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序 章 計画策定に当たって 
 

１ 特定健康診査・特定保健指導の導入の要旨 

健診等の保健事業については、現在老人保健法にもとづいて実施されているところです。 

また、本市においては、平成１７年３月に「青梅市健康増進計画 ～豊かな自然に抱か

れたほほえみの生まれる健康都市・青梅」を策定し、市民が生涯を通じて健康で安心して

暮らせるよう、健康づくりを総合的かつ効果的に進めてきました。 

しかし、健診後の保健指導については、一部では生活習慣の改善などの効果が見られた

事例もありましたが、本人の希望が前提にあり、必要な方へのかかわりが十分と言える状

況ではありませんでした。 

このため、健診・保健指導については、 

（１）特定健康診査等を適切に受診することで、医療費適正化の効果が期待され、保険者

が大きな成果を出すこと。 

（２）健診・保健指導データとレセプトデータを突合することで、より効果的な方法等を

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。 

の３点から、保険者が実施主体となることにより、被保険者すべてに対する健診が充実

し、健診受診率の向上が見込まれるほか、十分なフォローアップも期待できることから、

保険者にその実施が義務付けられることとなりました。 

このことにより、これまでは市町村が地域の住民を対象に基本健康診査を行っていまし

たが、平成２０年４月からは、健康保険組合や政府管掌健康保険、共済組合、国民健康保

険などの医療保険者が中心となり、加入者（被保険者・被扶養者）に特定健康診査・特定

保健指導を実施します。このため、本市は、青梅市国民健康保険の医療保険者であるため、

「高齢者の医療の確保に関する法律」にもとづき、本市の国民健康保険加入者に対して、

糖尿病等の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実施することとしま

す。 

 

２ 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）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学会が合同で内臓脂肪症候群の疾患概念と

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、高血圧を引き起こす

病態であり、それぞれが重複した場合、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高く、
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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、脂質異常症∗、高血圧症は、予防可能であり、また、

発症した後でも血糖、中性脂肪、血圧等をコントロールすることにより、狭心症等の心疾

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行や重症化を予防す

ることが可能であるという考え方です。 

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、血圧等の上昇をもたらすとともに、様々な形で血管を損傷し、動脈硬化を引き起こ

し、心疾患、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、健診受診者にとって、生活習慣と健診結果、疾病発症との

関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向けての明確な動機付けができるようになると考

えられます。 

 

腹囲に加えて、以下の項目のうち１つに該当したら予備

群、２つ以上に該当したら該当者と診断されます。 

中性脂肪１５０mg/dl 以上 または HDL コレステロール

値４０mg/dl 未満 

空腹時血糖値１１０mg/dl 以上 

※HbA1c∗∗のみの場合は、５．５％以上 

脂質異常 

高血糖 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）とは？ 

 内臓の周りに脂肪がたまる肥満（内臓脂肪型肥満）に加えて、高血圧、高血糖、

脂質異常のうち２つ以上を持っている状態のことをいいます。１つの場合は、メ

タボリックシンドローム予備群となります。 

 それぞれの判定基準は以下のとおりとなります。 

 

腹囲 

収縮期血圧１３０mmHg 以上 または 拡張期血圧８５mmHg高血圧 

男性８５cm 以上、女性９０cm 以上 

                             
∗ 脂質異常症：日本動脈硬化学会は、国内外の臨床で得られた新たなエビデンスを取り込み、５年ぶりに

改訂した「動脈硬化性疾患予防ガイドライン２００７年版」を平成１９年４月に公表し、この中で、広く

普及している「高脂血症」という疾患名を「脂質異常症」に置き換えています。これを受けて、「高齢者

の医療の確保に関する法律」における関連政省令・告示等も脂質異常症で統一することとしました。 
∗∗ HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）：検査直前の食事の影響を受けないため、食後でも検査できる。

１～２か月前の血糖の状態が反映される。 
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３ 内臓脂肪症候群に着目した生活習慣病予防のための健診・保健

指導の基本的な考え方について 
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、行動変容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
にかか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、必要度に応じ、階層化
された保健指導を提供
リスクにもとづく優先順位を付け、保健指導の必要性に応じ
て「情報提供」「動機付け支援」「積極的支援」を行う

方法
一時点の健診結果のみにもとづく保
健指導
画一的な保健指導

健診結果の経年変化およ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
個々人の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
実施回数や参加人数

アウトカム（結果）評価
糖尿病等の有病者・予備群の25％減少

実施主体 市町村 医療保険者

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

 

資料：厚生労働省 

４ 計画の性格 

この計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第１９条にもとづき、青梅市国民健

康保険が策定するものであり、東京都医療費適正化計画等と十分な整合性を図るとともに、

健康増進法第９条に規定する健康診査等指針の内容に留意して定めるものです。 

 

５ 計画の期間 

この計画は５年を１期とし、第１期は平成２０年度から平成２４年度までとし、５年ご

とに見直しを行います。 

また、５年間の計画期間中であっても、制度改正など様々な状況の変化により見直しの

必要が生じた場合、適宜、見直しを行っていくこととします。 

 
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

本計画期間

次期計画見直し
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第１章 本市の現状 
 

１ 国民健康保険被保険者の状況 

国保被保険者と世帯数、国保加入率の推移をみると、共に年々増加の傾向にありますが、

国保被保険者、国保加入率については、平成１８年度では若干減少しています。 

 

国保被保険者と世帯数の推移

48,313 49,141 49,438 49,08246,906
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国保加入率の推移
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２ 医療費の状況 

平成１９年５月診療分のレセプトデータにもとづいて、本市の医療費の状況について分

析を行いました（０歳から７４歳までの国保被保険者：一般分と退職分。老人保健分は含

まれません。）。 

 

※ここでは、入院と入院外（以下一般的な表現として「外来」という。）について分析しています。 

※ここでいう生活習慣病とは、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、肝機能障害（脂肪肝、アル

コール性肝炎等）、糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、痛風腎、高血圧性腎臓障害、

脳血管疾患（脳梗塞、脳出血等）、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞等）、動脈閉塞（糖尿病性壊疽等）、

大動脈疾患（大動脈瘤等）、人工透析について集計したものです。 

 

(1) 被保険者全体の受療状況 
本市の平成１９年５月の１か月間の医療費（入院・外来の合計）は、約６億円でし

た。国保被保険者（４０，３３９人）１人当たりの医療費（医療費÷被保険者数。以

下「１人当たり医療費」という。）は１４，８８３円となっています。 

１か月間の受診件数（レセプトの枚数、入院・外来の合計）は２４，７７３件で、

被保険者１００人当たりの受診件数（件数÷被保険者数×１００。以下「受診率」と

いう。）は６１．４件となっています。 

(2) 年齢層別の受療状況 
１人当たり医療費・受診率ともに、６０歳から６４歳まで以降で急増しています。

１人当たり医療費は、５０歳から５４歳までがやや高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１人あたり医療費と受診率
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(3) 入院と外来受診の比較 

１か月間の入院のレセプトは６３４件、外来のレセプトは２４，１３９件で、入院

の割合は、件数全体のわずか２．６パーセントです。 

一方、入院の医療費は２８７，１７８，７６０円で、医療費全体の４７．８パーセ

ントを占めています。入院の場合、件数と受診者数は、ほぼ同じですので、非常に少

ない人数に医療費の約５割が掛かっているということで、入院になると高額の医療費

が掛かることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

入院･外来の受診者数・医療費の割合

2.6% 97.4%

47 .8% 52.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

件数

医療費

入院 外来

 

