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第１章 序文 計画策定の背景及び趣旨 
 

平成１８年６月に「医療制度改革関係法」が成立し、平成２０年４月に「高齢者の

医療の確保に関する法律」が施行されてから約１０年が経過したが、この間、高齢化

は急速に進展し、生活習慣病も依然として増加し続けてきた。 

生活習慣病の外来受療率は、高齢期に向けて徐々に増加し、７５歳頃を境にして入

院受療率が上昇している。これは、それまでの不健康な生活習慣がやがて糖尿病、高

血圧症、脂質異常、肥満等の発症を招き、外来通院と投薬が始まるも、生活習慣が改

善されず入院に至る、という経過を反映していると考えられている。 

国民の死亡原因の約６割は生活習慣病であり、医療費に占める生活習慣病の割合も

国民医療費の約３分の１であること等から、生活習慣病対策が必要である。 

前述の法整備がなされて以後、医療保険者には特定健康診査（以下、特定健診とい

う。）・特定保健指導の実施が義務付けられており、これらには、生活習慣病の発症や

重症化を予防し、健康の保持増進を図る以外に、医療保険者の将来的な医療費削減、

医療費データと健康診査・保健指導データの突合による効果的な予防事業実施といっ

た役割が期待されている。 

豊山町国民健康保険においても、国の「特定健康診査等基本指針」に沿って、平成

２０年３月に第１期豊山町特定健康診査等実施計画（計画期間：平成２０年度～平成

２４年度）を、平成２５年２月に第２期豊山町特定健康診査等実施計画（計画期間：

平成２５年度～平成２９年度）をそれぞれ策定し、事業を実施してきた。 

本計画は、第２期計画における特定健診及び特定保健指導の実施結果等を踏まえ、

計画の見直しを行い、新たに第３期計画を策定するものである。 

  

豊山町マスコットキャラクター 

地
ち

空人
くうじん

くん 
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第１章 本計画の基本的事項 

第１節 実施にあたっての基本的な考え方 

特定健診は、糖尿病等の生活習慣病に主眼を置いた健診であり、特定保健指導は、

特定健診の結果抽出された者のうち、将来における生活習慣病のリスクを抱えてい

る者に対して行う保健指導である。生活習慣病のリスクのある者を効率的かつ効果

的に抽出するために、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）1という概念

を用いる。 

メタボリックシンドロームは、生活習慣病の発症、重症化の過程に大きく影響し

ていると考えられており、その該当者に対して保健指導を行うことを通じて生活習

慣の改善につなげることにより、生活習慣病に罹患することやその重症化を防ぐこ

とができると考えられている。 

メタボリックシンドロームと生活習慣病の関係は、図１のようになっている。同

図からもわかるように、メタボリックシンドロームの対象者と、その前段階の不健

康な生活習慣を持っている者に対し保健指導を行うことの意義が読み取れる。 

 

図 １ メタボリックシンドロームと生活習慣病の関係図 

 
※厚生労働省保険局特定健康診査等実施計画作成の手引きｐ１０より 

  

                                            
1 平成１７年４月に日本内科学会等内科系８学会が合同で示した、内臓肥満に高血圧・高血糖・

脂質代謝異常が組み合わさり、心臓病や脳卒中などの動脈硬化性疾患を招きやすい状態のことを

指す。 
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第２節 対象者・性格・実施期間 

【対象者】 

① 特定健診 

特定健診の対象者は、実施年度中に４０歳から７４歳となる豊山町国民健康

保険に加入している者（当該年度において７５歳に達する者も含める）で、か

つ、当該実施年度の１年間を通して同保険に加入している者のうち、妊産婦等

の除外規定の該当者2を除いた者とする。 

 

② 特定保健指導 

特定保健指導の対象者は、特定健診の結果、腹囲の他、血糖、血圧、脂質が

所定の値を上回る者のうち、糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬

剤を服用している者を除く者とする3。これをまとめたものが表１である。 

こうして抽出された対象者について、喫煙歴の有無も踏まえて、支援の度合

いを「動機付け支援」と「積極的支援」の２種類に分け、特定保健指導を    

行う4。これをまとめたものが表２である。 

 

 

 

 

 

  

                                            
2 刑務所入所中、海外在住、長期入院等の者 
3 このように健診受診者をその健康状態ごとに分け指導の対象者を絞り込んでいく過程を階層化

と呼んでいる。階層化の全体像とその中での特定保健指導対象者の位置づけを別表（p.26）とし

て掲載した。 
4 特定健診から特定保健指導、保健指導の中での区分けに至るまでのフローを別図１(p.27)として

掲載した。 
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表 1 特定保健指導の基準項目 

 該 当 条 件 

Ⅰ 

腹囲   又は ＢＭＩ5  

男性：８５ｃｍ以上  男女共通：２５以上 

女性：９０ｃｍ以上 

Ⅱ 

Ⅰに該当した者のうち、下記ア～ウのいずれか１つでも該当する者 

 

ア：血糖（下記①と②のいずれか１つでも該当） 

① 空腹時血糖（やむを得ない場合は、随時血糖） 

     ：１００ｍｇ/ｄｌ以上 

② ＨｂＡ１ｃ  ：５．６％以上 

 

イ：脂質（下記①と②のいずれか１つでも該当） 

① 中性脂肪          ：１５０ｍｇ/ｄｌ以上 

② ＨＤＬコレステロ－ル ：４０ｍｇ/ｄｌ未満 

 

ウ：血圧（下記①と②のいずれか１つでも該当） 

① 収縮期   ：１３０ｍｍＨｇ以上 

② 拡張期   ：８５ｍｍＨｇ以上 
 

※ただし、ア～ウの治療のための薬剤を服用している者は対象者としない。 

※特定保健指導該当条件の整理（厚生労働省健康局作成「標準的な健診・保

健指導プログラム」に基づく） 

 

