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第１章 計画の策定にあたって

１ 医療制度と医療費

我が国は世界最長の平均寿命を誇り、健康寿命も極めて長い、世界有数の健康度を達

成している。これらが達成できた要因は高度経済成長や、公衆衛生水準の向上、医学や

薬学の発展など様々であるが、国民皆保険制度もその大きな要因の一つである。

しかし近年、急速な高齢化に伴い疾病構造が変化してがん、心疾患、脳血管疾患等の

生活習慣病が増加し、医療費が増大し続けている。

医療費の増大の要因ともいえる疾病の重症化や長期化に伴い、国民の生活の質の低下

が生じることが考えられる。また、高齢化と少子化が更に進めば、国民皆保険制度をは

じめとした社会保障制度の維持が困難な事態となることが危惧され、安心、安全で質の

高い医療が受けられる体制を確保するとともに、国民皆保険を持続可能なものにしてい

くことを目的に、医療費適正化対策等の医療制度改革が行われている。

２ 生活習慣病対策の必要性

（１）生活習慣病の有病者及び予備群の状況

高齢化の急速な進展に伴い、疾病構造も変化し、疾病全体に占めるがん、虚血性心疾

患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合は増加し、死亡原因でも生活習慣病が約

６割を占め、医療費に占める割合も国民医療費の約３分の１となっている。

生活習慣病の中でも、特に、心疾患、虚血性心疾患等の発症の重要な危険因子である

糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の有病者やその予備群が増加しており、また、その発

症前の段階であるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が強く疑われる者と予

備群と考えられるものを併せた割合は、男女とも４０歳以上では高く、男性では２人に

１人、女性では５人に１人の割合に達している。

国民の生涯にわたっての生活の質の維持・向上のためには、糖尿病、高血圧症、脂質

異常症等の発症、あるいは重症化や合併症への進行の予防に重点を置いた取組が重要で

あり、喫緊の課題である。

（２）生活習慣病対策の必要性

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歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が向上している。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、肥満症等の生活習慣病の発症を招き、通院し投薬が始まり、生

活習慣病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
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等の発症に至るという経過をたどることとなる。

このような経過をたどることは、国民の生活の質(QOL)の低下を招くものであるが、こ

れは若い時からの生活習慣病の予防により防げるものである。生活習慣病の境界域段階

で留めることができれば、通院を減らすことができ、更には重症化や合併症の発症を抑

え、入院に至ることも避けることができる。またその結果として、中長期的には医療費

の増加を抑えることも可能となる。

（３）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た。

これは、内蔵型肥満を共通の要因として、血糖高値、脂質異常、血圧高値を呈する病

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。

すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、脂質異常症、高血圧は生活習慣の改善

により予防可能であり、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、心筋梗塞等の虚血性心疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析等を必

要とする腎不全などへの進展や重症化を予防することは可能であるとしている。

（４）特定健康診査・特定保健指導とは

「医療制度改革大綱」（平成17年12月）において、平成27年度には平成20年度と比較し

て糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群を25％減少させることが政策目標として掲げら

れ、中長期的な医療費の適正を図ることとされた。この考えを踏まえ、生活習慣病予防

の徹底を図るため、平成20年４月から、高齢者医療の確保に関する法律（昭和５７年法

律第８０号。以下「高齢者医療確保法」という。）により、医療保険者に対して、内臓脂

肪の蓄積等に着目した生活習慣病に関する健康診査（以下「特定健診」という）及び特

定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（以下、「特定保

健指導」という。）の実施が義務づけられた。

特定健診は、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、生活習慣を改善す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ある。

上記の背景により、森町では平成20年度から平成24年度を第１期、平成25年度から平

成29年度を第２期として特定健診・特定保健指導を実施してきた。今回、第２期の経過

を踏まえ、平成30年度から平成35年度を第３期として、より受診しやすい内容となるよ

う計画を見直し、特定健診・特定保健指導を実施する。
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３ 計画の構成

（１）計画の性格と位置づけ

この計画は、平成20年4月1日施行の「高齢者の医療の確保に関する法律」第十八条に

定める特定健康診査等基本指針に基づき、森町国民健康保険が策定するものである。

同法第九条に基づく静岡県医療費適正化計画及び森町健康増進計画・介護保険事業計

画と十分な整合性を図るものとする。

（２）計画の期間

この計画の期間は、平成30年度から平成35年度までの６年間を第３期計画期間とし、

以後５年ごとに見直しをおこなうものとする。

（３）計画の達成目標

特定健康診査等実施計画作成の手引き（第３版）図表８及び図表９のとおり、第３期

特定健康診査等の実施及びその成果に係る保健者全体の全国目標は、特定健康診査の実

施率70％以上、特定保健指導の実施率45％、特定保健指導対象者数25%以上減少（平成20

年度比）とされている。また、市町村国保の全国目標は、特定健康診査の実施率60％以

上、特定保健指導の実施率60％以上である。
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国の基本方針が示す参酌標準に即し、本計画期間中の森町の目標を次のとおりとする。

① 特定健康診査の実施に係る目標

平成35年度における特定健康診査の実施率を60％以上とする。

② 特定保健指導の実施に係る目標

平成35年度における特定保健指導の実施率を60％以上とする。

③ 特定保健指導対象者数の減少に係る目標

平成35年度における特定保健指導対象者の減少率を、平成20年度と比較し、25％以上

とする。
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第２章 国保被保険者の現状と課題

１ 森町の概況

（１）人口構成

森町の人口は平成7年をピークに減少傾向にある。平成29年4月1日現在、6,499世帯、

人口18,734人（住民基本台帳人口）となっており、このうち、65歳以上の高齢者人口は

5,941人である。高齢化率は31.7％であり、静岡県の高齢化率28.2％をおよそ3.5％上回

っている。

※国勢調査より

図1 人口及び世帯数の推移
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（２）産業経済

森町の第一次産業の割合は8.7％であり、茶・メロン・レタス・米などの農業が中心と

なっている。第二次産業の割合は38.7%である。製造業はその中でも30.8%と突出しており、

全体の約３分の１を占めている。第三次産業の割合は52.6%であり、全体の半数以上を占

めている。

図2 森町産業別人口割合
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２ 健康に関する状況

(１)死亡

死亡原因については、１位が「循環器系の疾患」、２位が「悪性新生物」、３位が「老

衰」となっている。その内、「循環器系の疾患」と「悪性新生物」を合わせた生活習慣病

が全体の48%であり、およそ半数を占めている。死因別の標準化死亡比をみると、「老衰」

による死亡率が県や全国と比較して圧倒的に高く、その他の死因による死亡率はどれも低

いことがわかる。
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23%
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25%
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(２)介護保険

人口の高齢化に伴い、静岡県における介護保険の認定者数は年々増加傾向にある。森町

においては平成24年度までは静岡県同様増加傾向にあったが、平成24年度以降は横ばいと

なっている。介護保険認定率は、平成18年度から平成24年度までは年々増加していたもの

の、平成26年度以降は減少傾向にある。
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(３)国民健康保険