(4) 外来の実態 
１か月間の外来の医療費は３１３，１９１，１３０円、被保険者１人当たり医療費

は７，７６４円で、全国平均の１０，０６８円(国民健康保険組合中央会「国保医療費

の動向」平成１９年５月分。以下同じ。)より２，３０４円下回っています。 

 外来の受診件数は２４，１３９件、受診率（被保険者１００人当たり受診件数）は 

５９．８件で、全国平均の７７．０件と比べると１７．２件下回っています。 

外来の医療費を年齢層別に見ると、４０歳以上が全体の８５．６パーセントを占め

ており、４０歳から６４歳までが３６．４パーセント、６５歳から７４歳までが４９．

３パーセントとなっています。６５歳以上が外来医療費の半分を占めていることが分

かります。 

外来の疾病別医療費を見ると、１位は「高血圧性疾患」（外来全体の１２．５パー

セント）、２位は「腎不全」（１１．９パーセント）、３位が「糖尿病」（７．７パ

ーセント）、４位が「その他の内分泌、栄養および代謝疾患」（３．６パーセント）

（「脂質異常症」が約７割を占める。）となっています。 

件数が多い疾病は、１位「高血圧性疾患」、２位「糖尿病」、３位「その他の眼お

よび付属器の疾患」、４位「その他の内分泌、栄養および代謝疾患」となっています。 

１件当たりの医療費が非常に高い疾病である腎不全が非常に多く、高血圧性疾患に

近い金額となっています。 

主な生活習慣病である「高血圧性疾患」「糖尿病」「その他の内分泌、栄養および

代謝疾患（脂質異常症）」で、外来医療費の約４分の１（２３．８パーセント）を占

めています。 
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●外来の疾病分類別医療費 上位１０疾病 

順位 疾病分類名 医療費 割合 

1 位 高血圧性疾患 39,114,610円 12.5%

2 位 腎不全 37,137,230円 11.9%

3 位 糖尿病 24,005,260円 7.7%

4 位 その他の内分泌、栄養および代謝疾患 11,178,210円 3.6%

5 位 症状､徴候等で他に分類されないもの 7,986,260円 2.5%

6 位 その他の眼および付属器の疾患 7,651,840円 2.4%

7 位 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害 7,648,530円 2.4%

8 位 その他の悪性新生物 6,598,490円 2.1%

9 位 喘息 6,325,030円 2.0%

10 位 脊椎障害（脊椎症を含む。） 6,248,820円 2.0%

※４位「その他の内分泌、栄養および代謝疾患」の主な疾患は「脂質異常症」「高尿酸血症」です。 

６位「その他の眼および付属器の疾患」の主な疾患は「角膜炎・結膜炎」「緑内障」「眼精疲労」で

す。 

８位「その他の悪性新生物」の主な疾患は「前立腺がん」「卵巣がん」「膀胱がん」です。 

(5) 生活習慣病の受療状況（添付資料：様式３－１～３－６） 
外来のレセプトで生活習慣病を含むものは９，３９０件（外来全体２４，１３９件

の３８．９パーセント）で、４０歳から７４歳までが９，１６４件と９７．６パーセ

ントを占めています。生活習慣病による受療は、４０歳以上がほとんどであることが

分かります。 

 
生活習慣病受療者の年齢構成

2.4%

0.8%

2.4%

1.5%

1.6%

97.6%

99.2%

97.4%

97.6%

98.5%

98.4%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活習慣病全体

高血圧症

糖尿病

脂質異常症

虚血性心疾患

脳血管疾患

39歳以下 40-74歳
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また、外来受診者全体に占める生活習慣病受診者の割合は、年齢が上がるほど高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外来受診者全体に占める各疾病の受診件数の割合

55.8%

82.2%

56.5%

73.4%

29.0%

14.7%

1.6%

39.0%

51.6%

15.6%

3.7%

24.5%

28.8%

20.2%

10.4%
5.9%

24.8%
28.8% 30.1%

16.1%

9.2% 6.7%

11.4%
14.2%

4.9%
6.6%

9.6%

14.0%

1.6%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

20歳代以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70～74歳

生活習慣病全体

高血圧症

糖尿病

脂質異常症

虚血性心疾患

脳血管疾患

 

 

 

 

 

 

 

 

 

併発疾病の状況（高血圧症）

43.1%

29.5%

15.7%

10.5%

0% 20% 40% 60% 80%

脂質異常症

糖尿病

虚血性心疾患

脳血管疾患

併発疾病の状況（脂質異常症）

60.0%

36.7%

16.5%

8.9%

0% 20% 40% 60% 80%

高血圧症

糖尿病

虚血性心疾患

脳血管疾患

「高血圧症」を含む外来レセプトは５，９３４件で、４０歳から７４歳までが

５，８８４件（９９．２パーセント）です。外来受診者全体の３４．８パーセント、

生活習慣病を含むレセプトの６３．２パーセントを占めています。受診者は、４０歳

代から増加し始め、年齢が高くなるほど多くなっています。生活習慣病の中で受診者・

医療費ともに最も多く、併発疾病は、脂質異常症４３．１パーセント、糖尿病２９．５

パーセントが多くなっています。 

「脂質異常症」を含む外来レセプトは４，２６７件で、４０歳から７４歳までが

４，１６６件（９７．６パーセント）です。外来受診者全体の２５．０パーセント、生

活習慣病を含むレセプトの４５．４パーセントを占めています。受診者は、４０歳前か
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ら比較的多く、年齢が高くなるほど多くなっています。併発疾病は、高血圧症６０．０

パーセント、糖尿病３６．７パーセントが多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

併発疾病の状況（糖尿病）

54.1%

48.3%

14.2%

8.9%

0% 20% 40% 60% 80%

高血圧症

脂質異常症

「糖尿病」を含む外来レセプトは３，２３６件で、４０歳から７４歳までが

３，１５１件（９７．４パーセント）です。外来受診者全体の１９．０パーセント、

生活習慣病を含むレセプトの３４．５パーセントを占めています。受診者は、５０歳

代から増加しています。合併症の状況を見ると、糖尿病性網膜症１２．１パーセント

（糖尿病を含むレセプトのうち、当該疾病を含むものの割合。以下同じ。）、糖尿病

性腎症１０．８パーセント、インスリン療法７．５パーセント、糖尿病性神経障害

４．１パーセント、人工透析１．４パーセントとなっています。網膜症・腎症・イン

スリン療法の割合が比較的高く、糖尿病が重篤化している人が多いと推察されます。

併発疾病は、高血圧症５４．１パーセント、脂質異常症４８．３パーセントが多くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「虚血性心疾患」を含む外来レセプトは１，３７５件で、４０歳から７４歳までが

１，３５４件（９８．５パーセント）です。外来受診者全体の８．０パーセント、生活

習慣病を含むレセプトの１４．６パーセントを占めています。受診者は、４０歳代から

増加しています。併発疾病は、高血圧症６７．８パーセント、脂質異常症５１．２パー

セント、糖尿病３３．４パーセントが多くなっています。 

虚血性心疾患

脳血管疾患

糖尿病の合併症の状況

12.1%

10.8%

7.5%

4.1%

1.4%

0% 5% 10% 15%

網膜症

腎症

インスリン療法

神経障害

透析

併発疾病の状況（虚血性心疾患）

67.8%

51.2%

33.4%

11.9%

0% 20% 40% 60% 80%

高血圧症

脂質異常症

糖尿病

脳血管疾患

併発疾病の状況（脳血管疾患）

58.4%

35.4%

27.0%

15.3%

0% 20% 40% 60% 80%

高血圧症

脂質異常症

糖尿病

虚血性心疾患
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「脳血管疾患」を含む外来レセプトは１，０６７件で、４０歳から７４歳までが