表 2 特定保健指導のレベル分け方法 

腹囲 

追加リスク 

喫煙歴 

特定保健指導レベル 

ア・イ・ウ 

（表１） 
４０～６４歳 ６５～７４歳 

男性８５cm以上 

女性９０cm以上 

２つ以上該当  
積極的支援  

１つ該当 
あり 

なし 動機付け支援 

上記以外で肥満

度 （ Ｂ Ｍ Ｉ ）  

２５以上 

３つ該当  
積極的支援  

２つ該当 
あり 

なし 
動機付け支援 

１つ該当  

※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。 

 

 

 

                                            
5 体重と身長の関係から算出した、人の肥満度を表す指標のこと。 

体重(kg)／身長(m)2で表わされる。 
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【性格】 

この計画は、国の特定健康診査等基本指針に基づき、豊山町国民健康保険が

策定する計画であり、愛知県医療費適正化計画と十分な整合性を図るものとす

る。 

 

【実施期間】 

計画期間は、第１期及び第２期においては５年を一期とし、第１期は平成 

２０年度から平成２４年度まで、第２期は平成２５年度から平成２９年度まで

としていたが、第３期から６年を一期とすることとなり6、第３期は平成３０

年度から平成３５年度までとして、６年ごとに見直しを行う。 

 

第３節 数値の算出方法 

本計画においては、個別に式を記載した場合を除き、次の式を用いて各値を算出

する。 

 

【特定健康診査の実施率】 

実施率＝

当該年度中に実施した特定健診の受診者

（他保険者が実施した健診でそのデータを保管したものを含む）

実施年度中に４０歳から７４歳となる豊山町国民健康保険に加入している者で

当該実施年度の１年間を通して同保険に加入している者のうち、

妊産婦等の除外規定の該当者を除いた者（本章第２節参照）

 

 

 

【特定保健指導の実施率】 

実施率＝

当該年度中の特定保健指導対象者の内

積極的支援・動機付け支援の実績評価が終了した者

当該年度中に実施した特定健診の受診者の内

特定保健指導の対象者

 

 

【特定保健指導対象者の減少率】 

 

減少率＝

当該年度に特定健診を受診した者の内

前年度に特定保健指導の対象者だったが

当該年度に特定保健指導の対象にならなかった者

当該年度に特定健診を受診した者の内

前年度に特定保健指導の対象となっていた者

 

 

                                            
6 医療費適正化計画が６年一期に見直されたことを踏まえている。 
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第２章 第２期 特定健康診査･特定保健指導実施結果とその分析 

第１節 特定健康診査の状況 

第１項 特定健康診査受診者数・実施率の目標値と実績値 

平成２５年度から平成２８年度の特定健診受診状況の推移は、表３及び図２の

とおりである。 

特定健診対象者数は徐々に減少しており、平成２５年度時点では、２，７８７

人であったが、平成２８年度には２，４５２人となった。特に、平成２７年度か

ら平成２８年度にかけて１６８人減少している。これは、平成２８年１０月に社

会保険の加入要件の改正が行われたことによって、国民健康保険を離脱し社会保

険に加入した者が増えたことなどが影響していると考えられる。 

特定健診受診者数は、概ね８５０人程度であるが、平成２７年度においては、

９４８人に増加している。これは、平成２７年度から７０歳未満の受診料を無料

（平成２６年度までは１，３００円）にしたことによって、特定健診を受診しや

すい環境を整えたことなどが影響していると考えられる。 

特定健診実施率は、平成２５・２６年度は約３１％、平成２７・２８年度は約

３６％で推移しており、計画期間全体でとらえると実施率は向上してきている。

これは前述のとおり、平成２７年度から７０歳未満の受診料を無料にしたことの

影響と考えられる。 

 

表 3 特定健康診査の受診状況 

実施年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

対 象 者 数 2,787人 2,699人 2,620人 2,452人 

目 標 人 数 975人 1,080人 1,179人 1,226人 

受 診 者 数 863人 847人 948人 864人 

実施率 

実 績 値 31.0％ 31.4％ 36.2％ 35.2％ 

目 標 値 35.0％ 40.0％ 45.0％ 50.0％ 

愛 知 県 平 均 37.5％ 38.4％ 39.3％ 39.6％ 

※法定報告データより作成 

図 ２ 特定健診実施率の目標値と実績値の推移 

 
※表３より作成 

31.0% 31.4%

36.2%
35.2%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

37.5%
38.4%

39.3% 39.6%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

特定健診実施率 目標実施率 愛知県平均



  

- 6 -  

 

第２項 男女別・年齢区分別の特定健康診査受診者数・実施率の推移 

対象期間の各年における特定健診対象者数、受診者数及び実施率を年齢区分別

及び男女別で表した結果は、表４から表７のとおりである。 

表４から表７のうち、平成２５年度から平成２８年度の男女別の実施率の推移

をまとめたものが図３、年齢区分別の実施率の推移をまとめたものが図４、以上

の２つの視点を複合的に捉えたものが図５及び図６である。 

図３による男女別の実施率の比較から、女性の実施率はどの年度においても男

性より６～１１％高いことが分かる。 

図４による年齢区分別の実施率の比較からは、７０～７４歳が最も実施率が高

く、それに続いて６０代の実施率が高いことが分かる。また、５５歳より若い世

代では、実施率が２０％前後である。 

図５及び図６による、男女別に分けたうえでの年齢区分別の実施率の推移から

は、最も実施率が低迷し続けているのは４０代前半から５０代前半の男性であり、

次に実施率が低迷しているのは同世代の女性である。 

男女の実施率の差は、どの年齢区分においても同じ傾向がある。年齢区分別の

実施率の差も、男女で同じ傾向がみられる。 

 

