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第１章 データヘルス計画の概要 

 

１ データヘルス計画の背景 

近年、特定健康診査及び後期高齢者に対する健康診査（以下「特定健診等」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、国保データベースシス

テム（以下「ＫＤＢシステム」という。）等の整備により、市町村国保、国保組合及び後期高

齢者医療広域連合（以下「保険者等」という。）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。 

こうした中、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、「全ての

健康保険組合に対し、レセプト等のデータ分析、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、保険者等においては、レセプト等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、その他の保健事業を実施してきたところであります

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、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ことなどが求められていま

す。 

こうした背景を踏まえ、保健事業の実施等に関する指針（厚生労働省告示）により、保険

者等は健康・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を策定し、保健事業の実施・評価・改善等を行うもの

とされました。 

稚内市では、これまでも特定健康診査の結果、統計資料等を活用した総合的な保健事業を

展開してきました。被保険者を健康保持増進へと導き活力ある社会を実現するため、このた

び、これらのデータを活用して健康課題の分析、保健事業の評価等を行い、効果的かつ効率

的な保健事業を実施するための「稚内市データヘルス計画」を策定します。 
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２ データヘルス計画の概要 

（１） 目的 

 データヘルス計画の目的として、以下の点が挙げられます。 

○ ＫＤＢシステムをはじめとした様々なデータを活用した分析を行い、現状や取り組み

の成果を数値として把握することで、保健事業の実効性を高めていくこと 

○ ＰＤＣＡサイクルに沿った事業運営を実施することで、継続的に改善する仕組みを取

り入れること 

（２） 他の施策や計画との関連付け 

 データヘルス計画は、以下の施策や計画との整合性を図るものとします。 

○ 第４次稚内市総合計画（平成２１年度～平成３０年度） 

○ 第３期稚内市特定健康診査等実施計画（平成３０年度～平成３５年度） 

 

（３） 対象期間 

平成３０年度から平成３５年度（６年間） 

 

 

 

（４） 計画の進め方 

 データヘルス計画の実施に当たっては、事業を継続的に改善する仕組みであるＰＤＣ

Ａサイクルに沿った運営に取り組みます。 

ＰＤＣＡサイクルとは①計画（Ｐｌａｎ）②実施（Ｄｏ）③評価（Ｃｈｅｃｋ）④改善

（Ａｃｔｉｏｎ）の手順を繰り返し実施する仕組みのことです。 

① 計画（Ｐｌａｎ） 

 これまでに実施した保健事業の振り返りとデータ分析を通じて現状を把握し、分

析することで健康課題を明確にし、改善するための事業を計画します。 

② 実施（Ｄｏ） 

 計画した事業をより効果的・効率的に実施します。 

③ 評価（Ｃｈｅｃｋ） 

 当初想定した事業運営が実施されているかどうかを、予め設定した数値目標を測

定することで評価します。 

④ 改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

 評価結果に基づいて事業を見直し、改善を図ります。 

 

  

計画の名称 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度

稚内市総合計画

稚内市特定健康診査等実施計画

稚内市データヘルス計画
第１期

平成３０～３５年度

第３期
平成３０～３５年度

第２期
平成２５～２９年度　※平成２９年度評価

第４次
平成２１～３０年度

第５次（予定）
平成３１～４０年度

期間を統一
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図１ ＰＤＣＡサイクル概要 

 
 

 

 図２ 特定健診・特定保健指導と健康日本２１（第二次） 
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第２章 稚内市の現状とこれまでの取り組み 
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第２章 稚内市の現状とこれまでの取り組み 

 

１ 人口構造 

（１） 被保険者の状況（平成２８年度） 

 平成２８年４月１日現在、人口３５，８４７人、６５歳以上の高齢者人口は１０，６

０６人、高齢化率が２９．６％となっています。 

 国保被保険者は全体で８，７６７人、６５歳以上の被保険者は３，６４１人、高齢化

率（国保）が４１．５％となっています。 

  

