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第 1 章 計画の中間評価にあたって 
１．中間評価の趣旨 

 
近年、特定健康診査（以下「特定健診」という。）の実施や診療報酬明細書（以下「レセプト」と

いう。）等の電⼦化の進展により、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」においては、「全ての健康保険組合に対
し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加⼊者の健康保持増進のための事業計画として「計画」の
作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を⾏うことを推進す
る。」とされました。 

これまでも、保険者においては、レセプトや統計資料等を活⽤することにより、「特定健康診査等実施
計画」の策定や⾒直し、各種の保健事業を実施してきましたが、今後は、更なる被保険者の健康保
持・増進に努めるため、保有しているデータを活⽤しながら、ポピュレーションアプローチから重症化予防ま
で効果的な保健事業を進めていくことなどが求められています。 

こうした背景を踏まえ、国では保健事業の実施等に関する指針（厚生労働省告⽰、以下「国指針」
という。）の⼀部を改正する等により、保険者は健康・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ための保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策
定した上で、保健事業の実施・評価・改善等を⾏うものとしました。 

⼭形市では、平成 20 年 3 ⽉より「⼭形市国⺠健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計
画」の第⼀期計画を策定し、平成 25 年度からはその第⼆期計画を策定し、実施してきました。また、
平成 27 年度には健康・医療に関するデータを分析し、「⼭形市国⺠健康保険保健事業実施計画
（データヘルス計画）」を定め、国保加⼊者の生活習慣病対策をはじめとする健康増進や重症化予
防等の保健事業を実施してきました。平成 29 年度にはこれまでの実施結果等を踏まえ、⼆つの計画を
⼀体的に策定することで、国保加⼊者の生活習慣病対策をはじめとする保健事業の実施を進め、健康
寿命の延伸と将来の医療費抑制に寄与し、「健康医療先進都市」の実現を目指すものです。 

本年度は⼀体的に策定した計画期間の中間年度となるため、計画期間前期の結果を分析した上
で、計画期間後期に向けた管理指標目標値等の評価を実施します。なお、最終年度である令和５年
度には、⻑期目標の管理指標を中⼼に、計画全体の評価を⾏うこととします。また、実施する保健事業
については、年度ごとまたは事業サイクルごとに事業の評価指標に基づくモニタリングを⾏い、必要に応じて
事業内容の⾒直しを⾏います。 

 
【データヘルス計画及び関連計画の実施期間】  
H20 

(2008) 
・・・ H24 

(2012) 
H25 

(2013) 
・・・ H27 

（2015） 
・・・ H29 

(2017) 
H30 

(2018) 
・・・ R2 

(2020) 
・・・ R5 

(2023) 

             

※中間評価においては、経年変化を把握するために本計画期間以前のデータを掲載しています。 
  

 特定健康診査等実施計画 
（３期） 

 
データヘルス計画 

（２期） 

★中間評価 

 

 データヘルス計画 
(1 期) 

特定健康診査等 
実施計画(1 期) 

特定健康診査等 
実施計画(2 期) 

1 
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２．中間評価の概要 
⼭形市の国保加⼊者においては、全国より高齢化が進んでいます。また、医療の高度化等により、1

人当たり医療費が増加しています。 
データヘルス計画においては、各種保健事業における、⻑期目標、短期目標及び短期目標の各年

度の目安となる経過参考値を設定し、生活習慣病の予防に努めています。詳細は 14 ページの「本編
図表 86 短期目標」のとおりですが、令和元年度時点の実績について、「特定保健指導対象者の割
合」など３項目については経過参考値を達成しており、「健診受診者の「血圧」「脂質」「血糖」に関す
る要治療者の割合」など５項目については至っていないものの、平成 28 年度（実績）に⽐べ改善し
ています。 

⼀方、「健診受診者の有所⾒者の割合」など６項目については未達成となっており、今後、目標達
成に向けた取り組みを進めていく必要があります。 

 
（1）健康に関する基本データと課題 

⼭形市 ⼭形県 
 

 全国(参考) 
平成 26 年度 令和元年度 差異 令和元年度 令和元年度 

①国保加⼊者数 
（年度平均） 

54,488 人 45,118 人 △9,370 人 223,183 人 29,893,491 人 

②国保加⼊者に 
おける高齢化率 
（年度平均） 

40.3％ 50.1％ ＋9.8％ 50.2% 40.6% 

③1 人当たり医療費 322,784 円 381,509 円 ＋58,725 円 370,283 円 314,700 円 
資料︓⼭形市 国保事業年報・⼭形県国保事業年報（速報値）   【※印︓国保データベース（KDB）】 

 
（2）短期目標に向けての経過参考値の達成状況 

経過参考値達成（◎︓3 項目） 
 特定保健指導対象者の割合／ジェネリック医薬品の普及率／重複・頻回受診者の割合（※） 

（※）＝同じ病気で複数の医療機関を受診又は頻繁に受診する方 
経過参考値に至っていないが改善している（〇︓5 項目） 
 健診受診者の「血圧」「脂質」「血糖」に関する要治療者の割合／特定健診新規対象者の受診率／

