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① ⼈⼝推計について
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65～74歳人口の割合

75歳以上人口の割合

13.3%
(2016)

11,913

1,428

2,288

6,875

1,321

19.2%

8,808

1,133

2,248

4,529

898

12.9%

25.5%

資料：2016年までは総務省統計局「国勢調査」および「⼈⼝推計」、2020年以降は国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の将来推計⼈⼝（平成29年4⽉推計）中位推計」

推計値
（⽇本の将来⼈⼝推計）

実績値
（国勢調査等）

13.9%
(2016)

12.0%

7,656

1,768

1,691

12,693

1,578

今後の年齢階級別人口の推計

○ 今後、日本の総人口が減少に転じていく中、高齢者（特に75歳以上の高齢者）の占める割合は増
加していき、2055年には人口の4人に1人が75歳以上となると推計。

平成30年10月10日
第114回医療保険部会資料
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② ⾼齢者保健事業と介護予防の
⼀体的な実施に関するこれまでの経緯
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４月１日 改正高確法施行
→高齢者の特性に応じた保健指導等が広域連
合の努力義務とされる。

６月２日 経済財政運営と改革の基本方針2016
閣議決定

→「高齢者のフレイル対策については、保険
者が参照するガイドラインの作成・周知や
先駆的な好事例を踏まえた効果的な事業の
全国展開等により、更に推進する。」

12月21日 経済財政諮問会議
経済・財政再生計画改革工程表2016改定版

→平成30年度からの事業の全国的横展開に向
け、ガイドラインの作成が示される。

「高齢者の保健事業のあり方
検討ワーキンググループ」

７月20日 設置

５月26日 経済財政諮問会議
→高齢者の虚弱（フレイル）に対する総合対
策が言及される

12月24日 経済財政諮問会議
経済・財政再生計画改革工程表

→高齢者のフレイル対策の推進が示される
（モデル事業実施（Ｈ２８、２９）、ＷＧ
による効果検証等）

５月 フレイルに関する日本老年医学会からのステートメント → 「フレイル」が提唱される

フレイル対策に関する経緯等

ガイドライン暫定版策定（平成29年４月）

厚生労働科学特別事業「後期高齢者の保健事業のあり方に関する研究」
８月10日 立ち上げ

28年３月 報 告 書
→「フレイル」の概念整理と、取組のエビデンスの検討、ガイドラインの素案を作成。

モ
デ
ル
事
業
実
施

ガイドライン策定（平成３０年４月）

検証

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

平成２７年度

平成２８年度～平成30年度

研究班会議（３回）

研究代表者
鈴木隆雄(国立長寿医療研究センター)

研究分担者
辻一郎(東北大)、原田敦(国立長寿医療研究センター)、吉村典子(東
京大)、葛谷雅文(名古屋大)、清原裕(九州大)、磯博康(大阪大）、
杉山みち子(神奈川県立保健福祉大)、島田裕之(国立長寿医療研究セ
ンター)、近藤克則(千葉大)、津下一代(あいち健康の森健康科学セ
ンター)、石崎達郎(東京都健康長寿医療センター研究所)

〈平成28年度〉
WG（３回）
作業チーム（２回）

座 長 津下一代（あいち健康の森

健康科学総合センター）

構成員 学識経験者、関係団体・保

険者の代表など13名

保険者インセンティブ
・フレイル対策を重点的に評価

・共通指標③
重症化予防の取組

・固有指標②
高齢者の特性（フレイ
ルなど）を踏まえた保
健事業

〈フレイル関係の指標〉

・平成28年度 20億円

・平成29年度 50億円

・平成30年度 100億円

〈特別調整交付金への反映〉

平成30年度からの全国的横展開に向けて、事業推進

厚生労働省保険局高齢者医療課

〈平成29年度〉
WG（２回）
作業チーム（２回）

検証
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「フレイル」とは、『フレイル診療ガイド2018年版』（日本老年医学会／国立長寿医療研究センター、2018）によると「加齢に伴う予備能力低下のた
め、ストレスに対する回復力が低下した状態」を表す“frailty”の日本語訳として日本老年医学会が提唱した用語である。フレイルは、「要介護状

態に至る前段階として位置づけられるが、身体的脆弱性のみならず精神心理的脆弱性や社会的脆弱性などの多面的な問題を抱えやすく、自立
障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスク状態を意味する。」と定義されている。また、「フレイル」の前段階にあたる「プレフレイル」の
ような早期の段階からの介入・支援を実施することも重要である。

予
備
能
力

aging （ 加齢 ）

死亡

no frailty
（ 健康 ） frailty

（ フレイル（虚弱）） disability
（ 身体機能障害 ）

老年症候群老年症候群慢性疾患を併存
（comorbidity）
慢性疾患を併存
（comorbidity）

and/or

相互に影響※

●高血圧 ●心疾患 ●脳血管疾患
●糖尿病 ●慢性腎疾患(CKD) 
●呼吸器疾患 ●悪性腫瘍
●骨粗鬆症 ●変形性関節症等、
生活習慣や加齢に伴う疾患

●認知機能障害 ●めまい ●摂食・嚥下障害
●視力障害 ●うつ ●貧血
●難聴 ●せん妄 ●易感染性
●体重減少 ●サルコペニア（筋量低下）

※ 現時点では、慢性疾患とフレイルの関わりについて継続的に検証されている段階にあることに留意が必要。

高齢者の健康状態の特性等について
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高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドラインの概要

