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第２期渋川市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス

計画）（案）の概要について

１ 背景と目的

近年、特定健康診査の実施や診療報酬明細書等（以下「レセプト等」という。）の電

子化の進展、国民健康保険データベースシステム（ＫＤＢシステム）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の整備が進んでいます。

こうした中、平成 26 年 4 月に国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指

針の一部が改正され、すべての保険者は、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、保健事業の実施計画（データ

ヘルス計画）を策定し、実施することになりました。

平成27年度に策定した「渋川市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）」

において、「21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21（第２次）」に示された

基本方針を踏まえるとともに、「第 2期渋川市健康増進計画（健康プランしぶかわ 21）」

及び「第 2期渋川市国民健康保険特定健康診査等実施計画」との整合性を図り保健事

業を推進してきました。

今回、「第２期渋川市国民健康保険保健事業実施計画」の策定にあたり、生活習慣病

の予防・早期発見、早期治療、糖尿病の重症化予防などの観点から、「第３期渋川市国

民健康保険特定健康診査等実施計画」と整合性を図り、糖尿病の発症と重症化予防、

メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少、健康管理意識の向上、がん等の予

防と早期発見により、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図っていきます。

また、被保険者の高齢化や医療技術の進歩などにより医療費がますます上昇してい

くことが予想されるため、ジェネリック医薬品の普及を促進し、医療費の適正化を図

っていくことを目的とし、特定健康診査のデータとレセプトデータを活用し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と評価を行っています。

さらに、今回の計画では、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年（平成３７年）を

目途に、介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続

けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される

地域包括ケアシステムの構築の実現が求められており、国民健康保険の視点からも地

域包括ケアの取組みを図っていきます。

２ 計画の位置づけ

本計画は、「第３期渋川市健康増進計画（健康プランしぶかわ 21）」、「第３期渋川市

国民健康保険特定健康診査等実施計画」、「渋川市高齢者福祉計画」及び「渋川市地域

福祉計画」との整合性を図りながら作成します。
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３ 計画期間

本計画の期間は、平成 30 年度から平成 35 年度の６年間とします。

４ 第１期データヘルス計画の実績評価

（１）前期計画の目的

前期計画においては、「生活習慣病の発症・重症化予防により被保険者の健康寿命

の延伸を図る」ことを中長期的な目的としました。

（２）前期計画の目標

前期計画においては、目的を達成するための目標として「特定健診受診率の向上」、

「特定保健指導利用率の向上」、「糖尿病の重症化予防」、「慢性腎臓病(CKD)の重症化

予防」、「後発医薬品の利用促進」の５つを目標としました。

① 特定健診受診率の向上

積極的な広報紙への記事の掲載や受診勧奨通知の内容変更などを行い、受診率向

上を図りましたが、受診率の高い高齢者が後期高齢者に移行することによる受診率

の低下の影響が大きく、受診率は低下しました。

※空欄は、実施中又は集計中、平成２８年度は、速報値

② 特定保健指導利用率の向上

保健師や栄養師等の専門職による電話や戸別訪問による受診勧奨を行うことで利

用率は大幅に向上しましたが、目標値を達成することはできませんでした。今後、

委託による実施や実施体制の強化などの取り組みが必要です。

※空欄は、実施中又は集計中、平成２８年度は、速報値

③ 糖尿病の重症化予防、慢性腎臓病(CKD)の重症化予防

保健指導の利用率は目標をわずかに下回り、医療機関の受診率は目標を達成しま

した。重症化予防の成果については、新規事業であり、実施から間もないため評価

に必要なデータがありませんでしたので、引き続き評価を行っていきます。

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度

目標 50.0％ 52.5％ 55.0％ 57.5％ 60.0％

実績 43.5％ 42.7％ 42.5％ 41.4％

県平均 39.5％ 40.1％ 41.0％

国平均 34.2％ 35.3％ 36.3％

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度

目標 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％ 60.0％

実績 10.6％ 8.4％ 17.4％ 22.4％

県平均 13.2％ 12.9％ 13.5％

国平均 22.5％ 23.0％ 23.6％
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糖尿病の重症化予防

