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第１章 データヘルス計画の基本的事項 

 

１．計画の背景 

  近年、特定健康診査の実施やレセプト等の電子化の進展、国保データベース（ＫＤＢ）

システム（以下「ＫＤＢ」という。）等の整備により、保険者が健康や医療に関する情報

を活用して被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤整備が進ん

でいます。 

  こうした中、「日本再興戦略」（平成２５年６月１４日閣議決定）において、「全ての健

康保険組合に対し、レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のた

めの事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組みを

求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」とされました。 

  市はこれまで、レセプト等や統計資料等を活用した、「特定健康診査等実施に関する計

画」の策定や見直し、その他様々な保健事業を実施してきました。更なる被保険者の健

康保持増進に努めるため、保有しているデータを活用しながら、被保険者をリスク別に

分けてターゲットを絞った保健事業の展開や、ポピュレーションアプローチ＊から重症化

予防まで網羅的に保健事業を進めていくため、平成２８年３月に第１期データヘルス計

画を策定しました。 

  第１期データヘルス計画を踏まえ、糖尿病等の発症や重症化予防等の保健事業の実施

及び評価を行うものとした、データヘルス計画（第２期）を策定します。 

 

２．計画の位置づけ 

  この計画は、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の改正（平

成２６年３月改正【厚生労働省】）等に基づき、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実施計画です。 

  また、「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動（健康日本２１（第二次））」に

示された基本方針を踏まえるとともに、「栃木市総合計画」、「栃木市健康増進計画」、「栃

木市国民健康保険財政健全化計画」（第３期）」、「栃木市特定健康診査等の実施に関する

計画（第３期）」との整合性を図ることとします。 

 

３．計画期間 

  「栃木市特定健康診査等の実施に関する計画（第３期）」との整合性を図るため、２０

１８年度（平成３０年度）から２０２３年度までの６年間とします。 

 

 

 

 ＊ポピュレーションアプローチ … 対象を一部に限定しないで集団全体へ働きかけすることにより、全体としてリスクを少しづつ

軽減させ、良い方向にシフトさせること 

 ＊ＰＤＣＡサイクル      … 計画（Plan）をたて、それを実施（Do）し、実施した結果を評価（Check）し、計画の改善（Action）

を行う一連の流れのこと（次ページ参照） 
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評価
（Check)

生活習慣
病の有病
者・予備群

の減少

生活習慣
病関連の
医療費の
適正化

改善
（Action)

検証結果に基づく、課題解決に向けた計画の修正。
健康課題をより明確にした戦略的取組の検討。

計画（Plan)

〔目標の設定〕
もっとも効果が期待できる
課題を重点的に対応す
べき課題として目標を設
定。例えば「糖尿の有病
者を**％減少させる」等、
できる限り数値目標とし、
事業終了後の評価ができ
る目標を設定。

〔健康課題の明確化〕
集団の優先的な健康課
題を選択。どのような疾病
にどれくらい医療費を要
しているか、より高額な医
療費の原因は何か、それ
は予防可能な疾患なのか
等を検討。

〔データ分析〕
集団全体の健康問題の
特徴をデータから分析。

実施（Do)

〔保健指導の評価〕
検査データの改善度、行動目標
の達成度、生活習慣の改善状
況等を評価。

よ
り
効
率
で
効
果
的
な
方
法
や
内
容
に
改
善

〔効率的・効果的な
保健指導の実施〕

支援方法・優先順位等を検討。
対象者のライフスタイルや行動
変容の準備状態にあわせた学
習教材を用意。確実に行動変
容を促す支援を実践。

〔保健指導対象者の明確化〕

デ
ー
タ
ヘル
ス
計
画
書
作
成
支
援
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第２章 栃木市の現状と課題 

 

１．基本情報 

 （１）人口・国民健康保険被保険者数 

    本市の平成２９年９月３０日現在の人口は１６２，１９１人で、高齢化率は２９．

６％となっており、栃木県の約１．３３倍、国の約１．２８倍となっています。 

    また、出生率が低いことから、今後も高齢化率が上昇することが予想されます。 

    一方、本市の国民健康保険被保険者数は４２，００９人で、市の人口に占める国

保加入率は２５．９％となっています。 

 

人口構成概要（平成 28年度） 

 人口 
高齢化率 

（65歳以上） 

出生率 

（人口千対） 

死亡率 

（人口千対） 

国保 

被保険者数 
国保加入率 

栃木市 162,191人 29.6% 7.7% 12.1% 42,009人 25.9% 

栃木県 1,958,992人 22.3% 8.4% 10.1% 587,584人 30.1% 

同規模 195,506人 22.0% 8.8% 8.7% 47,638人 24.4% 

国 124,852,975人 23.2% 8.6% 9.6% 32,662,475 人 27.1% 

    ※国保データベース（KDB）システム「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」より 

     ただし、栃木市のうち、人口・高齢化率・国保被保険者数・国保加入率は、平成 29年 9月 30日現在である。 

     （「国民健康保険事業状況報告書（事業月報）」及び市民生活課「年齢別人口統計表」より） 

    ※同規模は、人口規模 15万人以上の同規模保険者（政令指定都市・中核市・特別区・特例市を除く）を指す。 

 

栃木市の人口構成（平成 29年 9月 30日現在） 

 

※市民生活課「年齢別人口統計表」より  
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 （２）国民健康保険被保険者の構成 

    本市の６５歳以上の被保険者は、全体の４３．２％を占めており、国や県と比較

すると、５～７ポイント上回っている状況です。 

    また、平成２６年度末と比較すると、被保険者総数は４，８５７人減少している

一方で、６５歳以上の被保険者数が５２１人増加、割合にして５．６ポイント上昇

しており、今後も６５歳以上の国民健康保険加入割合が増加することが予想されま

す。 

 

年齢別国民健康保険被保険者数及びその割合（平成 28年度） 

 栃木市 
県（割合） 国（割合） 

被保険者数 割合 

39歳以下 10,360人 24.7% 29.2% 28.0% 

40歳～64歳 13,492人 32.1% 34.7% 33.7% 

65歳以上 18,157人 43.2% 36.1% 38.3% 

合計 42,009人 100.0% 100.0% 100.0% 

    ※国保データベース（KDB）システム「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」より 

     ただし、栃木市は、平成 29年 9月 30日現在である。（「国民健康保険事業状況報告書（事業月報）」より） 

 

栃木市国民健康保険被保険者数及びその割合（各年度末現在） 

 

    ※国民健康保険事業状況報告書（事業年報）より 

     ただし、平成 29年度は平成 29年 9月 30日現在である。（国民健康保険事業状況報告書「事業月報」より）  
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２．医療費の状況 

 （１）国民健康保険の医療費の現状 

    本市の平成２８年度の医療費は約１４８億円となっており、被保険者数の減少等

により、前年度と比較すると減少しております。 

    また、６５歳以上の医療費が平成２８年度で約８３億円となっており、医療費総

額の約５６％を占めています。今後も６５歳以上の被保険者が増加することから、

医療費総額に占める割合が増加していくものと予想されます。 

 

医療費の推移（平成 26年度～平成 28年度） 

 

    ※国民健康保険事業状況報告書（事業年報）より 

    ※医療費は、診療費（入院・外来・歯科）、調剤費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、療養費の合計 
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 （２）１人当たりの医療費 

    平成２７年度の１人当たりの医療費は３２８，８７５円で、県平均より約１１，

０００円高くなっています。また、平成２６年度と比較すると約１９，０００円高

くなっており、今後も高齢化や医療の高度化により、一人当たりの医療費は増加し

ていくことが予想されます。 

 

