
姶良市 第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の中間評価 

 

第１章 保健事業実施計画（データヘルス計画）の中間評価 

 １． 第２期保健事業実施計画の概要 

２． 中間評価の目的 

３． 中間評価の評価方法・体制 

４． 中間評価の結果 

（１）短期目標、中長期目標の進捗状況 

（２）保健事業の評価と課題 

 （３）国保以外の部署で実施する保健事業の進捗状況 

 （４）医療費適正化に係る取組状況 

 

第２章 課題を踏まえた目標値と今後の課題 

１． 成果目標の設定 

２． 今後の保健事業の取組 

（１）特定健診・特定保健指導の実施（第三期特定健康診査等実施計画） 

（２）特定健診未受診者対策 

（３）特定保健指導非対象者への保健指導 

（４）姶良市 CKD（慢性腎臓病）予防ネットワークシステムを活用した腎機 

能低下予防 

（５）糖尿病性腎症重症化予防 

（６）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（新規） 
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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）の中間評価 

 

１ 姶良市国民健康保険第 2 期保健事業実施計画の概要 

データヘルス計画とは、被保険者の健康の保持増進に資することを目的として、保険者等

が効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、特定健診等の結果、レセプトデータ等の

健診・医療情報を活用して、ＰＤＣＡサイクルに沿って運用するものである。 

計画期間は、平成 30 年度から令和 5 年度の 6 年間で、令和２年度は中間評価を実施する

こととしている。 

 

２ 中間評価の目的 

  中間評価の目的は、計画の進捗状況を確認し、保健事業をより効果的かつ効率的に展開す

るために必要な改善点等を検討し、目標達成に向けて方向性を確認することにある。 

さらに、本市の計画全体の目標や事業の評価、見直しを実施し、最終的な目的・目標の達成

に向けた体制を再構築する。 

 

３ 中間評価の評価方法・体制 

  健診・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

を図ることが求められており、保険者努力支援制度においても 4 つの指標での評価が求めら

れている。 

 

※評価における 4 つの指標（参考資料 10・11） 

ストラクチャー 

(保健事業実施のための

体制・システムを整えて

いるか) 

・事業の運営状況を定期的に管理できる体制を整備してい

るか。（予算等も含む） 

・保健指導実施のための専門職の配置 

・KDB 活用環境の確保 

プロセス 

（保健事業の実施過程） 

・保健指導等の手順・教材はそろっているか 

・必要なデータは入手できているか。 

・スケジュールどおり行われているか。 

アウトプット 

（保健事業の実施量） 

・特定健診受診率、特定保健指導率 

・計画した保健事業を実施したか。 

・保健指導実施数、受診勧奨実施数など 

アウトカム 

（成果） 

・設定した目標に達することができたか 

（検査データの変化、医療費の変化、糖尿病等生活習慣病の

有病者の変化、要介護率など） 

 

具体的には、国保データベース（ＫＤＢ）システムに健診・医療・介護のデータが収載され

るので、受診率・受療率、医療の動向等の経過を把握し、評価を行っていく。 

  また、特定健診の国への実績報告後のデータを用いて、経年比較を行うとともに、個々の
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健診結果の改善度を評価する。特に直ちに取り組むべき課題の解決としての重症化予防事業

の事業実施状況は、毎年とりまとめ、必要に応じて国保連合会に設置している保健事業支援・

評価委員会の指導・助言を受けるものとする。 

 

  目標管理一覧表（図表 44）において、計画における目標等を踏まえた評価指標を個別に設

定し、毎年度評価を行い、必要に応じて翌年度の事業の見直しを行う。 

 

 

 

４ 中間評価の結果 

本市は、人口は年々増加しているが、国民健康保険の被保険者数は年々減少している。加入

者の高齢化の影響もあり、65～74 歳の前期高齢者数は国や県よりも高くなっている。また、

平成 28 年度と令和元年度の経年比較をすると、早世（65 歳未満の死亡）の割合は減少して

いる。 

 