１，０５０件（９８．４パーセント）です。外来受診者全体の６．３パーセント、生

活習慣病を含むレセプトの１１．４パーセントを占めています。受診者は、５０歳代

から増加しています。併発疾病は、高血圧症５８．４パーセント、脂質異常症３５．４

パーセント、糖尿病２７．０パーセントが多くなっています。 

(6) 人工透析の状況（添付資料：様式３－７） 
人工透析を行っているとみられるレセプトは１０９件で、４０歳から７４歳までが

１０４件（９５．４パーセント）でした。そのうち糖尿病の合併症によると考えられ

るものは４４件で、人工透析全体の４０．４パーセントを占めています。 

(7) 入院の実態 
１か月間の入院の医療費は２８７，１７８，７６０円、被保険者１人当たり医療費

は７，１１９円で、全国平均（９，０７３円）より１，９５４円下回っています。 

入院の件数は６３４件、受診率（被保険者１００人当たり受診件数）は１．６件で、

全国平均（２．０件）と比べると０．４件下回っています。 

入院の医療費を年齢層別に見ると、４０歳以上が全体の８７．６パーセントを占め

ており、４０歳から６４歳までが３２．８パーセント、６５歳から７４歳までが

５４．８パーセントとなっています。６５歳以上が、入院医療費の半分を超えている

ことが分かります。 

入院の疾病別医療費を見ると、１位は「統合失調症、統合失調症型障害および妄想

性障害」（入院全体の１４．７パーセント）、２位が「症状、徴候等で他に分類され

ないもの」（１０．３パーセント）、３位が「虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞など）」

（９．２パーセント）、４位が「脳梗塞」（３．７パーセント）、５位が「その他の神

経系の疾患（末梢神経障害など）」（３．６パーセント）となっています。 

重篤な生活習慣病である「虚血性心疾患」「脳梗塞」が、３位と４位になっていま

す。 

生活習慣病（悪性新生物、腎不全を含む）の上位疾病をみると、虚血性心疾患の割

合が大きいことが分かります。 
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●入院の疾病分類別医療費（生活習慣病のみ） 上位１０疾病 

順位 疾病分類名 医療費 割合 

1 位（ 3 位） 虚血性心疾患 26,399,050円 9.2% 

2 位（ 4 位） 脳梗塞 10,588,260円 3.7% 

3 位（14 位） 結腸の悪性新生物 5,088,060円 1.8% 

4 位（16 位） 糖尿病 4,936,180円 1.7% 

5 位（18 位） 腎不全 4,736,560円 1.6% 

6 位（19 位） 直腸の悪性新生物 4,652,420円 1.6% 

7 位（20 位） 肝の悪性新生物 4,584,790円 1.6% 

8 位（21 位） 脳内出血 4,422,280円 1.5% 

9 位（26 位） 肺の悪性新生物 2,780,520円 1.0% 

10 位（44 位） 胃の悪性新生物 1,198,540円 0.4% 

※順位の（ ）内は、入院全体の順位です。 

 

(8) 高額レセプト（１００万円以上）の状況（添付資料：様式１－２） 

平成 1９年５月診療分のレセプトで１００万円以上のものは３０件あり、すべて入院

でした。疾病分類が不明のデータが１６件あるため、全体の状況とは言えませんが、

血管病（循環器系の疾患）を含むものは１０．０パーセント（３件）で、虚血性心疾

患が２件、脳血管疾患が１件となっています。 

外来・入院の状況から、不健康な生活習慣の積み重ねが高血圧症・糖尿病・脂質異

常症等の生活習慣病の発症を招き、生活習慣の改善がないままに疾病が重篤化し、脳

梗塞・心筋梗塞・腎不全等の発症に至るという状況がうかがえます。 

 

●生活習慣病の重篤化の実態 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高血圧症 

脂質異常症 

糖尿病 

動脈硬化

糖尿病

合併症

重篤化リスクの増大

狭心症 

心筋梗塞 

心不全 

脳卒中 

腎不全 
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３ 健診の状況 

(1) 健診受診率（健診を受診した人の割合）の状況 
平成１８年度の基本健康診査（以下「基本健診」という。）受診者のうち、４０歳

から７４歳までの国保被保険者は８，３３６人、受診率は３２．６パーセントとなっ

ています。 

女性（３９．３パーセント）の方が男性（２５．５パーセント）より受診率が高く

なっています。特に、４０歳から６４歳までの受診率は、女性が３０．９パーセント

であるのに対し、男性は１５．８パーセントとかなり低くなっています。 

年齢層別に見ると、男女ともに年齢が上がるにつれて受診率が高くなっています。

特に、男性の４０歳代と５０歳代、女性の４０歳代の受診率は、１０パーセント台と

低くなっています。 

今後は、４０歳代・５０歳代の受診率向上が重要となります。 

 

●健診の受診状況（平成１８年度） 

健診受診率（受診者数） 
年齢 

被保険者

数 男性 女性 全体 

40～44 歳 1,991人
9.9%

(109人)

16.9%

(150人)

13.0%

(259人)

45～49 歳 1,830人
10.5%

(106人)

19.2%

(158人)

14.4%

(264人)

50～54 歳 2,114人
12.7%

(137人)

26.8%

(277人)

19.6%

(414人)

55～59 歳 3,798人
14.3%

(241人)

31.5%

(667人)

23.9%

(908人)

60～64 歳 5,291人
23.3%

(553人)

15.8%

(1,146人)

39.6%

(1,153人)

30.9%

(2,405人)

32.2%

(1,706人)

23.6%

(3,551人)

65～69 歳 6,084人
33.5%

(1,031人)

48.2%

(1,450人)

40.8%

(2,481人)

70～74 歳 4,477人
46.4%

(1,018人)

38.9%

(2,049人) 56.3%

(1,286人)

51.7%

(2,736人) 51.5%

(2,304人)

45.3%

(4,785人)

合計 25,585人 25.5% (3,195人) 39.3% (5,141人) 32.6% (8,336人)

※健診受診率の分母となる国保被保険者数は、平成１９年２月２８日現在のものである。 

 

(2) 特定保健指導対象者の状況 
本市の平成１８年度の基本健診結果から階層化を行った結果、特定保健指導対象者

の割合は、動機付け支援は男性の６５歳から７４歳まで以外は、国の示す特定保健指

導対象者発生率（以下「国モデル値」という。）よりかなり高い割合となっており、

積極的支援は国モデル値よりかなり低くなっています。ただし、集計に使用した平成
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１８年度データは、腹囲、喫煙状況、服薬状況がないため、平成２０年度以降の特定

保健指導対象者は、下表の割合より多くなると考えられます。 

 

※国の示す特定保健指導対象者発生率：「標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会」第６回の

資料５「特定保健指導対象者数の推計」による。 

 

●特定保健指導対象者の割合（階層化結果、平成１８年基本健診結果から） 

区分 性別 年齢区分 本市 国モデル値 

40～64 歳 22.5% 11.8%
男性 

65～74 歳 26.2% 27.6%

40～64 歳 15.8% 10.2%

動機付け 

支援 
女性 

65～74 歳 25.8% 15.2%

男性 40～64 歳 6.5% 24.6%積極的 

支援 女性 40～64 歳 3.2% 6.0%

※腹囲データ、喫煙状況、服薬状況がないため、BMI、血圧（収縮期・拡張期）、脂質（中性脂肪・HDL

コレステロール）、血糖（空腹時血糖、HbA1c）のみで集計しています。 

 

(3) 保健指導判定値の該当率 
保健指導判定値の該当率が高い検査項目を見ると（元データ件数を分母として算出）、

ＨｂＡ１ｃ６１．１パーセント、収縮期血圧５９．７パーセント、中性脂肪２９．４

パーセント、空腹時血糖２８．８パーセント、ＢＭＩ２７．２パーセントとなってい

ます。ＨｂＡ１ｃと収縮期血圧の該当率が高くなっている点が注目されます。 

近隣市町村と比較すると、ＨｂＡ１ｃと中性脂肪の該当率が比較的高くなっていま

す。 

 