継続受診者の受診率／継続未受診者の受診率／特定保健指導新規対象者の利⽤率 
経過参考値未達成（▲︓6 項目） 
 健診受診者の有所⾒者の割合／健診受診者の血圧の要治療者の割合／ 

健診受診者の脂質の要治療者の割合／健診受診者の血糖の要治療者の割合／ 
健診受診者で血圧＋脂質＋血糖が要治療である者の割合／ 
特定保健指導連続対象者（前年度未利⽤者）の利⽤率 

（達成状況）◎︓経過参考値達成／〇︓経過参考値に至っていないが改善している／▲︓経過参考値未達成  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 
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第２章 中間評価（総論） 
１．基本データの確認 
（１）人口の推移 

⼭形市の人口は、平成 27 年度の 253,832 人をピークに緩やかに減少を続けており、令和元年
度には 249,327 人となっています。 
 
本編図表 4  人口の推移（平成 26 年度〜令和元年度） 

 
⼭形市 ⼭形県 全国 

総人口 高齢化率 総人口 高齢化率 総人口 高齢化率 

平成 26 年 253,335 人 26.3% 1,130,659 人 29.9% 127,090,000 人 26.0% 

平成 27 年 253,832 人 27.3% 1,123,891 人 30.8% 127,095,000 人 26.6% 

平成 28 年 253,267 人 27.9% 1,113,029 人 31.5% 126,933,000 人 27.3% 

平成 29 年 252,095 人 28.5% 1,101,452 人 32.3% 126,706,000 人 27.7% 

平成 30 年 250,998 人 28.9% 1,089,805 人 32.9% 126,443,000 人 28.1% 

令和元年 249,327 人 29.4% 1,077,057 人 33.4% 126,167,000 人 28.5% 

前 年 ⽐
( H 3 0 ︓ R 1 ) △0.7% ＋0.5% △1.2% ＋0.5% △0.2% ＋0.4% 

資料︓⼭形県の人口と世帯数（毎年 10 ⽉ 1 ⽇時点）及び⼭形県高齢社会関係データ集 
 
（２）平均寿命及び健康寿命 

65 歳以上の割合を⽰す高齢化率は年々上昇しています。 
本編図表 5  平均寿命及び健康寿命の推移（平成 25 年度〜平成 30 年度） 

 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

平均寿命 
男性 81.17 歳 81.18 歳 81.15 歳 81.95 歳 81.87 歳 82.07 歳 
⼥性 87.44 歳 86.90 歳 88.24 歳 87.77 歳 87.58 歳 87.52 歳 

健康寿命 
男性 79.84 歳 79.83 歳 79.83 歳 80.55 歳 80.44 歳 80.64 歳 
⼥性 84.46 歳 84.07 歳 85.05 歳 84.62 歳 84.43 歳 84.24 歳 

差異 
男性 1.33 年 1.35 年 1.32 年 1.40 年 1.43 年 1.43 年 
⼥性 2.98 年 2.83 年 3.19 年 3.15 年 3.15 年 3.28 年 

注）平成 24 年度厚生労働科学「健康寿命研究」による、健康寿命の算定方法の指針の介護保険データを利⽤した算定方法（市町村
対象）を⽤いて算定。＜要介護 2〜5 を不健康（要介護）な状態とし、それ以外を健康（⾃⽴）な状態と想定したもの。＞ 
資料︓⼭形市 健康増進課 
 
（３）国⺠健康保険加⼊者の状況 

国⺠健康保険の加⼊者数は、後期高齢者医療制度や健康保険組合、協会けんぽ等への移⾏
等から減少傾向にあります。 
本編図表 6  国保加⼊者の年齢構成推移（平成 26 年度〜令和元年度） 

 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 
加⼊者数（年度平均） 54,488 人 52,632 人 50,685 人 48,593 人 46,874 人 45,118 人 
加⼊者数（4 ⽉ 1 ⽇現在） 55,266 人 53,273 人 51,397 人 49,196 人 47,323 人 45,451 人 
６５〜７４歳（4 ⽉ 1 ⽇現在） 21,953 人 

(39.7%) 
22,633 人 
(42.5%) 

23,056 人 
(44.9%) 

23,088 人 
(46.9%) 

23,074 人 
(48.8%) 

22,616 人 
(49.8%) 

４０〜６４歳（4 ⽉ 1 ⽇現在） 19,478 人 
(35.3%) 

18,025 人 
(33.8%) 

16,724 人 
(32.5%) 

15,523 人 
(31.6%) 

14,570 人 
(30.8%) 

13,814 人
(30.4%) 

０〜３９歳（4 ⽉ 1 ⽇現在） 13,835 人 
(25.0%) 

12,615 人 
(23.7%) 

11,617 人 
(22.6%) 

10,585 人 
(21.5%) 

