
データヘルスってなに？？

平成28年度時点（計画当初）に見えた、主な課題と取り組み
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健診データと医療費のデータを分析し、富士市国保の人たちの健康状況を把
握。データから、どんな課題があるのかを確認して、その課題を解決するた
めの事業を行います。
事業は、データを活用し、改善状況によって、事業内容を見直しながら、最
終目標（健康年齢の延伸）を目指します。
第２期データヘルス計画は平成30年度から令和５年度までの計画で、令和２
年度に中間評価を行いました。

健診を受けた人に対して、事後指導、生活習慣病の重症化予防が必要。

→目標２ 特定保健指導利用率の向上
特定保健指導利用率向上事業

目標３ 生活習慣病重症化予防の推進
重症化ハイリスク者への保健指導事業

• 一人あたり医療費が年々増加しており、県内市町平均よりも高い。

• 生活習慣病の1件あたり医療費は、入院にかかる心疾患、脳血管疾患、
脂質異常で県内市町よりも高い。

• 疾患別医療費では、生活習慣病が全体の約45％を占め、うち12％を占
めるのが悪性新生物。

• 悪性新生物の一人あたり医療費が乳房・結腸・直腸で高額。

• 健診の受診率は県内30位で、40歳から54歳までの受診率が特に低い。

• 健診項目の有所見割合は、男女とも全ての年代において、腹囲・ＢＭ
Ｉが県内市町よりも高い。

• 健診の結果、受診が必要な値でも、受診していない人が一定数いる。

• 後発医薬品普及率の国の目標が80％に対し、富士市での普及率は65.1％
と低い。

課題

取
り
組
み

がんの早期発見早期治療が必要。

→目標４ がん検診受診率の向上
がん検診受診率向上事業

後発医薬品の推進が必要。

→目標５ 適正受診・適正服薬の推進
後発医薬品使用促進事業

健診を受けず、生活習慣病リスクの有無が解らない人が多い。

→目標１ 特定健診受診率の向上
未受診者対策事業・受診機会整備事業

令和２年度の中間評価結果

富士市国保の健康状況

富士市国民健康保険 第２期データヘルス計画 中間評価

はじめに・・・

項目 指標 Ｈ28年度 Ｒ元年度 目標・結果※

目標1

特定健診受診率 34.7％ 34.0％ 39.0％・ｃ

未受診者訪問実施者の受診率 未実施 33.1％ 50.0％・a2

40～44歳受診率 18.1％ 16.4％ 20.0％・c

継続受診率 78.7％ 72.6% 80.0%・c

がん検診同時実施をする個別医療機関の割合 68.5％ 77.8% 85.0%・a2

生活習慣病治療中者の特定健診受診率 41.0％ 39.9％ 44.1％・c

目標2

特定保健指導利用率 35.1％ 42.8% 40.0%・a1

積極的支援実施率 17.8％ 13.6% 26.0%・c

動機づけ支援実施率 35.3％ 43.2% 36.0%・a1

特定保健指導利用者の次年度の健診結果 - 減少 減少・a1

特定保健指導対象者の割合 10.8％ 10.5% 10.0%・a2

メタボリックシンドローム該当者の割合 17.3％ 18.7% 15.0%・c

目標3

受診勧奨人数割合 98.8％ 100.0% 100.0%・a1

特定健診受診結果連絡票受理件数割合 74.6％ 51.4% 78.0%・c

連絡票に基づく保健指導実施数割合 100.0% 90.8% 100.0%・c

受診勧奨後、受診につながった人の割合 56.9% 55.2% 60.0%・c

糖尿病を原疾患とする新規透析導入者（40-
60代）の減少

61.3% 53.3% -・d

Ⅱ度、Ⅲ度高血圧の未治療者割合の減少 5.1% 5.5% -・d

ＨｂＡ１ｃ6.5％以上の未治療者の減少 3.2% 3.1% -・d

目標4

大腸がん検診の受診率（40-69歳） 14.7% 16.3% 24.0%・b

乳がん検診の受診率（40-69歳） 14.4% 16.8% 22.0%・a2

精密検査受診率（5がん検診の平均） 85.5% - 90.0%・d

目標5
後発医薬品への切替率 67.5% 74.7% 75.0%・a2

後発医薬品の数量シェア 66.0％ 77.2％ 80.0％・a2

判定区分 事業の方向性 最終目標

a1 【改善】中間目標到達 継続 必要により上方修正

a2 【改善傾向】中間目標に未達だが、改善の傾向
拡充
継続
縮小

変更なし

b 【変化なし】中間目標に未達かつ改善がわずかでほぼ変化なし
必要により下方修正

c 【悪化】基準値より悪化

d 【評価困難】中間目標値が未設定等
評価困難理由を明確化し、
目標・指標設定見直し

※評価結果判定方法



今後の方向性

目標１ 特定健診受診率の向上

指標 R5目標値

特定健診受診率 40.0%

未受診者訪問実施者の受診率 35.0%

40～44歳受診率 20.0%

継続受診率 75.0%

がん検診同時実施をする個別医療機関の割合 100.0%

生活習慣病治療中者の特定健診受診率 43.0%

（１）受診環境整備
〇若年未受診者対策として、土曜・日曜健診の実施を継続。職域
と連携し、利用周知を図る。
〇時間の制約なく予約しやすい環境づくりとして、集団健診のイ
ンターネット予約体制を継続、利用の周知を図る。
○特定健診とがん検診の同時受診の提供体制の継続。

