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6 資料編 

6.1 用語解説 

      

初出頁 用語 解説 

【あ】 

24 悪性新生物 
癌や悪性腫瘍を示す。体内で発生し，過剰に増えてしまった組織（＝腫

瘍）を「新生物」と呼び，癌細胞などの悪性の新生物（＝悪性の組織）

のことを，「悪性新生物」と言う。 

【か】 

34 拡張期血圧 
心臓が拡張したときの血圧。全身を循環する血液が肺静脈から心臓へ戻

った状態で，血圧が最も低くなるため，最低血圧とも呼ばれる。 

26 屈折及び調節の障害 遠視，近視，乱視，老視等眼や視力に関する病気。 

55 クレアチニン 

主に腎機能の指標に用いられる数値で，筋肉中に含まれるクレアチン（筋

肉を動かす時に必要なエネルギー物質）というアミノ酸が分解されたあ

とに出てくる老廃物。この数値が高いと腎機能低下や筋肉疲労の可能性

がある。 

24 くも膜下出血 
脳の表面をおおう膜のひとつである「くも膜」の下に出血がある状態の

こと。 

6 健康寿命 健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間のこと。 

1 健康日本 21（第 2次) 

健康増進法に基づき策定された国民健康づくり運動のこと。 

平成24年度末で終了した健康日本21を全部改正したものであり，「健康寿命

の延伸と健康格差の縮小」，「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」，

等が基本方針として挙げられ，目標設定と評価や普及活動をすることが盛り込まれ

ている。 

9 高血圧性疾患 
高血圧そのものと高血圧状態が継続することにより，さまざまな臓器障害を来したも

のの総称。 

6 高齢化率 
65歳以上の高齢者人口が，総人口に占める割合。 

高齢化率（％）＝高齢者人口÷（総人口－年齢不詳人口）×100 

【さ】 

9 脂質異常症 

血液中の LDL コレステロールや中性脂肪が多すぎたり，HDL コレステロールが少な

い状態が持続している状態。放置すると，血管が狭くなる要因となる。平成 19 年

に「高脂血症」から「脂質異常症」に名称が変更された。 

6 死亡率 ある集団に属する人のうち，一定期間中に死亡した人の割合。 

24 
重症急性呼吸器症候群 

（SARS） 

SARS コロナウイルスを病原体とする新しい感染症のこと。 

SARS患者と接した医療関係者や同居の家族など，患者のせきを浴びたり，痰や

体液等に直接触れる等の濃厚な接触をした場合に感染し，2 日～7 日，最大

10日間程度の潜伏期間を経て発症する。 

14 終了率 特定保健指導の終了者数（＝完了者数）を，対象者数で除した割合。 

26 
症状，徴候及び異常臨床検査

所見で他に分類されないもの 

診断の際，徴候や症状が一過性のもので，その原因を決定できなかったもの，その

後の観察又は治療を受けるための来院がなかったため仮に診断されたもの，診断が

おりる前に観察又は治療のため他所へまわされたもの等がこの病名に区分される。 

12 人工透析 
腎不全や尿毒症等で腎臓の機能が阻害され，体内の老廃物を除去できなくなった

場合等に人工的に血液を浄化する方法。 
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初出頁 用語 解説 

