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１ 狛江市国民健康保険データヘルス計画（平成 29年３月策定） 

 

１－１ 目的と背景 

データヘルス計画は、レセプト等のデータ分析と、それに基づく加入者の健康

保持増進のための事業計画です。「日本再興戦略」（平成 25 年６月 14 日閣議決

定）において、すべての健康保険組合に対する計画の作成・公表・事業実施、評

価等の取組が求められるとともに、市町村国保において同様の取組を行うこと

が推進され、その策定について国の「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等

に関する指針」に定められています。 

 

１－２ 基本方針 

◇疾病ごとの医療費比較、高額レセプトの発生状況等を把握し、課題を明確に

します。 

◇課題に対する「短期的・中長期的な対策」を選択し、費用対効果の見込める

集団を特定して、ＰＤＣＡサイクルを意識した継続的な事業を実施します。 

◇実施事業に対する明確な目標を定め、目標を達成することのできる効果的な

実施方法を検討し、明示します。また、事業実施後の効果測定方法について

も記載します。 

 

１－３ 計画期間 

 平成 29年度から平成 34年度まで 

 

１－４ 計画及び目標の見直し 

 ○実施計画 

各事業の実施状況についてＰＤＣＡサイクルによる評価及び見直しに基

づく目標値の達成状況を踏まえ、計画の改定を行います。 

 

 ○目標 

   平成 30年度以降の目標は、前年度の事業実施状況等を踏まえて毎年度見

直します。 

 

１－５ 実施事業 

１．特定保健指導 

２．糖尿病性腎症重症化予防事業 

３．受診行動適正化指導事業 

４．健診異常値放置者受診勧奨事業 

５．ジェネリック医薬品差額通知事業 
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２ 平成 30年度目標 

 

２－１「１．特定保健指導」 

①概要 

目的 
保健指導により、被保険者が生活習慣を改善し、生活習慣病の予防を

図るようになること 

対象 
生活習慣病のリスクが高い被保険者 

（特定健康診査（40歳以上対象）の結果で判定） 

内容 

動機付け支援：自発的な生活習慣の振返りと行動目標の設定により、

自ら生活改善できるよう指導します。 

●原則１回、20 分以上の面接による個別支援→６か月後に改善状況

を評価 

積極的支援 ：動機付け支援に加え、定期的・継続的な支援により、 

目標達成に向けた取組を実践します。 

●個別面接の後、３か月以上継続的に支援→６か月後に改善状況を

評価 

 

 

②事業実施状況 

参加率及び実施率（法定報告） 

平成 27年度 対象者数 参加者数 参加率 終了者数 終了率 

全体 630人 246人 39.0％ 169 人 26.8％ 

積極的支援 167人 47人 28.1％ 28 人 16.8％ 

動機付け支援 463人 199人 43.0％ 141 人 30.5％ 

 

平成 28年度 対象者数 参加者数 参加率 終了者数 終了率 

全体 603人 127人 21.1％ 112 人 18.6％ 

積極的支援 161人 26人 16.1％ 18 人 11.2％ 

動機付け支援 442人 101人 22.9％ 94 人 21.3％ 

 

平成 29年度 対象者数 参加者数 参加率 終了者数 終了率 

全体 589人 108人 18.3％ 64 人 10.9％ 

積極的支援 165人 20人 12.1％ 16 人 9.7％ 

動機付け支援 424人 88人 20.8％ 48 人 11.3％ 

※ 平成 30年７月 31 日現在 
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継続該当者数及び割合 

平成 27年度 対象者数 継続該当者数 継続該当者の割合 

全体 630人 231人 36.7％ 

積極的支援 167人 65人 38.9％ 

動機付け支援 463人 166人 35.9％ 

 

平成 28年度 対象者数 継続該当者数 継続該当者の割合 

全体 603人 216人 35.8％ 

積極的支援 161人 63人 39.1％ 

動機付け支援 442人 153人 34.6％ 

 

平成 29年度 対象者数 継続該当者数 継続該当者の割合 

全体 589人 274人 46.5％ 

積極的支援 165人 68人 41.2％ 

動機付け支援 424人 206人 48.6％ 

※ 継続該当者 … ２年度連続で特定保健指導の対象となった者 

 