１人当たり医療費（療養諸費） 

 
    ※栃木県国保医療課「国民健康保険事業状況第 37表」より 

 

 （３）疾病別医療費（大分類）の状況 

    入院レセプト及び外来レセプトの医療費の合計は、「循環器系の疾患」、「新生

物」、「内分泌系、栄養及び代謝疾患」の構成比が約４割を占め、県、同規模保険

者、国も同様の傾向となっています。 

    また、入院では「循環器」、「新生物」、「精神」、外来では「内分泌」、「循環器」、

「尿路性器」の構成比が高くなっています。 

  

栃木市 ７位 307,953 ８位 309,755 ９位 328,875

県平均
（市町平均）

293,796 301,810 317,797

壬生町 316,630 塩谷町 338,404 塩谷町 372,941

日光市 313,444 上三川町 323,186 茂木町 352,774

茂木町 313,365 茂木町 323,039 上三川町 344,869

上三川町 312,847 日光市 321,273 壬生町 342,959

塩谷町 312,066 矢板市 319,978 日光市 336,596

益子町 267,701 益子町 268,943 市貝町 285,016

那須町 270,472 那須町 275,045 益子町 289,242

市貝町 271,616 那須塩原市 280,208 那須町 290,789

那須塩原市 272,972 市貝町 282,434 高根沢町 298,926

真岡市 274,674 高根沢町 285,402 真岡市 299,372

足利市 296,873 足利市 310,888 足利市 317,352

小山市 277,037 小山市 285,633 小山市 302,148
同規模

上位5市町

下位5市町

平成27年度平成26年度平成25年度
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疾病別医療費（大分類）とその割合（平成 28年度） 

 
    ※国保データベース（KDB）システム「疾病別医療費分析（大分類）」より 

 

大分類別医療費割合（平成 28年度） 

 

    ※国保データベース（KDB）システム「医療費分析（２）大、中、細小分類」より 

  

医療費総計（円） 構成比 順位 構成比 順位 構成比 順位 構成比 順位

循環器系の疾患 1,903,608,190 15.94% 1 15.57% 1 15.90% 1 15.70% 1

新生物 1,520,911,950 12.74% 2 13.50% 2 14.53% 2 14.20% 2

内分泌、栄養及び代謝疾患 1,418,106,840 11.88% 3 11.21% 3 9.63% 3 9.62% 3

精神及び行動の障害 1,069,667,300 8.96% 4 9.44% 4 9.46% 4 9.39% 4

尿路性器系の疾患 1,064,137,780 8.91% 5 7.81% 6 7.98% 6 8.01% 6

筋骨格系及び結合組織の疾患 999,474,670 8.37% 6 7.86% 5 8.42% 5 8.45% 5

消化器系の疾患 804,302,250 6.74% 7 6.61% 8 6.05% 8 6.08% 8

呼吸器系の疾患 755,552,500 6.33% 8 6.79% 7 6.82% 7 6.92% 7

神経系の疾患 497,783,350 4.17% 9 3.82% 9 4.17% 9 4.26% 9

眼及び付属器の疾患 350,038,160 2.93% 10 3.71% 10 3.97% 10 3.82% 10

損傷、中毒及びその他の外因の影響 330,560,170 2.77% 11 2.83% 12 2.99% 11 3.18% 11

感染症及び寄生虫症 311,894,130 2.61% 12 3.07% 11 2.88% 12 2.98% 12

皮膚及び皮下組織の疾患 214,904,000 1.80% 13 1.80% 13 1.84% 13 1.91% 13

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 159,952,620 1.34% 14 1.11% 15 1.04% 15 1.02% 15

症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの 137,277,980 1.15% 15 1.46% 14 1.41% 14 1.34% 14

耳及び乳様突起の疾患 52,287,250 0.44% 16 0.46% 16 0.50% 16 0.53% 16

周産期に発生した病態 35,693,130 0.30% 17 0.19% 19 0.16% 19 0.18% 19

先天奇形、変形及び染色体異常 28,039,600 0.23% 18 0.24% 18 0.23% 18 0.25% 18

妊娠、分娩及び産じょく 26,052,390 0.22% 19 0.42% 17 0.25% 17 0.29% 17

その他（上記以外のもの） 258,942,680 2.17% 2.10% 1.76% 1.85%

合計 11,939,186,940 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

栃木市 県 国同規模
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 （４）疾病別医療費（中・細小分類）の分析 

    大分類別医療費の割合が高かったものについて、中、細小分類別に詳しく見てみ

ると、入院では統合失調症が最も多く、外来では「糖尿病」、「慢性腎不全」、「高血

圧症」等の生活習慣病が高くなっています。 

 

中・細小分類による医療費割合（平成 28年度） 

 

 

 

 

 

 

大分類別（％）

不整脈 1.3

心臓弁膜症 1.0

虚血性心疾患 3.7 狭心症 2.3

脳梗塞 3.0 脳梗塞 3.0

食道がん 1.0

膀胱がん 0.5

脳腫瘍 0.5

気管、気管支及び肺の悪性新生物 2.2 肺がん 2.2

胃の悪性新生物 1.9 胃がん 1.9

総合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 10.0 統合失調症 10.0

気分（感情）障害（躁うつ病を含む） 3.0 うつ病 3.0

その他の精神及び行動の障害 1.9

脊椎障害（脊椎症を含む） 2.1

関節症 1.9 関節疾患 1.9

その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 1.8

細小分類分析（％）

精神
16.2

筋骨格
8.1

入
院

循環器
18.2

新生物
18.0

その他の悪性新生物 6.6

その他の心疾患 6.4

中分類別分析（％）

大分類別（％）

糖尿病 9.5 糖尿病 9.5

その他の内分泌、栄養及び代謝障害 7.4 脂質異常症 6.0

甲状腺障害 0.5 甲状腺機能亢進症 0.2

高血圧性疾患 8.4 高血圧症 8.4

その他の心疾患 3.8 不整脈 1.9

虚血性心疾患 1.0 狭心症 0.8

慢性腎不全（透析あり） 9.0

慢性腎不全（透析なし） 0.5

その他の腎尿路系の疾患 0.6

前立腺肥大（症） 0.6 前立腺肥大 0.6

前立腺がん 1.1

腎臓がん 0.3

膵臓がん 0.2

気管、気管支及び肺の悪性新生物 1.5 肺がん 1.5

乳房の悪性新生物 1.3 乳がん 1.3

外
来

中分類別分析（％） 細小分類分析（％）

尿路性器
11.7

新生物
9.8

腎不全 9.7

その他の悪性新生物 3.0

内分泌
17.4

循環器
14.7
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          ※国保データベース（KDB）システム「医療費分析（２）大、中、細小分類」より 

          ※入院＋外来については、全体の医療費（入院＋外来）を 100%として計算した割合である。 

 

 （５）主な疾病の１件当たり医療費 

    平成２８年度の主な疾病別１件当たりの医療費について、入院では「心疾患」、

「腎不全」、「悪性新生物」の順に高くなっています。また、外来では「腎不全」が

１件当たり１８万円を超えており、突出して高くなっています。 

 

生活習慣病等受診状況（平成 28年度） 

疾病 入院（円／件） 外来（円／件） 

心疾患 801,158 43,183 

腎不全 715,946 185,760 

悪性新生物 647,338 55,690 

高血圧症 627,734 31,337 

糖尿病 624,821 37,474 

脳血管疾患 613,111 39,317 

脂質異常症 576,995 27,434 

精神 456,998 30,704 

歯肉炎・歯周病 260,333 11,678 

          ※国保データベース（KDB）システム「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」より 

 

  

