% 13.7% 15.7% ｃ 

メタボリックシンドローム予備群割合 

女性（/特定健診受診者） 
4.0% 4.1% 4.7% ｃ 
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脳血管疾患医療費の総医療費に占める

割合 
3.0% 3.68% 3.07% ａ 

虚血性心疾患医療費の総医療費に占め

る割合 
2.0% 2.55% 2.05% ａ 

中長期・短期の目標疾患医療費の総医

療費に占める割合 
19.5% 25.11% 20.98% ａ 

脳血管疾患による死亡率の減少（SMR） 
男性 114 

女性 125 
 

直近値が出

ていない

（グラフのみ） 

ｄ 

 

【効果があったこと】 

・ テーマを絞ったポピュレーションアプローチ（保健補導員への高血圧学習会、減

塩の取り組み等）により、参加者は塩分摂取量の減少や血圧測定方法の定着につ

ながっている。 

【課 題】 

・ 高血圧等生活習慣病を引き起こすメタボリックシンドローム該当者/予備群が増

加している。 

・ 脳血管疾患医療費は減ってきているが、全国・県に比べると依然高い（表-1） 

・ 年齢調整した指標である標準化死亡比（SMR）では、全国・県の脳血管疾患 SMRは

低下傾向、当市も低下してきており、さらにその差が縮まっている。 

・ 一方、虚血性心疾患 SMR が増加傾向である（国県は減っているが、当市は増加し

2018年は国県を上回った）。特に女性で増えている。 

・ 介護保険新規申請者の原因疾患でも、脳血管疾患の割合が減っているのに対し虚

血性心疾患は 2倍に増えている。 

 

③ 考 察 

・ 高血圧は生活習慣病治療者の 51.5%が治療中であり、健診結果でも有所見者

（130/85以上）割合が４割（R1年度）みられ、引き続き当市の課題である。 

・ メタボリックシンドローム該当者/予備群が増加しており、高血圧対策とともに積

極的に取り組む必要がある。 

・ 脳血管疾患死亡率は減ってきているが、虚血性心疾患死亡率は増加傾向であり、

今後は脳血管疾患にとどまらない取り組みが必要である。 

 

④ 今後の方向性 

「生活習慣病重症化予防対策」として下記に重点を置き実施する。 

・ 「高血圧対策」…未治療者を治療につなげる、生活習慣改善（減塩、活動量の

増加）に向けた個人、地域、環境づくりへのアプローチを行う。 

・ 「肥満（内臓脂肪型）改善」…健診受診者が腑に落ちるエビデンスに基づいた

結果説明や、個々の病態と生活状況に合う栄養指導等の保健指導に積極的に取

り組む。 
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  【達成状況をみる指標】 

指 標 R5年度 備 考 

健診受診者の高血圧者（160/100以上）の割合 3.0%以下  

健診受診者の脂質異常者（LDL140以上）の割合 20.0%以下 
 

健診受診者の糖尿病者（HbA1ｃ6.5以上）の割

合 
7.0%以下 

 

メタボリックシンドローム該当者割合 男性 20.0% 
 

メタボリックシンドローム該当者割合 女性 6.0% 
 

メタボリックシンドローム予備群割合 男性 14.0% 
 

メタボリックシンドローム予備群割合 女性 4.0% 
 

脳血管疾患医療費の総医療費に占める割合 3.0% 

目標値変更 H29 比減少

→3.0%未満 理由：わか

りやすい数値比較とする 

虚血性心疾患医療費の総医療費に占める割合 2.0% 

目標値変更 H29 比減少

→2.0%未満 理由：目標

達成しているため 

 ※脳血管疾患による死亡率（SMR）は全市民データ（被保険者に限らない）のため評価

指標からは削除する 

 

 

(4) 受診勧奨判定値を超えている人への対策 

① 事業目的：健診の結果、受診勧奨判定値以上の人について、受診勧奨により適切

な医療に結びつける。適切な医療と生活改善により数値の高い有所見者を減らす。 

② 現 状 

指標 
長期目標 

（R5年度） 

初期値 

（H28年度） 

実績値 

（R1年度） 

評

価 

高血圧の未治療者の割合を

減らす（/特定健診受診者） 
10%以下 14.5% 11.1% ａ 

脂質異常の未治療者の割合

(LDL160以上）を減らす（/

特健診受診者） 

7.25%以下 9.9% 9.0% ａ 

糖尿病の未治療者の割合を

減らす（/特定健診受診者で

糖尿病型数値該当者） 

25.0% 48.6% 35.4% ａ 
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健診受診者の高血圧者