9,679 人 
(20.4%) 

9,021 人 
(19.8%) 

資料︓⼭形市（平成 26 年度〜令和元年度）国保事業年報  
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（４）医療費の状況 
総医療費は、国保の加⼊者数が減少傾向にあるため、減少に転じていますが、１人当たり医療費

は医療の高度化、高額薬剤の承認・普及や医療機関が充実し、受診しやすい環境にあること等から
年々増加傾向にあります。 
本編図表 21 国保加⼊者の総医療費推移（平成 26 年度〜令和元年度） 

 
資料︓⼭形市国保事業年報（医科⼊院・医科⼊院外・調剤・訪問看護 [⻭科・療養費を除く] ） 

 
本編図表 22 １人当たり医療費の推移 （平成 26 年度〜令和元年度） 

 
資料︓⼭形市国保事業年報（※1 人当たり医療費 算出方法︓医療費を加⼊者数で除しています。） 

 

(参考)平成 28 年度の国保加⼊者と同じ年齢分布となる間接法年齢調整により、1 人当たり医療費を
100 とした値は平成 29 年度から令和元年度において微増しています。 

医科医療費（⼊院・外来）及び調剤医療費の 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 
対 H28 年度の標準化⽐（間接法年齢調整） 100.0 100.4 101.3 105.4 

資料︓国保データベース（KDB） 
 
（５）総医療費の主な構成要素 

全レセプトにおいて、生活習慣病の占める医療費の割合がもっとも高く、依然として20%を超えています。
なお、悪性新生物（がん）の医療費も増加傾向にあることから、今後、特定健診に併せた「がん検診」 

の受診にも⼒を⼊れていく必要があります。 
本編図表 23 全レセプトにおける疾病分類別医療費(レセプト＝医療機関から保険者へ毎⽉請求される診療報酬明細書) 

 

生活習慣病
3,863,906千円

22.3%

悪性新生物
2,255,110 千円

13.0%

精神
2,100,811 千円

12.2%

その他
9,089,843 千円

52.5%

生活習慣病
3,534,603千円

21.0%

悪性新生物
2,297,200 千円

13.7%

精神
2,009,621 千円

11.9%

その他
8,981,927 千円

53.4%

資料︓医療費分析ツール「Focus」 （平成 28 年度） （令和元年度） 

※4 ⽉診療分〜3 ⽉診療分 
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２．生活習慣病における基礎疾患・重症化疾患の状況 
（１）基礎疾患・重症化疾患別の考え方 

「（４）医療費の状況」では、全体的な医療費の傾向と、そこに占める生活習慣病医療費の分析
を⾏いましたが、ここからは生活習慣病に焦点を当てた分析を⾏います。 

考え方として、生活習慣病を基礎疾患と重症化疾患に大きく分けます。 
基礎疾患には、高血圧症、脂質異常症、糖尿病が該当します。 
重症化疾患には、虚血性⼼疾患、脳血管疾患、糖尿病性合併症が該当します。また、各基礎疾

患、重症化疾患には、それぞれ以下の図表のような疾病が含まれています。 
 
本編図表 34 基礎疾患・重症化疾患の内訳 

 
※腎不全は、レセプトに糖尿病が記載されている場合に限ります。 
資料︓医療費分析ツール「Focus」 
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（２）基礎疾患・重症化疾患別の罹患者数（病気になった方の数） 
生活習慣病の医療費の割合が 20%（本編図表 23）を超えており、生活習慣病の基礎疾患に

おける「罹患者数」では高血圧症が最も多く、改善すべき点といえます。また、重症化疾患の中で、罹
患者数が最も多くなっているのは虚血性⼼疾患となっており、こちらも高血圧が主な因⼦となります。特
に注視すべき点として、⼭形市では国保の加⼊者数が年々減少していることもあり、生活習慣病の保
有者数は全体的に減っていますが、糖尿病罹患者数が増加傾向にあります。 
 
本編図表 35  基礎疾患・重症化疾患別の罹患者数（平成 28 年度と令和元年度） 

 
 ⼊院外における 65 歳以上 ⼊院における 65 歳以上 
高血圧症 14,015 人 75.4％ 1,060 人 76.3％ 
脂質異常症 13,328 人 72.4％ 663 人 69.6％ 
糖尿病 10,738 人 71.7％ 896 人 72.6％ 
虚血性⼼疾患 5,076 人 74.7％ 625 人 74.3％ 
脳血管疾患 4,707 人 76.1％ 517 人 73.5％ 
糖尿病性合併症 2,810 人 75.7％ 226 人 66.5％ 
 

 
 ⼊院外における 65 歳以上 ⼊院における 65 歳以上 
高血圧症 13,890 人 78.3％ 970 人 76.1％ 
脂質異常症 13,528 人 74.8％ 610 人 70.4％ 
糖尿病 11,119 人 73.3％ 865 人 72.5％ 
虚血性⼼疾患 5,089 人 76.5％ 549 人 71.3％ 
脳血管疾患 4,369 人 77.4％ 416 人 71.0％ 
糖尿病性合併症 3,249 人 78.4％ 246 人 73.2％ 
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資料︓医療費分析ツール「Focus」 

