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第７章 第 3期特定健康診査等実施計画 

（計画期間：平成30年度から平成35年度） 

 

 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第19条において、特定健康診査及び特定保

健指導の実施計画を策定する必要があります。今回、データヘルス計画と一体的に策定す

るため、特定健康診査等実施計画の必要事項を分けて掲載します。 

 

１ 計画の目標値 

  平成20年度から実施している特定健康診査等においては、平成30年度からの第３期

計画の最終年度における国全体の特定健康診査受診率を70％以上、特定保健指導の実施

率45％以上と定めています。 

この目標を達成するために、市町村国保の目標値を、特定健康診査受診率及び特定保

健指導実施率をそれぞれ60％以上と掲げています。 

糸魚川市においても、国が示す目標値のとおり、平成35年度の特定健康診査受診率、

特定保健指導実施率ともに60％に設定し取組むこととします。 

実施の成果に係る目標として、特定保健指導対象者の減少率を25％以上とします。 

＜目標値＞ 

区分 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

特定健康診査受診率 52% 54% 56% 58% 59% 60%

特定保健指導実施率 35% 40% 45% 50% 55% 60%

特定保健指導対象者の
減少率（最終年の目標）

－ － － － － 25%

 
 

２ 対象者推計                        

《特定健康診査対象者》 

区　分 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

40歳～64歳 2,619 2,529 2,439 2,349 2,259 2,169

65歳～74歳 5,363 5,328 5,293 5,258 5,223 5,188

合　計 7,982 7,857 7,732 7,607 7,482 7,357  

※加入者は年々減少しており、対象年齢の加入者も減少するとして推計しています。 

※年度途中に75歳に到達する者、年度途中に加入した特定健診対象年齢の方についても受

診できるものとします。 

※法定報告においては、対象とならない者（年度途中の加入・脱退等異動があった者、長

期入院者等）を除いた数とします。 

 

 

（単位：人） 
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《特定保健指導該当者》 

区　分 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

動機付支援 311 306 302 297 292 287

積極的支援 96 94 93 91 90 88  

※対象者数の推計は、第2期計画中の平成25年度から平成28年度までの４ヵ年における

対象者出現率（平均）を用いて推計しています。 

 

３ 特定健康診査の実施 

（１） 実施場所及び実施期間 

 実施場所（予定） 実施期間 

集団健診 市内施設（保健センター、体育館等） ５月から10月 

施設健診 健診実施機関 ５月から翌年３月 

個別健診 市内各医療機関 ７月から翌年１月 

人間ドック 契約健診機関 ５月から翌年1月 

  ※集団健診・・・委託先の健診機関が、保健センターや体育館等で行なう健診 

※施設健診・・・健診実施機関の施設において、日時を指定して行う健診 

  ※個別健診・・・健診実施機関の施設において、日時を限定せずに行う健診 

   

（２）特定健康診査外部委託及び委託方法 

ア 委託先      新潟県健康づくり財団 

イ 委託先の考え方  新潟県健診保健指導支援協議会で定める委託基準を満たし

ていることを条件とします。 

ウ 契約形態     集合契約 

エ 健康診査委託単価 新潟県健診保健指導支援協議会が定めた額 

オ 自己負担額    無料 

 

（３）代行機関 

   特定健康診査等の実施にあたり、情報管理、結果データのチェック及び保存、法定

報告基礎数値の作成、費用請求・支払などに関する事務を新潟県国民健康保険団体連

合会に委託します。 

 

（４）実施項目 

   健診項目は、国が定める標準的なプログラムに準じた項目としますが、当市の国保

加入者の健康実態を踏まえ、生活習慣病の重症化予防のため、詳細な健診項目につい

ては全員を対象として実施します。 

   

（単位：人） 
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《健診項目》 

法定健診項目 詳細な健診項目

問診(標準的な質問票)
理学的検査（身体診察）

身長・体重・腹囲・ＢＭＩ

血圧測定 心電図検査・眼底検査

尿糖(糖代謝）
尿蛋白(腎機能)
尿潜血（腎機能）

脂質代謝検査

中性脂肪
HDL-コレステロール
LDL-コレステロール
総コレステロール

肝機能検査
ＡＳＴ（ＧＯＴ）
ＡＬＴ（ＧＰＴ）
γ‐ＧＴ（γ‐ＧＴＰ）

腎機能検査 尿酸 クレアチニン

糖代謝検査
空腹時血糖または
ＨｂＡ１ｃ

随時血糖

貧血検査
赤血球数
血色素量(ヘモグロビン値)
ヘマトクリット値

検　　査　　名

血
液
生
化
学
検
査

自覚・他覚症状の有無検査

身体計測

循環器検査

尿検査

 

