
― 644 ―

島根県国民健康保険団体連合会

保険者協議会における

医療費分析事業の取り組み

【第２報】

第55回全国国保地域医療学会

平成27年10月2日（金）・3日（土）

～市町村別医療費等の状況から～

長岡奈美、小室範明、山﨑光子、陶山加奈恵、園山雅代

演題番号 106

１ 島根県保険者協議会について
(１) 設立目的
(２) 構成団体

(３) 運営体制

２ 医療費分析事業について
(１) 目的
(２) 対象データ
(３) 分析方法
(４) 分析結果
(５) まとめ

３ 終わりに

本日の発表内容

 加入者に係る健康づくりの推進
 医療計画の策定又は変更に当たっての意見提出

平成１７年７月に設立

区 分

国民健康保険 全国健康保険協会

健康保険組合 共済組合

島根県（平成23年度～） 後期高齢者医療広域連合
（平成25年度～）

（１）設立目的

（２）構成団体

１ 島根県保険者協議会について

島根県保険者協議会
設置運営規程から
（平成27年7月改正）

必要に応じて、三師会等の助言、参画

島根県保険者協議会は、加入者に係る健康づくり
の推進等を目的として平成17年７月に設立しまし
た。今年７月からは、医療計画の策定等に当たって
の意見提出に向けての取り組みを始めています。構

成団体は国保、被用者保険、島根県及び後期高齢者
医療広域連合です。

保険者協議会
事業計画・予算の決定
事業報告・決算の承認
医療計画への意見提出

事業内容の検討
医療費データの収集

医療費データの分析
保健事業共同実施の検討

企画調査 保健活動

国保連合会

専門部会

事務局

（３）運営体制

医療計画調査

医療計画に関する調査・
分析、意見提出

平成２７年７月
設置

運営体制は図のとおりで、決定機関である協議会
の下に３つの専門部会を設置しており、事業内容の
検討、データ分析等を行っています。医療計画調査
部会は、今後、本格的に取り組みをはじめます。

この他、既に島根県が設置した「医療審議会」、「地
域医療構想調整会議」の委員として参画するなど、
保険者協議会は、近年、様々な事業に積極的に取り
組んでいます。

○医療保険制度の枠組を越えた医療費分析から、全県の健康課題
を把握し、予防すべき疾病や対象集団を明らかにする。
・・・医療保険者への情報提供、県民への健康意識啓発

（１）目的

２医療費分析事業について

平成２７年度から、市町村別の分析を開始
国保、後期高齢者に加え、全国健康保険協会（協会けん
ぽ）島根支部・市町村職員共済組合（市町村共済）からの
データ提供が可能に！

平成24年度から実施
 全県の状況把握
 制度別特徴
市町村別のデータは
収集困難×××

保健事業の実施につなぐには、
市町村別の特徴を明確にする
ことがどうしても必要！

それでは、医療費分析事業について報告します。
事業は、島根県全体の健康課題を把握すること等

を目的として、平成24年度から取り組んでいます。
これまでに、全県の状況、制度別特徴が見えてきま
したが、今後、保健事業の実施につなぐには、市町
村別の特徴を明らかにする必要があると考え、27年
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度は、市町村別の分析に取り組んでいます。被用者
保険サイドからは、これまで市町村別のデータ提供
が困難であった協会けんぽ、市町村職員共済組合か
ら提供を受けることができました。

島根県人口の78％に相当

（２）対象データ

加入者55万人分のデータ

平成２４年及び２５年５月診療分のレセプトデータ
●医科（入院・入院外）、歯科、調剤レセプト
●調剤は費用額のみ、入院は食事費用を含む

国保

30%

協会

けんぽ

43%

市町村

共済

4%

後期

高齢者

23%

加入者制度別割合

今回、対象としたのは、国保・後期高齢者・協会
けんぽ・市町村職員共済における平成24年及び25年
各５月診療分のレセプトデータで、加入者数は約55
万人、島根県の人口の78％に相当します。

保険者の枠組みを越えて、市町村別、性・年齢階層別
（１０歳刻み）、疾病分類【中分類】別に集計

（３）分析方法

Ａ市

Ｂ町

Ｃ村

Ａ市

Ｂ町

Ｃ村

協会けんぽ 国保

Ａ市

Ｂ町

Ｃ村

協会けんぽ+国保+・・・

・・・

保健活動部会及び企画調査部会で分析

分析方法です。保険者の枠組みを越えて市町村別、
性・年齢階層別、疾病別にデータを集計したうえで、
様々な視点により保健活動部会等で分析を進めまし
た。

（４）分析結果

60歳以上の占め
る割合が高い傾
向

★最高：知夫村
59.6％

★最低：出雲市
及び松江市

43.8％

①加入者年齢構成（平成２４年・２５年各５月末平均）
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市町村計
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７０歳～７９歳

