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岐阜県国民健康保険団体連合会
保健師 橋本 恵美

岐阜県の位置

１．はじめに①

保健事業実施指針

（データヘルス計画の都道府県の役割）

保険者や国保連合会に、必要な助言・支援

を行う。

国保連合会と県が、今まで以上に連携する
必要性が出てきた。

１．はじめに②

国保連合会と県の関わり

昨年まで、岐阜県庁とやり取りしていた。

保険者の衛生との関わり

保険者の保健事業や衛生の現状把握に不安。

国保・後期高齢者ヘルスサポート事業

国保連の支援は難しいと考えていた。

１．はじめに③

県と保健所へ支援要請

県保健所の保健師が、管内の市町村の状況を

把握して、市町村支援を行っていることに着目。

データヘルス計画策定・個別保健事業計画
などの支援

現在は、保健所が参加し、共に市町村の支援

を行うことができるようになった。

はじめに　平成26年度から進めることになった
データヘルス計画において都道府県が保険者や国保
連合会に必要な助言及び支援を行う役割を「保健事
業実施指針」で示され、連合会と県が今まで以上に
連携する必要性が出てきた。
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昨年まで岐阜県では、国保連合会と県の関わりは
特定健診・特定保健指導実践者研修会の共同実施や
連合会、県の各関連委員会・協議会への参加、国保
データの抽出・提供などを県庁とやり取りをしてい
た。国保連合会が国保・後期高齢者ヘルスサポート
事業を行っていくには保険者の衛生との関わりが薄
いため、保険者の保健事業や衛生の現状把握に不安
があり、求められている支援が難しいと考えた。

そこで、県の保健所の保健師が管内の市町村の状
況を把握して市町村支援を行っていることに着目
し、連合会側から県と保健所に支援を求めた。現在
はデータヘルス計画策定・個別保健事業計画などの
支援に保健所が参加し、共に市町村の支援を行うこ
とができるようになった。

そのきっかけとなった県との関わりから、現在ま
での活動において連合会の役割についてまとめたの
で発表する。

２．内容①

岐阜県の人工透析の現状（KDBシステム）

平成２６年度に、県主催の「慢性腎臓病（CKD）

予防コメディカル研修会」にて発表

県及び医療関係者への提示

KDBシステム（Ｈ２６に公開）、本会独自の健康

情報データバンクシステム（Ｈ２２より運用）の

活用により、本会が県内のCKDの状況を分析

できることを示した。

２．内容②

発表依頼時の、県庁保健師との調整

１．現状

①県は市町村の詳細データを持っていない。

②保健所がデータ把握する時は、県庁を通じ、

市町村または国保連に依頼し抽出していた。

③特に、ＣＫＤに係る医療費や患者の状況等、

予防につながるデータは、ほとんど無かった。

　

２．内容③

２．協議の結果

①県が示したい内容が導き出せるデータと、

集計方法を協議した。

②国保の透析患者の有病状況、医療費、資格

異動、健診データとの突合などを、抽出する

こととした。

内容　平成26年度、県主催の「慢性腎臓病（CKD）
予防コメディカル研修会」において「KDBシステ
ムからみた岐阜県の人工透析の現状」を発表した。
本会が平成26年度から公開のKDBシステム及び本
会独自の健康情報データバンクシステムの活用によ
り岐阜県の国保におけるCKDの状況を分析した。
　発表を依頼された際、県庁の保健師と内容につい
て話し合った。どんなデータが具体的にあるのかが
わからない県側とどのようなことを示して欲しいの
かわからない連合会側で話し合いを進めているうち
に、県が市町村の詳細なデータを持っていないこと
がわかった。疾病の発生状況を示す疾患ごとのレセ
プト件数や疾患ごとの関連が分かる集計値など、市
町村が予防すべき対象や疾患を考える上で必要な
データは県になかった。この時の保健所はデータが
必要と判断した時は市町村や国保連合会に県庁を通
じて依頼し、国保のデータを抽出・集計したものを
出してもらっていた。特にCKDに関する県内の医
療費や患者の状況など、予防につながるデータがほ
とんどない状況だった。そこで、国保連合会はまず
はどのようなデータがあり、どのような分析ができ
そうなのかを説明し、県が示したい内容が導き出せ
るデータと集計方法を一緒に考えた。
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３．岐阜県国民健康保険の状態