（１）短期目標、中長期目標の進捗状況 

一人当たりの医療費は、入院・外来ともに増額している。同規模・県・国と比較しても費用

は高く、入院の伸び率も高くなっている。 

中長期的疾患のうち、心疾患は、医療費に占める割合は低くなったが、脳血管疾患は高くな

っている。人工透析については、透析人数及び透析導入者は減ったものの、透析患者の医療費

(図表44)データヘルス計画の目標管理一覧表

初期値 中間評価値 最終評価値

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35

特定健診受診率60％以上 49.9%

特定保健指導実施率60％以上 51.7%

特定保健指導対象者の減少率25％ 13.7%

入院医療費の割合を現状値5%減の43.0%とする 45.3%

必要な医療勧奨を行い､入院外医療費の割合を現状値5%増の
57.0%とする

54.7%

脳血管疾患の総医療費に占める割合10％減少 2.70%

虚血性心疾患の総医療費に占める割合10％減少 1.88%

糖尿病性腎症による透析導入者の割合の減少10％ 43.3%

健診受診者の高血圧の割合減少10％（160/100以上） 2.9%

健診受診者の脂質異常者の割合減少10％（ＬＤＬ180以上） 3.2%

健診受診者の糖尿病有病者の割合減少10％（HbA1c6.5以上） 9.6%

メタボリックシンドローム・予備群の割合減少25％ 30.4%

糖尿病の未治療者を治療に結び付ける割合80％ 70.5%

糖尿病の保健指導を実施した割合80％以上（未治療HbA1c7.0％以上） 62.3%

がん検診受診率　胃がん検診　30％以上 5.9%

　　　　　　　　　　　 肺がん検診　30％以上 10.1%

　　　　　　　　　　　 大腸がん検診　30％以上 11.8%

　　　　　　　　　　　 子宮頸がん検診　30％以上 14.7%

　　　　　　　　　　　 乳がん検診　30％以上 17.2%

自己の健康に関心を持つ住民が
増える

健康ポイントの取組みを行う実施者の数を増やす 159
姶良市
健康増進課

・数量シェアH28年度74.5％
後発医薬品の使用により、医療費
の削減

後発医薬品の使用割合80％以上 74.5%
厚生労働省公
表結果

※H32にH31のデータで中間評価を行う。

関連計画 健康課題 達成すべき目的 課題を解決するための目標 現状値の把握方法

特
定
健
診

等
計
画

（姶良市の健康課題）

・慢性腎不全・脳血管疾患の
医療費に占める割合が全国と
比べて高い（図表8）

・64歳以下で、糖尿病・脂質異
常症の患者割合が増加してい
る（図表10）

・入院と入院外の医療費割合
を同規模市と比較すると、入院
医療費の割合が高い（参考資
料1）

・ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該当・予備
群該当者の割合が全国と比べ
て高い（図表17）

・空腹時血糖値100㎎/dl以上
の割合が男女ともに全国より
高い（図表16）

医療費削減のために、特定健診受
診率、特定保健指導実施率の向
上により、重症化予防対象者を減
らす

特定健診・特
定保健指導結
果（厚生労働
省）

デ
ー

タ
ヘ
ル
ス
計
画

保
険
者
努
力
支
援
制
度

・女性の肺がん・大腸がんの
標準化死亡比が高い

・男性のがん検診受診率が県
より低い

がんの早期発見、早期治療
地域保健事業
報告

中
長
期

適正受診を推進し、重症化して入
院する患者を減らす

ＫＤＢシステム

脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿
病性腎症による透析の医療費の
伸びを抑制する

短
期

脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿
病性腎症の発症を予防するため
に、高血圧、脂質異常症、糖尿病、
メタボリックシンドローム等の対象
者を減らす

ＫＤＢシステム
健康管理シス
テム
訪問指導対象
者リスト
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及び医療費に占める割合は増えている。 