○年齢階層別人口・国保被保険者数 

 

出典：稚内市決算書及び決算資料 
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（２） 過去５年間の人口・高齢化率の推移（平成２４年度～平成２８年度） 

 総人口及び国保被保険者数ともに、減少傾向が続いています。 

 また高齢化率を見ると、総人口及び国保被保険者ともに上昇傾向を示しており、少子

高齢化が進行しています。 

 今後の見通しについても、引き続き人口減少と高齢化率の上昇が続くものと予想され

ています。 

 

 

出典：稚内市決算書及び決算資料 
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２ 保健事業の振り返り 

稚内市では、平成２１年度に策定した「第４次稚内市総合計画」に基づき、市民一人ひと

りが健康寿命を伸ばし、生涯にわたっていきいきと暮らせるよう取り組むとともに、健全な

生活習慣の確立に向けた地域ぐるみの健康づくり活動の促進、健康診査・指導等の充実など、

保健サービスを推進しています。 

さらに、国民健康保険者として、平成２０年度より義務付けられている特定健診・特定保

健指導の実施率の向上に向けた取り組みや、各種がん検診の実施、健康教育、健康相談等の

充実に努めています。 

今後、更なる保健事業の推進を図るために、データヘルス計画ではＫＤＢシステムに集約

された情報を分析し、課題を明確にすることで、効率的かつ効果的な保健事業の推進に取り

組む必要があります。 

 

（１） 特定健診・特定保健指導 

 

 

  

実施状況（平成２８年度）
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

特定健診

【目的】　糖尿病等の生活習慣病の発症、重症
化を抑制し、将来的な医療費の適正化を図る。

【概要】　稚内市国民健康保険被保険者のう
ち、当該年度内に４０歳以上７５歳以下となる
者(７５歳未満の者に限る。以下「実施対象者」
という。)を対象に実施。

受診者数：１，２２７名
受診率　：２１．８％

過去５年間では最も高い受
診率となった。

受診率の目標値６０％には
届いていない。
受診率は改善傾向にあるも
のの伸び率は低い。

生活習慣病予防健診

【目的】生活習慣病の早期発見と早期治療に努
める。

【概要】
問診・計測・血圧測定・血液検査・尿検査・診
察

実施人数：２８名
関係部署と連携し、郵送に
よる勧奨を実施している。

生活習慣病のリスクは高い
が、改善に結びつけること
が難しい。

特定保健指導

【目的】特定健康診査の結果から生活習慣病の
リスクが高く予防効果が多く期待できる者に対
し、生活習慣の改善を促し生活習慣病の予防を
図る。

【概要】特定健康診査の結果から、動機付け支
援または積極的支援が必要とされた者に対し
て、概ね半年間に渡り、保健指導を実施。

【動機付け支援】
対象者数：１０３名
初回面接終了者数：４０名
初回面接実施率　：３８．８％
【積極的支援】
対象者数：４５名
初回面接終了者数：５名
初回面接実施率　 ：１１．１％

対象者の状況に合わせた対
応を実施している。

保健指導未実施者や中断者
への介入の検討が必要であ
る。

事業名 事業の目的および概要

振り返り
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（２） 人間ドック・がん検診 

 

 

 

（３） 疾病予防 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施状況（平成２８年度）
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

人間ドック

【目的】健康保持・疾病の早期発見及び早期治
療を図るため

【概要】満年齢３５歳以上の被保険者を対象と
し、年１回人間ドックか脳ドックのいずれかの
助成を行う。

受診者数：１４０名
【内訳】
　・日帰り　：１２５名
　・１泊以上：１５名
実施率　 ：１．７％

疾病の早期発見・早期治療
につながっている。

チラシ配布・広報・郵送に
て周知を行っているが、受
診率が伸び悩んでいる。

胃・肺・大腸がん検診
前立腺がん検診

【目的】がんの早期発見・早期治療に努める。

【概要】
・胃がん検診：胃バリウムX-P検査
・肺がん検診：胸部X-P検査・喀痰検査
・大腸がん検診：便潜血検査２日法
・前立腺がん検診：血液検査による腫瘍マー
カー（PSA)の値を検査

