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1 計画策定にあたっての方針 

1 計画策定にあたっての方針  

データヘルス計画では、特定健診等の結果及び医療費の分析を行い、当組合の実情に

即した保健事業を計画する。 

以下の基本方針に基づき、データヘルス計画を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1-1 第2期データヘルス計画策定によるPDCAサイクルに基づく保健事業（データヘルス説明会資料（平成29年10

月厚生労働省保険局）をもとに加工） 

 

 計画期間 

第2期データヘルス計画の計画期間は平成30年度～平成35年度の6年間とする。また、

平成32年度を中間評価年度と位置づける。 

基本 

方針 

 当組合の特色、特徴を踏まえた保健事業を計画する。 

 特定健診等の結果やレセプトデータ等の健康・医療情報を活用して、当組合の健

康課題を明確にする。 

 PDCA サイクルに基づく効果的かつ効率的な保健事業を実施するための実施計

画を策定する。 

 所属所毎の健康課題を把握し、所属所と連携したコラボヘルス推進のための計画

を策定する。 
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2 大阪府市町村職員共済組合の現状 

2 大阪府市町村職員共済組合の現状 

2.1 基本情報（加入者数、所属所数） 

2.1.1 加入者（組合員、被扶養者） 

平成29年9月30日現在の組合員数（任意継続組合員含むは）は50,121人（男性30,547

人、女性19,574人）、被扶養者は51,324人（男性19,358人、女性31,966人）である（図 

2-1）。加入者数は101,445人（男性49,905人、女性51,540人）である。 

加入者全体のうち、40歳以上は38,967人（38.4％）、65～74歳は1,445人（1.4％）

である。 

 

図 2-1 加入者（組合員・被扶養者）構成（年齢階層別）（平成29年9月30日現在） 

 
表 2-1 加入者（組合員・被扶養者）構成（年齢階層別）（平成29年9月30日現在） 

種別 組合員 被扶養者 

年齢階級 男性 女性 計 男性 女性 計 

合 計 30,547 19,574 50,121 19,358 31,966 51,324 

70～74 歳 17 2 19 121 553 674 

65～69 歳 125 7 132 130 490 620 

60～64 歳 1,411 359 1,770 183 796 979 

55～59 歳 3,614 1,629 5,243 85 1,686 1,771 

50～54 歳 4,100 1,902 6,002 67 2,222 2,289 

45～49 歳 4,720 2,732 7,452 79 2,483 2,562 

40～44 歳 4,108 2,877 6,985 62 2,407 2,469 

35～39 歳 3,552 2,788 6,340 64 1,820 1,884 

30～34 歳 3,962 2,884 6,846 153 1,442 1,595 

25～29 歳 3,489 2,804 6,293 367 889 1,256 

20～24 歳 1,374 1,557 2,931 2,215 1,913 4,128 

15～19 歳 75 33 108 3,960 3,807 7,767 

10～14 歳 0 0 0 3,824 3,689 7,513 

5～9 歳 0 0 0 3,908 3,752 7,660 

0～4 歳 0 0 0 4,140 4,017 8,157 

5,000 2,500 0 2,500 5,000

0～4

5～9

10～14

15～19

20～24
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70～74 女性(組合員)

女性(被扶養者)

男性(組合員)

男性(被扶養者)

（人）

（歳）
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3 第1期データヘルス計画の振り返り 

3 第1期データヘルス計画の振り返り 

3.1 第１期データヘルス計画の実施状況 

第1期データヘルス計画では、医療費等の分析により「特定健診・保健指導の実施率

対策」「ハイリスク者に対する重症化予防事業」「禁煙事業」を重点に実施した。 

事業の実施状況と振り返り（成果・課題）を以下に示す。 

 

特定健診・保健指導の実施率対策 

実施内容 
各所属所について、所属職員のリスク状況、対策となる保健事業の状況がわか
る健康度シートを作成し、配付した。 

実施状況 
平成28年７月、所属所向けデータヘルス事務研修会を開催した際に職員50名以
上の所属所69か所に配付。不参加の所属所に対しては郵送で配付した。 

成果 
高危険者及び危険者の人数等を所属所単位で把握してもらい、組合員（職員）に
対する健康維持・推進の向上を図るきっかけとすることができた。 

課題 

各種分析結果の案内に留まり、健康度シート活用方法の提案が限定的であった。
所属所の実情にマッチした、有効と思われる取り組みメニューの提示がきめ細
かくできる内容改善が必要である。本シートの有効活用により、コラボヘルス
推進の材料となるものと考える。 