①広域連合が実施することが望ましい保健事業の内容や手順について、科学的知見を踏まえて提示
②広域連合と市町村が協働して、高齢者の健康づくりや介護予防等の事業と連携し実施する場合の役割分担や留意点を提示

１．後期高齢者の
特性に応じた
保健事業

・後期高齢者の特性を挙げ、その特性を踏まえた保健事業に求められるポイントを整理

２．役割分担・
連携

・広域連合と市町村の役割と両者の連携や、国、都道府県、関係機関等の役割などについて整理

【後期高齢者の特性】

・前期高齢者と比べ、加齢に伴う虚弱な状態である
フレイルが顕著に進行。

・複数の慢性疾患を保有し、フレイルなどを要因と
する老年症候群の症状が混在するため、包括的な
疾病管理がより重要。

【保健事業に求められるポイント】

・体重や筋肉量の減少を主因とした低栄養等のフ
レイルに着目した対策が必要。

・生活習慣病の発症予防よりも、重症化予防等の
取組が相対的に重要。

【広域連合の役割】

・健診・レセプト等の情報を包括的、統合的に管理
し、対象者抽出、評価等を行うとともに、市町村
の事業評価を支援。

・事業への積極的なデータ活用等について市町村へ
の周知・啓発。

【市町村の役割】

・広域連合から提供される健康・医療情報等を
活用して地域の疾病構造や健康課題を把握。
介護保険、国保、一般住民を対象とした保健
事業等との整合を図りつつ事業を推進。

等 等

等

連携の下、
保健事業
を推進

３．取組の内容

栄養に関する課題

口腔に関する課題

服薬に関する課題

生活習慣病等の重症
化予防に関する課題

国保等、壮年期の
医療保険から連続
した取組

介護予防と連携し
た取組 支

援
の
入
口

高

齢

者

が
抱

え
る

健

康

上

の
不

安

を

専
門
職
が
サ
ポ
ー
ト

・どのような対象者に、どのような支援を行うかについて整理

入院・再入院防止

③虚弱（フレイル）高齢者対策

④元気高齢者対策

②在宅療養高齢者対策
（重症化予防）

①
不必要な頻回 重点化

対象者の階層

○ 加齢に伴い虚弱等の壮年期とは異なる健康課題を抱える高齢者について、これまで示されていなかった具体的な取組に関する指針として、
高齢者の特性を踏まえた保健事業の考え方や具体的な内容を提示することを目的。

○ 平成28、29年度にモデル実施の高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進事業の検証結果などを踏まえ、「高齢者の保健事業のあり方検討ワー
キンググループ」において検討し、平成30年４⽉に策定。
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87.4%

0.5%
2.7%

5.8%

0.5% 0.5%

1.5%

1.1%

後期高齢者医療制度における保健事業の現状について

事業費の96.4％が健診や人間ドックであり、重症化予防等の取組は進んでいない。

健康診査

健康診査
（詳細項目）

歯科健診

人間ドック

低栄養防止・
重症化予防等

後発医薬品使用促進

重複・頻回受診者等訪問指導

その他

※平成29年度における保健事業の
事業内容別の費用割合
（合計 354億円） 7



健康寿命延伸に向けた取組

○ 健康格差の解消により、2040年までに健康寿命を３年以上延伸、平均寿命との差の縮小を目指す。

○ 重点取組分野を設定、２つのアプローチで格差を解消。
①健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進
・多様な主体の連携により、無関心層も含めた予防・健康づくりを社会全体で推進。
②地域間の格差の解消
・健康寿命には、大きな地域間格差。地域ぐるみで取り組み、格差を解消。
※全都道府県が、健康寿命の最も高い山梨県の水準に到達すれば、男性＋1.07年、女性＋1.43年の延伸。