慢性腎臓病(CKD)の重症化予防

④ 後発医薬品普及

市独自の後発医薬品希望カードを作成し全世帯に配布するなど重点的な取り組み

を行い、数量シェアは目標を達成しました。

５ 渋川市の健康課題と目標

（１）健康課題

① 生活習慣病予防のための特定健診・特定保健指導

生活習慣病における医療費は年々増加しており、疾病別の１人当たり医療費を平

成 26 年度と比較して平成 28 年度で比較すると、「狭心症」、「糖尿病」の医療費が 1.1

倍以上に伸びています。これらの疾患は生活習慣の改善により発症・重症化を防ぐ

ことができるにもかかわらず、医療費の約３割を占めており、疾病別医療費でも生

活習慣病関連疾病の医療費が上位になっています。

特定健診・特定保健指導は、生活習慣病のリスクを早期発見し、生活習慣を改善

すること、高血圧症・糖尿病・脂質異常症などの発症・重症化を防ぐための事業と

して実施していますが、特定健診受診率は 40～50 歳代で低くなっており、特定保健

指導利用率も国が目標とする 60％には達していません。

項目
目標値 実績値

28 年度 29 年度 28 年度

保健指導利用率 30％ 40％ 32.5％

医療機関受診率 30％ 40％ 63.4％

項目
目標値 実績値

28 年度 29 年度 28 年度

保健指導利用率 30％ 40％ 36.9％

医療機関受診率 30％ 40％ 43.8％

項目
目標値 実績値

28 年度 29 年度 28 年度

後発医薬品

差額通知発送回数
年 2回 年 2回 年 2回

後発医薬品

希望カード配布数

被保険者全世

帯に配布

(100%)

国保新規加入

世帯に配布

(100%)

被保険者証更新時

に全世帯に配布

後発医薬品

数量シェア
65.0％ 70％

71.1％

(29.3 月審査分)
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② 糖尿病の重症化予防

生活習慣病である糖尿病は、重症化すると糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症及び糖

尿病性神経障害などの合併症を引き起こします。

本市の糖尿病の状況を見ると外来医療費の 9.6％を占め、１人当たり医療費の推移

を見ると、平成 28 年度の外来での１人当たり医療費及び受診率はそれぞれ平成 26

年度の約 1.1 倍と増加しています。さらに、平成 28 年度の特定健診の「血糖」及び

「HbA1c」の有所見者割合は 66.0％で、男女ともに高くなっており、女性では非肥満

者の糖尿病リスクを抱えている人が多くなっています。

③ 慢性腎臓病（ＣＫＤ）の重症化予防

生活習慣病が発症のリスクとなる慢性腎臓病（CKD）が進行して腎不全になると、

最終的に人工透析や腎移植が必要となり、生活の質（QOL）の著しい低下や医療費の

増大を招きます。人工透析は、1件当たり医療費が高額になるのが特徴で、透析患者

1人当たり年間 400～600 万円の医療費がかかります。

本市において、30 万円以上の高額医療費の状況をみると、腎不全の医療費が最も

高く、レセプト件数も多くなっています。

人工透析患者の状況をみると、女性に比較して男性で多く，人工透析新規導入者

数は、毎年 10～15 人程度で推移しており、今後、新規導入患者を減少させていくこ

とが必要となっています。

また、一般社団法人日本透析学会統計調査委員会の調査によれば、人工透析患者

の主要原疾患の割合は、糖尿病性腎症が最も多く約 4割であることから、eGFR など

を指標として、腎機能低下者の腎機能を維持するための対策が必要となっています。

④ 後発医薬品の普及

平成 27 年 6 月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」

において、「後発医薬品に係る数量シェアの目標値については、2017 年（平成 29 年）

央に 70％以上とするとともに、2018 年度（平成 30 年度）から 2020 年度（平成 32

年度）末までの間のなるべく早い時期に 80％以上とする。」とされました。

本市国保の後発医薬品の数量シェアは、平成 29 年 3 月審査分で 71.1％となってい

ますので、さらなる普及が必要となっています。

（２）今後の目標

本計画の目的と目的を達成するための年度ごとの短期的な目標と計画最終年度まで

の中長期的な目標を設定します。

中長期的な目標は、計画の最終年度までに達成を目指す目標を設定し、 短期的な目

標は、原則として年度ごとに、中長期的な目標を達成するために必要な保健事業等に

ついて、実施状況に関する目標や達成度合に関する目標を設定します。

健康・医療情報の分析結果から、糖尿病や慢性腎臓病(CKD)の重症化の原因ともなる

生活習慣病による健康課題が明らかになりました。生活習慣病の発症・重症化を防ぐ

ためには特定健診・特定保健指導の実施をより進めていく必要があります。

また、被保険者の高齢化が進む状況では、健康寿命の延伸を図ることで被保険者の
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生活の質(QOL)の維持向上と医療費の増大を防ぐことができます。