※保健指導判定値：厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」の「健診検査項目の

健診判定値」による（BMI を除く。）。 

 

●検査項目別 保健指導判定値該当率 

 肥満 血圧 脂質代謝 糖代謝 

検査項目 BMI 収縮期 拡張期 中性脂肪 HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 血糖 HbA1c 

判定値 25 以上 
130mmHg 

以上 

85mmHg 

以上 

150mg/dl

以上 

40mg/dl 

未満 

100mg/dl

以上 

5.2% 

以上 

全体 27.2% 59.7% 20.7% 28.8% 7.7% 28.8% 61.1%

男性 29.6% 61.1% 24.6% 35.8% 13.5% 37.6% 58.8%
該
当
率 

女性 25.7% 58.8% 18.3% 25.3% 4.1% 24.0% 62.4%

※該当率は、各項目の検査データ件数を分母として算出しています。 
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●保健指導判定基準値該当率（近隣市町村との比較） 

 肥満 血圧 脂質代謝 糖代謝 

検査項目 BMI 収縮期 拡張期 中性脂肪 HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 血糖 HbA1c 

判定値 25 以上 
130mmHg 

以上 

85mmHg 

以上 

150mg/dl

以上 

40mg/dl 

未満 

100mg/dl

以上 

5.2% 

以上 

本市 27.2% 59.7% 20.7% 28.8% 7.7% 28.8% 61.1%

Ａ自治体 18.7% 65.3% 30.5% 15.1% 3.8% 33.4% 78.0%

Ｂ自治体 28.5% 52.8% 21.9% 25.2% 7.1% 33.2% 56.2%

Ｃ自治体 31.9% 57.2% 11.6% 27.2% 6.2% 21.4% * 55.8%

Ｄ自治体 21.0% 52.7% 17.2% 21.8% 6.4% 16.8% 71.0% *

Ｅ自治体 30.2% 63.8% 21.7% 31.1% 8.9% 44.8% 81.5% *

該
当
率 

Ｆ自治体 41.2% 70.2% 41.2% 28.2% 7.6% 32.1% 45.8%

※該当率は、各項目の検査データ件数を分母として算出しています。 

* 検査データ件数が健診受診者の１～２割しかないため、比較データとしていません。 

 

年齢層別に傾向を見ると、ＢＭＩと中性脂肪は、男性では４０歳代が最も高く、年

齢が上がるにつれて減少しており、女性では年齢が上がるにつれておおむね増加して

います。 

収縮期血圧とＨｂＡ１ｃは、男女ともに年齢が上がるにつれて該当率が高くなって

います。 

 

●主な検査項目の性別・年齢階層別有所見率 
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４ まとめ 

医療費の状況、健診の状況から、「生活習慣病の発症⇒重篤化⇒死亡」に関する以下の

流れが浮き彫りになります（●は本市の現状です。）。 

 

● 健診受診者の約６割が高血糖、同じく約６割が高血圧、約３割が脂質異常、約３割が

肥満である。 

● 高血糖・脂質異常の割合は、近隣市町村の中で２番目に高い。 

     ↓ 

 食事や運動等に関する不適切な生活習慣が肥満・高血圧・高血糖・脂質異常等（健診

における有所見）につながる。 

 

● 外来の約４割が生活習慣病による受診であり、外来受診者の３人に１人が高血圧症、

４人に１人が脂質異常症、５人に１人が糖尿病である。 

● 高血圧症・脂質異常症・糖尿病で、外来医療費の約３分の１を占めている。 

     ↓ 

 健診での有所見が続くと、やがて、高血圧症・脂質異常症・糖尿病等の生活習慣病が

発症する。 

 

● 外来医療費の２位は腎不全で、外来医療費の約１割を占めている。その主な治療であ

る人工透析の４割が糖尿病の合併症によるものである。 

● 入院医療費の３位に虚血性心疾患、４位は脳梗塞となっている。 

     ↓ 

 高血圧症・脂質異常症・糖尿病等の併発・重篤化により、動脈硬化が進み、虚血性心

疾患・脳血管疾患へ、また、糖尿病悪化による腎不全等へと至る。 

 

この流れを防止するためには、生活習慣病の発症に至る前の段階で、生活習慣の改善が

必要な方を選定し、食生活・運動習慣等の改善支援を行うことにより、生活習慣病の発症

を防ぐことが必要となります。 

このようなことから、特定健康診査において保健指導を必要とする方を抽出するととも

に、その対象者を階層化し保健指導を実施することにより、重点的に生活習慣の改善に取

り組んでいただくことが重要となります。 
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・不適切な食習慣

・運動不足

・飲酒

・喫煙

不適切な

生活習慣

・肥満

・高血圧

・脂質異常

・高血糖

境界領域期

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ
予備群

・肥満症

・高血圧症

・脂質異常症

・糖尿病

生活習慣病発症

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ
該当者

・心疾患

　（心筋梗塞、狭心症）

・脳血管疾患

　（脳出血、脳梗塞）

・腎不全（人工透析）

重篤化・合併症

・要介護

・死亡

健康診査

　　　保健指導
　　（発症予防）

・食事・運動・禁煙等の
　生活習慣の改善支援

　保健指導・医療
　 （重篤化予防）

・受診勧奨
・適切な治療と生活習
　慣の改善支援

・不適切な食習慣

・運動不足

・飲酒

・喫煙

不適切な

生活習慣

・肥満

・高血圧

・脂質異常

・高血糖

境界領域期

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ
予備群

・肥満症

・高血圧症

・脂質異常症

・糖尿病

生活習慣病発症

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ
該当者

・心疾患

　（心筋梗塞、狭心症）

・脳血管疾患

　（脳出血、脳梗塞）

・腎不全（人工透析）

重篤化・合併症

・要介護

・死亡

健康診査

　　　保健指導
　　（発症予防）

・食事・運動・禁煙等の
　生活習慣の改善支援

　保健指導・医療
　 （重篤化予防）

・受診勧奨
・適切な治療と生活習
　慣の改善支援

こうしたことから、特定健診・特定保健指導によるメタボリックシンドロームの予防改

善、肥満の減少、生活習慣病の発症予防を積極的に行っていく必要があります。 
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第２章 達成しようとする目標 
 

１ 目標の設定 

この計画の実行により、特定健康診査受診率を８０パーセント、特定保健指導実施率を

６０パーセント、内臓脂肪症候群の該当者・予備群の２５パーセント減少を平成２７年度

までに達成することを目標とします。 

また、第１期の目標として特定健康診査受診率を６５パーセント、特定保健指導実施率

を４５パーセント、内臓脂肪症候群の該当者・予備群の１０パーセント減少を平成２４年

度までに達成することを目標とします。 

 

２ 青梅市国民健康保険の特定健康診査・特定保健指導の目標値 

特定健康診査等基本指針に掲げる参酌標準を基に、青梅市国民健康保険における目標値

を以下のとおり設定します。 

 

