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序 章 計画策定にあたって 

 

１ 特定健康診査・特定保健指導の導入の趣旨 

健診等の保健事業については、これまで、老人保健法や医療保険各法に基づいて町、

企業、医療保険者によって実施されてきましたが、各健診の役割分担が不明確であり、

受診者に対するフォローアップが不十分であるとの指摘がありました。 

そのため、健診・保健指導については、平成 20 年４月から「高齢者の医療の確保

に関する法律」（以下、「後期高齢者医療確保法」といいます。）により、医療保険者

に対して、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査（以下、「特定健康診査」といい

ます。）及び特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある人に対する保

健指導（以下、「特定保健指導」といいます。）の実施が義務付けられることになりま

した。 

これにより、健診・保健指導については、次のような特長を持つことになります。 

① 適切に実施することにより、将来の医療費の削減効果が期待され、医療保険者が

最も大きな恩恵を受けること。 

② 医療費のデータと健診・保健指導のデータを突合することで、より効果的な保健

方法等を分析できること。 

③ 健診・保健指導の対象者把握および管理が行いやすいこと。 

 

以上の３点から、保険者が実施主体になることにより、被保険者だけでなく、被扶

養者に対する健診も充実し、健診受診率の向上が見込まれるほか、充分なフォローア

ップ（保健指導）も期待されることから、保険者にその実施が義務づけられました。 

上記の趣旨により、益子町国民健康保険の保険者である益子町は後期高齢者医療確

保法に基づき、糖尿病を始めとした生活習慣病に着目した特定健康診査および特定保

健指導を引きつづき行うこととします。 

 

２ 計画の対象となる生活習慣病 

特定健康診査、特定保健指導の対象となる生活習慣病は、メタボリックシンドロー

ム（内臓脂肪症候群）※）が引き起こす疾患、病態を対象とします。 

 

※メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）： 

内臓脂肪の蓄積がもとで血圧、血糖、中性脂肪などが上昇し、高血圧症、糖尿病、脂質異

常等の生活習慣病の発症リスクが高まった状態、さらには心筋梗塞等の心血管疾患、脳梗塞

等の脳血管疾患などへの進展や重度化の危険性が高まった状態のこと。 
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３ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目する意義 

平成 17 年４月に、日本内科学会等内科系８学会が合同でメタボリックシンドロー

ムの疾患概念と診断基準を示しました。 

これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する

病態であり、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスク

が高く、内臓脂肪を減少させることで、それらの発症リスクの低減が図られるという

考え方を基本としています。 

内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、脂質異常、高血圧は予防可能であり、また、発

症してしまった後でも、血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗塞等の

心血管疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や重

症化を予防する事は可能であるという考え方です。 

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の概念を導入することにより、内臓

脂肪の蓄積、体重増加が血糖や中性脂肪、血圧などを上昇させ、様々な形で血管を損

傷し、動脈硬化を引き起こし、心血管疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全な

どに至る原因となることを詳細にデータで示すことができるため、健診受診者が生活

習慣と健診結果、疾病発症との関係を理解しやすく、生活習慣の改善に向けての明確

な動機づけができるようになると考えられています。 

 

４ 特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方について 

特定健康診査・特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている

生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の有病者、予備群を減少させる

ことが目的です。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が自ら

の生活習慣を振り返る機会と位置付け、行動変容につながる保健指導を行います。 
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図１ 特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方 

   これまでの健診・保健指導  これからの健診・保健指導 

健診･保健 
指導の関係 

 
･健診に付加した保健指導 

 ･内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防の

ための保健指導を必要とする者を抽出する健

診 
特 徴  ･プロセス（過程）重視の保健指導  ･結果を出す保健指導 

目 的 

 

･個別疾患の早期発見・早期治療 

 ･内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変

容 
（リスクの重複がある対象者に対し、医師、

保健師、管理栄養士等が早期に介入し、生活

習慣の改善につながる保健指導を行う） 

内 容 

 
･健診結果の伝達・理想的な生活習慣に係

る一般的な情報提供 

 ･自己選択と行動変容 
（対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活

習慣との関係を理解し、生活習慣の改善を自

らが選択し、行動変容につなげる） 

保健指導 
の対象者 

 

･健診結果で「要指導」と指摘され、健康

教育等の保健事業に参加した者 

 ･健診受診者全員に対し情報提供、必要度に応

じ、階層化された保健指導を提供 
（リスクに基づく優先順位をつけ、保健指導

の必要に応じて「動機づけ支援」「積極的支援

」を行う） 

方 法 

 

･主に健診結果に基づく保健指導 
･画一的な保健指導 

 ･健診結果の経年変化及び将来予測を踏まえた

保健指導 
･データ分析等を通じて集団としての健康課題

を設定し、目標に沿った保健指導を計画的に

実施 
･個人の健診結果を読み解くとともに、ライフ

スタイルを考慮した保健指導 

評 価 
 

･アウトプット（事業実施量）評価を重視 
（実施回数や参加人数） 

 ･アウトカム（結果）評価 
 メタボリックシンドローム該当者及

び予備群者の25%減少 
実施主体  ･市町村  ･医療保険者 

資料：厚生労働省（H30 年）｢標準的な健診・保健指導のプログラム（確定版）｣ 

 

５ 計画の性格 

この計画は、後期高齢者医療確保法第 19 条第１項に基づき、国の特定健康診査等

基本指針に即して、益子町国民健康保険が策定する計画であり、栃木県医療費適正化

計画と十分な整合性を図り定めた計画です。 

 

６ 計画の期間 

第３期益子町特定健康診査等実施計画は平成 30 年度から令和 5 年度の６か年を計

画期間とし、令和 2 年度において中間点の見直しをします。 

 

７ 計画の目標値 

特定健診の実施率については、国の基本指針が示す参酌基準に即し、平成 30 年度

以降 50％とします。また、特定保健指導の実施率は益子町の現在の実施率を考慮し、

平成 30 年以降 80％とします。 

最 新 の 科
学 的 知 識
と 課 題 抽
出 の た め
の分析 

行 動 変 容
を 促 す 手
法 
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第１章 健診の現状 

 