・胃がん
　実施人数：９６０名
　受診率　：３．５%
・肺がん
　実施人数：１，７８３名
　受診率　：６．６%
・大腸がん
　実施人数：１，７２４名
　受診率　：６．４%
・前立腺がん
　実施人数：７３４名
　受診率　：８．０%

特定健康診査と同時実施す
るなど受けやすい体制を整
えている。

チラシ配布・広報・郵送に
て周知を行っているが、受
診率が伸び悩んでいる。

子宮がん検診
乳がん検診

【目的】がんの早期発見・早期治療に努める。

【概要】
・子宮がん検診：子宮頸部細胞診・超音波検査
・乳がん検診：乳房X-P検査、外科医による視触
診

・子宮がん
　実施人数：６１７名
　受診率　：１０．９%
・乳がん
　実施人数：７７１名
　受診率　：１７．２%

プライバシーに配慮した問
診を実施し相談体制を整え
ている。

チラシ配布・広報・郵送に
て周知を行っているが、受
診率が伸び悩んでいる。

事業名 事業の目的および概要

振り返り

実施状況（平成２８年度）
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

骨粗しょう症検診

【目的】骨粗しょう症の発症・進行予防に努め
る。

【概要】
骨密度測定（Ｘ－Ｐ、超音波検査）、結果説明
及び個別指導

実施人数：６６４名
一部の乳がん検診において
も同時実施し、受けやすい
体制を整えている。

チラシ配布・広報・個別勧
奨にて周知を行っている
が、受診率が横ばいであ
る。

肝炎ウイルス検査

【目的】肝炎ウイルス感染の早期発見・早期治
療に努める。

【概要】
ＨＢｓ抗原検査・ＨＣＶ抗体検査（結果に応じ
て、ＲＮＡ核酸増幅検査

実施人数：２６０名
５０歳・５５歳・６０歳の
節目年齢へ、郵送による勧
奨を実施している。

特になし

高齢者等インフルエンザ
予防接種

【目的】高齢者等のインフルエンザの発症、重
症化を予防する。

【概要】予防接種費用の一部を助成する。

接種者数：５，１３２名
接種率　：４５．５％

特になし 接種率が、横ばい状態である。

高齢者肺炎球菌予防接種

【目的】高齢者等の肺炎球菌に起因する感染症
の発症、重症化を予防する。

【概要】予防接種費用の一部を助成する。

接種者数：５９０名
接種率　：２７．０％

特になし
接種率が、全国平均３３．５％
（平成２７年度数値）を下回って
いる。

事業名 事業の目的および概要

振り返り
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（４） 健康相談・健康教育 

 

 

（５） 介護予防 

 

  

実施状況（平成２８年度）
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

健康相談

【目的】心身の健康に関する個別の相談に応じ
必要な指導及び助言を行い健康管理に努める。

【概要】総合健康相談・重点健康相談

年間４２回
実施人数：３０２名

定例の健康相談に加えて、
各種検診時にも開設し相談
の機会を作っている。

年々健康相談者の数が減少
している。

訪問指導

【目的】家庭において個別の相談に応じ必要な
指導及び助言を行い健康管理に努める。

【概要】健康に関する相談、支援
実施人数：延べ７０名

健診の精検等至急対応の
ケースについては、即対応
出来るよう体制を整えてい
る。

重症化予防を目的とした訪
問が実施できていない。

集団健康教育

【目的】生活習慣病の予防、介護を要する状態
になることの予防、その他健康に関する事項に
ついて、正しい知識の普及啓発に努める。出前
講座や各地区にて実施。

【概要】一般健康教育・病態別健康教育

年間５９回
実施人数：１,６８０名

住民のニーズに合わせて健
康教育を実施できる体制を
整えている。

地域からの出前講座の依頼
が減少しているため、出前
講座の内容（メニュー）に
ついて見直しが必要であ
る。

特定健康診査結果説明会

【目的】特定健康診査（集団検診）の初回受診
者に対し、健診結果をもとに説明・指導を実施
し自身の健康づくりに活かしていく。
　
【概要】健診結果説明、受診勧奨、保健指導、
健康相談