 
平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度

受診率 38.5％ 45％ 55％ 60％ 65％

対象者 

予測数 
26,844人 27,422人 27,871人 28,135人 28,555人特定健康診査 

実施者 

予測数 
10,334人 12,340人 15,329人 16,881人 18,561人

実施率 20％ 25％ 35％ 40％ 45％

対象者 

予測数 
2,407人 2,567人 3,192人 3,516人 3,865人特定保健指導 

実施者 

予測数 
483人 643人 1,116人 1,406人 1,739人

内臓脂肪症候群の該当

者・予備群の減少率 

 
 10％平成 20 年度の実績を基に設定 

※特定健康診査対象者予測数は、平成１６年から１９年までの各年１０月１日現在の住民基本台帳の人口

データから求めた、平成２０年から２４年までの人口推計結果に平成１９年の国民健康保険の加入率を

乗じて算出しました。また、実施者予測数は、対象者予測数に受診率を乗じて算出しました。 

※特定保健指導対象者予測数は、特定健康診査実施者予測数に保健指導対象者の割合（１３ページ参照）

を乗じて算出しました。また、実施者予測数は、対象者予測数に実施率を乗じて算出しました。 

 17



 

 

第３章 特定健康診査・特定保健指導の実施方法 
 

１ 特定健康診査 

(1) 基本的な考え方 
国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々に増加

し、次に７５歳ごろを境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇しています。

これを個人に置き換えてみると、不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習慣が

やがて糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症等（以下「糖尿病等」という。）の生

活習慣病の発症を招き、外来通院および投薬が始まり、生活習慣の改善がないままに、

その後こうした疾患が重症化し、虚血性心疾患や脳卒中等の発症に至るという経過を

たどることになります。 

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）に起因する虚血性心

疾患、脳血管疾患等発症リスクが高まります。このため、内臓脂肪症候群（メタボリ

ックシンドローム）の概念にもとづき、その該当者および予備群に対し、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、脳卒中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、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、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者を、的確に抽出するために行うものです。 

(2) 特定健康診査対象者 
満４０歳から７４歳までの青梅市の国民健康保険被保険者となります。 

なお、以下に該当する者は、厚生労働省告示第３号にもとづき、特定健康診査の実

施の対象外とします。 

ア 妊産婦 

イ 刑事施設・労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者 

ウ 国内に住所を有しない者 

エ 船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる者 

オ 病院または診療所に６か月以上継続して入院している者 

カ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第５５条第１項第

２号から第５号までに規定する施設に入所または入居している者 
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(3) 実施方法 
市内の医療機関にて健診を実施する予定です。 

(4) 実施項目 
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

する健診項目とします。 

基本的な健診項目 

○質問項目 

○身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲） 

○理学的検査（身体診察） 

○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） 

○肝機能検査 

（ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）） 

○血糖検査（空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃ） 

 

○尿検査（尿糖、尿蛋白） 

詳細な健診項目（一定の基準の基、医師が必要と判断したものを選択） 

○心電図検査 

前年度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 

前年度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 

 

【詳細な健診項目の判定基準】 ※厚生労働省告示第４号にもとづく 

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HbA１c ５．２％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
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(5) 実施時期 
特定健診の実施時期については、６月から１１月までの間に実施する予定です。 

また、実施機関により、実施する日時・曜日が異なる場合があります。 

(6) 特定健康診査委託基準 

ア 基本的な考え方 

特定健康診査受診率向上を図るため、利用者の利便性に配慮した健診を実施する

など対象者のニーズを踏まえた対応が必要となります。一方、精度管理が適切に行

われないなど健診の質が考慮されないことが危ぐされるため、質の低下につながる

ことがないよう委託先における健診の質を確保することが不可欠です。そのため、

具体的な基準を定めます。 

イ 具体的な基準 

(ア) 人員に関する基準 

(イ) 施設又は設備等に関する基準 

(ウ) 精度管理に関する基準 

(エ) 健診結果等の情報の取扱いに関する基準 

(オ) 運営等に関する基準 

(7) 委託契約の方法、契約書の様式 

特定健康診査の実施については、社団法人西多摩医師会と契約する予定です。 

(8) 周知、案内方法 
特定健康診査受診対象者には、受診開始年月の１か月前をめどに特定健康診査受診

券を送付するとともに、市の広報等にて周知を行います。 

なお、特定健康診査受診者全員に対して、健診結果表を送付するとともに、情報提

供資料*を送付します。 

                             
*情報提供資料：健診結果の提供に併せて、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します。

また、健診結果の見方や健康の保持増進に役立つ内容の情報を提供します。 
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(9) 事業主健診データ等の受領方法について 
特定健康診査の対象者が労働安全衛生法にもとづく事業主健診や人間ドック等を

受診した場合のデータについては、本人の同意を得て、本人から健診結果票等の写

しを受領します。 

(10) 健診データの保管方法および保管体制について 
特定健康診査等に関するデータの管理は、原則５年保存とし、東京都国民健康保

険団体連合会に委託するものとします。 

(11) 各種健診等との連携について 
各種がん検診等や生活機能評価は、従来と同様に特定健康診査と連携して実施し、

被用者保険の被扶養者の健診等については、集合契約により実施を予定しています。 

また、市で実施する健康増進事業とも連携して市民全体の健康づくりに取り組ん

でいきます。 
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２ 特定保健指導 

(1) 基本的な考え方 
生活習慣病に移行させないことを目的に、対象者自身が健診結果を理解して体の変

化に気付き、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣を改善するための行動目標を設定

するとともに、自らが実践できるよう支援し、そのことにより対象者が自分の健康に

関するセルフケア（自己管理）ができるようになることを目的とします。そのために、

どのような生活習慣を身に着けることが必要であるか、また、課題や優先順位を対象

者とともに考え、実行可能な行動目標を対象者が自ら立てられるよう支援できるプロ

グラムを開発し、個別面接や小集団のグループワーク等を活用し、行動変容のきっか

けづくりを行います。 

さらに、健康増進法等で実施するポピュレーションアプローチのための社会資源を

積極的に活用することや、地域・職域におけるグループ、ボランティア等との協働し

た体制整備を実施します。 

■特定健診から特定保健指導への標準的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供 

 

 

 

資料：厚生労働省 

（法律上） 

特定保健指導対

象者リストの中

から、特定保健指

導実施者を抽出

積極的支援 

動機付け支援

特定健診の結果通知表送付時

に、パンフレット等を同封 

特定健診の結果を基に特定

保健指導の対象者リストを

作成し、健診データ(特定健

診)とともに保険者に送付

情報提供 

特定健診の実施 

結果通知表には、階層化の

結果ではなく、メタボリッ

クシンドロームの判定（基

準該当・予備群該当・非該

当結果）を記載 

結果通知表を出力・送付 

階層化の実施 

（自動判定） 

特定保健指導

の実施 

特
定
保
健
指
導
利
用
券

の
出
力
・
送
付 

特定保健指導 特定健診 
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(2) 特定保健指導対象者 
特定健康診査の受診者のうち、厚生労働省告示第６号から第８号にもとづき、下記

のリスクに当てはまる者を対象とします。ただし、糖尿病、高血圧症または脂質異常

症の治療にかかる薬剤を服用している者を除きます。 

 

■特定保健指導対象者の判定基準 

腹囲またはＢＭＩ 
腹囲 男性８５cm 以上 女性９０cm 以上の者 

ＢＭＩ ２５以上の者 ※ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

 

『腹囲またはＢＭＩどちらかに該当する者』のうち 

 

①血糖 空腹時血糖１００mg／dl 以上 または HbA１c５．２％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血圧 収縮期１３０mmHg 以上 または 拡張期８５mmHg 以上 

 

■特定保健指導の対象者（階層化） 

追加リスク 対象 
腹囲 

①血糖 ②脂質 ③血圧 
④喫煙歴 

40－64 歳 65－74 歳 

２つ以上該当  

あり 
積極的支援 ≧８５cm（男性） 

≧９０cm（女性） １つ該当 
なし  

動機付け 

支援 

３つ該当  

あり 
積極的支援 

２つ該当 
なし 

上記以外で 

BMI≧２５ 

１つ該当  
 

動機付け 

支援 

※喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。 

資料：厚生労働省 

(3) 実施方法 
特定保健指導の実施方法については、委託で行います。 

実施場所については、動機付け支援は健康センター等、積極的支援は各市民センタ

ー等にて行います。 
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(4) 実施内容 
ア 動機付け支援 