１ 人口の推移 

益子町（以下「本町」と略称します。）の総人口は、平成 29 年 10 月 1 日現在（毎

月人口調査）で 22,743 人となっています。昭和 60 年から平成 12 年までは増加傾向

を示していましたが、平成 17 年以降は減少傾向にあります。 

また、昭和 60 年からの３階級年齢別人口割合の推移を見ると、15 歳未満の年少人

口は、昭和 60 年は 23.7％でしたが、平成 29 年には 12.1％まで減少しています。一

方、65 歳以上の老年人口は、昭和 60 年は 12.7％でしたが、平成 29 年には 28.3％と

大きく上昇しています。少子高齢化が急速に進み、典型的な高齢社会になっています。 

図２ 人口の推移 

 

図３ 年齢別人口割合の推移 

 

出典：国勢調査（S60～H27 年）、毎月人口調査（H29 年 10 月 1 日） 
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 （人） 

２ 特定健康診査等の対象者 

本町の国民健康保険被保険者数は、7,351 人（平成 29 年 3 月 31 日現在）で、総人

口の 32.3％を占めます。また特定健康診査及び特定保健指導の対象者である 40 歳～

75 歳未満の被保険者は 3,896 人で、全体の 53.0％を占めています。40 歳～75 歳未満

では、男女とも 60 歳～64 歳が最も多くなっています。 

 

図４ 特定健診等の対象者の状況（平成 29 年 3 月 31 日現在） 
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３ 医療費の状況 

本町の平成 28 年度国民健康保険の療養諸費費用額は、約 22 億 2 千 9 百万円で、一

人当たりの費用額は約 29 万 6 千円であり、年々増加傾向にあります。 

次に、平成 29 年 5 月分の生活習慣病の費用額について見ると、合計約 4,394 万円

で全体の 30.7％を占めます。平成 25 年以降、約 4,300 万円から 5,200 万円で推移し

ています。また疾病別に見ると、高血圧性疾患が最も高く 863 万円、次いで歯肉炎及

び歯周疾患 820 万円、糖尿病 552 万円、腎不全 544 万円、脂質異常症 529 万円と続い

ています。 

 

表１ 一人当たりの医療費推移（益子町国民健康保険） 

年 度 一般被保険者 退職被保険者 一般+退職の計 

 
療養諸費 

費用額（円） 

被保険者
年間平均

人数 
（人） 

一人当た
りの費用
額（円） 

療養諸費費用
額（円） 

被保険者年
間平均人数

（人） 

一人当た
りの費用
額（円） 

療養諸費費用額 
（円） 

被保険者
年間平均 
人数（人

） 

一人当たりの
費用額（円） 

H26年度 1,997,457,283 7,550 264,564 182,592,594 556 328,404 2,180,049,877 8,106 268,942 

H27年度 2,104,136,372 7,307 287,962 141,248,499 456 309,755 2,245,384,871 7,763 289,241 

H28年度 2,109,872,596 7,194 293,282 119,613,602 338 353,886 2,229,486,198 7,532 296,001 

注：一人当たりの費用額＝療養諸費費用額÷被保険者年間平均人数 

出典：国民健康保険事業年報 

 

表２ 生活習慣病費用額合計の推移（毎年度５月診療分） 

年 度
 

H25年度
 

H26年度
 

H27年度
 

H28年度
 

H29年度
 H29年度の全体に 

占める割合（％） 

生活習慣病費用
額合計（万円） 

5,096
 

4,852
 

5,200
 

4,425
 

4,394
 

30.7
 

出典：国民健康保険疾病分類統計表（栃木県国民健康保険団体連合会） 
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表３ 生活習慣病費用額の構成（平成 29 年度、５月診療分） 

生活習慣病 糖尿病 脂質異常症 高血圧性疾患 虚血性心疾患等 脳梗塞 その他の脳疾患  

費用額(万円) 522 529 863 457 277 293 

構成比（％） 12.6 12.0 19.6 10.4 6.3 6.7 

生活習慣病 動脈硬化 肝疾患 腎不全 骨粗鬆症等 歯肉炎及び歯周疾患  合 計 

費用額(万円) 3 17 544 39 820  4,394 

構成比（％） 0.1 0.4 12.4 0.9 18.6  100.0 

出典：国民健康保険疾病分類統計表（栃木県国民健康保険団体連合会） 

 

４ 第２期計画における評価 

（１）第 2 期目標に対する実績 

     平成 28 年度の特定健康診査の実施率は 38.3%で、平成 27 年度までは毎年度上昇

傾向にありましたが、平成 28 年度は 38.3％と前年度を下回り、目標値の 53.8%とは

かなりの開きがある状態である。 

 

    表４ 特定健康診査の実施率 

年 度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 

目 標 35.8% 41.8% 47.8% 53.8% 60.0% 50.0% 50.0% 50.0% 

実 績 34.8% 35.5% 40.4% 38.3% 38.1% 44.3% 45.0% 41.5% 

 

     平成 28年度の特定保健指導の実施率は 79.5%で平成 25年度以降上昇傾向であり、

目標値の 49.8%を超えている状況になります。 

 

       表５ 特定保健指導の実施率 

年 度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 

目 標 18.6% 29.0% 39.4% 49.8% 60.0% 80.0% 80.0% 80.0% 

実 績 66.1% 78.0% 65.9% 79.5% 81.4% 74.1% 73.8% 73.8% 
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      （参考資料） 

    表６  年齢別の特定健康診査の受診率（平成 28 年度） 

年齢区分 男性（％） 女性（％） 合計（％） 

40歳～44歳 17.1 34.0 24.0 

45歳～49歳 27.5 28.8 28.0 

50歳～54歳 21.4 32.5 26.0 

55歳～59歳 25.6 38.4 31.5 

60歳～64歳 34.9 44.9 40.3 

65歳～69歳 39.7 48.0 43.7 

70歳～74歳 41.6 44.7 43.0 

40歳～74歳計 33.9 43.0 38.3 

  