表 4 

平成25年度
年齢区分 男性 女性 合計

40～44歳 162人 116人 278人 25人 15.4% 25人 21.6% 50人 18.0%

45～49歳 142人 103人 245人 21人 14.8% 19人 18.4% 40人 16.3%
50～54歳 112人 75人 187人 18人 16.1% 18人 24.0% 36人 19.3%
55～59歳 108人 97人 205人 19人 17.6% 31人 32.0% 50人 24.4%
60～64歳 192人 247人 439人 57人 29.7% 74人 30.0% 131人 29.8%
65～69歳 329人 358人 687人 98人 29.8% 133人 37.2% 231人 33.6%
70～74歳 369人 377人 746人 150人 40.7% 175人 46.4% 325人 43.6%

合計 1,414人 1,373人 2787人 388人 27.44% 475人 34.60% 863人 31.0%

対象者 受診者(実施率)

男性 女性 合計

 
※法定報告データより作成 

表 5 

平成26年度
年齢区分 男性 女性 合計

40～44歳 154人 103人 257人 26人 16.9% 19人 18.4% 45人 17.5%

45～49歳 147人 115人 262人 29人 19.7% 25人 21.7% 54人 20.6%
50～54歳 104人 79人 183人 16人 15.4% 16人 20.3% 32人 17.5%
55～59歳 99人 81人 180人 23人 23.2% 25人 30.9% 48人 26.7%
60～64歳 167人 215人 382人 44人 26.3% 65人 30.2% 109人 28.5%
65～69歳 322人 358人 680人 97人 30.1% 134人 37.4% 231人 34.0%
70～74歳 370人 385人 755人 151人 40.8% 177人 46.0% 328人 43.4%

合計 1,363人 1,336人 2699人 386人 28.32% 461人 34.51% 847人 31.4%

対象者 受診者(実施率)

男性 女性 合計

 
※法定報告データより作成 
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表 6 

平成27年度
年齢区分 男性 女性 合計

40～44歳 137人 107人 244人 18人 13.1% 35人 32.7% 53人 21.72%

45～49歳 152人 116人 268人 34人 22.4% 28人 24.1% 62人 23.13%
50～54歳 104人 78人 182人 15人 14.4% 28人 35.9% 43人 23.63%
55～59歳 91人 81人 172人 28人 30.8% 20人 24.7% 48人 27.91%
60～64歳 145人 185人 330人 40人 27.6% 82人 44.3% 122人 36.97%
65～69歳 342人 364人 706人 125人 36.5% 167人 45.9% 292人 41.36%
70～74歳 347人 371人 718人 147人 42.4% 181人 48.8% 328人 45.68%

合計 1,318人 1,302人 2620人 407人 30.88% 541人 41.55% 948人 36.18%

対象者 受診者(実施率)

男性 女性 合計

 
※法定報告データより作成 

表 7 

平成28年度
年齢区分 男性 女性 合計

40～44歳 117人 96人 213人 15人 12.8% 29人 30.2% 44人 20.66%

45～49歳 140人 106人 246人 24人 17.1% 25人 23.6% 49人 19.92%
50～54歳 109人 73人 182人 21人 19.3% 15人 20.5% 36人 19.78%
55～59歳 85人 81人 166人 27人 31.8% 26人 32.1% 53人 31.93%
60～64歳 137人 149人 286人 41人 29.9% 58人 38.9% 99人 34.62%
65～69歳 323人 366人 689人 121人 37.5% 159人 43.4% 280人 40.64%
70～74歳 312人 358人 670人 131人 42.0% 172人 48.0% 303人 45.22%

合計 1,223人 1,229人 2452人 380人 31.07% 484人 39.38% 864人 35.24%

対象者 受診者(実施率)

男性 女性 合計

 
※法定報告データより作成 

図 ３ 特定健診実施率の推移（男女別） 

 
※表４～７より作成 
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図 ４ 特定健診実施率の推移（年齢区分別） 

 
※表４～７より作成 

  

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

40～44歳 18.0% 17.5% 21.7% 20.7%

45～49歳 16.3% 20.6% 23.1% 19.9%

50～54歳 19.3% 17.5% 23.6% 19.8%

55～59歳 24.4% 26.7% 27.9% 31.9%

60～64歳 29.8% 28.5% 37.0% 34.6%

65～69歳 33.6% 34.0% 41.4% 40.6%

70～74歳 43.6% 43.4% 45.7% 45.2%

全体（参考） 31.0% 31.4% 36.2% 35.2%
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図 ５ 男性・年齢区分別実施率の推移 

 
※表４～７より作成 

図 ６ 女性・年齢区分別実施率の推移  

 

 
※表４～７より作成  

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

平成25年度 15.4% 14.8% 16.1% 17.6% 29.7% 29.8% 40.7%

平成26年度 16.9% 19.7% 15.4% 23.2% 26.3% 30.1% 40.8%

平成27年度 13.1% 22.4% 14.4% 30.8% 27.6% 36.5% 42.4%

平成28年度 12.8% 17.1% 19.3% 31.8% 29.9% 37.5% 42.0%
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第３項 特定健康診査の取り組みに対する現状認識と課題 

全体の実施率の向上に施策が着実に効果をあげているものの、実施率自体は目

標値及び愛知県平均を下回っており、実施率向上のための更なる取り組みを行う

ことが必要である。その際、対象者の内のどの部分に最も重点を置くべきか、と

いうことを考えておかねばならず、また、その背景を考察することでより具体的

な課題を設定できる。 

分析においては、男女別と年齢区分の分析を行った結果、現在の対象者の受診

状況は次のようにまとめられる。 

 

