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みなべ町 第１期保健事業実施計画（データヘルス計画） 

― 中間評価 － 

令和 3 年 3 月 

１ 中間評価の目的 

平成３０年３月に策定したみなべ町国民健康保険データヘルス計画（平成３０年度から令和５年度）に基づき、被保険者の健康保持増進に取

り組むため、保健事業を実施してきました。計画の中間時点において、事業の進捗状況を確認するとともに目標の達成状況を評価し、計画期間

の後半に向け、事業の方向性と体制や実施方法を検討することを目的に中間評価を実施しました。 

なお、計画の最終年度において、計画全体の目的・目標の達成状況を評価し、次期計画策定に向けて保健事業の評価と見直しを実施します。 

 

 

≪第１期データヘルス計画の評価・見直しのスケジュール≫ 

 

 

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

計画策定

事業実施（実績値）

第２期データヘ

ルス計画策定

事業実施（目標値）

最終評価

第１期データヘルス計画期間

中間評価

見直し
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２ 評価方法 

（１）計画全体の目標と実績値の推移 

 計画全体の目的・目標を確認したうえで、みなべ町国民健康保険データヘルス計画に記載の評価指標に基づき実績値を収集し、計画策定時の

現状値（平成 28 年度)からこれまでの実績値の推移をみて、以下の 4 段階で評価しました。 

 

 

 

（２）個別保健事業の目標への到達状況 

 計画に記載の評価指標に基づき実績値を収集し、目標※への到達状況を確認しました。計画策定時の現状値（平成 28 年度)からこれまでの実

績値の推移をみて、最終目標に到達できそうかどうか判断し、以下の 4 段階で評価しました。 

  

 

 

 

 

 

 

（３）個別保健事業の評価と今後の方向性 

事業毎に実施状況を整理し、課題と改善点を明らかにしたうえで、計画期間の後半に向け事業の継続、拡充、縮小のいずれかの方向性と、実

施体制や方法の工夫や変更を検討しました。これらを踏まえ、最終目標値についても現状維持、上方修正、下方修正のいずれかを検討しました。 
 

（４）計画全体の今後の方向性 

個別保健事業の評価結果と合わせ、計画全体の目標達成のために強化すべき取り組み等を検討しました。なお、みなべ町第 3 期特定健康診査

等実施計画を踏まえるとともに、国保部局と保健関係部局が連携を図りながら中間評価・見直しを実施しました。 

a：目標に到達している 

b：目標に到達していないが、最終目標は達成できそう 

c：目標に到達しておらず、最終目標も達成できそうにない（平成 28 年度と比べ改善している） 

d：平成 28 年度と比べ悪化している 

※計画では令和 2 年度を中間評価の目標値として設定していますが、令和 2 年度中に中間評価を実施するため令和元年度の目標値で評価しました。 

なお、個別保健事業は毎年度目標値を設定し実施しています。 

a：改善している  b：変わらない  c：悪化している 

d：評価できない ※長期目標のため実績値を毎年度収集できず最終年度のみで評価する場合など 
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３ 評価結果 

（１）計画全体の目標と実績値の推移 

 

≪データヘルス計画の目的≫ 

 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、被保険者をリスク別に分けてターゲットを絞った保健事

業の展開や、ポピュレーションアプローチから重症化予防まで網羅的に保健事業を進めていく。 

保健事業の実施等に関する指針（厚生労働省告示）の一部改正に基づき、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・改善を行う。 

・被保険者数 1,000 人当たり患者数：KDB「様式３－１生活習慣病全体のレセプト分析」 

・特定健診受診率：KDB「様式５－４健診状況（健診対象者及び健診受診者のピラミッド）」 

計画全体の目標 実績値 

評価 

評価指標 目標 H28 年度 Ｈ29 年度 H30 年度 Ｒ1 年度 

脂質異常症 被保険者 1,000 人当たり患者数（人） 減少 

 

124.0 

 

127.0 

 

134.8 

 

134.7 c 

高血圧症 被保険者 1,000 人当たり患者数（人） 減少 

 

185.6 

 

187.0 

 

181.2 

 

182.1 a 

糖尿病 被保険者 1,000 人当たり患者数（人） 減少 

 

73.6 

 

79.1 

 

80.8 

 

81.9 c 

特定健診受診率 ４５～４９歳 男性（％） 増加 38.3 35.2 40.7 39.3 a 

特定健診受診率 ４５～４９歳 女性（％） 増加 38.8 44.0 45.0 44.1 a 

評価（４段階） a：改善している， b：変わらない， c：悪化している， d：評価できない 
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（２）個別保健事業の目標への到達状況 

・特定健診受診率：法定報告 

・１日３０分以上の運動習慣のない者の割合：KDB「地域の全体像の把握」 

 

※１は令和元年度からの新規事業 

※２は令和元年度までの評価指標とし、※３を令和 2 年度からの評価指標とする。 

 

事業名 評価指標 

目標値 実績値 

評価 （中間評価）

Ｒ1 年度 

（最終評価）

Ｒ5 年度 
H28 年度 Ｈ29 年度 H30 年度 Ｒ1 年度 

特定健診未受診者対策 
特定健診受診率 49% 55% 46.5% 45.6% 47.5% 51.2% a 

生活習慣病重症化予防教室 教室参加者のうち、翌年

度の健診結果が悪化して

いない者の割合 

58% 70% 50% 53.8% 54.5% 66.7% a 

糖尿性腎症重症化予防事業※１ 保健指導修了者のうち、

翌年度特定健診を受診

し、健診結果が悪化して

いない者の割合 

58% 100％    100％ a 

健康教室（運動教室） 教室参加者数※２ 
2,550 人 2,800 人 2,487 人 2,730 人 2,828 人 2,862 人 a 

健康教室（運動教室） １日３０分以上の運動習

慣のない者の割合※３ 
 65% 70.3％ 70.5％ 71.5％ 71.5％  

評価（４段階） a：目標に到達している， b：目標に到達していないが、最終目標は達成できそう 

c：目標に到達しておらず、最終目標も達成できそうにない（平成 28 年度と比べ改善している）， d：平成 28 年度と比べ悪化している 
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（３）個別保健事業の評価と今後の方向性 