（２）第 2 期計画における評価と今後の方向性 

    益子町の国民健康保険被保険者の特定健康診査の実施率は平成 28 年度で 38.3%   

と低く、特に 54 歳未満の世代では 3 割に満たない状況であり、60 歳以上で 4 割に達

した状況です。 

    次に、特定保健指導の実施率は、平成 28 年度の実績では 79.5％と目標値を大きく

超えている状況にあります。 

    益子町の一人あたりの医療費は平成 28 年度で 296,001 円と県内では低いものの平   

成 26 年度以降徐々に増加傾向にあります。生活習慣病が占める費用額の割合では、   

平成 29 年 5 月診療分の総費用額が 4,394 万円で 30.7%を占めています。また、総費   

用額 1,877 万円で 13.1%を占めるがんを併せ、生活習慣病関連が 43.8%を占めていま

す。 

    今後、高齢化の進展等により、医療費や保険料の増大が見込まれるなかで、国民健

康保険を持続可能な制度としていくためには、給付の適正化や国民健康保険運営の効

率化を図っていくことが必要で、その中で生活習慣病の予防に重点を置いた特定健診・

保健指導は重要です。以上のことを踏まえ第 3 期計画を策定し、事業を実施するもの

です。 

    具体的には、特定健診受診者が自らの健康状態を把握し、生活習慣を改善又は維持

していくことの利点を感じ、動機付けの契機となるよう、よりきめ細やかな情報提供

をします。特定健診・保健指導の実施率の向上に向けては、40 歳から 74 歳までの被保

険者に加えて、今後特定健診の対象となる 40 歳未満の方に対しても内臓脂肪を増加さ

せないための啓発や 40 歳になったときに活用すべき特定健診制度について周知する

とともに、未受診者への受診勧奨をより積極的に実施します。また、受診率の向上に

は、対象者が継続して特定健診を受診することも必要であることから、健診結果の説

明時に継続的な受診の必要性を周知していきます。そして、受診者の利便性等も考慮

し、保健センターと連携し、がん検診と特定健診の同時実施に引き続き取り組みます。 
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第２章 特定健康診査・特定保健指導の目標 

 

１ 基本的な考え方 

特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とし

て、特に、特定保健指導を必要とするメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）

の該当者や予備群を、的確に抽出するために実施するものです。 

特定保健指導は、特定健康診査の結果により、健康の維持に努める必要がある人に

対し、毎年度、計画的に実施する動機付け支援、積極的支援をいいます。この特定保

健指導は、対象者自らが特定健康診査の結果を理解して、身体の変化に気づき、自ら

の生活習慣を改善するための行動目標を設定します。その目標が実践できるように支

援します。 

 

２ 目標値の設定 

国の基本指針が示す参酌標準に即し、特定健康診査等の実施および成果に係る目標

値を設定し、その達成に向けた取り組みを強化します。なお、目標を定める項目は次

のとおりです。 

 

○特定健康診査の実施率 

○特定保健指導の実施率 

 

３ 特定健康診査・特定保健指導の目標値 

（１）特定健康診査の目標値 

令和 5 年度における特定健康診査の実施率を 50％と設定します。また、この目標値

を達成するために、平成 30 年度以降の各年度の実施率を、次のように設定します。 

 

表８ 特定健康診査の目標値 

年 度 平成 30 年度 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

実施率 50.0％ 50.0％ 50.0％ 50.0％ 50.0％ 50.0％ 
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（２）特定保健指導の目標値 

令和 5 年度における特定保健指導の実施率を 80％と設定します。また、この目標

値を達成するために、平成 30 年度以降の各年度の実施率を、次のように設定します。 

 

   表９ 特定保健指導の目標値 

年 度 平成 30 年度 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

実施率 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 
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第３章 特定健康診査等の対象者数 

 

１ 特定健康診査の対象者数 

平成 30 年度における特定健康診査の対象者数は 5,433 人、令和 5 年度の対象者数

は同様に 5,433 人と推計されます。また、目標実施率をもとに目標実施者数は、平成

30 年度 2,717 人、令和 5 年度 2,717 人とします。 

 

  表１０ 特定健康診査の対象者数（推計）               

項 目 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5 年度 

特定健康診査対象者計（人） 5,433 5,433 5,433 5,433 5,433 5,433 

目標実施率（％） 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 

目標実施数（人） 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 

２ 特定保健指導の対象者数 

平成 30 年度における特定保健指導の対象者数合計は 234 人、令和 5 年度の対象者

数は 234 人と推計されます。また、目標実施率をもとに実施見込数合計は、平成 30

年度 174 人、令和 5 年度 174 人とします。 

 

表１１ 特定保健指導の対象者数（推計）             

 

 

項  目 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5 年度 

特定健康診査目標実施数（人） 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 

動機付け支援対象者数（人） 157 157 157 157 157 157 

目標実施率（％） 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 

実施見込数（人） 116 116 116 116 116 116 

積極的支援対象者数（人） 77 77 77 77 77 77 

目標者実施率（％） 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 

実施見込数（人） 58 58 58 58 58 58 

保健指導対象者数合計（人） 234 234 234 234 234 234 

目標実施率（％） 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 

実施見込数合計（人） 174 174 174 174 174 174 
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第４章 特定健康診査等の実施方法 

 

１ 特定健康診査 

（１）基本的な考え方 

糖尿病等の生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）に起因する場合が多

く、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症リスクが高まります。このためメタボリック

シンドローム（内臓脂肪症候群）の概念に基づき、その該当者及び予備群に対し、運

動習慣の定着やバランスのとれた食生活などの生活習慣の改善を行うことにより、糖

尿病等の生活習慣病や、これが重症化した虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスク

の低減を図ることが可能となります。 

特定健康診査は、生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボ

リックシンドロームに着目し、この該当者および予備群を減少させるための特定保健

指導を必要とする方を、的確に抽出するために行うものです。 

 

（２）実施場所 

特定健康診査は、民間健診機関への委託実施とし、保健センター、改善センター及

びあぐり館等の町内の施設で、一斉に検診車を利用して実施する集団健診の形態とし

ます。 

 

（３）対象者 

国民健康保険被保険者のうち、特定健康診査の実施年度中に 40 歳から 74 歳となる

方で、かつ当該実施年度の１年間を通じて加入している者（年度途中での加入・脱退

異動のない者）を対象とします。 

ただし、妊産婦、その他厚生労働大臣が定める方（刑務所入所中、海外在住、長期

入院等告示で規定する方、年度途中での妊娠、刑務所入所等は異動者と同様）は、上

記対象者から除きます。  
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（４）実施項目 

表 12 の厚生労働省が定める基本的な健診項目と詳細な健診項目を、対象者全員に

実施します。 

 

