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第１章 計画策定の概要 

１ 計画策定の趣旨 

我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界

最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。しかしながら、急速な少子高齢化、経済

の低成長への移行、国民生活や意識の変化など、大きな環境変化に直面しています。国民皆保険を

堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくためには、その構造改革が急務となっ

ています。 

このような状況に対応するため、国民誰しもの願いである健康と長寿を確保しつつ、中長期的に

医療費の伸びを抑制することを目的に、医療費高騰の原因の一つである生活習慣病予防に国を挙げ

て取り組んでいくこととなりました。高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号。

以下「法」という。）に基づき、保険者（法第７条第２項に規定する保険者をいう。以下同じ。）

は、被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査及び健康診査の結果に

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を義務付けられています。本町では平成 25

年３月に「第２期特定健康診査等実施計画」を策定し、特定健康診査と特定保健指導を実施してき

ました。 

生活習慣病予防の意識・知識啓発事業や特定健康診査の受診勧奨事業により、特定健康診査の受

診率は目標値に近い値に達しました。一方で、特定保健指導の利用者は伸び悩み、目標値を下回る

状況が続いています。 

本町の被保険者１人当たりの医療費は国の平均を下回っていますが、入院医療費は増加していま

す。特定健康診査を受診することで自らの健康状態を把握し、必要に応じ生活習慣の見直しや改善

をしていくことが、第２期計画策定時以上に重要となっています。 

今後もさらに、特定健康診査・特定保健指導の受診率・実施率の向上に取り組み、本町国民健康

保険被保険者（以下、「被保険者」という。）における生活習慣病有病者及びその予備群の減少と健

康の保持増進を図るため、「幸田町第３期特定健康診査等実施計画」を策定します。 
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２ 特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方 

（１）メタボリックシンドロームに着目する意義 

生活習慣病は、若い頃からの食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの日頃の生活習慣が深く

関与して発症します。ほとんどの生活習慣病は症状のないままに進行するため、症状を自覚する

頃にはかなり進行していることが多くなっています。一度発症してしまうと、治療による完治が

難しいことや、後遺症を残してしまうケースも少なくありません。 

内臓脂肪の蓄積を示す腹囲の増大に着目し、内臓脂肪の蓄積に伴う血中脂質の変化と血糖値・

血圧値の異常をスクリーニングし、できるだけ早い段階でメタボリックシンドロームを予防し改

善することが、結果的には生活習慣病発症の予防につながると考えられるようになりました。 

基準値は世界各国で異なり、日本では日本人のデータに基づき平成 17 年（2005 年）に日本内

科学会など内科系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てい

ます。 

※日本内科学会など内科系８学会：日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会、日本高血圧学会、日本循環器学会、日本肥

満学会、日本腎臓学会、日本血栓止血学会、日本内科学会 

（２）特定健康診査・特定保健指導実施の目的 

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、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す。 

特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、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、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

とを目的として行うものです。 

（３）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条に基づき、幸田町が策定する計画です。な

お、第１期及び第２期は５年を一期としていましたが、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、第３期（平成30年度以降）からは６年を一期として策定します。また、６年が

一期であるため、第３期の計画期間は平成30年度から35年度とし、計画期間の中間年度である平

成32年度の実績をもって、評価・見直しを行います。 
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第２章 幸田町の現状と課題 