③データ分析に基づく事業実施の見通し 

現状の課題 
・ 保健指導を利用する人の増加（実施率の向上） 

・ 保健指導を行った結果の追跡調査（効果測定） 

事業の必要性 

・ 医療費分析の結果から、生活習慣起因の疾病（循環器

系の疾患や腎不全）の医療費が高額な状況にあること

が明らかであるため、生活習慣病リスク保持者に対す

る生活習慣改善に向けた指導が必要です。 

今後の事業 

（実施計画） 

・ 事業実施内容はこれまでと同様とし、終了者の増加を

図ります。 

・ 計画に記載はありませんが、初回の勧奨後に事業参加

申込のない方への再勧奨等、終了率の向上に向けた取

組を実施する見通しです。 

・ 効果測定については、モニタリングの実施を検討しま

す。 

成果の確認方法 

評価目標：特定保健指導実施率 

（対象者のうち、特定保健指導を終了した人の割合） 

目  標：平成 28年度より 10％向上すること 
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④事業評価 

事業評価 

・ストラクチャー評価 

  委託事業者との連携体制を強化し、電話勧奨を開始し

ました。 

委託事業者にノウハウの不足が見られました。 

 

・プロセス評価 

電話勧奨を開始し、勧奨の機会を拡大しました。利用

券の送達時期にあわせて、原則すべての対象者に架電

（不通のときは３回まで）しています。 

参加勧奨策として生活習慣病予防セミナー（年４回）

を実施し、延べ 36名が参加しました。 

 

・アウトプット評価 

  保健指導実施率(平成 30年７月 31日現在)：10.9％ 

  参考：保健指導参加率：18.3％ 

平成 29 年度の特定保健指導は目下実施中ですが、

法定報告に載せることができる実施率は平成 28 年度

実績を下回る見通しです。 

一方、平成 30年度については、保健指導終了時期の

関係で平成 29 年度実績の一部が繰り越されることに

加え、保健指導の評価時期を初回面談の６か月後から

３か月後に変更したことで年度内に指導を終了する

ことができるようになることから、保健指導実施率が

前後の年度と比較して高くなる可能性があります。 

 

・アウトカム評価 

  対象者増減率：積極的支援 ：+2.5％ 

動機付け支援：-4.1％ 

  積極的支援の対象者数は増加に転じましたが、動機付

け支援の対象者数は継続して減少傾向にあります。 

増減の要因が保健指導の効果であるか検証する必要

があります。 

※ 評価指標について 

 ストラクチャー評価 … 実施の仕組みや体制等、事業の構造的な部分に関する評価 

 プロセス評価    … 目標設定や手段、満足度等、事業の実施過程に関する評価 

 アウトプット評価  … 参加率や実施率、実施回数等、事業の実施量に関する評価 

 アウトカム評価   … 検査値改善率や医療費削減率等、事業の成果に関する評価  
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⑤事業内容の見直し 

事業内容の 

見直し 

・指導評価時期の見直し 

  保健指導の評価時期を見直し、初回面談の６か月後か

ら３か月後に変更します。 

 

・参加勧奨策の充実 

生活習慣予防セミナーを見直し、測定会（年３回）と

運動セミナー（年９回）を実施することとしました。 

《 主な変更内容 》 

参加勧奨の機会を拡大するため、指導参加者でなくて

も参加可能とします。また、指導期間を３か月に短縮し

たことを踏まえ、指導終了後のフォローアップの機会と

しても活用します。 

運動セミナーでは対象者の属性に応じた２種のプロ

グラムを用意し、セミナー終了後に個別またはグループ

面談（最大８名）を実施することもできるようにします。 

セミナーの効果を高めるため、年初や年度初めの参加

意欲が高まる時期や、保健指導対象者数が増加する特定

健診実施期間の下半期の開催数を多くします。 

 

 

⑥平成 30年度目標 

平成 30年度目標 

・ストラクチャー評価 

医師会及び委託事業者との連携強化 

 

・プロセス評価 

  保健指導参加勧奨策の充実化 

 

・アウトプット評価 

保健指導実施率：20.0％ 

※ 保健指導実施率の目標値は、特定健康診査等実施

計画との整合性を踏まえて設定します。 

 

