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第３章 第一期データヘルス計画（平成 28・29）の考察 

○第一期データヘルス計画では、健康課題から３つの重点課題をまとめ、健診受診の

健康行動を支援して、生活習慣病の発病リスクが高い被保険者に積極的に保健指導

を行い、生活習慣病の重症化を防ぐ取組みをすすめてきました。 

【第一期データヘルス計画の目標】 

目標 内 容 具 体 策 

１ 特定健診受診率の向上 
受診率が低い40歳から50歳代及びかかりつけ医

での受診勧奨を行う 

２ 特定保健指導利用率の向上 実施方法とプログラムの改善で利用率を上げる 

３ 生活習慣病重症化予防の推進 血圧･HbA1c の未治療者に受診勧奨指導を行う 

４ がん検診受診率の向上 胃･大腸・子宮・乳がん検診の受診機会を増やす 

５ 医療費適正化の推進 ジェネリック医薬品の利用を促進する 

【第一期データヘルス計画の目標値】  

目標 内 容 H26 現状値 H29 目標値 直近の結果 

１ 
特定健診受診率（脱退･新規加入を含む） 33.1% (H26) 39.0％ 34.7% (H28)未達成

再掲 40 歳～50 歳代特定健診受診率 18.8% (H26) 23.0% 19.2% (H28)未達成

２ 特定保健指導利用率（初回指導修了者） 26.4% (H26) 33.0% 35.1% (H28)達 成

３ 
Ⅱ度、Ⅲ度高血圧の未治療者割合の減少 6.0% (H26) 5.0% 4.9% (H28)達 成 

HbA1c6.9％以上の未治療者割合の減少 1.5% (H26) 1.0% 1.8% (H28)未達成 

４ 
大腸がん検診受診率 24.5% (H26) 28.5% 14.7% (H28)未達成

乳がん検診受診率 12.4% (H26) 15.0% 14.4% (H28)未達成

５ 後発医薬品(ジェネリック医薬品)切替率 58.5%(H27.8) 70.0% 66.8%(H29.9)未達成

第一期データヘルス計画 の 重 点 健 康 課 題 

１ 特定健診受診率は県内 29 位、40 歳から 50 歳代の受診率が低い。 

２ メタボ率が男女とも高く、1 人あたり医療費は生活習慣病の悪性新生物・高

血圧・腎疾患で高く、生活習慣改善を必要とする対象者が多い。 

３ 特定健診結果が受診勧奨レベル未治療者の割合が高い。
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１ 【目標１ 特定健診受診率の向上】に対する実施内容

（１）実施方法の工夫

○新規事業の日曜健診（特定健診とがん検診同時実施）について、平成 28 年度 は

40 歳から 50 歳代までの前年度未受診者に案内して 74 名が受診、平成 29 年度は対

象者全員に案内した結果、申し込み 359 人（前年度未受診 39％）のうち、先着 146

人が受診しました。 

表 30 日曜健診の受診状況

平成 28 年度 平成 29 年度 

開催日 9 月 11 日(日)9：00～15：30 7 月 9 日（日）8:30～15：30 

受診勧奨対象数 5,925 人 45,137 人 

受診者数 74 人 146 人 

（２）未受診者対策

○健診期間（5 月から 12 月まで）の未受診者に対して、平成 23 年度から 1 月に追加

集団健診を実施していますが、利用者数は減少しています。 

○地区別特定健診受診率が低い地区について、戸別訪問による受診案内を実施しまし

た。浮島地区は前年度の特定健診未受診者、今泉地区は前年度の未受診で医療機関

の受診歴がない人を対象に実施した結果、２地区とも受診率が上がりました。 

表 31 １月追加集団健診受診者数 （人）

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

通知発送対象者数 19,107 20,837 21,503 
継続実施 

受診者数（受診率） 1,000(5.2%) 1,011(4.9%) 841(3.9%) 