（160/100以上）の割合 
3.0%以下 4.3% 3.2% ａ 

健診受診者の脂質異常者

（LDL140以上）の割合 
23.0%以下 24.0% 27.4% ｃ 

健診受診者の糖尿病者

（HbA1ｃ6.5以上）の割合 
7.0%以下 7.7% 7.4% ａ 

 

【効果があったこと】 

・ 面談や訪問による個別勧奨および受診確認を積極的に行った糖尿病については、

精密検査受診率が上がった。 

 【課 題】 

・ 糖尿病以外の精密検査受診率が 40%前後と低い。 

  

③ 考 察 

・ 受診確認が不十分で再勧奨ができておらず、精密検査につながっていない。 

・ 健診受診率が低いため、潜在的な対象者がみつかっていないことも考えられる。 

 

④ 今後の方向性 

受診勧奨対象者が確実に受診につながるための再勧奨や受診確認、翌年度健診デ

ータの確認まで含めた事業計画とし、勧奨後の状態把握が途切れないよう事業に取

り組む。 

  【達成状況をみる指標】 

指 標 R5年度 
実績値 

（R1年度） 
備 考 

特定健診受診者のうち 

高血圧の未治療者を治療につ

なげる割合（精密検査受診

率） 

60% 39.3% 

指標変更 

→受診につながったか

を把握する指標へ変更 

特定健診受診者のうち 

脂質異常(LDL140以上）の未

治療者を治療につなげる割合 

（精密検査受診率） 

60% 44.0% 

指標変更 

→受診につながったか

を把握する指標へ変更 

健診受診者の高血圧者

（160/100以上）の割合 
3.0%以下 3.2%  

健診受診者の脂質異常者

（LDL140以上）の割合 
20.0%以下 27.4%  

健診受診者の糖尿病者（HbA1

ｃ6.5以上）の割合 
7.0%以下 7.4%  
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第３章 中間評価を踏まえた今後の取り組み                       

１ 特定健診・特定保健指導 

・ より多くの人が健診受診できるよう、個別健診を主体としつつ、保健センターで

の集団健診を組み込むことで受診しやすさの向上を引き続き図っていく。 

・ 特定保健指導対象者の把握を確実に行い、増えているメタボリックシンドローム

該当者・予備群の減少に向けて保健指導を実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 個別保健事業 

(1) 特定健診未受診者対策  最優先 

受診率 50%に向け、健診未受診かつ未治療者 1，000人への個別勧奨に取り組

む。勧奨者の４割が受診につながる個別勧奨を実施できるよう体制を整える

（現体制で実施可能な人数は約 200人）。 

一度受診した人は、翌年度も受診することが定着するよう、健診後の結果説

明や翌年度受診勧奨を丁寧に行っていく。 

 

 

(2) 生活習慣病重症化予防（特に高血圧、メタボリックシンドローム該当者/予備群） 

メタボリックシンドロームは、リスクが偶然重なるのではなく、主に過食や

運動不足などの生活習慣によって増えた内臓脂肪がもとになる。当市では、特

に 40～64歳男性で全国・県に比べ運動が有意に少ない状況がみられる。 

リスクの高い人への個別支援とともに、高血圧対策、内臓脂肪型肥満解消の

ための食事や身体活動量増加に向けた環境づくりに取り組む。 

指 標 R3年度 R4年度 R5年度 

特定健診受診率  43.0% 46.0% 50.0% 

特定保健指導実施率 70.0% 73.0% 75.0% 

特定保健指導対象者の割合 9.5% 9.0% 8.5% 
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脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病性腎症で治療中の人も、基礎疾患として

高血圧を併せ持つ人がどの疾患でも 7割前後いる。高血圧対策は依然として課

題である。 

 

 

(3) 糖尿病性腎症重症化予防 

医療機関と連携しながら、生活改善状況の把握や治療状況の把握を行い、個

人のライフスタイルに合わせた保健指導を実施していく。 

治療中だが重症化しやすいハイリスクの人には、特に高血圧や尿蛋白を併せ

持つ人から優先して保健指導を行っていく。 

 

