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プロジェクトの目的

A市をフィールドとし健康福祉部と大学が連携し、情報科

学分析と看護実践を統合させたデータヘルス・システム
を提案・試行する。また、このシステムを担う高度な実践
ができる看護職の育成プログラムを検討する。



疾病構造の変化
感染症 → 慢性疾患 ＋ 急速な高齢化
・急性期集中治療 ・生活（食生活、運動不足、ストレス）起因
・病院中心 ・自己管理が必要

新しい医療システムの必要性

政府が進める２つの視点
◆地域包括ケアシステム
◆データヘルス計画
医療保険者に対し、健診やレセプト等のデータ分析に
基づき加入者の健康増進のための戦略を練り取り組む

経済の低迷と医療費の高騰

→支払い側によるサービスの最適化

背景：わが国のヘルスケアシステムの現状



＜わが国のヘルスケアシステムの現状＞

・少数の重症者が医療費の多くを使用している
→重症化を予防することで医療費の適正化を図れる

・リスクに応じたアプローチが必要

健康リスクと医療費



プロジェクトの全体像

１．ビッグデータ分析班

２．ポピュレーションアプローチ班

ビッグデータ（健診データ等）より重症化リスク予測に応じ層別化する方法
および早期発見策を確立する。また、がん検診受診者の特徴を明らかにし
検診率向上を目指したポピュレーションアプローチを検討する

集団全体に働きかけ健康リスクを低下させることにより、集団全体での疾
病予防・健康増進を図る

３．ハイリスク者アプローチ班：高度ケースマネジメントの開発

ハイリスクの対象者に看護職が個別に高度ケースマネジメントを展開する
方略を開発し試行する

Ⅱ．人材育成プログラムの開発と施行
データヘルスを担う人材を育成する

Ⅰ．データヘルス・システム構築



プロジェクトの全体像

健診データ
・特定健診
・がん検診
問診データ

ビッグデータ
分析班

透析
等

低・中度

合併症なし

・健康リスクを予測するアルゴリズムの開発
リスク因子の解明と重症化予測による層化

ポピュレーション
アプローチ班

ハイリスク者
アプローチ班重度



結果 １．ビッグ―データ分析

1) 特定健診データの取得

特定健診データ (2001～2018）

延べ 107,849 （男性 ４５,８２９人 女性６２,０２０人）

18年間分

結果 １．ビッグ―データ分析：特定健診

倫理的配慮を行った上でデータを収集



特定健診採取データの種類

問診データ
• ２０歳からの体重変化
• ３０分以上の運動習慣
• 歩行又は身体活動
• 歩行速度
• 食べ方（早食い等）
• 食べ方（就寝前）
• 食習慣
• 飲酒
• 喫煙
• 睡眠
• 生活習慣の改善
• 保健指導の希望

受診形態
費用区分
既往歴
病名
服薬
医師判定
医師所見
自覚症状
他覚症状
身長
体重
BMI

内臓脂肪面積
腹囲
最高/最低血圧
貧血

中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロール
GOT（ＡＳＴ）
GPT（ＡＬＴ）
γ-GT(γ-GTP)

血糖値
HbA1c

尿糖
尿蛋白
ヘマトクリット値
血色素量
赤血球数
心電図所見有無
眼底検査
メタボリックシンドローム判定

結果 １．ビッグ―データ分析結果 １．ビッグ―データ分析：特定健診



2) 糖尿病重症化予防①全体の基礎分析
A市のHbA1cは高齢化を考慮しても少しづつ悪化している。

HbA1c（NGSP）検診年別平均値の変化

結果 １．ビッグ―データ分析：特定健診



2）糖尿病重症化予防 ②生活習慣との関連性

・年齢層別早食いとHbA1c超過率：どの年齢でも早食いは糖尿病傾向

・HbA1cが7％を超えるものでは飲酒量が多い
・歩行速度が遅い人はわずかだがHbA1c超過率は高い など

男性 女性

結果 １．ビッグ―データ分析結果 １．ビッグ―データ分析：特定健診



2) 糖尿病重症化予防

③ポピュレーションアプローチに活かすための地域特性分析

結果 １．ビッグ―データ分析結果 １．ビッグ―データ分析：特定健診



結果 １．ビッグ―データ分析

2) 糖尿病重症化予防
④継時的データ分析による重症化予測

結果 １．ビッグ―データ分析：特定健診



全データ 356,172件 hash_ID： 21,936人（実人数）

基本健診 107,849 (男:45,829, 女:62,020) 

