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第１章 計画策定について                              
 

特定健康診査の実施や診療報酬明細書等の電子化，国保データベース（KDB）システム等の整備によ

り，保険者が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きている

中，｢日本再興戦略｣(平成 25年 6月 14日閣議決定)においては，｢データヘルス計画｣の作成･公表，

事業実施，評価等の取組を求めています。 

データヘルス計画では，国民健康保険法第 82条に基づき，健康･医療情報を活用し，健康状態や健

康課題を客観的な指標を用いて示し，分析結果を踏まえ，健康課題を明確にし，目標値の設定を含め

た事業内容の企画を行うこととしています。 

また，本計画は，最上位に位置付けられた将来構想である｢石岡かがやきビジョン｣や行動計画であ

る｢石岡ゆめ創生プラン｣との整合性を図り，ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能

な開発目標）に配慮した取り組みを推進する実施計画とします。 

本計画は，「石岡国民健康保険第２期データヘルス計画」の計画期間である平成 30年度から令和 5

年度の中間年度において，前期 3年間の事業評価を行い，後期 3年間の事業内容及び目標の見直しを

行うものです。そのため，令和 3年度から令和 5年度の 3年間を計画期間とします。 
 

第２章 現状と課題把握                               

1.保険者の特性把握 

本市の高齢化率(65歳以上)は 29.6%であり，県との比較で 2.8ポイント高く，同規模との比較でも

1.8ポイント高くなっています。また，国民健康保険被保険者数は 18,301人で，市の人口に占める国

民健康保険加入率は 24.2%，国民健康保険被保険者平均年齢は 54.0歳です。 
  

表１）医療基礎情報（令和元年度） 

医療項目 石岡市 茨城県 同規模（※） 国 

一件当たり医療費 36,900 円 36,320 円 38,060 円 37,230 円 

外来費用の割合 61.8% 61.9% 58.7% 59.4% 

入院費用の割合 38.2% 38.1% 41.3% 40.6% 

（出典）国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」 

（※）同規模自治体：全国の人口が「50,001人～100,000人」の市を同規模自治体と定義しています。 
 

表２）主たる死因の状況（令和元年度） 

 
（出典）国保データベース(KDB)システム ｢地域の全体像の把握｣ 

 
 
 
 

表２は主たる死因の状況を示

したものです。本市においても，

悪性新生物による死亡が多い状

況にあります。 

また，国・県と比較すると脳疾

患や腎不全の割合が高い傾向に

あります。 

  

人数（人） 割合（％）

悪性新生物 233 48.6% 48.6% 48.6% 49.9%

心臓病 116 24.2% 26.8% 28.0% 27.4%

脳疾患 89 18.6% 16.6% 15.5% 14.7%

自殺 12 2.5% 2.8% 2.7% 2.7%

腎不全 22 4.6% 3.2% 3.3% 3.4%

糖尿病 7 1.5% 2.0% 1.9% 1.9%

合計 479

石岡市
県 同規模 国疾病項目
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2.過去の取組の考察（平成 29 年度～令和元年度の振り返り） 

下の表３，４では，第２期データヘルス計画に基づき実施した各事業の達成状況を示します。 

 

表３）データヘルス計画全体 

指標 

（実績値算出元） 

目標値 
（アウトカム） 

実績値 
ベースライン 
(平成 28 年度)

年度別 
健康寿命 

（KDB システム「地域の全体像の把握」） 
延伸 男：78.2 歳 

女：83.0 歳 

平成 29 年度 男：78.0 歳 女：82.8 歳 

平成 30 年度 男：78.4 歳 女：83.0 歳 
令和元年度 男：78.6 歳 女：83.1 歳 

一人当たりの医療費 

（国民健康保険事業状況報告書（事業年報）） 
減少 304,743 円 

平成 29 年度 313,295 円 
平成 30 年度 315,732 円 
令和元年度 333,675 円 

表４）個別保健事業計画 

事業名 事業概要 実施内容 
目標値 実績値 

アウトプット アウトカム ベースライン 

(平成 28 年度)