順位

1 糖尿病 6.6

2 慢性腎不全 6.5

3 高血圧症 5.5

4 統合失調症 5.2

5 脂質異常症 3.9

6 関節疾患 3.3

7 うつ病 2.2

8 大腸がん 2.2

9 肺がん 1.7

10 不整脈 1.7

細小分類分析（％）

入
院
＋
外
来
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 （６）生活習慣病が占める費用額の割合 

    平成２８年５月診療分の費用額の割合を見ると、生活習慣病等が３７．８５％を

占めており、県とほぼ同程度です。また内訳を見ると、「腎不全」、「高血圧性疾

患」、「虚血性心疾患等」の順に高くなっています。 

 

生活習慣病等（悪性新生物を除く）が占める費用額の割合（平成 28年 5月診療分） 

  

※目で見る栃木県の医療費状況 平成 28年度版より 

 

  

栃木市 栃木県

腎不全 7.28% 6.21%

高血圧性疾患 7.17% 7.68%

虚血性心疾患等 5.65% 6.55%

歯肉炎及び歯周疾患 4.10% 3.72%

脳梗塞 3.79% 3.97%

糖尿病 3.73% 4.03%

脂質異常症 2.43% 2.40%

その他脳疾患 2.27% 2.55%

骨粗しょう症等 0.69% 0.65%

動脈硬化 0.50% 0.29%

肝疾患 0.25% 0.29%

合計 37.85% 38.35%

生活習慣病等の内訳
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 （７）主たる死因の状況 

    本市の主たる死因の状況は、「悪性新生物」、「心臓病」、「脳血管疾患」の割合が

高くなっており、主たる死因全体の９割以上を占めています。 

    また、県、同規模保険者、国と比較すると、「脳血管疾患」及び「腎不全」で亡

くなる方の割合が高くなっています。 

 

主たる死因とその割合（平成 28年度） 

 

    ※国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」より 

 

 （８）ジェネリック医薬品の普及状況 

    本市のジェネリック医薬品（後発医薬品）の普及率は、平成２９年７月診療分で

７０．４％となっており、平成２８年７月診療分と比較して３．８ポイント増加し

ています。 

 

ジェネリック医薬品の普及状況（平成 28年 7月～平成 29年 7月診療分） 

 
    ※栃木県国民健康保険団体連合会「ジェネリック医薬品効果分析システム」より  
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３．特定健康診査及び特定保健指導の状況 

 （１）特定健康診査の実施状況 

    本市の平成２８年度特定健康診査の受診率は２７．８％であり、平成２４年度か

ら上昇しているものの、県平均と比較すると低い状況です。また、平成２８年度の

年齢別受診率は、６５歳以上では３０％を超えていますが、４０～５４歳は２０％

を下回っている状況です。 

 

特定健康診査の年度別受診率 

 

    ※栃木県特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書及び 

     国保データベース（KDB）システム「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」より 

 

特定健康診査の年齢別受診率（平成 28年度） 

 

    ※特定健診データ管理システムより 
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 （２）特定健康診査結果における有所見者の状況 

    本市の平成２８年度特定健康診査結果における有所見者（基準値を超える者）の

割合を見ると、「ＬＤＬコレスロール」、「ＨｂＡ１ｃ」、「収縮期血圧」の順に高く

なっています。県、国と比較すると、「血糖」の有所見者の割合が高くなっていま

す。 

 

特定健康診査有所見者状況（平成 28年度） 

 
    ※国保データベース（KDB）システム「健診有所見者状況」より 
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 （３）問診票から見る生活習慣の状況 

    本市の平成２８年度特定健康診査受診者における問診票の状況を見ると、「１日

３０分以上の運動習慣なし」、「１日の飲酒量が１合以上」、「２０歳時体重から１０

ｋｇ以上増加」の順に高くなっており、県、国と比較すると、「１日の飲酒量が 1

合以上」の割合が高くなっています。 

 

問診票から見る生活習慣の状況 

 
    ※国保データベース（KDB）システム「質問票調査の状況」より 

 

 （４）特定保健指導の実施状況 

    本市の平成２８年度特定保健指導の実施率は４１．９％であり、県平均を上回っ

ています。 

 

特定保健指導の年度別実施率 

 

    ※特定健診データ管理システム及び栃木県特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書より  
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４．介護保険の状況 

 （１）介護認定者数と認定率 

    本市の平成２８年度の６５歳以上の介護認定率（１号認定率）は１６．３％であ

り、県、国とほぼ同程度になっています。 

 

要介護（支援）者認定状況（平成 28年度） 

栃木市 県 国 

被保険者数 認定者数 1号認定率 1号認定率 1号認定率 

47,551人 7,786人 16.3% 16.6% 18.0% 

    ※平成 29年度（平成 28年度実績）栃木市の社会福祉より 

 

 （２）要介護認定者の有病状況 

    本市の要介護（支援）認定者の有病状況を見ると、心臓病、高血圧症、筋・骨格

の順に高くなっています。 

 

要介護（支援）者有病状況（平成 28年度） 

 栃木市 県 同規模 国 

心臓病 61.6% 62.8% 58.8% 58.0% 

高血圧症 54.8% 56.3% 51.8% 50.9% 

筋・骨格 52.9% 52.9% 50.9% 50.3% 

精神 36.3% 36.5% 35.4% 35.2% 

脂質異常症 29.1% 31.7% 29.5% 28.4% 

脳血管疾患 25.4% 27.2% 26.1% 25.5% 

糖尿病 23.6% 24.8% 23.3% 22.1% 

アルツハイマー病 19.7% 18.8% 17.5% 17.9% 

悪性新生物 8.5% 9.8% 10.8% 10.3% 

    ※国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」より 
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５．保健事業の実施状況 

 （１）データヘルス計画（第１期）に基づき実施した保健事業の状況 

    データヘルス計画に基づき、平成２８年度までに実施した保健事業についての状

況は以下のとおりです。 

 

データヘルス計画に基づき実施した保健事業の状況 

 

 

 

 

H27 H28 H29

特定保健指導 ○ ○ ○

特定健康診査にて、
腹囲(またはBMI)及び
追加リスク・喫煙歴に
より階層化し、「動機
付け支援」「積極的支
援」に分けて保健指
導を実施する。

・特定保健指導実施率　60.0％

受診行動適正化指
導事業

○ ○ ○

電話による確認や、保
健師等が訪問し、本
人及びその家族に医
療や保健福祉サービ
ス等の情報提供を行
う。

・指導実施率(保健指導対象者数)　85％
・指導完了者の受診行動適正化率　50％

健診異常値放置者
受診勧奨事業

― ○ ○

指導対象者を特定し、
受診勧奨通知を発
送。必要に応じて電
話指導を行う。

・対象者への通知率
（保健指導実施者数÷保健指導対象者数）
　100％
・対象者の医療機関受診率
（通知後医療機関を受診した人数÷通知者数）
　20％

生活習慣病治療中
断者受診勧奨事業

― ○ ○

指導対象者を特定し、
受診勧奨通知を発
送。必要に応じて電
話指導を行う。

・対象者への通知率
（保健指導実施者数÷保健指導対象者数）　100％
・対象者の医療機関受診率
（通知後医療機関を受診した人数÷通知者数）　20％

ジェネリック医薬品
差額通知事業

○ ○ ○

普及率を向上させるた
め、ジェネリック医薬
品の使用促進のため
の通知を発送する。

・対象者への通知率（通知数÷通知対象者数）　100％
・ジェネリック医薬品普及率　58.5％
（国保連合会ジェネリック医薬品差額効果分析システムより確認）

糖尿病性腎症重症
化予防事業

― ― ○

糖尿病重症化のリスク
が高い者に、病期に
応じた適切な保健指
導を行う。

・保健指導対象者数及び参加意向があった者、うち保健指導を行っ
た人数　15人
・保健指導参加者のうちプログラムを終了した者の割合　100％
・行動目標、継続受診の改善状況　80％
・検査データ(空腹時血糖またはHbA1c)の維持または改善　80％
・保健指導脱落者数(率)　0％

