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東京都国民健康保険団体連合会

企画事業部 保健事業担当課 保健事業担当係

飯田 智子

「データヘルス計画」における保険者の取り組み
～保険者へのアンケート調査より～

東京都国民健康保険団体連合会　企画事業部　
保健事業担当課　保健事業担当係の飯田と申しま

す。
よろしくお願いいたします。

はじめに

平成２６年度東京都保険者協議会医療費分
析部会の取組事業として、医療保険者の参考と
なるよう、都内各医療保険者が実施しているデ
ータヘルス計画の策定、実施する保健事業に
ついてのアンケートを実施した。

はじめに
東京都保険者協議会の医療費分析部会の設置目的

ですが、医療費データなどに関する情報の収集や各
医療保険者間における医療費データなどの共同分析
を行う目的で設置されております。

こちらの部会にて、平成26年度の取組み事業とし
て、東京都内の各医療保険者が実施しているデータ
ヘルス計画の策定また、その計画の中で取組む保健
事業などについてのアンケート調査を実施いたしま
したので、ご紹介いたします。

アンケート調査

◆調査実施期間
平成27年3月13日～3月27日

◆調査対象
東京都内医療保険者687保険者

◆調査方法
郵送配布、メール回収

◆回収率
健康保険組合 35.3％
共済組合 55.6％
国保 85.7％
協会けんぽ・東京都後期高齢者医療広域連合 100％

アンケートの調査概要についてです。
調査実施期間は、平成27年３月13日～３月27日

まで調査対象は、東京都内の医療保険者687保険者
です。回収率は、健康保険組合35.3％、共済組合
55.6％、国保85.7％、協会けんぽ、東京都後期高齢
者医療広域連合は、各１保険者ですので100％となっ
ております。

調 査 内 容

◆基礎情報
◆データヘルス計画策定状況
◆実施する保健事業
◆医療費分析の方法

１）医療費分析で使用した（する）データ
２）医療費分析の実施方法
３）医療費分析の方法

◆事業主との連携（健康保険組合のみ）
１）事業主との連携
２）具体的な取り組み

◆データヘルス計画策定上の課題と対応

調査内容についてです。
調査内容は、基礎情報、データヘルス計画策定状

況、実施する保健事業、医療費分析の方法、事業主
との連携、こちらは健康保険組合のみの調査項目と
なっております。続いて、データヘルス計画策定上
の課題と対応、以上の内容で調査を実施いたしまし
た。
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調 査 結 果

◆データヘルス計画策定状況（平成２７年３月末現在）

策定している
（策定中含）

策定していない

自前 外部委託

区市町村
国保
（ｎ=54）

２４％ ５０％ ５０％ ７６％

国保組合
（ｎ=18） ５６％ ９０％ １０％ ４４％

単一健保
（ｎ=156） １００％ ５９％ ４１％ ０％

総合健保
（ｎ=53） １００％ ７２％ ２８％ ０％

調査結果についてです。
ここからは、集計結果に特徴が見られた健康保険

組合と国保保険者の比較を表しております。
平成27年３月末現在のデータヘルス計画策定状況

についてです。
策定している、もしくは策定中の区市町村国保は

24％、国保組合は56％となっております。健康保険
組合については、26年度中に計画を作成することと
なっていたため、100％となっております。

自保険者にて自前策定している区市町村国保は
50％、国保組合は90％という状況になっております。

調 査 結 果

◆実施する保健事業（既存）

健康保険組合 国保

・特定健診・特定保健指導

・受診勧奨

・人間ドック補助

・がん検診の推進

・インフルエンザ予防接種補助

・特定健診・特定保健指導

・受診勧奨

・ジェネリック医薬品の使用状況

・重複・頻回受診者訪問事業

実施する保健事業についてです。
各医療保険者では、従来から様々な保健事業を工

夫して実施していらっしゃいます。本アンケート調
査では、従来から実施している「既存事業」と新規
で実施することとなった「新規事業」について調査
しております。

ここでは、回答数が多かった項目をあげておりま
す。

既存事業は、健康保険組合・国保共通して、「特
定健診・特定保健指導」の実施と健診結果により「要
医療」となった方への「受診勧奨」が最も多く、そ

の他の事業として、健康保険組合では、人間ドック
の補助、がん検診の推進、インフルエンザの予防接
種補助事業となっております。

一方、国保では、ジェネリック医薬品の使用状況、
重複・頻回受診者への訪問事業となっております。

調 査 結 果

◆実施する保健事業（新規）

健康保険組合 国保

・重症化予防事業

・事業所とのコラボ

・喫煙対策

・ポピュレーションアプローチ

・重症化予防事業

新規事業についてです。
健康保険組合・国保共通で重症化予防事業となっ

ております。
その他の事業としては、健康保険組合では、事業

所とのコラボ、喫煙対策、ポピュレーションアプロー
チとなっております。

国保では、喫煙対策やポピュレーションアプロー
チなどの保険事業については、衛生主管部署が住民
を対象に実施していることもあり、国保主管部署で
は、「まずは、自部署にて実施できる事業から実施
してみる」という部会委員からの意見がありました。