平成20年度に後期高齢者医療制度が開始され、75歳以上の対象者が国民健康保険の被保

険から後期高齢者医療制度に移行された。その後、国民健康保険の被保険者数は人口減に

伴い減少傾向にあり、平成28年度末時点での森町の国民健康保険被保険者数は4,759人と

なっている。平成27年度における国民健康保険の加入率は26.27％であり、国や県と大き

な差はない。平成28年度の1人当たりの医療費は、一般と退職を合わせて県内24位となっ

ている。

項目 森町 静岡県 国

人口 18,988人 3,689,318人 127,094,745人

（平成27年度末） (平成28年4月1日) （平成27年10月1日）

被保険者数 4,989人 949,905人 31,822,403人

（平成27年度末） （平成27年度末） （平成27年度末）

国保加入率 26.27% 25.75% 25.03%
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３ 医療費分析から見た健康実態

(１)医療費の状況

１人あたり医療費の推移については、静岡県全体が毎年増加しているのに対し、森町は

平成25年度までほぼ横ばいであった。平成26年度以降は県同様に増加傾向にあるが、県と

比較して低い数値で推移している。医療費全体の費用額は平成22年度から平成25年度まで

は減少していたが、平成26年度を境に毎年増加している。

(２)医療費が高くなる病気は何か

平成28年度の診療分レセプトのうち、月に200万円を超えるものは30件であり、金額の

合計は87,803,690円（医療点数×10円で計算）であった。そのうち、件数、金額ともに最

も多いのが「がん」であり、件数が14件、金額が35,268,450円であった。

図8
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(３)人工透析の状況

平成28年度における森町国民健康保険の人工透析者数は17名であった。年度ごとに数名

の増減があるものの、平成22年の21名と比較すると緩やかに減少している。

森町全体としては、人工透析患者と思われる腎機能障害での身体障害者手帳1級を所持

している住民数は、平成18年以降ほぼ横ばいであり、60名前後で推移している。また、新

規透析導入患者も同様に5名前後で推移している。
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(４)生活習慣病の治療状況

平成28年度における生活習慣病の受診状況は、1件あたりの医療費単価が、入院では

悪性新生物（がん）が県内3位、入院外では高血圧と脂質異常が2位、動脈硬化が3位とな

っている。高血圧や糖尿病は、虚血性心疾患や脳血管疾患をひきおこす危険因子である

ため、血圧、血糖のコントロールによる今後の重症化予防対策が必要である。

また、がんや腎不全は１件あたりの金額が高額であり、前述の高血圧、糖尿病対策を

含めたがん検診の受診率向上対策及び慢性腎臓病対策が重要である。

平成28年度における生活習慣病1件あたりの医療費は、特定健診未受診者と比較して、

特定健診受診者の方が少ない。特定健診による早期発見や、早期受診により生活習慣病

の重症化を防いでいることが分かる。

図10

図11
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４ 被保険者の健康課題

○平成28年度における森町国民健康保険の医療費は、循環器系の疾患の割合が最も大き

い。循環器系の疾患における医療費の大部分が高血圧症性疾患であることから、高血

圧症性疾患にかかる医療費が高額であるか、高血圧症性疾患にかかっている住民数が

多いと推定できる。高血圧対策を重点的に取り組む必要がある。

図12

図13
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○平成28年度における森町国民健康保険の糖尿病の一人当たり費用額は、県と比較して

高額である。糖尿病はコントロール不良により糖尿病特有の最小血管障害（網膜症・

腎症・神経障害）や大血管障害（虚血性心疾患・脳血管疾患）を引き起こす。これら

の合併症は生活の質を著しく低下させるのみでなく、経済的にも大きな負担を強いる

ため、糖尿病対策が必要である。

○腎不全による死亡率は県や国に比べて低いが、慢性腎臓病は重症化すると透析になる

だけでなく、脳卒中や心筋梗塞などの心血管系のリスクを高める強い危険因子である

ことがわかっている。慢性腎臓病は、適切な治療による高血圧や高血糖のコントロー

ルにより、予防、治療、進行の遅延が可能であるため、慢性腎臓病対策による心血管

系疾患や慢性腎不全の予防を重点的に取り組む事が必要である。

図14
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第３章 第２期特定健診・特定保健指導の評価

１ 基本的な考え方

○内臓脂肪症候群等の該当者・予備群に対する保健指導を徹底するため、効果的・効

率的な健診の実施により、該当者・予備群の確実な抽出を図るとともに、健診の結

果を踏まえ、保健指導の必要度に応じた対象者の階層化を図る。

○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

化に気づき、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、実践できるよう支援し、対象者が自分の健康についてセルフケアができるよう

にする。

２ 目標達成状況

（１）特定健診の実施状況

第2期特定健康診査等の実施及びその成果に係る全国目標において、市町村国保の特定

健診受診率については、目標値が60%とされている。森町国保においても、第2期計画で

は特定健診受診率60％達成を目標に実施してきた。

項 目 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

目標受診率 (％) 47.0 52.0 55.0 58.0 60.0

受 診 率 (％) 43.5 44.8 42.4 44.0

静岡県受診率（％） 35.2 36.3 37.6 37.6

※特定健診受診率一覧表（法定報告）より作成

平成25年度から28年度における受診率はほぼ横ばいである。若年齢者ほど受診率が低

くなっているため、若年齢者への受診勧奨を強化していく必要がある。

また、受診率を向上させるためには、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。40～60代の継続受診率は、中東遠管内と比較すると比較的高いことから、一

度受診すれば、健診を継続していく傾向は高いと思われる。

反面、中東遠管内では、70代での健診継続率が高くなっているが、森町国保では低く
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なっている。これは、生活習慣病で治療を始めたことにより特定健診を受診しなくなる

ことの影響が大きいと思われる。今後も継続して医療機関と連携し、受診勧奨の徹底を

図る必要がある。

図15
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（２）健診結果から見えた健康状況

（１）メタボリック・シンドロームの状況

メタボリック該当者・予備群の者の割合がともに、県平均（15.9％・9.7％）より少

なく、特にメタボリック該当者が少ない。

HbA1c が6.5以上の者の割合が徐々に減少し、7.8％と県内25位に下がっている。特

定保健指導や受診勧奨の成果が出ている。メタボリック該当・予備群の改善状況をみる

とメタボリック該当者で改善している人の割合が徐々に増加している。予備群は変化な

しの割合が多い。

図16
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（２）糖尿病の状況

糖尿病は心血管疾患のリスクを高め、神経障害、網膜症、腎症といった合併症を併発

するなどによって、生活の質（QOL）ならびに社会経済的活力と社会保障資源に多大な

影響を及ぼす。全国的にみると、糖尿病は現在、新規透析導入の最大の原因疾患である

とともに、成人中途失明の原因疾患としても第2位に位置しており、さらに、心筋梗塞や

脳卒中のリスクを２～３倍増加させるといわれている。糖尿病の予防・重症化予防が重

要となる。

平成27年度の男性の糖尿病予備群の割合は27.0％、女性の糖尿病予備群の割合は35.8％

となっている。年齢別では男女とも60～64歳で糖尿病予備群の割合(男32.6％、女45.3％)