9 腎不全 

腎臓の機能が持続的に低下した状態で，ひどくなると老廃物が排泄されなくなり，

尿が作られなくなる。 

末期には定期的な人工透析療法または腎移植が必要になる。 

7 生活習慣病 
食生活・運動・休養・喫煙・飲酒等の生活習慣が原因で発症・進行する病気の総

称。 

38 積極的支援 

特定保健指導対象者のうち，64 歳以下で，腹囲・喫煙を含めたリスクが 3 つ以

上ある者に対して行われる保健指導。健診結果や，運動や食事等の生活習慣を

踏まえ，改善に向けた行動計画の作成や実行を支援する。原則，初回時に面接

による支援を実施した後，3 カ月以上の継続的な支援を行い，3～6 か月後に評

価を行う。 

19 総医療費 保険適用される医療費の総額。 

26 その他の消化器系の疾患 
口や腸等の消化器系の病気のうち，口内炎，胃及び十二指腸のポリープ，ヘルニ

ア，過敏性腸症候群や消化器系の処置後の障害，胃腸出血等の病気。 

29 その他の神経系の疾患 

脳，脊髄，末梢神経系に起こる病気のことで，パーキンソン病，アルツハイマー病，

てんかん，脳性麻痺，自律神経系の障害を除外したもの。脳炎，筋ジストロフィー，

顔面麻痺等がある。 

9 
その他の内分泌・栄養及び代謝

疾患 

ホルモン分泌の異常，内分泌疾患および栄養やエネルギー代謝の障害により引き

起こされる代謝疾患で，甲状腺障害と糖尿病を除外したもの。主なものとして脂質

異常症がある。 

24 その他の眼及び付属器の疾患 
眼等に関する病気のうち，結膜炎，白内障，近視や乱視，老眼等の屈折や調

節の病気を除外した目や瞼等の病気。ものもらい，斜視，眼精疲労等がある。 

【た】 

34 中性脂肪 
グリセリンと脂肪酸とが結合した単純脂質。動物では皮下・腹壁などに蓄えられるい

わゆる脂肪のこと。 

24 疾病中分類 

世界保健機関（WHO）より公表されている「疾病及び関連保健問題の国際統

計分類」（略称，国際疾病分類：ICD）に準じて定められたものであり，社会保

険の分野で疾病統計を作成する際の統一的基準として広く用いられているもの。平

成 2 年の第 43 回世界保健総会で採択された第 10 版が ICD-10 として知られ

ている。ICD-10 では，分類はアルファベットと数字により符号されており，最初のア

ルファベットが全 21章から成る大分類（U を除く），続く数字が中分類を表してい

る。 

1 データヘルス計画 

特定健康診査の結果やレセプト等のデータ，介護保険の認定状況等を活用し，

PDCA サイクルの考えに基づき，効果的かつ効率的な保健事業を行うための実施

計画。 

19 電子レセプト 医療機関が診療報酬の請求を紙レセプトに替えて電子媒体に収録したもの。 

38 動機付け支援 

特定保健指導対象者のうち，65 歳以上の者及び腹囲・喫煙を含めたリスクが 2

つ以下の者に対して行われる保健指導。健診結果や，運動や食事等の生活習慣

を踏まえ，改善に向けた行動計画の作成や実行を支援する。原則，面接による 1

回の支援を実施し，3～6 カ月後に評価を行う。 

24 
統合失調症，統合失調症型障

害 

思考や行動・感情をとりまとめて物事に取り組めない状態が持続し，そのため仕事

や対人関係，日常生活に支障をきたす精神疾患。妄想や幻覚・感情の平板化な

どの症状がある。 

9 糖尿病 

血液中のブドウ糖濃度が高い状況を高血糖と呼び，高血糖が持続した状態。血糖

をコントロールするインスリンを作り出すβ細胞が破壊され，インスリン分泌がほとんど

ない「1 型糖尿病（インスリン依存型糖尿病）」，インスリン分泌や機能が低下し

た「2 型糖尿病（インスリン非依存型糖尿病）」，ほかの病気の影響で発症する

「二次性糖尿病」の３つに大別される。 

日本でほぼ８割以上を占める「2型糖尿病」は，生活習慣病のひとつとされている。 

2 特定健康診査 

平成 20年 4月から開始された，40歳～74歳の健康保険加入者を対象とする

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健康診査のことで，40 歳

代から増える生活習慣病を早期に発見することを目的とする。 

11 特定保健指導 
生活習慣病の予防を目的に，特定健康審査結果から発症リスクが高い方を対象

とした，生活習慣の改善に向けた支援のこと。 
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初出頁 用語 解説 