 男性の実施率が低い 

 ５４歳以下の世代の実施率が低い 

 

これらの状況の背景は複合的なものであるので、単純な説明は困難であるが、

就労状況に伴う生活状況の違いが影響している可能性は高い。図７の男女別の労

働力率7のグラフが、その根拠としてあげられる。 

 

図 ７ 男女別の労働力率のグラフ 

 
第 180 回 労働政策審議会雇用均等分科会 資料１より 

 

図７のとおり、若い世代においては、男女別でとらえた時は、男性の方が労働

力率は高いので、総じて男性の方が特定健診を受けにくい状況にあり、年齢区分

別に捉えると、若い世代の方が労働力率は高いので、こちらも特定健診を受けに

くい状況にあるといえる。このように、就労状態にある者は、受診が進んでいな

いことが推察できる。 

就労状況にかかわらず特定健診を受けやすい体制づくりや、若い世代への普及

啓発活動、特定健診の周知活動の強化が必要である。 

また、この世代こそ、将来の生活習慣病を未然に防ぐために定期的な健康診断

が必要となる世代であり、実施率が低迷していることを真剣に受け止める必要が

ある。 

                                            
7 労働力人口比率とも言い、生産年齢人口に対する労働力人口の比率を指す。 
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第２節 特定保健指導の状況とその分析 

第１項 特定保健指導の実施の状況 

計画期間中の特定保健指導の実施状況は、表８及び図８のとおりである。 

実施率とは、特定保健指導の対象となり、指導の利用を開始した者が、「動機

付け支援」と「積極的支援」ごとに定められた指導内容を一通り終了した人数を、

特定保健指導の対象者となった者で除した値である。 

特定保健指導の実施率は、期間中のどの時点でも愛知県平均の実施率を大きく

上回っており、平成２７年度及び平成２８年度においては目標実施率を上回って

いる。 

平成２８年度の特定保健指導の実施率は５５．７％であり、積極的支援は  

２２．７％、動機付け支援は６８．４％である。積極的支援、動機付け支援とも

に愛知県平均より多く、全体の実施率では愛知県内で第２位の高率であった。 

 

表 8 特定保健指導の実施の状況 

指導実施年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

対 象 者 8 

全 体 数 102 人 101 人 111 人 79 人 

 

積 極的支援 31 人 37 人 28 人 22 人 

動機付け支援 71 人 64 人 83 人 57 人 

終 了 者 

全 体 数 39 人 39 人 64 人 44 人 

 

積 極的支援 6 人 10 人 6 人 5 人 

動機付け支援 33 人 29 人 58 人 39 人 

実 施 率 

実 績 値 38.2% 38.6% 57.7% 55.7% 

目 標 値 45.0% 48.0% 50.0% 55.0% 

愛 知 県 平 均 15.3% 15.8% 15.8% 16.1% 

※法定報告データより 

  

                                            
8 特定保健指導の対象者に関して、表８のある年度における対象者の全体数と表９の指導実施年

度特定保健指導対象者数に差異があるのは、当該年度に特定健診を受け翌年度（調査年度）には

特定健診を受けなかった者がおり、表８の対象者の全体数にはその者が含まれているからである。

表８と表９の対象者数等の相互関係を別図２（ｐ２８）としてまとめた。 
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図 ８ 特定保健指導実施率の目標値と実績値の推移 

 
※表８より作成 

 

第２項 特定保健指導利用者数・減少率の状況 

減少率は、それ自体は特定保健指導の目標としていないが、特定健診及び特定

保健指導の大きな目標である生活習慣病のリスク対象者を減らすという観点で

非常に重要な指標であることから、参考に分析を行う。 

計画期間中の特定保健指導の利用者数、減少率をまとめたものが表９、図９で

ある。 

特定健診受診者の内の特定保健指導対象者は、特定健診受診者の１割程度、 

９０～１００人弱で推移している。 

特定保健指導の対象者全体の減少率（減少率①）は減少傾向にあるものの、常

に愛知県平均を上回っている。 

また、減少率②も常に減少率③を上回っており、特定保健指導の効果が高いと

いえる9。 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 特定保健指導利用者の減少率（減少率②）と特定保健指導非利用者の減少率（減少率③）の比

較は、特定保健指導を利用した場合と利用しなかった場合との減少率の違いを表し、減少率②が

減少率③より大きければ特定保健指導を利用した者の方が、特定健診の結果が改善したことを意

味する。 
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表 9 特定保健指導の対象者数・利用者数・減少数・減少率 

調 査 年 度  
平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

指導実施年度 
平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

指導実施年度 

特定健診受診者数 
873 人 863 人 847 人 948 人 

指導実施年度 

特定保健指導対象者10 
93 人 94 人 89 人 94 人 

特定健診受診者における 

特定保健指導対象者の割合 
10.7% 10.9% 10.5% 9.9% 

指導実施年度 

特定保健指導利用者 
51 人 37 人 48 人 90 人 

特定保健指導の利用率 

（＝利用者数÷対象者数） 
54.8% 39.4% 53.9% 95.7% 

指導実施年度特定保健指導の対象となり、

調査年度特定保健指導の対象者とならな

かった者（減少数①） 

23 人 28 人 21 人 20 人 

 

減少数①の内、 

特定保健指導を受けた者 

（減少数②） 

18 人 13 人 13 人 20 人 

 

減少数①の内、 

特定保健指導を受けなかった者 

（減少数③） 

5 人 15 人 8 人 0 人 

特定保健指導 

対象者の減少率（豊山町）※減少率① 

（＝減少数①÷対象者数） 

24.7% 29.8% 23.6% 21.3% 

 