表１２ 健康診査項目 

項 目 内 容 

基本的な健診項目 

〇質問項目（服薬歴、喫煙歴等） 

〇身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲） 

〇理学的検査（身体診察） 

〇血圧測定、血液化学検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコ

レステロール） 

〇肝機能検査（ＡＳＴ(ＧＯＴ)、ＡＬＴ(ＧＰＴ)、γ-ＧＴ(γ-ＧＴＰ)） 

〇血糖検査（空腹時血糖又はＨｂＡ１ｃ） 

〇尿検査（尿糖、尿蛋白） 

詳細な健診項目 

○心電図検査 

 昨年の健診結果等において、①血圧、②脂質、③血糖、④肥満のすべて

の項目について、以下の判定基準に該当した者。 

○眼底検査 

 昨年の健診結果等において、①血圧、②脂質、③血糖、④肥満のすべて

の項目について、以下の判定基準に該当した者。 

○貧血検査 

 貧血の既往歴を有する者または視診等で貧血が疑われる者。 

追加健診項目
 ○腎機能検査（クレアチニン） 

○腎機能検査（ｅ－ＧＦＲ） 

【判定基準】 

①血圧：収縮期 130mmHg 以上、または拡張期 85mmHg 以上 

②脂質：中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満 

③血糖：空腹時血糖 100mg/dl 以上、または HbA１c5.6％以上 

④肥満：腹囲 男性 85cm 以上、女性 90cm 以上、または腹囲男性 85cm 未満、女性 90cm 未満で

ＢＭＩが 25 以上 

 

（５）実施期間 

 

○集団健診：５月～12 月頃を実施期間とします。 
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２ 特定保健指導 

（１）基本的な考え方 

特定保健指導は、メタボリックシンドロームの該当者や予備群が生活習慣病に移行

しないように、健診結果を理解して自らの生活習慣を見直し、改善をするための行動

目標を設定及び改善の方向に向けていくことにより、自らの健康を自己管理できるよ

うに支援します。 

 

（２）実施場所 

特定保健指導の初回面接は、町内施設等を利用して巡回で行います。継続的な支援

は保健センターで実施します。 

 

（３）対象者 

保健指導は健診受診者全員に対して行いますが、健診結果を判定して、全員に対し

て情報提供※１を行うとともに、保健指導の必要性（生活習慣リスク）に応じて、「動

機付け支援」、「積極的支援」に階層化して実施します。なお、階層化の判定基準は表

13 のとおりとします。 

 

  表１３ 動機付け支援、積極的支援の判定基準 

腹囲（※）等 追加リスク 該当数 喫煙歴 
階層化判定 

40-64歳 65-74歳 

 

男性85cm以上 

女性90cm以上 

 

（糖尿病、高血圧症又は脂質異

常症の治療に係る薬剤服用者を

除く） 

○中性脂肪値が150mg/dl以上

またはHDLコレステロール値が

40 mg/dl未満 

○空腹時血糖値が100mg/dl以

上 またはHｂA1ｃ5.6%以上 

○収縮期血圧が130mmHg以上ま

た は拡張期血圧が85mmHg以

上  

２以上 ― 
積極的 

支 援 

 

 

動機付 
１ 

有 

無 
け支援 

無し － 非該当 

男性85cm未満 

女性90cm未満 

かつＢＭＩが25以上 

 

（糖尿病、高血圧症又は脂質異

常症の治療に係る薬剤服用者を

除く） 

同 上 

３ ― 積極的 

支 援 

 

動機付 
2 

有 

無 け支援 

1 ― 

無し ― 非該当 

上記以外の方 ― ― ― 非該当 
※腹囲の測定は内臓脂肪面積の測定に代えることができる。(内臓脂肪面積 100c ㎡を判断基準とする) 

喫煙歴の「－」は、判定が喫煙の有無に関係がないことを意味しています。 

※１：情報提供：後期高齢者医療確保法第 24 条の特定保健指導ではありませんが、同法 23 条により保険

者は結果通知を行う際に、個人の生活習慣やその改善に関する基本的な情報を提供することとします。  
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（４）実施項目 

１）情報提供 

健診受診者全員を対象とし、年１回、健診結果の報告と同時に実施します。 

 

２）動機付け支援 

健診結果、質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された方で、生活習慣を変 

えるにあたって、意思決定の支援が必要な方を対象とし、年１回の支援とします。 

支援形態は、面接（個別面接 20 分以上又はグループ支援 80 分以上）による支援 

及び通信等を利用した６か月後の評価を実施します。 

 

３）積極的支援 

健診結果や質問票から生活習慣の改善が必要と判断された方に対し、専門職によ 

る継続的できめ細やかな支援を３か月以上、継続的に行います。 

支援形態は、面接（個別面接 20 分以上、又はグループ支援 80 分以上）による支 

援及び通信等を利用した３か月以上の継続的な支援と６か月後の評価を実施しま 

す。 

 

（５）実施時期  

６月～１月を着手時期として、特定保健指導を実施します。 

 

３ 外部委託の考え方について 

（１）外部委託の有無 

１）特定健康診査   

集団健診については、健診業務を外部委託し予約事務等については町が実施します。 

 

２）特定保健指導 

動機付け支援及び積極的支援については、町が直営で実施します。 

 

（２）外部委託の契約形態 

特定健康診査の実施については、町民の利便性を配慮し、身近な健診場所での受診

が可能となるよう全部を外部委託とし、委託健診機関との個別契約とします。 

 

（３）外部委託者の選定についての考え方 

「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成 19 年厚生労働省令第

157 号）」及び関連告示に基づき、外部委託基準に適合した外部委託者を選定します。 
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（４）代行機関の利用 

データの送信事務及び費用の決済について、栃木県国民健康保険団体連合会に委託

します。 

【委託機関名】：栃木県国民健康保険団体連合会 

【委 託 内 容     】：表 14 参照 

 