が県糖尿病予備群(男15.5％、14.2％)に比べて高くなっている。年齢を問わず糖尿病予備

群・該当者の割合は高いことから、若い頃からの糖尿病予防や未受診者対策を、継続して

取り組む必要がある。

図19 メタボリック予備群・該当者の改善状況
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HbA1c の値が受診勧奨値の6.5％以上の者の割合が、治療の有無を問わず、平成27年度

で7.7％、平成28年度で8.1％となっている。平成28年度では、この内53.7％が未治療者と

なっている。糖尿病は生活習慣の見直しのみでデータが改善することもあるため、受診勧

奨とともに、重症化予防の保健指導に取り組む必要がある。糖尿病治療や生活習慣の見直

しにより、安定した状態を維持し、糖尿病の合併症を予防する。

図20 特定健診受診者 糖尿病有病者（男女別年齢別）
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（３）循環器疾患の状況

脳血管疾患と心疾患を含む循環器疾患は、がんと並んで日本人の主要死因の大きな一

角を占めている。循環器疾患の予防には、高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙の危険因

子の改善を図っていく必要がある。

①高血圧の状況

高血圧における１件あたりの医療費単価は、入院外では県内２位となっている。平

成28年度の健診結果において、中等度以上の高血圧の有所見率が4.6％で県平均（4.5）

より高く、県内23位となっている。虚血性心疾患、脳血管疾患における１件あたりの

医療費単価は、入院外で県平均より低くなっているが、中等度高血圧以上の者が徐々

に増加しているため、高血圧対策は引き続き取り組む必要がある。

②脂質異常の状況

森町の LDLコレステロール有所見率は、54.4％と2人に1人が正常域を超えているが、

県（55.2）、中東遠（57.1）に比べると低くなっている。

LDL コレステロールで心血管系リスクが明らかに高くなる160mg/dl を以上の未治療

の者が182人中165人であった。動脈硬化予防のために LDL コレステロール高値者に対

する確実な受診勧奨と保健指導は引き続き取り組む必要がある。

森町の HDL コレステロールの有所見率は、平成28年度は4.4％と県平均4.5％より低

く、順位も下がっている。ただし、他の脂質項目との関連もあることから、注意は必要

である。

図22

図23 図24
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（４）慢性腎臓病

慢性腎臓病は、腎臓疾患、特に末期腎不全（透析）によるリスクだけでなく、脳卒中

や心筋梗塞の原因になる場合がある。新規透析患者数は横ばいで推移し、尿酸の有所見

率は減少しているが、クレアチニンの有所見率は増加していることから、慢性腎臓病対

策は今後も継続する必要がある。

図25 図26



- 24 -

（３）特定保健指導の実施状況

①動機付け支援

平成28年度において目標値に達していないが、動機づけ支援の実施率・終了率ともに

目標値と同程度の数値を推移している。

項 目 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

目標実施率 (％) 79.0 80.0 81.0 80.0 80.0

初回面接
(％) 80.2 84.5 77.0 82.7

実施率

保健指導終了率 70.3 82.7 77.0 77.3
(％)

②積極的支援

平成28年度において目標値を達成している。積極的支援の保健指導初回面接実施率は

高い数値を維持している。

項 目 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

目標実施率 (％) 38.0 39.0 38.0 40.0 38.0

初 回 面 接
(％) 68.8 76.3 73.0 68.8

実施率

保健指導終了率 34.4 57.9 56.8 40.6
(％)

③効果について

平成28年度特定保健指導利用者（初回面接利用者）77人、保健指導非利用者23人の階

層化、腹囲、体重結果にて効果を検証した。

階層化について

保健指導利用者の改善割合は、33.7％、非

利用者の改善割合が19.5％と保健指導利用者

の方が改善割合が高かった。（ただし、服薬

開始により情報提供になることから、服薬開

始者は階層化から除いている。）
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腹囲について

腹囲が２ cm以上減少した改善者の割合は、

保健指導利用者が39.1％、非利用者が39.0

％と差はみられない。腹囲が２㎝以上悪化し

ている者の割合は保健指導利用者が8.7％、

保健指導非利用者が13.0％と保健指導非利用

者が高かった。

体重について

体重１ Kg 以上減少した改善者の割合は、保

健指導利用者が29.7％と保健指導非利用者（2

2.0％）より高かった。体重１ Kg 増加した割

合は保健指導非利用者が14.0％と高かった。

まとめ

階層化、腹囲、体重において、保健指導利用者の方が、保健指導非利用者より改善者

の割合が高く、悪化の割合が低かった。これは、保健指導が生活改善のきっかけになっ

たと思われる。

対象者の生活や活動に応じた保健指導・栄養指導により、対象者が自分で調節可能な

方法を選択し実践に結びついた効果と思われる。

（４）内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率

項 目 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

目標減少率（％) 25.0

減少率（％) 22.4 25.3 28.3 29.2

メタボリックシンドロームの減少率は、平成29年度を評価年度としているため、法定

報告における単年度の評価のみ実施。平成28年度では、目標減少率を達成している。
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３ 今後の課題

（１）保健指導の充実

・積極的支援の継続した保健指導が難しく、終了できない実情がある。今後は、保健

指導利用者の意向を確認するなど、柔軟に保健指導を実施する。

・継続利用者も多く、経年利用により利用しなくなるケースが多い。保健指導内容の

充実や人材育成を図る。

（２）特定保健指導以外の人への保健指導

・特定健康診査受診者は、メタボリック該当者・予備群が少なく、糖尿病予備群が多

いため、糖尿病重症化予防対策として、要指導者への保健指導を今後も継続して取

り組む。治療中の者に対しては、かかりつけ医と連携をし、栄養指導等実施できる

体制を整える。

・人工透析対象者のレセプト一覧（厚生労働省様式2－2）より、人工透析は高血圧・

糖尿病が原因となることが多いことがわかる。特定健康診査受診者のうち、血圧の

有所見者も増えていることから、治療中の有無にかかわらず、血圧・血糖・eGFR

等で一定基準を満たした対象者に保健指導を実施し、重症化予防に取り組む。
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第４章 第３期特定健診・特定保健指導の実施

１ 基本的な考え方

○内臓脂肪症候群等の該当者・予備群の減少、特定保健指導対象者の減少のため、保

健指導が必要な者を的確に抽出するための検査項目を健診項目とする。

○内臓脂肪症候群等の該当者・予備群に対する保健指導を徹底するため、効果的・効

率的な健診の実施により、該当者・予備群の確実な抽出を図るとともに、健診の結

果を踏まえ、保健指導の必要度に応じた対象者の階層化を図る。

○対象者自身が健診結果から身体状況を理解し、生活習慣改善の必要性を認識したう

えで、代謝等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選

択し、さらにその結果が健診データの改善に結びつくよう支援する。

○特定健診データの他、レセプト等健康・医療情報等を活用し、効果的かつ効率的な

保健事業を実施する。（データヘルス計画）

２ 目標値の設定

特定健診等の実施及び成果に係る目標値を下記のとおり設定する。

（１）特定健診の年次別目標値

項 目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度

目 標 受 診 率 (％) 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0 60.0

被 保 険 者 数 (人) 4,657 4,558 4,471 4,396 4,331 4,276

4 0 ～ 7 4 歳
(人) 3,659 3,626 3,601 3,583 3,571 3,567

被 保 険 者 数

受診者見込者数 (人) 1,646 1,740 1,836 1,934 2,035 2,140
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（２）特定保健指導の年次別目標値