特定保健指導 

利用者の減少率 ※減少率② 

（＝減少数②÷利用者数） 

35.3% 35.1% 27.1% 22.2% 

 

特定保健指導 

非利用者の減少率 ※減少率③ 

（＝減少数③÷（対象者－利用者数）） 

11.9% 26.3% 19.5% 0.0% 

特定保健指導 

対象者の減少率（愛知県平均） 
18.8% 18.8% 18.2% 17.6% 

※法定報告データより 

  

                                            
10 脚注８（ｐ１１）参照 
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図 ９ 特定保健指導対象者の減少率（減少率①）の推移 

 
※表９より作成 

 

第３項 特定保健指導の取り組みに対する現状認識と課題 

特定保健指導は、その取り組みが効果的に行われており、そのことが次のよう

な結果につながっている。 

 

 実施率が県平均を大きく上回っており、町の目標値も達成している。 

 減少率は、特定保健指導を利用した者が利用しなかったものよりも高く推

移し、全体としても県平均を上回っている。 

 

この背景としては、集団健診を受けた対象者について、特定保健指導の初回面

接による指導11を特定保健指導対象者に絞り込まず、集団健診12を受けた対象者す

べてに行うという取り組みを行っていることがあげられる。その取り組みが全体

の実施率を押し上げ、継続して特定健診を受診し続けることの重要性の普及啓発

につながっているのである。 

そのような取り組みの中、課題としてあげられることは、個別健診13の受診者

に対しては初回面接につながらないケースが非常に多いということである。また、

集団健診を受けた者の中には、初回面接による指導そのものを拒否する受診者も

おり、特定保健指導の意義を粘り強く伝えていくことの必要性も課題としてあげ

られる。 

                                            
11 第４章第２節参照 
12 第４章第１節参照 
13 同上 

減少率①, 24.7%
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第３節 第２章まとめ 

第１項 第２期計画の総括 

【特定健診】 

目標であった実施率は、目標達成には至らなかった。 

 

【特定保健指導】 

目標であった実施率は、目標を達成した。 

 

なお、もう一つの目標であった平成２９年度における平成 

２５年度比の特定保健指導対象者の減少率については、データ

収集の都合上、本計画上は掲載しないが、随時評価するものと

する。 

 

 

 

第２項 課題と対策のまとめ 

【特定健康診査】 

課 題 

 実施率は、愛知県平均を下回っており、世代に関係なく実施率の底上げが

必要である。 

 ５４歳以下の男性の実施率が低く、特定健診が本来の意義を発揮しにくい

状況にある。 

 

対 策 

 若い世代は、仕事で忙しく特定健診を受ける機会を作りにくい状態にある

可能性があり、それを踏まえた特定健診の実施体制を検討する必要がある。 

 特定健診の周知が足りていない可能性があるので、これまで以上に周知活

動に取り組む必要がある。 

 

 

【特定保健指導】 

課 題 

 個別健診を受けた特定健診受診者が、特定保健指導につながらない。 

 特定保健指導の意義や連続して特定健診を受診してもらう意義が十分に

伝えきれていない。 

 

対 策 

 特定保健指導の未利用者に対して個別の受診勧奨を行い、更なる実施率の

向上を目指す。 

 特定健診受診者に、特定保健指導の重要性をより強く訴える。 
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第３章 目標 

第１節 目標値 

国が示す特定健康診査等基本指針に掲げる目標値（参考：表１０）を基に、豊山

町国民健康保険の目標値を以下のとおり設定する。 

 

 

【特定健診】 

特定健康診査の実施率   平成３５年度 ６０％ 

 

 

【特定保健指導】 

特定保健指導の実施率   平成３５年度 ６０％ 

 

 

平成３０年度から３５年までの各年度の目標値は表１０のとおりである。 

 

表 10 目標値 

 平成 

30年度 

平成 

31年度 

平成 

32年度 

平成 

33年度 

平成 

34年度 

平成 

35年度 

《参考》 

平成 28年度 

特定健康診査 

の実施率 
40% 44% 48% 52% 56% 60% 35.2%※ 

特定保健指導 

の実施率 
58% 59% 60% 60% 60% 60% 55.7%※ 

※平成２８年度は実績値 

 

 

表 11 国の設定する被保険者種別ごとの目標値《参考》 

保険者種別 
全国 

目標 

市町村

国保 

国保 

組合 

全国健康 

保険協会 

単一 

健保 

総合 

健保 

共済 

組合 

特定健診の 

実施率 
70% 60% 70% 65% 90% 85% 90% 

特定保健指導の 

実施率 
45% 60% 30% 35% 55% 30% 45% 
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第２節 目標達成のための取り組み事項 

【特定健診】 

目標「実施率の向上」 

1. 受診券送付後の受診勧奨方法の工夫 

実施率の低い世代や受診歴のない者に対しての取り組みを強化する。 

 

2. 事業主健診等の受診者のデータ収集の強化 

被保険者に対しては、事業主健診や人間ドック等、特定健診以外で受

診した結果の提出について、広報啓発をし、データ収集の強化につなげ

る。 

事業主に対しては、事業主健診のデータの受領を拡大するために、積

極的な協議・調整を行う。 

 

3. 効果的な周知方法や受診勧奨の施策の調査検討及び実施 

実施率の向上のために必要な施策を効果的に行うため、対象者に対し

調査を行い、費用対効果の高い勧奨方法を検討・実施する。 

 

 

【特定保健指導】 

目標「実施率の維持・向上」 

1. 現状水準の維持 

第２期計画では目標値を達成しており、その水準を維持するため、指

導方法はこれまでの取り組みを継続する。 

 