短期的疾患では、健診受診者のうち、高血圧・脂質異常症・糖尿病の有病者の割合が多くな

っている。メタボリックシンドロームの状況は、予備軍該当者が増加している。 

糖尿病の未治療者を治療に結び付ける割合、未治療 HbA1c7.0 以上の保健指導を実施した割

合は、特定健診の結果通知時の至急訪問、医療機関未受診者についての電話支援等の取組を

行い、ともに目標値を達成している。 

 

（２）保健事業の評価と課題 

保健事業の評価は参考資料 10・11 をもとに４つの指標を用いて、以下の通り特定健診未受

診者対策、特定健診後のフォロー、糖尿病性腎症重症化予防、重複・多受診への訪問事業等を

実施した。 

 

 

データヘルス計画の目標について４つの視点での評価表（中間評価）

目標値 中間評価 保健事業
①プロセス
（やってきた実践の過程）

②アウトプット
（事業実施量）

③アウトカム
（結果）

④ストラクチャ－
（構造）

⑤残っている課題 ⑥次年度以降の計画

個別保健事業計画・評価を行い、各保
健事業について４つの指標を用いて評
価を行ってきた。

データヘルス計画に記
載された保健事業を基
に実施してきた。

目標疾患（中長期・短
期）医療費の割合
H28：23.12⇒R1：20.28

保険年金課国保医療係で事業を実
施、必要時、関係各課と連携してい
る。
毎年、国保運営協議会や国保だよ
り等周知する体制がとれている。
県や連合会等から研修や支援を受
ける体制が構築されている。

目標管理項目に挙げ
ている目標は達成で
きていないものが多
い。

データヘルス計画に
基づき優先順位つけ
て事業を実施してい
く。

医師会と年１回協議し情報を共有して
きた。
脱漏健診をH29から開始し、勧奨者に
ついて検討を行ってきた。
情報提供は、説明会で紹介・協力依
頼をしている。

特定健診６～10月実
施、脱漏健診：５日間
（Ｒ１年度）実施

医師会に委託し個別健診を実施。
協会けんぽと協定を結び、社保（日
本健康倶楽部委託）と同会場で脱
漏健診を開始（Ｈ29～）、
情報提供の開始（Ｈ30～）

未受診理由に治療中
だからと答える者が
多い、働く世代（特に
50歳代）の受診率が
低い。

情報提供の徹底と未
受診者への受診勧奨
方法、働く世代への
受診勧奨

未受診者を把握し、訪問・電話・文書
等で受診勧奨を実施している。
新規対象者に、受診勧奨を実施してい
る。

受診勧奨者数　1,019
人（Ｒ１年度）

会計年度任用職員を中心に実施。
在宅保健師・看護師・管理栄養士
等の専門職に協力をもらい、取組ん
だ。

対象者の選定（優先
順位）と、未受診者へ
の受診勧奨方法

情報提供の働きかけ
と受診勧奨対象者の
見直し・拡大

・受診率が60％に届かない
・繰り返し対象となる人への対
応

委託事業所とは密に連絡を取り合い、
情報を共有した。

特定保健指導実施率
Ｈ28：51.7％
　⇒Ｒ１：46.6％

保健指導対象者の
割合の減少率25％
Ｈ28：21.3％
　⇒Ｒ１：23.5％

事業所に委託し実施 実施率の低下

実施率向上のための
実施方法の検討
繰り返し対象となる人
への対応

・再受診勧奨者への受診勧奨
・重症化予防事業対象者への
対応

特定健診結果から、生活習慣病の重
症化が懸念される対象者を抽出し、訪
問や電話等の受診勧奨・保健指導を
実施した。
糖尿病管理台帳を作成し、事業に活
用した。
KDB・NDBを活用し、対象者抽出を
行った。

再検査の案内送付数R
１：1,297人
至急訪問者数R1：156
人

再検査の案内返信数
R1：632人
至急訪問対象者のうち
医療機関受診者数R1：
89人

医療費適正化（データヘルス）研修
会でデータの提供を受けたり、支援
の研修を受けた

健診受診結果から、
重症化予防対象者が
増えた。

重症化予防対象者
のうち支援対象者の
選定、保健指導の実
施内容

全体の目標
〇特定健診受診率　目標60％
〇特定保健指導率　目標60％

中長期目標
・入院医療費の割合を現状値の５％減の
43.0％とする
・必要な医療勧奨を行い、入院外医療費
の割合を現状値の５％増の57.0％とする
・脳血管疾患の総医療費に占める割合
10％減少
・虚血性心疾患の総医療費に占める割合
10％減少
・糖尿病性腎症による透析導入者の割合
の減少10％