① 

特定健康診査 
受診勧奨事業 

特定健康診査を受診し

ていない被保険者を対

象者として，特定健康

診査の受診を促す。 

・対象者に対して，受診勧奨通

知を送付した。 

・通知送付後，受診の有無につ

いて受診結果情報により確認を

行った。 

対象者への通

知率  

100% 

対象者の特定

健康診査受診

率 

40% 
特定健康診査

受診率 

60% 

対象者への通

知率 

－ 

対象者の特定

健康診査受診

率 

     5.8% 

特定健康診査

受診率 
36.7%  

② 

特定保健 
指導事業 

特定健康診査の結果か

ら特定保健指導対象者

を特定し，生活習慣や

検査値が改善されるよ

うに，専門職による支

援を面接や電話等で行

う。 

・対象者の特定と適切な保健指

導を行い，指導終了者の生活習

慣に関する調査により改善状況

の確認を行った。 

対象者の指導

実施率  

60%以上 

指導終了者の

生活習慣改善

率 
60% 

対象者の指導

実施率 

41.6% 

指導終了者の

生活習慣改善

率 
－ 

③ 

健診異常値 
放置者 
受診勧奨事業 

特定健康診査の受診

後，その結果に異常値

があるにも関わらず医

療機関受診が確認でき

ない対象者を特定し，

通知書の送付，電話で

の保健指導や受診勧奨

を行う。 

・健診異常値を放置している対

象者を特定し，受診勧奨通知を

送付した。 

・２年連続して勧奨の対象とな

った方については，健康増進課

からの電話による保健指導も行

った。 
・通知送付後，対象者の医療機

関受診状況をレセプトにより確

認した。 

対象者への通

知率 

100% 

医療機関受診

率 
60% 

－ 
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評価 

区分 
達成に向けた 

プラス要因 
達成に対する 

マイナス要因 今後の方向性 

ｂ 生活習慣病の発症及び重症化の予防 疾病等による ADL 等の機能低下 
各保健事業のデータ分析による 
柔軟な対応と継続的な支援体制 
の構築 

ｃ  受診行動の適正化 
ジェネリック医薬品の普及 医療や薬剤の高度・高額化 データ分析による適正な受診・服薬

行動の推進 
 

実績値 評価 

区分 
達成に向けた 

プラス要因 
達成に対する 

マイナス要因 今後の方向性 
年度別 

対象者への通知率  
平成 29 年度 99.7% 
平成 30 年度 99.9% 
令和元年度 99.6% 

対象者の特定健康診査受診率 
平成 29 年度 6.1% 
平成 30 年度 8.0% 
令和元年度 7.8% 

特定健康診査受診率（法定報告※） 
平成 29 年度 36.8% 
平成 30 年度 37.1% 
令和元年度 38.4%（R2.12 月末） 

a* 

・健診受診者のリピー

ト率が高い。 
・人間ドックやかかり

つけ医からの診療情報

提供事業が受診率に繋

がる。 

・若年層の受診率が低

い。 
・健診未受診者の割合

は，定期通院をしている

人の方が高い傾向があ

る。 

・多くのニーズに対応で

きるよう，受診機会等の

拡充及び勧奨方法の多様

化を図る。 

対象者の指導実施率（法定報告※） 
平成 29 年度 36.5% 
平成 30 年度 51.2% 
令和元年度 53.5%（R2.12 月末） 

指導終了者の生活習慣改善率 
平成 29 年度 59.1% 
平成 30 年度 56.8% 
令和元年度 54.9%（R2.12 月末） 

a ・集団健診時の初回面

談を実施した。 
・医療機関で健診を受け

た被保険者の保健指導実

施率が低い。 

・医療機関との連携を図

り，集団健診以外の保健

指導実施率の向上を目指

す。 

対象者への通知率 
平成 29 年度  －  
平成 30 年度 99.7% 
令和元年度 100.0% 

医療機関受診率 
平成 29 年度 23.5% 
平成 30 年度 6.2% 
令和元年度 19.3% 

c 

・生活習慣病の危険性

と受診行動を促す通知

を送付。 
・通知送付後に当該年

度の健診結果を基に追

加で電話勧奨を実施。 

・生活習慣病への意識が

低い。 
・通知内容と勧奨方法の

検討をする。  

※法定報告：高齢者の医療の確保に関する法律第百四十二条に基づき特定健康診査・特定保健指導の結果について報告するもの。 

ａ ：改善している 

ａ
*
：改善しているが，現状のままでは 

   目標達成が難しい 

ｂ ：変わらない 

ｃ ：悪化している 

ｄ ：評価困難 
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事業名 事業概要 実施内容 

目標値 実績値 

アウトプット アウトカム 
ベースライン 

(平成 28 年度)

④ 

生活習慣病 

治療中断者 

受診勧奨事業 

過去に生活習慣病で受

診していたが，その後

定期受診を中断した対

象者を特定し，通知書

を送付することで受診

勧奨を行う。 

・生活習慣病での治療を中断して

いる対象者を特定し，医療機関受

診勧奨通知を送付した。 
・通知送付後，対象者の医療機関受

診状況をレセプトにより確認し

た。 

対象者への通

知率 

100% 

医療機関受診

率 

60% 

－ 

⑤ 

糖尿病性腎症 

重症化予防事業 

特定健康診査の検査値

とレセプトデータから

対象者を特定し，正し

い生活習慣を身に付け

ることができるよう

に，専門職による 6 カ

月間の面談指導と電話

指導を行う。 

・指導対象者を選定し，重症化

予防事業への参加案内を送付。 

・委託業者や健康増進課と連

携し，専門職による保健指導を

実施し，指導後，生活習慣や検

査数値等の改善状況を検証し

た。 

対象者の指導

実施率  

60%以上 

指導終了者の

生活習慣改善

率 

60% 

指導終了者の

検査値改善率 

60% 

－ 

⑥ 

受診行動適正化

指導事業 

(重複 ･頻回受

診，重複服薬) 