表１４ 代行機関への委託内容 

費用決済処理業務 内 容 
 費用決済業務 点検・資格確認 健診・保健指導機関から受付けた健診・保健指導データについて、健診・保健指導機関契約台帳

、被保険者マスタ情報等を照合し、記載項目の点検と健診受診資格の確認を行い、帳票を作成す

る。 
 費用決済 健診費用・保健指導費用の決済を行い、健診等機関に支払額通知書等を作成するとともに、各保

険者への払込請求書等を作成する。 
 支払代行 健診・保健指導機関から受領した健診・保健指導データより請求・支払額を算定し処理する方法

に加え、保険者から受領した支払代行データに基づき、健診・保健指導機関へ支払代行を可能と

する。 
共同処理業務  
 実施計画策定

支援業務 
各種統計作成 健診結果・保健指導結果をもとに、各種統計資料（性別・年齢統計、健診機関別統計、経年比較

統計等）を作成する。 
 実施計画策定のた

めの資料作成 
保健指導等の達成目標値の設定、対象者・委託健診機関把握、健診・保健指導計画策定支援に必

要な資料等を作成する。 
 特定健診業務 受診券等作成 被保険者マスタから健診対象者を抽出し、受診券・問診票・健診案内を作成する。 
 健診データ管理･総

括表等作成 
健診データを特定健診記録台帳へ格納し、データの管理とこれを集計した帳票（健診結果通知表

、健診結果総括表、未受診者リスト等）を作成する。 
 階層化･保健指導対

象者抽出 
健診データに階層化処理を行い、保健指導対象者の一覧を作成する。 

 特定保健指導

業務 
利用券等作成 抽出された保健指導対象者のデータに基づき、利用券・保健指導参考資料・保健指導案内を作成

する。 
 保健指導データ管

理･総括表等作成 
保健指導データを特定保健指導記録台帳へ格納し、データの管理とこれを集計した帳票（保健指

導結果通知表、保健指導結果総括表、未利用者リスト等）を作成する。 
 評価・報告業

務 
評価･報告 健診・保健指導の結果をもとに評価を行い、帳票（目標達成状況）等を作成する。また、社会保

険診療報酬支払基金等へ送付するための健診及び保健指導の事業実績報告を作成する。 
マスタ管理業務  
 マスタ管理業

務 
健診等機関マスタ

管理 
「特定健診・特定保健指導機関届」に記載されている、健診・保健指導機関の名称、所在地等、

経営主体、口座情報等を管理する。社会保険診療報酬支払基金への届出を国保中央会にて、全国

版の健診等機関マスタを作成し、そのマスタを国保連合会が取得する。 
 被保険者マスタ管

理 
特定健診・特定保健指導の対象である４０歳以上の被保険者情報を管理する。各保険者及び国保

総合支払システム、後期高齢者医療事務代行システムより被保険者情報を取得する。また、異動

履歴データの管理も行う。 
 保険者マスタ管理 市町村、国保組合、広域連合の保険者情報を管理する。 

金融機関マスタ管

理 
全国の金融機関の名称、所在地等の情報を管理する。このマスタについては、国保中央会からの

情報を本システムにも取り込む。 
 健診等契約マスタ

管理 
各保険者が契約した健診・保健指導機関との契約情報を、各保険者から受付け、健診・保健指導

機関契約台帳に格納する。 

４ 事業主健診等の健診受診者のデータ収集方法 

検診車による特定健診の巡回終了後に未受診者を抽出して、未受診者に対し事業主

健診等の他の健診を受診していないかどうかを確認し、データ保有者に対し、健診デ

ータの提供をいただけるよう依頼します。また、人間ドックを受診した者については、

受診医療機関より、健診データの提供をいただけるよう依頼します。 
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５ 周知や案内の方法 

広報紙等において周知します。前年度特定健康診査受診者には、年度当初に予約票

を送付し、予約日の２週間前までに集団健診のお知らせ（問診票）を送付します。ま

た、前年度の未受診者には、年度当初に特定健診受診の案内を送付するとともに、電

話や訪問等により受診勧奨を実施するものとします。 

あわせて健診受診率向上につながるように、次の機会に案内します。 

 

①前年度末に年間の健診予定を周知します。 

②保険証の更新の場を利用します。 

 

６ 年間スケジュール 

 

  表１５ 年間スケジュール 

年 度 前年度 当該年度 翌年度 

実施時期 １～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 ４～６月 ７～９月 

健診の周知・案内 ３月   11月    

集団健診の実施  ５月  12月    

結果の通知  ６月   1月   

保健指導の案内  ６月   1月   

保健指導の実施  ６月     7月 

事業評価と次年度
実施計画 

    1月   
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第５章 個人情報の保護 

 

１ 記録の保存方法 

  特定健診及び特定保健指導の実施結果は、共通の電子データファイル仕様に基づいて、

特定健康診査委託先から栃木県国保連合会（以下「国保連合会」という。）に送信され、サ

ーバーに保存されます。厚生労働省の手引きの中では５年間の保存年限が示されています

が、疾病発現までの期間が長期に渡ることから、この年限を超えて被保険者の資格を有す

る期間保存して行きます。 

 

２ 記録の保存体制・外部委託 

  特定健診・特定保健指導のデータ管理については、次のように取り扱うものとします。

国保連合会及び町が管理するデータについては、例規の規定に基づいて管理するものとし

ます。外部委託が必要となった場合におけるデータの保存に関しては、一時的なものを除

いて、外部委託事業者のパソコンその他のメモリー等への記録を行わないよう契約の締結

時に規定します。 

  また、外部委託業者のパソコン又は記録媒体にウィルス等が感染することのないように、

蓄積した特定健診・特定保健指導データをパソコン等の使用により伝送するような場合に

おいても、安全な手段を講じることを求めて行きます。なお、図 6 に益子町個人情報保護

に関する例規等の取り扱いを示しておきます。 

 

図５ 情報管理責任者及び管理役割 

  

 

 

管理責任者 

益子町住民課（課長） 

健診データの日常的な管理 

住民課国保年金係 

保健指導データの日常的な管

理 

住民課国保年金係 

外部委託事業者 

アクセス管理 

住民課国保年金係 

管理従事者の監督 

住民課国保年金係 

緊
急
時
の
連
絡 

状
況
把
握
・
指
示 
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３ データ管理のルール 

   データの管理に関しては、町の例規等によるもののほか、個人情報保護法に基づくガ

イドライン等（「健康保険組合等における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダン

ス」、「国民健康保険組合等における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」等）

が定められているほか、国民健康保険団体中央会が定める個人情報保護に関する指針も

あることから、これらに基づいて安全を確保していきます。 

   また、町の例規等に関する規定は、外部委託事業者に及ぶもので、セキュリティを確

保する意味からも、町が必要と認める場合には立ち入り調査等の権限が行使できるとす

る内容を契約書に規定します。一方、緊急事態（例えば、データの流出があった場合等）

に対するリスクについても、危機管理やマネジメントをして備えます。 

 