2. 効果的施策の調査検討及び実施 

特定保健指導の実施方法の充実に向けて取り組み、利用機会拡大を図

るとともに、より効果のある特定保健指導を目指す。 
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第４章 実施内容 

第１節 特定健康診査の方法 

【実施場所・実施形態】 

対象者の利便性等を考慮し、保健センターを会場として受診する「集団方式」

と医療機関で受診する「個別方式」の二方式で実施する。いずれの方式で行う

場合も、業務の委託を行う。 

 

【実施時期・期間】 

集団方式は、実施年度の６月及び１０月に行う。個別方式は、実施年度の６

月から１２月の間に随時行う。 

 

【結果通知及び情報提供】 

集団方式の場合は、受診の約１ヶ月後を目途に、健診結果説明会を保健セン

ターで行う。 

個別方式の場合は、委託医療機関において個別に行う。 

また、すべての健診対象者に対し、それぞれの健診機関における結果の説明

に併せて、生活習慣を見直すきっかけとなるよう基本的な情報提供を行う。 

 

表 12 特定健診実施方法のまとめ 

 
集団方式 個別方式 

実施場所 保健センター 委託医療機関 

委託等の有無 有り 有り（西名古屋医師会） 

時期・期間 実施年度の６月及び１０月 実施年度の６～１２月 

結果通知・ 

情報提供 
実施年度の７～１２月 実施年度の６～３月 

 

【基本的な健診項目】 

メタボリックシンドローム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する。平成２２年度より、腎機能（クレ

アチニン）に関する項目を追加した。第３期計画期間においても継続すると

ともに、国の指導等に合わせて必要な項目があれば追加する。 

① 質問項目 

② 身体計測（身長･体重･BMI･腹囲） 

③ 理学的所見（身体診察） 

④ 血圧測定 

⑤ 脂質検査（中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール）

又は Non-HDL コレステロール） 

⑥ 肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP） 

⑦ 血糖検査（空腹時血糖、ヘモグロビン A1c、やむを得ない場合には随

時血糖） 

⑧ 尿検査（尿糖・尿蛋白） 

⑨ 腎機能（クレアチニン） 
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【詳細な健診項目】 

表１３の判断基準に該当する者のうち、医師が必要と認める場合に以下の検

査を実施する。 

① 貧血検査   ② 心電図検査  

③ 眼底検査         ④ 血清クレアチニン検査 

 

表 13 詳細な健診項目 

追加項目 実施できる条件（判断基準） 

① 貧血検査 

（ヘマトクリット値、血

色素量及び赤血球数

の測定） 

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

②心電図検査 

（１２誘導心電図） 

当該年度の特定健診の結果等において、収縮期血圧 140mmHg

以上若しくは拡張期血圧90mmHg又は問診等で不整脈が疑わ

れる者 

③眼底検査 

当該年度の特定健診の結果等において、血圧又は血糖が、次の

基準に該当した者 

血圧 
収縮期 140mmHg 以上又は拡張期 

90mmHg 以上 

血糖 

空腹時血糖値が 126mg/dl 以上、

HbA1c(NGSP 値）6.5％以上又は随時

血糖値が 126mg/dl 以上 

ただし、当該年度の特定健診の結果等において、血圧の基準に

該当せず、かつ血糖検査の結果について確認することができな

い場合においては、前年度の特定健診の結果等において、血糖

検査の基準に該当する者も含む。 

④血清クレアチニン

検査 

（eGFR による腎機能

の評価を含む） 

当該年度の特定健診の結果等において、血圧又は血糖が、次の

基準に該当した者 

血圧 
収縮期 130mmHg 以上又は拡張期 

85mmHg 以上 

血糖 

空腹時血糖値が 100mg/dl 以上、

HbA1c(NGSP 値）5.6％以上又は随時

血糖値が 100mg/dl 以上 

あああ 

※厚生労働省保険局 

「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第３版)ｐ１７より 
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第２節 特定保健指導の方法 

【実施場所・実施形態】 

保健センターにおいて、年間を通して随時行う。豊山町国民健康保険が業務

を実施する。 

 

【実施結果の評価】 

指導のレベルに応じて、初回面接終了の３～６ヶ月後に実績評価を行う。 

 

【特定保健指導の重点】 

抽出した対象者を、生活習慣病の有病者・予備群を改善させるための効果

的・効率的な保健指導を行うために、表１４のように予防効果が大きく期待で

きる者に優先順位づけを行い、選定して特定保健指導を実施する。 

 

表 14 特定保健指導の対象者選定における優先順位 

優先

順位 
対 象 者 

高い 

 
低い 

Ａ 比較的若年（４０代・５０代）の対象者 

Ｂ 前年度と比較して健診結果が悪化し、保健指導レベルでより緻密な保

健指導が必要になった者14 

Ｃ 質問項目（標準的な質問票）の回答により生活習慣改善の必要性が高

い有病者 

Ｄ 前年度の保健指導対象者で、保健指導が未利用であったの者 

 

【支援期間・頻度】 

「動機付け支援」は、原則１回の支援を行い、３ヶ月以上経過後に評価を行

う。 

「積極的支援」は、初回時に面接による支援を行い、その後、３ヶ月以上の

継続的な支援を行う。また、当該３ヶ月以上の継続的な支援後に、評価を行う。 

 

【支援内容】 

「動機付け支援」は、自分の生活習慣の改善点、継続すべき行動等に気付き、

自ら目標を設定し、行動に移すことができる内容とする。 

「積極的支援」は、動機付け支援に加えて、行動変容の必要性を実感できる

ような働きかけを行い、実践可能な具体的な行動目標について、優先順位をつ

けながら、一緒に考え、対象者が選択できるように支援する。 

  