１ 幸田町の概況 

（１）人口の状況 

平成 29年４月１日現在における幸田町の総人口（外国人を含む）は、40,677人で、男性は20,580

人、女性は 20,097 人です。本町の総人口は緩やかな増加傾向にあり、年齢階級別でみると高齢

者人口（65 歳以上）は増加を続けており、高齢化率は 20.6％に上昇していました。 

図表１ 幸田町の人口の推移（平成 25～29 年、各年４月１日現在） 

出典：「幸田町 人口動態統計調査」

（２）国民健康保険の状況 

幸田町国民健康保険の被保険者は 8,053 人で、男性は 3,911 人、女性は 4,142 人であり、加入

率は 19.8％です。年齢階級別でみると、60 歳から急激に増加し、60歳以上の被保険者が全体の

56.4％を占めており、特定健康診査の対象者の大半が高齢者であることがわかります。 

図表２ 総人口・国民健康保険被保険者数（平成 29 年４月１日現在）

出典：総人口…「住民基本台帳」、被保険者数…「年齢別男女別被保険者数調査」

■被保険者（男性）

■人  口（男性）

■被保険者（女性）

■人  口（女性）
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２ レセプト情報分析結果 

（１）被保険者１人当たりの医療費 

被保険者１人当たりの医療費は平成 24 年度から 25 年度は 5,754 円の増加でしたが、平成 26

年度と 27年度は 1万円以上増えています。平成 28 年度は伸びが緩やかになりましたが、増加傾

向は続いています（図表３）。 

図表３ 被保険者１人当たりの医療費（平成 24～28 年度） 

出典：「ＫＤＢ 健診・医療・介護データから見る地域の健康課題」 
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（２）生活習慣病に関する医療費 

国保データベースシステム（以下、ＫＤＢ）のデータ「健診・医療・介護データから見る地域

の健康課題」によると、平成 28 年度の総医療費（医科レセプト総額）は 22 億 5035 万円でした。 

11 疾病※を「生活習慣病」と定義して集計し、それ以外を「その他」として分け医療費を確認

すると、全体の 36.5％が生活習慣病の医療費でした（図表４）。 

また、被保険者１人当たりの生活習慣病のレセプト件数は、40歳代から増加していました。（図

表５）。 

※生活習慣病に含まれる 11 疾病：狭心症、脳梗塞、脳出血、動脈硬化症、脂肪肝、高尿酸血症、脂質異常症、高血

圧、糖尿病、がん、心筋梗塞 

図表４ 生活習慣病の医療費（平成 28 年度） 

出典：「ＫＤＢ 疾病別医療費分析 細小分類」 

図表５ 被保険者１人当たりの生活習慣病レセプト件数（平成 28年度） 

出典：「ＫＤＢ 疾病別医療費分析 生活習慣病」 
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外来・入院それぞれに、生活習慣病及びその他のレセプト１件当たり医療費を比較しました。

どちらにおいても、生活習慣病のほうがその他に比べて高いことが確認できました。 

図表６ 外来・入院別 生活習慣病及びその他のレセプト１件当たり医療費（平成 28 年度） 

出典：「ＫＤＢ 疾病別医療費分析 細小分類」
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（ア）生活習慣病医療費：外来 

11 疾病別外来医療費で最も割合が多いのは「糖尿病」で、「がん」「高血圧」「脂質異常症」

と続きます（図表７）。生活習慣病の基礎疾患である糖尿病や高血圧、脂質異常症の占める割

合が多いことがわかります。 

レセプト１件当たりの医療費は、「がん」が最も高く、「狭心症」「糖尿病」「心筋梗塞」「動

脈硬化症」「脳梗塞」と続いていました（図表８）。 

図表７ 11 疾病別 外来医療費内訳（平成 28年度） 

出典：「ＫＤＢ 疾病別医療費分析 細小分類」

図表８ 11 疾病別 レセプト１件当たり外来医療費（平成 28 年度） 

出典：「ＫＤＢ 疾病別医療費分析 細小分類」 
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（イ）生活習慣病医療費：入院 

11 疾病別入院医療費で最も割合が多いのは「がん」で、「脳梗塞」「脳出血」「狭心症」「心筋

梗塞」と続きました（図表９）。 

レセプト１件当たりの医療費は、「心筋梗塞」が最も高く、続いて「脳出血」「がん」「狭心

症」「脳梗塞」と続いていました（図表 10）。 

入院治療が必要な病状になると、医療費は高くなるということがわかります。 

図表９ 11 疾病別 入院医療費内訳（平成 28年度） 

出典：「ＫＤＢ 疾病別医療費分析 細小分類」

図表 10 11 疾病別 レセプト１件当たり入院医療費（平成 28 年度） 

出典：「ＫＤＢ 疾病別医療費分析 細小分類」 
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３ 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