実施年度
事業名 概要 目標値（平成２９年度）



- 17 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

・特定保健指導実施率　(法定報告値）
　平成26年度　35.4％　平成27年度　42.6％　平成28年度　41.9％

実施率が目標を達成できておらず、特に
40歳代の実施率が低迷している。

・指導実施率
　平成26年度　80.9％　平成27年度　91.3％　平成28年度　84.4％
・指導完了者の受診行動適正化率
　平成26年度　42.9％　平成27年度　28.6％　平成28年度　44.7％

指導実施率は目標値を上回っており、達
成できているが、受診行動適正化率は目
標を下回っている。

・対象者への通知率
　平成28年度　100％
・対象者の医療機関受診率
　平成28年度　11.3％

通知率は目標を達成しているが、対象者
の医療機関受診率は目標を達成してい
ない。

・対象者への通知率
　平成28年度　100％
・対象者の医療機関受診率
　平成28年度　17.0％

通知率は目標を達成しているが、対象者
の医療機関受診率は目標値を達成して
いない。また、対象者抽出に課題があ
る。

・対象者への通知率
  平成26年度  99.9％　平成27年度  99.7％　平成28年度  99.7％
・ジェネリック医薬品普及率
　平成26年度  46.5％　平成27年度　63.7％　平成28年度　69.7％

通知率はほぼ達成しており、普及率も増
加し、目標値を達成している。

− −

達成状況（平成28年度末時点） 考察
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 （２）保健事業の実施状況 

    平成２９年度に実施している保健事業は、特定健康診査や人間ドック検診のほ

か、以下のとおり実施しています。 

 

保健事業概要（平成 29年度） 

 

 

区分 事業名 対象者 実施内容

特定健康診査 40歳以上の国保被保険者

医療機関における個別健診、各保健センター等の会場に
おける集団健診
　身長、体重、腹囲測定・診察・血圧・尿・血液検査
　（血糖・血中脂質・肝機能・貧血）・心電図・眼底検査

人間ドック検診

35歳以上の国保被保険者
（特定健康診査を受けない
方・国保税を完納している
世帯の方）

指定医療機関にて人間ドックを受診する方に費用の一部を助成
【種　　類】一般ドック（日帰り・宿泊）及び脳ドック（日帰り）
【検診項目】
　一般検診：身体計測／視力／循環器系／胃腸管系／
　腎機能／血液検査ほか
　脳ドック：身体計測／視力／循環器系／頭部ＭＲＩほか
【費　　用】費用の半分相当額を助成（３万円限度）
【定　　員】あり　※事前の申請が必要

ヤング健診 20歳～39歳
各保健センター等の会場における集団健診
　身長、体重、腹囲測定・血圧・尿・血液検査
　（血糖・血中脂質・肝機能・貧血）

肝炎ウイルス検診
40歳以上で過去に市が実施
する肝炎ウイルス検診を受診
したことのない方

各保健センター等の会場における集団検診
　血液検査

骨粗しょう症検診
男性：60・65・70歳
女性：20・25・30・35・40・45
・50・55・60・65・70歳

各保健センター等の会場における集団検診
　超音波検査

ＡＢＣ検査 40・45・50・55・60・65・70歳
各保健センター等の会場における集団検診
　血液検査

がん検診

40歳以上
（胃・肺・大腸・前立腺）
30歳以上の女性（乳）
20歳以上の女性（子宮）
50～76歳（口腔がん）

各保健センター等の会場における集団検診
（乳がん・子宮がん検診は医療機関においても実施、
口腔がん検診は医療機関で実施）
　胃がん：レントゲン検査　　肺がん：レントゲン検査
　大腸がん：便潜血検査　　前立腺がん：血液検査
　乳がん：超音波検査（30～39歳）
　　　　　　超音波検査＋マンモグラフィ－検査（40歳以上）
　子宮頸がん：細胞診
　口腔がん：視触診

歯周病検診
20・25・30・35・40・45・50・55
・60・65・70・76歳

医療機関における個別検診
　問診、現在の歯と喪失した歯の状況、歯肉の状況など

けんしんパスポート
・けんしんガイドブック
送付事業

20歳以上

５月下旬に、一人一冊のけんしんパスポートと、世帯に一冊のけ
んしんガイドブックを世帯ごとに送付
・けんしんパスポート
　受診可能な検診項目のお知らせと特定健康診査受診券、がん
検診無料クーポン券、歯周病検診受診券等をまとめて綴った冊
子
・けんしんガイドブック
集団検診日程や医療機関一覧（個別検診）等、共通する内容
をまとめた冊子

健
康
診
査
・
が
ん
検
診
等
事
業



- 19 - 

 

 

 

 

 

 

  

区分 事業名 対象者 実施内容

特定保健指導
特定健康診査受診者
（動機付け支援、積極的支援
該当者）

初回面接：個別の行動目標、行動計画を作成
面接、電話、教室等による継続的支援
３か月後に中間評価、６か月後に目標達成状況の評価

健診結果説明会
特定健康診査受診者
（情報提供該当者）、
ヤング健診受診者等

個別相談・健診結果の見方・生活習慣の改善ポイント等説明

知って納得！
からだスッキリ教室

各種健診（検診）を受診した
20～74歳の方

【運動教室】
　講話、実技（簡単な筋トレ、ストレッチ等）
【栄養教室】　血糖編、コレステロール編、血圧編
　講話、試食等

糖尿病性腎症重症化
予防保健指導

国保被保険者で糖尿病性
腎症の病期がⅢ～Ⅳ期の方

６か月間の面接、電話等による支援
受診状況確認、受診継続指導、医師の指示に基づく食事・運動
指導、禁煙・減塩・適正飲酒の生活指導等

糖尿病予防教室
特定健康診査結果で糖尿病
境界域段階に該当する方

【入門編】
６か月間の教室、電話等による支援
計測、講話、実技（調理実習、運動、口腔ケア）

肝
炎
予
防

肝炎ウイルス陽性者
フォローアップ事業

肝炎ウイルス検査における
陽性者で、事業の参加に
ついて同意を得た方

通知、電話等にて医療機関受診勧奨、受診状況の確認

健康あっぷ講座 一般市民

【運動編（成人、親子対象）】講話、実技
【栄養編】講話、調理実習
【口腔編】講話、実技（口腔ケア等）
【禁煙編】講話、希望者には電話等にて個別支援

出前講座 希望団体 講話、実技

熱中症予防 一般市民 ホームページ掲載、啓発チラシ配布

脳卒中啓発
プロジェクト

一般市民 啓発チラシ配布

健康相談・栄養相談 希望者 保健師、管理栄養士による健康相談・栄養相談

病態別栄養指導
医師から栄養指導連絡票に
より指示のあった方

管理栄養士による病態別栄養指導

訪問等個別指導 保健指導が必要である方 保健師、管理栄養士等による個別指導

こころの健康教室 一般市民 講話、実技

こころの健康相談 こころの悩みを抱えている方 カウンセラー、保健師によるこころの健康相談

こころの健康
サポーター研修会

一般市民、栃木市職員、
民生委員児童委員　等

カウンセラーによる自殺予防ゲートキーパー養成研修会

こころの体温計 一般市民
ホームページからアクセスし、簡単な質問事項に答えることでこ
ころの健康状態をチェックすることができ、必要に応じて相談に
つなげられるよう相談窓口が表示される。

