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はじめに
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成２７

年法律第３１号。以下「改正法」という。）」が平成２７年５月に成立し、県が平成３０年度から市町
村とともに国民健康保険を運営することとなった。これにより、県は財政運営の責任主体として安定的な財
政運営を担い、市町村は引き続き、資格管理や保険給付、保健事業等の地域におけるきめ細かな事業を
担うこととされた。

国民健康保険における保健事業は、国民健康保険法（以下「国保法」という。）第８２条により市
町村が実施することとなっている。一方、平成３０年３月に改正された国保法に基づく保健事業の実施等
に関する指針では、県は市町村における健康・医療情報の横断的・総合的な分析を行い、必要な支援を
行うこととされており、積極的な役割を果たすよう求められている。

また、「医療保険制度の適正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
令和元年５月２２日に公布され、高齢者が身近な場所で健康づくりに参加できる体制を整備し、フレイル
状態にある高齢者を適切なサービスにつなげるなど、疾病予防・重症化予防に介護予防の視点を加えた一
体的な取組みが求められている。

市町村ではデータヘルス計画に基づいて保健事業が展開されており、毎年度、具体的な保健事業計画
を策定し保健事業を実施しているが、今後は、現在実施している保健事業と併せ、高齢者の保健事業と
介護予防の一体的な実施についても検討を進める必要がある。
このため県では、ＫＤＢシステムやその他の公表データ等を活用した分析を行い、分析結果を基に考察

したより効果的な保健事業を市町村に提案し、市町村の保健事業計画に反映させることで、市町村の保
健事業を支援するため、本事業を実施した。
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１ 事業概要

（１）事業の概要
システムや、その他の公表データ、アンケート調査結果等を活用し、

➢ 調査対象団体の疾病構造と相関の強い因子（生活環境等）の調査
➢ 調査対象団体に対し、調査分析結果を基にした、

より効果的な保健事業について提案

（２）調査対象団体
飯塚市、宇美町、大木町、みやま市

（３）事業スケジュール
本事業は以下のスケジュールにて実施した。

【環境因子】

KDBデータを活用したハイリスク者の抽出
・特定健診の受診勧奨
・特定保健指導対象者の抽出
・個人要因へのアプローチ
＜市町村がすでに実施している事業＞

【個人因子】
・不適切な食生活
・運動不足
・ストレス過剰
・睡眠不足
・飲酒
・喫煙

居住形態
・独居
・3世代同居

・産業構造
・所得構造

地域の
食文化・風習

学習の機会
・学びの場
・健康教室

地域活動
・サロン
・ボランティア

活動性の確保
・交通の確保

KDBデータと他のデータから抽出される地区等の
特徴に応じた分析を行い、保健指導への活用を検討
＜県事業＞

１０月 １１月

３月２月１月１２月

令和元年 令和元年 令和元年 令和元年

令和２年令和２年令和２年令和元年

８月 ９月

◎ 事業説明会 ◎ 下旬
対象市町 ヒアリング１回目
・健康課題の把握
・地区割り等の確認

◎ 下旬～１ 上旬
対象市町 ヒアリング２回目
・分析内容説明
・保健事業内容確認 ◎２ 事業提案説明会

データ集計及び分析作業 ヒアリング内容の反映

ヒアリング内容の反映事業内容検討

※県内市町村への事業報告会については、３月９日に予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため
中止し、市町村からの要望に基づき必要に応じて個別説明を行った。
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（１）「保健事業」の位置づけ
⃝国民健康保険法第 条第 項において、「市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、
これらの事業以外の事業であって、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持
増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とされている。

⃝健康増進法第 条第 項および第 条第 項において、「市町村は、第 条第 項に規定する業務
に係る事業以外の健康増進事業であって、厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。」とさ
れており、具体的には「健康手帳の交付」「健康教育」「健康相談」「機能訓練」「訪問指導」と定められ
ている。

⃝特定健康診査および特定保健指導については、「内臓脂肪の蓄積等に起因する糖尿病等の発症、重
症化を予防するため、専門職が個別に介入する、保険者が共通に取り組む法定義務（高齢者の医療
の確保に関する法律）の保健事業」と定められている。