 

ハイリスク者に対する重症化予防 

実施内容 
重症化予防のためハイリスク者（高血圧、高血糖、人工透析）かつ未受診者に対
しての受診勧奨を実施した。 

実施状況 
平成28年11月～平成29年５月の期間で実施。174名に対し指導票を送付し、32
名から返信があった。 

成果 
返信者32名中26名に、保健師による電話保健指導・受診勧奨を実施。（対象者の
15％） 

課題 
来年度以降は、対象者が過去の受診勧奨を受けているかを確認し、対応方法を
検討する。重症化予防の重要性について、一層の啓発を行い、発症・重症化前の
受診、生活習慣改善の必要性を発信する。 

 

禁煙対策 

実施内容 

①禁煙セミナーを実施した。 

②禁煙コンテストを実施した。通信講座で、介入のないコース（5千円）から保
健師による電話サポート付きコース（1万5千円）にし、禁煙達成に向け、内容
を変更。 

③所属所に教材を貸し出した。（10本/日1年間喫煙時のタール量が視認できる
サンプル） 

実施状況 
平成28年11月23日に「タバコセミナー」を実施し、12月26日から平成28年度
のコンテストを実施。タールサンプルは2回貸し出した。 

成果 
平成28年度コンテスト参加者7名→4名成功 

平成28年度セミナー5名参加→コンテストに2名参加 

課題 
参加者数が少なく、広報の仕方について再考を要する。タールサンプルについ
ては共済派遣型特定保健指導時に活用する。 
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3 第1期データヘルス計画の振り返り 

3.2 疾病予防区分から見た保健事業の整理 

現在、当組合で実施している保健事業は、疾病の予防及び早期発見を目的とした人間

ドックをはじめとする各種検診を行う2次予防を目的とした保健事業を実施している。 

平成28年度に実施した保健事業について、疾病予防の区分ごとに整理した結果を以下

に示す。 

 

表 3-1 疾病予防区分から見た保健事業 

疾病予防
の区分 

考え方 

第1期データヘルス計画にて実施し
ている主な保健事業 

太字は第1期データヘルス計画にて
新規に実施した事業 

一次予防 

適正な食事や運動不足の解消、禁煙や適
正飲酒、そしてストレスコントロールと
いった健康的な生活習慣づくりの取り組
み（健康教室、保健指導など）や予防接
種、環境改善、事故の防止※などが一次
予防にあたる。 

※事故の防止とは転倒などの傷害発生の
予防を意味する。 

所属所による疾病予防・食生活指導・
ブラッシング指導講習会等開催及び
所属所への費用補助 

ウォーキングイベント 

体育奨励（体力測定、夏季プール割
引、スキー場リフト等割引利用、アス
レチック施設利用補助） 

いつでも電話健康相談 

禁煙サポート 

情報提供冊子の配付 

育児誌斡旋配付 

二次予防 

病気の早期発見と早期治療によって病気
が進行しないうちに治してしまうことを
いう。生活習慣病健診、各種がん検診及
び人間ドックなどの検診事業による病気
の早期発見や、早期の医療機関受診など
が二次予防にあたる。 

特定健康診査（特定健診実施率向上） 

特定保健指導（特定保健指導実施率
向上） 

人間ドック補助費用 

オプション検査費用 

大腸検診 

生活習慣病重症化予防 

メンタルヘルス 

三次予防 
適切な治療により病気や障害の進行を防
ぐことをいう。リハビリテーションは三
次予防に含まれる。 

 

その他  
ジェネリック医薬品普及促進 

医療費通知 
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3 第1期データヘルス計画の振り返り 

3.3 第2期データヘルス計画に向けての課題 

第1期データヘルス計画にて新規に実施している保健事業について、実施結果等の振

り返り結果を踏まえ、第2期データヘルス計画に向けての課題を整理する。 

 

1 特定健診・特定保健指導実施率向上に関する施策 

 平成29年度の取り組みの中で、課題を抽出し、平成30年度の円滑な実施につなげる。 

→特定保健指導の受け皿として、集合契約、共済派遣型、人間ドック当日実施の3類

型があるが、相互に補完しあえるように実施する。 

 特定保健指導について、所属所ごとに平成30年度以降の対応を検討する。 

 特定保健指導実施率向上において、共済派遣型特定保健指導を主たる方法として定

着させていくためには、所属所の協力が不可欠であり、コラボヘルスに関する研修

会の実施を検討する。 

 人間ドック実施機関に対し、当日の特定保健指導実施可否について確認し、特定保

健指導の実施率向上を図る。 

 