・アウトカム評価 

  指導対象者の継続該当率：10.0％減少 

※ アウトカム評価については、対象者減少率では減

少要因を分析する視点が欠けていることから評価

指標を見直すこととしました。 
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２－２「２．糖尿病性腎症重症化予防事業」 

①概要 

目的 
生活習慣の改善に向けた保健指導により、糖尿病患者の重症化予防

（透析治療の阻止）を図ること 

対象 
生活習慣改善による重症化予防が見込める国保の糖尿病患者 

（特定健診・レセプト情報により抽出） 

内容 
面談及び電話での６か月間の保健指導を行い、指導の前後の検査値

を確認します。 

 

 

②事業実施状況 

参加率及び終了率 

年度 
対象者数 

(a) 

参加者数(b) 終了者数(c) 

参加率(b/a) 終了率(c/b) 

平成 29年度 121人 
16人 14人 

13.2％ 87.5％ 

 

検査値の改善状況 

年度 終了者数 
検査値改善率 

HbA1c eGFR 

平成 29年度 14人 25.0％(2/8人) 100.0％(4/4人) 

※ 指導前後の検査データを確認できた者について測定しています。 

（）内の人数：（ 検査値改善者数 / 検査データ確認者数 ） 
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③データ分析に基づく事業実施の見通し 

現状の課題 
・ 生活習慣起因の糖尿病性腎症重症化予防 

・ 人工透析患者の増加抑制 

事業の必要性 

・ 高額レセプトの発生要因となっている疾病の中に、生

活習慣病が重篤化したことにより罹患する疾病があ

り、代表的なものとして腎不全が挙げられます。 

・ 腎不全にかかる医療費が高額化するのは透析治療によ

るところが大きいため、生活習慣病の重症化予防が必

要な病期にあたる患者を特定し、保健指導を行うこと

で生活習慣の改善や定期的な受診を促す必要がありま

す。 

今後の事業 

実施計画 

・ 特定健診及びレセプト情報から、生活習慣を起因とす

る糖尿病に罹患しており、今後、重篤化によって透析

治療を必要とする可能性がある被保険者のうち、指導

による高い生活改善効果が見込める方を対象とし、か

かりつけの医療機関と連携して保健指導を実施しま

す。 

・ 指導の内容については、疾病の段階に応じたプログラ

ムを用意し、指導の開始前と実施後の検査値を比較す

ることで指導の効果を確認します。また、指導実施期

間中は、指導の状況について委託事業者から月次報告

を受け、かかりつけ医療機関に提供します。 

・ 平成 30年度以降は前年度までの事業実施状況の評価、

事業内容の見直し、改善及び目標の再設定を行います。 

成果の確認方法 

評価目標：①重症化予防指導実施率 

      （対象者のうち、保健指導が終了した人の割合） 

     ②検査値の改善率 

      （指導終了者のうち、検査値が改善した人の割合） 

目  標：①重症化予防指導実施率：20％ 

     ②検査値改善率    ：70％ 
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④事業評価 

事業評価 

・ストラクチャー評価 

  健康推進課、医師会及び委託事業者との連携体制を構

築しました。 

  医師会から随時助言を受け、事業実施状況を報告しま

した。 

 

・プロセス評価 

  健康推進課開催の医師会説明会にて事業説明を行い、

医師会加盟の市内医療機関に協力を要請しました。 

事業対象者のかかりつけ医に個別の協力依頼文書を

送付し、参加希望者からの連絡を受けて事前の電話連絡

を行いました。 

 

・アウトプット評価 

  重症化予防指導実施率：11.6％ 

 

・アウトカム評価 

  検査値改善率：HbA1c  25.0％ 

eGFR  100.0％ 

  血糖の状態を示す HbA1c については 25.0％に留まり

ましたが、腎機能を示す eGFR においては高い効果が確

認できました。 

  ただし、指導前後の検査データを指導の終了時点で確

認できた参加者が少なかったことを踏まえ、特定健診結

果の追跡による継続した効果測定に取組む必要があり

ます。 
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⑤事業内容の見直し 

事業内容の 

見直し 

・医師による対象者紹介の開始 

  特定健診実施医療機関へ対象者の紹介を依頼します。 

 