健
康
相
談

精
神
保
健
事
業

特
定
保
健
指
導
事
業

糖
尿
病
性
腎
症

重
症
化
予
防
事
業

健
康
教
育
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６．分析結果に基づく健康課題と対策 

  本市の現状から見えてくる健康課題と対策については、以下のとおりです。 

 

 （１）特定健康診査・特定保健指導を基盤とする生活習慣病予防 

    ＜課題＞ 

      特定健康診査受診率が３０％以下と低迷していることから、より多くの被保

険者が受診することで、疾病を早期に発見し、早期治療、治療継続につなげら

れるよう、意識を向上させる必要があります。特に４０歳から５０歳代の受診

率が低いことから、早急に受診率向上の対策を取る必要があります。 

    ＜対策＞ 

      特定健康診査・特定保健指導により、一次予防・二次予防を実施します。特

に特定健康診査の未受診者への受診勧奨通知等を行い、生活習慣病の発症予防

に努めます。 

 

 （２）生活習慣病の重症化予防 

    ＜課題＞ 

      生活習慣病（糖尿病、慢性腎不全、高血圧症）に関する医療費の割合が高く

なっており、生活習慣病が重篤化すると１件当たりの医療費も高くなることか

ら、重篤化する前の対策として、合併症の発症や症状の進行等の重症化予防に

取り組む必要があります。 

    ＜対策＞ 

      生活習慣病の重症化予防に適した病期の患者や健診異常値を放置している患

者、生活習慣病の治療を中断している患者を特定し、患者個人にあった保健指

導の実施や定期的な受診を促します。 

 

 （３）受診行動の適正化 

    ＜課題＞ 

      重複受診者、頻回受診者及び重複服薬者の中から指導が必要と認められる者

に対する保健指導実施率は概ね達成しているにも関わらず、受診行動の適正化

につながっていません。 

    ＜対策＞ 

      訪問指導者対象者の選定方法を見直し、行動変容へつながりやすい方へのア

プローチを重点的に行います。 
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 （４）ジェネリック医薬品普及率の向上 

    ＜課題＞ 

      厚生労働省が目標とするジェネリック医薬品普及率は、２０２０年度末まで

の早い時期に８０％となっており、本市の普及率は増加しているものの、目標

には達していません。 

    ＜対策＞ 

      ジェネリック医薬品に切替可能な先発医薬品を服用している患者に対し、切

替を促す通知を行います。 
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第３章 保健事業の実施内容及び目標 

 

１．実施事業 

 （１）特定健康診査未受診者受診勧奨事業 

    ①目的・概要 

     特定健康診査の実施率向上を図ることを目的とし、受診勧奨を行います。 

 

    ②対象者 

     国民健康保険被保険者で特定健康診査を受診していない者とします。 

 

    ③実施方法 

     以下のとおりの方法で実施します。 

ア）栃木県国民健康保険連合会の人工知能「とくナビＡＩ」等を利用し、国民健康保

険被保険者で特定健康診査の未受診者の抽出を行う。 

イ）抽出された者に受診勧奨用のリーフレットを作成し、対象者に通知を行う。 

  ※リーフレットを作成する際は、受診につながるようなデザインやメッセージと

なるように工夫する。 

 

    ④実施期間と目標 

     ア）実施期間 

       ２０１８年度（平成３０年度）～２０２３年度 

 

     イ）目標 

       〇アウトプット（活動指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

受診勧奨通知数 ― ― 3,000件 3,000件 
 

 

 

       〇アウトカム（成果指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

特定健診受診率 26.6% 27.8% 45% 60% 
特定健診受診者数 

÷特定健診対象者数 
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 （２）特定保健指導事業 

    ①目的・概要 

     生活習慣病の発症・重症化予防を目的とし、厚生労働省による「標準的な健診 

    ・保健指導プログラム」に沿って、特定保健指導対象者へ集団指導や面接、電話

等にて、専門職による支援を行います。 

 

    ②対象者 

     ４０歳以上の国民健康保険被保険者であり、生活習慣病の投薬レセプトが無く

特定健康診査を受けた者で、腹囲が男性８５ｃｍ以上（８５ｃｍ未満の場合、Ｂ

ＭＩが２５以上）、女性９０ｃｍ以上（９０ｃｍ未満の場合、ＢＭＩが２５以

上）の者のうち、以下の⒜～⒞の追加リスクに該当する者とします。 

 

      ⒜ 血糖 空腹時血糖 100㎎/dl以上、または HbA1cが 5.6％以上（NGSP） 

      ⒝ 脂質 中性脂肪 150㎎/dl以上、または HDLコレステロール 40㎎/dl未満 

      ⒞ 血圧 収縮期血圧 130㎜ Hg以上、または拡張期血圧 85㎜ Hg以上 

 

     また、追加リスクと喫煙歴、年齢等により、対象者を動機付け支援と積極的支

援に分けます。 

 

腹 囲 
追加リスク 

⒜血糖 ⒝脂質 ⒞血圧 
喫煙歴 

対 象 

40～64 歳 65～74歳 

男性 85㎝以上 

女性 90㎝以上 

２つ以上該当 ― 
積極的支援 

動機付け支援 
１つ該当 

あり 

なし  

上記以外で 

ＢＭＩが 25以上 

３つ該当 ― 
積極的支援 

動機付け支援 ２つ該当 
あり 

なし  

１つ該当 ― 

 

    ③実施方法 

     ア）動機付け支援 

       対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取組

を継続的に行うことができるよう、保健師又は管理栄養士等の面接・指導に

よる生活習慣の改善に係る行動計画の策定、栄養又は運動、禁煙等生活習慣

の改善に関する支援及び評価を行います。 

 

       ○支援頻度及び期間 

        初回時に面接による支援を行います。 
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        完了までの期間として、初回時面接（行動計画作成の日）から３か月以

上経過後に実績評価を行うことから、最低基準は３か月間とします。 

 

       ○支援の内容及び形態 

        特定健康診査の結果並びに喫煙習慣、運動習慣、食生活、休養習慣その

他の生活習慣の状況に関する調査の結果を踏まえ、面接による支援を行い

ます。 

        面接による支援は、１人当たり２０分以上の個別支援、または１グルー

プ（１グループはおおむね８名以下）当たりおおむね８０分以上のグルー

プ支援とします。 

 

        【面接による支援の具体的な内容】 

・生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、メタボリックシン

ドロームや生活習慣病に関する知識と対象者本人の生活が及ぼす影響、生活

習慣の振り返り等から生活習慣改善の必要性を説明する。 

・生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリットについて説明

する。 

・食事、運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 

・対象者の行動目標や評価時期の設定を支援するとともに、必要な社会資源を

紹介し、有効に活用できるように支援する。 

・体重及び腹囲の計測方法について説明する。 

・生活習慣の振り返り、行動目標や評価時期について対象者と話し合う。 

・対象者とともに行動目標及び行動計画を作成する。 

 

       ○実績評価 

        行動計画作成の日から３か月以上経過後に、面接または通信等（電話、

ＦＡＸ、手紙等）を利用した計画の実績に関する評価を行います。通信等

を利用する場合は、指導対象者への一方向ではなく、双方向のやりとりを

行い、評価に必要な情報を得るものとします。 

 

        【評価の具体的な内容】 

・個々の対象者に対する特定保健指導の効果に関する評価を行う。 

・設定した行動目標が達成されているかどうか、身体状況や生活習慣に変化が

見られたかどうかについて評価を行う。 

・必要に応じて評価時期を設定し、対象者が自ら評価するとともに、行動計画

の策定の日から３か月以上経過後に、特定保健指導実施者による評価を行

う。 
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     イ）積極的支援 

       動機づけ支援と同様の保健指導を行うとともに、対象者とのコミュニケー

ションを十分に図ることその他の方法により、対象者が主体的に生活習慣病

の改善への取組に参加するよう、適切な保健指導を継続して行います。 

 