短期目標
・健診受診者の高血圧の割合減少10％
・健診受診者の脂質異常者の割合減少
10％
・健診受診者の糖尿病有病者の割合減
少10％
・メタボリックシンドローム・予備軍の割合
減少10％
・糖尿病の未治療者を治療に結び付ける
割合80％
・糖尿病の保健指導を実施した割合80％
以上

特定健診受診率
Ｈ28：49.9％
　　　⇒Ｒ１：54.1％

全体の目標
〇特定健診受診率　54.1％（増加）
〇特定保健指導率　46.6％（減少）

中長期目標
・入院医療費の割合は46.6％（増加）
・入院外医療費の割合53.4％（減少）
※入院外医療費割合の増加が適正受診
とはならないので評価から外す
・脳血管疾患の総医療費に占める割合
2.93％（増加）
・虚血性心疾患の総医療費に占める割合
1.46％（減少）
・糖尿病性腎症による透析導入者の割合
5.6％（減少）

短期目標
・健診受診者の高血圧の割合3.89％（増
加）
・健診受診者の脂質異常者の割合3.33
（増加）
・健診受診者の糖尿病有病者の割合
10.88％（増加）
・メタボリックシンドローム・予備軍の割合
16.7％（増加）
・糖尿病の未治療者を治療に結び付ける
割合87.32％（増加）
・糖尿病の保健指導を実施した割合
97.18％（増加）

・受診率が60％に届かない
・若年者の受診率が低い

全体

特定健診受診率向上対策

特定保健指導未利用者対策

重症化予防対策
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特定健診の受診率は、国の目標には届かないものの、受診勧奨や情報提供等の実施により、

受診率は向上している。特定保健指導実施率は、年度間で変動があり、国の目標には届いてい

ない。保健指導は外部の事業所に委託し、個別形式で実施している。未受診理由を把握し、受

けやすい保健指導の在り方を検討する必要がある。 

特定健診受診者における健診の有所見者の割合をみると、平成 28 年度と比較して増えてお

り、重症化予防対象者も増加しているが、このことは、特定健診受診者や情報提供件数の増加

による影響も考えられる。 

メタボリックシンドロームの予備軍該当者が増加していることから、メタボリックシンド

ローム対策も含めた重症化予防を図っていく必要がある。 

 

（３）国保以外の部署で実施する保健事業の進捗状況 

がん検診は、健康増進課が集団検診で実施している。受診率向上のため、女性検診を予約制

に変更し待ち時間を減らす、メールでの予約を開始する、大腸がん検診の郵送での検診を行

う等の対策を講じている。また、特定健診受診券郵送時にがん検診のチラシを同封する等実

施してきた。 

なお、第二次健康増進計画の中間評価において、がん検診の対象者を、受診希望登録者総数

から、職域等での受診機会のある人を含めた、対象年齢の全住民とする見直しが行われた。ま

た、受診率に明確な男女差が見られたため、受診率の目標を男女別で設定することとなった。 

健康ポイントの取組については、実施者は年々増加している。健診時に案内チラシを渡し

たり、市報や健康祭り等での啓発活動の結果等から、健康づくりへの関心を持つ市民が増え

ていると考えられる。参加型から自主的かつ行動変容につながるような内容に毎年改良を図

っている。 

 

（４）医療費適正化に係る取組状況 

  後発医薬品の使用割合については、保険者努力支援制度の評価指標となっており、目標値

の達成を目指し、利用促進の案内通知を送付している。少しずつ浸透して周知が図られてい

ると思われる。 

 