・対象者選定条件の見直し 

  平成 29 年度は「がん・難病等」のレセプトがあるこ

とを除外要件としましたが、平成 30 年度は参加勧奨対

象者選定条件を見直して除外要件とせず、勧奨範囲を拡

大します。 

 

・医師会との連携強化 

  医師会への報告、相談の機会を増加し、連携を強化し

ます。 

 

・前年度指導終了者の追跡調査 

  前年度指導終了者の特定健診結果を追跡して調査し、

検査値の改善状況と病期の進行状況を確認します。 

 

・アンケートによる満足度調査の実施 

  指導終了者とかかりつけ医の満足度調査を実施しま

す。 
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⑥平成 30年度目標 

平成 30年度目標 

・ストラクチャー評価 

  関係部署との連携回数     ：６回 

  医療機関に対する説明会の回数 ：１回 

 

・プロセス評価 

  指導参加者の満足度 ：100％ 

  かかりつけ医の満足度：100％ 

 

・アウトプット評価 

  保健指導参加率（参加者/対象者）：16.5％ 

※ 平成 29年度実績ベースで、予定人数（20名）の

参加があった場合の参加率を目標値として設定し

ます。 

  保健指導終了率（終了者/参加者）：100.0％ 

 

・アウトカム評価 

  指導終了者の検査値改善率 ： 70.0％ 

  糖尿病性腎症病期進行抑制率：100.0％ 

 

※ 本事業は平成 30 年度特別交付金対象事業（国保ヘル

スアップ事業）として東京都国民健康保険団体連合会の

保健事業支援・評価委員会で助言を受けています。 

目標は、国保ヘルスアップ事業については３項目以上

の定量的な目標設定が求められていることを踏まえて

設定しました。 
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２－３「３．受診行動適正化指導事業」 

①概要 

目的 
保健指導と意識啓発により、被保険者の受診行動の適正化を図るこ

と 

対象 
医療機関への過度な受診や重複しての服薬が見られる被保険者 

（レセプト情報により抽出） 

内容 

専門職が２回の訪問指導または各１回の訪問及び電話での指導を行

い、対象者の病状についての助言や、疾病等に応じた日常生活（食事・

栄養・危険予防等）に必要な情報等を提供します。 

 

 

②事業実施状況 

実施者及び終了者の割合 

平成 27年度 
対象者数 

(a) 

実施者数 

(b) 

実施率 

(b/a) 

終了者数 

(c) 

終了率 

(c/b) 

重複受診 150人 41人 27.3％ 35 人 85.3％ 

頻回受診 61人 18人 29.5％ 16 人 88.9％ 

重複服薬 15人 4人 26.7％ 4 人 100.0％ 

全体 211人 61人 28.9％ 54 人 88.5％ 

 

平成 28年度 
対象者数 

(a) 

実施者数 

(b) 

実施率 

(b/a) 

終了者数 

(c) 

終了率 

(c/b) 

重複受診 213人 63人 29.6％ 54 人 85.7％ 

頻回受診 117人 31人 26.5％ 28 人 90.3％ 

重複服薬 27人 5人 18.5％ 5 人 100.0％ 

全体 325人 90人 27.7％ 80 人 88.9％ 

 

平成 29年度 
対象者数 

(a) 

実施者数 

(b) 

実施率 

(b/a) 

終了者数 

(c) 

終了率 

(c/b) 

重複受診 288人 55人 19.1％ 51 人 92.7％ 

頻回受診 124人 25人 20.2％ 23 人 92.0％ 

重複服薬 35人 6人 17.1％ 6 人 100.0％ 

全体 411人 79人 19.2％ 73 人 92.4％ 

※ 重複受診、頻回受診、重複服薬の条件に重複して該当する対象者がいるため、

各項目の合計人数と全体の人数は一致しません。 

※ 対象者数は、重複受診等の条件に該当した候補者のうち、指導の参加勧奨を

行った者の人数です。 
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受診行動適正化率の状況 

平成 27年度 指導実施者数 
受診行動が適正化

した者の人数 
受診行動適正化率 

重複受診 41人 33人 80.5％ 

頻回受診 18人 14人 77.8％ 

重複服薬 4人 4人 100.0％ 

全体 61人 49人 80.3％ 

 