８０歳～８９歳

９０歳～

市町村計の60歳以上：47％

市町村計（平成２４年・２５年各５月診療分、概数）
＜合計＞ 総レセプト件数 １００万件、 総費用額 ３６０億円
＜１ヵ月平均＞ 受診率 ９２％（レセプト件数/加入者数）

１件当たり費用額 ３６，０００円（総費用額/レセプト件数）
１人当たり費用額 ３３，０００円（総費用額/加入者数）

分析結果です。総レセプト件数は約100万件で、
総額360億円です。１ヵ月平均受診率は92％、加入
者１人当たり費用額は33,000円でした。以下、市町
村別の状況について報告します。加入者の年齢構成
はグラフのとおりで、60歳以上の割合は県全体で
47％、最も高いのは知夫村で59.6％を占めています。

②１人当たり費用額（平成２４年・２５年各５月診療分平均）

最高値と
最低値の差
＝18,000円

加入者１人当たり費用額を算出し、マップを作成
しました。最も高いのは川本町で、最も低いのは知
夫村でした。最高値と最低値の差は18,000円で、市
町村間にばらつきがあること、また、県中部から西
部にかけて高い傾向にあることが確認できました。
スライド10

知夫村及び川本町は、どちらも60歳以上が占める
割合が高いため、年齢階層別１人当たり費用額をみ
ました。２町村を比較すると、知夫村では60歳以上
の費用額が低く、川本町は60歳以上及び若年層にお
いて高い状況であることが確認できました。
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★年齢調整１人当たり費用額（島根県基準）

年齢調整前

直接法により算出（島根県基準）
調整前後を比較すると、各市町村で増減が生じてお
り、年齢構成の差が費用額に影響を及ぼす一因であ
ると推察できる

参考までに、対象データの総合計を基準として年
齢調整を行いました。調整前後に各市町村に増減が
生じており、同じ県内であっても、年齢構成の差が
費用額に影響を及ぼす一因であることが推察できま
す。

③１件当たり費用額と受診率の相関
（平成24年・25年各5月診療分平均）

松江市

浜田市

出雲市

益田市

大田市

安来市 江津市
雲南市

奥出雲町
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市町村計
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受
診
率
（
％
）

１件当たり費用額（円）

市町村計
受診率：91.9％
１件当たり費用額：35,793円
１人当たり費用額：32,905円

ｒ＝-0.24020

28,000 36,00024,000 42,00032,905

１人当たり費用額が
大差ない場合であっ
ても、受診率、１件当
たり費用額が異なる

次に、１人当たり費用額の高低差の要因について
受診傾向から探るため、１件当たり費用額と受診率
の相関をみました。１人当たり費用額が最も高い川
本町と、最も低い知夫村は、受診率はほぼ同様であ
りながら１件当たり費用額の差が大きくみられまし
た。このことから、川本町は、疾病が重症化してか
らの受診や、単価が高くなる入院者が多いのではな
いか、などの受診傾向が推察できます。

④費用額に占める疾病別割合【大分類】
（平成24年・25年各5月診療分平均）
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市町村計
感染症
新生物
血液
内分泌
精神
神経系
眼
耳
循環器系
呼吸器系
消化器系
皮膚
筋骨格系
腎尿路
妊娠
周産期
先天奇形
他
損傷
歯科
不明

循環器系新生物

循環器系、新生物、内分泌等、生活習慣病にかかる費用額が占める割合が高い傾向にある

内分泌

実際に予防対策を立てるには、疾病構造の把握が
必要であるため、大分類別費用額割合をみました。
市町村ごとにグラフの凸凹がみられ、疾病構造の特
徴がみてとれます。全県的に、循環器系、新生物、
内分泌といった生活習慣との関わりが強い疾病が高
い状況です。

⑤生活習慣病に係る1人当たり費用額
（平成24年・25年各5月診療分平均）

悪性新生物 糖尿病 高血圧性疾患 虚血性心疾患 脳血管疾患

松江市 3,209 1,323 2,445 831 1,894 
浜田市 3,506 1,651 3,934 770 1,629 
出雲市 3,202 1,199 2,497 653 2,155 
益田市 3,740 1,408 2,701 648 2,306 
大田市 3,778 1,434 3,816 1,206 1,478 
安来市 3,574 1,456 2,881 710 2,080 
江津市 3,555 1,451 3,342 776 2,231 
雲南市 3,069 1,376 3,292 772 2,003 
奥出雲町 2,433 1,321 4,310 679 1,606 
飯南町 3,534 1,672 4,546 760 1,581 
川本町 4,604 2,766 4,452 2,238 2,160 
美郷町 3,789 2,377 3,900 656 2,370 
邑南町 3,680 1,627 3,042 555 1,324 
津和野町 4,253 1,576 5,190 842 2,304 
吉賀町 4,480 1,891 4,776 916 3,397
海士町 3,987 1,076 4,784 401 801 
西ノ島町 4,055 1,745 5,836 627 1,795 
知夫村 3,774 836 3,335 606 602
隠岐の島町 3,623 1,845 3,172 907 1,469 
市町村計 3,381 1,399 2,997 776 1,962 