 

事業名 上手くいった点、工夫した点 計画通り進まなかった点、理由 今後の方向性 
見直し後の最終目標値

(R5 年度) 

特定健診未受診者対策 R1 年度から業者委託すること

でスケジュール通りに発送でき

た。また、AI 分析やナッジ理論

を活用し、通知内容を対象者のタ

イプ別に分類して送り分けるこ

とができた。 

通知の発送数が、H30 年度の

155 人から、業者委託により R1

年度は 1,618 人に増加し、受診率

向上につながった。 

H30 年度までは、対象者を限

定していたため、受診勧奨者の受

診率は高かったが、特定健診全体

の受診率向上にはつながってい

なかった。 

特定健診受診率は 51.2%で目標を達

成できた。R5 年度の目標値（55％）を

達成できる見込みである。最終目標は現

状維持とする。 

業者委託したことで、健診未申込者全

員に再勧奨ができ、特定健診受診率が大

きく向上したことから、現在の事業を継

続する。 

特定健診受診率 

５５％ 

生活習慣病重症化予防教

室 

教室内容について委託講師と

時間を掛けて検討したことが、対

象者の数値改善につながった。 

健診結果説明会にて対面で情

報提供し、教室への参加を勧奨し

たことが、教室参加者数増加につ

ながった。 

参加者数は増加しているが、生

活習慣改善の必要性を説明して

も教室へ参加しない者が多いた

め、主治医から教室参加を促して

もらう等、アプローチ方法を検討

する必要がある。 

参加者のうち、翌年度の健診結果が悪

化していない者の割合 66.7%で目標を

達成できた。R5 年度の目標値（70％）

を達成できる見込みである。最終目標は

現状維持とする。 

教室に参加したことが生活習慣改善

につながるよう教室内容を検討しつつ、

現在の事業を継続する。 

参加者のうち、翌年度の

健診結果が悪化していな

い者の割合 

７０％ 

糖尿病性腎症重症化予防

事業 

健診結果説明会にて対面で受

診勧奨できなかった場合は、軽

症・中等症の者には医療機関受診

勧奨資材を同封し結果に保健師

または看護師が一人一人にコメ

ントを記入して送付した。重症の

対象者はほぼ全員が治療中で

あり、医療機関に通院していれば

指導を受ける必要ないと考えて

いる者が多い。主治医と連携し、

主治医からも指導を勧めてもら

うが、それでも参加しない者もい

保健指導修了者のうち、翌年度特定健

診を受診し、健診結果が悪化していない

者の割合 100%で目標を達成できた。R5

年度最終目標は 100％とする。 

今後さらに関係機関と連携し、指導内

容を検討し対象者の数値改善に努める

保健指導修了者のうち、

翌年度特定健診を受診

し、健診結果が悪化して

いない者の割合 

100% 
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者には上記に加え、保健指導利用

勧奨資材も同封した。 

る。 必要がある。 

健康教室（運動教室） 参加者が継続して参加できる

よう、マシンの故障や教室内容等

について事務局に連絡があれば、

すぐに対応した。 

 

 

 

 

令和 2 年 3 月から新型コロナ

ウイルス感染症により教室を中

止しているため、目標回数を実施

できなかった。 

教室参加者数は2,862人で目標を達成

できた。また R5 年度最終目標 2,800 人

も達成できたため、事業の効果を測定す

るため、評価指標を１日３０分以上の運

動習慣のない者の割合６５％を最終目

標とする。 

年々参加者数は増加しており、今後も

参加者が運動の機会を設けられるよう、

感染症対策を講じて教室を継続する。 

１日３０分以上の運動習

慣のない者の割合 

６５％ 

※事業の効果を測定する

ため、より具体的な指標

に変更した。 
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４ 計画全体の今後の方向性 

 

 データヘルス計画策定時の健康課題の推移をみると、高血圧症患者数は減少傾向にあるが、脂質異常症と

糖尿病患者数は増加傾向にあり、1 日 30 分以上の運動をしていない者の割合も高いため、引き続き特定健診

の受診率の向上を図りつつ、生活習慣病重症化予防教室や健康教室（運動教室）への参加者数を増加させ、

数値が改善できるよう、また予防できるよう積極的に取り組む。 

特定健診未受診者対策は、業者委託により健診未申込者全員に対象者のタイプに合わせた送り分けで勧奨

したことが受診率向上につながったため、今後も事業を継続し、より効果的に勧奨できるよう業者と綿密な

打ち合わせを実施し、受診率向上に取り組む。 

令和元年度から、糖尿病性腎症重症化予防のための保健指導を開始したが、生活習慣改善が困難なケース

もあるため、今後よりいっそう関係機関と連携し、重症化予防に積極的に取り組む。 

健康教室（運動教室）は、年々参加者数は増加しており、今後も町内全体の施策として運動の機会を提供

するために感染症対策を講じて、運動習慣が身につくよう積極的に取り組む。 

 中間評価後の最終目標値 

(R5 年度) 

 

脂質異常症 130 人 

高血圧症  175 人 

糖尿病   75 人 

特定健診受診率（45～49 歳

男性） 45％ 

特定健診受診率（45～49 歳 

女性） 50％ 

 