調 査 結 果

◆医療費分析の方法
１）医療費分析で使用した（する）データ

健康保険組合 国保

・医療費データ
・特定健診データ
・保健指導データ
・質問票データ
・現金給付(傷病手当金）データ
・事業主から休務者データ
・生活習慣調査(アンケート）
・社内アンケート調査
・健保連イントラネット
・インフルエンザ予防接種補助データ

・医療費データ
・特定健診データ
・保健指導データ
・介護データ
・(統計局）各月1日現在人口 全国
・（厚労省）国民医療費の概況、人口

動態統計 月報
・年計の概況被保険者数（年齢構成）
・死亡原因

ここからは、医療費分析の方法についてです。
医療費分析で使用したデータについては、健康保

険組合・国保共通して、医療費データや特定健診
データ、保健指導データを使用しております。健康
保険組合の特徴としては、５番目の傷病手当金や６
番目の休務者データを医療費分析として使用してい
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ます。一方、国保の特徴としては、介護データを医
療費分析に使用しています。

調 査 結 果

◆医療費分析の方法
２）医療費分析の実施方法

自前 外部委託 その他

区市町村国保
（ｎ=１７） ４１％ ５９％ ー

国保組合
（ｎ=10） ８０％ ２０％ ー

単一健保
（ｎ=156） ５７.７％ ４１.7％ ０.６％

総合健保
（ｎ=53） ６８％ ３０％ ２％

医療費分析を自前で実施しているのか、外部委託
で実施しているのかを調査しております。

区市町村国保は、外部委託が50％を超えておりま
すが、その他の医療保険者は自前実施が50％を超え
る結果となっております。

調 査 結 果

◆医療費分析の方法
３）医療費分析の方法(複数回答）

健康保険組合 国保

・医療費データと健診データと突合
・生活習慣病に特化した分析
・特定の疾病を絞り込んだ分析
・レセプトデータのみ
・メタボ該当者の割合
・傷病手当金分析
・ハイリスク分析
・ジェネリック医薬品の処方率と切替
可能額

・全国、業種別等の統計との比較
・健康白書、疾病白書の発行
・事業所を細分化しての分析

・医療費データと健診データと突合
・生活習慣病に特化した分析
・特定の疾病を絞り込んだ分析
・地区別の分析
・死亡者の状況
・高額医療費の状況

医療費分析の方法についてです。
健康保険組合・国保共通となっている分析方法

は、医療費データと健診データの突合、生活習慣病
に特化した分析、特定の疾病を絞り込んだ分析です。
その他の分析方法として、傷病手当金分析や高額医
療費の状況など、各医療保険者では様々なデータを
用い、課題解決の糸口になるよう工夫して分析され
ていることがわかりました。

調 査 結 果

◆データヘルス計画策定上の主な課題

健康保険組合 国保

・保健事業の評価指標
・データ集計・分析結果の解釈
・分析及び課題の絞込み
・事業主との連携
・専門職がいない
・被扶養者対策の強化
・事業所数が多い
・加入者が全国に点在
・メンタル対策

・事業の評価指標
・データ分析の方法
・他部署との連携
・専門職がいない

データヘルス計画を進めていく上での主な課題に
ついてです。

健康保険組合・国保共通して、保健事業の評価が
課題として上がっております。その他の課題はご覧
のとおりとなっております。

データヘルス計画をすすめていく上で課題と
なっている分析方法、評価指標、他部署・事業所
との連携など、多くの課題が浮き彫りになった。

この結果に基づき、医療保険者がＰＤＣＡサイ
クルを意識しながらより効果的で効率的な保健
事業を展開できるよう、保険者協議会での取り組
みを通して積極的に運営に関わっていこうと思う
所存であります。

ま と め

最後にまとめです。アンケート調査を実施した結
果、データヘルス計画をすすめていく上では、分析
方法、評価指標、他部署や事業所との連携など、多
くの課題があることが浮き彫りとなりました。この
調査結果に基づき、各医療保険者がＰＤＣＡサイク
ルを意識しながら、より効果的で効率的な保健事業
を展開できるよう、保険者協議会での取り組みを通
して積極的に運営に関わっていこうと考えておりま
す。

以上で、発表を終わります。ご静聴ありがとうご
ざいました。




