
【調査事項】

O　｢大腸がん検診,指密検査の受診勧奨事業｣について

･事業概要

･ソーシャル･インパクト.ボンド(sI B)導入の経緯

･日本初のSIB出資契約締結の詳細について

･事業実施体制(行政､事業者､中間支援組織､資金提供者の事業における

それぞれの役割など)について

･事業成果について(SIB導入前との比較も含めて)

･課題について
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八王子市大腸がん検診･精密検査受診率向上事業

成果報酬型官民連携モデル事業の導入

平成30年1月29日

大津市様御視察資料
八王子市医療保険部成人健診課
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八王子市の概況

｢…一一一 i ( i I I I I i i i i i i i i i i ii i八王子市しっi 

i 線l i i i A__.___.._______"._______.__.___｣ 

位　置　　　東京都心から西へ約40km､新宿から電車で約40分

面　積　　　186.38血(南北11kmx東西24km)

人　口　　　　563,538人(住民基本台帳平成29年9月未現在)

577,513人(国勢調査集計結果平成27年10月1日現在)

プロフィール　･大正6年の市制施行から平成29年で100年
･平成27年4月からは､東京都初_q?中盤市

･ 21の大学を抱えた学園都市
1



〔

醍-⑦崇垂1I壬主(..lr..,llil.,lG ｡lIr./1I4t･-It) gIS※

壷撒⑦崇垂1I壬主観誕曽邑商旧辞書狙" I

圏
一年譲

の事001の激

射落の拙"苓

"靭 ○ 〟 

'IE;.iE.._lt 

○ I--.i- 

･瑚" 

…謂靭 

rlI幽蟹薫多量靭γ.tq⑦出土王L/



サービス対象者
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中間支援組織　　サービス提供者
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事業者のニーズに(NPO/民間企業等)
応じて資金調達
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2 ,八王子市の大腸がん検診業務で

成果報酬型官民連携モデルを導入する経緯･理由

臆88検案書888 價ｨ唏���8,�*�*�.��ﾈ惓_��ﾅ隱���ﾆx8(6h8ｸ馼ｼi;�?ﾈ,ﾈﾆ���

成28年5月 

平成28年

5-10月

28年10F国 

都市戦略部､総合経営部､医療保険部の管理職､担当者がsIB(こ関わる勉強会に参鼻

期を同じくして､経済産業省ヘルスケア産業課から､がん検診をフィールドに

SI Bモデル事業実施の要請

※本市は､がん検診分野において､八王子市医師会協力のもと､全国的に高い評価を受けて左

国立がん研究センターや厚労省とも協力関係あり

一　庁内検討を開始

施行実施について､都市経営戦略会議付議　→　提案どおり承認

※　あくまでも市民の健康増進を図る上での手法の一つ｡金融色が前面に出ないように

経産省(委託先:ケースリー) ､日本総研､民間事業者(キャンサースキャン) ､

八王子市(都市戦略部､総合経営部､財務部､医療保険部)で10回程度の会議

平成29年度予算要求

一　これまで担当所管で受診率･精度管理向上事業に取り組んでいる予算の

範囲内で実施
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ソ-シャルマーケテイング手法を

活用した受診勧奨資材の一例
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･大腸がん検診無料クーポン券対象者　30,000

健康診査昨年度受診者

≒90,000個を同封

健康診杏と大腸がん検診の

セット受診を開始

自己負担額　700円から500円に減額
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3 ,大腸がん検診成果報酬型官民連携モデル事業概要

目的

対象分野

成果

事業概要

事業期間

期待される
便益

ステーク
ホルダー

市民の健康寿命の延伸　一　大腸がんによる死亡率の減少

大腸がん検診

大腸がん患者発見数の増加

八王子市の国民健康保険対象者に対して､既存の大腸がん検診受診勧奨プログラムに加え､

新たに民間のマーケテイング手法を応用した『オーダーメイド』の受診勧奨を行う

プログラム実施期間1年(29年度)と評価期間2年(30 ･ 31年度)の合計3年間

市民の寿命･ QOLの維持向上
治療にかかる医療費の削減
早期がん発見による1人当たり医療費削減効果

･受益者
･行政
･事業者
･中間支援組織
･資金提供者
･独立評価機関

八王子市大腸がん検診対象者
八王子市

株式会社キャンサースキャン
なし

なし
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本事業のロジックモデルと成果指標は以下のとおり｡

インプット　　　　　活動　　　　　アウトプット アウトカム

男湯受診勧奨H欝議籠H轟H発議加 � ��死亡率減少 
成果指標 剪�

勧奨資材 劔5年生存率 向上 

PC等機材 劔医療費の 適正化 

QOLの 維持向上 

888聞88 倬hｼh5�5�5x8X�ｸ8ｲ�

本事業の事業スケジュールは以下のとおり｡

タスク　　　　　　スケジュール

平成獅年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成36年度　　　　　　　平成3峰度

対象者抽出

事業者選定〃
契約

横槍受験率向上勧奨実施

精密験童受験寧勧奨実抽

成果測定実施

支払実描

4-i1617-8,9,,2i3,4,5-6i,仁EiB, 劔ヽヽ 

i-1tliiiiiii 剿又��/ 

_/ 劍�"�

､事業実施期間 冓 � 

欝諸) 勧奨E竺 勁ヽ ※地裁保健健康増' 倬hｼi_�ﾙ�,舒�,8*ﾒ�

医師からの資材手渡し再勧奨 

がん検診受診率 ��泳xﾉ�茨9�izb�*ｨ/�Jﾘﾊ倆(��

成果 にづき ��ﾈ惠,��,8*ｸ轤�

Jjoノ　　　　如-上土∫　21
C

ニ　ラrq'
〟,)
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･本事業実施にかかる便益は､以下のとおり｡