(19,012 人) 

(18,944 人) 

(16,360 人) 

(7,423 人) 

(6,232 人) 

(4,481 人) 

（平成 28 年度） 

（令和元年度） 
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（３）基礎疾患・重症化疾患別の医療費 
基礎疾患において医療費が最も多くなっているのは高血圧症となっており、重症化疾患においては脳

血管疾患が最も多くなっています。 
 
本編図表 36  基礎疾患・重症化疾患別の医療費（平成 28 年度と令和元年度） 
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資料︓医療費分析ツール「Focus」 

(987,217 千円) 
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（４）基礎疾患・重症化疾患の 1 人当たり医療費 
基礎疾患において１人当たり医療費が最も多くなっているのは高血圧症となっており、重症化疾患

において１人当たり医療費が最も多くなっているのは脳血管疾患となっています。脳血管疾患は、厚生
労働省の国⺠生活基礎調査の概況において、介護が必要になった原因のトップとなっており、医療費
のみならず介護費⽤負担の観点からも早期の予防が必要となるものです。 
 
本編図表 37  基礎疾患・重症化疾患別の１人当たり医療費（平成 28 年度と令和元年度） 
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（５）重症化疾患の医療費 
重症化疾患の医療費において、糖尿病性合併症の割合が増加傾向となっており、平成 26 年度と

令和元年度を⽐較すると 7.9 ポイント、88,032,000 円増加となっています。 
 
本編図表 42  重症化疾患の医療費内訳の推移（平成 26 年度〜令和元年度） 

 
本編図表 42 重症化疾患の医療費の推移（平成 26 年度〜令和元年度） 

  
（６）重症化疾患罹患者における基礎疾患の保有状況 

生活習慣病の重症化疾患罹患者における基礎疾患の保有状況をみると、「高血圧症」「脂質異
常症」「糖尿病」の複数項目を保有している者が多く、年々その割合が増える傾向にあり、特に糖尿病
性合併症において重複した基礎疾患を持つ割合が高くなっています。 
本編図表 49  重症化疾患罹患者の基礎疾患保有状況の割合（平成 27 年度〜令和元年度） 

 

資料︓医療費分析ツール「Focus」 

資料︓医療費分析ツール「Focus」 

資料︓医療費分析ツール「Focus」 
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（７）新規重症化疾患罹患者における医療機関の利⽤状況 
生活習慣病の新規の重症化疾患の罹患者数について特定健診の受診状況と医療機関の利⽤状

況から⾒ると、国保の加⼊者数が年々減少していることもあり、全体的な新規罹患者数（新たに病気
になった方の数）は減っています。しかし、以下の図表 73〜図表 75 にある新規罹患者において、糖
尿病性合併症の罹患者数は増加していることが分かります。なお、「脳血管疾患」「虚血性⼼疾患」
「糖尿病性合併症」のいずれの疾患においても新規罹患者は、特定健診について継続未受診の層の
割合が 50％近くとなっており、継続して特定健診の受診に繋がるような保健事業が必要となっています。 