基盤整備

次世代の健やかな
生活習慣形成等

疾病予防・重症化予防

介護・フレイル予防

健やか親子施策

がん対策・生活習慣病対策等

介護予防と保健事業の
一体的実施

・すべての子どもの適切な生活習慣形成のための介入手法の確立、総合的な支援

・リスクのある事例の早期把握や個別性に合わせた適切な介入手法の確立

・成育に関わる関係機関の連携体制の構築

・個別・最適化されたがん検診・ゲノム医療の開発・推進、受けやすいがん検診の体制
づくり

・インセンティブ改革、健康経営の推進
・健康無関心層も自然に健康になれる社会づくり（企業、自治体、医療関係者等の意識
共有・連携）（日本健康会議等）

・介護予防（フレイル対策(口腔、運動、栄養等)を含む）と生活習慣病等の疾病予防・
重症化予防を一体的に実施する枠組みの構築、インセンティブも活用

・実施拠点として、高齢者の通いの場の充実、認知症カフェの更なる設置等 地域交
流の促進

②地域間の格差の解消①健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進

具体的な方向性 目指す２０４０年の姿重点取組分野

データヘルス 社会全体での取組み

・成育環境に関わらず、すべての子どもが心身ともに健
やかに育まれる。

例）低出生体重児の割合や10代の自殺死亡率を
先進諸国トップレベルに改善する。

・個々人に応じた最適ながん治療が受けられる。

・所得水準や地域・職域等によらず、各種の健康 指標
の格差が解消される。

・身近な地域で、生活機能低下防止と疾病予防・ 重症
化予防のサービスが一体的に受けられる。

例）通いの場への参加率 15％
認知症カフェの設置箇所数 9,500箇所

研究開発

（日本健康会議等）

見える化

平均寿命と健康寿命の差
（山梨県と全国の比較）

(出典)
平均寿命：平成27年簡易生命表、平成27年都道府県別生命表
健康寿命：平成28年簡易生命表、平成28年人口動態統計、

平成28年国民生活基礎調査、平成28年推計人口

平均寿命 健康寿命

72.14

73.21

80.79 80.85

70

75

80

85

90

7.6歳差8.7歳差 縮⼩

引上げ
＋1.07

山梨全国

74.79

76.22

87.05 87.22

70

75

80

85

90

11歳差12.3歳差 縮⼩

＋1.43
引上げ

全国 山梨

＜女性＞＜男性＞

平成30年4月12日経済財政諮問会議
加藤大臣提出資料（一部改変）
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⾼齢者の保健事業と介護予防の⼀体的な実施に関する有識者会議
○有識者会議における検討

・ ⾼齢者の保健事業と介護予防の⼀体的な実施に関して、制度的・実務的な論点について整理するため、有識者会議を
設けて検討。
※ 保健事業・介護予防に係る学識経験者、保険者の代表

者、職能団体の代表者などにより構成。

・同有識者会議の検討状況は、社会保障審議会医療保険部会
及び介護保険部会に報告。報告を踏まえながら、両部会に
おいて制度⾯・実務⾯の観点から議論。
＜有識者会議における主な検討事項＞
（１）⼀体的実施の意義・⽬的
（２）実施内容（効果的な⽀援のあり⽅）
（３）実施主体（市町村と広域連合、保険者間の役割分担）
（４）事業スキーム（財源、計画、ＰＤＣＡ等）
（５）その他

○検討スケジュール
・ ７⽉１９⽇ 医療保険部会開催
・ ７⽉２６⽇ 介護保険部会開催
・ ９⽉ ６⽇ 第１回有識者会議開催
・ ９⽉２０⽇ 第２回有識者会議開催
・１０⽉ ５⽇ 第３回有識者会議開催
・１０⽉２４⽇ 第４回有識者会議開催
・１１⽉２２⽇ 第５回有識者会議開催

検討結果とりまとめ
⇒ 両部会に報告、議論

構 成 員 （敬称略、50⾳順）
有澤 賢⼆ ⽇本薬剤師会常務理事
飯島 勝⽮ 東京⼤学⾼齢社会総合研究機構教授
⽯⽥ 路⼦ ＮＰＯ法⼈⾼齢社会をよくする⼥性の会理事
遠藤 久夫 国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所所⻑
⼤澤 正明 全国知事会理事（群⾺県知事）
鎌⽥久美⼦ ⽇本看護協会常任理事
河本 滋史 健康保険組合連合会常務理事
城守 国⽃ ⽇本医師会常任理事
⼩⽟ 剛 ⽇本⻭科医師会常務理事

近藤 克則 千葉⼤学予防医学センター社会予防医学研究部⾨教授
⿑藤 秀樹 全国⽼⼈クラブ連合会常務理事
⽥中 和美 神奈川県⽴保健福祉⼤学保健福祉学部栄養学科教授

⼀郎 東北⼤学⼤学院医学系研究科教授
津下 ⼀代 あいち健康の森健康科学総合センターセンター⻑
藤井 康弘 全国健康保険協会理事
前葉 泰幸 全国市⻑会副会⻑（三重県津市⻑）
⼭本 賢⼀ 全国町村会副会⻑（岩⼿県軽⽶町⻑）
横尾 俊彦 全国後期⾼齢者医療広域連合協議会会⻑（佐賀県後期

⾼齢者医療広域連合⻑／佐賀県多久市⻑）

道
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③ 改正法の概要
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１．オンライン資格確認の導入 【健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律（高確法）、船員保険法 】
・ オンライン資格確認の導入に際し、資格確認の方法を法定化するとともに、個人単位化する被保険者番号について、個人情報保護の観点から、健康

保険事業の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止（告知要求制限）する。

２．オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】

３．NDB、介護DB等の連結解析等 【高確法、介護保険法、健康保険法】
・ 医療保険レセプト情報等のデータベース（ＮＤＢ）と介護保険レセプト情報等のデータベース（介護ＤＢ）について、各DBの連結解析を可能とするととも

に、公益目的での利用促進のため、研究機関等への提供に関する規定の整備（審議会による事前審査、情報管理義務、国による検査等）を行う。

（DPCデータベースについても同様の規定を整備。）

４．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等 【高確法、国民健康保険法、介護保険法】
・ 75歳以上高齢者に対する保健事業を市町村が介護保険の地域支援事業等と一体的に実施することができるよう、国、広域連合、市町村の役割等に

ついて定めるとともに、市町村等において、各高齢者の医療・健診・介護情報等を一括して把握できるよう規定の整備等を行う。

５．被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化 【健康保険法、船員保険法 、国民年金法、国民健康保険法】
⑴ 被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等を追加する。

