
０．中長期目標 ※中間評価実施年 ※長期評価実施年

目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価

(1)
高額レセプト件数
【アウトプット】【減少】
（単位：件）

1,570 1,568 1,571 

目標との差異：+3件
高額レセプト割合：1.24％
高額レセプトの医療費：
1,603,525,350円

目標は達成できていないが、達成の
可能性が高いため、B評価となる。

c 1,566 1,667 

目標との差異：+101件
高額レセプト割合1.35％
高額レセプトの医療費：
1,677,935,610円

目標の達成は難しいが、ある程度の
効果はあり、C評価となる。

c 1,564 1,561 1,558 1,555 

E：わからない
計画の実行からまだ十分に期間
がたっていないため評価困難。
継続した取組みを実施する。

○出所　ＫＤＢシステム帳票NO10
　　　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）診療点数5万点以上のレ
       セプト
○目標　基準年から最終年度で、
　　　　     △1%程度の減少を見込む。

(2)
一人当たり医療費
【アウトカム】【減少】
（単位：円）

318,315 327,864 328,461 

目標との差異：+597円
5,489,236,459円÷16,712人
対前年増加率：3.2％

目標は達成できていないが、達成の
可能性が高いため、B評価となる。

b 337,700 340,123 

目標との差異：+2,423円
5,444,008,732円÷16,006人
対前年増加率：3.6％

目標の達成は難しいが、ある程度の
効果はあり、C評価となる。

c 347,831 358,266 369,014 380,084 

E：わからない
計画の実行からまだ十分に期間
がたっていないため評価困難。
継続した取組みを実施する。

○出所
　分子：事業年報Ｃ表（１）全体費用額+
　　　事業年表Ｆ票（１）全体費用額
　分母：事業年報Ａ表被保険者（年度平均）
　基準年（H29）5,635,760,408円÷17,705人
○目標　基準年から年3％増に抑える。
　　　　(H25～H29の平均3.5％増のため）

１．特定健康診査未受診者勧奨事業 ※中間評価実施年 ※長期評価実施年

目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価

(1)
個
別

関係部署との連携回数【ス
トラクチャー】
（単位：回）

1 1 2 

目標との差異：+1回
5/18、5/29

目標を達成によりA評価となる。

a 1 2 

目標との差異：+1回
4/4、6/28

目標を達成によりA評価となる。

a 1 1 1 1 
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

○出所　未受診者勧奨事業報告

　

○目標　各年度１回以上の実施を想定。

(2)
個
別

予算措置率【ストラク
チャー】
（単位：％）

100.0 100.0 100.0

目標との差異：±0

予算額：626,204円

目標を達成によりA評価となる。

a 100.0 100.0

目標との差異：±0
予算額：4,565,000円

目標を達成によりA評価となる。

a 100.0 100.0 100.0 100.0
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

○出所　未受診者勧奨事業報告

　　　　山武市決算書

　

○目標　各年度、事業実施に充足(100％)

　　　　する予算措置を想定。

(3)
個
別

受診勧奨実施率【プロセ
ス】
（単位：％）

90.0 100.0 95.4

目標との差異：-4.6％
2,825人／2,960人

目標は達成できていないが、達成の
可能性が高いため、B評価となる。

b 100.0 100.0

目標との差異：±0
11,674人／11,674人

目標を達成によりA評価となる。

a 100.0 100.0 100.0 100.0
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

○出所　未受診者勧奨事業報告

　