本編図表 73  新規脳血管疾患罹患者における医療機関の利⽤状況（平成 28 年度と令和元年度） 
医療機関利⽤状況 

 
特定健診受診状況 

医療機関を未利⽤ 医療機関を利⽤ 合計 
H28 R1 H28 R1 H28 R1 

継続受診 
97 人 72 人 122 人 105 人 219 人 177 人 

10.6％ 9.4％ 13.4％ 13.7％ 24.0％ 23.1％ 

たまに受診 
205 人 186 人 76 人 56 人 281 人 242 人 
22.5％ 24.2％ 8.4％ 7.3％ 30.9％ 31.5％ 

継続未受診 
308 人 254 人 103 人 95 人 411 人 349 人 
33.8％ 33.0％ 11.3％ 12.4％ 45.1％ 45.4％ 

合計 610 人 512 人 301 人 256 人 911 人 768 人 

資料︓医療費分析ツール「Focus」  
 
本編図表 74  新規虚血性⼼疾患罹患者における医療機関の利⽤状況（平成 28 年度と令和元年度） 

医療機関利⽤状況 
 
特定健診受診状況 

医療機関を未利⽤ 医療機関を利⽤ 合計 

H28 R1 H28 R1 H28 R1 

継続受診 
130 人 103 人 119 人 124 人 249 人 227 人 
11.5％ 9.8％ 10.6％ 11.8％ 22.1％ 21.6％ 

たまに受診 
240 人 233 人 81 人 70 人 321 人 303 人 
21.3％ 22.1％ 7.2％ 6.7％ 28.5％ 28.8％ 

継続未受診 
416 人 367 人 141 人 155 人 557 人 522 人 
36.9％ 34.9％ 12.5％ 14.7％ 49.4％ 49.6％ 

合計 786 人 703 人 341 人 349 人 1,127 人 1,052 人 

資料︓医療費分析ツール「Focus」  
 
本編図表 75  新規糖尿病性合併症罹患者における医療機関の利⽤状況（平成 28 年度と令和元年度） 

医療機関利⽤状況 
 
特定健診受診状況 

医療機関を未利⽤ 医療機関を利⽤ 合計 

H28 R1 H28 R1 H28 R1 

継続受診 
30 人 43 人 69 人 85 人 99 人 128 人 
6.5％ 8.1％ 14.9％ 16.1％ 21.4％ 24.2％ 

たまに受診 
84 人 99 人 26 人 40 人 110 人 139 人 

18.2％ 18.8％ 5.6％ 7.6％ 23.8％ 26.4％ 

継続未受診 
171 人 153 人 83 人 108 人 254 人 261 人 
36.9％ 29.0％ 17.9％ 20.4％ 54.8％ 49.4％ 

合計 285 人 295 人 178 人 233 人 463 人 528 人 

資料︓医療費分析ツール「Focus」  
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３．ジェネリック医薬品の普及状況と重複受診及び頻回受診者の状況 
ジェネリック医薬品の普及率は年々増加しており、医療費の抑制に繋がっています。今後は国が掲げ

る普及率の目標である 80%を目指します。 
また、重複頻回受診者の割合は概ね改善傾向にあります。今後も引き続き、適正受診への理解を

促すとともに本人が抱える健康問題の解決への支援が必要となっています。 
 

 
本編図表 81  ジェネリック医薬品の普及率の推移（平成 26 年度〜令和元年度）  

 
※普及率は数量ベース（新指標） 
資料︓⼭形市国⺠健康保険課 

 
本編図表 82  重複頻回受診者割合の推移（平成 26 年度〜令和元年度） 

 
※⼭形市国保加⼊者に占める割合 
資料︓医療費分析ツール「Focus」 
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４．  目標に対する中間評価 
（１）特定健診・特定保健指導実施率の目標に基づく評価 

⼭形市の特定健診及び特定保健指導の実施率は、令和元年度時点で、下表のとおり改善してい
ます。今後も引き続き令和５年度の２つの指標の目標である 60%の達成に向け、実施率向上の取
り組みを進めていきます（特定健診実施率は各年度３ポイント、特定保健指導実施率は各年度７
ポイント向上）。 
 
本編図表 83  特定健診・特定保健指導実施率の目標値 

 Ｈ28 
（実績） 

H29 
（実績） 

Ｈ3０ 
上: (目標) 
下: (実績) 

R1 
上: (目標) 
下: (実績) 

達成
状況 

R2 R3 R4 R5 

特定健診 
実施率 

39.6％ 40.5% 
45.0％ 48.0％ 

〇 51％ 54％ 57％ 60% 
41.3％ 41.4％ 

特定保健指導 
実施率 

18.1％ 23.1% 
25.0％ 32.0％ 

〇 39％ 46％ 53％ 60% 
30.4％ 31.1％ 

（達成状況）◎︓目標達成／〇︓目標に至っていないが改善している／▲︓目標未達成 
 
本編図表 53 特定健診受診率の推移 

 
資料︓法定報告値 
 
本編図表 66  特定保健指導実施率の推移  

 
資料︓法定報告値 
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（２）受診傾向区分別の特定健診対象者割合 
特定健診の対象者を受診傾向区分別にみると、継続未受診者は減少傾向にありますが依然として

50%を超える割合となっています。（図表 59） 
 

本編図表 59  受診傾向区分別の割合（平成 26 年度〜令和元年度） 

 
 

（３）⻑期目標の管理指標に基づく評価 
⻑期目標の管理指標において、1 人当たり医療費増加率については目標を達成、脳血管疾患の

新規患者の割合、特定健診実施率及び特定保健指導実施率については目標に近づいていますが、
虚血性⼼疾患の新規患者の割合と糖尿病性合併症の新規患者の割合については未達成となってお
り、引き続き目標の達成に向けて保健事業に取り組んでいく必要があります。なお、重症化疾患の新
規患者数について、国保加⼊者における割合は減少には至っておりませんが、虚血性⼼疾患及び脳
血管疾患における患者数は減少しています。（本編図表 85 及び（参考）） 

 
本編図表 85  保健事業の⻑期目標 

管理指標 ① 計画策定時 
(平成 28 年度) 

中間評価 
(令和元年度) 

達成
状況 

② 目標値 
(令和 5 年度) 