⑵ 市町村による関係者への報告徴収権について、新たに被保険者の資格取得に関する事項等を追加する。

６．審査支払機関の機能の強化 【社会保険診療報酬支払基金法、国民健康保険法】
⑴ 社会保険診療報酬支払基金（支払基金）について、本部の調整機能を強化するため、支部長の権限を本部に集約する。

⑵ 医療保険情報に係るデータ分析等に関する業務を追加する（支払基金・国保連共通） 。

⑶ 医療の質の向上に向け公正かつ中立な審査を実施する等、審査支払機関の審査の基本理念を創設する（支払基金・国保連共通）。

７．その他
・ 未適用事業所が遡及して社会保険に加入する等の場合に発生し得る国民健康保険と健康保険の間における保険料の二重払いを解消するため、所

要の規定を整備する。【国民健康保険法】

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等
の一部を改正する法律の概要

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設及びそ
の適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情
報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構
築、被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずる。

改正の趣旨

令和２年４月１日（ただし、１については公布日から２年を超えない範囲内で政令で定める日、２は令和元年10月１日、３並びに６⑵及び⑶は令和２年10
月１日（一部の規定は令和４年４月１日）、５⑵及び７は公布日、６⑴は令和３年４月１日）

施行期日

改正の概要

11



医
療
保
険

介
護
保
険

被用者保険の保健事業
（健保組合、協会けんぽ）

○健康診査のみの実施が
ほとんど

○一部、重症化予防に向けた
個別指導等も実施

後期高齢者広域連合の
保健事業

（広域連合。市町村に委託・補助）

○特定健診、特定保健指導
○任意で、人間ドック
○重症化予防（糖尿病対策等）

保険者により、糖尿病性腎症の患者等に対して、医療機関と連携
した受診勧奨・保健指導等の実施。

○健康経営の取組
・ 保険者と事業主が連携した受動喫煙対策や職場の動線を利用し
た健康づくりの実施。

・ 加入者の健康状態や医療費等を見える化した健康スコアリング
レポート等の活用。

国民健康保険の
保健事業（市町村）

○特定健診、特定保健指導
○任意で、人間ドック
○重症化予防（糖尿病対策

等）
・ 保険者により、糖尿病性

腎症の患者等に対して、
医療機関と連携した受診
勧奨・保健指導等の実施。

○市町村独自の健康増進
事業等と連携した取組

７５歳退職等

６５歳

○一般介護予防事業（住民主体の通いの場）
○介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス（配食
等）、生活予防支援事業（ケアマネジメント）

介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業等（市町村）

国保と後期高齢者の
保健事業の接続の必要性
（現状は、７５歳で断絶）

○フレイル状態に着目した
疾病予防の取組の必要性
（運動、口腔、栄養、社会参加

等のアプローチ）

保健事業と介護予防の
一体的な実施（データ分析、
事業のコーディネート等）

→保健事業との連携による支援メニューの充実の必要性

保健事業と介護予防の現状と課題（イメージ）
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広域連合国（厚生労働省） 市町村

都道府県
（保健所含む）

○保健事業の指針に
おいて、一体的実施
の方向性を明示。

○具体的な支援メニュー

をガイドライン等で提
示。

○特別調整交付金の交
付、先進事例に係る支
援。

○広域計画に、広域連合
と市町村の連携内容を
規定。

○データヘルス計画に、
事業の方向性を整理。

○専門職の人件費等の
費用を交付。

○一体的実施に係る事業の基本的な方針を作成。

○市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事業
との一体的な取組を実施。

（例）データ分析、アウトリーチ支援、通いの場への
参画、支援メニューの改善 等

○広域連合に被保険者の医療情報等の提供を求め
ることができる。

○地域ケア会議等も活用。

○事例の横展開、県内の健康課題の俯瞰的把握、事業の評価 等

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、後期高齢者の保健事業について、

後期高齢者医療広域連合と市町村の連携内容を明示し、市町村において、介護保険の地域支援事業や国

民健康保険の保健事業と一体的に実施。

国保中央会
国保連合会

○データ分析手法の研修・支援、実施状況等の分析・評価 等

必要な援助

事業の一部を民間機
関に委託できる。

＜市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事業との一体的な取組を実施＞

都道府県への
報告・相談

三師会等の
医療関係団体

○取組全体への助言、かかりつけ医等との連携強化 等

（市町村は事業の
実施状況を把握、
検証）
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⾼齢者の保健事業と介護予防の⼀体的な実施（スキーム図）