そこで、本計画の目的及び目標を次のとおりとします。

本計画の目的

生活習慣病の発症・重症化予防により、被保険者の健康寿命の延伸を図る

短期的な目標

特定健診受診率、特定保健指導利用率の向上

糖尿病、慢性腎臓病（CKD)重症化予防のための保健指導利用率、医療機関受診率の

向上

中長期的な目標

健康寿命（日常生活を自立して過ごせる期間）の延伸

生活習慣病が重症化した疾病の医療費の増加率の抑制

６ 保健事業の実施内容

本計画の目標を達成するため、次の保健事業を実施します。

個別の保健事業の実施については、計画における目標等を踏まえた評価指標を個別

に設定のうえ個別の事業計画を策定します。

また、毎年度、評価を行った上で、必要に応じて翌年度の保健事業の実施内容等の

見直しを行います。

事 業 特定健診未受診者受診勧奨

目 標 特定健診受診率の向上

対 象 者 特定健診未受診者

事業内容 特定健診未受診者に受診勧奨通知を発送する。

事 業 特定保健指導未利用者利用勧奨

目 標 特定保健指導利用率の向上

対 象 者 特定保健指導未利用者

事業内容 特定保健指導未利用者に電話・訪問等で専門職が利用勧奨を行う。

事 業 若年者健康推進事業

目 標 若年者の健康意識の向上及び生活習慣病の発症・重症化予防

対 象 者 20 歳～39 歳の被保険者

事業内容 若年者に対して「わかば健診」を実施し、生活習慣病のリスクがある者

に対しては「わかば保健指導」を実施する。

事 業 糖尿病重症化予防

目 標 糖尿病の重症化を予防

対 象 者 特定健診受診者で糖尿病が疑われる者

事業内容 特定健診の結果、血糖リスクが高い被保険者に対し、健康教室、保健指

導及び医療機関への受診勧奨を行います。
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７ 計画の推進

（１）計画の推進体制

円滑な事業実施を図るため、地域の健康づくり推進に関わる機関・団体等や庁内

の衛生部門（健康管理課）や介護保険部門（高齢福祉課）などの関係各課が連携し

て取り組んでいきます。また、医師会や歯科医師会、薬剤師会、市内医療機関と連

携するなど実施体制を整えていきます。

また、本計画の実施状況について、群馬県国民健康保険団体連合会や国民健康保

険運営議会へ報告を行い、必要に応じて助言等を求めることとします。

（２）計画の評価・見直し

ＰＤＣＡサイクルに基づき、目的・目標の結果と成果を把握し、計画通りに達成

できたかを点検します。また、本計画は、計画期間中であっても、必要に応じて見

直しを行います。

（３）計画の公表・周知

本計画は、本市広報誌及び本市ホームページに掲載して公表することにより周知

を図ります。

（４）地域包括ケアに係る取組

地域包括ケアに係る議論に国保保険者としての参加、KDB データなどを活用したデ

ータを関係者と共有するなどにより地域包括ケアに関する取り組みを実施します。

また、国保あかぎ診療所の施設・人材を地域包括ケアに活用していきます。

事 業 慢性腎臓病(ＣＫＤ)重症化予防

目 標 慢性腎臓病(ＣＫＤ)の重症化を予防

対 象 者 特定健康診査で慢性腎臓病(ＣＫＤ)が疑われる者

事業内容 慢性腎臓病(CKD)の重症度の指標となる推算糸球体濾過量（eGFR）を算出

するために、特定健診で全ての受診者に「血清クレアチニン」検査を実

施します。

検査結果でリスクが高い被保険者に対し、保健指導と医療機関への受診

勧奨を行います。

事 業 後発医薬品普及

目 標 後発医薬品の利用促進

対 象 者 被保険者

事業内容 後発医薬品差額通知を送付します。

後発医薬品希望カードを国保加入時に保険年金課及び行政センターで配

付するとともに、保健センター等の窓口で配布します。