【な】 

26 脳内出血 
血管が切れ脳内に出血する病気のこと。高血圧による高血圧性脳内出血が最も

多い。 

【は】 

24 白血病 

白血球の悪性腫瘍。血流のなかに病的な幼若細胞(白血病細胞)が現れ，肝，

脾，腎，肺，脳，リンパ節などで増殖し，出血，悪液質，感染症などの合併症

を起こす。 

19 被保険者 1人当たり医療費 保険適用される医療費の総額を国民健康保険被保険者数で除した医療費。 

【ま】 

15 
メタボリックシンドローム（＝メタ

ボ，内蔵脂肪症候群） 

お腹のまわりの内臓に脂肪が蓄積した内臓脂肪型肥満に加え，高血圧，高血糖，

脂質異常の危険因子を 2 つ以上もった状態をメタボリックシンドローム（通称，メタ

ボ）という。 

24 免疫機構 
外部からの病原体などの侵入に対して生体が異物と認識し，再度その異物が侵入

した場合にその病気から生体を守ろうとする機構の総称。 

24 妄想性障害 持続した妄想が続く精神病性の精神障害のこと。 

【や】 

34 有所見者 
特定健康診査結果の数値が基準値より高い，あるいは低い等の異常があると判定

された人。 

15 予備群 病気になる可能性がある人々のこと。 

【ら】 

1 レセプト（診療報酬明細書） 
医療機関等が医療費等を保険者に請求するための書類で，病名，薬剤名，検

査名等の医療費の明細が記載されている。 

【A】 

34 ALT 
アミノ酸の合成に必要な酵素。肝臓に多く含まれ，肝臓病 (急性・慢性肝炎・脂

肪肝，アルコール性肝炎など) などが原因でこの数値が高くなる。 

【B】 

34 BMI 
「BMI 指数＝体重（kg）÷（身長（m）×身長（m））」で算出される体格

指数のことで，肥満度を測るための標準的な指標。 

【H】 

34 HbA1c 

糖尿病の診断・治療において血糖値に並ぶ重要な指標の一つで，採血直前の食

事の影響を受けず過去およそ 1～2カ月間の平均的な血糖レベルを推測することが

できる。 

34 HDL コレステロール（HDL-C） 
「善玉コレステロール」とも呼ばれ，体の隅々の血管壁に溜まった余分なコレステロー

ルを抜き取って肝臓に運ぶ機能がある。動脈硬化などを防ぐ役割がある。 

【K】 

4 KDB 

国民健康保険中央会が開発したデータ分析システム。 

特定健康診査結果やレセプト，介護保険等に係る情報を利活用し，統計情報

等を保険者向けに情報提供し，保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実施

をサポートすることを目的として構築された。 

【L】 

34 LDL コレステロール（LDL-C） 
「悪玉コレステロール」とも呼ばれ，肝臓から血管にコレステロールを運ぶ機能がある。

数値が高くなると，血管に沈着して動脈硬化の原因になる。 

【P】 

3 PDCA サイクル 
業務プロセス管理手法の 1 つ。Plan（計画），Do（実行），Check（評価），

Act（改善）を繰り返して行うことで継続的に改善するもの。 
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6.2 分析データ一覧 