⃝市町村は、上記の法に基づき保健事業を実施することが位置付けられている。

⃝法改正に伴い、「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（平成 年厚生労働省
告示 号）」において、都道府県は「市町村における健康・医療情報の横断的・総合的な分析を行
うとともに、保健事業の推進に課題がある市町村への助言及び支援を行うなど、市町村と連携すること」
が示された。

（２）保険者によるデータ分析に基づく保健事業（データヘルス）の実施
⃝平成 年 月に閣議決定された「日本再興戦略」において、全ての健康保険組合等に対して、データヘ
ルス計画の作成と事業実施等を求めることとされ、平成 年 月「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」が改正された。

⃝ 「健康・医療情報を活用して 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の
保健事業の実施計画を策定した上で、保健事業の実施及び評価を行うこと。」が指針改正により規定
された。

⃝ システム等が整備され、健康づくりに関するデータが効率的に把握できるようになり、 これまで、各部
署で把握してきたデータを包括的に分析することで、より効果的な保健事業の実施が図れることとなった。
県内すべての保険者で作成された「データヘルス計画」に基づく保健事業の実施、評価及び改善を図り

サイクルを活用した事業展開が望まれる。（図１）

⃝平成 年度からスタートした第 期データヘルス計画については、令和 年度に中間評価の実施時期と
なる。中間評価の実施にあたっては、 システム等を活用し、あらためて必要なデータの分析・評価を
行い、健康課題・目標・それらに応じた事業の優先付けの見直しなどを行う必要がある。

２ 保健事業におけるデータの活用
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（３）地域包括ケアの推進及び保健事業と介護予防の一体的な推進
⃝高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるようにするため、医療・介護・予防・住まい・生活支援と
いったサービスを切れ目なく一体的に提供できる「地域包括ケアシステム」づくりを、平成 年（ 年）
を目途に市町村と連携・協力し進めている。（図２）

「データヘルス計画」とは図１

図２

Ｐｌａｎ（計画）
・データ分析に基づく事業の立案
○健康課題、事業目的の明確化
○目標設定
○費用対効果を考慮した事業選択
（例）・加入者に対する全般的・個別的な情報提供

・特定健診・特定保健指導などの健診・保健指導
・重症化予防

Ａｃｔ（改善）
・次サイクルに向けて修正

Ｄｏ（実施）
・事業の実施

Ｃｈｅｃｋ（評価）
・データ分析に基づく効果測定・評価

レセプト・健診情報などのデータ分析に基づく
効果的・効率的な保健事業をPDCAサイクルで実施するための事業計画
ねらい：「健康寿命の延伸」と「医療費の適正化」を同時に図る。

地域包括ケアシステムの構築について
〇団塊の世代が 歳以上となる 年を目途に、重度な要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、住まい・医療・介護・予防・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を実現していきます。
〇今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるために
も、地域包括ケアシステムの構築が重要です。
〇人口が横ばいで 歳以上人口が急増する大都市部、 歳以上人口の増加は緩やかだが人口は
減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地
域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。

（厚生労働省資料より）
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⃝地域包括ケアの理念を普遍化し、高齢者のみならず、生活上の困難を抱える障がい者や子どもなどが、
地域において自立した生活を送ることができるよう、地域住民による支え合いと公的支援が連動し、地
域を「丸ごと」支える包括的な支援体制の構築を目指し、「地域包括ケアシステムの強化のための介護
保険法等の一部を改正する法律」により、社会福祉法が改正された（平成 年６月２日公布）。

⃝ 「医療保険制度の適正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」が令
和元年 月 日に公布され、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等について、法整備が
行われた。高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、後期高齢者の保
健事業について、後期高齢者医療広域連合と市町村の連携内容を明示し、市町村において、介護
保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に実施するものとされている。

⃝地域において、事業全体のコーディネートを医療専門職が担い、地域の健康課題の分析・把握を行う
と同時に、高齢者の抱える課題への対応、アウトリーチ支援の実施が望まれる。また、保健事業で行っ
ていた、疾病予防・重症化予防と併せて、介護予防も行う。さらに、医療専門職が通いの場等にも積
極的に関与し、フレイル予防にも着眼した高齢者への支援を行うとされている。

⃝高齢者が身近な場所で健康づくりに参加できる体制を整備し、フレイル状態にある高齢者を適切な
サービスにつなげることにより、疾病予防・重症化予防を促進し、健康寿命の延伸につなげる。