レセプトデータから，医

療機関への不適切な受診

が確認できる対象者，ま
た重複して服薬している

対象者を特定し，適正な

医療機関へのかかり方に

ついて，専門職による指

導を行う。 

・健康増進課と連携して対象者を

選定し，専門職による保健指導を

実施。 

・指導後の受診や服薬の状況をレ

セプトにて確認した。 

対象者の指導

実施率 

60%以上 

重複･頻回受

診者，重複服

薬者 

30% 減少 

－ 

⑦ 

ジェネリック 

医薬品差額通知

事業 

レセプトデータから，

ジェネリック医薬品の

普及率が低く，ジェネ

リック医薬品への切替

えによる薬剤費軽減額

が一定以上の対象者を

特定する。通知を送付

することで，ジェネリ

ック医薬品への切替え

を促す。 

・医師会及び薬剤師会と連携

を図り，対象者を特定し，ジェ

ネリック医薬品差額通知書を

送付した。 

対象者への通

知率 

100% 

通知対象者の

ジェネリック

医薬品普及率

(数量ベース) 

60% 

ジェネリック

医薬品普及率

(数量ベース) 

80% 

対象者への通知

率 
－ 

通知対象者のジ

ェネリック医薬

品普及率 

(数量ベース) 

15.3% 
ジェネリック医

薬品普及率 

(数量ベース) 
66.3% 

⑧ 

ロコモティブ 

シンドローム 

予防事業 

ロコモティブシンドロ

ームについて周知し，

健康教室への参加を促

す。 

・地域包括支援センター及び

健康増進課と連携し，介護予防

教室でのチラシの配布と健康

教室でアンケートの配布・回収

をした。 

健康教室の参

加人数 

1,800 人 

ロコモティブ

シンドローム

を知っている

人の割合 

50% 

－ 

 

- 5 - 
 

 

実績値 評価 

区分 
達成に向けた 

プラス要因 
達成に対する 

マイナス要因 今後の方向性 
年度別 

対象者への通知率 
平成 29 年度   － 
平成 30 年度 100.0% 
令和元年度 100.0% 

医療機関受診率 
平成 29 年度     － 
平成 30 年度 15.4% 
令和元年度 59.5% 

ａ 

・生活習慣病の危険性

の周知と受診行動を促

す通知を送付。 
・通知送付後に当該年

度の健診結果を基に追

加で電話勧奨を実施。 

・受診率は増加傾向にあ

るが，目標値には達して

いない。 
・生活習慣病への意識が

低い。 

・通知内容と勧奨方法の

検討。 

対象者の指導実施率 
平成 29 年度   － 
平成 30 年度 14.1% 
令和元年度 10.0% 

指導終了者の生活習慣改善率 
平成 29 年度     － 
平成 30 年度 48.0% 
令和元年度 72.0% 

指導終了者の検査値改善率 
平成 29 年度     － 
平成 30 年度 40.0% 
令和元年度 60.0% 

a 
・指導終了者について

は，高い割合で生活習

慣及び検査値について

改善が見られた。 
・対象者の指導実施率が

低い。 

・勧奨方法の見直しを図

り，事業参加者を増や

し，新規透析患者の減少

を図る。 

対象者の指導実施率 
平成 29 年度 23.3% 
平成 30 年度 83.3% 
令和元年度 80.0% 

重複・頻回受診者，重複服薬者 
平成 29 年度 44.7%減少 
平成 30 年度 71.4%減少 
令和元年度 16.7%減少 

c 
・保健指導について，

希望制から原則訪問制

に変更した。 

・重複・頻回受診者，重
複服薬者は，前年度の対
象者数と比較しているた
め，保健指導による適正
化が図られるほど減少率
は上がらなくなる。 

・指導対象者以外の被保
険者に対して，広く適正
な受診行動を周知。 
・減少率ではなく指導対
象者の改善率を重視す
る。 

対象者への通知率 
平成 29 年度 99.9% 
平成 30 年度 100.0% 
令和元年度 100.0% 

通知対象者のジェネリック医薬品普及率

(数量ベース) 
平成 29 年度 40.7% 
平成 30 年度 17.9% 
令和元年度 12.9% 

ジェネリック医薬品普及率(数量ベース) 
平成 29 年度 69.0% 
平成 30 年度 73.8% 
令和元年度 76.4% 

ｄ 

・通知送付対象者を拡

大した。（通知の対象

薬剤の拡大） 
・被保険者証一斉更新

時及び新規加入時に

「ジェネリック医薬品

希望シール」を配布。 

・薬効が不安な方や体質

に合わないなど，ジェネ

リック医薬品に切替えら

れない人もいる。 

・通知の送付回数を増や

し，対象者の拡大を図

る。 
・通知対象者のジェネリ

ック医薬品普及率（数量

ベース）は評価困難なた

め，切替割合を指標とす

る。 

健康教室の参加人数 
平成 29 年度     － 
平成 30 年度     － 
令和元年度   2,185 人 

ロコモティブシンドロームを知っている
人の割合 

平成 29 年度     － 
平成 30 年度     － 
令和元年度 83.0% 

ｄ 
・地域包括支援センタ

ーを通し，介護予防教

室の利用者にチラシを

配布し周知を図った。 

・アンケート結果で，周

知は進んでいるが，ロコ

モティブシンドロームが

疑われる人が約 6割い

る。 

・周知だけでなく，該当

者の減少を図る必要があ

る。 

 