平成 28年度 指導実施者数 
受診行動が適正化

した者の人数 
受診行動適正化率 

重複受診 63人 55人 87.3％ 

頻回受診 31人 26人 83.9％ 

重複服薬 5人 5人 100.0％ 

全体 90人 80人 88.9％ 

 

平成 29年度 指導実施者数 
受診行動が適正化

した者の人数 
受診行動適正化率 

重複受診 55人 43人 78.2％ 

頻回受診 25人 20人 80.0％ 

重複服薬 6人 6人 100.0％ 

全体 79人 62人 78.5％ 
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医療費適正化率の状況 

平成 27年度 
医療費 医療費適正化率 

(c/a) 指導前(a) 指導後(b) 差引(c=b-a) 

重複受診 520,517円 418,063円 -102,454円 -19.7％ 

頻回受診 278,807円 87,940 円 -190,867円 -68.5％ 

重複服薬 27,947円 6,404円 -21,543円 -77.1％ 

全体 827,271円 512,407円 -314,864円 -38.1％ 

 

平成 28年度 
医療費 医療費適正化率 

(c/a) 指導前(a) 指導後(b) 差引(c=b-a) 

重複受診 668,611円 421,479円 -247,132円 -37.0％ 

頻回受診 446,035円 236,440円 -209,595円 -47.0％ 

重複服薬 6,747円 2,735 円 -4,012 円 -59.5％ 

全体 1,121,393 円 660,654円 -460,739円 -41.1％ 

 

平成 29年度 
医療費 医療費適正化率 

(c/a) 指導前(a) 指導後(b) 差引(c=b-a) 

重複受診 2,625,960 円 541,885円 -2,084,075 円 -79.4％ 

頻回受診 1,105,543 円 92,850 円 -1,012,693 円 -91.6％ 

重複服薬 26,105円 0円 -26,105円 -100.0％ 

全体 3,757,608 円 634,735円 -3,122,873 円 -83.1％ 

※ 指導実施者の疾病状況により、医療費の額に大きく差が出る場合があります。 

 

 

 

  



14 

 

③データ分析に基づく事業実施の見通し 

現状の課題 
・ より指導の効果の高い対象者の抽出 

・ 指導の必要を感じていない人への対応 

事業の必要性 

・ 医療費分析の結果から、重複受診者、頻回受診者、重

複服薬者が多数存在することが明らかであるため、受

診行動の適正化に向けた指導が必要です。 

今後の事業 

実施計画 

・ 事業実施内容はこれまでと同様です。 

・ 課題への対策として、対象者抽出条件や勧奨通知の見

直しを行う見通しです。また、計画には記載しており

ませんが、ポピュレーションアプローチ※による対象

者を特定しない方法での意識啓発についても検討した

いと考えております。 

成果の確認方法 

評価目標：指導終了後の医療費適正化率 

（受診行動適正化により適正化された医療費の割合） 

目  標：指導終了後の医療費が、指導前と比較して 50％

減少すること 

※ポピュレーションアプローチとは 

  キャンペーンやイベント、広報等、対象者を特定しない方法で行う意識啓発の取組です。

不特定多数の健康リスクを少しずつ軽減させて集団全体の健康水準の改善を図ることを

目的とします。 

 

④事業評価 

事業評価 

・ストラクチャー評価 

  健康推進課との情報共有体制を構築しました。 

委託事業者との連携体制を強化しました。 

・プロセス評価 

  一部の参加勧奨対象者から事業の目的等に関する問

合せを受けました。 

・アウトプット評価 

  指導実施率（終了者の割合）：19.2％ 

・アウトカム評価 

  受診行動適正化率： 78.5％ 

※ 指導実施者に占める受診行動改善が見られた者

の割合 

  医療費適正化率 ：-83.1％ 
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⑤事業内容の見直し 

事業内容の 

見直し 

・関係部署等との連携体制強化 

健康推進課との情報共有体制や委託事業者との連携

体制の強化に取組みます。 

 

・事業実施方法の改善 

参加勧奨通知内容の見直しなど、事業の主旨について

理解を得られる周知方法を検討します。また、２回目の

指導を電話指導とし、参加者の利便性を向上します。 

 

 