                                            
14 具体的には、健診結果の保健指導レベルが情報提供レベル（レベル１）から動機付け支援レベ

ル（レベル２）、保健指導の区分けが動機付け支援レベルから積極的支援レベルに移行するといっ

た状態の変化のことを指す。 
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表 15 特定保健指導の内容のまとめ 

 
動機付け支援 積極的支援 

実施場所 保健センター 

実施形態 豊山町国民健康保険が主体として実施 

時期・期間 年間を通じて随時 

支援期間・頻度 
原則１回の支援を行い、３ヶ

月以上経過後に評価を行う。 

初回時に面接による支援を行

い、その後、３ヶ月以上の継続

的な支援を行う。また、当該３

ヶ月以上の継続的な支援後に、

評価を行う。 

支援内容 

自分の生活習慣の改善点、継

続すべき行動等に気付き、自ら

目標を設定し、行動に移すこと

ができるよう支援する。 

動機付け支援に加えて、行動

変容の必要性を実感できるよう

な働きかけを行い、実践可能な

具体的な行動目標について、優

先順位をつけながら、一緒に考

え、対象者が選択できるよう支

援する。 

実施結果の評価 面接後６ヶ月後の実績評価 
初回面接後、３～６ヶ月後の

実績評価 
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第５章 実施体制について 

第１節 担当部署等について 

保険課及び保健センターで連携し業務を行う。 

 

第２節 外部委託等について 

実施率の向上及び被保険者の利便性の向上と専門性の確保のため、国が定める

「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に基づき、特定健康診査を

外部委託により実施する。なお特定保健指導は、豊山町国民健康保険（保健センタ

ー）が実施する。 

 

第３節 受診券・利用券・利用者負担 

特定健診は、特定健診対象者に受診券を発行し交付する。受診券は、被保険者

に個別に送付する。特定健診に係る費用は、無料とする。 

特定保健指導のための利用券は、特定保健指導対象者に個別に発行する。特定

保健指導に係る費用は、無料とする。 

 

第４節 代行機関 

保険者間または保険者及び健診機関・保健指導機関における特定健診等に要する

費用の請求及び支払を円滑に処理することや健診データの管理などを代行する機

関として、愛知県国保連合会を代行機関として委託する。 

 

第５節 利用促進案内の方法 

【特定健診】 

特定健診対象者に対し電話などで受診勧奨を行う。より効果的に受診を促せ

るよう、方法・内容に工夫を凝らしていく。 

 

【特定保健指導】 

特定健康診査受診者全員に、国が示す通知表に準じた健診結果を、説明会な

どを活用して通知することにより、特定健診受診者の内の対象者を特定保健指

導にスムーズにつなげる。 

 

第６節 事業主健診受診者のデータ収集方法 

【事業主健診の利用者に対して】 

事業主健診、人間ドック等他の健診を受診した者については、受診結果を書

面で提出してもらう旨の案内を、受診券送付時のパンフレット等に記載する。 

 

【事業主等に対して】 

他の法令等に基づく事業主等による健診の結果を受領できるよう、事業主等

と事前に充分な協議・調整を行い、協議・調整が整ったときは、契約や覚書を

交わし、データの受領方法、頻度や時期、受領に関する経費負担、個人情報の

保護等を明らかにする。 
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第７節 年間実施スケジュール 

月 特定健診 特定保健指導 

４月 
・対象者の抽出 

・委託機関との契約 
 

５月 ・受診券の送付  

６月 
・集団健診の実施（１回目） 

・個別健診の開始 
 

７月 
・データの受領 

・費用決済 

・対象者の抽出 

・特定健診（集団健診）結果説明 

・指導開始 

８月  
 

９月 ・受診勧奨 ・指導利用勧奨（随時） 

10月 ・集団健診の実施（２回目）  

11月 ・契約機関・実施内容見直し ・特定健診（集団健診）結果説明 

12月 ・個別健診の終了  

１月   

２月   

３月 

・実施機関との交渉 

・委託料の決定 

・実施時期の調整 
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第６章 個人情報の保護 
第１節 特定健康診査・特定保健指導の記録・データの保管、管理体制  

特定健診・特定保健指導のデータは、契約機関等から代行機関を通じ電子データ

を随時（又は月単位）で豊山町国民健康保険が受領する。 

このデータは、セキュリティー確保のもと豊山町国民健康保険の主管課である生

活福祉部保険課が保管し、生活福祉部保険課長が管理責任者となる。 

保管期間は、豊山町文書管理規程に基づき５年間保存とする。また、他の医療保

険者に異動するなど被保険者でなくなった場合には、異動年度の翌年度末まで保管

する。 

 

第２節 個人情報保護対策  

特定健診・特定保健指導のデータは、「国民健康保険組合における個人情報の適

切な取り扱いのための安全管理に関するガイドライン」、「豊山町個人情報保護条例」

等を尊守し、データの正確性の確保、漏えい防止措置を行う。 

外部委託においても、従業員の監督、個人情報保護の厳重な管理、目的外使用の

禁止などを契約書等に記載する。 

 

第７章 特定健康診査等実施計画の公表・周知 
豊山町国民健康保険特定健診等実施計画は、広報及びホームページで公表・周知

を行う。 

 

第８章 特定健康診査等実施計画の評価・見直し 

第１節 実施及び成果に係る目標の達成状況 

第１項 特定健康診査・特定保健指導の実施率 

前年度の結果としての実施率を翌年度に確認し、実施計画における目標値の達

成状況を把握する。 

 