表 32  戸別訪問による案内 （人）  

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

浮島地区の対象者数 109 167 【新規取り組み】 

集団健診会場で「肺が

ん検診」を同時実施 

再掲  実施数 84 135 

再掲  受診者数 25 39 

地区受診率 37.0% 41.8% Ｈ30 年 5月確定 

今泉地区の対象者数 131 1,257 

再掲  実施数 93 297 

再掲  受診者数 14 平成 30 年 5 月確定

地区受診率 25.4% 27.5% 平成 30年 5 月確定
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（３）実施医療機関との連携

○特定健診を委託契約している４医療機関と随時連絡をとり、定期的な会議などを開

催しています。 

表 33  医療機関との連携状況   

平成 28 年度 平成 29 年度 

特定健診等事業説明会 4月 19 日 85 医療機関 190 名 4 月 18 日 84 医療機関 191 名 

特定健診判定委員会 11 月 11 日 10 月 3 日 役員会 10 月 31 日 

健診事業情報交換会 1 月 12 日 1 月 11 日 

医師会委託事業説明会 9月 2日、2月 3日 9 月 1日、2月 6日 

（４）普及啓発

○平成 26 年度から、電話による特定健診案内業務を外部委託で実施しています。

表 34 電話勧奨の実績 (人)

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

40 歳到達と前年度加入者数 4,113 3,426 3,425 3,524 

コール可能者数 2,760 2,836 2,967 3,196 

コール終了数 1,878 1,644 1,714 1,946 

受診者数（受診率） 1,059 (56.4%) 464 (28.2%) 487 (28.4%)
H30.4 月 

確定 
再掲 40 歳到達者受診者数 106 22 26 

再掲 年度途中加入者受診者数 953 442 461 

【評価と改善】  

評 価 改 善 

・受診率は微増しているが計画目標値に達していない。 ・未受診者への受診券再通知の効果検証を行

い、健診体制の見直しを図る。 

・戸別訪問案内事業は受診率向上に成果がある。 ・訪問による受診者が翌年度に継続受診できる

までを支援とする。 

・日曜健診は、申込み者の約半数は前年度受診者であっ

た。 

・日曜健診のニーズを把握する。

・がん検診と同時受診できる機会を増やす。 

・40歳～50歳代は従来の周知方法だけでは受診率向上

につながらない。 

・未受診理由の実態把握を行い、関係機関と協

議を行う。 

・60歳代以降の受診率は45％であるが、受療率は高い

ことから、医療機関への協力が不可欠である。 

・生活習慣病以外の診療科医からの受診勧奨を

模索する。 
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２ 【目標２ 特定保健指導利用率の向上】に対する実施内容 

（１）実施方法の工夫 

○特定保健指導を案内する際に利用券を発送し、その後利用券発送者全員に電話によ

る利用勧奨を行い、電話がつながらない場合は時間外（夜間・休日）対応の実施、

訪問による利用勧奨を実施しました。 

○利用者のニーズに合わせて初回面接の日時や会場を設定しました。 

表 35 家庭訪問による特定保健指導状況 （人）

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

対象者数 61 71  

継続実施 訪問実施数 61 71 

特定保健指導実施数* 8 18 

*未利用者訪問で初回面接が実施できた人数 

（２）脱落防止の対策

○対象者に合わせた支援方法、また個々の行動変容ステージを把握しながら、実現可

能な目標設定をすることで、途中脱落の防止に努めてきました。 

表 36 動機づけ支援の脱落状況                      

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

利用者数（人） 459 452 488  

継続 終了者数（人） 406 429 452 

終了率*（％） 88.4 94.9 92.6 

表 37 積極的支援の脱落状況                      

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

利用者数（人） 137 102 104  

継続 終了者数（人） 82 49 64 

終了率*（％） 59.8 48.0 61.5 

        *終了率＝終了者数÷利用者数×100 

（３）外部委託機関の確保と連携

○特定保健指導は、特定健診を受診した医療機関で継続した健康管理ができるように、

指導を行う専門職が在籍する医療機関を中心に外部委託契約を進めています。 

○平成 28 年度は１医療機関、平成 29 年度も１医療機関契約を増やし、現在９医療機

関に委託しています。 

（４）特定保健指導の質の向上

○特定保健指導に従事する職員間で、ロールプレイ、OJT、ケース検討会を開催し、保

健指導の質の向上に努めてきました。今後も引き続き実施するとともに、委託機関

とも連携に必要な情報交換会を行い、質の向上に努めています。 
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【評価と改善】