計画策定時 
改善値目標 
（②-①） 

虚血性⼼疾患の新規患者の割合 3.3% 3.5% ▲ 2.7% △0.6% 
脳血管疾患の新規患者の割合 2.8% 2.6% 〇 2.2% △0.6% 
糖尿病性合併症の新規患者の割合 1.4% 1.8% ▲ 1.1% △0.3% 
特定健診実施率 39.6% 41.4％ 〇 60.0% ＋20.4% 
特定保健指導実施率 18.1% 31.1％ 〇 60.0% ＋41.9% 
1 人当たり医療費増加率 3.7% 3.4% ◎ 3.7% ±０％ 
（達成状況）◎︓目標達成／〇︓目標に至っていないが改善している／▲︓目標未達成 

 
（参考）重症化疾患の新規患者数（平成 28 年度と令和元年度の⽐較） 

 平成 28 年度 令和元年度 増減 
虚血性⼼疾患の新規患者数 1,692 1,581 △111 
脳血管疾患の新規患者数 1,400 1,179 △221 
糖尿病性合併症の新規患者数 693 812 ＋119 

合 計 3,785 3,572 △213 
 

  

資料︓医療費分析ツール「Focus」 



14 

 

（４）短期目標の管理指標に基づく評価 
短期目標の直近値である令和元年度の実績と平成 28 年度（実績）を⽐較すると、「特定保

健指導対象者の割合」、「ジェネリック医薬品の普及率」及び「重複・頻回受診者の割合」については
令和元年度の経過参考値を達成しています。「健診受診者の「血圧」「脂質」「血糖」に関する要治
療者の割合」、「特定健診新規対象者の受診率」、「継続受診者の受診率」、「継続未受診者の受
診率」及び「特定保健指導新規対象者の利⽤率」の５項目については経過参考値に至っていませ
んが改善しています。 

⼀方、「健診受診者の有所⾒者の割合」、「健診受診者の血圧の要治療者の割合」など６項目
については経過参考値未達成となっており、今後、令和 5 年度の目標達成に向けた取り組みを進め
ていく必要があります。 
 

本編図表 86  短期目標 

管理指標 

Ｈ28 年度 
(実績) 

Ｈ30 年度 
上: (※1) 
下: (実績) 

R1 年度 
上: (※1) 
下: (実績) 
中間評価 

（現状値） 

達
成
状
況 

R2 年度 
 

短期目標年 
  

R3 年度 
（※1） 

R4 年度 
（※1） 

R5 年度 
 

⻑期目標年 
（最終年度） 

健診受診者の有所⾒者の割合 83.0% 
82.5% 82.0% 

▲ 81.5% 81.0% 79.5% 79.0%以下 
85.9% 87.7% 

健診受診者の「血圧」「脂質」 
「血糖」に関する要治療者の割合 

56.6％ 
56.1% 55.6% 

〇 55.1% 54.6% 54.1% 53.6%以下 
58.5% 56.1% 

健診受診者の 
血圧の要治療者の割合 

38.6% 
38.5% 38.4% 

▲ 38.3% 38.2% 38.1% 38.0%以下 
38.9% 38.9% 

健診受診者の 
脂質の要治療者の割合 

43.2% 
43.0% 42.8% 

▲ 42.6% 42.4% 42.2% 42.0%以下 
45.1% 43.3% 

健診受診者の 
血糖の要治療者の割合 

13.8% 
13.7% 13.6% 

▲ 13.5% 13.4% 13.3% 13.2%以下 
18.6% 18.0% 

健診受診者で血圧＋脂質＋ 
血糖が要治療である者の割合 

6.3% 
6.2% 6.1% 

▲ 6.0% 5.9% 5.8% 5.7%以下 
8.6% 7.6% 

特定健診新規対象者の受診率 28.8％ 
30.8% 32.8% 

〇 34.8% 36.8% 38.8% 40.8%以上 
29.7% 31.9% 

継続受診者の受診率 87.9% 
88.3% 88.7% 

〇 89.1% 89.5% 89.9% 90.3%以上 
83.8％ 88.4％ 

継続未受診者の受診率 6.7% 
7.5% 8.3% 

〇 9.1% 9.9% 10.7% 11.5%以上 
6.4％ 7.3％ 

特定保健指導対象者の割合 
（※2） 

9.8% 
9.7% 9.6% 

◎ 9.5% 9.4% 9.3% 9.2%以下 
8.7％ 8.4％ 

特定保健指導 
新規対象者の利⽤率 

24.2% 
30.2% 36.2% 

〇 42.2% 48.2% 54.2% 60.0%以上 
27.6% 35.6% 

特定保健指導連続対象者 
（前年度未利⽤者）の利⽤率 

18.0% 
21.6% 25.2% 

▲ 28.8% 32.4% 36.0% 40.0%以上 
14.4% 13.3% 

ジェネリック医薬品の普及率 
（※2） 

66.9% 
71.3% 75.7％ 

◎ 80.0% 82.0％ 84.0％ 86.0％以上 
74.7％ 77.7％ 

重複・頻回受診者の割合 4.3% 
4.2% 4.2% 

◎ 4.1% 4.1% 4.0% 4.0%以下 
4.2% 4.1% 

資料︓医療費分析ツール「Focus」 
（※1）計画期間の当初における経過参考値 
（※2）⼭形県国⺠健康保険団体連合会 
（達成状況）◎︓経過参考値達成／〇︓経過参考値に至っていないが改善している／▲︓経過参考値未達成 
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第３章 実施事業の評価 
１．特定健診・特定保健指導  