特定健診受診者で、動機付け支援対象となった者に対して、医師、保健師または

管理栄養士による面接を行い、その指導の下、喫煙習慣、運動習慣、食習慣、休養

習慣その他の生活習慣の改善のための行動計画を作成します。その際、自分の生活

習慣の改善すべき点等を自覚し、自ら目標を設定し行動に移すことができる内容と

します。 

面接（行動計画を作成）してから６か月経過後に、面接または通信等（電子メー

ル、電話、ＦＡＸ、手紙等）を利用して、実績評価を行います。 

イ 積極的支援 

特定健診受診者で、積極的支援対象となった者に対して、医師、保健師または管

理栄養士による面接を行い、その指導の下、喫煙習慣、運動習慣、食習慣、休養習

慣その他の生活習慣の改善のための行動計画を作成します。その際、目標達成に向

けた取組を行いながら、支援終了後も行動を継続できるような意識付けを行える内

容とします。 

面接（行動計画を作成）してから、３か月以上継続的に指導を行い、６か月経過

後に、面接または通信等（電子メール、電話、ＦＡＸ、手紙等）を利用して、実績

評価を行います。 

なお、平成１９年度に実施した国保ヘルスアップ事業で得られた成果（対象者へ

の案内方法、面接方法、継続させるための働き掛け等）を生かして、効果的かつ効

率的な支援を行います。 

(5) 実施時期 
特定保健指導の実施時期は、動機付け支援については随時、積極的支援については

９月ごろから時期を定めて実施します。 

(6) 特定保健指導委託基準 
ア 基本的な考え方 

特定保健指導受診率向上を図るため、対象者の利便性に配慮した保健指導を実施

するなど対象者のニーズを踏まえた対応が必要となります。一方で、精度管理が適

切に行われないなど保健指導の質が考慮されないことが危ぐされるため、質の低下

につながることがないよう委託先における保健指導の質を確保することが不可欠で

す。そのため、具体的な基準を定めます。 
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イ 具体的な基準 

(ア) 人員に関する基準 

(イ) 施設または設備等に関する基準 

(ウ) 特定保健指導の内容に関する基準 

(エ) 特定保健指導の記録等の情報の取扱い 

(オ) 運営等に関する基準 

(7) 周知、案内方法 
特定健康診査の結果、特定保健指導の対象者となった方には、特定保健指導利用券

を送付します。 

(8) 保健指導データの保管方法および保管体制について 
特定健康保健指導等に関するデータの管理は、原則５年保存とし、東京都国民健康

保険団体連合会に委託するものとします。 

３ 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けて 

(1) 特定保健指導対象者抽出（重点化）の基本的な考え方 
効果的、効率的な保健指導を実施するに当たって、予防効果が多く期待できる層を

優先的に実施します。 

具体的には、特定健診受診者のリスクにもとづく優先順位を付け、必要性に応じた

保健指導レベル別の支援を実施します。 

青梅市の現状を加味した上で、特に４０歳代・５０歳代の男性と、４０歳代の女性

に対して優先を置くとともに、未受診者対策に重点を置きます。 

(2) 特定保健指導対象者の選定と階層化 
特定保健指導対象者を明確にするために、特定健康診査結果から対象者をグループ

に分類して保健指導を実施します。 

ア 特定健康診査受診者かつ治療者 

医療との連携が必要な者 

イ 特定健康診査受診者で受診勧奨者 

医療への受診勧奨が必要な者 

ウ 特定保健指導対象者 

医療への受診（受診勧奨含む。）以外の内臓脂肪症候群該当者、予備群 

エ 情報提供対象者 

特定健康診査受診者でアからウまでに該当しない者 

オ 特定健康診査未受診者 

糖尿病等の生活習慣病治療者以外の特定健康診査未受診者 
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(3) 特定保健指導の受診率の向上策 
平日夜間や土曜日・日曜日のコースを設けるなど、対象者が参加しやすい開催日や

時間を設定していきます。 

(4) 特定保健指導実施者の人材確保と資質向上 
人材の確保については、医療保険者での生活習慣病対策、予防重視の基本的な考え

方の基、必要な保健師・管理栄養士の配置、在宅の専門職の活用、アウトソーシング

の活用を進めます。 

また、事業者の評価に当たっては、国保運営協議会等を活用し行うものとします。 

さらに、特定保健指導実施者は、保健指導を行うための技術を理解し、保健指導と

しての技術を身に着け、実際の保健指導に応用することが必要となるため、各種研修

会への参加や身近な機関でＯＪＴを実施し、指導者の資質向上に努めます。 

 

■特定健康診査、特定保健指導実施者の体制 

市役所 
職 種 

国保主管課 保健衛生主管課 

保健師 １

管理栄養士 １

事務員 １ ２

合 計 １ ４
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第４章 個人情報の保護 
 

１ 基本的考え方 

医療保険者は、健診・保健指導で得られる健康情報の取扱いについては、個人情報の保

護に関する法律およびこれにもとづくガイドライン等を踏まえた対応を行います。その際

には、受診者の利益を最大限に保証するための個人情報の保護に十分に配慮しつつ、効果

的・効率的な健診・保健指導を実施する立場から、収集された個人情報を有効に利用する

ことが大切です。 

２ 具体的な個人情報の保護 

個人情報の取扱いに関しては、個人情報保護法にもとづく「国民健康保険組合等におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」および「青梅市個人情報保護条例」に

沿って行うとともに、ガイドラインにおける役員・職員の義務（データの正確性の確保、

漏えい防止措置、従業者の監督、委託先の監督）について周知を図ります。 

また、特定健康診査・特定保健指導を外部に委託する際は、個人情報の厳重な管理や、

目的外使用の禁止等を契約書に定めるとともに、委託先の契約状況を管理していきます。 

３ 守秘義務規定 

(1) 国民健康保険法（平成２０年４月１日施行分） 

第１２０条の２  保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当

な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密

を漏らしたときは、一年以下の懲役又百万円以下の罰金に処す

る。 

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律（平成２０年４月１日施行分） 

第３０条     第２８条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委

託を受けた者（その者が法人である場合にあつては、その役員）

若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関

して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならな

い。 

第１６７条第１項 第３０条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲

役又は百万円以下の罰金に処する。 
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第５章 特定健康診査等実施計画の公表・周知 
 

高齢者の医療の確保に関する法律第１９条３「保険者は、特定健康診査等実施計画を定

め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない」にもとづき、

特定健康診査等実施計画を市広報およびホームページに公表します。 

 

第６章 特定健康診査等実施計画の評価および見直し 
 

１ 基本的な考え方 

評価は、「特定健康診査・特定保健指導」の成果について評価を行うことであり、有病

者や予備群の数、生活習慣病関連の医療費の推移等で評価されるものです。 

その成果が数値データとして現れるのは数年後になることが想定されるため、健診結果

や生活習慣の改善状況などの短期間で評価ができる事項についても評価を行っていきます。 

なお、評価方法としては 

・「個人」を対象とした評価方法 

・「集団」として評価する方法 

・「事業」としての評価方法 

以上それぞれについて評価を行うとともに、事業全体を総合的に評価します。 

２ 具体的な評価 

(1) ストラクチャー（構造） 

保健指導に従事する職員の体制（職種・職員数・職員の資質等）、保健指導の実施

にかかる予算、施設・設備の状況、他機関との連携体制、社会資源の活用状況につい

て検証します。 

(2) プロセス（過程） 

保健指導の実施過程、すなわち情報収集、アセスメント、問題の分析、目標の設定、

指導の手段（コミュニケーション、教材を含む。）、保健指導実施者の態度、記録状

況、対象者の満足度について検証します。 
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(3) アウトプット（事業実施量） 