肺がん検診 96,220 (男:41,194, 女:55,026) 

大腸がん検診 64,634 (男:28,614, 女:36,020) 

胃がん検診 41,103 (男:20,548, 女:20,555) 

子宮がん検診 23,420 (男: 0, 女:23,420) 

乳がん検診 14,863 (男: 0,         女:14,861) 

肝炎 8,083 (男: 3,743,  女:  4,340)

結果 １．ビッグ―データ分析：がん検診

3) がん検診 ①データ概要 (2001～2018) 



結果 １．ビッグ―データ分析：がん検診

3） ②年度別・各がん検診データ数の推移



4) ⑤年代別がん検診受診者の要精検率

今後：受診者の特性を明らかにし、がん検診率向上を目指し
ポピュレーションアプローチを行う

結果 １．ビッグ―データ分析：がん検診



結果 ２．ポピュレーションアプローチ

１）文献レビュー：国内外についての文献レビューを行った。また、
国内外の実践例について検討した。

2) 糖尿病予防に関わる健康行動の抽出：A市保健師とワーキング
グループを作り、文献検討で見出された糖尿病予防に関わる要因
を共有し、A市住民の健康行動の特性を検討した。その結果「生
活習慣」「行動変容への準備性」「価値観や習慣」「食生活改善の
ための効果的なアプローチ」のテーマに整理された。A市は地区ご
とに基幹産業が異なり独自の文化をもっていることが保健行動に
影響を及ぼしていることが示唆された。

３）住民の健康行動実態調査のための質問紙作成：上記２）の結果
をふまえ具体的な保健行動および心理特性を明らかにするため
のアンケート調査実施に向け質問票を作成した。

＜今後＞健康行動実態調査を行い、その結果を踏まえエビデンス
に基づくポピュレーションアプローチを試行する。



１）糖尿病ハイリスク者の特徴の明確化
担当保健師にインタビューを行い、糖尿病ハイリスク者の
特性、効果的であった支援手法や課題を把握した。

糖尿病ハイリスク者の特徴として以下が抽出された。
，「通院や薬を飲み続けることへの抵抗」
「経済的負担」
「自覚がないために認識しにくく先の見通しが立ちにくい」
「自己流で努力するが重症化する」
「健康情報に左右されている」

→ 受診につながらない現状
保健師の関わりを拒否する人
医療機関にかかっていることで安心し生活改善をしない人

結果 ３．ハイリスク者アプローチ班



２）糖尿病ハイリスク者の療養生活の様相と支援方法の検討
目に見えない血管障害が生じやすい身体を理解することで
セルフケア能力を向上させる

①身体の調子や生活について傾聴する
A 氏の日常生活や症状、工夫されている点について傾聴する
A氏が多くの知識をもち生活改善に努力していることを敬する

② フットケアを通じて身体や病気の理解を促す
→ まずは自分の身体に関心をもち大切に思える支援
・A氏とともに足を丁寧に見る
・足背動脈に触れ、ドップラーなどを用いて一緒に音や波形を確認

→神経障害のアセスメント（触圧覚・振動覚・触覚・痛覚・腱反射）
→血流障害のアセスメント（脈拍触知・血流音聴取・皮膚温）

結果 ３．ハイリスク者アプローチ班



今後の展開

収縮期
血圧
130

周辺

HbA1ｃ
5.5周辺

HbA1ｃ
5以下

収縮期
血圧

120以下

自己管理支援

AI

保健指導支援

２）集団へのポピュレーションアプローチ

18年間経時ビッグデータ分析
→ 健康リスク分類と予測

2年後は･
･

１）重症化予測デバイス開発

アンケート調査：集団特性把握
経済行動学を応用したアプローチ

高度ケースマネジメント方略開発
・訪問事例を重ね実装研究

３）高度ケースマネジメント

糖尿病高血圧