年間４回
実施人数：５２名

説明会当日に参加できない
方については、来所等で個
別対応を実施。健診結果に
ついて理解が深まったと好
評を得ている。

特になし

健康づくり講演会

【目的】健康づくりへの意識を高め、日常の健
康管理に役立てることができるよう、知識の普
及啓発に努める。

　【概要】講師による健康講座

年間１回
実施人数：７９名

地域保健推進委員との協力
により、事業として定着し
ている。

参加者が減少傾向にあり、
事業の開催方法等について
検討が必要である。

ヘルスアップ教室

【目的】健康づくりへの意識を高め、今後も元
気に生活をしていくことができるように努め
る。

【概要】運動教室・栄養教室

年間１回
（運動編４回、栄養編１回）
実施人数：５９人

運動不足の解消や食生活の
見直しができる機会となっ
ている。

運動に関して、４回全て参
加できる方が少ないため、
事業展開について見直しが
必要である。

事業名 事業の目的および概要

振り返り

実施状況（平成２８年度）
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

介護予防普及啓発事業

【目的】
高齢者が要介護状態になることなく、活動的で
生きがいのある人生を送ることができるよう、
地域において介護予防に資する自発的な活動が
広く実施され、地域の高齢者が自ら参加し、介
護予防に向けた取り組みが実施できるよう、介
護予防に関する知識の普及啓発を行う。

【概要】
運動器の機能向上事業、栄養改善事業、口腔機
能の向上事業、認知症予防支援事業、介護予防
手帳の交付、健康教育事業、健康相談事業、訪
問指導事業

①運動器の機能向上事業
開催回数：１８回
参加者数：延４２７名
②栄養改善事業
開催回数：３回
参加者数：延１００名
③口腔機能の向上事業
開催回数：１回
参加者数：延３１名
④認知症予防支援事業
開催回数：５２回
参加者数：延９８３名
⑤介護予防手帳の交付：４１名
⑥高齢者健康教育事業
開催回数：３６回
参加者数：延１，５６３名
⑦高齢者健康相談事業
開催回数：７４回
参加者数：延１，０７４名
⑧高齢者訪問指導事業
随時開催
参加者数：延７６名

一部の事業は、経年参加者
へ個別勧奨することによ
り、参加の定着に繋がって
いる。

今後の事業の展開につい
て、検討が必要である。

地域リハビリテーション
活動支援事業

【目的】
介護予防の機能評価を図ることにより、要介護
状態となることの予防と生きがい・役割を持っ
た生活を送ることができるよう努める。

【概要】
リハビリ専門職による介護予防活動への技術的
支援

開催回数：２回
実人数　：１８名

各町内の出前講座などでも
活用し、具体的に身近な場
で介護予防に取り組めるよ
う図られている。

取り組み始めたばかりであ
り、今後の事業の展開につ
いて、検討が必要である。

二次予防高齢者事業

【目的】
高齢者が要介護状態になることなく、活動的で
生きがいのある人生を送ることができるよう、
二次予防高齢者を対象に通所型・訪問型事業を
実施し、身体機能等の維持・向上を図る。

【概要】
通所型事業：運動器の機能向上事業、栄養改善
事業、口腔機能の向上事業・訪問型事業

①運動器の機能向上事業
開催回数：４７回
参加者数：延４７３名
②栄養改善事業
開催回数：０回
③口腔機能の向上事業
開催回数：１７回
参加者数：延１７名
④訪問型事業
随時開催：０回

通所事業の方へ送迎を行
い、参加しやすい環境を整
えている。他職種との連携
が図られている。

事業終了後のフォローアッ
プが十分できていない。

事業名 事業の目的および概要

振り返り
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