４ 保存が終了した場合の取り扱い 

   保存しておく必要のなくなったデータについては消去するものとし、紙データとして

保存されていたものがあるときには、シュレッダー又は焼却施設に直接持ち込むなど、

第三者によらない対処方法をとります。 
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第６章 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 

１ 特定健康診査等実施計画の公表方法 

   

この実施計画の公表については、「高齢者の医療の確保に関する法律」第 19 条第 3 項に

基づいて、計画を作成又は変更した場合には、遅滞なく公表することが義務となっていま

す。これは、公表することによって、計画期間中の取組方針を示した上で、事業の趣旨普

及と被保険者の協力を求めていくという重要なポイントがあるためです。従って、より多

くの被保険者の目に触れるよう、可能な限り広い範囲に周知して行きます。この考え方か

ら、単に町のホームページに留まることなく、広報誌、概要版パンフレットなども周知媒

体の一つとして捉えるとともに、可能な限り広い範囲にそれを掲出して行きます。 

 

２ 特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発の方法 

 

  実施率を向上させていくためには、被保険者が必要性を理解することが必要です。趣旨

普及のためには、単に保険者のみが活動を展開するのではなく、関係する課が横の連携を

とりつつ、役割分担等も踏まえてどのように実施していくのかを協議しながら実施してい

きます。 

普及方法としては、町ホームページへの掲載、ポスター、パンフレット（概要版を含む）、

音声によるトーキングポスター、DVD などが考えられ、これらを町の施設を含め、幅広い範

囲に掲示することによって普及を図って行きます。 

  これらの趣旨普及にあたっては、「益子町国民健康保険事業計画」の趣旨を踏まえ、特に 

「重症化防止」に関して重点的に行っていきます。 
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第７章 特定健康診査等実施計画の評価・見直し 

 

１ 特定健康診査等実施計画の評価方法 

 

（１）実施及び成果に係る目標の達成状況 

 

 特定健診及び特定保健指導は、できる限り多くの対象者に効果的かつ効率的に実施する

ことによって内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病等のリスクを有する者を減らしていくこと

が重要です。そのため、この実施計画による目標や実施方法に沿って、毎年度末までに PDCA

サイクルを実施するための協議を各関係者で行い、翌年度のための計画を立てて行きます。

そして、計画的かつ着実に特定健診及び特定保健指導を継続して行くためには、目標値の

達成状況のみならず、被保険者全体の経年変化の推移を検証した中で、発病の予防につな

げていくことが何よりも重要です。 

  これを繰り返していくことによって、ライフステージのいつの段階でどのような対策を

講じていけば良いのかを見出していくよう努めます。 

  目標値については、厚生労働省の方針を踏まえ、次の三点を掲げます。 

 

①  特定保健指導の実施率 

 これは、KDB システムから把握可能であり、年度末又は翌年度当初におい

て実績データの確認を行います。なお、10 ページに掲げたように、平成 30

年度から令和 5 年度の目標値は 80％とします。 

 

         

② メタボリックシンドロームの該当者・予備群（特定保健指導対象者）の減少率 

          

          第 2 期計画までは、日本内科学会等内科系 8 学会のメタボリックシン

ドロームの診断基準を活用し、対象者を掘り起こしてきましたが、第 3

期以降は特定保健指導対象者の減少率を使用していきます。国において

は、目標値を定めることを求めていませんが、国の目標としては、平成

20 年度対比で 25％減少させることを目標としているため、町の目標値も

これを満たすことができるよう令和 5 年度においては、25％を下限目標

としていきます。 

          ただし、潜在している対象者もまだまだあると考えられることから、

引き続き発掘にも力を入れて行きます。 

 

H30 年度 H31 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

15％ 16％ 18％ 20％ 23％ 25％ 
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③ その他 

        目標値の達成のため、実施計画において定めた実施方法、内容、スケジュ

ール等について、計画目標通りに進めることはできたか、実施後に検証を行

っていきます。（注） 

  （注）次年度を迎えるにあたって、PDCA サイクルを実施するため、今年度の事業を振り返り、事業の展開

方法、問題点、改善点等を関係課で協議をし、次年度の事業計画推進のための実施計画を作成してい

きます。 

 

２ 評価方法 

 

 （１）特定健康診査・特定保健指導の実施率 

    目標の達成状況のような定量評価は、標準的・統一的な手法で正確に実施すること 

が重要ですが、評価に要する作業負荷が大きくならないよう、簡素で正確な評価が行 

えるよう国への実績報告を活用します。 

 

     （ア）特定健康保険審査の実施率については、次の式により評価します。 

計算式 

特定健康診査受診者数 

 

特定健康審査対象者数 

条 件 

⚫  特定健康審査対象者数は、特定健康診査の対象者（特定健康診査の

実施年度の 4 月 1 日時点での加入者）から次に掲げる者を除いた者 

（１） 特定健康診査の実施年度途中における加入及び脱退等の異動者

（ただし、年度末の 3 月 31 日付けで脱退した者は除外しない） 

（２） 特定健康診査の除外対象者となる者（平成 20 年厚生労働省告示

第 3 号）に規定する各号のいずれかに該当する者（妊産婦、長期

入院患者等）と保険者が確認できたもの 

⚫  特定健康保険審査受診者数は、上記特定健康診査対象者のうち、当

該年度中に実施した特定健康診査の受信者（他の健康診断を受診し

た者の当該健康保診断に関する記録の写しを保険者において保管し

ている場合を含む） 

 

     （イ）特定保健指導の実施率については、次の式により評価するものとする。 

計算式 

当該年度の動機付け支援修了者数+当該年度の積極的支援修了者数 

 

当該年度の健診受診者のうち、階層化により動機付け支援の対象者とさ

れた者の数+積極的支援の対象とされた者の数 

条 件 

⚫ 階層化により積極的支援の対象とされた者が、動機付け支援レベルの

特定保健指導を利用した場合、動機付け支援終了者には含めない。 

⚫ 途中終了（脱落・資格喪失等）に保健指導を開始し、年度を超えて指

導を受け、実績報告までに完了している者は分子に算入。実績報告時

に実施中だが未完了の場合は、次年度実績とするため、分母からは除

外せず、分子からは除外する（除外した分子は、その後完了した場合

は次年度の実績における分子に算入）。 
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（２）メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率（特定保健指導対象者の減少 