生活習慣病
悪性新生物（良性新生物を除く）、糖尿病、高血圧性疾患、虚血性心疾患、脳血管疾患（くも膜
下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化、その他脳血管疾患）の5疾患とする

最も高い値
＝赤字

５疾病中
３疾病に
おいて、
川本町が
最も高い

最も低い値
＝青字

【単位：円】

そこで、生活習慣病に絞って１人当たり費用額を
みました。川本町は、生活習慣病においても１人当
たり費用額が高い傾向がみられました。

★生活習慣病に係る【年齢調整】1人当たり費用額（島根県基準）

悪性新生物 糖尿病 高血圧性疾患 虚血性心疾患 脳血管疾患

松江市 3,417 1,404 2,676 901 2,104 
浜田市 3,392 1,589 3,766 737 1,556 
出雲市 3,390 1,281 2,704 704 2,355 
益田市 3,695 1,390 2,697 647 2,330 
大田市 3,531 1,338 3,461 1,112 1,327 
安来市 3,460 1,402 2,762 681 1,988 
江津市 3,423 1,377 3,145 735 2,088 
雲南市 2,982 1,324 3,109 726 1,864 
奥出雲町 2,313 1,238 3,936 621 1,472 
飯南町 3,122 1,427 3,646 611 1,200 
川本町 4,031 2,333 3,354 1,597 1,756 
美郷町 3,478 2,010 3,088 518 1,823 
邑南町 3,182 1,324 2,432 467 1,019 
津和野町 3,518 1,309 4,120 682 1,848 
吉賀町 3,874 1,557 3,838 740 2,736
海士町 3,558 966 4,116 339 713 
西ノ島町 3,729 1,439 4,621 507 1,431 
知夫村 3,116 666 2,630 474 455
隠岐の島町 3,420 1,742 2,980 855 1,420 
市町村計 3,381 1,399 2,997 776 1,962 

最も高い値
＝赤字

最も低い値
＝青字

【単位：円】

川本町は、年齢調整後も３疾病において最も高い状況

また、生活習慣病は、年齢との関連性が高いため、
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年齢調整をしてみました。

★生活習慣病にかかる【年齢調整】1人当たり費用額（島根県基準）

生活習慣病と一言で言っても、高血圧性疾患が高い市町村、糖尿病が
高い市町村等、状況は様々 ⇒各市町村の状況に即した対策が必要

表では比較しにくいため、マップを作成しました。
生活習慣病と一言で言っても市町村毎の状況は様々
で、状況に即した対策が必要であると考えられます。

今後に向けて・・・

 具体的な対策につなぐために、診療区分別、性・
年齢階層別等にみるなど更に分析を深めていく

 医療費に加え、特定健診結果、地域の状況、他
の健康指標（死因等）等を考慮しながら、地域の
健康課題を明確にしていくことが必要

（５）まとめ

受診率は高いが１件当たり費用額が低い、受診率は低
いが１件当たり費用額は高いなど、受診率、１件当た
り費用額の状況は市町村毎に受診状況が様々

生活習慣病に係る医療費が高い

これまで、受診状況や疾病構造など、医療費に係
る状況は市町村別にみてそれぞれ特徴があることが
確認できました。今後は、具体的な対策につなぐた
めに、地域の健康情報も考慮しながら更に分析を深
めていくことが必要であると考えます。

医療保険制度の枠組みを越えた横断的な取り組み
↓

国保連合会としてバックアップ

医療保険の安定した運営

継続した医療費分析の実施
→ 具体的な保健事業の企画・立案につながる

３終わりに

今後も、分析を継続して実施し、医療保険制度の

枠組みを越えた横断的な取り組みを進めることが、
結果として医療保険の安定した運営につながると考
えます。

★国保連合会での関連事業

●医療保険者等による意見交換会（６月）
医療保険者等が一堂に会し、事業の共同実施等について

意見交換
第１回のテーマは「特定健診受診率向上対策」
・・・保険者協議会での検討につなぐ

●協会けんぽ島根支部との協定の締結（７月）
「健康づくりの推進に向けた

包括的連携に関する協定」
加入者の健康づくり事業を効率的に実施
医療情報等の共同分析
・・・島根県民の健康増進と健康寿命の延伸を図る

なお、本会においても、医療保険者等が一同に会
して行う意見交換会の開催、また、協会けんぽとの
協定の締結など、保険者間の連携を図る取り組みを
積極的に進めており、今後も、より一層の保健事業
の推進を目指していきたいと考えています。

島根県国民健康保険団体連合会

ご清聴ありがとうございました。