○目標　各年度、全対象者(100％)への

　　　　実施を想定。

(4)
個
別

勧奨実施者の健診受診率
【アウトプット】【増加】
（単位：％）

27.0 28.0 18.7 

目標との差異：-9.3％
529人／2,825人

目標の達成は難しいが、ある程度の
効果はあり、C評価となる。

c 29.0 41.4 

目標との差異：-9.3％

4,838人／11,674人

目標を達成によりA評価となる。

a 30.0 31.0 32.0 33.0 
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

○出所　未受診者勧奨事業報告
　
○目標　基準年から最終年度で、
　　　　6％の上昇を見込む。

(5)
個
別

特定健診受診率【アウトカ
ム】【増加】
（単位：％）

42.5 45.0 43.3 

目標との差異：-1.7％
5,025人／11,611人

目標の達成は難しいが、ある程度の
効果はあり、C評価となる。

c 48.0 47.6 

目標との差異：-0.4％
5,392人／11,332人

目標は達成できていないが、達成の
可能性が高いため、B評価となる。

b 51.0 54.0 57.0 60.0 
B:まあうまくいっている。
継続した取組みを実施する。

○出所　法定報告
　
○目標　第３期山武市特定健康診査等実施計画
より。

２．特定保健指導事業 ※中間評価実施年 ※長期評価実施年

目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価

(1)
個
別

休日の特定保健指導実施

日数【プロセス】

（単位：日）
1 1 1 

目標との差異：±0
実施日：9月30日(日)

目標を達成によりA評価となる。

a 5 5 

目標との差異：±0
実施日：7/7(日)、１４（日）、２７（日）、
２８（日）、９/２８（日）

目標を達成によりA評価となる。

a 5 5 5 5 
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

(2)
個
別

初回面接日数【ストラク
チャー】
（単位：日）

5 5 5 

目標との差異：±0
実施日：8/24,9/11,9/19,9/30,10/4

目標を達成によりA評価となる。

a 29 29 

目標との差異：±0
実施日：特定健診実施日と
　　　　　　８/２３、９/３、１８、２６、２８

目標を達成によりA評価となる。

a 29 29 29 29 
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

(3)
個
別

市の動機付け・積極的支
援対象者へのアプローチ
率【プロセス】
（単位：％）

97.5 97.5 98.0 

目標との差異：+0.5％
実施者：294人/300人

目標を達成によりA評価となる。

a 97.6 85.9 

目標との差異：-11.7％
実施者508人/592人

台風の影響により介入が出来る状況
ではなかったため、C評価とする。

C 97.7 97.8 97.9 98.0 

B:まあ、うまくいっている。
自然災害のため介入できなかっ
た状況があるため、今後改善で
きると考える。

健康支援課実績（管理表）より
電話に出なかった人＋拒否の人/市の対象者

(4)
個
別

動機付け・積極的支援対
象者への特定保健指導の
修了率【アウトプット】【上
昇】
（単位：％）

16.4 18.0 15.9 

目標との差異：-2.1％
145人／913人
・積極的 45人/249人 18.1％

・動機付100人/664人 15.1％
目標をやや達成できていないため、C
評価となる。

c 23.0 21.8 

目標との差異：-1.2％
213人／977人
・積極的 50人/255人 19.6％

・動機付163人/722人 22.6％
目標をやや達成できていないため、C
評価となる。

c 24.0 25.0 26.0 27.0 
Ⅽ：あまりうまくいっていな
い。
継続した取組みを実施する。

法定報告より

(5)

ヘルスアップ教室の体重
減少者率【アウトカム】【増
加】
（単位：％）

88.9 89.0 73.1 

目標との差異：-15.9％
体重減少者：　19人/　26人
(ヘルスアップ教室の継続受講者率
40.5％　（15人/　37人））

目標を達成できなかった。

c 89.0 94.1 

目標との差異：5.1％
体重減少者：　16人/　１７人
(ヘルスアップ教室の継続受講者率
41.7％　（10人/　24人））

目標を達成できた。

a 89.2 89.2 89.4 89.4
B:まあ、うまくいっている。
継続した取組みを実施する。 健康支援課実績より

(6)
健康セミナー参加者数
【アウトカム】【増加】
（単位：人数）

72 70 68

目標との差異：－2人
（健康教育実施回数：2回　）

目標をほぼ達成できた。

b 70 68

目標との差異：－2人
（健康教育実施回数：3回　）

目標をほぼ達成できた。

b 71 71 72 72

B:まあ、うまくいっている。
令和元年度は、新型コロナウイ
ルス感染症対策のため、1回の
定員を少なくして実施した。

健康支援課実績より

長期評価 算定式

通番 KPI名 基準値
2018（H30）年度 2019（R01）年度 2020（R02）年度 2021（R03）年度 2022（R04）年度 2023（R05）年度