動機付け支援、積極的支援合計

項 目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度※

目標実施率 (％) 71.0 71.0 72.0 72.0 70.0 60.0

対象見込者人数 67 71 75 79 83 88

実施見込者人数 48 51 54 57 58 52

※平成35年度は特定健康診査等基本方針における市町村国保の目標値

①動機付け支援

項 目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度

目標実施率 (％) 79.0 78.0 79.0 79.0 77.0 64.0

対象見込者人数 53 56 59 62 65 68

実施見込者人数 42 44 47 49 50 44

②積極的支援

項 目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度

目標実施率 (％) 40.0 44.0 42.0 47.0 44.0 42.0

対象見込者人数
15 16 17 17 18 19

4 0歳～64歳

実施見込者人数
6 7 7 8 8 8

4 0歳～64歳
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(3)特定保健指導対象者の減少率

項 目 20年度 28年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度

（実績） （実績）

特定保健指導対象

者の減少率 (％) 12.0 15.7 17.5 19.4 21.2 23.1 25.0

※平成20年度比

健診受診者 1134 1522

（法定報告）

特定保健指導 116 142

対象者（法定報告）

健診受診者に占め

る特定保健指導対 10.2 9.3

象者の割合 (％)

特定健康診査対象 3,592 3,456

者数（法定報告）

特定保健指導 367 322

対象者数

特定保健指導対象者の減少率は以下の計算式で求める。

1－（当該年度の特定保健指導対象者数÷基準年度の特定保健指導対象者数）

ただし、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、特定保

健指導対象者数は、健診受診者に占める特定保健指導対象者の割合を特定健康診査対象者数に

乗じて算出したものとする。
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３ 特定健診の実施

（１）実施方策

①実施形態

◆集団形態

・実施方法 委託

・実施時期 ５月～２月

・実施機関 聖隷福祉事業団 聖隷予防健診センター・聖隷健康診断センター

ＪＡ静岡厚生連 遠州病院

・実施場所 森町総合体育館、三倉総合センター及び実施機関の所在地等

◆個別形態

・実施方法 委任及び委託

・実施時期 ６月～２月

・実施機関 公立森町病院・森町家庭医療クリニック（実施委任）

契約医療機関（実施委託）

・実施場所 実施機関の所在地

②健康診査の項目

特定健診の項目は、「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」の中で国が示す

基準となるが、当町においては、医療の実態を把握し、中長期的な視点で医療費の適正

化を図っていくために不可欠と判断する検査を付加することとした。

また、「健診対象者全員が受ける基本的な健診」と「医師が必要と判断した場合に選

択的に受ける詳細な健診」の項目を以下のとおりとする。

◆基本的な健診項目

基本的な健診項目は、法定の実施項目に法定外項目を加えた次の検査を実施する。

＜診 察＞ 身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲・内臓脂肪面積）

診察（既往歴・自覚症状・他覚症状・所見）

診断・判定・質問

＜血 圧＞ 収縮期血圧・拡張期血圧

＜脂 質＞ 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）

＜肝 機 能＞ ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）

＜血 糖＞ ＨｂＡ１ｃ（NGSP値）・空腹時血糖（又は随時血糖）

＜ 尿 ＞ 尿糖・尿蛋白・尿潜血※

＜腎 機 能＞ 血清クレアチニン検査※・血清尿酸※
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＜貧 血＞ 赤血球※・白血球※・血色素※・ヘマトクリット値※

※印は追加項目

法定外項目

［HbA1c］

血糖検査におけるHｂA1c検査は過去1～3か月の血糖値を反映した検査であるため、

健診受診者の状態を評価するという点で、保健指導を行う上で有効である。空腹

時における採血が行えないことがあることや、当町では、糖尿病が課題となって

いることもあり、空腹時血糖（随時血糖）とHｂA1c検査の両者を引き続き実施す

る。

［血清尿酸・尿潜血］

血清クレアチニン値などから腎機能の状態を表す「糸球体濾過量」(e-GFR)を算

出することができ、腎機能障害を早期に発見することができる。そのため、第3期

より、血清クレアチニンは詳細な健診項目に定められた。

血清尿酸・尿潜血は、クレアチニン同様腎機能の低下を早期に発見するために

有効な検査であり、人工透析導入者を予防するために、医療費削減効果をふまえ

実施する。

［貧血検査］

生活習慣病罹患者の多くは、偏った栄養バランスの生活を続けていることに起

因しており、貧血検査を実施することで被保険者の栄養状況の判断として有効性

が高いことや、血管の易性変化を知るため、赤血球・白血球・血色素・ヘマトク

リット値の測定を実施する。

◆詳細な健診項目

生活習慣病の重症化の進展を早期にチェックするため、詳細な健診項目は次のとおり

とし、一定の基準に該当する者で医師が必要と認めた者について実施する。

＜心電図検査＞

当該年度の特定健診の結果等で、「収縮期血圧が140㎜Hｇ以上または拡張期血圧が9

0㎜Hｇ以上の者」または、「自覚症状や他覚症状の有無の検査で不整脈が疑われる者」

＜眼底検査＞

原則として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】 収縮期血圧が140㎜Hｇ以上または拡張期血圧が90㎜Hg以上

【血 糖】 空腹時血糖が126㎎/dl以上、

HbA1ｃが6.5％以上または随時血糖が126㎎/dl以上
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＜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で、血圧または血糖が、次の基準に該当した者

【血 圧】 収縮期血圧が130㎜Hｇ以上または拡張期血圧が85㎜Hg以上

【血 糖】 空腹時血糖値が100㎎/dl以上、

HbA1ｃが5.6％以上または随時血糖値が100㎎/dl以上

※血清クレアチニン検査については、1期計画時より全員実施し腎機能低下予防に取り組ん

できたことをふまえ、糖尿病予防、糖尿病性腎症予防の観点より、引き続き受診者全員に実

施する。

③階層化

特定健診及び質問項目の結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目し、

リスクの高さや年齢に応じ、レベル別保健指導を行うための階層化を行う。

④健診結果の通知

健診結果について、自らの生活習慣等の問題点を発見・意識させ、疾病予防及び早期

受診につながるよう、疾患のリスクや生活習慣の具体的な改善方法をわかりやすく受診

者に通知する。

健診機関は、機械的に受診者の健診結果を判定値に当てはめるのではなく、検査結果

の持つ意義、異常値の程度、年齢等を考慮した上で、医療機関を受診する必要性を個別

に医師が判断し、受診者に通知する。

受診勧奨判定値を超えた場合でも、軽度の高血圧（収縮期血圧140～159㎜Hｇ、拡張

期血圧90～99㎜Hg)等であれば、服薬治療よりも生活習慣の改善を優先して行う。

通知については「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」の通知

様式例に準拠した「特定健康診査受診結果通知表」に基づき行う。

⑤情報提供

健康診査受診者が生活習慣病や健診結果から自らの身体状況を認識するとともに、健

康な生活習慣の重要性に対する理解と関心を深め、生活習慣を見直すきっかけとなるよ

う、健診結果の提供にあわせて、個人の習慣やその改善に関する基本的な情報を提供す

る。

・特定健診を受診した者全員を対象に、年１回、健診結果の通知と同時に実施する。

・全員に画一的な情報を提供するのではなく、健診結果や検診時の質問票から対象者

個人に合わせた情報を提供する。

・健診の結果や質問票から、特に問題とされることのない者に対しては、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する。