法

法 は法改正事項※

委託 法



疾病予防・
重症化予防

生活機能の改善高齢者

※フレイルのおそれ
のある⾼齢者全体
を⽀援

保健事業
介護予防の事業等

医療・介護データ解析
④多様な課題を抱える⾼齢者や、

閉じこもりがちで健康状態の不明
な⾼齢者を把握し、アウトリーチ
⽀援等を通じて、必要な医療サー
ビスに接続。

②⾼齢者⼀⼈ひとりの医療・介護等の情報を⼀括把握
③地域の健康課題を整理・分析

かかりつけ医等

⑥社会参加を含む
フレイル対策を
視野に⼊れた取
組へ

⑧通いの場への参加勧奨や、事業内容
全体等への助⾔を実施

①事業全体のコーディネートや
データ分析・通いの場への積極
的関与等を⾏うため、市町村が、
地域に保健師、管理栄養⼠、
⻭科衛⽣⼠等の医療専⾨職を配置

⑦医療専⾨職が、
通いの場等にも
積極的に関与

⑤国⺠健康保険と後期⾼齢者
医療制度の保健事業を接続

⑨⺠間機関の連携等、通い
の場の⼤幅な拡充や、個
⼈のインセンティブとな
るポイント制度等を活⽤

国保中央会・国保連が、
分析マニュアル作成・市町
村職員への研修等を実施

要介護
認定

介護
レセ

フレイル
状態の
チェック

⑪通いの場に、保健医療の視点からの⽀援
が積極的に加わることで、

・通いの場や住⺠主体の⽀援の場で、専⾨
職による健康相談等を受けられる。

・ショッピングセンターなどの⽣活拠点等
を含め、⽇常的に健康づくりを意識でき
る魅⼒的な取組に参加できる。

・フレイル状態にある者等を、適切に医療
サービスに接続。

健診医療
レセ

市町村が一体的に実施

経費は広域連合が交付
(保険料財源＋

特別調整交付⾦)

⑩市⺠⾃らが担い⼿
となって、積極的
に参画する機会の
充実
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⾼齢者の保健事業と介護予防の⼀体的な実施（市町村における実施のイメージ図）



国保中央会国保連合会

健診 医療 介護
各システムからデータを連携

ＫＤＢシステム

・ 処理結果データが格納されたファイルの復号化
・ 個⼈が特定できる情報の復号化
・ データベースへのデータの蓄積

・ 統計情報等の作成に必要なデータを取得
・ 個⼈が特定できる情報を暗号化
・ 取得データが格納されたファイルを暗号化

（突合・加⼯処理）
①突合処理
健診・医療・介護

データを個⼈単位で
紐付け

②集計処理
県別集計
同規模保険者集計
全国集計

⼆重の
暗号化

暗
号
解
除

※個⼈識別情報は暗号化
したままデータ処理

（処理結果）
①統計情報

疾病別医療費分析、
健診・保健指導結果
総括表等

②個⼈の健康に関す
るデータ

個⼈別履歴
（健診結果、医療受診

状況、要介護認定
状況）等

医
療
保
険
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
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国保データベース（KDB）システムの全体像

統計情報や個⼈の健康に関す
るデータを画⾯表⽰または帳
票で出⼒可能（PDFまたは
CSV形式）

保険者等

国保組合

後期⾼齢者医療
広域連合

介護部⾨
国保部⾨

市町村

衛⽣部⾨

都道府県

保
険
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

平成30年10月５日
第３回高齢者の保健事業と介護予防の
一体的な実施に関する検討会資料

（国民健康保険中央会提出資料）より抜粋



○これまで保険者単位で⾏っていたデータ分析をより細分化し、
地区単位（例：住所別、学区別等）で分析することも可能。
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国保データベース（KDB）システムの特徴

○健診・医療・介護の情報を個⼈単位で紐付することで、制度
横断的に分析することが可能。

１．健診・医療・介護の突合 ２．地区割りによる分析

○全国の国保連合会が管理するデータを国保中央会（共同処理
センター）へ送付し、⼀括して集計することで県内集計値・
同規模*集計値・全国集計値などの⽐較情報を作成する。