 

(4) 受診勧奨判定値を超えた人への受診勧奨 

健診受診後、適切な治療と生活改善の両輪で健診データは改善し、医療費が

下がってくるため、治療が必要か判断するために精密検査の受診が必要である。 

受診の必要性を実感できる保健指導に努め、確実に受診につながるよう確認

を行う。 

  

厚労省様式 糖尿病性腎症対象レセプト (R01年5月診療分） 全体 脳血管疾患 虚血性心疾患

119人

7.4% 8.3% 4.6%

基

礎

疾

患

の

重

な

り

83人

69.7%

119人

100.0%

113人 161人 83人

58.2% 73.9% 69.7%

様式3

★NO.13～18

（帳票）

生活習慣病の治療者数

構成割合

2,613人
194人 218人

高血圧
144人 152人

74.2% 69.7%

糖尿病
76人 105人

39.2% 48.2%

脂質
異常症

51.5% 31.0% 48.9% 10.5%

高血圧症 糖尿病 脂質異常症 高尿酸血症

1,345人 811人 1,278人 275人

厚労省様式

R01年5月

診療分

＊糖尿病性腎症については人工透析患者のうち、基礎疾患に糖尿病の診断があるものを計上

833万円 4307万円

57.5% 6.3% 32.3%

23件 98件

55.7% 8.2% 35.0%

1人 7人

60.0% 5.0% 35.0%

様式3-7

★NO.19

（CSV）

人工透析患者

（長期化する疾

患）

人数 20人
12人

様式2-2

★NO.12

（CSV）

R01年度
件数 280件

156件

累計

費用額 1億3320万円
7653万円

対象レセプト 全体 糖尿病性腎症 脳血管疾患 虚血性心疾患



 

第2期データヘルス計画 見直し後の目標管理一覧表

初期値
H28

中間評価値
R1

R2 R3
最終評価値

R4
最終目標
R5年度

特定健診受診率　 37.2% 40.1% 50.0%

特定保健指導実施率 73.5% 58.5% 75.0%

特定保健指導対象者の割合 8.5% 10.1% 8.5%

脳血管疾患医療費の総医療費に占める割合 3.68％ 3.07％ 3.0%

虚血性心疾患医療費の総医療費に占める割合 2.55％ 2.05％ 2.0%

慢性腎不全(透析あり)医療費の総医療費に占める割合 4.55％ 4.21％ 4.0%

中長期・短期の目標疾患医療費の総医療費に占める割合　 25.11％ 20.98％ 19.5%

新規人工透析患者数（被保険者千人あたり）H29～R3年度平均
H24～28平

均0.42人
平均０．３人以下

健診受診者の高血圧者（160/100以上）の割合 4.3% 3.2% 3.0%

健診受診者の脂質異常者（LDL140以上）の割合 24.0% 27.4% 20.0%

健診受診者の糖尿病者（HbA1ｃ6.5以上）の割合 7.7% 7.4% 7.0%

血糖コントロール不良（HbA1c8.4％以上）割合 0.8% 0.9% 0.7%

メタボリックシンドローム該当者割合　男性 20.5% 23.5% 20.0%

メタボリックシンドローム該当者割合　女性 4.3% 8.2% 6.0%

メタボリックシンドローム予備群割合　男性 13.7% 15.7% 14.0%

メタボリックシンドローム予備群割合　女性 4.1% 4.7% 4.0%

糖尿病の未治療者の割合を減らす 48.6% 35.4% 25.0%

高血圧の未治療者を治療につなげる割合（精密検査受診率） 39.3% 60.0%

脂質異常（LDL140以上）の未治療者を治療につなげる割合（精密検査受診率） 44.0% 60.0%

　胃がん検診受診率 3.8% 3.1% 50.0%

　肺がん検診受診率 未実施 5.0% 50.0%

　大腸がん検診受診率 8.5% 8.4% 50.0%

　子宮がん検診受診率 14.9% 13.5% 50.0%

　乳がん検診受診率 16.3% 15.7% 50.0%

平均自立期間（要介護２以上）男性 79.3 80.6 伸ばす

平均自立期間（要介護２以上）女性 83.4 85.0 伸ばす

医療費適正化 １人当たり医療費 23,495 26,768 抑制
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