全体の国保加⼊者数が減少する中で、３ページの本編図表６の国保加⼊者の年齢構成のとおり
65〜74 歳の高齢者が占める割合が高くなっています（平成 26 年度︓39.7％ → 令和元年度︓
49.8％）。⼭形市では、各種保健事業、健康ポイント事業 SUKSK（スクスク）の効果等により、
年々特定健診、特定保健指導の実施率が向上している中で、高齢者の受診割合も高くなっています
（平成 26 年度︓66.5％ → 令和元年度︓73.5％）。健診等において有所⾒者、要治療者に
該当する方は、加齢とともに割合が増加する傾向にありますので、特定健診は生活習慣病の早期発
⾒・早期治療に繋がる必要不可⽋な事業となっています。  

なお、新型コロナウイルスの影響が懸念されますが、基礎疾患を有する人が感染すると重症化するリ
スクが高いとされているため、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策や、国の「特定健康診査・特定
保健指導の円滑な実施に向けた⼿引き(令和 2 年 3 ⽉版)」に基づきながら電話、ＦＡＸ、電⼦メー
ル等の通信⼿段を活⽤した特定保健指導などコロナ禍においても安⼼して利⽤できる環境づくりを進め
ていく必要があります。 
本編図表 56 特定健診受診者の年齢構成（平成 26 年度〜令和元年度） 

 
資料︓医療費分析ツール「Focus」 

  

73.5% 66.5% 
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２．生活習慣病重症化疾患の新規患者抑制対策   
生活習慣病の重症化疾患罹患者における基礎疾患の保有状況では、「高血圧症」、「脂質異常

症」、「糖尿病」の複数項目を保有している方が多く、年々その割合が増加傾向にあり、特に「糖尿病
性合併症」において、重複した基礎疾患を持つ割合が高くなっています。また、「虚血性⼼疾患」、「脳
血管疾患」、「糖尿病性合併症」のいずれの疾患においても、新規罹患者は特定健診について継続
未受診の方の割合が 50％近くとなっているため、特定健診受診促進事業及び特定保健指導利⽤促
進事業を推進するとともに、様々な病気のリスクに繋がる生活習慣病予防や重症化防止に向けた効
率的・効果的な以下の保健事業を継続します。 

(1) 特定健診受診促進事業 
目的 対象者が特定健診を継続的に受診し、健康状態の確認と必要に応じた対策を講じること

で、生活習慣病の予防と早期発⾒を図る。 
目標 特定健診実施率（受診率）60％ 
対象者 40 歳〜74 歳の国保加⼊者。 
内容 勧奨資材の送付による受診勧奨。勧奨にあたっては、対象者の過去の受診歴等を分析し

グループ分けしたうえで、それぞれのグループに合わせた内容の資材を送付。 
実施体制 勧奨資材の作成を業者に委託し実施。 
実施時期 各年度 
評価指標 ・特定健診受診率 

・受診勧奨した者の特定健診受診率 
 
 

(2) 特定保健指導利⽤促進事業 
目的 対象者が特定保健指導を利⽤し生活習慣を改善することで、生活習慣病の発症や重症

化を予防する。 
目標 特定保健指導実施率 60％ 
対象者 特定保健指導対象者で未利⽤の者。 
内容 文書通知及び保健師・管理栄養⼠などの専⾨職による電話勧奨。 
実施体制 業者への委託により実施。 
実施時期 通年（特定保健指導の⽇程に併せる） 
評価指標 ・特定保健指導実施率 

・利⽤勧奨した者の特定保健指導利⽤率 
 

(3) 生活習慣病重症化予防事業 
①  要治療者に対する受診勧奨事業 

目的 生活習慣病重症化疾患の新規患者数を抑制することで、健康寿命の延伸を図る。 
目標 国保加⼊者数に占める新規患者の割合の減少。 

虚血性⼼疾患︓△0.6、脳血管疾患︓△0.6、糖尿病性合併症︓△0.3 
対象者 特定健診の結果、「血圧」「脂質」「血糖」に関する項目が要治療であって、項目に係る医

療機関の受診が確認できない者。 
内容 特定健診後のレセプトの内容を確認し、対象となった者に対して文書通知し、家庭訪問等

による受診勧奨及び生活習慣病予防に関する保健指導を実施する。 
実施体制 保健師等により実施。 
実施時期 通年 
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評価指標 ・虚血性⼼疾患新規患者の割合     ・勧奨を⾏った者の医療機関受診率 
・脳血管疾患新規患者の割合 
・糖尿病性合併症新規患者の割合 