（１）特定健康診査の受診率 

幸田町の特定健康診査受診率は、制度開始の頃より 50％を維持しています。対象者が増加して

いるため受診率の伸びは緩やかですが、平成 28年度は 58.4％と、国の目標値である 60％に近い

数値に達しています。平成 27 年度は愛知県内２位、平成 28 年度は県内３位になりました。 

図表 11 特定健康診査の実施状況（平成 26～28 年度） 

H26 年度 H27 年度 H28 年度 

全 体 
55.7％ 55.9％ 58.4％

県内３位 県内２位 県内３位 

男 性 52.8％ 52.6％ 55.2％

女 性 58.4％ 59.0％ 61.4％

出典：「法定報告」 

性別・年齢階級別に特定健康診査の受診率を確認すると、40～50 歳代男性、続いて 40～50 歳

代女性の受診率が低いです。全体に女性の受診率は男性より高い傾向があります。 

図表 12 性別・年齢階級別 特定健康診査受診率の推移（平成 26～28 年度） 

出典：「法定報告」  
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（２）特定保健指導の対象者数、終了率及び改善率 

特定保健指導レベル別に特定保健指導の対象者数及び終了者数を確認すると、積極的支援対象

者の総数は動機付け支援対象者の半数弱ですが、終了者数は対象者の１～３割程度で推移してい

ます（図表 13）。 

特定保健指導の終了率の推移をみると、平成 25年度の低下から 10 ポイント以上盛り返したも

のの、目標値の 60％には届かず、その後は伸び悩んでいる状態です（図表 14）。 

図表 13 特定保健指導レベル別 対象者数及び終了者数の推移（平成 24～28 年度）

出典：「法定報告」 

図表 14 特定保健指導終了率の推移（平成 24～28 年度） 

出典：「法定報告」  
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平成 26年度から28年度の特定保健指導終了率を性別・特定保健指導レベル別に確認しました。 

男性の積極的支援の終了率は平成 28 年度にこれまでの２分の１まで低下していました。動機

付け支援では横ばいです。 

逆に、女性の積極的支援では終了率が年々上昇しています。動機付け支援でも３割台と高めで

推移していますが、横ばいです。 

図表 15 性別・特定保健指導レベル別 特定保健指導終了率の推移（平成 26～28 年度） 

出典：「法定報告」

前年度の特定保健指導利用者が、翌年度に特定保健指導の対象から外れた割合を「改善率」と

し、特定保健指導終了者と未利用者で比較しました。 

終了者の改善率は年々低下しているものの、平成 28 年度では約４分の１が改善していること

がわかります（24.1％）。一方、未利用者は 1割程度の横ばいであるため、特定保健指導を利用

するメリットがあるといえます。 

図表 16 改善率の推移（平成 26～28 年度） 

出典：「法定報告」  
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（３）特定健康診査・特定保健指導の結果の分析 