これらについて「目標管理一覧表（図表 44）」を用いて、各指標の進捗状況を評価する。 
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第２章．課題を踏まえた目標値と今後の課題 

 １ 成果目標の設定 

 中間評価の結果を踏まえ、達成されていない項目が多く、また、改善されている項目につい

ても、健康課題が残ることを鑑み、今後も現行の短期目標である「高血圧・糖尿病・脂質異常

症、メタボリックシンドローム等を減らす」、中長期目標である「脳血管疾患・虚血性心疾患・

糖尿病性腎症を減らす」は、継続して実施していきたい。 

なお、中長期的目標のうち、「必要な医療勧奨を行い、入院外医療費の割合を現状値の５％増

の 57.0％とする」については、医療費を入院と入院外の割合で示しているが、入院外医療費の

増加が医療費の適正化かつ重症化予防とはならないので、目標からは削除する。しかし、今後

も受診が必要な者には受診勧奨を行い、適切な受診を促したい。 

また、保険者努力支援制度において、糖尿病重症化予防対策の一つとして、特定健診受診者

のうち HbA1c8.0 以上の未治療者の減少を目標に掲げた項目が設定あれたことから、短期目標の

「糖尿病未治療者を治療に結び付ける割合 80％」と並行して「健診受診者の HbA1c8.0 以上で

未治療者の割合 5％減少」を掲げ、糖尿病重症化予防対策を推進していきたい。 

 