率） 

この減少率について厚生労働省は、2008 年度（平成 20 年度）実施分の健診結果デ 

ータによる国への実績報告ファイルと、2023 年度（令和 3 年度）実施分の国への報告

ファイルを比較し、両ファイルにおける保健指導対象者の割合等を用いて 16 年間の減

少率を算出することとしています。 

 町としてもこの動向の把握は必要であり、この間の施策や解決された課題・問題点 

を整理し、今後の施策に反映させていくことが重要です。 

この減少率を算出するにあたっては、特定健康診査対象者の母集団が毎年度大きく 

変動する場合には、特定保健指導等の効果が集団の減少率に、的確に反映されないこ 

とに留意しながら行います。 

 

    （注）省令・告示等で規定された要件をすべて実施し終えた者のみならず、完了時の実績評価が、様々 

な手法（電話、通知等）による度重なる呼びかけ等にも関わらず、利用者からの返答がないために 

実施できず、呼びかけ等の回数のみを記録して打ち切った場合についても、完了したものとして修 

了者数に含めるものとする。詳細については、「保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する平 

成 30 年度以降に実施した特定健康診査等の実施の状況に関する結果について（平成 29 年 10 月 30 

日保発 1030 第 8 号）」を参照する。 

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html） 

          

また、保健指導判定値以上の者は保健指導対象者となることから、保健指導判定値を上回る受診 

勧奨判定値以上の者も保健指導対象者に含まれる（円滑な実施に向けた手引き 1-2-2②の脚注 2 を 

参照）ことに注意する。 

 

      集団全体の減少率の評価方法については、次のページの表のとおりです。 
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      （ア）集団全体の減少率の評価方法は、次の式によることを基本とします。 

計算式 

 

条 件 

⚫ 計画における目標値の評価にあたっては、基準年度は 2008 年度（平

成 20 年度）となる。毎年度、減少率を算出するにあたっては、当該

年度/前年度となる。 

⚫ 各年度の実数をそのまま用いると健診実施率の高低による影響を受

けるため、該当者及び予備群の数（特定保健指導対象者数）は、健診

受診者に占める該当者及び予備群の者（特定保健指導対象者）の割合

を特定健康診断対象者数に乗じて算出したものとする。 

⚫ 乗じる特定健康診査対象者に占める該当者及び予備群者の数（特定保

健診査対象者）の算出については、次の方法とする。 

①  全国平均の性・年齢構成の集団に、各保険者の性・年齢階層（5

歳きざみ）別メタボリックシンドロームの該当者及び予備群（特

定保健指導対象者）が含まれる割合（率）を乗じる。（この方法は、

被保険者の年齢構成の変化（高齢化の効果）の影響を少なくする

ことができ、全国統一の指標を用いるため、保険者間での比較が

容易になる。） 

②  当該年度の各保険者の性・年齢構成の集団に、基準年度及び当

該年度の各保険者の性・年齢層別メタボリックシンドロームの該

当者及び予備群（特定保健指導対象者）が含まれる割合（率）を

乗じるものとする。 

 

      （イ）年齢補正の具体的な方法 

          これは、男女や年齢構成の違いに起因する保険者間の差異を補正する

もので、年齢階層別（5 歳階級）・性別でのメタボリックシンドロームの

該当者・予備群（特定保健指導対象者）の割合を、全国平均的な年齢・性

別構成のモデルに乗じて、その数（＝補正後の該当者・予備群（特定保

健指導対象者）の推計数）で減少率を把握するものとします。ただし、

対象者数が余りに少なく、5 歳階級という細かい年齢層で区切った場合

にゼロとなるセグメントが出る場合には、最低限の区分けとして年齢の

2 階層（40-64 歳・65-74 歳）と男女との 4 セグメントで割合を出し、年

齢を補正するものとします。なお、年齢の 2 階層による区分けも難しい

場合には、男女のみの区分けで補正するものとします。（年齢補正のイメ

ージは次のページのとおり。） 

 

      （注）健診実施率が余りに定率の場合、年齢補正のもとになる年齢階層別・性別でのメタボリック

シンドロームの該当者・予備群（特定保健指導対象者）の割合の精度に問題があることから、

健診実施率が相当低い場合は、減少率の精度は低くなります。 

（基準年度（平成 20 年度）
の）特定保健指導対象者の
推定数 

当該年度の特定保健指導対
象者の推定数 

（基準年度（平成 20 年度）
の）特定保健指導対象者の
推定数 
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 年齢補正のイメージ 
                            （D）-（E） 
 メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率＝ 
                              （D） 
 

 

 

年齢 

〖基準年度〗 〖基準年度〗 〖基準年度〗 〖基準年度〗 
町のメタボ該当者及び
予備群（特定保健指導
対象者）の割合 

全国の住民基本台
帳人口（性・年齢階
級層別（5 歳層別）） 

メタボ該当者及び
予備群（特定保健指
導対象者）の推定数
（性・年齢階級別） 

メタボ該当者及び
予備群者（特定保健
指導対象者）の推定
数 

A B A×B（C） C の合計（D） 

基

準

年

度 

男

性 

40-44     

45-49     

50-54     

55-59     

60-64     

65-69     

70-75     

女

性 

40-44     

45-49     

50-54     

55-59     

60-64     

65-69     

70-75     

 

 

 

年齢 

〖基準年度〗 〖基準年度〗 〖基準年度〗 〖基準年度〗 
町のメタボ該当者及び
予備群（特定保健指導
対象者）の割合 

全国の住民基本台
帳人口（性・年齢階
級層別（5 歳層別）） 

メタボ該当者及び
予備群（特定保健指
導対象者）の推定数
（性・年齢階級別） 

メタボ該当者及び
予備群者（特定保健
指導対象者）の推定
数 

A’ B’ 
A’×B’

（C’） 
C’の合計（E） 

当

該

年

度 

男

性 

40-44     

45-49     

50-54     

55-59     

60-64     

65-69     

70-75     

女

性 

40-44     

45-49     

50-54     

55-59     

60-64     

65-69     
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70-75     

    （３） その他（実施方法・内容・スケジュール等） 

         この事業の実施状況を比較・評価し、計画の進捗状況を把握することが

必要です。具体的には、年間の事業を通して把握した問題や課題を出し合

い、次年度の事業展開に向けて解決の方向性を見出すほか、効果的かつ効

率的な事業展開につなげて行きます。 

 

３ 評価の時期・年度の設定 

 