３．県・同規模・全国との⽐較

○保険者・県・同規模などの集計結果を性・年齢別に⽐較を
⾏いながら経年⽐較できる⼀覧表を作成する。また個⼈別
履歴に関しても経年⽐較による追跡と分析が可能。

４．経年⽐較、性・年齢別分析

健診
結果

医療
レセ

介護
レセ

健診
資格情報

医療
資格情報

介護
資格情報

KDB個⼈番号 健診 医療 介護
Ａさん 00001 ○ ○ ○
Ｂさん 00002 ○ ○ ×

KDB被保険者台帳

被保険者情報 地区割マスタ

住所：Ａ市ａ町１丁⽬

住所：Ａ市ａ町２丁⽬
住所：Ａ市ｂ町１丁⽬

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

住所：Ａ市ａ町１丁⽬

住所：Ａ市ａ町２丁⽬
住所：Ａ市ｂ町１丁⽬

Ａ地区

Ｂ地区

突合突合

Ａ地区の分析 Ｂ地区の分析

※平成30年度から⼆次医療圏集計を追加

医療費 受診料

A市 2,335,400 XXXXXX

B市 1,693,800 XXXXXX

C市 5,115,320

・・ ・・・・・・ ・・・・・

Z市 3,577,300 XXXXXX

健診情報の⽐較 市区町村別データ

40～74歳

男性 女性

積極的
支援
修了者

動機付
支援
修了者

積極的
支援
修了者

動機付
支援
修了者

Ｈ29
年度

保険者 91 85 91 85
県 86 92 86 92

同規模 70 88 90 82

Ｈ28
年度

保険者 XX XX XX XX
県 XX XX XX XX

同規模 XX XX XX XX

Ｈ27
年度

保険者 XX XX XX XX
県 XX XX XX XX

保健指導の状況 個⼈別履歴

＊⼈⼝や被保険者数を元に保険者規模を分類した区分

平成30年10月５日
第３回高齢者の保健事業と介護予防の
一体的な実施に関する検討会資料

（国民健康保険中央会提出資料）より抜粋



○考え方について
【予算規模について】

○ 一定のインセンティブを付与する観点から１００億円の予算とし、その全額を、得点及び被保険者数により按分して交付することとする。

【評価指標の考え方について】

○ 管内市町村における取組の横展開を推進するため、実施市町村数に関する指標を細分化する。

○ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の先行的取組に関する指標を追加する。

○ 事業の実施にかかる評価指標は１１０点満点、事業の実施について評価を行った場合の加点は２０点満点の計１３０点満点とする。

○事業の実施にかかる評価指標について
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指標⑥

○第三者求償の取組状況

指標①
○健診の実施及び健診結果を活用した取組の実施
→ 実施市町村数に関する指標を細分化

保険者共通の指標 固有の指標

指標③
○重症化予防の取組の実施状況
→ 実施市町村数に関する指標を細分化
→ 国保の保健事業との継続した実施に係る指標を追加

指標④
○被保険者の主体的な健康づくりに対する広域連合による働きかけの実施
→ 実施市町村数に関する指標を細分化

指標⑤
○被保険者の適正受診・適正服薬を促す取組の実施状況
→ 実施市町村数に関する指標を細分化

指標⑥
○後発医薬品の使用割合
○後発医薬品の使用促進

指標②
○高齢者の特性（フレイルなど）を踏まえた保健事業の実施状況
→ 実施市町村数に関する指標を細分化
→ 国保の保健事業又は介護保険の地域支援事業と連携した実施に係

る指標を追加

指標①

○データヘルス計画の実施状況

指標④

○医療費通知の取組の実施状況

指標⑤

○地域包括ケアの推進等（在宅医療・介護の連携、一体的実施等）

→ 一体的実施に係る指標を追加

指標③

○専門職の配置など保健事業の実施のために必要な体制整備

指標②
○歯科健診の実施及び健診結果を活用した取組の実施
→ 実施市町村数に関する指標を細分化

○事業の評価にかかる加点について

共通指標①、②、④及び⑤における取組に係る事業の実施について評価を行っている場合は、各取組ごとに加点

後期高齢者医療制度の保険者インセンティブ（令和元・２年度）について （案）



令和元年度 特別調整交付金（一体的実施分）

長寿・健康増進事業
都道府県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）が事業計画を策定し、長年

社会に貢献されてきた被保険者の健康づくりのために、積極的に取り組む以下の事業の実施に
必要な経費を対象とする。
なお、広域連合が、委託又は経費助成を行うことによって市町村等が実施する場合も対象と

する。
（１）保健事業推進のための基盤整備
(イ) 保健事業に係る市町村等との連絡、調整等の取組

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施など、地域の状況に応じ被保険者にふさ
わしい保健事業を行うため、都道府県、市町村、国保連合会、医療職能関係団体等との
連絡、調整等に要する経費を対象とする。

（ウ）高齢者の保健事業と介護予防と一体的な実施の推進
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関する事例の共有、横展開等を目的とし

た会議や研修等に要する経費を対象とする。

保険者インセンティブ（案）

○ 重症化予防の取組の実施状況（令和元年度の実施状況を評価）
生活習慣病等（糖尿病性腎症を除く。）の重症化予防にあっては次の（１）から（４）まで、

糖尿病性腎症重症化予防にあっては次の（１）から（５）までの基準を全て満たす取組が実施
されている場合に、下記の表に基づき加点を行う。
（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。

○ 高齢者の特性(フレイルなど)を踏まえた保健事業の実施状況（令和元年度の実績を評価）
次の（１）から（４）までの基準を全て満たす高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進の

ための事業（第３の「２ 重症化予防の取組の実施状況」及び「５ 加入者の適正受診・適正
服薬を促す取組」に該当するものを除く。）を実施している場合に下記の表に基づき加点を行
う。
（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。

○ 地域包括ケアの推進等（在宅医療・介護の連携、一体的実施等）（令和元年度の実施状況を評価）
地域包括ケアの推進について、下記の表に基づき加点を行う。
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評価基準 加点
① 都道府県や市町村、医療や介護サービスの提供者等の関係機関と連携し、多職種協
働による在宅医療・介護を一体的に提供できる体制の構築に資する取組など地域包括ケ
アの推進に関する取組が行われているか。

2点

上記①の取組について加点となる場合に、以下②から⑦について評価及び加点を行う。

② 次の取組のア～ウのいずれかを実施しており、かつ、エを実施している市町村数が管

内市町村数の２割を超えているか（市町村への委託等により実施されている場合を含む）。
ア 介護予防の通いの場等において、その参加者に対して行う健康教育・健康相談
イ 駅前商店街やショッピングセンターなどの日常生活拠点を活用して行う健康教育・健康
相談

ウ 市民ボランティアによる活動と連携して実施する健康教育・健康相談
エ 保健事業を通じて介護予防・日常生活支援総合事業（一般介護予防、通所型サービス
Ｂ、Ｃ等）への接続が必要と判断される対象者についての地域包括支援センター等への
情報提供

2点

③ ②については達成していないが、②のア～エの取組のいずれかが行われている市町
村が複数あるか。 1点

④ 医療や介護サービス等につながっていない健康状態の不明な75歳以上の高齢者に対

し、訪問等により状態を確認した上で、必要なサービスに接続する取組が行われている市
町村数が管内市町村数の２割を超えているか。（市町村への委託等により実施されている
場合を含む）。