ａ ：改善している 

ａ
*
：改善しているが，現状のままでは 

   目標達成が難しい 

ｂ ：変わらない 

ｃ ：悪化している 

ｄ ：評価困難 
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3.医療情報分析結果 

表５は医療情報の基礎統計を示しています。令和元年度の被保険者数は平均 18,557 人，レセプト

件数は平均 19,941件，患者数は平均 8,858人です。また，患者一人当たりの医療費は平均 51,531円

です。 

表６では，平成 29 年度から令和元年度の高額レセプトの件数と割合を示しています。令和元年度

に発生しているレセプトのうち，診療点数が 5万点以上のものを高額レセプトとして集計すると，高

額レセプトは 1,586件発生しており，レセプト件数全体の 0.7%を占めます。高額レセプトの医療費は

17 億 305万 2,560円となり，医療費全体の 31.1%を占めます。 

表７から表９では，医療費，患者数，患者一人当たりの医療費が高額な疾病の上位 3番目までの疾

病を表に示しています。  
 

表５）基礎統計 

 

 
データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)，入院外，調剤の電子レセプト。 

            対象診療年月は平成 31年 4月～令和 2年 3月診療分(12カ月分)。 

資格確認日…1日でも資格があれば分析対象としている。 

※医療費…医療機関もしくは保険薬局に受診されたレセプトに記載されている，保険の請求点数を集計し，金額にするために 10倍にし

て表示。 

※患者数…医療機関もしくは保険薬局に受診されたレセプトの人数を集計。同診療年月で一人の方に複数のレセプトが発行された場合

は，一人として集計。 

 

平成31年4月 令和元年5月 令和元年6月 令和元年7月 令和元年8月 令和元年9月 令和元年10月

A 19,138 18,890 18,827 18,750 18,646 18,589 18,532

入院外 12,530 11,893 12,166 12,530 11,882 11,639 12,150

入院 321 316 338 338 316 327 326

調剤 8,181 7,599 7,676 7,934 7,434 7,275 7,843

合計 21,032 19,808 20,180 20,802 19,632 19,241 20,319

C 468,361,700 447,094,200 447,001,040 492,091,830 445,802,030 456,325,670 474,740,130

D 9,229 8,813 8,961 9,154 8,779 8,608 8,983

C/A 24,473 23,668 23,743 26,245 23,909 24,548 25,617

C/B 22,269 22,571 22,151 23,656 22,708 23,716 23,364

C/D 50,749 50,731 49,883 53,757 50,781 53,012 52,849

B/A 109.9% 104.9% 107.2% 110.9% 105.3% 103.5% 109.6%

D/A 48.2% 46.7% 47.6% 48.8% 47.1% 46.3% 48.5%有病率(％)

被保険者数(人)

B レセプト件数(件)

医療費(円)　※

患者数(人)　※

被保険者一人当たりの

医療費(円)

レセプト一件当たりの

医療費(円)

患者一人当たりの

医療費(円)

受診率(％)

令和1年11月 令和1年12月 令和2年1月 令和2年2月 令和2年3月 12カ月平均 12カ月合計

A 18,409 18,334 18,300 18,169 18,096 18,557

入院外 11,802 12,403 11,634 11,569 11,361 11,963 143,559

入院 313 345 302 312 339 324 3,893

調剤 7,476 8,047 7,546 7,419 7,407 7,653 91,837

合計 19,591 20,795 19,482 19,300 19,107 19,941 239,289

C 434,252,860 499,733,590 425,345,710 430,992,050 455,968,530 456,475,778 5,477,709,340

D 8,692 9,117 8,726 8,697 8,541 8,858 106,300

C/A 23,589 27,257 23,243 23,721 25,197 24,599

C/B 22,166 24,031 21,833 22,331 23,864 22,892

C/D 49,960 54,813 48,745 49,556 53,386 51,531

B/A 106.4% 113.4% 106.5% 106.2% 105.6% 107.5%

D/A 47.2% 49.7% 47.7% 47.9% 47.2% 47.7%有病率(％)

被保険者数(人)

B レセプト件数(件)

医療費(円)　※

患者数(人)　※

被保険者一人当たりの

医療費(円)

レセプト一件当たりの

医療費(円)

患者一人当たりの

医療費(円)