中間評価 長期評価 算定式

2020（R02）年度 2021（R03）年度 2022（R04）年度 2023（R05）年度
中間評価通番 KPI名 基準値

2018（H30）年度 2019（R01）年度
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(7)
健康教育実施者数
【アウトカム】【増加】
（単位：人数）

2,578 2,500 2,426

目標との差異：－74人
（健康教育実施回数：47回）

目標を達成できなかった。

c 2,500 1,728

目標との差異：－772人
（健康教育実施回数：70回）

目標を達成できなかったが、回数は増
やした。

c 2,510 2,510 2,520 2,520

Ⅽ：あまりうまくいっていな
い。令和元年度については、台
風被害の影響もあり、参加人数
が減少したと考える。
継続した取組みを実施する。

地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省）
より

(8)
個
別

特定保健指導実施者の
内、望ましい生活習慣に改
善された人の割合【アウト
カム】【増加】
（単位：％）

66.2 67.0 73.0 

目標との差異：+6
108人/148人
（積極的：36人/46人）
（動機付：72人/102人）

目標を達成によりA評価となる。

a 67.7 65.0 

目標との差異：－2.2

142人/人217人

（積極的：41人/53人）

（動機付：101人/164人）

目標を達成によりB評価となる。

b 68.5 69.2 70.0 70.8 

B:まあ、うまくいっている。
自然災害のため介入できなかっ
た状況があるため、今後改善で
きると考える。

山武市第3次健康増進計画（令和元年度から令
和4年度）より

(9)

積極的支援及び動機付け
支援対象者の割合【アウト
カム】【増加】
（単位:％）

17.6 17.6 18.1

目標との差異：
・積極的　249人（5.0％）
・動機付　664人（13.2%）
・特定健診受診者　5,025人

目標を達成できなかった。

c 17.6 18.1

目標との差異：
・積極的　255人（4.7％）
・動機付　722人（13.4）
・特定健診受診者　5,392人

目標を達成できなかった。

c 17.5 17.5 17.4 17.4 
Ⅽ：あまりうまくいっていな
い。
継続した取組みを実施する。

特定健診・特定保健指導実施結果総括表より

(10)
メタボ該当者率【アウトカ
ム】【減少】
（単位：％）

18.3 18.3 20.3 

目標との差異：
該当者：1,021人/5,025人

目標を達成できなかった。

c 18.3 20.8 

目標との差異：
実施者：1,122人/5,392人

目標を達成できなかった。

c 18.2 18.2 18.1 18.1 
Ⅽ：あまりうまくいっていな
い。
継続した取組みを実施する。

法定報告より

３．重症化予防事業 ※中間評価実施年 ※長期評価実施年

目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価

(1)
個
別

関係機関との連携【プロ

セス】

（単位：回）
14 15 16 

目標との差異：+1回
・さんむ医療センター生活習慣病対策
委員会(12回)

・糖尿病塾(3回)

・糖尿病サポーター講座（1回）

目標を達成によりA評価となる。

a 15 16 

目標との差異：+1回
・さんむ医療センター生活習慣病対策
委員会(12回)

・透析予防ケースカンファレンス　3会

・糖尿病塾(1回)

目標を達成によりA評価となる。

a 16 16 17 17 
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

健康支援課実績より

(2)
個
別

糖尿病予防に関するチラ

シ配布数【プロセス】

（単位：枚）
7,131 7,150 6,917 

目標との差異：－233枚

・健診結果へ同封(6,461枚)

・小児生活習慣病健診結果へ同封
(456枚)

目標をやや達成できていないためC評
価となる。

c 7,200 8,139 

目標との差異：－939枚

・健診結果へ同封(7,116枚)

・小児生活習慣病健診結果へ同封
(600枚)