⑥特定健診の費用額

健診の費用額 各実施機関との各年度ごとの契約による金額

自己負担額 １件あたり１，５００円
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（２）委託の基準

①基本的な考え

特定健診の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る。また、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あるため、その具体的な基準を定

める。

②具体的な基準

具体的な基準については、下記について「特定健康診査の外部委託に関する基準（告

示別表第１）」を遵守する。

・人員に対する基準

・施設または設備等に関する基準

・精度管理に関する基準

・健診結果等の情報の取り扱いに関する基準

・運営等に関する基準

③委託契約の契約形態

各実施機関との個別契約とする。
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４ 特定保健指導の実施

（１）実施方策

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うことにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識して

行動変容と自己管理を行うとともに健康的な生活を維持することができるようになるこ

とを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的とする。

特定健診の結果に基づき、特定保健指導の対象者を選定し階層化する基準及び特定保

健指導として行う積極的支援及び動機づけ支援の内容については、法第２４条の厚生労

働省令及び次に定める方法で実施する。

（２）特定保健指導対象者の抽出（重点化）の方法

①特定保健指導対象者の選定と階層化

健診受診者全員に対して、保健指導の必要性の度合いに応じて、危険因子の数に基づ

き、特定保健指導の対象者を明確にするため階層化する。

追加リスク 対 象
腹 囲 ④喫煙歴

①血糖 ②脂質 ③血圧 40～64歳 65～74歳

２つ以上該当 －
≧85㎝（男性） 積極的支援 動機付け

あり
≧90㎝（女性） １つ該当 支援

なし

３つ該当 －
積極的支援 動機付け

上記以外で あり
２つ該当 支援

BMI≧25 なし

１つ該当 －

個別面接を含んだ「動機付け支援」又は3か月から6か月程度の支援プログラム「積極的

支援」のいずれかを実施する。

②特定保健指導対象者の優先順位づけ

保健指導対象者の増加が予測されるなか、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群の

減少目標を達成させるためには、効果的・効率的な保健指導の実施が必要である。その

ためには、保健指導対象者に優先順位を付けて、最も必要な、そして効果のある対象を

選定して保健指導を行う必要があるため、次の基準に基づき優先順位を付けて保健指導

を行う。
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優先順位の高い対象者 重点を置く保健指導 理 由

健診結果が前年度と比較して悪 積極的支援 健診結果が悪化していることか

化し、より緻密な保健指導が必 動機付け支援 ら、更なる行動変容が必要であ

要になった対象者 る。

前年度、積極的支援及び動機づ 積極的支援 健診結果の悪化が予測され、保

け支援の対象者で保健指導を受 動機付け支援 健指導の勧奨が必要である。

けなかった対象者

６５歳未満の対象者 積極的支援 行動変容により生活習慣病予防

動機付け支援 効果が大きく期待できる年齢。

（３）保健指導の実施

特定保健指導の実施については、保険者直接実施・保健福祉課（衛生部門）への執行

委任の形態と医療機関への委託の形態で行う。

また、実施場所については、原則として直接実施の場合は森町保健福祉センター、委

託の場合は各医療機関で行い、必要に応じて訪問・電話等により保健指導を行う。
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５ 周知・案内

（１）周知

①広報紙・回覧・ホームページの活用

広報もりまち及び回覧、町のホームページを活用し、広く周知を図るとともに、常に新しい情

報の提供を図る。

②自治会組織、保健委員との連携

町内会をはじめとする自治会組織並びに、保健委員等を活用し、制度周知と健康増進活動

について積極的に働きかける。

（２）案内

①特定健診

特定健康診査受診券（以下受診券という）及び問診票等その他の健康診査関係書類を

同封し、年度当初に、個別に送付する。また、受診券の様式は静岡県国民健康保険団体

連合会にて統一された様式を活用する。

②特定保健指導

・情報提供は特定健診に付随するものとして、特定健康診査受診結果通知票送付時に

情報を提供する。

・動機づけ支援は、面接日時を指定し案内を通知する。また、必要に応じて訪問での

面接を実施する。

・積極的支援は、初回面接日時を指定し案内を通知する。また、必要に応じて訪問で

の面接を実施する。

・人間ドック等、健診当日に階層化を実施し、指導が可能な者については、当日中に面接を実

施することも可能とする。
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６ 代行機関

特定健診等の費用の支払及びデータの送信事務に関し、次の機関を代行機関とする。

（１）代行機関

名称 静岡県国民健康保険団体連合会

所在 静岡県静岡市葵区春日二丁目４番３４号

（２）業務の内容

①費用決済処理業務

・契約情報管理業務 委託情報の管理

・費用決算業務 点検・資格確認、全国決算処理、費用決算処理、支払代行

②共同処理業務

・実施計画策定支援業務 各種統計作成、実施計画策定のための資料作成

・特定健診業務 受診券等の作成、健診データの管理・総括表等の作成、

階層化・保健指導対象者抽出

・特定保健指導業務 保健指導データの管理、総括表等の作成

・評価・報告業務 評価・報告、健診結果等の分析

③マスタ管理業務

健診等機関マスタ管理

被保険者マスタ管理

保険者マスタ管理

金融機関マスタ管理

７ 健診データ保有者からのデータ受領

国保資格取得の際に、対象年齢の被保険者に対して特定健診データ保有の有無を確認

し、必要に応じて提出を勧奨する。

自己負担及び勤務先等で特定健診に相当する健診を受けた場合は、その健診データの

提出を勧奨する。

これらデータの提出の受領を以て特定健診を受診したものとする。
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８ 年間スケジュール
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第５章 特定健診・特定保健指導の推進