大腸がん発見時の医療質削減効果

早期以外のがん患者の医療費　　　　早期がん患者の医療寅　　　　　早期がん発見時の医療責削減効果

2,527,398円※l e　654,884円※1

本事業実施による医療費削減効果

バターン※2
新たな早期がん

発見吉敷

下振れケース　　　　　4人

標準ケース

上振れケース

医療寅削減効果

7,490千円

14,980千円

20,598千円

1,872,514円

参考:医療寅削減効果
(実効給付額※3)

6, 124千円

12,247千円

16′840千円

※ 1八王子市レセプトデータ分析結果(八王子市提供資料)
※2大腸がん検診受診率(平成26年実績9.04%) ･精密検査受診率(平成26年度実績77.24%)がそれぞれ､下振れケースは､がん検診: +

4%､精密検査: +4%､標準ケースは､がん検診: +7%､精密検査: +7%､上振れケースはがん検診: +10%､精密検査: +10%で算出

※3平成26年度八王子市実効給付率81.8%

4-2 價ｨ唏���8迚ZX��ﾈ�Iwb�

･支払条件は､以下のとおり｡支払額は､医療費削減効果の範囲内で八王子市において便益が出るラインを前提とし､標

準ケースの場合に元本までを支払い､上振れケースの場合に成果報酬を支払うように設定した｡

成果指標

評価方法

支払額

大腸がん検診受診率

精密検査受診率
早期がん患者発見者数

(成果指標共通)
介入プログラム実施後､八王子市が国へ報告するデータを介入プログラム実施前のデータと比較
して評価する

下記条件に従って支払う｡詳細は契約条件決定までに検討する｡

大腸がん検診受診率　　　　9% (平成27年度実績)をベースラインとして
･最低目標15% (15%未満は支払いなし)

･ 16%まで: +1%あたり317千円

･ 17%から19%まで: +1%あたり74千円

･上限2,441千円

精密検査受診率

早期がん発見番数

77% (平成26年度実績)をベースラインとして
･最低目標79% (79%未満は支払いなし)

･ 84%まで: +1%あたり634千円

･ 85%から87%まで: +1%あたり148千円

･上限4,880千円

･追加の発見者数が

8人まで: 1人あたり278千円

9人から11人まで: 1人あたり74千円
･上限2,441千円
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･成果が想定を下回った場合の財政リスクは資金提供者が負担するとともに､成果が高まった場合､国保特別会計の便益

は増加する｡

八王子市支払額/

医療費削減効果

本市支払上限額

巌;16,840千円 

医療費削減効果国保特別会計上の便益 劔��;;;鷲;慕 

･本市支払額一㌧/.塞 劔謄ｩ��｣｣｣｣｣｣｣｣ｩ/｢��羌ｳｨｽ驢#､���r�ﾈｲ��ﾂ�~ﾃｨﾅﾒ�途ﾃ�s��x冷�

12,2 �47千円// 

干上3千円 
⊥___-一箪 � 剴津sc��x冷�

資金提供者が リスクを負担 iO千円 �� �8,874千円 � � 

成果が全くない場合

(介入なしと同じ)

成果が出松かった場合は
資金提供者が揖矢を負担

※医療員削減額に実効給付率を乗じた額

成果目標を達成した場合　　　成果目標を超えた場合

(標準ケース)　　　　　　(上限ケース)

支払額は増えるが国保特別会計の便益は増加
また.支払上限額(予算額)以上の負担は松い

888雪害発音88 壷Lｨ檍ﾇh,X*�.�*ｨ/�ﾉ��h馼ｼiN�,i<�¥ｨ檍ﾇh,X*�.俛�]ｸ�9|9�8,ﾉ�靼y�ｲ�

国民健康保険事業特別会計歳入※平成27年度決算単位:千円 

72,015,029 �9,619,00 

繰入金 

6,738,263 

財源補填分一般会計繰入金 

3,373- 剪�

7,079 

国保特会の医療費を削減
-赤字補填の繰入金を削減

-他の事業に充当可能な一般財源

･国民健康保険事業特別会計の平成27年度決算歳入では72,015,029千円のう

ち､ 9,619,000千円の繰入金が充てられている｡繰入金のうち､財源補填分と

して一般会計から6,738,263千円が支出されており､国保特会の医療費を削減

することで､赤字補填の繰入金を削減､その財源を別の事業に充当することが

可能となる｡
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珍書:シティプロモーション効果

本事業は日本における初のSIB事例であり､今後日本におけるSIB組成のモデルとなると考えられるた

め､大きなシティ･プロモーション効果が期待できる｡

また､ヘルスケア分野におけるSIBは世界でも数が少なく､がん検診受診率向上を対象としたSIBは世界

初である｡

資金提供者も入った完全なSIB

ヘルスケア分野におけるSIB

がん検診受診率向上でのSIB

日本初

世界3例日

世界初
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