図３

（厚生労働省資料より）
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本事業における、保健事業提案までのプロセスは、「現状の把握」「課題の抽出と仮説の想定及び検証」
「調査対象団体の全体及び地区等の特徴に応じた分析」「保健事業の提案」の順に行った。
なお、本事業における保健事業提案までのプロセスにおいては、適宜、調査対象団体と協議を行い、合
意を得た上で事業を進めた。ここでは、そのプロセスについて項目ごとに示す。

（１）現状の把握

（ ）課題の抽出と
仮説の想定・検証

（ ）調査対象団体の
全体及び地区等の
特徴に応じた分析

（ ）保健事業の提案

①情報収集
②情報整理
（ア）被保険者や地区等の特徴の把握
（イ）医療・健診・介護情報の把握
（ウ）質的データの把握
（エ）収集した情報を整理し、見える化する
※9/2事業説明会の際にも現状について聞き取りを実施

①課題を抽出する
②エビデンスに基づいた仮説の想定
③情報を整理する
④仮説の検証
※ヒアリング 回目実施

①調査対象団体の全体及び地区等の特徴の把握及び
関連データの把握
②不足情報の追加収集
※ヒアリング 回目実施

①目的・目標の検討
②既に実施している保健事業の現状と課題の整理
③より効果的な保健事業実施のための提案
④事業の評価
※2/19事業提案説明会の際に意見交換を実施

３ 調査から事業提案までのプロセス
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（１）現状の把握
⃝国保被保険者の健康の保持増進、疾病予防、生活の質の向上等に資するため、 デー タ、県及び調
査対象団体が保有する既存データ、国の公開データ等を活用し、現状の把握を行う。ここでは、調査対象
団体の課題抽出に向けた情報収集及びデータの見える化を行う。

①情報収集

現状の把握を行うために利用できるデータは、 データをはじめとし、さまざまなデータが存在する。今
回の事業で活用したデータは以下のとおり。

（市町村に設置されたシステム等から出力可能なもの）
・ 帳票データ…KDBシステム内で定型化された帳票データ
・ 突合データ…KDBシステムで帳票データ作成等に利用される基本データ
・レセプトデータ…KDBシステムに取り込まれる前のレセプト情報
・特定健診データ…特定健診システムから出力できる特定健診関連データ

（各種データが入手可能なインターネットサイト及び掲載データ）
・福岡県オープンデータサイト（人口、世帯数、産業構造等）

・ （政府が実施する各種統計データ）

・国立社会保障・人口問題研究所（人口推計等）

・ 「地域医療情報システム」（日本医師会が提供している地域別の医療施設データ等）

（各種計画及び保有データ）
・各市町データヘルス計画
・各市町の独自データ
（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、若年層の健診データ（特定健診以外の健診結果）等）

現状の把握 課題の抽出と仮
設の想定・検証

調査対象団体の全
体及び地区等の特
徴に応じた分析

保健事業の提案
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（ア）被保険者や地区等の特徴の把握
⃝保健事業を立案、実施するにあたって必要な情報（被保険者の性別・年齢階層別構成や医療
資源、平均寿命・健康寿命、死因等の地区等の特徴を示す情報）を、多方面から収集・把握し
ていく。

②情報整理
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子宮頚がん医療費

順位 中分類名 順位 中分類名
1 高血圧性疾患 1 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
2 脂質異常症 2 その他の消化器系の疾患
3 糖尿病 3 その他の神経系の疾患
4 その他の眼及び付属器の疾患 4 気分（感情）障害（躁うつ病を含む）
5 その他の神経系の疾患 5 てんかん
6 皮膚炎及び湿疹 6 骨折
7 胃炎及び十二指腸炎 7 その他の心疾患
8 その他の消化器系の疾患 8 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの

9 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 9 脳梗塞
10 喘息 10 その他の精神及び行動の障害

順位 中分類名 順位 中分類名
1 糖尿病 1 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
2 高血圧性疾患 2 その他の心疾患
3 腎不全 3 その他の神経系の疾患
4 脂質異常症 4 骨折
5 その他の眼及び付属器の疾患 5 その他の消化器系の疾患
6 その他の消化器系の疾患 6 関節症
7 その他の神経系の疾患 7 脳梗塞
8 その他の心疾患 8 気分（感情）障害（躁うつ病を含む）
9 炎症性多発性関節障害 9 その他の呼吸器系の疾患
10 喘息 10 その他の精神及び行動の障害