健診受診率、保健指導実施率、保健指導の継続率について検証します。 

 

(4) アウトカム（結果） 

肥満度や血液検査等の健診結果の変化、糖尿病等の有病者・予備群、死亡率、要介

護率、医療費の変化について検証します。 

３ 評価の実施責任者 

個人に対する保健指導の評価は、保健指導実施者（委託事業者を含む。）が実施責任者

となります。 

集団に対する保健指導の評価は、保健指導実施者（委託先を含む。）および医療保険者

が、評価の実施責任者となります。 

保健指導実施者に対する研修を行っている者もこの評価に対する責務を持つこととしま

す。 

事業としての保健指導の評価は、「健診・保健指導」事業を企画する立場にある医療保

険者がその評価の責任を持つこととします。 

最終評価については、健診・保健指導の成果として、対象者全体における生活習慣病対

策の評価（有病率、医療費等）を行うものであるため、医療保険者が実施責任者となりま

す。 

なお、保険運営の健全化の観点から国保運営協議会において毎年進ちょく状況を報告し、

状況に応じて特定健診等実施計画を見直すこととします。 
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資料編 
 

第１ 特定健康診査の外部委託に関する基準（厚生労働省告示第１１号） 

１ 人員に関する基準 

(1) 特定健康診査を適切に実施するために必要な医師、看護師等が質的及び量的に確

保されていること。 

(2) 常勤の管理者（特定健康診査を実施する施設において、特定健康診査に係る業務

に付随する事務の管理を行う者をいう。以下この(2)において同じ。）が置かれてい

ること。ただし、事務の管理上支障がない場合は、当該常勤の管理者は、特定健康

診査を実施する施設の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施

設等における職務に従事することができるものとする。 

２ 施設、設備等に関する基準 

(1) 特定健康診査を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有していること。 

(2) 検査や診察を行う際に、受診者のプライバシーが十分に保護される施設及び設備

等が確保されていること。 

(3) 救急時における応急処置のための体制が整っていること。 

(4) 健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 25 条に規定する受動喫煙の防止措置が

講じられていること（医療機関においては、患者の特性に配慮すること。）。 

３ 精度管理に関する基準 

(1) 特定健康診査の項目について内部精度管理（特定健康診査を行う者が自ら行う精

度管理（特定健康診査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。）をいう。）が

定期的に行われ、検査値の精度が保証されていること。 

(2) 外部精度管理（特定健康診査を行う者以外の者が行う精度管理をいう。）を定期

的に受け、検査値の精度が保証されていること。 

(3) 特定健康診査の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられる

よう必要な体制が整備されていること。 

(4) 実施基準第１条第１項各号に掲げる項目のうち、検査の全部又は一部を外部に再

委託する場合には、再委託を受けた事業者において(1)から(3)までの措置が講じら

れるよう適切な管理を行うこと。 

４ 特定健康診査の結果等の情報の取扱いに関する基準 

(1) 特定健康診査に関する記録を電磁的方法（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。）により作成し、保

険者に対して当該記録を安全かつ速やかに提出すること。 
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(2) 特定健康診査の結果の受診者への通知に関しては、当該受診者における特定健康

診査の結果の経年管理に資する形式により行われるようにすること。 

(3) 特定健康診査に関する記録の保存及び管理が適切になされていること。 

(4) 法第 30 条に規定する秘密保持義務を遵守すること。 

(5) 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及びこれに基づくガイド

ライン等を遵守すること。 

(6) 保険者の委託を受けて特定健康診査の結果を保存する場合には、医療情報の安全

管理（組織的、物理的、技術的、人的な安全対策等）を徹底すること。 

(7) 特定健康診査の結果の分析等を行うため、保険者の委託を受けて特定健康診査の

結果に係る情報を外部に提供する場合には、分析等に当たり必要とされる情報の範

囲に限って提供するとともに、提供に当たっては、個人情報のマスキングや個人が

特定できない番号の付与等により、当該個人情報を匿名化すること。 

５ 運営等に関する基準 

(1) 特定健康診査の受診が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜間に特定健康診

査を実施するなど、受診者の利便性に配慮し、特定健康診査の受診率を上げるよう

取り組むこと。 

(2) 保険者の求めに応じ、保険者が特定健康診査の実施状況を確認する上で必要な資

料の提出等を速やかに行うこと。 

(3) 特定健康診査の実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該実施者の

資質の向上に努めること。 

(4) 特定健康診査を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を有すること。 

(5) 保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、保険者との委託契約に、

再委託先との契約においてこの告示で定める基準に掲げる事項を遵守することを明

記すること。 

(6) 運営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程の

概要を、保険者及び特定健康診査の受診者が容易に確認できる方法（ホームページ

上での掲載等）により、幅広く周知すること。 

ア 事業の目的及び運営の方針 

イ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

ウ 特定健康診査の実施日及び実施時間 

エ 特定健康診査の内容及び価格その他の費用の額 

オ 事業の実施地域 

カ 緊急時における対応 

キ その他運営に関する重要事項 

(7) 特定健康診査の実施者に身分を証する書類を携行させ、特定健康診査の受診者等

から求められたときは、これを提示すること。 
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(8) 特定健康診査の実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとと

もに、特定健康診査を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行うこと。 

(9) 虚偽又は誇大な広告を行わないこと。 

(10) 特定健康診査の受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受

け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受け付け

た場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 

(11) 従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。 

 

第２ 特定保健指導の外部委託に関する基準（厚生労働省告示第１１号） 

１ 人員に関する基準 

(1) 特定保健指導の業務を統括する者（特定保健指導を実施する施設において、動機

付け支援（実施基準第７条第１項に規定する動機付け支援をいう。以下同じ。）及

び積極的支援（実施基準第８条第１項に規定する積極的支援をいう。以下同じ。）

の実施その他の特定保健指導に係る業務全般を統括管理する者をいい、以下「統括

者」という。）が、常勤の医師、保健師又は管理栄養士であること。 

(2) 常勤の管理者（特定保健指導を実施する施設において、特定保健指導に係る業務

に付随する事務の管理を行う者をいう。以下この(2)において同じ。）が置かれてい

ること。ただし、事務の管理上支障がない場合は、当該常勤の管理者は、特定保健

指導を行う施設の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等

における職務に従事することができるものとする。 

(3) 動機付け支援又は積極的支援において、初回の面接、特定保健指導の対象者の行

動目標及び行動計画の作成並びに当該行動計画の実績評価（行動計画の策定の日か

ら６月以上経過後に行う評価をいう。）を行う者は、医師、保健師又は管理栄養士

であること。 

(4) 積極的支援において、積極的支援対象者（実施基準第８条第２項に規定する積極

的支援対象者をいう。以下同じ。）ごとに、特定保健指導支援計画の実施（特定保

健指導の対象者の特定保健指導支援計画の作成、特定保健指導の対象者の生活習慣

や行動の変化の状況の把握及びその評価、当該評価に基づいた特定保健指導支援計

画の変更等を行うことをいう。）について統括的な責任を持つ医師、保健師又は管

理栄養士が決められていること。 

(5) 動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者（実施基

準第７条第２項に規定する動機付け支援対象者をいう。以下同じ。）又は積極的支

援対象者に対する食生活に関する実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士又は特

定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第７条第１項第２号及び第８条第

１項第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食生活の改善指導又は運動指導に
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関する専門的知識及び技術を有すると認められる者（平成 20 年厚生労働省告示第 10