※総コレステロール・尿潜血は、血液及び尿検査において確認できること、クレアチニン・

尿酸については、腎機能低下等の早期発見・早期予防の必要性からそれぞれを基本的な

項目に加え実施することとします。 

 

（５）周知及び案内 

ア 周知方法 

市の広報紙、ホームページのほか、広報無線や市のケーブルテレビによる放送、

地区公民館や市内スーパー等のポスター掲示で周知します。 

１年間の健診日程等を記載した保健カレンダーを全戸配布します。 

 

イ 案内方法 

対象者に、個別案内を郵送します。 

未受診者には、電話による受診勧奨や個別訪問等により受診を働きかけます。 
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（６）診療情報提供事業 

   医療機関受療中に特定健康診査に相当する健康診査を受けた場合、本人の同意の上、

健診機関から結果を受領し、特定健康審査結果データとして活用します。 

   治療中の方の受診率を上げるため、かかりつけ医に特定健診受診率向上に向けた協

力を求めます。 

 

（７）事業主健診等のデータ収集 

   特定健康診査の対象となる被保険者で、特定健康診査と同様の健康診査（人間ドッ

グ、事業主健診等）を受診したものは、その健診結果の提出をもって、特定健康診査

の受診に代えるものとします。 

   特に若い年代の受診率を上げるため、商工会や各事業所等における健診結果を提供

してもらえるよう体制づくりを検討します。 

 

４ 特定保健指導の実施 

（１）対象者 

   特定保健指導は、特定健康診査の結果と質問票から、内臓脂肪の蓄積の程度（腹囲・

BMI）とのリスクの数により階層化し、保健指導の必要性に応じて、「動機付け支援」、

「積極的支援」となった人を対象とし実施します。 

 

＜階層化＞ 

追加リスク

①血糖②脂質③血圧 40～64歳 65～74歳

２つ以上に該当

あり

なし

３つ以上に該当

あり

なし

１つ該当

積極的
支援

動機付け支援

２つ以上に該当

喫煙暦腹囲/BMI

上記以外で
BMI≧25

１つ該当

≧85cm（男性）
≧90cm（女性）

積極的
支援

動機付け支援

対象

 

■検査項目（追加リスク） 

血糖：空腹時血糖100mg/dl以上またはHbA1c5.6％以上 

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

血圧：収縮期130mmHg以上または拡張期85mmHg以上 

※６５～７４歳の人は、積極的支援に該当しても、動機付け支援となる。 

※血圧降下剤、インスリン療法、血糖降下剤、コレステロール降下剤を服薬中の者は、

特定保健指導の対象としない。 
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（２）特定保健指導の実施内容 

   特定健康診査の結果並びに食習慣、運動習慣、喫煙習慣その他の生活習慣の状況に

関する調査結果をふまえ、対象者自らが自身の身体に起こっている変化を理解できる

よう促し、そのうえで次の支援を行います。 

 

ア 動機付け支援 

    個別支援又はグループ支援により、対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣

を振り返り、自分のこととして認識し、生活習慣変容のための行動目標を設定し、

その生活を実践・継続できることを目指します。 

 

   (ア)支援期間 

     原則年１回の支援を行い、３か月以上経過後に評価します。 

 

   (イ)支援内容 

     面接や詳細な質問項目により対象者の生活習慣や行動変容ステージ（準備状態）

を把握し、健診結果やその経年変化等から、身体に起こっている変化の理解を促

します。 

     対象者の健康に関する考えを受け止め、生活習慣の改善点・継続すべき行動等

に気づき、自ら目標を設定し、行動に移すことができるよう支援します。 

イ 積極的支援 

動機付け支援に加えて、定期的・継続的な支援により、対象者が自らの健康状態

を自覚し、生活習慣の振り返り、自分のこととして重要であることを認識し、生活

習慣変容のための行動目標を設定し、目標達成に向けた実践（行動）に取組ながら、

保健指導終了時には、その生活習慣が継続することを目指します。 

 

