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第１章 基本的事項

１ 背景･趣旨 

○近年、特定健康診査*1（以下、「特定健診」という。）の結果や診療報酬明細書*2(以

下、「レセプト」という。)等の電子化の進展に伴う国保データベース（KDB）シ

ステム*3（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。

○平成25年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」では“国民の健康寿命の延

伸”を重要な柱として、予防・健康管理の推進に関する新たな仕組みづくりが掲

げられました。このため、レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康

保持増進のための保健事業の実施計画として「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られ、市町村国保も同様の取組みを行うことを

推進する。」とされました。

○こうした背景を踏まえ、国民健康保険法（昭和33年法律192号）第82条第5項の規

定に基づく保健事業の実施等に関する指針*4（厚生労働省告示）の一部が改正さ

れ、各保険者は健康・医療情報を活用してPDCAサイクル*5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「データヘルス計画」を策定し、保健事業を

行うことが期待されています。

○富士市国民健康保険（以下、「富士市」という。）では、第二期特定健康診査等実

施計画（平成25年度～平成29年度）及び第一期データヘルス計画（平成28年度～

平成29年度）の取組みを活かしながら、「第二期データヘルス計画･第三期特定健

康診査等実施計画」を策定して更なる被保険者の健康保持増進に努めます。

２ 位置づけ 

○「データヘルス計画」は、健康増進法に基づく「基本的な方針*6」を踏まえるとと

もに、「第五次富士市総合計画」「富士市健康増進計画」「富士市介護保険事業計画」

「富士市食育推進計画」および「静岡県健康増進計画」や「静岡県医療費適正化

計画」との整合性を図ります。 

○保健事業の中核をなす特定健診・特定保健指導の具体的な実施方法を定める「第

三期特定健康診査等実施計画（高齢者の医療の確保に関する法律第19条）」は、デ

ータヘルス計画と一体的に策定します。 
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３ 計画期間 

○データヘルス計画の期間は、平成30年度から平成35年度までの６年間とします。 

○平成30年度から平成32年度までの３年間を前期、平成33年度から３年間を後期

に区分けし、前期終了時に中間評価を実施します。 

年

度 

項目 

H26 

2014 

H27 

2015 

H28 

2016 

H29 

2017 

H30 

2018 

H31 

2019 

H32 

2020 

H33 

2021 

H34 

2022 

H35 

2023 

市 

  県 

富士市健康増進計画Ⅱ 富士市健康増進計画Ⅲ 

第２次富士山おむすび計画 第３次富士市食育推進計画 

第２期静岡県医療費適正化計画 第３期静岡県医療費適正化計画

第７次静岡県保健医療計画

静岡県健康増進計画

第８次静岡県保健医療計画 

データヘルス計画

第二期特定健康診査等実施計画 
中間評価中間見直し 中間評価見直し

第７次高齢者保健福祉計画 

第６期介護保険事業計画

第二期保健事業実施計画(データヘルス計画)

  第三期特定健康診査等実施計画 

静岡県後期高齢者広域連合 データヘルス計画

第８次高齢者保健福祉計画 

第７期介護保険事業計画

第９次高齢者保健福祉計画 

第８期介護保険事業計画
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４ 実施体制・関係機関連携 

データヘルス計画の目指すべき方向性（富士市版） 

保健部

国保年金課

静岡県保健事業

支援・評価委員会

策定会議（保健衛生･介
護･高齢者部局）

•計画内容の検討

•評価指標の設定

富士圏域保険者
協議会

富士市

国保運営協議会

医師会・医療機関

•健診実施

•保健指導の利用勧奨

委託事業者

•ドック助成、特定保
健実施指導等

地域のメリット

○地域の健康課題がわかる 

○対象者・疾患が特定できる 

○何の病気、何の治療、なぜ

医療費が高いのかわかる 

個々人のメリット

○自らの生活習慣病のリス

ク保有状況がわかる 

○生活習慣の改善方法がわ

かり自分で選択できる

・健診未受診者

・未治療者 

受診勧奨 

糖尿病の抑制 
高血圧･脂質異常症 

肥満の改善
がんの早期発見・治療

がんの重症化予防 
糖尿病性腎症による 

新規透析患者の抑制 

データの分析 

健診・レセプト等 

健康寿命の延伸 

○重症化が予防できる 

○医療費の伸びを抑制できる
○毎年健診を受けることができる 

○重症化が予防できる

標準的な健診・保健指導プログラム

（改訂版）図 1を一部改変 

脳血管疾患・虚血性

心疾患死亡率の減少 