⑥平成 30年度目標 

平成 30年度目標 

・ストラクチャー評価 

健康推進課との情報共有体制の強化 

 委託事業者との連携体制の強化 

 

・プロセス評価 

  指導を必要とする対象者の把握率：80.0％ 

※ 参加勧奨対象者数に占める疾病の治療上必要な

受診をしているとの申し出があった者を除いた人

数の割合 

 

・アウトプット評価 

訪問指導実施率：25.0％ 

訪問指導後の電話指導実施率（指導終了率）：90.0％ 

※ 保健指導を訪問と電話の２段階で実施すること

を踏まえ、初回の訪問指導参加率と電話指導までの

指導終了率を測定します。 

 

・アウトカム評価 

  受診行動適正化率： 80.0％ 

  医療費適正化率 ：-85.0％ 

 

※ 本事業は平成 30 年度特別交付金対象事業（国保ヘル

スアップ事業）です。 

目標は、国保ヘルスアップ事業については３項目以上

の定量的な目標設定が求められていることを踏まえて

設定しました。 
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２－４「４．健診異常値放置者受診勧奨事業」 

①概要 

目的 
特定健診の結果、異常値が出ているにもかかわらず未治療状態の方

（健診異常値放置者）の医療機関受診を促すこと 

対象 
健診異常値放置状態にある被保険者 

（特定健診・レセプト情報により抽出） 

内容 医療機関受診勧奨通知を送付し、その後の受診状況を確認します。 

 

 

②事業実施状況 

通知後受診者の割合 

年度 対象者数 通知後受診者数 
通知後受診者の

割合 

平成 29年度 191人 16人 8.4％ 

 

 

③データ分析に基づく事業実施の見通し 

現状の課題 ・ 健診異常値放置者の適正受診の促進 

事業の必要性 
・ 医療費総額や一人当たり医療費が高額な疾病や、患者

数が多い疾病に生活習慣病があります。 

今後の事業 

実施計画 

・ 特定健診及びレセプト情報から、特定健診の結果、異

常値が出ているにもかかわらず医療機関に受診してい

ない方（健診異常値放置者）を特定、医療機関受診勧

奨通知を送付し、その後の受診状況を確認します。 

・ 平成 30年度以降は前年度までの事業実施状況の評価、

事業内容の見直し、改善及び目標の再設定を行います。 

成果の確認方法 

評価基準：医療機関受診率 

（通知を受け取った後、医療機関に受診した人の割合） 

目  標：医療機関受診率 ： 20.0％ 

     対象者への通知率：100.0％ 
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④事業評価 

事業評価 

・ストラクチャー評価 

  健康推進課との情報共有体制を構築しました。 

医師会及び委託事業者との連携体制を構築しました。 

 

・プロセス評価 

  特定健診実施医療機関に対し、通知送付の直前に事業

説明と協力要請の文書を送付しました。 

  東京都国民健康保険団体連合会の保健事業支援・評価

委員会において、対象者選定基準と通知送付の時期につ

いて見直すべきとの助言を受けました。 

 

・アウトプット評価 

  医療機関受診率 ：  8.4％ 

  対象者への通知率：100.0％ 

  ※ 対象者選定条件に該当した者に占める通知を送付

した者の割合 

 

・アウトカム評価 

  健診異常値放置者減少率：8.4％ 

 

 

⑤事業内容の見直し 

事業内容の 

見直し 

・対象者選定基準 

  平成 29 年度は日本人間ドック学会の判定区分を基本

としつつ糖尿病の早期治療を視野に入れた対象者選定

を行いましたが、平成 30 年度は医師会の意見に基づい

て定めた受診勧奨値を基準として対象者を選定するこ

ととしました。 

なお、受診勧奨値は特定健診の結果通知票とあわせて

配布している「健診結果の見方」に記載しています。 

 

・通知送付時期 

  事業スケジュールを見直し、通知送付時期の早期化を

図ります。 

※ 平成 29年度：平成 29年 10月 12日発送 
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⑥平成 30年度目標 

平成 30年度目標 

・ストラクチャー評価 

  健康推進課との連携体制の構築 

  医師会及び委託事業者との連携体制の強化 

 

・プロセス評価 

  対象者選定基準の適正化 

  通知書送付時期の早期化：1.5か月 

   

