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１１１１    健診健診健診健診・・・・保健指導実施保健指導実施保健指導実施保健指導実施のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

第 1 章の現状をふまえ、予防に着目した効果的・効率的な特定健診・特定保健指導の

実施のために、次の取組みを強化する。 

 ○ 受診率確保のための未受診者対策 

 ○ 血圧・血糖のリスクに着目した保健指導 

 ○ 医療費適正化のための分析・評価 

 

２２２２    特定健診特定健診特定健診特定健診のののの実施実施実施実施    

事務の効率化を図り、被保険者が受診しやすい健診体制を構築する。 

（１）対象者 

   実施年度末時点に 40～74 歳の者（3 月 31 日誕生日の者まで） 

  ただし、次の①～⑤のいずれかに該当する者は、特定健診の対象からは除外される。 

①妊産婦 

②刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者 

③国内に住所を有しない者 

④病院又は診療所に 6 ヶ月以上継続して入院している者 

⑤法第 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又は入居してい

る者 

（２）案内方法 

  ①受診券送付 

    実施年度当初 4 月に実施年度末日 40～74 歳の明石市国民健康保険加入者へ「特

定健康診査受診券」を送付する。 

    あわせて、特定健診実施機関一覧表を送付する。 

②健診受診勧奨 

    実施年度 9 月時点で未受診の場合、個別に特定健診の案内を送付する等、受診勧

奨を行う。 

（３）実施時期 

    通年実施する。 

 

（４）受診回数 

    1 年度に 1 回の受診とする。 

第第第第３３３３章章章章    特定健診特定健診特定健診特定健診・・・・特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの実施実施実施実施    
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（５）実施場所 

    委託先である社団法人明石市医師会の指定医療機関 

（６）受診方法 

    個別に特定健診実施機関に予約をし、「特定健康診査受診券」と「国民健康保険被

保険者証（保険証）」を持参する。 

    65 歳以上の被保険者については、「介護保険被保険者証」も持参し、生活機能評

価を同時に受診する。 

（７）検査項目 

   ①基本的な健診の項目 

○質問票（服薬歴、喫煙歴 等） 

○身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲〔内臓脂肪面積〕） 

○理学的検査（身体診察） 

○血圧測定 

○血液化学検査 

・脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール） 

・血糖検査（空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃ） 

・肝機能検査（AST[ＧＯＴ]、ALT[ＧＰＴ]、γ‐ＧＴ[γ‐ＧＴＰ]） 

○尿検査（尿糖、尿蛋白） 

  ②詳細な健診の項目 

     一定の基準のもと、医師が必要と判断した場合、下記の検査を実施する。 

○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） 

○心電図検査 

○眼底検査 

（８）業務の外部委託 

   ①外部委託に対する考え方 

○アウトソーシングを推進することにより、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を可能にする。 

    ○実施機関の質を確保するための委託基準を作成し、事業者の選定・評価を行う。 

    ○健診の実施機関ごとに、測定値およびその判定等が異ならないよう、健診の精

度管理を適切に行う。 

    ○委託契約期間中に、健診が適切に実施されているかについて、モニタリングを

行う。 

    ○個人情報については、その性格と重要性を十分認識し適切に取り扱う。 
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   ②委託基準 

    厚生労働大臣告示による委託基準に従う。 

（９）受診結果通知表 

    過去の受診結果や検査値の推移など、毎年の健康状態とその変化がわかる「特定

健康診査受診結果通知表」を受診者全員に送付する。 

（10）「情報提供」 

    結果通知表送付と同時に、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。 

（11）他の健診を受けた場合の取扱い 

  ①明石市国民健康保険人間ドック 

    申請時に、人間ドックの結果記録を特定健診等に利用することへの承諾が得られ

た場合は、特定健診を受診したものとみなし、特定健診の受診結果通知表の送付と

「情報提供」の実施を行う。 

②その他の健診 

事業主健診（労働安全衛生法に基づく健康診断）等を受けた者は、本人または事

業主から健診結果の写し等の提供を受けた場合は、特定健診を受診したものとみな

し、結果通知表の送付と「情報提供」の実施を行う。 

 