 がん検診については、対象者の見直しが行われ、受診率目標を一律の 30％から検診毎男女別

A C 変化なし

B D 悪化した

E 評価困難

初期値 中間評価値

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1

特定健診受診率60％以上 49.9% 50.1% 50.0% 54.1% B

特定保健指導実施率60％以上 51.7% 45.2% 54.4% 46.6% D

特定保健指導対象者の減少率25％ 21.3% 21.3% 23.6% 23.5% D

入院医療費の割合を現状値5%減の43.0%とする 45.3% 46.9% D

必要な医療勧奨を行い､入院外医療費の割合を現状値5%増の57.0%
とする

54.7% 53.1% D

脳血管疾患の総医療費に占める割合１０％減少 2.69% 2.93% D

虚血性心疾患の総医療費に占める割合１０％減少 1.88% 1.46% A

糖尿病性腎症による透析導入者の割合の減少１０％ 7.00% 5.60% A

健診受診者の高血圧の割合減少10％（160/100以上） 2.90% 2.61% 3.28% 3.89% D

健診受診者の脂質異常者の割合減少10％（ＬＤＬ180以上） 3.15% 3.06% 3.54% 3.33% D

健診受診者の糖尿病有病者の割合減少10％（HbA1c6.5以上） 9.60% 9.47% 10.68% 10.88% D

メタボリックシンドローム・予備群の割合減少25％ 15.0% 14.5% 15.6% 16.7% D

糖尿病の未治療者を治療に結び付ける割合80％ 70.5% 66.7% 92.0% 87.3% A

糖尿病の保健指導を実施した割合80％以上（未治療ＨｂＡ１ｃ7.0以上） 62.3% 81.3% 80.0% 97.2% A

胃がん検診　30％以上 5.9% 5.6% 5.2% 5.0% D

 肺がん検診　30％以上 10.1% 9.6% 9.2% 9.0% D

大腸がん検診　30％以上 11.8% 11.0% 11.1% 10.8% D

子宮頸がん検診　30％以上 14.7% 12.9% 13.7% 13.4% D

 乳がん検診　30％以上 17.2% 14.9% 15.9% 15.8% D

自己の健康に関心を持つ住民
が増える

健康ポイントの取組みを行う実・者の数を増やす 159人 203人 267人 338人
インセン

ティブ A
数値目標・前後比較を取り入れる等実施を強

化してきた。

・数量シェアH28年度74.5％
後発医薬品の使用により、医
療費の削減

後発医薬品の使用割合80％以上 74.50% 72.80% 77.30% 79.60%
ジェネ

リック B 通知等に情報提供してきた。

※各市町村独自の設定目標があればそれぞれ追加する ※R2にR1のデータで中間評価を行う。

目標に達した

目標達していないが、改善傾向

短
期

脳血管疾患、虚血性心疾患、
糖尿病性腎症の発症を予防す
るために、高血圧、脂質異常
症、糖尿病、メタボリックシンド
ローム等の対象者を減らす

特定

健診・特定保

健指導

重症化
予防

脳血管疾患、虚血性心疾患、
糖尿病性腎症による透析の医
療費の伸びを抑制する

(図表44)データヘルス計画の目標管理一覧表

関連計画 健康課題 達成すべき目的 課題を解決するための目標

・女性の肺がん・大腸がんの標準化
死亡比が高い

・男性のがん検診受診率が県より低
い

特
定
健
診

等
計
画

（姶良市の健康課題）

・慢性腎不全・脳血管疾患の医療費
に占める割合が全国と比べて高い
（図表８）

・64歳以下で、糖尿病・脂質異常症
の患者割合が増加している（図表
10）

・入院と入院外の医療費割合
を同規模市と比較すると、入院医療
費の割合が高い（参考資料1）

・ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該当・予備群該当
者の割合が全国と比べて高い（図表
17）

・空腹時血糖値100㎎/dl以上の割
合が男女ともに全国より高い（図表
16）

デ
ー

タ
ヘ
ル
ス
計
画

中
長
期

適正受診を推進し、重症化し
て入院する患者を減らす

健診受診者の増加に伴伺い、対象者が増加

していることが考えられるが、これらの対象者

に支援することで、重症化予防を図ることがで

きる。

総医療費に占める割合が減少しているものも

あるが、脳血管疾患・透析にかかる医療費は

増加している。

健診受診者の要治療者には訪問や文書・電

話等している。入院外医療費の増加が医療費

削減になる訳ではない。

メタボ該当・予備軍該当者は年々増えている。

糖尿病だけではなく未受診者に対しては、受
診勧奨を行っている。

特定

健診・特定保

健指導

がんの早期発見、早期治療

がん検診の受診率は低下傾向にある。

死因別死亡割合について、がんの割合は減

少しているものの、依然として全体の25.1％を

占めており、最も高くなっている。

評価
評価

及び課題
事業

がん検診

医療費削減のために、特定健
診受診率、特定保健指導の実
施率の向上により、重症化予
防対象者を減らす 特定

健診・特定保

健指導

特定健診受診率は微増だが、働く世代の受診

率が低い。
保健指導実施率は年により増減があるが、保

健指導対象者は増加傾向にある。
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の目標に変更されたことを踏まえ、データヘルス計画においても変更を行う。 

 また、「医療保険制度の適切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、国民健康保険法において「市町村は国民健康保険の保健事業について後期高齢

者医療制度の保健事業と介護予防の地域支援事業と一体的に実施するよう努めるものとする」

ことを受け、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」を新規設定に加えた。 

 

２ 今後の保健事業の取組 

本市は、65～74 歳の前期高齢者数の割合が国や県よりも高くなり、中間評価では１人あたり

医療費、医療機関受診率も高くなっている。健診受診者の有病率や重症化予防対象者の増加か

らみても、医療費の増加は避けられないとしても、医療費の伸びを少しでも抑制することが必

須である。そのため、データヘルス計画の対象疾患である脳血管疾患・虚血性心疾患・人工透

析・高血圧・脂質異常症・糖尿病について、引き続き受診勧奨・保健指導を実施していくことが

必要である。中でも、糖尿病・脳血管疾患・腎疾患（人工透析）は割合が高くなっていることか

ら、糖尿病の発症予防・重症化予防対策は大切である。 

 

（１）特定健診・特定保健指導の実施（第三期特定健康診査等実施計画） 

今後も医師会と連携を図りながら特定健診を実施し、脱漏健診や情報提供等受診率向上のた

め、様々な取組を推進する。 

特定保健指導は、業務の委託先と連携し、時代のニーズに対応した保健指導を実施していき

たい。 

 