受診率(％)
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表６）高額(5 万点以上)レセプトの件数と割合 

 
データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)，入院外，調剤の電子レセプト。 

            対象診療年月は平成 29年 4月～令和 2年 3月診療分(36カ月分)。 

資格確認日…1日でも資格があれば分析対象としている。 

※医療費全体…データ化範囲(分析対象)全体での医療費を算出。 

※高額レセプトの医療費…高額(5万点以上)レセプトの医療費。  

※その他レセプトの医療費…高額(5万点以上)レセプト以外の医療費。 

 

表７）医療費が高い疾病（令和元年度） 

 順位 疾病分類（中分類） 医療費 構成比 

1 位   その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 384,077,365円 7.0% 

2 位   糖尿病 307,024,806円 5.6% 

3 位   その他の心疾患 275,801,640円 5.1% 

 

表８）患者数が多い疾病（令和元年度） 

 順位 疾病分類（中分類） 患者数 

1 位   糖尿病 6,268人 

2 位   高血圧性疾患 6,230人 

3 位   
症状，徴候及び異常臨床所見･異常検査所見で 
他に分類されないもの 

5,632人 

 

表９）患者一人当たりの医療費が高額な疾病（令和元年度） 

 順位 疾病分類（中分類） 患者一人当たりの医療費 

1 位   白血病 1,263,330円 

2 位   腎不全 505,873円 

3 位   直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 481,576円 

 

 

平成29年度 平成30年度 令和元年度

A レセプト件数(件) 257,365 249,131 239,289

B 高額レセプト件数(件) 1,585 1,529 1,586

B/A 総レセプト件数に占める高額レセプトの割合(％) 0.6% 0.6% 0.7%

C 医療費全体(円)　※ 5,695,946,920 5,440,540,570 5,477,709,340

D 高額レセプトの医療費(円)　※ 1,648,642,210 1,577,070,200 1,703,052,560

E その他レセプトの医療費(円)　※ 4,047,304,710 3,863,470,370 3,774,656,780

D/C 総医療費に占める高額レセプトの割合(％) 28.9% 29.0% 31.1%
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4.保健事業実施に係る分析結果 

本市の令和元年度における特定健康診査データとレセプトデータを組み合わせた分析を行いまし

た。40歳から 74歳までの被保険者について，特定健康診査データの有無や異常値の有無，生活習慣

病にかかるレセプトの有無等を判定し，7つのグループに分類し，その分析結果を図に示します。 

下図の左端｢1.健診結果優良者｣から｢6.治療中断者｣まで順に健康状態が悪くなり，｢7.生活習慣病

状態不明者｣は特定健康診査データ･レセプトデータから生活習慣病の状態が確認できないグループ

です。 

特定健康診査では異常値があった場合，医療機関での精密検査を勧めています。しかし，下図の「4.

医療機関受診勧奨対象者」のうち，医療機関への受診をしていない「健診異常値放置者」が 814人い

ました。 

また，生活習慣病で定期受診を中断している「健診受診治療中断者」が「6．治療中断者」に 76人，

「6．治療中断者」以外のグループに 31人いました。 

図１）特定健康診査及びレセプトデータによる指導対象者群分析 

  
データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)，入院外，調剤の電子レセプト。 

            対象診療年月は平成 31年 4月～令和 2年 3月診療分(12カ月分)。  

データ化範囲(分析対象)…健康診査データは平成 31年 4月～令和 2年 3月健診分(12カ月分)。 

資格確認日…令和 2年 3月 31日時点。 

※内臓脂肪蓄積リスク…腹囲･BMIにより内臓脂肪蓄積リスクを判定し階層化。 

636人 1,483人 211人 2,849人 3,889人 76人 4,952人

内臓脂肪蓄積リスク有 健診異常値放置者 生活習慣病受診有

636人 362人 211人 814人 3,889人 76人 669人

内臓脂肪蓄積リスク無 健診受診治療中者 生活習慣病受診無

1,121人 2,035人 4,283人

情報提供及び、判定不能 4,460人

健診受診者 5,179人 健診未受診者 8,917人

6

治療中断者

7

生活習慣病

状態不明者

積極的支援 179人

動機付け支援 540人

40歳以上の被保険者

1

健診結果優良者

2

特定保健指導

予備群

3

受診勧奨値

除外後の特定

保健指導対象者

4

医療機関

受診勧奨対象者

5

健診未受診

治療中者

Ⅲ

特定保健指導

対象者

Ⅰ

健診受診

Ⅴ

生活習慣病

投薬レセプト

Ⅵ

生活習慣病

放置

Ⅱ

医療機関受診勧奨

対象者

無有

無有
該当

非該当

無

有

該当

有

非該当

Ⅳ

特定保健指導

健診値リスク

特
定
保
健
指
導

対
象
者
の
階
層
化

※

※

無
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糖尿病性腎症

Ⅰ型糖尿病

2
3.3%

糖尿病性腎症

Ⅱ型糖尿病

42
68.9%

糸球体腎炎

IgA腎症

1
1.6%

糸球体腎炎

その他

2
3.3%

腎硬化症

本態性高血圧

4
6.6%

起因が特定

できない患者

10
16.4%

生活習慣を

起因とする疾病

46
75.4%

単位：人単位：人単位：人単位：人単位：人単位：人

◆下図２は，糖尿病性腎症重症化予防に係る分析として，令和元年度のレセプトデータから，透析にあた

る診療行為が行われている患者を特定し，集計しました。 

 