2点

⑤ ④については達成していないが、④の取組が行われている市町村が複数あるか。 1点

⑥ ②及び④の両方を満たす場合において、②及び④の取組の両方が行われている市町
村数が管内市町村数の２割を超えているか。 2点

⑦ ⑥については達成していないが、②及び④の両方を満たす場合において、②及び④の
取組の両方が行われている市町村数が複数あるか。 1点

評価基準 加点

①～② 省略

③ 取組を実施した対象者の属する市町村数が管内市町村数の３割を超えてい
るか。 2点

④～⑦ 省略

⑧ ③を満たす場合において、国民健康保険の保健事業と継続して実施した市
町村数が取組を実施した市町村数の半数を超えているか。 3点

評価基準 加点
①～② 省略

③ 取組を実施した対象者の属する市町村数が管内市町村数の３割を超えているか。 2点

④～⑤ 省略

⑥ ③を満たす場合において、国民健康保険の保健事業又は介護保険の地域支援事
業と連携して実施した市町村数が取組を実施した市町村数の半数を超えているか。 3点



④ ７⽉５⽇付け事務連絡の概要
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事務連絡「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の施行に向けた体制整備について」
（７月５日付け厚生労働省保険局高齢者医療課・国民健康保険課・老健局老人保健課）

○ ５月22日に、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が公布された
ところであり、市町村が中心となった高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進するための体制の整備等につ
いては、改正後の高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法及び介護保険法の各法の規定により実施されるこ
ととなるものである。
○ 一体的な実施を推進するため、その先行的事例等を踏まえたプログラムについては、厚生労働省において、学識経
験者や自治体関係者の御意見をお聞きしながら事務的な検討を進めているところであり、本年10月頃までに、「高齢者
の保健事業のあり方検討ワーキンググループ」の議論を経て「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン」の改定
等を行うこととしている。他方、一体的な実施について来年４月１日の円滑な施行を図るためには、各自治体における
様々な準備が必要となるため、これまでの高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議等の議論を
もとに、現時点で、各自治体においてご検討いただきたい内容を、以下のとおり整理するものである。
○ 後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村におかれては、以下にお示しする内容（特に、第４の具体的な取組
のイメージや第５の体制の整備について）及び別添参考資料を確認の上、本事業の円滑な施行に資するため、必要な体
制の整備や具体的な事業内容の検討等について、順次進めていただくようお願いする。
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趣旨

第１．改正の経緯
第２．改正の背景及び趣旨
第３．改正法の規定内容
第４．具体的な取組のイメージについて
第５．各自治体における体制の整備等について
第６．具体的な事業内容の検討等について

構成



「第４．具体的な取組のイメージについて」より

(1) 市町村において保健師等の医療専門職を配置し、地域の健康課題等の把握や地域の医療関係団体等との連携を進
め、事業全体の企画・調整・分析等を行う。

各地域に配置される医療専門職（保健師、管理栄養士、歯科衛生士等）が中心となり、高齢者のいる世帯へのアウ
トリーチ支援や通いの場等への積極的関与といった取組の充実を図る。
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医療専門職の配置

(2) ＫＤＢシステムに盛り込まれている被保険者一人ひとりの医療レセプトや健診に係るデータ、介護レセプト、要
介護認定情報等の情報を一括で把握。加えて、質問票の回答など高齢者のフレイル状態等に関する情報も一体的に分
析し、本事業において支援すべき対象者を抽出。医療・介護双方の視点から高齢者の状態をスクリーニングし、社会
参加の促進を含むフレイル予防等の取組など、課題に対応した一体的な取組につなげていく。
(3) 市町村が有する介護予防・日常生活圏域ニーズ調査のデータ等も活用し、地域の健康課題の整理・分析を行う。

国保データベース（KDB）システム等による分析・地域の健康課題の整理・分析

(4) 抽出した情報をもとに、ハイリスク者はもとより医療や介護サービス等につながっておらず健康状態が不明な高
齢者や閉じこもりがちな高齢者等に対するアウトリーチ支援、個別に対象者を抽出して重症化予防や低栄養防止等の
取組、通いの場等への参加勧奨などを行う。

抽出した情報をもとにした高齢者に対するアウトリーチ支援等

市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施については、具体的には、次の(1)から(11)のような取

組を実施していくことが考えられる。
特に、特別調整交付金を活用した支援の対象とする事業内容については、その要件として、以下の(1)や(2)に記載

された、国保データベース(KDB)システムを活用し地域の健康課題の把握や個別訪問を必要とする対象者等を抽出する
といった取組を進めた上で、(4)に記載された国民健康保険保健事業との連続的な支援を含む重症化予防等の取組等と、
(5)や(6)に記載された介護予防等の地域支援事業との連携による通いの場等への積極的関与等の双方の取組を進める
ことを必須とする方向で、支援策の検討を進めている。

特別調整交付金の交付要件



(6) 通いの場等の支援内容に積極的に関与するとともに、駅前商店街、ショッピングセンター等における健康相談等、
健康づくりへの興味関心を喚起する環境の整備。
(7) 市民が自ら担い手となって積極的に参加できるような機会の充実。
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通いの場等における医療専門職の関与

(8) 地域の医療関係団体等と積極的な連携を図り、一体的な実施における具体的な事業メニューや事業全体に対する
助言や指導を得るとともに、受診勧奨に関する支援やかかりつけ医やかかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師のいる薬
局等からも、高齢者の状況に応じて通いの場等への参加勧奨を行うよう働きかける。