・乳幼児健診で配布（187枚）
・母子手帳交付時配布（236枚）
目標を達成によりA評価となる。

a 7,250 7,300 7,350 7,400 
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

健康支援課実績より

(3)
対象者への介入率【アウト
プット】【増加】
（単位：％）

93.0 94.0 100.0

目標との差異：＋6.0％
76人/76人

目標を達成によりA評価となる。

a 94.0 100.0

目標との差異：＋6.0％
74人/74人

目標を達成によりA評価となる。

a 95.0 95.0 96.0 96.0
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

健康支援課実績より

(4)
個
別

糖尿病・透析予防説明会
参加率【アウトプット】【増
加】
（単位：％）

75.4 75.6 78.9 

目標との差異：＋3.3％
60人/76人

目標を達成によりA評価となる。

a 75.8 53.0 

目標との差異：－22.8％
39人/74人

目標を達成できていないためC評価と
なる。

c 76.0 76.2 76.4 76.6 
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

健康支援課実績より

(5)
対象者への保健指導実施
率【アウトプット】【増加】
（単位：％）

90.0 90.5 93.4 

目標との差異：＋2.9％
面接・電話により実施　71人/76人

目標を達成によりA評価となる。

a 91.0 95.7 

目標との差異：＋4.7％
面接・電話により実施　71人/74人

目標を達成によりA評価となる。

c 91.5 92.0 92.5 93.0
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

健康支援課実績より

(6)
教室への参加者数【アウト
プット】【増加】
（単位：人）

90 90 159 

目標との差異：＋69人
・糖尿病塾：113人
・糖尿病サポータ講座：46人

目標を達成によりA評価となる。

a 95 0 

目標との差異：－95人
・糖尿病塾：豪雨災害で中止
・糖尿病サポータ講座：昨年で終了

評価困難のためE評価となる。

e 95 100 100 105 

A:うまくいっている。
R1年度は自然災害で実施できな
かったが、通常は継続した取組
みを実施する。

健康支援課実績より

(7)
個
別

糖尿病予防説明会参加者
のうち、医療機関を受診し
た人の割合【アウトカム】
【増加】
（単位：％）

69.0 69.2 75.0 

目標との差異：+7.5％
57人/76人

目標を達成によりA評価となる。

a 69.4 71.6 

目標との差異：+2.2％
53人/74人

目標を達成によりA評価となる。

a 69.6 69.8 70.0 70.2 
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

健康支援課実績より

(8)

脂質代謝、糖代謝、腎機
能における受診勧奨対象
者割合【アウトカム】【減
少】
（単位：％）

41.1 41.0 42.2 

目標との差異：＋1.1％
・脂質代謝1,547人／4,730人
・糖代謝　582人／4,730人
・腎機能　86人／4,730人
・糖・腎・脂質いづれかに該当　1,996
人/4,370人
目標をやや達成できていないためC評
価となる。

c 41.0 46.1 

目標との差異：＋5.1％
・脂質代謝1,929人／5,086人
・糖代謝　552人／5086人
・腎機能　89人／5,086人
・糖・腎・脂質いづれかに該当　2,345
人/4,370人
目標をやや達成できていないためC評
価となる。

c 40.9 40.9 40.8 40.8 
Ⅽ：あまりうまくいっていな
い。
継続した取組みを実施する。

特定健康診査（集団健診＋個別健診）で受診
勧奨対象者

４．がん対策事業 ※中間評価実施年 ※長期評価実施年

目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価

(1)
肺がん検診受診率【アウト
カム】【増加】
（単位：％）

15.4 ― ― 統計方法が異なるため評価不可 ― 15.4 14.5
目標値との差異△0.9ポイント
右記計画評価より現状維持とし目標
値達成の可能性あり

b 15.4 15.5 15.5 15.5

B:まあ、うまくいっている。
自然災害のため介入できなかっ
た状況があるため、今後改善で
きると考える。

山武市第3次健康増進計画（令和元年度から令
和4年度）より

(2)
前立腺がん検診受診者数
【アウトカム】【増加】
（単位：人）

1,947 2,000 2,025 目標を達成によりA評価となる。 a 2,000 2,218 目標を達成によりA評価となる。 a 1,600 1,600 1,650 1,650 
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

健康支援課実績より

長期評価 算定式

通番 KPI名 基準値
2018（H30）年度 2019（R01）年度 2020（R02）年度 2021（R03）年度 2022（R04）年度 2023（R05）年度