評 価 改 善 

・初回面接実施率は、平成 26 年度以降徐々に向

上し計画目標値に達しているが、特定健康診査等

実施計画における市町国保目標値に達していな

い。 

・対象者が利用しやすいように集団健診会

場で初回面接の実施をすすめる。 

・医療機関との連携を深め、個別健診受診

者へのアプローチを強化する。 

・未利用者訪問の実施により、未把握者の減少に

努めているが、全数把握には限界があり、継続支

援も困難な状況である。 

・未利用者訪問を継続実施していく中で、

訪問対象者や支援方法の見直しを検討して

いく。 

・特定保健指導対象者で受診勧奨値をもつ者に対し

て、確実に受診し重症化予防に努めていく必要があ

る。 

・受診勧奨値（重症化因子）をもつ者に対

して地区担当保健師は家庭訪問をして 

受診勧奨と保健指導を実施する。 

・終了率は年々向上しているが、積極的支援の終了

率が依然低い。脱落理由としては、「拒否」「連絡が

つかない」が多い。 

・個人に合わせた支援方法を検討しながら

終了率の向上に努めていく。 

３ 【目標３ 生活習慣病重症化予防の推進】に対する実施内容 

（１）ＣＫＤ（慢性腎臓病）対策 

○「富士市CKDネットワーク」において病診連携と保健指導の充実を推進しています。 

（２）重症化ハイリスク者への保健指導  

○特定健診保健指導の対象でない被保険者で、特定健診結果が受診勧奨レベルの者に

対して、重症化疾患（脳血管疾患・虚血性心疾患・糖尿病性腎症）を予防するため

の受診勧奨と保健指導を行っています。 

○重症化疾患発症の共通リスクとなる血圧・HbA1c・eGFR*25・尿蛋白について基準値以

上で、特定健診質問票及びレセプト情報から未治療者を対象に、「特定健診受診結

果連絡票」を用いて受診勧奨を行っています。

○医療機関より依頼があったケースは保健指導を実施しています。 

○平成 30 年度からＣＫＤに加えて「糖尿病ネットワーク」を運営し、糖尿病の重症 

化予防対策をすすめていきます。 

○脳ドック受診者のうち、要精密検査となった人は、その後医療機関の受診があるか

を追跡調査しています。 
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表 38 平成 28 年度 受診勧奨実績 

表 39 平成 28 年度 連絡票受理結果（CKD 受診勧奨実施 74 件内訳）

表 40 脳ドック受診者の要精密検査対象者の受診状況                  (人) 

平成 28 年度 平成 29 年度（平成 30 年 1 月現在）

脳ドック受診者数 356 355 

要精密検査対象者数 22 19 

精密検査受診者率 86.3％ 86.4％ 

【評価と改善】 

評 価 改 善 

・受診勧奨対象者の９割以上に対して訪問によ

る受診勧奨を実施している。 

・各種ガイドライン等の見直しに共な 

い、対象者抽出基準を検討していく。 

・受診勧奨後、平均６割弱の人が受診につなが

った。 

・受診勧奨、再受診勧奨を継続する。 

・医療機関からの指導依頼は３割あった。 

依頼ケースに対する保健指導は全数実施でき

た。 

・保健指導の必要性を医療機関に周知し 

ていく。 

対象者

（人）

実施数

（人）

受診勧奨方法 内訳（人） 
実施率

（％）

＊受診勧奨後 

レセプト確認 

訪問 電話 来所 手紙 未把握
受診者

（人）

受診率

（％）

血圧 214 212 160 49 3 0 2 99.1 92 43.4 

HbA1c 39 39 32 5 1 1 0 100.0 31 79.5 

eGFR・ 

尿蛋白 
75 74 64 6 3 1 1 97.3 62 83.8 

計 328 325 256 60 7 2 3 98.8 185 56.9 

件数（人） 割合（％） 

連絡票配布者数 67 90.5 

医療機関からの返信数 50 74.6 

連絡票

返信 

受診結果

内訳 

要治療 25 50.0 

経過観察 21 42.0 

異常なし 2 4.0 

保健指導依頼 15 30.0 

保健指導実施数 15 100.0 

平成 28 年度は eGFR・蛋白尿のみ、

平成 29 年度からはそれに加え血

圧、HbA1c が受診勧奨値で 3 疾患

内服未治療者に対し「特定健診受

診結果連絡票」を活用する。 
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４ 【目標４ がん検診受診率の向上】に対する実施内容