該当頁 図表 出典 

4 表 2-1 産業構成率（産業別の就業者の割合） KDBデータ「人口及び被保険者の状況」 

6 図 2-2 性別・年齢階層別人口構成 
人口:調布市統計データ， 

被保険者数:KDBデータ 

6 表 2-2 高齢化率，健康寿命及び死亡率 
KDB データ「健診・医療・介護データからみ

る地域の健康課題」，「地域の全体像の把握」 

7 図 2-3 被保険者数の推移 KDBデータ「人口及び被保険者の状況」 

7 表 2-3 平均年齢の推移 
KDB データ「健診・医療・介護データからみ

る地域の健康課題」 

8 図 2-4 被保険者数の構成（性別・年齢階層別） KDBデータ「人口及び被保険者の状況」 

8 図 2-5 加入期間ごとの人数 調布市医療費分析データ 

9 図 2-6 加入事由別割合 調布市医療費分析データ 

9 図 2-7 社会保険離脱者の疾病ランキング（点数） 調布市医療費分析データ 

10 図 2-8 社会保険離脱者の疾病ランキング（患者数） 調布市医療費分析データ 

15 表 2-7 第2期実施計画の目標値と実施結果（特定健診） 法定報告データ 

15 
表 2-8 第2期実施計画の目標値と実施結果（特定保健指

導） 
法定報告データ 

19 表 3-1 総医療費の推移 KDBデータ「地域の全体像の把握」 

19 図 3-1 平成24年度を100とした総医療費の推移（入院） KDBデータ「地域の全体像の把握」 

20 図 3-2 平成24年度を100とした総医療費の推移（外来） KDBデータ「地域の全体像の把握」 

21 表 3-2 被保険者1人当たり医療費の推移 KDBデータ「地域の全体像の把握」 

21 
図 3-3 平成24年度を100とした被保険者1人当たり医療

費の推移（入院） 
KDBデータ「地域の全体像の把握」 

21 
図 3-4  平成24年度を100とした被保険者1人当たり医

療費の推移（外来） 
KDBデータ「地域の全体像の把握」 

22 
表 3-3 受診率（被保険者1,000人当たりのレセプト件数）

の推移  
KDBデータ「地域の全体像の把握」 

22 
図 3-5 平成24年度を100とした受診率（被保険者1,000

人当たりのレセプト件数）の推移（入院） 
KDBデータ「地域の全体像の把握」 

22 
図 3-6 平成24年度を100とした受診率（被保険者1,000

人当たりのレセプト件数）の推移（外来） 
KDBデータ「地域の全体像の把握」 

23 図 3-7 性別・年齢階層別の被保険者1人当たり医療費 KDBデータ「医療費の状況」 

24 表 3-4 疾病中分類別医療費の状況 KDBデータ「疾病別医療費分析（中分類）」 

25 図 3-8 疾病中分類別総医療費（上位10疾病） KDBデータ「疾病別医療費分析（中分類）」 

25 図 3-9 疾病中分類別レセプト件数（上位10疾病） KDBデータ「疾病別医療費分析（中分類）」 

25 
図 3-10 疾病中分類別レセプト1件当たり医療費（上位10

疾病） 
KDBデータ「疾病別医療費分析（中分類）」 

26 表 3-5 男性・年齢階層・疾病中分類別医療費の状況 KDBデータ「疾病別医療費分析（中分類）」 

27 表 3-6 女性・年齢階層・疾病中分類別医療費の状況 KDBデータ「疾病別医療費分析（中分類）」 

28 
図 3-11 受診者全体を100とした，1%刻みの1人当たり

医療費 

KDBデータ「厚生労働省様式（様式１－１） 

（基準金額以上となったレセプト一覧）」 

28 
図 3-12 上位５％を除き，受診者全体を100とした，1%

刻みの1人当たり医療費 

KDBデータ「厚生労働省様式（様式１－１） 

（基準金額以上となったレセプト一覧）」 

29 表 3-7 高額医療受療者の主傷病（入院）：総医療費順 
KDBデータ「厚生労働省様式（様式１－１） 

（基準金額以上となったレセプト一覧）」 
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該当頁 図表 出典 

29 表 3-8 高額医療受療者の主傷病（外来）：総医療費順 
KDBデータ「厚生労働省様式（様式１－１） 

（基準金額以上となったレセプト一覧）」 

30 
図 3-13 高額医療受療者における基礎疾患の受療状況（入

院・外来） 

KDBデータ「厚生労働省様式（様式１－１） 

（基準金額以上となったレセプト一覧）」 

31 図 3-14 特定健診受診率の推移 
法定報告データ「特定健診・特定保健指導実施

結果総括表（TKCA002）」，KDBデータ「健

診の状況」 

32 図 3-15 性別・年齢階層別特定健診受診者数・未受診者数 KDBデータ「健診の状況」 

32 図 3-16 性別・年齢階層別特定健診受診率 KDBデータ「健診の状況」 

33 表 3-9 5年間の受診回数 KDBデータ「被保険者管理台帳」 

33  表 3-10 特定健診受診有無と生活習慣病治療有無の状況 KDBデータ「健診の状況」 

34 図 3-17 有所見者の状況 
KDBデータ「厚生労働省様式（様式６－２～7） 

（健診有所見者状況（男女別・年代別）」 

35 図 3-18 東京都を基準とした有所見者の状況（男性） 
KDBデータ「厚生労働省様式（様式６－２～7） 

（健診有所見者状況（男女別・年代別）」 

35 図 3-19 東京都を基準とした有所見者の状況（女性） 
KDBデータ「厚生労働省様式（様式６－２～7） 

（健診有所見者状況（男女別・年代別）」 

36 表 3-12 腹囲基準別リスク保有状況 KDBデータ「健診ツリー図」 

36 表 3-13 医療機関受療勧奨対象者の状況 KDBデータ「保健指導対象者一覧」 

37 図 3-20 メタボ該当者等の割合の推移 法定報告データ 

37 図 3-21 年齢階層別メタボ該当者等の割合 法定報告データ 

38 図 3-22 特定保健指導対象者の割合の推移 法定報告データ 

38 図 3-23 年齢階層別特定保健指導対象者の割合 法定報告データ 

39 図 3-24 特定保健指導実施率の推移 法定報告データ 

39 図 3-25 特定保健指導実施率（性別・年齢階層別） 法定報告データ 

40 
図 3-26 特定保健指導対象者の減少率（利用者・未利用者

別） 
法定報告データ 

40 図 3-27 特定保健指導新規該当者・改善者の人数 法定報告データ 

41 図 3-28 調布市における介護給付費の推移 介護保険データ 

41 図 3-29 調布市における要介護認定者数の推移 介護保険データ 

42 表 3-14 国保被保険者における要介護認定者の状況 
KDB データ「医療・介護の突合（要介護認定

率）」 

42 図 3-30 国保被保険者における要介護認定者の有病状況 KDBデータ「医療・介護の突合（有病状況）」 
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6 資料編  