中間評価 長期評価 算定式

2020（R02）年度 2021（R03）年度 2022（R04）年度 2023（R05）年度
中間評価通番 KPI名 基準値

2018（H30）年度 2019（R01）年度

2 / 3 ページ



(3)
胃がん検診受診率【アウト
カム】【増加】
（単位：％）

5.8 ― ― 統計方法が異なるため評価不可 ― 5.8 6.1
目標値との差異　+0.3ポイント
改善している a 5.8 5.9 5.9 5.9

A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

山武市第3次健康増進計画（令和元年度から令
和4年度）より

(4)
大腸がん検診受診率【ア
ウトカム】【増加】
（単位：％）

10.1 ― ― 統計方法が異なるため評価不可 ― 10.2 9.6
目標値との差異△０．６ポイント
右記計画評価より現状維持とし目標
値達成の可能性あり

b 10.3 10.4 10.5 10.5

B:まあ、うまくいっている。
自然災害のため介入できなかっ
た状況があるため、今後改善で
きると考える。

山武市第3次健康増進計画（令和元年度から令
和4年度）より

(5)
乳がん検診受診率【アウト
カム】【増加】
（単位：％）

22.6 ― ― 統計方法が異なるため評価不可 ― 22.6 22.4
目標値との差異△０．２ポイント
右記計画評価より現状維持とし目標
値達成の可能性あり

b 22.6 22.7 22.8 22.8

B:まあ、うまくいっている。
自然災害のため介入できなかっ
た状況があるため、今後改善で
きると考える。

山武市第3次健康増進計画（令和元年度から令
和4年度）より

(6)
子宮がん検診受診率【ア
ウトカム】【増加】
（単位：％）

15.6 ― ― 統計方法が異なるため評価不可 ― 15.6 16.6
目標値との差異　+１．０ポイント
改善している

a 15.6 15.7 15.8 15.8
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

山武市第3次健康増進計画（令和元年度から令
和4年度）より

(7)

精密検査対象者への介入
率【アウトプット】【100％維
持】
（単位：％）

100.0 100.0 100.0 目標達成 a 100.0 100.0 目標達成 a 100 100 100 100 
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

健康支援課実績より

５．重複頻回受診者訪問指導事業 ※中間評価実施年 ※長期評価実施年

目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価

(1)
対象者への訪問等実施率
【アウトプット】【増加】
（単位：％）

73.7 74.5 77.8

目標との差異：+3.3
実施者数（訪問11人+電話等3人）/
対象者数18人

目標を達成によりA評価となる。

a 75.5 83.3

目標との差異：+2.8
実施者数（訪問5人）/対象者数6人

目標を達成によりA評価となる。

a 76.5 77.5 78.5 80.0
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

○出所　重複及び頻回受診適正化事業報告
　　　　　　（国保年金課資料）
○目標　80％

６．後発医薬品使用促進事業 ※中間評価実施年 ※長期評価実施年

目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 実績メモ 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価 目標値 実績値 評価

(1)
ジェネリック医薬品普及

率（数量ベース）
67.7 70.0 73.4 

目標との差異：+3.4

医薬品数：9,798,035/13,356,850

目標を達成によりA評価となる。

a 72.0 76.4 

目標との差異：+3.9

医薬品数：10,157,633/13,292,654

目標を達成によりA評価となる。

a 74.0 76.0 78.0 80.0 
A:うまくいっている。
継続した取組みを実施する。

○出所　国保総合システム

　　　　ﾌｧｲﾙID　KD-IF671

　　　　数量シェア集計表

　　　　(合計(国保一般+退職）

○目標　国の目標値80％を目指す。

長期評価 算定式

通番 KPI名 基準値
2018（H30）年度 2019（R01）年度 2020（R02）年度 2021（R03）年度 2022（R04）年度 2023（R05）年度

中間評価 長期評価 算定式

2020（R02）年度 2021（R03）年度 2022（R04）年度 2023（R05）年度
中間評価通番 KPI名 基準値

2018（H30）年度 2019（R01）年度
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