       ○支援頻度及び期間 

        初回時に面接による支援を行い、その後３か月以上の継続的な支援を行

います。 

        完了までの期間として、初回時面接（行動計画作成の日）から３か月以

上経過後に実績評価を行うことから、最低基準は３か月間とします。 

 

       ○支援の内容及び形態  

        面接による支援は、動機付け支援と同様とします。 

        ３か月以上の継続的な支援の内容及び形態は、次のとおりとします。 

 

        ・支援Ａ（積極的関与タイプ） 

内  容 

・生活習慣を振り返ること、行動計画の実施状況を踏まえ、対象

者の必要性に応じた支援をする。 

・食事、運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 

・進捗状況に関する評価として、対象者が実践している取り組み

内容及びその結果について評価を行い、必要があると認めると

きは、行動目標及び行動計画の再設定を行う。 

支援形態 

・個別面接、グループ面接、通信等（電話、FAX、手紙等）のいず

れか、もしくは組み合わせて行う。 

・初回時の面接支援の際に作成した行動計画の実施状況について

記載したものの提出を受け、それらの記載に基づいて実施す

る。 

 

        ・支援Ｂ（励ましタイプ） 

内  容 
・行動計画の実施状況の確認及び行動計画により確立された行動

を維持するために賞賛や奨励を行う。 

支援形態 

・個別面接、通信等（電話、FAX、手紙等）のいずれか、もしくは

組み合わせて行う。 

・初回時の面接支援の際に作成した行動計画の実施状況の確認を

し、励ましや賞賛を行う。 
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       〇２年連続して積極的支援に該当した者への２年目の特定保健指導 

        ２年連続して積極的支援に該当した対象者のうち、１年目に比べ２年目

の状態が改善している者について、２年目の特定保健指導は、動機付け支

援相当の支援を実施した場合であっても、特定保健指導を実施したことと

します。 

        状態が改善している者とは、特定健康診査の結果において、１年目と比

べて２年目の腹囲及び体重の値が次のとおり一定程度減少していると認め

られる者とします。 

 

ＢＭＩが 30未満 腹囲 1.0㎝以上かつ体重 1.0㎏以上減少している者 

ＢＭＩが 30以上 腹囲 2.0㎝以上かつ体重 2.0㎏以上減少している者 

 

       〇実績評価 

        行動計画作成の日から３か月以上経過後に、面接または通信等（電話、

ＦＡＸ、手紙等）を利用した計画の実績に関する評価を行います。通信等

を利用する場合は、指導対象者への一方向ではなく、双方向のやりとりを

行い、評価に必要な情報を得るものとします。 

        具体的に実施すべき内容は、動機付け支援と同様とします。 

 

 

    ④実施期間と目標 

     ア）実施期間 

       ２０１８年度（平成３０年度）～２０２３年度 

 

     イ）目標 

       〇アウトプット（活動指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

特定保健指導実施率 42.6% 41.9% 51% 60% 
特定保健指導終了者数 

÷特定保健指導対象者数 
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       〇アウトカム（成果指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

メタボ該当者及び 

予備群の減少率 
17.6% 20.8% 22.5% 25% 

メタボ該当者・予備群者の減少数

（平成 20 年度の推計者数－当該

年度の推計者数） 

÷メタボ該当者・予備群者数（平

成 20年度の推計者数） 

 

     ウ）財政効果額 

医療費削減効果額（年間） 

3,000,000 円 

       ※効果額の算出方法 

         厚生労働省の医療費適正化基本方針において、特定保健指導を行った者１人あたりの医療費削減効

果額は、6,000円と示されていることから、指導終了者が 500名とした場合、 

         6,000円×500名＝3,000,000円 と推計されます。 
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 （３）糖尿病性腎症重症化予防事業 

    ①目的・概要 

     被保険者の糖尿病重症化予防を目的とし、特定健診の検査値とレセプトの治療

状況から対象者を特定し、専門職による６か月間の面談指導と電話指導を行いま

す。 

 

    ②対象者 

     腎症患者の第Ⅱ期～第Ⅳ期の病期にある者のうち、以下のものを除外した者を

対象者とします。 

ア）糖尿病起因以外の腎臓病患者 

イ）生活習慣を起因としていない糖尿病患者や指導対象者として適切でない者 

 （透析患者、腎臓移植した可能性がある患者、すでに資格喪失している等） 

ウ）悪性新生物、難病、精神疾患、認知症等が含まれる者 

 

  

 

病期 臨床的特徴 治療内容 

Ⅴ 透析療養期 透析療法中 透析療養、腎移植 

Ⅳ 腎不全期 蛋白尿、血清クレアチニンが上昇

し、腎機能は低下。尿毒症等の自覚

症状がある。 

食事療法（低蛋白食）、透析

療法導入、降圧治療 

Ⅲ 顕性腎症期 蛋白尿、腎機能は低下。尿毒症等の

自覚症状がある。 

血糖コントロール、降圧治療 

Ⅱ 早期腎症期 微量アルブミン尿、血清クレアチニ

ンが時に高値 

血糖コントロール、降圧治療 

Ⅰ 腎症前期 血清クレアチニンが時に高値 血糖コントロール 

 

腎不全期（Ⅳ） 

顕性腎症期（Ⅲ） 

早期腎症期（Ⅱ） 

透析療養期（Ⅴ） 

腎症前期（Ⅰ） 

悪性新生物、難病、精神疾患、 

認知症等が確認できる患者 

糖尿病起因以外の腎臓病患者 

１型糖尿病や透析患者など 

・生活習慣を指導することで重病化

を遅延させることができる患者 

・重病化予防に適切な病気の患者 

・比較的行動変容が現れやすい患者 
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    ③実施方法 

     保健師・看護師等の専門職により、対象者へ６か月間指導を行います。 

     指導開始時、面談を行い対象者の状況を把握し、指導完了までの目標を定めま

す。面談で目標を決定した後、月に１回または２回の電話指導を行い、目標に向

けた取り組みが行われているかを確認します。最終的には、今後サポートがなく

なったとしても改善した生活習慣を維持することができるよう、自立に向けた指

導を行います。 

ア）レセプトデータ、健康診査データ等を分析し、糖尿病性腎症重症化予防に適切な指

導対象者を特定する。 

イ）対象者に糖尿病性腎症重症化予防プログラム参加案内文書を郵送する。 

ウ）対象者に電話し、重症化予防プログラムの詳しい内容を説明し、同意のうえ面談日

と面談場所等を決める。 

エ）１～２月目 面談または電話（1回または 2回/月）により現状の確認と目標を定め

る。 

オ）３～５月目 電話指導（1回または 2回/月）により目標に向けてのサポートを行

う。 

カ）電話により自立に向けた指導を行う。 

 

    ④実施期間と目標 

     ア）実施期間 

       ２０１８年度（平成３０年度）～２０２３年度 

 

     イ）目標 

       〇アウトプット（活動指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

指導実施率 ― ― 20% 25% 
重症化予防指導者数 

÷指導対象者数 

 

       〇アウトカム（成果指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

生活習慣改善率 ― ― 90% 90% 
重症化予防指導者数 

÷指導対象者数 
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     ウ）財政効果額 

医療費削減効果額（年間） 

8,750,000 円 

       ※効果額の算出方法 

         重症化予防をした場合、１年間の医療費削減効果を１人 350,000円と仮定し、指導終了者が 25名と

して試算すると、 350,000円×25名＝8,750,000 円 と推計されます。 
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 （４）受診行動適正化指導事業（重複受診、頻回受診、重複服薬） 