2 重症化予防受診勧奨 

 健診リスクのある人に対し、早期の医療機関を受診してもらうため、目的にあった

実施時期、対象者抽出条件、実施方法を検討する。 

 レセプトデータを活用し、受診勧奨対象者が医療機関に受診しているか否か受診状

況を確認する。 

 

3 禁煙事業（禁煙サポート） 

 当組合が実施している禁煙コンテストを通年で提供する商品が平成30年度以降か

ら開始予定であり、実施による効果を検証した上で、実施時期、実施内容を決定す

る。 

 所属所と連携し、喫煙によるリスクを警鐘するポスター掲示等の啓発を行う。 

 他保険者の好事例を収集し、既存事業の実効性があがるよう、実施方法を研究する。 

 

4 歯科保健事業 

 歯科医療費の増加、歯周病と生活習慣病の関連などの健康課題に対し、歯科に関す

る保健事業の実施について実施内容、実施方法を検討する。 
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4 データ分析の結果に基づく健康課題 

4 データ分析の結果に基づく健康課題 

医療費及び特定健診等の分析結果に基づく健康課題について整理する。 

（表 4-1） 

 

表 4-1 データ分析の結果に基づく健康課題 

データ分析の結果 健康課題 

加入者（組合
員 ・ 被 扶 養
者）の状況 

平成24年度と比較し、加入者全体は減少している。 

組合員の男性は減少、女性はわずかに増加している。 

被扶養者は男性、女性とも平成24年度より年々減少
している。 

加入者は減少しているが、総医療
費が増加（~平成27年度）、
外来の受診率の増加の要因とし
て、組合員及び被扶養者の健康
度に起因するものと考える。 

 

組合員及び被扶養者の健康保
持増進及び医療費適正化を目
的とした対策が必要である。 

医療費の状況 

平成28年度のレセプト発生者数は、平成26年度と比
較し、ほぼ変動がない。 

平成28年度の医療費総額は、平成26年度と比較し、
わずかに減少している。 

組合員における疾病別一人当たり医療費は、入院「新
生物」「内分泌、栄養及び代謝疾患」「循環器系の疾
患」、外来「新生物」「内分泌、栄養及び代謝疾患」
「循環器系の疾患」「腎尿路生殖器系の疾患」が全国
より高い。 

 

 

生活習慣病発症・重症化対策 

 

高血圧対策 

糖尿病対策 

腎不全対策 

 

総医療費の高額な「高血圧性疾
患」「糖尿病」「腎不全」が課題で
ある。 

 

 

生活習慣病関連疾患の医療費が大きい疾病は「高血
圧症」「糖尿病」「腎不全」である。 

6大がんのうち、医療費が大きい疾病は「乳がん」「肺が
ん」「大腸がん」である。 

 

現在当組合として実施している
がん検診への受診勧奨 

 

がんに関する医療費が高い「乳が
ん」「肺がん」「大腸がん」の早期発
見が課題である。 

検診受診の勧奨が必要である。 
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4 データ分析の結果に基づく健康課題 

データ分析の結果 健康課題 

特定健診等結
果の状況 

平成28年度の特定健診実施率は、全体70.8%であ
る。 

 

特定健診受診勧奨 

 

実施率が目標（90%）に達して
いないため、特定健診未受診者
への対策が課題である。 

 

平成28年度の特定保健指導実施率は、全体2.9%
である。 

 

特定保健指導利用勧奨 

 

実施率が目標（40%）に達して
いないため、特定保健指導未利
用者への対策が課題である。 

 

平成28年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群者の
割合は、25.1%であり、60～64歳36.7%、55～59
歳30.8%、65～69歳30.5%の順に割合が高い。 

 

メタボ対策 

 

55歳以降の内臓脂肪症候群該
当者・予備群者の割合が30%を
超えているため、40歳代からのメタ
ボ対策が必要である。 

平成28年度の肥満リスク（BMI25以上あるいは
BMI25未満にもかかわらず腹囲リスクあり）者は
10,439人（35.3％）である。うちBMI 30以上は
1,371人（4.6%）である。 