外
来
レ
セ
数

入
院
レ
セ
数

外
来
医
療
費

入
院
医
療
費

・詳細データで要因をつかむ
例えば、医療費統計を把握する際に、入院、
外来別の医療費とレセプト件数を比較する
ことで、自市町村が優先して取組むべき事業
の課題等を把握することができ、さらにどの様
な追加分析を行うかの方向性を見つけること
ができる。
（例）外来において、生活習慣病が医療費、

レセプト件数ともに上位を占める。
入院において、筋骨格系疾患が上位
に出現する。

・時系列に並べる
時系列に見ることで、現状までの把握と今後の動向が予測できる。

現状の把握 課題の抽出と仮
設の想定・検証

調査対象団体の全
体及び地区等の特
徴に応じた分析

保健事業の提案

「データ分析の 原則」
・データを比較する
比較することで、調査対象団体の特徴を把握することができる。
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（イ）医療・健診・介護情報の把握
○被保険者の健康状況や疾患構成に関する全体像を把握するため、健診データやレセプトデータ、

データ等を用いて、主に「医療」「健診」「介護」に関する情報の収集を行う。

◇単年のみでなく複数年のデータ把握、県や同規模市町村とのデータを比較することにより、調査対
象団体の特徴を把握する。

H27 H28 H29 H27 H28 H29
47.6% 50.4% 49.9% 31.4% 32.1% 33.0%
19.3% 20.0% 21.0% 16.5% 17.2% 17.7%
12.2% 12.1% 12.1% 11.2% 11.2% 11.5%
82.8% 83.6% 83.5% 37.8% 37.6% 35.8%

積極的 2.9% 3.3% 3.5% 2.9% 2.9% 2.8%
動機付け 9.6% 10.1% 10.6% 9.3% 9.3% 9.5%

34.8% 35.2% 36.7% 31.6% 32.3% 33.1%
3.6% 3.9% 3.6% 4.0% 4.0% 4.0%
0.6% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
8.6% 8.6% 8.7% 7.9% 7.7% 7.9%
3.0% 2.7% 2.6% 2.7% 2.8% 2.8%
2.6% 2.7% 3.0% 2.6% 2.7% 2.8%
1.0% 1.0% 1.2% 0.9% 0.9% 1.0%
9.6% 9.6% 9.9% 8.3% 8.4% 8.7%
6.1% 6.7% 6.9% 4.8% 5.1% 5.4%

54.3% 56.2% 56.0% 54.1% 53.4% 53.2%
受診勧奨者

医療機関受診率

BMI
血糖
血圧

特定健診受診率
メタボ該当者率

血糖・血圧・脂質

脂質
血糖・血圧

予備郡該当者率

血糖・脂質
血圧・脂質

腹囲

福岡県

特定保健指導実施率

対象者割合

飯塚市

健診情報

・飯塚市では、特定健診受診率、特定保健指導実施率ともに、県と比較して高い。
・メタボ該当者についてみると、年度を追うごとに割合が増加しており、県と比較しても高い。
・特定健診結果の状況をみると、「血糖・血圧・脂質」全て有所見の者の割合が県と比較して高く、
経年的にみても増加している。

現状の把握 課題の抽出と仮
設の想定・検証

調査対象団体の全
体及び地区等の特
徴に応じた分析

保健事業の提案

（データからみえる飯塚市の特徴）
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◇データの可視化を図る
糖尿病性腎症病期別患者数を把握する際、ガイドライン等にて示されている、病期分類を活用し、

分類し示すことで、優先して介入すべき対象者がどれ位いるかを把握できる。また、分類区分ごとに色付
けする等工夫することにより、見えるかを図ることで共通認識が容易となる。

現状の把握 課題の抽出と仮
設の想定・検証

調査対象団体の全
体及び地区等の特
徴に応じた分析

保健事業の提案

（-） （±） （+） （2+） （3+）

G1 正常または高値 ≧90 979 90 45 5 3

G2 正常または軽度低下 60～89 5,344 463 211 49 11

G3a 軽度～中等度低下 45～59 977 109 104 28 10

G3b 中等度～高度低下 30～44 71 24 26 11 5

G4 高度低下 15～29 12 2 3 7 7

G5 末期腎不全 <15 1 0 1 1 4

尿蛋白

eGFR区分(mL/分/1.73m2)