（２）特定健診未受診者対策 

他の年代よりも 40・50 歳代の未受診者の割合が多い。疾病予防の視点を持ち、受診につなげ

ていくことが大切であることから、勧奨時期や実施内容を検討し取り組む。 

また、継続で受診するよう、前年度未受診者についても、受診勧奨を積極的に実施していき

たい。 

 

（３）特定保健指導非対象者への保健指導 

受診勧奨判定値にある者や重症化予防対象者等、優先順位を検討しながら保健指導を行う。 

また、新規指標に加わった「HbA1c8.0 以上の未治療者」の割合も評価していく。 

 

（４）姶良市 CKD 予防ネットワークシステムを活用した腎機能低下予防 

 本市の健診受診者の結果から尿蛋白の陽性者が多く見られた。このことは、腎機能低下がみ

られている者が増えていることにつながる。CKD 予防ネットワーク事務局を活用して医師会や

かかりつけ医との連携による円滑なシステム運用や、市民への CKD 予防の啓発を図ることで、

腎機能の維持・改善ができるよう実施していきたい。 

 

（５）糖尿病性腎症重症化予防 
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県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づき、実施している。本市は、平成 25 年度から事

業を実施しており、実施者は延べ 100 人を超えたが、ここ数年は実施者が対象者の数％であり、

参加率向上に向けた取組が必要である。また、重症化予防のため、保健指導及び受診勧奨の取

組を積極的に行い、糖尿病性腎症による新規透析導入の減少を目指す。 

 

（６）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（新規） 

 本市は、他市町村と比較し、若い肥満者が多く、尿蛋白の陽性者が多いため、今後、糖尿病や

高血圧性心疾患、透析者が増えることが予測される。また、長年、血管障害が起こると認知症も

発症してくる。 

 これらの高額な医療・介護を要する重症化した疾患は、生活習慣病によりフレイルに陥るこ

とが原因と考えられるため、生活習慣病対策は必須である。 

 まずは、国保の保健事業で実施している糖尿病性腎症重症化予防を重点的に実施し、後期と

連携した取組を実施したい。 

 

上記の件を踏まえ、「目標管理一覧表（図表 44）」の各指標の次のように設定する。 

 

 

初期値 中間評価値 最終評価目標値

Ｈ28 R1 R2 R3 R4 R5

特定健診受診率60％以上 49.9% 54.1% 56.0% 58.0% 60.0% 60.0%

特定保健指導実施率60％以上 51.7% 46.6% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0%

特定保健指導対象者の減少率25％ 21.3% 23.5% 24.0% 24.0% 25.0% 25.0%

入院医療費の割合を現状値5%減の43.0%とする 45.3% 46.9% 43.0%

脳血管疾患の総医療費に占める割合１０％減少 2.69% 2.93% 2.42%

虚血性心疾患の総医療費に占める割合１０％減少 1.88% 1.46% 1.69%

糖尿病性腎症による透析導入者の割合の減少１０％ 7.00% 5.60% 6.30%

健診受診者の高血圧の割合減少10％（160/100以上） 2.90% 3.89% 3.5% 3.2% 2.9% 2.61%

健診受診者の脂質異常者の割合減少10％（ＬＤＬ180以上） 3.15% 3.33% 3.15% 3.00% 2.85% 2.84%

健診受診者の糖尿病有病者の割合減少10％（HbA1c6.5以上） 9.60% 10.88% 10.2% 9.6% 9.0% 8.64%

健診受診者のＨｂＡ１ｃ8.0以上で未治療者の割合減少 0.42% 0.41% 0.4% 0.39% 0.38% 0.37%

メタボリックシンドローム・予備群の割合減少25％ 15.0% 16.7% 18.0% 20.0% 22.5% 25.0%

糖尿病の未治療者を治療に結び付ける割合80％ 70.50% 87.32% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0%

糖尿病の保健指導を実施した割合80％以上（未治療ＨｂＡ１ｃ7.0以上） 62.30% 97.18% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0%

糖尿病性腎症の保健指導対象者をアウトカム評価した割合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% アウトカム指標を実施する。