３３３３    特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの実施実施実施実施    

（１）対象者 

    特定健診の結果、健康の保持に努める必要がある者に対して、特定保健指導を行

う。特定保健指導は、リスク（危険因子）の数などに応じて、「動機づけ支援」と「積

極的支援」の 2 つに階層化される。 

    具体的な階層化の手順については次のとおり。 
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 ＜＜＜＜特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの対象者対象者対象者対象者（（（（階層化階層化階層化階層化））））＞＞＞＞    

１．肥満リスクを判定 

（１）腹囲が、 
    [男性] 85cm 以上 
    [女性] 90cm 以上  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（（（（アアアア）））） 
 
（２）（１）に該当せず、 
    ＢＭＩが 25 以上※1   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（（（（イイイイ）））） 
 
（３）（１）・（２）のいずれにも該当しない  ・・・・・・・・・・・ 特定保健指導対象外特定保健指導対象外特定保健指導対象外特定保健指導対象外 

※1:BMI（体格指数）＝体重(㎏) ÷{身長(m） × 身長(m）} 

 

 

２．特定健診の結果から、リスク（危険因子）の数をカウントする 

  空腹時血糖 100ｍｇ/㎗以上 

①血糖 又は HbA1c 5.2％以上 

 又は 血糖に関する薬剤治療を受けている 

  中性脂肪 150ｍｇ/㎗以上 

②脂質 又は HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40ｍｇ/㎗未満 

 又は 血中脂質に関する薬剤治療を受けている 

  収縮期(最大)血圧 130mmHg 以上 

③血圧 又は 拡張期(最小)血圧 85 mmHg 以上 

 又は 血圧に関する薬剤治療を受けている 

④喫煙※2 たばこを習慣的に吸っている 

①～④のリスク該当数 

□個／４個 

※2:④の喫煙リスクは、①～③で１つ以上該当する場合のみカウントする 

 

 

年齢※3 
上記「１．」の肥満リスク 上記「２．」のリスク数 

40～64 歳 65～74 歳 

２個以上該当 積極的支援  

１個該当 動機づけ支援 （（（（アアアア））））の場合 

０個該当 ※特定保健指導対象外 

３個以上該当 積極的支援  

１～２個該当 動機づけ支援 （（（（イイイイ））））の場合 

０個該当 ※特定保健指導対象外 

※3:年齢は、実施年度末年齢。 

（２）案内方法 

  ①利用券送付 

特定保健指導の対象となる者に対しては、「特定健康診査受診結果通知表」ととも

に「特定保健指導利用券」を送付する。 

    あわせて特定保健指導実施機関一覧表を送付する。 
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  ②利用勧奨 

未利用者については、電話等による利用勧奨を行う。 

（３）実施期間 

    通年実施する。 

（４）実施場所 

    委託先である社団法人明石市医師会の指定医療機関 

（５）利用方法 

    個別に特定保健指導実施機関に予約をし、「特定保健指導利用券」と「特定健康診

査受診結果通知表」と「国民健康保険被保険者証（保険証）」を持参する。 

（６）特定保健指導の内容 

  ①動機づけ支援 

個別又は集団による初回面接を行い、特定健診の結果並びに本人の生活習慣を踏

まえた支援および行動計画を作成し、初回面接から 6 ヶ月以上経過後に計画の達成

度、身体状況や生活習慣に変化が見られたかについての評価を行う。 

 

＜＜＜＜動機動機動機動機づけづけづけづけ支援支援支援支援のののの内容内容内容内容＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆ 初回面接 ☆☆ 

①実施形態 

○ 個別面接 ： １人あたり 20 分以上実施する 

○ 集団面接 ： 80 分以上実施する（１グループ８人以下で実施） 

 

②実施内容 

○ 生活習慣と健診結果の関係の理解、生活習慣の振り返り、メタボリックシンドロームや生活習慣病の

知識の習得など 

○ 食事、運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導 

○ 対象者とともに行動目標および行動計画を作成 

☆☆ ６ヶ月後評価 ☆☆ 

①実施形態 

○ 個別又は集団面接による評価 

○ 通信（電子メール、電話、FAX、手紙等）による評価 

 