0.00

0.50

1.00

1.50

要支援

１

要支援

２

要介護

１

要介護

２

要介護

３

要介護

４

要介護

５

認定者の介護度ごとの割合
福岡県 飯塚市

◇レーダーチャートは、複数の項目の結果を表示し、量の大小の
把握、構成比やその特徴を見える化することができる。
また、例えば県の平均データを基準値として用い、レーダー
チャート化することで基準値との比較が容易にできる。

（分類は人数を示す）
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（ウ）質的データの把握
○保険者・行政として実施した、住民アンケートや介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等の情報を
活用し、質的データの把握を行う。また、特定健診の問診項目も、地区別、男女別、年齢別に
集計することで地区等の特徴を把握することができる。

◇ 「量的データ」及び「質的データ」の両方を把握し、互いにデータを補完させ活用する。

64.6% 66.2% 66.6% 65.8% 65.9% 66.0% 63.4% 66.4% 68.7%
64.0%

74.0%

15.9%
10.4%

21.5% 19.0%
13.4% 16.3% 18.3% 17.0% 18.3% 17.9% 16.7%

37.5%
43.8%

31.8% 32.9% 35.3% 36.6%
32.3% 33.2% 33.1%

29.1%
37.2%

19.3% 18.8% 23.4% 17.6% 20.2%
25.2%

18.3% 19.4% 27.5% 21.4%
25.6%

0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%
（円）

一人当たり医療費 筋骨格系疾患有病率 運動機能低下
転倒リスク 閉じこもり傾向

現状の把握 課題の抽出と仮
設の想定・検証

調査対象団体の全
体及び地区等の特
徴に応じた分析

保健事業の提案

・高齢者保健福祉計画等を策定するために実施される「介護予防・日常生活圏域ニーズ調
査」は、対象者を６５歳以上とした調査である。１人当たり医療費や筋骨格系疾患の有病
率を合わせて比較する際には、年齢を揃えて分析し結果を把握する必要がある。
・日常生活圏域は各市町村にて設定されており、保健事業実施にあたり分析する地区分けをど
のように行うかなど、事前に検討する必要がある。

ニーズ調査アンケート集計と 歳以上の筋骨格系疾患の地区別有病状況

「人口動態」「医療費」「特定健診結果」等の「量的データ」と、「日頃の保健事業の実施や個別
支援から得た実態」「ボランティアの声」等の「質的データ」の両方を把握することが重要である。

量的データの把握だけでは、その要因や背景等をつかむことができず、質的データの把握がなされ
ない場合、優先課題やとるべき解決策に違いをもたらす原因となるため、「量的データ」及び「質的
データ」の両方の把握が必要となる。
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（エ）収集した情報を整理し、見える化する
⃝様々な情報を収集すると、その範囲や情報量は膨大なものとなり、情報収集が目的となってしま
う可能性がある。課題抽出に向けて必要な情報は何かを見極める必要がある。その際、日頃の
保健活動の中で感じていることや、住民の声をデータとして見える化を行い課題抽出することも有
用であると考えられる。

⃝本事業においても、日頃調査対象団体の職員が感じていることや既に課題と感じていることを手
掛かりとして 枚目の情報整理を行った。

⃝また、情報を整理し 枚に見える化することで、担当職員間、他部門間での情報共有のツールと
しても活用することができる。

（ポピュレーションアプローチの成功するカギ）
１．量的データは、組織横断的にデータを活用する。
２．質的データは、地域に入り込む保健活動から住民の生活を知り、見て、聞いて

感じることができる。
３．データを要因分析して、住民に見えるデータとして可視化する。

（「わかる、できる、保健師のためのポピュレーションアプローチ必携」 年 月 日本看護協会）

①基礎情報

③特定健診・がん検診 ④医療費・疾患

「量的」「質的」
データの把握

〇各市町村の様々な「基礎情報」を把握する。
〇各市町村の強みや弱みを把握する。

情報収集ツール（一例）
・福岡県オープンデータサイト（人口、世帯数、産業構造等）
・ふくおかデータウェブ（人口、世帯数、産業構造等）
・ （政府が実施する各種統計データ）
・国立社会保障・人口問題研究所（人口推計等）
・地域包括ケア「見える化」システム（介護保険情報等）