    ①目的・概要 

     医療費の高額化の原因となっている重複受診者や頻回受診者、重複服薬者の減

少を目的とし、レセプトの治療状況から医療機関への過度な受診や重複している

対象者を特定し、適正な医療機関へのかかり方について、専門職による面談指導

または電話指導を行います。 

 

    ②対象者 

     以下のア～ウのいずれかに該当し、過去６か月間のレセプトのうち、２か月

（２回）以上該当する者を対象者とします。ただし、多受診が必要な医療である

可能性がある者、指導が困難な可能性がある者、事業の効果を測定できない者は

除くものとします。（悪性新生物や難病等） 

ア）重複受診者…１か月間に同系の疾病を理由に、複数の医療機関を受診している者 

イ）頻回受診者…１か月間におおむね 12回以上受診している者 

ウ）重複服薬者…１か月間に同系の医薬品が複数の医療機関で処方され、同系医薬品の

日数合計がおおむね 60日を超える者 

 

    ③実施方法 

     対象者の抽出や保健師による訪問指導や電話指導を以下のとおり行います。 

ア）レセプトデータや健康診査データ等から対象者を抽出する。 

イ）対象者に保健指導の案内文書を送付する。 

ウ）電話で対象者に詳細を説明し、対象者の同意のうえ、訪問指導日を決定する。 

エ）指導対象者一人に対し、訪問指導を行う。 

オ）訪問後、必要に応じて電話指導を行う。 

  ※状況に応じて、介護保険担当課等と連携を行う。 

 

    ④実施期間と目標 

     ア）実施期間 

       ２０１８年度（平成３０年度）～２０２３年度 

 

     イ）目標 

       〇アウトプット（活動指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

指導実施率 91.3% 84.4% 87% 90% 
保健指導実施者数 

÷保健指導対象者数 
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       〇アウトカム（成果指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

指導完了者の 

受診行動 

適正化率 

28.6% 44.7% 47% 50% 

レセプトから受診頻度、受診医療

機関数、薬剤の投与数を確認す

る。 

受診行動が適正化された人数 

÷保健指導実施者数 

 

     ウ）財政効果額 

医療費削減効果額（年間） 

720,000円 

       ※効果額の算出方法 

         受診行動の適正化が見られた者の指導前・指導後６ヶ月のレセプトの実績から、１人当たりの１月

分の削減平均額を 4,000円と仮定し、15名が行動変容したとして試算すると、 

         4,000円/月×15人×12月＝720,000円 と推計されます。 
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 （５）健診異常値放置者受診勧奨事業 

    ①目的・概要 

     健診異常値を放置している対象者が医療機関へ受診していただくことを目的と

し、特定健診等の結果に異常値があるにも関わらず、その後のレセプト状況から

医療機関への受診が認められない対象者を特定し、受診勧奨通知を送付します。 

 

    ②対象者 

     特定健診又は人間ドック検診を受診し、厚生労働省の受診勧奨判定値以上の検

査数値がある者で、生活習慣病投薬レセプトが無く、受診後、４か月以上医療機

関を受診していない者を対象者とします。ただし、指導が困難な可能性がある者

や事業の効果を測定できない者は除くものとします。（悪性新生物や難病等） 

 

     〇優先順位 

       厚生労働省の定める受診勧奨判定値以上の異常値が発生しており、異常値

に対するレセプトが発生していない対象者を特定しますが、健診異常値判定

数が多い患者を最優先とし、喫煙の有無によりリスクを判定します。 

       これらは全てが受診勧奨対象者ではありますが、通知件数の制約により優

先順位を設定する必要がある場合、候補者Ａより順に対象者を選択します。 

 

      

          *健康リスクインデックス … 特定健康診査の問診項目（喫煙項目を除く）の 21項目及び血圧、血糖、脂質の 

                        計 24項目のこと 

 

    ③実施方法 

     対象者の抽出や対象者への電話指導等を以下のとおり行います。 

 

喫煙 非喫煙

生活習慣病リスク大
健康リスクインデックス

（17～24）
候補者Ａ 候補者Ｃ

生活習慣病リスク中
健康リスクインデックス

（9～16）
候補者Ｂ 候補者Ｄ

生活習慣病リスク小
健康リスクインデックス

（0～8）
候補者Ｅ 候補者Ｆ

←

高
　
　
効
果
　
　
低
→

←高　　　　効果　　　　低→
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ア）レセプト及び特定健診等のデータを分析し、対象者を特定する。なお、精神疾患

や難病、悪性新生物患者等は除外する。 

イ）受診勧奨通知を作成する。通知書は、検査異常値からの糖尿病や心疾患等の発症

リスクを含めるなど、訴求力の高いものとする。 

ウ）対象者へ受診勧奨通知書を送付する。 

エ）対象者が医療機関を受診したかを確認する。 

オ）必要に応じて電話で指導を行う。 

 

    ④実施期間と目標 

     ア）実施期間 

       ２０１８年度（平成３０年度）～２０２３年度 

 

     イ）目標 

       〇アウトプット（活動指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

対象者への通知数 ― 379件 400件 400件 
 

 

 

       〇アウトカム（成果指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

対象者の医療機関 

受診率 
― 11.3% 15％ 20% 

通知後、医療機関を受診したかを

確認する。 

通知後、医療機関を受診した人数

÷通知者数 
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     ウ）財政効果額 

医療費削減効果額（年間） 

1,875,000 円 

       ※効果額の算出方法 

         本事業を実施したモデル市の実績によると、診療を始めることにより翌１年間の医療費は約 45,000

円増加するものの、翌々１年間の医療費は約 120,000円削減されると推計されます。よって、２年間

で 75,000円の削減効果となることから、１年間の医療費削減効果額は 37,500円と仮定し、50人が行

動変容したとして試算すると、 37,500円×50人＝1,875,000円 と推計されます。 

         （注）モデル市の実績を基に積算したものであるため、本市においては異なる結果となる可能性が

あります。 
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 （６）生活習慣病治療中断者受診勧奨事業 

    ①目的・概要 

     生活習慣病治療中断者の減少を目的とし、レセプトの治療状況から、かつて生

活習慣病の治療を受けていたにも関わらず、一定期間の医療機関受診が確認でき

ず、治療を中断している可能性のある対象者を特定し、受診勧奨の通知を行いま

す。 

 

    ②対象者 

     生活習慣病投薬レセプトがあるが、定期的な受診を中断している者を対象者と

します。ただし、指導が困難な可能性がある者、事業の効果を測定できない者は

除くものとします。（悪性新生物、難病等） 

 

    ③実施方法 

     対象者の抽出や対象者への電話指導等を以下のとおり行います。 

ア）レセプトデータを分析し、対象者を特定する。なお、精神疾患や難病、悪性新生物

患者等、保険者が指定した被保険者は除外する。 

イ）受診勧奨通知を作成する。通知書は治療の中断によるリスクを訴える訴求力の高い

ものとする。 

ウ）対象者へ受診勧奨通知書を送付する。 

エ）対象者が医療機関を受診したか確認する。 

オ）必要に応じて電話で指導を行う。 

 

     〇優先順位 

       生活習慣病治療中断者の判定はまず、医療機関への受診間隔を把握し、そ

の後、医療機関への受診が無い期間と照らし合わせ、必要な受診頻度を超え

て医療機関への受診が無い患者を特定します。生活習慣病の有病数が多い患

者を最優先とし、定期的な受診の間隔によりリスクを判定します。 

 

 