号。以下「実践的指導実施者基準」という。）第１に規定する食生活の改善指導に

関する専門的知識及び技術を有すると認められる者により提供されること。また、

食生活に関する実践的指導を自ら提供する場合には、管理栄養士その他の食生活の

改善指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者を必要数確保してい

ることが望ましいこと。 

(6) 動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者又は積極

的支援対象者に対する運動に関する実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士又は

実践的指導実施者基準第２に規定する運動指導に関する専門的知識及び技術を有す

ると認められる者により提供されること。また、運動に関する実践的指導を自ら提

供する場合には、運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者を

必要数確保していることが望ましいこと。 

(7) 動機付け支援又は積極的支援のプログラムの内容に応じて、事業の再委託先や他

の健康増進施設等と必要な連携を図ること。 

(8) 特定保健指導実施者（実施基準第７条第１項第２号の規定に基づき、動機付け支

援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に係る動機付けに関する支援を行う

者又は実施基準第８条第１項第２号の規定に基づき、積極的支援対象者に対し、生

活習慣の改善のための取組に資する働きかけを相当な期間継続して行う者をいう。

以下同じ。）は、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日本看護協会、日

本栄養士会等が実施する一定の研修を修了していることが望ましいこと。 

(9) 特定保健指導の対象者が治療中の場合には、(4)に規定する統括的な責任を持つ者

が必要に応じて当該対象者の主治医と連携を図ること。 

２ 施設、設備等に関する基準 

(1) 特定保健指導を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有していること。 

(2) 個別支援を行う際に、対象者のプライバシーが十分に保護される施設及び設備等

が確保されていること。 

(3) 運動に関する実践的指導を行う場合には、救急時における応急処置のための体制

が整っていること。 

(4) 健康増進法第 25 条に規定する受動喫煙の防止措置が講じられていること（医療機

関においては、患者の特性に配慮すること。）。 

３ 特定保健指導の内容に関する基準 

(1) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第７条第１項及び第８条第１

項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法（平成 20 年厚生労

働省告示第 9 号）に準拠したものであり、科学的根拠に基づくとともに、特定保健

指導の対象者の特性並びに地域及び職域の特性を考慮したものであること。 

(2) 具体的な動機付け支援又は積極的支援のプログラム（支援のための材料、学習教
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材等を含む。）は、保険者に提示され、保険者の了解が得られたものであること。 

(3) 最新の知見及び情報に基づいた支援のための材料、学習教材等を用いるよう取り

組むこと。 

(4) 個別支援を行う場合は、特定保健指導の対象者のプライバシーが十分に保護され

る場所で行われること。 

(5) 委託契約の期間中に、特定保健指導を行った対象者から当該特定保健指導の内容

について相談があった場合は、相談に応じること。 

(6) 特定保健指導の対象者のうち特定保健指導を受けなかった者又は特定保健指導を

中断した者に対しては、特定保健指導の対象者本人の意思に基づいた適切かつ積極

的な対応を図ること。 

４ 特定保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準 

(1) 特定保健指導に関する記録を電磁的方法により作成し、保険者に対して当該記録

を安全かつ速やかに提出すること。 

(2) 保険者の委託を受けて、特定保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具

体的な指導の内容、フォローの状況等を保存する場合には、これらを適切に保存し、

管理すること。 

(3) 法第 30 条に規定する秘密保持義務を遵守すること。 

(4) 個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等を遵守すること。 

(5) 保険者の委託を受けて特定保健指導の結果を保存する場合には、医療情報の安全

管理（組織的、物理的、技術的、人的な安全対策等）を徹底すること。 

(6) インターネットを利用した支援を行う場合には、医療情報の安全管理（組織的、

物理的、技術的、人的な安全対策等）を徹底し、次に掲げる措置等を講じることに

より、外部への情報漏洩、不正アクセス、コンピュータ・ウイルスの侵入等を防止

すること。 

ア 秘匿性の確保のための適切な暗号化、通信の起点及び終点の識別のための認証

並びにリモートログイン制限機能により安全管理を行うこと。 

イ インターネット上で特定保健指導の対象者が入手できる情報の性質に応じて、

パスワードを複数設けること（例えば、特定健康診査の結果（労働安全衛生法（昭

和 47 年法律第 57 号）その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健

康診断を含む。この(6)において同じ。）のデータを含まないページにアクセスす

る場合には英数字のパスワードとし、特定健康診査の結果のデータを含むページ

にアクセスする場合には本人にしか知り得ない質問形式のパスワードとすること

等）。 

ウ インターネット上で特定健康診査の結果のデータを入手できるサービスを受け

ることについては、必ず本人の同意を得ること。 

エ 本人の同意を得られない場合における特定健康診査の結果のデータは、インタ
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ーネット上で特定健康診査の結果のデータを入手できるサービスを受ける者の特

定健康診査の結果のデータとは別の場所に保存することとし、外部から物理的に

アクセスできないようにすること。 

(7) 特定保健指導の結果の分析等を行うため、保険者の委託を受けて特定保健指導の

結果に係る情報を外部に提供する場合には、分析等に当たり必要とされる情報の範

囲に限って提供するとともに、提供に当たっては、個人情報のマスキングや個人が

特定できない番号の付与等により、当該個人情報を匿名化すること。 

５ 運営等に関する基準 

(1) 特定保健指導の利用が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜間に特定保健指

導を実施するなど、利用者の利便性に配慮し、特定保健指導の実施率を上げるよう

取り組むこと。 

(2) 保険者の求めに応じ、保険者が特定保健指導の実施状況を確認する上で必要な資

料の提出等を速やかに行うこと。 

(3) 特定保健指導を行う際に、商品等の勧誘、販売等を行わないこと。また、特定保

健指導を行う地位を利用した不当な推奨、販売（商品等を特定保健指導の対象者の

誤解を招く方法で勧めること等）等を行わないこと。 

(4) 特定保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該実施者の資

質の向上に努めること。 

(5) 特定保健指導を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤 

を有すること。 

(6) 保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、保険者との委託契約に、

再委託先との契約においてこの告示で定める基準に掲げる事項を遵守することを明

記すること。 

(7) 運営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程の

概要を、保険者及び特定保健指導の利用者が容易に確認できる方法（ホームページ

上での掲載等）により、幅広く周知すること。 

ア 事業の目的及び運営の方針 

イ 統括者の氏名及び職種 

ウ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

エ 特定保健指導の実施日及び実施時間 

オ 特定保健指導の内容及び価格その他の費用の額 

カ 事業の実施地域 

キ 緊急時における対応 

ク その他運営に関する重要事項 

(8) 特定保健指導実施者に身分を証する書類を携行させ、特定保健指導の利用者等か

ら求められたときは、これを提示すること。 
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(9) 特定保健指導実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うととも

に、特定保健指導を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行うこと。 

(10) 虚偽又は誇大な広告を行わないこと。 

(11) 特定保健指導の利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受

け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受け付け

た場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 

(12) 従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。 

(13) 保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、以下の事項を遵守するこ

と。 

ア 委託を受けた業務の全部又は主たる部分を再委託してはならないこと。 

イ 保険者との委託契約に、再委託先との契約においてこの告示で定める基準に掲

げる事項を遵守することを明記すること。 

ウ 保険者への特定保健指導の結果報告等に当たっては、再委託した分も含めて一

括して行うこと。 

エ 再委託先及び再委託する業務の内容を(7)に規定する規程に明記するとともに、

(7)に規定する規程の概要にも明記すること。 

オ 再委託先に対する必要かつ適切な監督を行うとともに、保険者に対し、再委託

する業務の責任を負うこと。 
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第３ 受診券 
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