第２項 メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率 

保険者毎の目標を設定することはしないが、特定健康診査・特定保健指導の最

終的な目標はメタボリックシンドロームの該当者・予備群を減少させることであ

ることから、特定保健指導の実績の検証のための指標として活用する。 

 

第２節 評価方法 

第１項 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的な評価については、標準的・統一的な手法にて

正確に実施することが重要であることから、国への実績報告を評価に活用する。 

 

第２項 メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率 

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、平成

３５年度実施分の国への実績報告ファイルとを比較し、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。 

 

第３節 評価時期・年度の設定 

評価の時期は、最終年度（平成３５年度）とする。 



  

- 25 -  

 

 

第４節 実施計画の見直し 

特定健診・特定保健指導の実績集計の分析内容等を通じて、実施計画の見直しが

必要な場合には、保健センターと協力しながら、適宜計画の見直しを行う。 

 

第９章 その他 

第１節 健康増進法等による健康診査等との関連 

第１項 健康増進法に基づく健診及びがん検診 

健康増進法に基づく各種健康診査は、保健センターで実施する。 

豊山町内の医療機関で個別健診を受ける場合は、がん検診と同時に受診できる

ように調整を行う。なお、がん検診の担当課は保健センターである。 

 

第２項 後期高齢者の保健事業 

７５歳以上の町民に対しては、町が愛知県後期高齢者医療広域連合の保健事業

の委託を受け、保健センターで行う。 

保健指導については、健康増進法に基づく事業で対応する。なお、当該の保健

指導の担当課は保険課であり、保健指導の実施は保健センターにおいて行う。 
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第２節 別表・別図 

 

区分 レベル 対象者 

特
定
健
診
受
診
者 

メタボリックシンドローム 

該当者・予備群 

レベル４ 
医療との連携が 

必要なグループ 

糖尿病、脂質異常、虚血性心疾患、脳血

管疾患、人工透析治療中の者※ 

レベル３ 
ハイリスク 

アプローチＡ15 

レベル４以外の者で、健康診査項目が受

診勧奨値の者 

レベル２ 
ハイリスク 

アプローチＢ 
特定保健指導対象者 

メタボリックシンドローム 

非該当者 
 レベル１ 

ポピュレーション 

アプローチ 
レベル２からレベル４に該当しない者 

未
受
診
者 

レベルＸ 
レベルがわからない 

グループ 

レベル４に記載された疾病で治療中の者 

それ以外の者 

※ 血圧降下剤等を服用中の者については、特定保健指導の対象としない。 

 

                                            
15 健康障害を起こす危険因子を持つ集団のうち、分布の右端であるより高いリスクを有する者に対する方法をハイリスクアプローチ(High 

riskapproach) と呼び、集団全体、分布全体に働きかけて適切な方向に少しずつ移動、シフトする方法をポピュレーションアプローチ

（Populationapproach）と呼ぶ。（平成１８年 先駆的保健活動交流推進事業報告 新たな地域保健活動の創造と発展へのチャレンジｐ３７） 

別表 特定保健指導対象者の全体の中の位置づけ  ｐ.2 脚注３ 

別図１ 特定健診から特定保健指導の区分けまでのフロー ｐ2 脚注 4 
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特定保健指導の区分け

・健診結果の通知
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・レベル別の勧奨・確認

生活習慣改善の

必要性レベル

メタボリックシンドローム

該当の有無

特定健診の実施 特定健診対象者

非該当者

レベル１

情報提供

のみ

該当者

レベル２

（特定保健指導対象者）

特定保健指導の

利用勧奨

動機づけ支援 積極的支援

レベル３

医療機関

受診勧奨

レベル４

医療機関

受診状況確認
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―包含関係図― 

 

 

② 

⑤ 

① 
③ 

④ 

―説 明― 

波線部分 ：（Ｘ－１）年度の特定保健指導対象者（表８より） 

二重線部分 ： Ｘ 年度の    〃    （ 〃  ） 

 

① （Ｘ－１）年度に特定健診を受診したが、Ｘ年度に特定健診その

ものを受診しなかった者 

＝特定健診から脱落した者 

② （Ｘ－１）年度に特定健診を受診し、（Ｘ－１）年度は特定保健指

導の対象はならなかったが、Ｘ年度に特定健診を受診したところ、

Ｘ年度は特定保健指導の対象となった者 

＝健診結果が悪化した者 

③ （Ｘ－１）年度に特定健診を受診し、Ｘ年度も特定健診を受診し、

特定保健指導の対象になった者 

＝２年連続で特定保健指導の対象となった者 

④ （Ｘ－１）年度に特定健診を受診し、（Ｘ－１）年度は特定保健指

導の対象となり、Ｘ年度に特定健診を受診し、Ｘ年度は特定保健

指導の対象者から外れた者 

＝健診結果が改善した者 

⑤ （Ｘ－１）年度に特定健診を受診せず、Ｘ年度に特定健診を受診

し、Ｘ年度に特定保健指導の対象になった者 

＝新たに特定保健指導対象と判明した者 

 

※1：Ｘは任意の年度 

※2：①～③及び⑤は表８、表９の値を組み合わせて導き出す値だが、それぞれの

表の目的とそぐわないので、数値を掲載していない。 

※3：②と⑤を足し合わせた値は法定報告データから分かるが、それぞれ単体の値

は分からない。 

※4：④の値は表９のＸ年度の「減少数①」である。 

※5：③と④の合計が、表９のＸ年度の指導実施年度特定保健指導対象者となる。 

別図２ 特定保健指導の対象者に関する関係図 ｐ.11 

２年連続の特定健診受診者 

（Ｘ－１） 

年度のみの 

特定健診 

受診者 

Ｘ年のみの 

特定健診を 

受診 
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