図２）対象レセプト期間内で「透析」に関する診療行為が行われている患者数 

 

透析患者は 61人いて，起因が明らか

となった患者のうち，75.4%が生活習慣

を起因とするものであり，その 68.9%

が糖尿病を起因として透析となる，糖

尿病性腎症であることが分かりました。 

 

 

 

 

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)，入院外，調剤の電子レセプト。 

            対象診療年月は平成 31年 4月～令和 2年 3月診療分(12カ月分)。  

データ化範囲(分析対象)期間内に｢腹膜透析｣もしくは｢血液透析｣の診療行為がある患者を対象に集計。  

現時点で資格喪失している被保険者についても集計する。緊急透析と思われる患者は除く。  

※割合…小数第 2位で四捨五入しているため，合計が 100%にならない場合がある。 
 

◆表１０は，平成 29 年度から令和元年度の人工透析患者の状況を示しています。平成 29 年度からの推移

をみると，人工透析患者はわずかに減少しています。 

 

表１０）人工透析患者の状況 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

 人工透析患者 65 人 62 人 61 人 

 (Ⅱ型糖尿病起因患者) 39 人 34 人 42 人 

 

◆表１１は，医療機関の受診状況に問題のある被保険者を分析した結果，令和元年度の重複受診者は

100人，頻回受診者は 189人，重複服薬者は 308人となっています。令和元年度を平成 29年度と比較

すると，重複受診者数は 11人，頻回受診者数は 3人，重複服薬者数は 19人とそれぞれ減少していま

す。 

 

表１１）医療機関受診状況 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

 重複受診者 111 人 115 人 100 人 

 頻回受診者 192 人 175 人 189 人 

 重複服薬者 327 人 315 人 308 人 
※平成 29年度～令和元年度各期間中の実人数 
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◆図３は，ジェネリック医薬品の普及率を年度別に示したものです。 

先発医薬品からジェネリック医薬品への切換えを促し薬剤費の削減を図ります。令和元年度では，

76.4%でした。 
 

図３）年度別 ジェネリック医薬品普及率（数量ベース） 

 

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)，入院外，調剤の電子レセプト。 

            対象診療年月は平成 29年 4月～令和 2年 3月診療分(36カ月分)。 

※ジェネリック医薬品普及率…ジェネリック医薬品薬剤数量/(ジェネリック医薬品薬剤数量+先発品薬剤数量のうちジェネリック医薬

品が存在する数量) 
 

◆ロコモティブシンドロームは，筋肉・骨・関節・軟骨・椎間板といった運動器の障害により，歩行

や日常生活に何らかの障害をきたしている状態，又は，そうなるリスクが高い状態を言います。 

表１２はロコモティブシンドロームの原因疾患を持つ 40 歳以上の患者を示しています。患者数は

年々減少しており，令和元年度を平成 29年度と比較すると 260人減少しています。 

表１２）ロコモティブシンドロームの実態 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

ロコモティブシンドロームの 
原因疾患を持つ患者 3,758人 3,631人 3,498人 

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)，入院外，調剤の電子レセプト。対象年齢は 40歳以上。 

※ロコモティブシンドローム原因疾患は｢ロコモティブシンドローム診療ガイド 2010(日本整形外科学会 編)｣に基づき，株式会社デー

タホライゾンにて以下関連疾病を選定。 

※原因疾患…変形性膝関節症，変形性股関節症，変形性脊椎症(頚椎症，腰部脊柱管狭窄症)，骨粗鬆症，骨折(大腿部頚部(近位部)骨折，

橈骨遠位端骨折，上腕骨近位端骨折，脊椎(圧迫)骨折，肋骨骨折，脆弱性骨折)，サルコペニア 

※サルコペニア…筋肉量が低下し，筋力または身体能力が低下した状態。 

 

◆表１３は，長期多剤服薬者を年度別に示したものです。 

長期多剤服薬者は，複数医療機関から内服薬が長期（14日以上）処方されており，その長期処方の

内服薬が 6種類以上の人を示します。令和元年度の長期多剤服薬者は 924人でした。長期多剤服薬者

数は年々減少しており，令和元年度を平成 29年度と比較すると 347人減少しています。 

表１３）長期多剤服薬者数 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

 長期多剤服薬者 1,271人 1,184人 924 人 

データ化範囲(分析対象)…入院外，調剤の電子レセプト。  

69.0%
73.8% 76.4%
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5.分析結果に基づく健康課題の把握 