（ア）特定健康診査受診者の健康状況 性別・年齢階級別有所見率の推移 

① 40 歳代 

男性は「ＢＭＩ」「腹囲」ともに、年々わずかに低下傾向とはいえ有所見率が高く、エネ

ルギー収支がプラスと考えられる所見（「中性脂肪」「ＡＬＴ」）も高くみられます。他の年

代と比べて、「ＨｂＡ１ｃ」は低く、代謝異常はまだ潜在的な状態です。この年代の男性は

「尿酸」の有所見率が３割台と高く、腎機能への影響が心配されます。 

一方、女性は「ＢＭＩ」に比べ「腹囲」の有所見率が低く、１割台前半で推移していま

す。更年期を境に内臓脂肪の蓄積が進んでいくため、この年代は代謝異常の前段階である

ことがわかります。 

図表 17 《40 歳代》特定健康診査 有所見率の推移（平成 26～28 年度）※一部抜粋 

出典：「幸田町 健診データ」
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② 50 歳代 

男性は「中性脂肪」において、平成 27 年度より大きく低下しています。「腹囲」も低下

傾向にありますが４割台と高く、「ＬＤＬコレステロール」と「収縮期血圧」も高い状態で

す。「尿酸」も年々上昇しています。内臓脂肪の蓄積による変化と考えられます。 

一方、女性はこの３年で「中性脂肪」と「ＬＤＬコレステロール」が低下していますが、

「腹囲」の有所見率が 40 歳代より高くなり、「ＨｂＡ１ｃ」は年々５ポイント前後上昇し

ています。50 歳代は更年期にあたり、女性ホルモンバランスの変化から、内臓脂肪が蓄積

しやすいことが関与していると考えられます。 

図表 18 《50 歳代》特定健康診査 有所見率の推移（平成 26～28 年度）※一部抜粋 

出典：「幸田町 健診データ」
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③ 60 歳代 

男性は若い世代と比べて、「ＢＭＩ」の有所見率は低く２割台ですが、「腹囲」は４割台

です。「収縮期血圧」は５割前後、「ＨｂＡ１ｃ」は８割台と高く、「尿酸」も年々上昇して

います。 

一方、女性の「ＢＭＩ」と「腹囲」の有所見率は、２割前後と横ばいです。「ＬＤＬコレ

ステロール」は６割台で推移、「収縮期血圧」は４割台、「ＨｂＡ１ｃ」は８割台と高いで

す。 

図表 19 《60 歳代》特定健康診査 有所見率の推移（平成 26～28 年度）※一部抜粋 

出典：「幸田町 健診データ」
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④ 70～74 歳 

男性、女性ともに「ＢＭＩ」と「腹囲」の有所見率は横ばいで推移していますが、「Ｈｂ

Ａ１ｃ」は受診者の８割台の有所見率で推移しています。「ＬＤＬコレステロール」は、女

性は５割台、男性は４割台で、50 歳代・60 歳代と比べると低下しています。「収縮期血圧」

は、男性、女性ともに半数以上が該当しています。 

図表 20 《70～74 歳》特定健康診査 有所見率の推移（平成 26～28 年度）※一部抜粋 

出典：「幸田町 健診データ」
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（イ）非肥満高血糖 

本町は非肥満高血糖該当者の割合が、愛知県や国と比べて高く、横ばいで推移しています。 

図表 21 保険者種類別 非肥満高血糖 有所見率の比較（平成 28 年度） 

出典：「ＫＤＢ 地域の全体像の把握」 

図表 22 非肥満高血糖該当者割合の推移（平成 26～28 年度） 

出典：「ＫＤＢ 地域の全体像の把握」 

平成 28 年度の健診結果で糖尿病と診断されるＨｂＡ１ｃ6.5％以上の人を確認すると、問診

で高血圧症・脂質異常症・糖尿病の治療中ではなく、かつ腹囲基準に該当しないため特定保健

指導の対象外である人が多いことがわかりました（図表 23）。 
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図表 23 ３疾患※治療及び特定保健指導対象別 

特定健康診査結果 ＨｂＡ１ｃ6.5％以上該当者数（平成 26～28 年度） 

※３疾患 高血圧症、脂質異常症、糖尿病

出典：「幸田町 健診データ」

（ウ）ＨｂＡ１ｃの有所見率増加の背景：ＨｂＡ１ｃ値分布の変化 

ＨｂＡ１ｃは過去１～２か月の血糖を反映する数値で、5.6％以上は、保健指導判定値と

6.5％以上は受診勧奨判定値となっています。平成 26 年度から 28 年度の健診受診者全体のＨ

ｂＡ１ｃ値の分布を確認しました。 

正常域であるＨｂＡ１ｃ5.6％未満の割合が減少し、5.6～6.5％未満（保健指導域）と糖尿

病と診断される 6.5～7.0％未満の割合が増加していました。 

図表 24 特定健康診査受診者全体 ＨｂＡ１ｃ値分布の変化（平成 26～28 年度） 

出典：「幸田町 健診データ」 
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（エ）ＨｂＡ１ｃ値の分布の詳細 