  評価については、毎年実施し、年間を通した事業展開の中で、次年度の事業の改善につ 

ながるものがあるか、目標と実績の乖離及びその原因などに関して改善していき、疾病の 

重症化予防につなげて行きます。 

 

４ 特定健康診査等実施計画の見直し 

 

  計画見直しの時期については、国や県の医療計画、町の健康増進計画と整合性をとって 

いきます。計画は平成 30 年度から令和 5 年度までの 6 年間を計画の期間とします。 
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第８章 その他の事項 

 

 １ 事業主との連携 

 

     会社に勤務する人が加入する被用者保険においては、特定健診及び特定保健指導

が円滑に実施され、また実施効率を上げていくために事業主との連携が必要になっ

てきます。町としては、勤務する人と事業主が連携を図り、スムーズにこれらの健

診及び保健指導に結びつくよう、疾病の予防という観点から、どのような連携が必

要か検討をしていきます。 

 

  （１）想定できる事業所への協力内容 

 

      厚生労働省では、次に掲げるようなことを想定しています。町としても、まず

はこれらをベースとして、各課間での協議を行っていきます。 

 

① 社員が、特定健診や特定保健指導を受けやすくするための就業上の配慮 

② 生活習慣病や特定健診・特定保健指導に関する情報の掲示やパンフレットの

配布 

③ 社員食堂における健康メニューの設定・カロリー表示 

④ 受動喫煙対策等 

⑤ その他必要な事項 

 

  （２）事業者健診結果の必要性 

 

      特定健診の結果の活用については、長期的な管理をしたうえで、健康の維持を

図って行く観点から重要なことです。保険者が変わっても、次の保険者に情報が

提供されれば、過去の健診結果を踏まえた指導につなげることもできます。これ

を実現していくには、県内各種の保険者間での協議が必要になります。国の様々

な動きを見ながら、多くの関係する機関の意見を踏まえ、協議を行っていきます。 

 

  （３）他の健康診査との連携 

 

      町では、特定健診の実施のみではなく、他のがん検診と合わせて実施していま

す。この事業の実施にあたっては、健康診査・特定健診の案内に合わせて周知し

ていますが、更に健診の割合が増えるよう、関係各課間において協議をしていき

ます。 
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（４）実施体制の確保 

 

      特定保健指導は、現在専門の職員が主に当たっていますが、指導を継続してい

くうえで起こる様々な問題については、住民課も共に PDCA サイクルを実施した中

で、解決につながるものを発見できるよう努めて行きます。 

      また、共に共有した問題点を解決していくためには、県や国保連合会が行う研

修をはじめとする様々な研修会に参加することが必要です。これらの研修には積

極的に参加していきます。 
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 第 3期（2018年度以降）における変更点 

 

    第 3期における変更点を参考までに掲載しておきます。 

特定健康診

査の見直し 

（1）基本的な健診項目 
   血中脂質検査において、定期的健康診断等で、中性脂肪が 400 ㎎/dl 以上又は食後採決

の場合は、LDLコレステロールの代わりに Non-HDLコレステロールを用いて評価した場合
でも、血中脂質検査を実施したとみなすこととされた。血糖検査において、やむを得ず空
腹時以外でヘモグロビン Alc を測定しない場合は、食直後を除き随時血糖による血糖検査
を可とされた。 

（2）詳細な健診の項目 
   血清クレアチニン検査を詳細な健診の項目に追加し、eGFRで腎機能を評価することとさ

れた。心電図検査において、対象者は当該年度の特定健康診査の結果等で、血圧が受診勧
奨判定値以上の者又は問診等で不整脈が疑われる者のうち、医師が必要と認めるものとさ
れた。 

   眼底検査において、原則として当該年度の特定健康診査等の結果等で、血圧又は血糖値
検査が受診勧奨判定値以上の者のうち、医師が必要と認めるものとされた。 

（3）標準的な質問票 
   生活習慣の改善に関する歯科口腔保健の取組の端緒となる質問項目が追加された。 

特定保健指

導の見直し 

（1）行動計画の実績評価の時期の見直し 
   行動計画の実績評価を 3 か月経過後（積極的支援の場合は、3 か月以上の継続的な支援

終了後）に行うことが可能とされた。 

（2）初回面接と実績評価の同一機関要件の廃止 
   保険者と委託先との間で適切に情報が共有され、保険者が対象者に対する保健指導全体

の総括・管理を行う場合は、初回面接と実績評価を行う者が同一機関であることを要しな
いこととされた。 

（3）特定健康診査当日に限り初回面接を開始するための運用方法の改善 
   特定健康診査当日に検査結果が判明しない場合、①健診受診当日に、腹囲・体重、血圧、

喫煙歴等の状況から対象と見込まれる者に対して初回面接を行い、行動計画を暫定的に作
成し、②後日、全ての項目の結果から医師が総合的な判断を行い、専門職が本人と行動計
画を完成する方法が可能とされた。 

   特定保健指導対象者全員に保健指導を実施すると決めた保険者のグループと、特定健康
診査受診当日に特定保健指導を実施できる実施機関のグループとで集合契約を締結でき
るよう、共通ルールが整理された。 

（4）2年連続して積極的支援に該当した者への 2 年目の特定保健指導の弾力化 
   2 年連続して積極的支援に該当した者のうち、1 年目に比べ 2 年目の状態が改善してい

る者について、2年目の積極的支援は、動機付け支援相当の支援を実施した場合でも、特
定保健指導を「実施した」と位置付けることとされた。 

（5）積極的支援対象者に対する柔軟な運用による特定保健指導のモデル実施 
   柔軟な運用による特定保健指導のモデル実施について、一定の要件を満たせば、特定保

健指導を実施したとみなされることとなった。 

（6）情報通信技術を活用した初回面接（遠隔面接）の推進 

（7）その他の運用の改善 
  ・医療機関との適切な連携（診療における検査データを本人の同意のもとで特定健康診査

のデータとして活用できるようルールを整備） 
  ・保険者間の再委託要件の緩和（費用被保険者から国保への委託の推進） 
  ・歯科医師が特定保健指導における食生活の改善指導を行う場合の研修要件の緩和 
  ・看護師が保健指導を行える暫定期間の延長 
  ・保険者間のデータ連携、保険者協議会の活用 
  ・特定健康診査の結果に関する受診者本人への情報提供の評価 

* 「標準的な健診・保健指導プログラム」第 2編別紙 3 

 （http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155.html） 

 