②実施内容 

○ 設定した行動目標が達成されているかどうか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかどうかについ

て評価を行う 
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②積極的支援 

動機づけ支援に加え、よりきめ細やかな支援を行う。具体的には、初回面接の後、

3 ヶ月以上の継続的な支援を行い、初回面接から 6 ヶ月以上経過後に計画の達成度、

身体状況や生活習慣に変化が見られたかについての評価を行う。 

3 ヶ月以上の継続的な支援についてはポイント制を導入。最低限必要な指導量を

定めることにより、効果的な保健指導を行う。 

 

＜＜＜＜積極的積極的積極的積極的支援支援支援支援のののの内容内容内容内容＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆ 初回面接 ☆☆ 

※実施形態・内容は「動機づけ支援」と同様 

☆☆ ３ヶ月以上の継続的な支援 ☆☆ 

 

内容 
○生活習慣を振り返り、行動計画の実施状況を踏まえ、必要に応じた支援を行う 

○計画の進捗状況に応じ、必要がある場合は行動計画の再設定を行う 

個別支援 

○20 ポイント/5 分間 

○1 回あたり最低 10 分以上実施する 

○1 回あたりの支援で算定できる上限は 120 ポイントとする 

グループ

支援 

○10 ポイント/10 分間 

○1 回あたり最低 40 分以上実施する 

○1 回あたりの支援で算定できる上限は 120 ポイントとする 

電話支援 

○15 ポイント/5 分間 

○1 回あたり最低 5 分以上実施する 

○1 回あたりの支援で算定できる上限は 60 ポイントとする 

支
援
Ａ
（積
極
的
関
与
タ
イ
プ
） 

ポ イ

ン ト

算定

要件 

電子メー

ル等支援 

○40 ポイント/1 往復 

○双方の情報のやり取りで実施したとみなす 

○電子メール以外に、FAX や手紙による実施も行う 

合計 160 ポイント 

以上実施する 

内容 ○行動計画実施の後押しとなるように、賞賛や奨励を行う 

個別支援 

○10 ポイント/5 分間 

○1 回あたり最低 5 分以上実施する 

○1 回あたりの支援で算定できる上限は 20 ポイントとする 

電話支援 

○10 ポイント/5 分間 

○1 回あたり最低 5 分以上実施する 

○1 回あたりの支援で算定できる上限は 20 ポイントとする 

支
援
Ｂ
（励
ま
し
タ
イ
プ
） 

ポ イ

ン ト

算定

要件 

電子メー

ル等支援 

○5 ポイント/1 往復 

○双方の情報のやり取りで実施したとみなす 

○電子メール以外に、FAX や手紙による実施も行う 

合計 20 ポイント 

以上実施する 

☆☆ ６ヶ月後評価 ☆☆ 

※実施形態・内容は「動機づけ支援」と同様 
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（７）特定保健指導の優先順位 