平成28年度の血圧リスク（保健指導以上）者は
8,919人（30.2％）である。うち高危険レベルのリスク
者は265人（0.9％）である。 

 

 

 

生活習慣病発症・重症化対策 

 

血圧、血糖、脂質リスク保有者の
医療機関への早期受診による生
活習慣病重症化予防が必要であ
る。 

平成28年度の血糖リスク（保健指導以上）者は
8,919人（47.3%）である。うち高危険レベルのリスク
者は330人（1.1％）である。 

平成28年度の脂質リスク（保健指導以上）者は
6,709人（22.7%）である。うち高危険レベルのリスク
者は39人（0.1％）である。 

平成28年度の喫煙者は5,630人（19.1%）であ
る。 

 

禁煙対策 

 

生活習慣病発症予防として、禁
煙対策が必要である。 

 

 



 

 

 8   

 

5 データヘルス計画の取組 

5 データヘルス計画の取組 

5.1 データヘルス計画（平成30年度～平成35年度） 

5.1.1 基本方針 

第2期データヘルス計画は、「生活習慣病発症・重症化予防対策」「特定保健指導実施

率の向上対策」を重点施策とし推進する。 

また、第1期データヘルス計画にて実施し、引き続き第2期データヘルス計画において

も実施する保健事業、所属所との連携をより図り、加入者の健康保持増進を努める。 

 

 

 

5.1.2 データヘルス計画（平成30年度～平成35年度） 

医療費及び特定健診等結果の結果から明らかとなった健康課題を解決するため、平成

30年度～平成35年度において、第2期データヘルス計画にて実施する保健事業を表 

5-1に示す。中間評価（平成32年度）時において、平成30年度及び平成31年度の実施状

況を確認し、必要に応じて実施内容を見直す。 

 

表 5-1 第2期データヘルス計画にて実施する保健事業 

解決する健康課題 実施する事業 

 

生活習慣病発症・重症化

対策 

 

 

 生活習慣病重症化予防 

生活習慣病発症・重症化予防対策 

特定保健指導実施率の向上対策 

加入者の健康保持増進に関する保健事業 

所属所との連携（コラボヘルスの推進） 

PLAN 計画 

CHECK 評価 

DO 実施 ACT 改善 

拡充 

重点施策 
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5 データヘルス計画の取組 

解決する健康課題 実施する事業 

現在当組合として実施して

いるがん検診への受診勧奨 

 

 

 人間ドック補助費用 

 オプション検査費用 

 大腸検診 

特定健診受診勧奨 

 

 

 特定健康診査（特定健診実施率向上） 

 

 

特定保健指導利用勧奨 

 

 

 特定保健指導（特定保健指導実施率向上） 

 

メタボ対策 

 

 

 疾病予防・食生活指導開催及び補助 

 ウォーキングイベント 

 情報提供冊子の配付 

禁煙対策 

 

 

 禁煙サポート 
 

 

 

所属所との連携（コラボヘ

ルスの推進） 

 

 

 事務担当者説明会（健康度レポート（仮）提供） 

（その他） 

 

 

 

 ブラッシング指導講習会等開催及び補助 

 いつでも電話健康相談 

 育児誌斡旋配付 

 メンタルヘルス 

 ジェネリック医薬品普及促進 
 医療費通知 

 

拡充 

継続 

継続 

継続 

継続 

重点施策 

継続 

重点施策 拡充 
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6 第３期特定健康診査等実施計画 

6 第３期特定健康診査等実施計画 

6.1 第２期特定健康診査等実施計画の振り返り 

当組合では、第1期特定健康診査等実施計画期間の実績や、国の目標を参考に、当組

合では、第2期特定健康診査等実施計画期間の目標を定めました。目標値と実施結果を

表 6-1表 6-2に示す。 

 特定健診 

表 6-1 第2期特定健康診査等実施計画の目標値と実施結果（特定健診）              （単位：％） 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

目標値 66.7 71.3 77.0 82.8 90.0 

実施結果 67.6 66.9 66.8 70.8 未計測 

 

 

 特定保健指導 

表 6-2 第2期特定健康診査等実施計画の目標値と実施結果（特定保健指導）            （単位：％） 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

目標値 3.1 7.0 13.9 31.2 40.0 

実施結果 0.5 1.3 0.8 2.9 未計測 

 