１ 実施率を向上させるための方策

（１）積極的な保健事業の展開

○特定健診・特定保健指導は、非常に数多くの人への対応や被保険者の健康問題に対

応していくことが求められるため、新たな事業の企画立案・実施など積極的な保健

事業展開を図っていくこととする。

○医療機関や関連施設・団体等へのアウトソーシングを検討し必要に応じて進める。

○関係者間で事例検討会等を積極的に実施していく。

○地域の関係機関・団体等への協力を得て事業の推進を依頼する。

（２）未受診・未実施者及び中断者への支援

特定健診

○各自の都合に応じて受診できるよう、個別に医療機関で受診できる実施体制を整備

する。

○複数年にわたって健診を受診していない人に対し、重点的に受診勧奨する。

○健診の重要性の周知し、若い世代からの健診受診の習慣を養うための方策を検討し、

導入実施する。

○医療機関との連携を図り、治療中の人への受診勧奨を実施する。

○ＪＡ共済人間ドックの同時実施利用を普及実施する。

特定保健指導

○保健指導の実施の必要性、重要性についてあらゆる機会をとらえて啓発に努める。

○保健指導が未実施となった者及び中断した者については、次年度優先的に実施する。

○保健指導を受けない理由を明確にし、適切に対応する。

（３）特定保健指導非対象者を含めた保健指導

○対象者

・非肥満でリスクを保有している者（重症高血圧・糖尿病・尿蛋白陽性者・ eGFR を指標とした

腎機能低下等）

・医療対象者で、コントロール不良者（高血圧・高血糖）・未受診者・主治医と連携が必要な者

○重点を置く保健指導

・予備群支援、医療対象者重症化予防支援

○期待される効果

医療費に占める割合が高い高血圧性疾患及び糖尿病疾患等に対して、発症・重症化予防

及び未治療・治療中断の防止が図られるとともに、特定保健指導の該当者の減少に資する

ことができる。
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被保険者に対する保健指導の優先順位づけ

優 先 順 位 の
理 由 支 援 方 法

高 い 対 象 者

特定保健指導グ 特定健診・保健指導の ◆対象者の特徴に応じた行動変容を促す保健
ループ 評価指標、医療費適正 指導の実施

高 （レベル２） 化対策計画の目標達成 ◆健診結果(状態)を理解し適切な生活改善や
に寄与するグループで 受診行動が自分でできるよう支援
ある。 ◆生活改善への動機付けを効果的に行うた

め、健康実態評価検査を実施する（75ｇ糖負
荷検査、頸動脈エコー、微量アルブミン尿）
◆ハイリスクアプローチ用学習教材による支
援

受診勧奨グルー 病気の発症・重症化予 ◆必要な再検査、精密検査について説明
プ（レベル３） 防の視点で医療費適正 ◆健診結果(状態)を理解し適切な生活改善や

化に寄与できると考え 受診行動が自分で選択できるよう支援
られる。 ◆ハイリスクアプローチ用学習教材による支

援

情報提供者の、 生活習慣改善に向けた ◆合併症が起こる時期、症状、発見のための
特にｅＧＦＲを 早期介入により発症や 検査、診療科についてについて説明
指標とした腎機 進行を予防できる。 ◆健診結果（状態）を理解し、生活改善や受
能低下グループ 人工透析を必要とする 診行動が自分で選択できるよう支援
（レベル１のう 腎不全を予防し、医療
ち重症化予防対 費適正化を図る。内臓
象） 脂肪蓄積によらない虚

血性心疾患等を予防す
る。

治療中でコント 病気を発症していて ◆コントロール不良によって起こる合併症や
ロール不良者 も、虚血性心疾患、脳 血管変化がイメージできる。
（レベル４） 血管疾患等重症化予防 ◆治療内容の理解のための学習教材の使用

の視点で医療費適正化 ◆主治医との連絡体制の整備（連絡票の作成）
に寄与できると考えら ◆治療中断者対策としてのレセプトと健診デ
れる。 ータの突合・分析

健診未受診者グ 特定健診受診率向上、 ◆特定健診の受診勧奨
低 ループ ハイリスク予備群の把 ◆ポピュレーションアプローチ用学習教材に

（レベルＸ） 握、早期介入により、 よる支援
医療費適正化に寄与で ◆簡易健診の実施（腹囲・血圧・HbA1c）
きると考えられる。 ◆健康手帳を活用した自己管理支援

※標準的な健診・保健指導プログラム（改定版）様式6-10

「健診から保健指導実施へのフローチャート」より保健指導レベルを表示
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２ 生活習慣病予防として地域全体で取り組む方策

（１）特定健診・特定保健指導、健康づくり活動の推進

特定保健指導階層化の該当外の者に対する保健指導や一般住民への健康づくり活動の

実施等により「糖尿病等の生活習慣病の減少・医療費の適正化を目指して」地域全体で

取り組む。

（２）医療機関（かかりつけ医）との連携・事業推進策

○健診・保健指導を効率的・効果的に実施していくにあたって、医療機関（かかりつ

け医等）との連携が欠かせない。

○医療機関から健康診査未受診者に対する受診勧奨や、保健指導の早期実施などの協

力体制を整える。

○糖尿病専門医等の協力のもと保健指導が実施できる体制を整える。

○特定健診の結果、受診勧奨値に達している場合、医療機関における医学的管理が実

施される。

（３）保健委員等地区活動の強化

「保健委員」の人材を拡充するとともに、様々な機会を利用した活動の場をとおす中

で、地域ぐるみで生活習慣病予防に取り組む。

（４）地域や職域における環境づくり

様々な生活の場が健康的な生活への行動変容を支え、または維持できるよう環境づく

りに努める。

○運動施設や身近に運動に親しむことができる場

○受動喫煙の防止対策を行っている施設の増加

（５）社会資源の有効利活用策

住民の健康意識の高揚及び保健指導の実施において、社会資源の有効利用が必要であ

る。特に保健指導の実施にあたっては、継続的な支援に向けて公共施設の活用を図って

いく。
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３ 人材確保・育成策

（１）基本的な考え方

○医療保険者として、特定健診・特定保健指導の企画立案・評価、事業の見直しに専念

できる人材の確保を図る。

○ポピュレーションアプローチや特定保健指導の実施に従事できる人材の確保、育成に

努める。

○特定健診・特定保健指導の企画立案・実施・評価等の業務をおこなう者は、県等が実

施する研修に積極的に参加するとともに、常に自己研鑽に努める。また、保険者は研

修等により人材育成の機会を積極的に提供する。

（２）人材の現状と対応

①職員の人員体制

職 種 国 保 一般衛生 他の部署の専門職

保健師 ０ 人 ４ 人 ２ 人

管理栄養士 ０ 人 ０ 人 ０ 人

栄養士 ０ 人 ０ 人 ０ 人

看護師 ０ 人 ０ 人 ０ 人

運動指導士 ０ 人 ０ 人 ０ 人

事務職員 ３ 人 １ 人

※事務職員には管理職は含まず。その他部署へ公立病院は含まず。

②協力体制としての在宅の専門職

職 種 在 宅 そ の 他

保健師 ２ 人 ０ 人

管理栄養士 ２ 人 ０ 人

看護師 １ 人 ０ 人

③保健委員・ボランティア等

団体名等 人 数

保健委員 ４１人

健康づくり食生活推進協議会 ４２人

ボディートークを楽しむ会 １８人
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第６章 個人情報の保護対策

１ 基本的な考え方

特定健診・特定保健指導で得られる健康情報の取扱については、「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」等を踏まえた対応を行う。受診者の利益を