・アウトプット評価 

医療機関受診率 ： 20.0％ 

対象者への通知率：100.0％ 

 

・アウトカム評価 

 健診異常値放置者減少率：20.0％ 

 

※ 本事業は平成 29 年度特別調整交付金対象事業（国保

ヘルスアップ事業）として東京都国民健康保険団体連合

会の保健事業支援・評価委員会で助言を受けています。 

目標は、同委員会で受けた助言を踏まえて設定しまし

た。対象者選定基準については平成 29 年度事業におい

て通知対象者や医療機関からの意見、要望等が無かった

こと及び医師会の意見に基づく基準に改めたことを踏

まえて定性的な評価を行うこととし、通知書の送付時期

について定量的な目標を設定します。 
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２－５「５．ジェネリック医薬品差額通知事業」 

①概要 

目的 
ジェネリック医薬品への切り替えを促す通知を発送し、医療費の適

正化を図ること 

対象 
ジェネリック医薬品へ切替可能な先発医薬品を使用している被保険

者（レセプト情報により抽出） 

内容 
対象者にジェネリック医薬品への切り替えを促す通知を発送し、そ

の後の服薬状況を確認します。 

 

②事業実施状況 

累計切替率の状況 

効果測定 

時点 

累計 

発送通数 

累計 

通知者数 

累計 

切替者数 

累計 

切替率 

（対通数） 

累計 

切替率 

（対人数） 

平成 26 年度末 1,447通 1,447人 656人 45.3％ 45.3％ 

平成 27 年度末 3,221通 2,171人 1,409人 43.7％ 64.9％ 

平成 28 年度末 4,672通 2,583人 1,989人 42.6％ 77.0％ 

平成 29 年度末 6,455通 3,187人 ※2,600人 ※40.3％ ※81.6％ 

※ 平成 29年度の累計切替者数及び累計切替率については、推計値となります。 

 

③データ分析に基づく事業実施の見通し 

現状の課題 
・ 通知によるジェネリック医薬品への切替割合の増加 

・ ジェネリック医薬品を希望しない人への対応 

事業の必要性 

・ 通知を送付した方の切替割合は上昇傾向にあるもの

の、国保被保険者全体でのジェネリック医薬品普及率

を見ると伸び悩んでいる状況にあるため、現行の事業

を継続、強化していく必要があります。 

今後の事業 

実施計画 

・ 事業実施内容は基本的にこれまでと同様としつつ、対

象者抽出基準等を見直す予定です。 

・ 課題への対策として、ジェネリック医薬品希望カード

や意識啓発チラシの配布を継続します。また、計画に

は記載しておりませんが、ポピュレーションアプロー

チによる対象者を特定しない方法での意識啓発につい

ても検討したいと考えております。 

成果の確認方法 

評価目標：ジェネリック医薬品切替率 

 （対象者のうち、ジェネリック医薬品に切り替えた人の割合） 

目  標：平成 28年度より５％向上すること 
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④事業評価 

事業評価 

・ストラクチャー評価 

健康推進課との情報共有体制を構築しました。 

委託事業者との連携体制に問題がないことを確認し

ました。 

 

・プロセス評価 

  効果測定結果の揃う時期が翌年度の 10 月頃となって

います。効果測定の早期化に向けた改善策を検討する必

要があります。 

 

・アウトプット評価 

  対象者への通知率：100.0％ 

  ※ 対象者選定条件に該当した者に占める通知を送付

した者の割合 

 

・アウトカム評価 

  ジェネリック医薬品切替率（対人数）：81.6％ 

 

 

⑤事業内容の見直し 

事業内容の 

見直し 

・効果測定結果取りまとめの早期化 

  効果測定結果の取りまとめ時期について、委託事業者

と協議し、早期化を検討します。 
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⑥平成 30年度目標 

平成 30年度目標 

・ストラクチャー評価 

  健康推進課との情報共有体制の強化 

  委託事業者との連携体制の強化 

 

・プロセス評価 

 効果測定時期の早期化 

 

・アウトプット評価 

対象者への通知率：100.0％ 

 

・アウトカム評価 

  ジェネリック医薬品切替率（対人数）：対前年度比 

  ジェネリック医薬品切替率（対人数）：５％向上 
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