 表１４は，本市の分析結果からみた対策をまとめたものです。 

 
表１４）分析結果からみた課題と対策 

課題と対策 対策となる事業 
◆特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率 
 疾病大分類や疾病中分類において生活習慣病患者が多数存在し，医療費も多額な

状況です。特に高血圧性疾患と糖尿病は患者数が多く，それらが重症化した心疾患

や腎不全の医療費も高額となっています。令和元年度の特定健康診査受診率は

38.4%，特定保健指導実施率は 53.5%であり，さらなる受診率の向上を図り，必要

な人に特定保健指導を行うことにより生活習慣病を予防していく必要があります。 

・特定健康診査受診勧奨 
・特定保健指導 

◆健診異常値放置者･生活習慣病治療中断者 
 健診で異常値があったにもかかわらず医療機関を受診していない異常値放置者が

814 人，生活習慣病の治療を中断している生活習慣病治療中断者が 107 人と多く存

在します。これらの対象者へ医療機関への受診勧奨を行うことで適切な医療につな

ぎ重症化を予防する必要があります。 

・健診異常値放置者 
 受診勧奨 
・生活習慣病治療中断者 
 受診勧奨 

◆糖尿病性腎症 
 人工透析に至ってしまった患者の約 70%がⅡ型糖尿病が起因の透析患者です(令

和元年度 61 人中 42 人)。また，疾病中分類の分析では 3 年連続で医療費の高い疾

病の上位に糖尿病があがっています。糖尿病は進行すると腎症に至り透析が必要に

なります。腎症以外の合併症も併発し，医療費が高額となると同時に患者の QOLの

低下が問題となります。腎症の悪化を遅延させるために，早期に保健指導を行い，

生活習慣の改善を図る取組が必要です。 

・糖尿病性腎症 
 重症化予防 

◆重複･頻回受診者，重複服薬者 
 重複受診者，頻回受診者，重複服薬者が多数存在しています(令和元年度 重複受

診者 100 人，頻回受診者 189 人，重複服薬者 308 人)。それらの患者を正しい受診

行動に導く指導が必要です。また，ポリファーマシーを防ぐ観点から多剤服薬者に

ついても併せて指導する必要があります。 

・受診行動適正化指導 

◆ジェネリック医薬品の普及率 
 令和元年度のジェネリック医薬品普及率(数量ベース)は 76.4%で，平成 29 年度

69.0%から 7.4 ポイント上昇していますが，国が定める現在の目標(80%以上)に届い

ていないため，引き続き切り替え勧奨を行う必要があります。 

・ジェネリック医薬品 
 差額通知 

◆ロコモティブシンドロームの現状 
 ロコモティブシンドロームの原因となる疾病を持つ患者が多く存在しています

(令和元年度 3,498 人)。要介護状態の人を増やさないために，運動教室などでの

啓発活動を行う必要があります。 

・ロコモティブ 
 シンドローム予防事業 
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第３章 保健事業実施計画                              

1.各事業の目的と概要一覧 
第 2 期データヘルス計画にて，中間評価を基に令和 3 年度から令和 5 年度にかけて実施する事業一

覧を示します。 
 

事業名 事業目的 事業概要 

① 

特定健康診査 
受診勧奨事業 

特定健康診査の受診率向

上 
特定健康診査を受診していない被保険者を対象者として，

特定健康診査の受診を促す。 

② 

特定保健指導事業 
生活習慣病該当者及び予

備群の減少 
特定健康診査の結果から特定保健指導対象者を特定し，生

活習慣や検査値が改善されるように，専門職による支援を

面接や電話等で行う。 
③ 

健診異常値放置者 
受診勧奨事業 

健診異常値を放置してい

る対象者の医療機関受診 
特定健康診査の受診後，その結果に異常値があるにも関わ

らず医療機関受診が確認できない対象者を特定し，通知書

の送付，電話での保健指導や受診勧奨を行う。 

④ 

生活習慣病治療 
中断者受診勧奨事業 

生活習慣病治療中断者の

減少 
過去に生活習慣病で受診をしていたが，その後定期受診を

中断した対象者を特定し，通知書を送付することで受診勧

奨を行う。 

⑤ 

糖尿病性腎症重症化 
予防事業 

糖尿病性腎症患者の重症

化を予防し，人工透析へ

の移行を防止 

特定健康診査の検査値とレセプトデータから対象者を特定

し，正しい生活習慣を身に付けることができるように，専

門職による 6カ月間の面談指導と電話指導を行う。 
⑥ 

受診行動適正化 
指導事業 
(重複･頻回受診， 
重複・多剤服薬) 