国保の医療費の状況について

岐阜県における医療費増加の要因について （平成26年度 の医療費（国保・退職者合計）より抜粋

平成24年 平成25年 増　減 対前年比

 被保険者数 600 ,498人 590 ,909人 △9,589人 98.4%

 件数 約929万件 約937万件 約8万2千件 100.9%

 日数 約1,784万日 約1,773万日 約11万2千日 99.4%

 費用額 約1,853億円 約1,887億円 約35億円 101.9%

 １人あた り費用額 308 ,506円 319 ,397円 10 ,891円 103.5%

※１　 費用額は、医科、歯科、調剤、 訪問看護療養費、 柔整・鍼灸マッサージ、食事の合計

※２　 被保険者数は、 年間の平均値

※３　 1人あたり費用額は、費用額を被保険者数（ 年間の平均値）に より除して算出

４．岐阜県の国保の高額医療費の状況
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その時考えた具体的な内容は、岐阜県国保におけ
る透析患者の現状と有病状況、医療費、資格の異動
や健診データとの突合などだった。

発表した内容を少し紹介すると、岐阜県の国保
の費用額は平成25年度に1,887億円を超え、増加額
は約34億7,700万円（対前年度比101.9％）の増加と
なっていた。増加の要因の一つとして高額レセプ
トの増加が考えられた。300 ～ 400万円の高額レセ
プトは対前年比107.2％の増加、400万円以上の高額
レセプトは対前年比107.2％の増加があった。平成

25年度の医療費では、被保険者一人当たり医療費が
234,573円、生活習慣病302,062円に対し、人工透析
は4,832,036円であった。高額になりやすい疾患とし
て、慢性腎不全を改めて提示した。

９．導入年度の健診データ抜粋

BMI 血圧
（収縮期）

中性脂肪
HbA1ｃ

（％）
尿糖 尿たんぱく 血色素

血 清クレアチ
ニン（ｍｇ/ml)

保健指導

1 18.2 130 93 5.4 - ++ 10 .4 2.27 -

2 17.6 133 95 5.6 - + 11 .7 5.37 -

3 28.3 110 85 5.4 - ++ 11 .0 3.16 -

4
25.0 120 164 5.1 ± ++ 13 .6 6.12

-

5
18.5 111 101 5.6 - +++ 8.2 3.73

-

6 26.7 115 67 6.0 - ++ 10 .0 2.95 -

7 28.6 149 77 4.7 - +++ 10 .9 6.25 動機づけ

8 21.5 157 106 4.8 - - 10 .3 10.08 情報提供

9
21.2 143 116 6.5 なし なし 9.7 4.01

情報提供

10
26.8 142 173 5.6 - - なし 1.81

情報提供

11
24.3 108 253 8.2 - +++ なし 0.49

情報提供

データバンクシステム 平成25年度 様式5-8 人工透析患者の推移より（平成26年6月現在）

10．研修会での医療関係者からの意見

県内の状況を知ることが出来た。

示された健診データから、蛋白尿には注意
が必要だと感じた。

自分に任されている仕事に活かしたい。

岐阜県における透析患者数の推移は平成22年度
1,820人から平成25年度2,002人と徐々に増えて、平
成26年度は2,011人と増加が鈍くなってきているが、
減少には転じておらず予防まだまだが必要な状態で
ある。人工透析患者が保有している疾患について
は、高血圧症が81.9％、糖尿病47.9％、高尿酸血症
30.7％という結果から、糖尿病の重症化を予防が重
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要であることもと示した。また透析導入者は健診を
受けておらず、676人中11人が受診という結果であっ
た。その11人の健診データを見ると生活習慣病の治
療を受けており、全身状態が健診データだけでは透
析導入患者であることは捉えにくい状態だった。こ
のことからも医療機関受診をしている人たちも医療
保険者が健診データの把握し、重症化予防をする必
要性と健診データの分析からCKD予防のためには
蛋白尿に注目する必要があることを示せた。県内の
医療関係者である参加者からは、「県内の状況が知
ることができた。」「示された健診のデータから蛋白
尿には注意が必要だと感じた。」など、県内の状況
を知り自分の任されている仕事に生かしたいという
意見が聞かれた。