○がん検診の受診率向上を図るために、特定健診と各種がん検診（大腸・前立腺・肝

炎ウイルス検診等）の同時実施を行いました。 

○仕事等で受診が難しい方に対しては、胃・子宮・大腸・乳・肺がん検診が同時に受

診できる日曜健診を行いました。

【評価と改善】 

評価 改善 

・大腸がん検診の受診率は、平成 28年度は

14.7％であり、前年度の16.1％を下回った。

・乳がん検診の受診率は、平成 28 年度は

14.4％であり、前年度の12.4％を上回った。

・大腸がん・乳がん検診の集団検診につい

て、ウェブ予約システムの導入を検討する

（システム導入により、予約の利便性が向

上し、若い世代等の新規受診者の拡大が期

待される）。 

・特定健診と各種がん検診を同時に実施で

きる日曜健診を希望する人が多い。 

・各種がん検診の同時実施を検討するとと

もに、その周知を図る。 

・日曜健診に関して申し込みが殺到し定員

枠を超えてしまい、受診できない人からの

苦情も多かった。 

・平成30年度からの保健活動体制の見直し

により、地区活動が強化される。地域住民

の生活習慣病予防の観点から、がん検診の

必要性についての啓発を強化していく。 

５【目標５ 医療費適正化の推進】に対する実施内容

（１）後発医薬品の使用促進

○後発医薬品の差額通知については、対象者や対象医薬品の拡大、同封チラシの内容

について平成 29 年度より見直しを行いました。 

・通知対象者の年齢を 35 歳以上から、全ての被保険者に拡大しました。 

・対象医薬品分類の対象を 22 分類から、31 分類に拡大しました。 

・同封するチラシに、こども医療や重度医療等の医療費助成を受けている被保険者

に向けた内容を新たに記載しました。 

○後発医薬品の使用促進に向けた取り組みをより効果的に実施するため、平成 29 年

度には、新たな取組みとして富士市薬剤師会、全国健康保険協会静岡支部と後発医

薬品や調剤に関する意見交換会を開催しました。 
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表 41 取組み内容(平成 28 年度) 

取組み内容 実績 

差額通知に同封し切替希望シールを配布 9,333 枚 

特定健診集団会場で受診者に切替希望カードとチラシを配布 333 枚 

（２）医療費通知の送付

  ○2 か月に 1回、被保険者に受診した医療の状況を通知しました。 

表 42 医療費通知の発送状況 

診療月 発送年月 発送件数 

平成 28 年 1 月・2月 平成 28 年 5 月 31,330 件 

平成 28 年 3 月・4月 平成 28 年 7 月 31,731 件 

平成 28 年 5 月・6月 平成 28 年 9 月 31,011 件 

平成 28 年 7 月・8月 平成 28 年 11 月 30,790 件 

平成 28 年 9 月・10月 平成 29 年 1 月 30,574 件 

平成 28 年 11 月・12 月 平成 29 年 3 月 30,589 件 

【評価と改善】

評価 改善 

・平成 28 年度末の切替率は、目標である

65％を上回る 67.4％であった。 

・対象者及び対象薬効分類の拡大による切

替率への影響を確認し、必要な見直しを図

る。 

・関係機関との意見交換会の開催により、

保険者としての役割や共通する課題などを

把握することができた。 

・薬局と連携した使用促進の新たな取組み

の検討を行う。 

・花粉症に関する差額通知は、発送時期と

対象者の選定がうまくできず、効果的な発

送ができなかった。 

・個人を対象としたアプローチ以外の新た

な取組みの検討を行う。 