10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
11.0% 11.0% 11.0% 11.0%
13.0% 13.0% 13.0% 13.0%
16.0% 16.0% 16.0% 16.0%
14.0% 14.0% 14.0% 14.0%
18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

自己の健康に関心を持つ住民
が増える

健康ポイントの取組みを行う実施者の数を増やす 159人 338人 340人 350人 360人 370人
自らが取り組みを評価できるよう

今後も実施していく。

姶良市

健康増進課

・数量シェアH28年度74.5％
後発医薬品の使用により、医
療費の削減

後発医薬品の使用割合80％以上 74.5% 79.6% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0%
医療機関とも連携し情報提供等
を図る。

厚生労働省公表結果

・高齢化に伴う医療・介護の増大、
保健事業が横断的でない

医療費の抑制、介護予防 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 未実施
各課連携し、保健時事業の一体

化を実施する。

※各市町村独自の設定目標があればそれぞれ追加する ※R6にR5のデータで最終評価を行う。

(図表44)データヘルス計画の目標管理一覧表

関連計画 健康課題 達成すべき目的 課題を解決するための目標
目標値

データヘルス計画後半取組方向 現状値の把握方法

特
定
健
診

等
計
画

（姶良市の健康課題）

・慢性腎不全・脳血管疾患
の医療費に占める割合が全国と比
べて高い（図表８）

・64歳以下で、糖尿病・脂質異常症
の患者割合が増加している（図表
10）

・入院と入院外の医療費割合
を同規模市と比較すると、入院医療
費の割合が高い（参考資料1）

・ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該当・予備群該当
者の割合が全国と比べて高い（図表
17）

・空腹時血糖値100㎎/dl以上の割
合が男女ともに全国より高い（図表
16）

医療費削減のために、特定健
診受診率、特定保健指導の実
施率の向上により、重症化予
防対象者を減らす

特定健診は、情報提供の推進や
職場健診の提供を進めていく。特

定保健指導は、遠隔支援等多様
な実施について検討していく。

特定健診・特定保健

指導結果（厚生労働
省）

特定健診結果データ
（法定報告）

デ
ー

タ
ヘ
ル
ス
計
画

中
長
期

適正受診を推進し、重症化し
て入院する患者を減らす

脳血管疾患、虚血性心疾患、
糖尿病性腎症による透析の医
療費の伸びを抑制する

重症化予防について、対象者を
抽出し、重症化予防・発症予防を

実施していく。

短
期

脳血管疾患、虚血性心疾患、
糖尿病性腎症の発症を予防す
るために、高血圧、脂質異常
症、糖尿病、メタボリックシンド
ローム等の対象者を減らす

生活習慣病治療中の状態を維

持・改善できるよう重症化予防を
実施し、後期になっても継続支援

ができるよう他課とも連携してい
く。

未治療者を抽出し、受診につなげ

ていくとともに、保健指導を実施し
ていく。

5.9%

大腸がん検診　男性14.％以上、女性18％以上 11.8%

重症化予防を重点的に実施して

いく。

ＫＤＢシステム

特定健診結果データ
（法定報告値）

国保中央会：市町村

国保　特定健康診査・
特定保健指導実施状

況報告書

個別保健事業

10.1% 9.0%

5.0%

がん検診の受診率向上が図れる

よう、市報・ホームページ・健康教
室等で広く普及啓発を行うととも

に、引き続き、特定健診の受診券
発送時に情報提供を行っていく。

姶良市

健康増進課

保
険
者
努
力
支
援
制
度

・女性の肺がん・大腸がんの標準化
死亡比が高い

・男性のがん検診受診率が県より低
い

がんの早期発見、早期治療

胃がん検診　男性10％以上、女性11％以上

 肺がん検診　男性13％以上、女性16％以上

 乳がん検診　21％以上

10.8%

子宮頸がん検診　19％以上 14.7% 13.4%

17.2% 15.8% 21.0% 21.0% 21.0%

体制が整い次第実施

19.0% 19.0% 19.0% 19.0%

21.0%