最大限に保証するため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。

２ 記録の保存方法

（１）記録の保存方法

①保存方法

効率的・効果的な、特定健診・特定保健指導を実施するには、これらのデータを活用

する事が必要となる。このため記録の保存についてはデータベースの形で個人別・経年

別等に整理・保管する。

②保存期限の設定

健診・保健指導のデータは、保健指導の参考となる経年変化等の分析、中長期的な発

症予測等への活用によるメリットがあることから、できる限り長期的に保管することが

望ましいため、最低保存期限を５年とする。

（２）外部委託機関

健診・保健指導のデータ管理を外部委託するにあたっては、「標準的な健診・保健指

導プログラム（確定版）」第２編第６章（２）④及び第３編第６章（４）２）④に定め

る基準を遵守することを義務付ける。

①委託先

名称 静岡県国民健康保険団体連合会

所在 静岡県静岡市葵区春日二丁目４－３４

②委託内容

特定健診及び特定保健指導に係る共同処理業務
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３ 管理と利活用のルールの制定

（１）管理と利活用のルール

○ 特定健診等の記録の管理に関する個人情報の取扱については、個人情報保護法に関

する法律及びこれに基づくガイドライン（「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱のためのガイドライン」、「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」等）等を遵守する。

また、電子媒体による保存等については、「医療情報システムの安全に関するガイド

ライン」を遵守する。

○ 森町個人情報保護条例を遵守する。

○ 健診・保健指導等のデータ情報を県に提出する場合には、健診・保健指導データの

うち、特定の個人を識別できうる情報を外して、固有番号を割り振り、連結不可能な

著名化したデータを作成し提出する。

○ 当町（一般衛生部門）が特定健診等の健診データを用いて保健指導等を行う場合に

おける健診データの取扱については、町の個人情報の保護に関する条例の内容を踏ま

えたうえで、受診者本人が希望しない場合には、その情報の提供を停止することとす

る。

（２）ルールの見直し

（１）の管理と利活用のルールについては、その運用上発生する不整合がある場合は、

その内容を比較・検討し、必要に応じて既存の規定類をガイドラインにはずれない範囲

で修正することとする。

また、修正等では対応が困難で新たにルールを制定した方が適当な場合や、該当する

規定類がなく新たに制定が必要な場合は、個人情報保護法や、同法の基づくガイドライ

ンを参考とする。
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第７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・周知

特定健診・特定保健指導等の実施に関する計画については、町のホームページで公表

するほか、広報紙等で広く町民に周知する。

また、各種健康診査等の健診結果通知や被保険者証送付に合わせて普及啓発用チラシ

等を同封するなどして周知に努める。

２ 特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発の方法

特定健診は医療保険者に実施が義務付けされているが、被保険者の前向きな実施への

協力が必要不可欠である。そのためには、そもそもなぜ健診・保健指導を受ける必要が

あるのか等の説明から順次、実施への理解を深めていく必要があり、様々な情報提供媒

体の活用や関係機関との連携のもと情報の提供や啓発を行う。

・町広報紙、回覧等への掲載

・町ホームページへの掲載

・同報無線による呼びかけ

・パンフレット、ポスターの活用
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このページは空白です
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第８章 特定健康診査等実施計画の評価・見直し

１ 基本的な考え方

特定健診・特定保健指導は、できる限り多くの対象者に確実に実施することによって

メタボリックシンドロームのリスクのある者を減らしていくことが重要である。

そのため実施計画に沿って、毎年、計画的かつ確実に健診・保健指導を実施していく

ことが必要であり、計画に設定した目標値の達成状況、及びその経年変化の数値等につ

いて、定期的に評価する。

２ 評価方法

（１）目標の達成状況の評価

①特定健診・特定保健指導の実施率

前年度の健診・保健指導の結果データから集計した国への実績報告数値にて実施率を

評価する。

②特定保健指導対象者数の減少率

平成22年度実施分の保健指導対象者数と、各年度実施分の保健指導対象者数を比較し、

減少率を評価する。

（２）実施方法・内容・スケジュールの評価

①方法及び内容とスケジュール

○特定保健指導参加者の検査結果について、保健指導開始時、継続支援6ヶ月終了後の検

査を実施し、比較評価を行う。さらに、次年度の特定健診にて評価を行う。

○アウトカム評価指標例等を適宜活用し評価を実施する。
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アウトカム評価の指標例

対象 評価項目 評価指標 評価方法

個人 意欲 変化ステージ 問診
自己効力感 生活習慣 観察
知識 自己管理シート
行動変容（運動･食事･喫煙など）

健康状態の改善 肥満度（腹囲・BMI等） 健診データ

集団 運動･食事･喫煙などの行動変容 生活習慣 問診
観察
自己管理シート

健康状態の改善 健診の判定区分の割合 健診データ

生活習慣病に係わる医療費 医療費 レセプト

事業 対象者の選定 受診者に対する対象者の
支援方法の選定 割合
満足度 目標達成率

各対象者に対する行動目標の設定 目標達成率 問診
積極的な保健行動への転換 プログラム参加継続率 観察

（脱落者）健診受診率 アンケート

最終 構成員全員の健康状態の改善 死亡率･要介護率･有病率 死亡
評価 ･有所見率 疾病統計

健診データ

構成員の医療費適正化効果 生活習慣病関連医療費 レセプト

（資料 保健事業実施のための手引き）

健診項目で見る評価の視点 （個人・集団）

指 標 項 目 内 容

肥満 腹囲の増加・減少、体重の増加・減少、BMI の増加・減
身 少

体 血糖 HbA1ｃの増加・減少、空腹時血糖の増加・減少

状 血圧 収縮期血圧の増加・減少、拡張期血圧の増加・減少

況 脂質 ＨＤＬコレステロールの増加・減少、中性脂肪の増加・減
少
ＬＤＬコレステロールの増加・減少

腎機能 血清尿酸の増加・減少、血清ｸﾚｱﾁﾆﾝの増加・減少

肝機能 ＧＯＴの増加・減少、ＧＴＰの増加・減少

有所見個数 リスク個数の増加・減少
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保健指導レベルで見る評価の視点

保健指導レベル 評価の視点

6ヶ月後 1年後

特定保健指導グループ 腹囲、体重減少 ①内臓脂肪症候群該当者・予備
（レベル2） 血圧有所見率の減少 群の減少

血糖、HbA1ｃ有所 ②内臓脂肪症候群該当者・予備
見率の減少 群で3次予防段階にある者の

減少

受診勧奨対象者 3次予防にある者の減少
（レベル3）

治療中でコントロール不良者
（レベル4）

ｅＧＦＲを指標とした腎機能 eGFR の維持、他リスクの改善
低下 及び3次予防段階にある者の減
（レベル1で3次予防段階） 少

健診未受診者グループ 健診の受診率
（レベルＸ）

②評価の責任者

特定健診及び特定保健指導の評価は、特定保健指導実施者であり、健診・保健事業を

企画する場合にある医療保険者がその責任を負う者とする。

また、最終評価についても、健診・保健指導の成果として、医療保険者である保険者

が実施責任者となる。
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３ 評価の時期・年度

特定健診・特定保健指導事業の着実な実施を図るため、その実施方法やそれに伴う結

果を評価し、それに伴い健診・保健指導計画を見直すことは必要不可欠であると考える。

そのため、各年度の評価の実施が望ましい。

また、本計画の中間年度となる平成33年度に、中間評価と見直しの実施を予定する。

４ 特定健康診査等実施計画等の見直し

実施計画をより実効性の高いものとするためには、達成状況の点検・評価だけで終わ

るのではなく、点検・評価の結果を活用し、必要に応じ、実施計画の記載内容を、実態

に即した効果的なものに見直すこととする。
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第９章 その他円滑な実施にむけて