 
②  糖尿病等重症化予防事業 

目的 糖尿病の重症化を防ぐとともに、糖尿病性腎症及びそれに起因する腎不全の新規患者数
を抑制することで、健康寿命の延伸を図る。 

目標 国保加⼊者数に占める糖尿病性合併症の新規患者の割合の減少（△0.3）。 
対象者 ①  特定健診の結果、糖尿病及び慢性腎臓病のおそれがある者。 

②  かかりつけ医が保険者による指導が必要であると認めた者。 
内容 
 

① 対象者に対して健診結果送付時に診察結果回報書を発⾏し、その後医療機関受診
が確認できない者に対して受診勧奨等の指導を⾏う。 

② かかりつけ医が保険者による指導が必要と認め、保健指導の依頼があった場合には、
その内容に応じて衛生部⾨と連携を取りながら、保健師、管理栄養⼠等による指導を
実施する。 

実施体制 保健師・管理栄養⼠等により実施。 
実施時期 平成 30 年度より通年実施。 
評価指標 ・糖尿病性合併症新規患者の割合。 

・勧奨を⾏った者の医療機関受診率。 
 

(4) 健康講座等による生活習慣病予防の普及啓発事業 
目的 生活習慣病の予防と対策などについて、健康講座等を通して広く市⺠に啓発する。 
目標 参加者数︓延べ 300 人（国保加⼊者） 
対象者 国保加⼊者 
内容 
 

減塩など生活習慣病予防に関連する栄養指導や、運動指導を中⼼とした健康講座等を
実施する。 

実施体制 保健師・管理栄養⼠等により実施。 
実施時期 各年度 
評価指標 ・健康講座実施回数 

・参加者人数 
・参加者の感想など 
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３．医療費適正化対策   
重複頻回受診者の割合は、概ね改善傾向であり、ジェネリック医薬品の普及率も向上しています。

今後も引き続き医療費抑制に繋がる次の事業に取り組んでいきます。 

(1) 重複頻回受診者等対策事業 
目的 重複受診者及び頻回受診者が抱える問題の解決に向けて支援することで、適正な受診

⾏動や医療費の抑制を図る。 
目標 重複頻回受診者の割合の減少（△0.3） 
対象者 重複受診者、頻回受診者の中で、支援を要すると認める者。 
内容 家庭訪問等による支援。 
実施体制 保健師等により実施。 
実施時期 通年 
評価指標 ・重複頻回受診者の割合 

・支援を⾏った者の改善率 
 

(2) ジェネリック医薬品普及促進事業 
目的 ジェネリック医薬品の使⽤を広く普及することで、医療費の抑制を図る。 
目標 普及率 86%（新指標） 
対象者 ジェネリック医薬品に切り替え可能な新薬を使⽤している国保加⼊者。 
内容 100 円以上の⾃⼰負担額の削減が⾒込まれる場合、その差額通知を送付する。 

実施体制 通知書の作成を業者に委託し実施。 

実施時期 各年度 3 回 
評価指標 ・ジェネリック医薬品の普及割合 

・差額通知発送件数 
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第４章 中間評価及び計画後期に向けた目標 
生活習慣病の早期発⾒、早期治療のためには、特定健診及び特定保健指導実施率の向上に

取り組む必要があります。 
 糖尿病罹患者は重症化に繋がるリスクが高いため、計画後期では糖尿病重症化予防事業により
治療中断者に対するアプローチを⾏い、保健師・管理栄養⼠等の指導を実施し、医療機関受診に
繋げていきます。 
 なお、下段の（参考）表のとおり、40〜64 歳の方の受診率が低い状況にあるため、今後は 40〜
64 歳の方に重点を置き、「広報やまがた」や市ホームページ等の広報媒体の活⽤、健康ポイント事
業 SUKSK（スクスク）の PR を⾏います。 
 また、土曜⽇健診等の受診機会の拡充やより効果的な対象者の分析、勧奨者の選定による受診
勧奨を⾏うなど受診率の向上に繋がるような事業を進めていきます。 
 

（参考）令和元年度の特定健診・特定保健指導の実施率（年齢階層別） 
 40〜64 歳 65〜74 歳 全体 

特定健診実施率 30.9% 47.2% 41.4% 
特定保健指導実施率 18.9% 39.5% 31.1% 

 
第５章 その他 
１．中間評価の公表と周知方法   

策定した中間評価は、⼭形市ホームページ等を活⽤し、公表・周知を図ります。 
 

２．事業運営上の留意事項   
データヘルス計画に基づき保健事業を推進していくために、関係部署との協議を図る場を設け、連携

の強化及び情報の共有化と認識の共有化を図ります。また、⼭形市保健所におけるシンクタンク（政
策⽴案・政策提⾔を主たる業務とする機関）の取り組みとして、⻭周病、減塩、腹部肥満などの健診
データの科学的分析等を⾏っているため、その取り組みとも連携し運営するものとします。 

 
３．個人情報の保護   

⼭形市における個人情報の取り扱いは、⼭形市個人情報保護条例によるものとします。 
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