地域の医療関係団体等との連携

(9) 介護予防の通いの場等については、民間の取組、地域の集いの場等との連携を進め、高齢者の参加促進のための
個人に対するインセンティブ措置（ポイント制の導入促進等）を講ずる。

通いの場等の取組の推進

(10) 事業実施に当たっては、フレイルのおそれのある高齢者全体を支援するために、国民健康保険保健事業と高齢
者保健事業を接続して実施できるようにする。

国保保健事業と高齢者保健事業との接続

(11) ＫＤＢシステム等を活用して事業の実績を整理しつつ、事業の評価を行い、効果的・効率的な支援メニューへ
と改善する。

事業の評価

(5) 通いの場等において、フレイル予備群等を把握し、低栄養や筋力低下等の状態に応じた保健指導や生活機能向上
に向けた支援等を行うとともに、地域包括支援センターなどの関係機関と連携して医療・介護サービスにつなげる。
フレイルや疾病の重症化のリスクに対する気づきを促し、運動・栄養・口腔等の予防メニューへの参加を勧奨等。

フレイル予防等



○ 後期高齢者医療広域連合においては、保健事業の企画調整とともに、ＫＤＢシステム等を活用した域内全体の高齢
者の健康課題や構成市町村における保健事業の取組状況等の整理・把握・分析、構成市町村への支援、都道府県や各国
民健康保険団体連合会との調整等の取組を適切に行うことが必要。
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「第５．各自治体における体制の整備等について」より

①市町村内の庁内連携に向けた体制整備について
○ 市町村の状況や取り組む課題等によって、国保担当部局、健康づくり担当部局、介護保険担当部局が中心となる場
合等、様々な枠組みが考えられるが、いずれにせよ、庁内各部局間の連携を円滑に進めることが重要である。
その際、各市町村においては、既存の社会資源や行政資源等を勘案し、具体的な地域の課題は何か、どのような取組

を進めていくのか、どのような医療専門職が必要となるのかを検討し、後期高齢者医療広域連合と具体的な調整を推進。

②一体的な実施に係る基本的な方針について
○ 広域連合から高齢者保健事業の委託を受けた市町村において、高齢者保健事業を効果的・効率的な実施を図る観点
から、国民健康保険保健事業や地域支援事業等との一体的な実施の在り方を含む基本的な方針を定める。
○ 基本的な方針には、具体的な事業内容や個人情報の取扱い等を記載することになるが、庁内関係部局との連携を図
り策定することが必要。

（１）後期高齢者医療広域連合における体制の整備について

（２）市町村における体制の整備について
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○ 都道府県内においても関係部局が連携して、後期高齢者医療広域連合や市町村に対する専門的見地等からの支援
や本事業に係る好事例の横展開を進めるとともに、後期高齢者医療広域連合とともに事業の取組結果に対する評価や
効果的な取組の分析等を行うことは、都道府県下における事業展開を進めていく上で重要である。
また、一体的な実施の円滑な推進を支援するため、都道府県から、都道府県単位の三師会等の医療関係団体等に対

して、後期高齢者医療広域連合や市町村が実施する保健事業への技術的な援助等を依頼することも考えられる。

③関係団体等との連携について
○ 医療関係団体の協力が不可欠であり、事業の企画の段階から三師会（医師会、歯科医師会、薬剤師会）や看護協
会、栄養士会、歯科衛生士会等の協力を得つつ、保健事業と介護予防の一体的な実施を適切に展開していくことが、
事業を円滑に遂行するために必要である。
○ 市町村は、保健事業の一部を関係機関又は関係団体に委託できることとされているが、保健事業の企画立案や事
業の実施状況の把握・検証等については市町村が責任をもって行うこととするとともに、事業の実施・運営等を適切
に実施できる関係機関又は関係団体に委託することとし、また、地域の医療関係団体等との円滑な情報共有・連携に
努めることが必要。

（３）都道府県による支援について



⑤ ⽬指す姿
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① 地域に医療専門職を配置（費用は広域連合が拠出）

② ＫＤＢを活用して地域の健康課題（→地域診断）や住民個人の健康
課題（→個別指導※）を把握 （※重症化予防、低栄養防止、重複受診等指導、受診勧奨など）

③ ②に加えて、通いの場で健康相談や健康指導等を行うことにより、
通いの場の充実を図る。

保健事業
※市町村が配置する保健師等が実施

（関係機関等への委託もありえる）

介護予防
※市⺠の積極的な参画を含め、多様な主体が運営

① 住民が主体となって積極的に参画する機会を発掘、創造

② 様々な場や拠点を開拓。住民への参加の呼びかけ。

コミュニティへの
積極関与

市町村における一体的実施

通いの場等に保健医療の
視点でも関与。

両者をコーディネートする市町村の役割強化
人材育成・研修等も課題
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地域医療介護連携
・医療介護資源のネットワーク

（医療介護連携拠点等）

・多職種の情報連携

自立支援・重度化防止

予防・健康づくり
・介護予防（まちづくり・活動・参加）

・当事者の社会参加支援

地域資源

・総合事業、生活支援体制整備事業

・住民や企業の参加・協働(地域福祉）

まちづくり
地域包括ケアシステム

保健事業（疾病予防・重症化予防等）との一体的実施による、市町村における効果的な事業実施

医療保健的
視点
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