（２）未受診者対策
〇受診勧奨通知：継続受診の定着を目指す40～42歳、低受診率の
若年層（40～50代）、一定の勧奨効果が得られやすい不定期受
診者に重点をおいて送付。
〇未受診者戸別訪問は、健診受診につながりやすい対象に対して、
地区組織と連携して効果的に実施。

（３）普及啓発
〇対象特性に合わせた、健診行動につながりやすい啓発物の作成。
〇関係機関及び地区組織等の協力を得た、特定健診の普及啓発の
実施。
〇回覧・受診勧奨通知での、個別健診に関する掲載の強化。
〇国保加入手続き時の特定健診案内。
〇保険証更新時及びジェネリック差額通知への特定健診案内チラ
シ同封。
〇事業主健診を受診した場合の健診結果登録についての周知。

（４）関係機関との連携
〇特定健診等事業説明会、情報交換会、研修会、医療機関訪問等
により、関係機関との連携強化を図る。

（１）利用率向上の工夫
○集団健診当日、特定保健指導初回面接の分割実施を継続実施。
○対象者が利用しやすいような、保健指導の日時・会場などに
ついての個別対応、未利用者訪問等により、利用につなげる。
○医療機関に、特定保健指導利用勧奨リーフレットを活用した
利用勧奨について協力を依頼。
〇若年層や支援レベル（動機付け支援、積極的支援）に合わせ

た支援方法の検討。

（２）脱落防止の対策
○個々の行動変容ステージ、生活習慣改善に対する興味の度合
いを把握しながら、実現可能な目標設定を行い、途中脱落の防
止に努める。

（３）外部委託機関との連携強化
〇年1回、情報交換会を行い、指導者間の連携に努める。
（４）特定保健指導の質の向上
○特定保健指導実施者間の情報交換、ロールプレイ、ＯＪＴ、
事例検討を行い、特定保健指導の質の向上に努める。

目標２ 特定保健指導利用率の向上

指標 R5目標値

特定保健指導利用率 50.0%

積極的支援実施率 25.0%

動機づけ支援実施率 50.0%

特定保健指導利用者の次年度の健診結果
前年度より
0.5%以上減少

特定保健指導対象者の割合 10.0％

メタボリックシンドローム該当者の割合 16.0％

目標３ 生活習慣病重症化予防の推進

指標 R5目標値

受診勧奨人数割合 100.0％

特定健診受診結果連絡票受理件数割合 78.0％

連絡票に基づく保健指導実施数割合 100.0%

受診勧奨後、受診につながった人の割合 60.0%

糖尿病を原疾患とする新規透析導入者（40-60代）の減少 50.0％未満

Ⅱ度、Ⅲ度高血圧の未治療者割合の減少 5.0％未満

HbA1ｃ6.5％以上の未治療者の減少 2.5％未満

（１）連携体制の構築
○富士市CKDネットワーク及び富士市糖尿病ネットワークにおけ
る医療連携と医療保健の連携の推進。

（２）重症化疾患（脳血管疾患・虚血性心疾患・糖尿病性腎症）
予防対策
○重症化疾患発症の共通リスクとなる血圧・HbA1c・eGFR・尿蛋
白が基準値以上の未治療の者に対して、「特定健診受診結果連絡
票」を用いた、受診勧奨の実施。医療機関から依頼があったケー
スに対する保健指導の実施。
〇高血圧未治療者に関する、受診の動機づけとなる勧奨方法を検
討。
血圧140～159/90～99㎜Hg（Ⅰ度高血圧）の未治療者に対して、
通知による家庭血圧測定の案内や受診勧奨等の実施。
〇確実に受診行動につなげられるよう、効果的な受診勧奨方法を
検討し、対象者の状況に合わせた働きかけを実施。

（３）肥満対策
○あらゆる生活習慣病の要因であり、健康課題である「肥満」に
ついて、分析をすすめ対策を検討。

目標４ がん検診の受診率の向上

指標 R5目標値

大腸がん検診の受診率（40-69歳） 25.0％

乳がん検診の受診率（40-69歳） 25.0％

精密検査受診率（5がん検診の平均） 90.0％

（１）がん検診実施体制
○乳がん集団検診の実施回数増加について検討。
〇市がん検診と特定健診との同時実施を目指し、会場型検診導入を検討。
〇壮・中年期対策として、職域に対するがん検診啓発の取組を強化。
〇対象、時期、内容等について効果的な個別通知による再勧奨を強化。

（２）若年層対策
○若年層等の新規受診者の拡大を図るため、ウェブ予約システムを継続、周知を図る。

（３）特定健診とがん検診の受診機会の提供体制
○特定健診集団健診で、各種がん検診の同時実施を継続。また、同時実施の利用につ
いての周知を図る。

達成するための対策

目標5 医療費適正化の推進

指標 R5目標値

後発医薬品への切替率 80.0％

後発医薬品の数量シェア 85.0％

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進
○後発医薬品を使用した場合の自己負担の差額に関する通知（差額
通知）の送付を継続して実施。後発医薬品切替効果の高い対象を
検証し、効果的な差額通知を検討。

〇広報やラジオ等による、後発医薬品使用促進の啓発を継続。
○富士市薬剤師会等と連携し、新たな後発医薬品使用促進の取組み
を検討。

達成するための対策 達成するための対策

達成するための対策
達成するための対策
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