   （ア）支援期間 

     ３か月以上の継続的な支援を行い、３か月以上の継続的な支援後に評価します。 

 

  （イ）支援内容 

     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します。 

     また、行動が継続できるように定期的・継続的に支援し、取組の工夫の確認や

強化、また、継続ができていない場合はその理由の確認や目標の見直しを行なう

など支援します。 

 

 

 



34 

 

（３）特定保健指導の対象者の抽出（重点化）の方法 

特定保健指導対象者の中から、優先順位をつけ効果的に保健指導します。 

優先順位 対象者 理   由 

１ 

 

若年者 

（４０～６４歳） 

 生活習慣の改善により、予防効果が大きく期待で

きるため。 

２ 肥満で糖尿病又は高

血圧の者 

 肥満が解消することにより生活習慣病（糖尿病・

高血圧・脂質代謝異常）が改善される。 

３ 生活習慣改善の必要

性が高く、改善意欲が

ある者 

 標準的な質問票で生活習慣改善の必要性が高く、

改善意欲もある対象者は、具体的な指導が実施でき、

効果も期待できるため。 

 

（４）特定保健指導の実施方法 

ア 実施形態 原則糸魚川市の直営とし、保健師、管理栄養士等で実施します。 

        一部人間ドック実施医療機関においては、業務委託します。 

 

イ 周知・案内方法 

     特定保健指導対象者には、健診結果と一緒に案内するほか、電話、訪問、手紙、

電子メールや医師との連携した勧奨により、積極的な参加を働きかけます。 

 

ウ 自己負担額  無料 

 

５ 外部委託 

特定健康診査、特定保健指導を円滑に実施するため、「特定健診等データ管理システム」

によりデータの受渡しを行い、データ管理・健診費用の支払等に関する業務を新潟県国

民健康保険団体連合会に委託します。 
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６ 年間スケジュール 

月 前年 実施年度

4月
●健診委託契約　●診療情報の提供依頼
●個別健診機関打合せ

5月
●健診実施
（集団）（施設）（個別）

6月 　　　　　　　　●健診結果通知

7月 ●保健指導

8月

9月

10月
●予算編成
●健診実施機関との日程調整

11月

12月

1月 ●保健カレンダーの作成

2月 ●健診に係る印刷物作成

3月
 

 

７ 個人情報の保護 

（１）基本的な事項 

特定健康診査等で得られる健康情報等の取扱いについては、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適切に対応します。 

その際に、対象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立場から、収集した個人情報を有

効に活用します。 

 

（２）記録の保存方法及び保存期間 

 特定健康診査等に関する記録は、特定健康診査データ管理システムで行います。 

  特定健康診査及び特定保健指導の記録の保存義務期間は、記録の作成から最低５年

間または加入者が他の保険者へ加入した日の属する年度の翌年度の末日までとなりま

す。 
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  しかし、特定健康診査等の記録として保管されているデータについては、加入者の

求めに応じて情報提供するなど、生涯にわたり自らの健康づくりに活用できることか

ら、新潟県国民健康保険団体連合会において、当面の間は保存義務期間を経過した後

も全件保存するものとします。 

 

（３）個人情報の取扱い及び守秘義務規定の遵守 

個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び糸魚川市個人情報

保護条例を遵守し、適切な対応を行います。 

   特定健康診査、特定保健指導を外部委託する際は、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、委託先の契約遵守状況を管理します。 

 

８ 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

特定健康診査等の目的や実施計画については、糸魚川市ホームページ、市の広報紙に

より周知します。 

特定健康診査受診率や特定保健指導の実施率についても、糸魚川市ホームページ等で

周知を図ります。 

   

９ 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

  メタボリックシンドローム該当者及び予備軍、特定保健指導該当者を減少させるため

には、計画的かつ着実に特定健康診査及び特定保健指導を実施し、その成果を検証する

必要があります。 

  具体的には、特定健康診査等実施計画で設定した目標の達成状況や特定健康診査、特

定保健指導の結果について毎年度評価します。 

  また、実施計画をより実効性の高いものとするためには、計画内容を実態に即したよ

り効果的なものに見直す必要があることから、糸魚川市国民健康保険事業の運営に関す

る協議会に評価結果を毎年度報告し、必要に応じ、実施方法や目標設定値の見直しを行

います。 

  これに加え、実施計画期間の中間年（平成32年度）に、事業の実施状況を含めた総合

的な評価を行い、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 