毎月受診の中断者
２～３か月に１度受診

の中断者
４か月以上に１度の
定期受診の中断者

生活習慣病有病数
３つ

候補者Ａ１ 候補者Ａ２ 候補者Ａ３

生活習慣病有病数
２つ

候補者Ｂ１ 候補者Ｂ２ 候補者Ｂ３

生活習慣病有病数
１つ

候補者Ｃ１ 候補者Ｃ２ 候補者Ｃ３

←

高
　
　
効
果
　
　
低
→

←高　　　　　　　　　　　　　効果　　　　　　　　　　　　　低→
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    ④実施期間と目標 

     ア）実施期間 

       ２０１８年度（平成３０年度）～２０２３年度 

 

     イ）目標 

       〇アウトプット（活動指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

対象者への通知数 ― 200件 100件 100件  

      ※対象者の絞り込み条件が異なるため、目標値が減少しています。 

 

       〇アウトカム（成果指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

対象者の医療機関 

受診率 
― 17.0% 18.5% 20% 

通知後、医療機関を受診したかを

確認する 

通知後、医療機関を受診した人数

÷通知者数 

 

     ウ）財政効果額 

医療費削減効果額（年間） 

20,300,000 円 

       ※効果額の算出方法 

         本事業を実施したモデル市の実績によると、治療を再開することにより、翌１年間の１人当たりの

削減効果額は約 580,000円と推計されます。よって、1年間の１人当たりの削減効果額を 580,000円

とし、治療再開者を 35名と試算すると、 580,000円×35名＝20,300,000 円 と推測されます。 

         （注）モデル市の実績を基に積算したものであるため、本市においては異なる結果となる可能性が

あります。 

  



- 38 - 

 

 

 （７）ジェネリック医薬品差額通知事業 

    ①目的・概要 

     ジェネリック医薬品の普及率向上を目的とし、レセプトの受診状況から、ジェ

ネリック医薬品への切り替えによる薬剤費軽減額が一定以上あると認められる対

象者を特定し、ジェネリック医薬品への切り替えを促す通知書を送付します。 

 

    ②対象者 

     通院レセプトがあり、ジェネリック医薬品に切り替え可能な先発医薬品を処方

されている者を対象者とします。ただし、悪性新生物や精神疾患、短期処方をさ

れた者は除くものとします。 

 

    ③実施方法 

     対象者の抽出や差額通知の発送等について以下のとおり行います。 

ア）栃木県国民健康保険団体連合会に委託し、レセプトデータを分析し、対象者を特定

する。 

イ）栃木県国民健康保険団体連合会においてジェネリック医薬品差額通知書を作成す

る。 

ウ）栃木県国民健康保険団体連合会からジェネリック医薬品差額通知書が納品される。 

エ）ジェネリック医薬品差額通知書を対象者へ発送する。 

 

    ④実施期間と目標 

     ア）実施期間 

       ２０１８年度（平成３０年度）～２０２３年度 

 

     イ）目標 

       〇アウトプット（活動指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

対象者への通知数 1,323件 1,184件 2,400件 2,400件  

      ※平成 28年度までは差額が 500円以上、平成 29年度以降は 300円以上を対象としています。 

 

  



- 39 - 

 

 

       〇アウトカム（成果指標） 

目標 

現状 目標値 

成果の確認・算出方法等 2015年度 

（H27） 

2016年度 

（H28） 
2020年度 2023年度 

ジェネリック医薬品 

普及率 

（数量ベース） 

63.7% 69.2% 80% 85% 

栃木県国民健康保険団体連合会

ジェネリック医薬品効果分析シ

ステムにより確認 

 

     ウ）財政効果額 

目標達成時における薬剤費削減効果額（年間） 

300,000,000 円 

       ※効果額の算出方法 

         栃木県国民健康保険団体連合会ジェネリック医薬品効果分析システムにおいて、平成 28年度のジェ

ネリック医薬品普及率（平均）は、数量ベースで 66.9%、金額ベースで 43.2%となっており、数量ベー

スでの普及率 85%を達成した場合、金額ベースでは、55.25%と推計されます。 

         また、同分析システムにおいて、代替可能な医薬品が金額ベースで 56.8%あり、これが全てジェネ

リック医薬品に代わった場合、最大効果額（１ヶ月平均）が 25,748,000円となっていることから、普

及率が金額ベースで１％上昇した場合の効果額（１ヶ月平均）は、 

         25,748,000 円÷56.8≒453,000円 と推計されます。 

         よって、年間の財政効果額を試算すると、 453,000円×55.25×12月≒300,000,000円 と推測さ

れます。 
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２．全体スケジュール 

  事業計画策定(Ｐ)、指導の実施(Ｄ)、効果の測定(Ｃ)、次年度に向けた改善(Ａ)を１

サイクルとして実施します。 

  また、継続的にレセプトと健診等データをデータベース化し、事業実施と効果測定を

行い、効果測定の結果をもって、次年度の改善案を検討していきます。 

 

 

 

  

事業名 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月

Ｃ

Ａ

Ｐ

Ａ

Ｐ

Ｃ

Ａ

Ｐ

Ｃ

Ａ

Ｐ

Ｃ

Ａ

Ｐ

Ｃ

Ａ

Ｐ

Ｃ

Ａ

Ｐ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｃ（前年度）

生活習慣病治療
中断者受診勧奨事業

ジェネリック医薬品差額通知事業

Ｄ

Ｄ

Ｃ

特定健康診査
未受診者受診勧奨事業

特定保健指導事業

糖尿病性腎症重症化予防事業

受診行動適正化指導事業

健診異常値放置者受診勧奨事業

Ｄ

Ｄ
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第４章 その他 

 

１．計画の評価・見直し 

 （１）評価 

    個別の保健事業の目標達成状況については、各年度末に内部評価を行うとともに、

栃木県国民健康保険団体連合会保健事業支援・評価委員会に報告し、外部評価を受

けるものとします。 

    また、２０２０年度には中間評価を、最終年度である２０２３年度には、計画期

間全体の総合評価を行うものとします。 

 

 （２）計画の見直し 

    評価結果に基づき、必要に応じて次年度の個別の保健事業の見直しを行うものと

します。見直しにあたっては、栃木市国民健康保険運営協議会に報告して意見を伺

うとともに、栃木県国民健康保険団体連合会保健事業支援・評価委員会の支援を受

けるものとします。 

    なお、事業の具体的な見直しにあたっては、関係部署と連携を図るものとします。 

 

 （３）見直し検討時の体制 

    見直しのための体制は、次のとおりとします。 
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２．データヘルス計画の公表・周知 

  本計画は、市ホームページ等において公表するとともに、事業の実効性を高めるため、

様々な機会を通して被保険者への周知に努めるものとします。 

  また、保健事業の実績（個人情報に関する部分を除く）、目標の達成状況等については、

市ホームページ等により公表するものとします。 

 

３．関連する事業との連携 

  特定健診の実施にあたっては、受診者の利便性の向上と受診率の向上を図るため、健

康増進法に基づく各種検(健)診等と可能な限り連携して実施するものとします。 

  また、保健事業の効果、効率を上げるためには、保健事業の基盤である「加入者への

意識づけ」を行った上で、健康行動を実践できるよう支援する「個別の事業」を導入す

る必要があることから、関係部署が実施する健康啓発事業や健康教室等の保健事業との

連携を図り、市民全体へアプローチを行っていくものとします。 

 

４．個人情報の保護 

  個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」「国民健康保険組合における個

人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」「栃木市個人情報保護条例」「栃木市情

報セキュリティーポリシー」に基づき管理します。 

  また、保健事業に関わる業務を外部に委託する際も同様に取り扱われるよう、委託契

約書に定めるものとします。 

 