〇特定健診やがん検診等から得られる
「健康に関する情報」を把握する。

情報収集ツール（一例）
・ システム
・健康増進計画
・データヘルス計画
・保健指導支援ツール

〇疾患の罹患状況や医療費を把握する。

情報収集ツール（一例）
・ システム
・データヘルス計画

②介護

現状の把握 課題の抽出と仮
設の想定・検証

調査対象団体の全
体及び地区等の特
徴に応じた分析

保健事業の提案

〇介護の認定状況や要介護者の
有病状況等を把握する。

情報収集ツール（一例）
・介護保険事業計画
・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 等

12



（２）課題の抽出と仮説の想定・検証
⃝現状の把握で得られた調査対象団体の情報から、課題を抽出し、調査対象団体の特徴を把握した。
また、各種ガイドライン等のエビデンスと課題を突合し、仮設の想定及び検証を行った。

①課題を抽出する

本事業においては、調査対象団体のデータヘルス計画等に位置付けられている「目標」とその現状値
の「差」を「課題」として捉えた。その課題を構成する要因を明確化し、その要因について「量的データ」
「質的データ」の観点にて整理を行い、アセスメントを行った。

現状の把握 課題の抽出と仮
設の想定・検証

調査対象団体の全
体及び地区等の特
徴に応じた分析

保健事業の提案

・県と各市町村にどの項目で「差」が生じているかを把握する
・「差」を生じさせる事象が、単年のみではなく、経年的に見ても同じ現象か把握する
・「差」がある項目と関連する項目のデータの状態も併せて把握する
・新たに示される方針等（例えば 年４月から高齢者の保健事業と介護予防の一体的
な実施等）に関するデータと突合し整合性を確認する。

「量的データ」からの課題抽出ポイント

②エビデンスに基づいた仮説の想定
①にて抽出した課題について、各種ガイドライン等を用い、エビデンスに基づいた仮説を想定する。

エビデンス
型糖尿病や慢性腎臓病といった生活習慣病が骨代謝に影響を及ぼすことが明らかとなり、生活習慣病

関連骨粗鬆症は続発性骨粗鬆症の代表例と位置づけられています。そして「骨粗鬆症の予防と治療ガイド
ライン」では生活習慣病関連骨粗鬆症をきたす原因疾患として、コントロール不良な 型糖尿病やステージ
の慢性腎臓病が挙げられています。 型糖尿病が明らかな骨折の危険因子であることは知られています

が、 型糖尿病についても、大腿骨近位部骨折の有意な危険因子となることがメタ解析にて示されました。
前向き研究において、 型糖尿病における大腿骨近位部骨折リスクは男性で約 倍、女性で約 倍と
有意に高いとされています。

現状 エビデンスを用いた仮説

・糖尿病について 総医療費：157百万円
被保険者一人当たり医療費：19,574 円

・うみっ子健診実施 HbA1c5.6以上：23.2％
・骨折の状況 総医療費：58百万円
・骨の密度及び構造の障害：41百万円
・特定健診項目 １回30分以上の運動習慣なし：60.5％

糖尿病の一人当たり医療費が高い（県平均
16,973円）ことと併せて、うみっ子健診で血
糖値が高い児が２割強存在することは問題と
考える。また、筋骨格系疾患医療費に占める
50歳以上の割合90％を超えており、町として
スロージョギング事業を推進し、年代を問わ
ずに参加できる環境を整える必要があるので
はないか。

日本内科学会誌 第 巻 号 「生活習慣病と骨粗鬆症著：山内美香，
杉本利嗣氏」
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③情報を整理する
①で抽出した課題、②で想定した仮説を 枚のシートに整理する。その際、優先順位の高いものからポイン
トを絞り、仮説を想定する。また、その内容について、保健事業に関わる者との「合意」を得ることが重要で
ある。