以上のような県との関わりをした後に、県と保健
所の状況から国保連合会とのデータヘルス計画策定
支援時の連携を考えた。

11．データヘルス計画策定支援時の連携

今後、益々、市町村の保健事業は重要

になる。

しかし、県には、市町村支援のための

データがなく、十分な支援が出来ない。

今後、市町村の保健事業のはますます重要となっ
ていく。県が市町村支援で保健事業についての助言
をし、市町村の保健事業を支えることが必要な状況
であるが、県の保健所には支援を行うのに必要な
データがなく、具体的に保健事業の評価についてま
でも指導ができない状況にある。しかし今後はデー
タヘルス計画を策定し、市町村が評価をしてくこと
になると今のままでは十分な支援ができないと考え
た。

12．国保連合会の取組み

県庁と保健所に、データヘルス計画策定に
参加するよう、依頼した。

データを共有できるよう、市町村に事前了承

を得た。

支援・評価委員会の支援終了後も、県から

データ提示を求めることで、保健所が評価

できるようになる。

そこで連合会は、データヘルス計画策定の支援当
初は県の保健所の役割として健康増進計画・特定健
診実施計画に関わった立場としてデータヘルス計画
策定に参加するように事前に県と保健所に依頼し、
市町村のデータヘルス計画に必要なデータを共有で
きるように保険者に事前に了承を得ておいた。市町
村自体がどんな内容のデータを持って分析している
のかを知ってもらい、支援・評価委員会の支援が終
わった後でも、県が市町村支援に必要なデータの提
示を求めることができ、保健所が評価を含めた支援
ができるようになると考えた。

13．結果 ①

国保連合会と保健所で、支援市町村の状況報

告、支援の方向性について話し合い、進めれる

ようになった。

市町村衛生とのつながりに不安のあった連合

会は、保健所の協力により、市町村との結び

つきが持てるようになった。

【例】ある保健所では、管内10市町村に、保健

事業の評価につながる研修を共同で企画し、

連携の広がりを見せている。
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13．結果 ②

平成22～24年度の国保ヘルスアップ事業につい

て、県は市町村が実施するものと捉えていた。

今回は指針により、県の積極的な関わりが示さ

れたが、それだけで連携が出来るわけではない。

連合会の取組みにより、県と市町村の双方の

メリットを示したことにより、連携につながったと

考える。

まだ支援途中ではあるが現在、支援保険者を管轄
している保健所とは保険者の状況を報告しあい、支
援の方向性を話し合って進めていっている。保健所
の支援によって、衛生とのつながりに不安があった
連合会と保険者を結んでもらえている。その中の１
保健所では管轄している10市町村に向けて、保健事
業の評価につながる研修を共同で企画し、連携の広
がりもみせている。保健所と連合会が保険者を支援
したことで研修の必要性を感じ、市町村に呼びかけ
て実現していっている。

まとめ　平成22年から24年にかけて実施されてき
た国保ヘルスアップ事業では、保険者だけが実施す
る事業ととらえられていたため保険者に対して都道
府県が積極的に関与していなかったと報告され、今
回の国保ヘルスアップ事業では「保健事業実施指針」
の第６に都道府県の役割を示し、連携をとってくこ
とを提示された。しかしそれだけでは連携が行えな
かった。今回の事例では、自分たちが何をしたいの
かどのような協力をして欲しいのかを連合会側が示
し、連携の双方のメリットを打ち出したことが連携
につながったと考える。以上のことより、連合会は
求められたデータを提供するだけではなく、データ
上でわかる市町村の状況を県・保健所に提示した
り、県内で課題になる状況について、県とともに考
え、まとめたり研究することで県・市町村の支援を
していく役割があると考える。　