１ 事業主健診受診者への対応

国民健康保険被保険者であって、職場で健診を受ける機会のある者については、その

健診結果を把握することで、医療保険者として健診を実施すべき者から除外することが

できることから、積極的に労働行政担当課である産業課及び森町商工会と連携を図り、

健診データの授受に関する体制を整える。

２ 実施体制の整備

（１）事業準備・実施体制の強化

他の健診との連携を図ることが、被保険者及び住民サービスである点を考慮し、限ら

れた専門職の中で効果的・効率的に事業を行うために実施主体となる国民健康保険と衛

生部門と連携し企画運営・実施・評価の体制を構築する。

（２）住民ニーズの把握

健康や保健指導が効果的に実施されるようなアンケート調査、健診受診後のモニタリ

ング調査、健診会場での実施状況等を通して、住民ニーズの把握に努める。

（３）他の健診との連携

がん検診などについては、受診者の利便性などを考慮し、特定健診と同時に実施する。

ただし、主管課は保健福祉課保健係（一般衛生）とする。

３ 特定健康診査等実施計画の推進体制

森町国民健康保険運営協議会において、実施状況等を踏まえ適切に対応していくこと

とする。



- 52 -

資 料

関係資料


	01計画の策定.pdfから挿入したしおり
	１　医療制度と医療費
	２　生活習慣病対策の必要性
	　 （１）生活習慣病の有病者及び予備群の状況
	　 （２）生活習慣病対策の必要性
	　 （３）メタボリックシンドロームに着目する意義
	　 （４）特定健康診査・特定保健指導とは
	３　計画の構成
	　 （１）計画の性格と位置づけ
	　 （２）計画の期間
	　 （３）計画の達成目標
	　 　 ①　特定健康診査の実施に係る目標
	　 　 ②　特定保健指導の実施に係る目標
	　 　 ③　特定保健指導対象者数の減少に係る目標

	02現状と課題.pdfから挿入したしおり
	１　森町の概況
	　 （１）人口構成
	　 （２）産業経済
	２　健康に関する状況
	　 (１)死亡
	　 (２)介護保険
	　 (３)国民健康保険
	３　医療費分析から見た健康実態
	　 (１)医療費の状況
	　 (２)医療費が高くなる病気は何か
	　 (３)人工透析の状況
	　 (４)生活習慣病の治療状況
	４　被保険者の健康課題

	003第2期評価.pdfから挿入したしおり
	１　基本的な考え方
	２　目標達成状況
	　 （１）特定健診の実施状況
	　 （２）健診結果から見えた健康状況
	　 （３）特定保健指導の実施状況
	　 　 ①動機付け支援
	　 　 ②積極的支援
	　 （４）内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率
	３　今後の課題

	004実施.pdfから挿入したしおり
	１　基本的な考え方
	２　目標値の設定
	　 （１）特定健診の年次別目標値
	　 （２）特定保健指導の年次別目標値
	　 　 動機付け支援、積極的支援合計
	　 　 ①動機付け支援
	　 　 ②積極的支援
	　 (3)特定保健指導対象者の減少率
	３　特定健診の実施
	　 （１）実施方策
	　 　 ①実施形態
	　 　 ②健康診査の項目
	　 　 ③階層化
	　 　 ④健診結果の通知
	　 　 ⑤情報提供
	　 　 ⑥特定健診の費用額
	　 （２）委託の基準
	　 　 /
	　 　 ①基本的な考え
	　 　 ②具体的な基準
	　 　 ③委託契約の契約形態
	４　特定保健指導の実施
	　 （１）実施方策
	　 （２）特定保健指導対象者の抽出（重点化）の方法
	　 　 ①特定保健指導対象者の選定と階層化
	　 　 ②特定保健指導対象者の優先順位づけ
	　 （３）保健指導の実施
	５　周知・案内
	　 （１）周知
	　 　 ①広報紙・回覧・ホームページの活用
	　 　 ②自治会組織、保健委員との連携
	　 （２）案内
	　 　 ①特定健診
	　 　 ②特定保健指導
	６　代行機関
	　 （１）代行機関
	　 （２）業務の内容
	　 　 ①費用決済処理業務
	　 　 ②共同処理業務
	　 　 ③マスタ管理業務
	７　健診データ保有者からのデータ受領
	８　年間スケジュール

	005推進.pdfから挿入したしおり
	１　実施率を向上させるための方策
	　 （１）積極的な保健事業の展開
	　 （２）未受診・未実施者及び中断者への支援
	　 　 特定健診
	　 　 特定保健指導
	　 （３）特定保健指導非対象者を含めた保健指導
	　 　 被保険者に対する保健指導の優先順位づけ
	２　生活習慣病予防として地域全体で取り組む方策
	　 （１）特定健診・特定保健指導、健康づくり活動の推進
	　 （２）医療機関（かかりつけ医）との連携・事業推進策
	　 （３）保健委員等地区活動の強化
	　 （４）地域や職域における環境づくり
	　 （５）社会資源の有効利活用策
	３　人材確保・育成策
	　 （１）基本的な考え方
	　 （２）人材の現状と対応
	　 　 /
	　 　 ①職員の人員体制
	　 　 ②協力体制としての在宅の専門職
	　 　 ③保健委員・ボランティア等

	06個人情報.pdfから挿入したしおり
	１　基本的な考え方
	２　記録の保存方法
	　 （１）記録の保存方法
	　 　 ①保存方法
	　 　 ②保存期限の設定
	　 （２）外部委託機関
	　 　 ①委託先
	　 　 ②委託内容
	３　管理と利活用のルールの制定
	　 （１）管理と利活用のルール
	　 （２）ルールの見直し

	07計画の公表周知.pdfから挿入したしおり
	１　特定健康診査等実施計画の公表・周知
	２　特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発の方法

	08計画の評価見直し.pdfから挿入したしおり
	１　基本的な考え方
	２　評価方法
	　 （１）目標の達成状況の評価
	　 　 ①特定健診・特定保健指導の実施率
	　 　 ②特定保健指導対象者数の減少率
	　 （２）実施方法・内容・スケジュールの評価
	　 　 ①方法及び内容とスケジュール
	　 　 ②評価の責任者
	３　評価の時期・年度
	４　特定健康診査等実施計画等の見直し

	009その他.pdfから挿入したしおり
	１　事業主健診受診者への対応
	２　実施体制の整備
	　 （１）事業準備・実施体制の強化
	　 （２）住民ニーズの把握
	　 （３）他の健診との連携
	３　特定健康診査等実施計画の推進体制
	関係資料

	003第2期評価.pdfから挿入したしおり
	１　基本的な考え方
	２　目標達成状況
	　 （１）特定健診の実施状況
	　 （２）健診結果から見えた健康状況
	　 （３）特定保健指導の実施状況
	　 　 ①動機付け支援
	　 　 ②積極的支援
	　 （４）内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率
	３　今後の課題