エビデンス

〇各疾患や生活状況
等の関連性について証
明するためのエビデンスを
記載する。

〇目標達成を阻害する
要因の関連性を明らか
にし、どこにどのようにアプ
ローチすれば改善するか
を、各種ガイドラインや
過去の研究論文等から
導き出す。

データヘルス計画及び健康増進計画等の市町村目標
（例）生活習慣病の重症化予防

目標の現状値の把握 （例）平均寿命と健康寿命の差

目標達成を阻害していると考えられる要因の明確化
（例）心血管疾患の状況、人工透析の状況 等

上記要因に影響する疾患等の状況把握
（例）高血圧、糖尿病等の疾患状況、高齢化率の推移 等

◆生活習慣改善のために、どのようなアプローチが必要かを明らかにするため、
市町村で把握されている生活状況についての情報を記載する。

（例）食生活、運動状況、メタボリックシンドローム該当者割合、勤労状況、
世帯状況、食生活推進員の活動状況等

【データからみる○○市町の特徴】
上記のデータおよびエビデンスから市町村の特徴を捉える。
目標達成の阻害要因について仮説を想定して記載する。

現状の把握 課題の抽出と仮
設の想定・検証

調査対象団体の全
体及び地区等の特
徴に応じた分析

保健事業の提案

・事業内において、県からデータ分析に基づく結果や、そこから見える特徴について、各市町に提供し、
目指す目標や、日頃の業務の中で感じている課題について検討を行い、様式を作成した。
・仮説の想定においても、各市町の状況と今まで示されているエビデンスを照らし合わせ、各市町の
意見を反映した上で仮説の検証を行った。
・仮説をもとに、更に詳しく把握すべきデータや、保健事業を実施する地区や対象者をしぼりこむため
の分析の方向性について検討を行った。
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④仮説の検証
本事業において、エビデンスに基づいた仮説を想定し、調査対象団体に対しヒアリングを行い、目標、課
題、仮説について認識の相違がないか確認を行った。
その結果、全ての調査対象団体から、想定した仮説について「合意」が得られた。

～次のステップに向けて～
≪調査対象団体の全体及び地区等の特徴に応じた分析へ向けてのヒアリング内容≫
・地区等の分析について
⃞住民への事業展開を考慮し、まちづくり協議会単位
⃞保健師の地区担当制を考慮した小学校区単位
⃞地区分けに加え、男女、年齢別での分析

・業務を通じて感じていること
⃞地域住民主体の取組みが弱い
⃞他部門との連携体制の構築が必要
⃞第 次産業従事者が多く、健康への無関心者が多い

・追加分析について
⃞有病率について、年齢別及び疾患の併発状況を追加
⃞各疾患の地区ごとの状況
⃞年齢区分ごとの医療費の状況

・保健事業提案内容について
⃞対象者に響く情報発信方法
⃞地区の優先順位付けを行い、より効果的な糖尿病性腎症重症化予防推進のためのアプローチ
⃞保健推進員の活動に活用できるような住民の意識向上につながる資料の作成

現状の把握 課題の抽出と仮
設の想定・検証

調査対象団体の全
体及び地区等の特
徴に応じた分析

保健事業の提案

⑤その他
調査対象団体の状況について県平均との比較を行うため、 で出力される帳票の 出力結果を
利用した分析ツールを作成した。
ツールは３年分経年での比較が可能となり、グラフ化にて推移が見れるように加工している。
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（３）調査対象団体の全体及び地区等の特徴に応じた分析
〇調査対象団体の全体及び地区等の特徴の把握及び関連データの把握

現状の把握 課題の抽出と仮
設の想定・検証

調査対象団体の全
体及び地区等の特
徴に応じた分析

保健事業の提案

（１）現状の把握、（２）課題の抽出と仮説の想定・検証により明らかになった課題や仮説と、その
データについて、保健事業を実施するにあたり効果的な地区分け等を行い、その分析を行う。
また、あわせて関連するデータについても分析を必ず行う。
データ分析を行い、「地区ごとの特徴」や「関連データの数値」の把握を行い、結果を記載し、整理を行う。
今回、本事業において、調査対象団体の全体及び地区等の特徴を把握するために実施した分析の一
部について、下記①～④に記載する。

①疾患別の有病患者割合
国民健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの患者割合について、経年的に比較を行うことで、
市町村の状況について把握することができ、 歳以降においてどの様な疾患が増加するのかを把握す
ることにより、 歳までにどの様な対策をとるべきかが明らかになる。
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