第 1 章の現状分析等から、効率的・効果的な特定保健指導を実施するため、次の

項目に該当する者を優先的に行う。 

○質問項目の回答により生活習慣改善の意欲が高い対象者 

○血糖や血圧のリスクを持つ対象者 

○比較的年齢が若い対象者 

（８）特定保健指導の実施者 

    特定保健指導は、次の者により実施する。 

医師・保健師・管理栄養士・一定の保健指導の実務経験を有する看護師※１ 

ただし、「3 ヶ月以上の継続的な支援」については省令で定める専門的知識および

技術を有すると認められる者も実施可能とする。 

※1：平成 24 年度までの経過措置 

（９）特定保健指導実施者の資質向上 

    専門職としての資質の向上を図るため、保険者協議会等で開催される特定健診・

特定保健指導プログラムの研修等に積極的に参加する等、自己研鑽に努める。また、

委託先との連携により保険者が研修会を開催し、事例検討など OJT も推進する。 

（10）業務の外部委託 

  ①外部委託に対する考え方 

○アウトソーシングを推進することにより、保健指導に必要な専門職の人材を確保

するとともに、かかりつけ医による保健指導を可能にする。また、土日・祝日・

夜間の利用を可能し、利便性を高める。 

○平成 19 年度まで市の保健師・管理栄養士が培ってきたノウハウを生かし、アウ

トソーシング先を支援する。 

○委託基準により、特定保健指導が適切に実施される事業者を選択する。 

○委託契約期間中は、保健指導が適切に実施されているかのモニタリングを行う。 

  ②委託基準 

   厚生労働大臣告示による委託基準に従う。 

（11）特定保健指導修了証 

    保健指導終了後も、改善した生活習慣を維持するため、利用者に対して「特定保

健指導修了証」を送付する。 
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４４４４    そのそのそのその他他他他のののの保健指導保健指導保健指導保健指導    

特定保健指導の未利用者や特定保健指導の対象とならない場合において、情報提供

をはじめとする保健指導の実施が次のとおり考えられる。 

 

＜＜＜＜保健保健保健保健指導指導指導指導のののの対象者別優先順位対象者別優先順位対象者別優先順位対象者別優先順位とととと支援方法支援方法支援方法支援方法＞＞＞＞    

優先順位 対象者 支援方法・内容 目的 

未利用者 

利用券の送付のみでは利用

できない対象者に、個別ま

たは集団での説明等により

利用を促進する。 １ 
特定保健指導 

対象者 

保健指導 

中断者 

継続して生活改善が図れる

よう個別支援をし、保健指

導内容の検証も実施する。 

継続して保健指導を利用し

てもらう等、より効率的・効

果的な特定保健指導の実施

方法を模索する。 

２ 特定健診未受診者 

未 受 診 者 へ 健 診 受 診 勧 奨

（再通知等）・ポピュレーショ

ンアプローチ※１ 

健診の必要性を理解してもら

う。 

３ 受診勧奨レベルの者 
医療機関への受診勧奨を行

う。「情報提供」の実施。 

病気の早期発見、発症予防、

重症化を予防する。 

４ 
特定保健指導対象外である

が保健指導レベルの者 

「情報提供」の実施。内臓肥

満は伴わないが高血糖等の

リスクがある者やメタボリック

シンドロームに関係ない項目

についての有所 見がある者

へは、衛生部門での保健指

導の実施も考えられる。 

適切な情報提供のもと生活改

善等を実施し、病気の発症予

防につなげる。 

５ 異常なしの者 
「情報提供」の実施・ポピュレ

ーションアプローチ 

異常が見受けられない者も継

続した健康管理と健診受診に

つなげる。 

６ 
既に生活習慣病で医療にか

かっている者 

適切な医療受診の継続を促

すための情報提供。また、主

治医の判断等により特定保

健指導の導入も考えられる。 

病気の重症化を予防し、医学

的な管理のもと生活習慣病の

改善を図るため、放置せず受

診させる。 

 

５５５５    年間年間年間年間実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

  特定健診等の年間実施スケジュールは、次の表のとおり。 
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＜＜＜＜年間年間年間年間実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール＞＞＞＞    

３月

　健診・保健指導委託契約準備

　☆特定健診の終了

１月

　受診状況確認

２月

11月

　
                              保健指導費用決済②（以後随時）
　　　　　　　　　　修了通知送付（以後随時）

　支払基金への報告

12月

９月

　　　　　　　　　　　　　☆保健指導の終了

10月

　健診受診勧奨通知送付
　翌年度予算作成

　健診・保健指導データ集計

　実績の分析・評価

７月

８月

５月

　
　健診費用決済（以後随時）
　受診結果通知表送付（以後随時）
　　　　　　　　　　保健指導対象者抽出（以後随時）
　　　　　　　　　　利用券送付（以後随時）
　　　　　　　　　　☆特定保健指導の開始

６月

　特別徴収事業所案内通知送付
　レセプト分析（5月審査分）

　　　　　　　　　　保健指導費用決済①（以後随時）

実施年度 翌年度

４月

　
　健診機関・保健指導機関との契約
　特定健診対象者抽出
　受診券送付
　☆特定健康診査の開始

運営
協議会

運営
協議会

 