 内臓脂肪症候群該当者及び予備群 

 目標 

平成29年度において、平成24年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及

び予備群の減少率を10％以上とする。 

 

 結果 

表 6-3 第2期特定健康診査等実施計画の実施結果（内臓脂肪症候群該当者及び予備群の割合）   （単位：％） 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

該当者及び 

予備群の割合 
25.4 25.8 25.2 25.1 未計測 
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6 第３期特定健康診査等実施計画 

6.2 第3期特定健康診査等実施計画 

第3期特定健康診査等実施計画（平成30年度～平成35年度）の目標値と実施計画を以

下に示す。 

 

特定健康診査実施率、特定保健指導実施率の目標については、平成29年9月「特定健

康診査等実施計画作成の手引き（第3版）」（案）において目標値（特定健康診査実施率

90%、特定保健指導実施率45%）が示されているため、当組合の特性や状況を踏まえ

た目標値を設定する。 

 

 特定健康診査実施率（目標） 

平成25年度～平成28年度組合員及び家族の推移を勘案し、平成30年度～平成35年度

における対象者数は、組合員27,000人、被保険者11,000人、計38,000人とする。 

 
表 6-4 特定健康診査実施率（目標）、対象者・受診者（推計） 

 

 

 特定保健指導実施率（目標） 

表 6-5 特定保健指導実施率（目標）、対象者・受診者（推計） 

 

 

 特定保健指導対象者の減少率  

平成23年度（特定保健指導対象者数5,888人、動機付け支援対象者3,653人、積極的

支援対象者2,235人）比25%以上の減少を目指す。 

年度

区分 　組合員 被扶養者 　組合員 被扶養者 　組合員 被扶養者 　組合員 被扶養者 　組合員 被扶養者 　組合員 被扶養者

88.0 34.5 90.0 38.2 92.0 41.9 94.0 45.6 95.0 60.5 95.0 77.7

27,000 11,000 27,000 11,000 27,000 11,000 27,000 11,000 27,000 11,000 27,000 11,000

23,760 3,790 24,300 4,200 24,840 4,610 25,380 5,020 25,650 6,650 25,650 8,550

平成33年度 平成34年度 平成35年度

72.5 75.0 77.5 80.0

平成30年度 平成31年度 平成32年度

90.0

38,000

34,20028,500 29,450

受診率(%)

30,400

対象者数(人）
38,000 38,000 38,000 38,000

受診者数(人）
27,550

85.0

38,000

32,300

年度

区分

実施率(%)

対象者数(人）

実施者数(人）

　組合員・被扶養者 　組合員・被扶養者 　組合員・被扶養者 　組合員・被扶養者 　組合員・被扶養者 　組合員・被扶養者

2,171 2,955423 547 848 1,459

5,290 5,472 5,654 5,837 6,202 6,566

35.0 45.08.0 10.0 15.0 25.0

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
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7 データヘルス計画の推進 

7 データヘルス計画の推進 

7.1 計画の公表・周知 

第2期データヘルス計画については、当組合の広報誌及びホームページに掲載するこ

とにより、周知する。なお、所属所に対しては、別途通知する。 

 

7.2 計画の評価及び見直し 

第2期データヘルス計画については、保健事業の毎年の実施及び成果に基づき評価す

るとともに、中間である平成32年度に中間評価を行い、必要に応じ見直しを行う。 

また、計画の最終年度である平成35年度に、計画に掲げた目標の達成状況について評

価を行い、その評価を踏まえ、次期の計画の作成を行う。 

 

7.3 個人情報の保護 

第2期データヘルス計画の策定・実施において、個人情報の保護に関する法律（個人

情報保護法）、大阪府市町村職員共済組合個人情報保護に関する規則（平成17年4月1日･

規程第181号）等を遵守し、個人情報の適切な取り扱いに努める。 

外部委託に際しては、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止、データ利用の範囲・

利用者等を契約書に明記するとともに、委託先の契約尊守状況を管理する。 

 

7.4 その他実施における留意事項 

第2期データヘルス計画の実施において、この計画に定めるもののほか、実施に際し

必要な事項は、別途協議のうえ、必要に応じ定める。 
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7 データヘルス計画の推進 

 

 
 

大阪府市町村職員共済組合 
第２期データヘルス計画（抄） 
 

平成30年3月 

発行 大阪府市町村職員共済組合福祉課 

住所 大阪府大阪市中央区本町橋２番31号 

電話番号 06-6941-0366 