重複･頻回受診者数，重

複・多剤服薬者数の減少 

レセプトデータから，医療機関への不適切な受診が確認で

きる対象者，また重複・多剤服薬をしている等の対象者を

特定し，適正な医療機関へのかかり方について，専門職に

よる指導を行う。 

⑦ 

ジェネリック 
医薬品差額通知事業 

ジェネリック医薬品の普

及率向上 

レセプトデータから，ジェネリック医薬品の普及率が低

く，ジェネリック医薬品への切替えによる薬剤費軽減額が

一定以上の対象者を特定する。対象者に通知することで，

ジェネリック医薬品への切替えを促す。 
⑧ 

ロコモティブ 
シンドローム 
予防事業 

要介護者の増加阻止 ロコモティブシンドロームについて周知し，ロコモティブ

シンドロームの疑いのある人の割合を確認する。 

- 13 - 
 

   

実施内容 目標値  ()内は当初計画からの変更点 

令和 3 年度～令和 5年度 アウトプット アウトカム 
・対象者に対して，受診勧奨通知書を送付する。 

・通知送付後，対象者が特定健康診査を受診した

かどうかを確認する。 

対象者の特定健康診査受
診率  

25%（指標修正） 

特定健康診査受診率  

60% 

・指導対象者に対して適切な保健指導を行う。 
・指導後に健康診査データより生活習慣及び検査

値の推移を確認する。 
対象者の指導実施率 

60% 
指導終了者の生活習慣改善率  

60% 

・健診異常値放置者に医療機関受診勧奨通知書を
送付する。 
・衛生部門から電話で保健指導を実施する。 
・通知送付後と保健指導後に医療機関受診がある
か確認。受診がない対象者には保健指導を行う。 

対象者への通知率 

100% 

対象者の医療機関受診率 

60% 

・生活習慣病治療中断者に医療機関受診勧奨通知
書を送付する。 
・通知送付後に医療機関受診があるか確認。受診
がない対象者には保健指導を行う。 

対象者への通知率 

100% 
対象者の医療機関受診率 

60% 

・指導対象者に対して適切な保健指導を行う。 
・指導後に生活習慣や検査数値等の改善状況を確

認する。 

事業勧奨対象者の指導実

施率 

20%（目標値修正） 

指導終了者の生活習慣改善率 

80%（目標値修正） 
指導終了者の検査値改善率 

70%（目標値修正） 

・指導対象者に対して適切な保健指導を行う。 
・指導後に対象者の受診行動が適切となっている

かを確認する。 
指導対象者の指導実施率 

80%（目標値修正） 
指導対象者の重複･頻回受診，

重複・多剤服薬状況の改善率 
60%（指標修正） 

・ジェネリック医薬品差額通知書を送付する。 
・通知送付後，ジェネリック医薬品への切替割合

や削減額等を確認する。 

通知対象者のジェネリッ

ク医薬品切替割合 

25%（指標修正） 

ジェネリック医薬品普及率(数

量ベース)  

80% 

・介護部門等が主催する介護予防教室でチラシを

配布する。 
・健康教室等でアンケートを実施する。 

ロコモティブシンドロー

ムを知っている人の割合 

80%（指標修正） 

ロコモティブシンドロームの

疑いがある人の割合 

50%以下（指標修正） 
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第４章 その他                                   

1.データヘルス計画の見直し 

(1)評価 

  本計画の目的及び目標の達成状況は，毎年度評価を行うこととし，達成状況から必要に応じて 

 次年度の実施計画の見直しを行います。 

厚生労働省 保険局｢データヘルス計画 作成の手引き｣(平成 29年 9月)より 

 

(2)外部機関による計画内容の見直し 

  本計画の評価は，市民の方からパブリックコメントをいただき，修正を加えます。また，石岡 

市国民健康保険運営協議会・茨城県国民健康保険団体連合会保健事業支援・評価委員会へ自己評 

価見直しが適正に行われているか付託し，助言・指導を受け修正を行います。 

 

2.計画の公表・周知 

本計画は，ホームページ等で公表するとともに，広く周知･啓発を図ります。また，目標の達成状

況等の公表に努め，本計画の円滑な実施等について広く意見を求めるものとします。 

 

3.事業運営上の留意事項 

保健事業の推進に当たっては，衛生部門や福祉部門等との連携が必要です。地域全体の健康課題

を底上げするためのポピュレーションアプローチ等においては，各部門との連携により事業を実施

します。また，生活習慣病の合併症は要介護状態の原因疾患になることも多いため，65歳以上の前

期高齢者に関する事業は，衛生部門・介護部門及び後期高齢者医療部門と連携して実施します。 

 

4.個人情報の保護 

個人情報の取扱いは，個人情報の保護に関する法律，石岡市個人情報保護条例及び関連する法令

等に基づいて管理します。また，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。 

 

Do(実施) 

事業の実施 

Plan(計画) 

データ分析に基づく事業の立案 

 ･健康課題，事業目的の明確化 
 ･目標設定 
 ･費用対効果を考慮した事業選択 

Act(改善) 

次サイクルに向けて修正 

Check(評価) 

データ分析に基づく効果測定･評価 