6.3 平成30(2018)年度保険者努力支援制度(市町村分)について(抜粋) 

特定健康診査の受診率 

達
成
基
準 

① 第二期特定健康診査等実施計画期間における目標値（60％）を達成しているか。 

② ①の基準は達成していないが、受診率が全自治体の上位３割に当たる○○％11を達成しているか。 

③ ①及び②の基準は達成していないが、受診率が全自治体の上位５割に当たる○○％を達成しているか。 

④ 平成 26年度の実績と比較し、受診率が○ポイント以上向上しているか。 

特定保健指導の実施率 

達
成
基
準 

① 第二期特定健康診査等実施計画期間における目標値（60％）を達成しているか。 

② ①の基準は達成していないが、実施率が全自治体の上位 3割に当たる○○％を達成しているか。 

③ ①及び②の基準は達成していないが、実施率が全自治体の上位 5割に当たる○○％を達成しているか。 

④ 平成 26年度の実績と比較し、実施率が○ポイント以上向上しているか。 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率（平成27年度の実施を評価） 

達
成
基
準 

① 第二期特定健康診査等実施計画期間における目標値（25％）を達成しているか。 

② ①の基準は達成していないが、減少率が全自治体の上位 3割に当たる○○％を達成しているか。 

③ ①及び②の基準は達成していないが、減少率が全自治体の上位 5割に当たる○○％を達成しているか。 

④ 平成 26年度の実績と比較し、減少率が○ポイント以上向上しているか。 

重症化予防の取組の実施状況 

達
成
基
準 

以下の基準を全て満

たす糖尿病性腎症重

症化予防の取組を実

施しているか。 

①対象者の抽出基準が明確であること 

②かかりつけ医と連携した取組であること 

③保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること 

④事業の評価を実施すること 

⑤取組の実施にあたり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病対策推進会議等との連携（各

都道府県による対応策の議論や取組内容の共有など）を図ること 

※取組方法については、受診勧奨、保健指導、受診勧奨と保健指導を一体化した取組等の中から

地域の実情に応じ適切なものを選択する。 

以上①～⑤の基準を

全て満たす取組を実

施する場合、その取組

は以下を満たすか。 

⑥受診勧奨を、全ての対象者に対して、文書の送付等により実施していること。また、実施後、対象

者の受診の有無を確認し、受診が無い者には更に面談等を実施していること。 

⑦保健指導を受け入れることを同意した全ての対象者に対して、面談、電話又は個別通知を含む方

法で実施していること。また、実施後、対象者の HbA1c、eGFR、尿蛋白等の検査結果を確認し、

実施前後で評価していること。 

地域包括ケア推進の取組 

達
成
基
準 

国保の視点から地域

包括ケアの推進に資

する下記の取組を国

保部局で実施している

か。 

①地域包括ケアの構築に向けた医療・介護・保健・福祉・住まいなど部局横断的な議論の場への国

保部局の参画（庁内での連携） 

②地域包括ケアに資する地域のネットワークへの国保部局の参画または個々の国保被保険者に対す

る保健活動・保健事業の実施状況について、地域の医療・介護・保健・福祉サービス関係者との情

報共有の仕組み（外部組織との連携） 

③KDB・レセプトデータを活用した健康事業・介護予防・生活支援の対象となる被保険者の抽出 

例）KDBで要支援・介護の要因を分析し、その要因に重点的に受診勧奨・保健指導を実施する等 

④国保被保険者を含む高齢者などの居場所・拠点、コミュニティ、生きがい、自立、健康づくりにつな

がる住民主体の地域活動の国保部局としての支援の実施 

⑤国保直診施設を拠点とした地域包括ケアの推進に向けた取組の実施 

⑥後期高齢者医療制度又は介護保険制度と連携した保健事業の実施 

                                                 
11 文中の○○%，○ポイントについて，保国発 0711 第１号「平成 30 年度保険者努力支援制度（市町村分）について」の原

文を掲載。具体的な数値は年度毎に別途国から提示される。 