有所見率が上昇しているＨｂＡ１ｃについて、平成 28 年度の健診結果をまとめました。 

受診勧奨判定値（6.5％以上）の人は赤枠の部分であり、高血圧症もしくは脂質異常症は治

療中だが糖尿病は治療していない「糖尿病治療なし」と、「治療なし」（緑枠）が混在します。 

「糖尿病治療なし」も高血圧症や脂質異常症で治療中のため特定保健指導の対象にはなりま

せん。 

「治療なし」を特定保健指導対象別に分類したものが、青枠と黄枠です。 

青枠のグループは、腹囲でも有所見基準に該当した人を指し、本人が特定保健指導の利用を

希望されれば保健指導や受診勧奨を行うことができます。 

黄枠のグループは、非肥満者であり、特定保健指導の対象にはなりません。 

保健指導判定値の対象には、保健指導を主とした生活の振り返りが必要です。既に病的域に

達している人は、重症化予防のためにも定期的な採血や医療機関の受診が必要です。 

図表 25 糖尿病フローチャート（平成 28 年度）

出典：「幸田町 健診データ」 

糖尿病フローチャート

★HbA1c実施者数

3,428 人 実施率

1,555 人 45.4% 人 54.6%

316 人 20.3% 1,239 人 79.7% 87 人 4.6% 人 95.4%

384 人 21.5% 1,402 人 78.5%

2 人 0.6% 184 人 14.9% ～5.5
（～5.1）

81 人 21.1% 385 人 27.5% 652 人 19.0%

9 人 2.8% 495 人 40.0% 5.6～5.9
（5.2～5.5）

172 人 44.8% 702 人 50.1% 1,378 人 40.2%

50 人 15.8% 444 人 35.8% 6.0～6.4
（5.6～6.0）

131 人 34.1% 315 人 22.5% 940 人 27.4%

105 人 33.2% 91 人 7.3% 56 人 64.4% 6.5～6.9
（6.1～6.5）

26 人 30 人 252 人 7.4%

111 人 35.1% 22 人 1.8% 20 人 23.0% 7.0～7.9
（6.6～7.5）

7 人 13 人 153 人 4.5%

39 人 12.3% 3 人 0.2% 11 人 12.6% 8.0～
（7.6～）

5 人 6 人 53 人 1.5%

1,786

100.0%

1,873

３疾患治療なし

HbA1c
特定保健指導
として実施

特定保健指導以外の
保健指導として実施

HbA1c 6.5以上
（受診勧奨レベル）

HbA1c 6.4以下

３疾患治療中

階層化

健診結果健
診

保
健
指
導
対
象
者
の
明
確
化

HbA1c計

糖尿病治療なし
（高血圧・脂質異常症治療中）

１ -1１ -2

２ -2

３ -2

４ -3

２ -1

３ -1

４ -1 ４ -2

糖尿病治療中

１ -3
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（オ）ＬＤＬコレステロール 

平成 28 年度の健診結果の、ＬＤＬコレステロールの状況を確認します。これまでの数多く

の研究からＬＤＬコレステロールは単独で動脈硬化に関連があることがわかっています。本町

においては、高ＬＤＬコレステロール血症と診断される 140mg/dl を超える人（赤枠）が３割

（1,027/3,428 人）と多く、受診状況と合わせて確認すると 180mg/dl 以上かつ脂質異常症未治

療者（赤丸）が男性、女性ともに９割を超えていました。

図表 26 ＬＤＬコレステロール フローチャート（平成 28 年度） 

出典：「幸田町 健診データ」

★特定健康診査受診者数

3,428 人 受診率

1,555 人 45.4% 人

846 人 54.4% 709 人 45.6% 734 人 39.2% 人

280 人 33.1% 167 人 23.6% 99以下 人 人 21.4%

251 人 29.7% 184 人 26.0% 100～119 人 人 23.3%

207 人 24.5% 173 人 24.4% 120～139 人 人 25.4%

66 人 7.8% 124 人 17.5% 372 人 50.7% 140～159 人 16.4%

30 人 3.5% 44 人 6.2% 223 人 30.4% 160～179 人 8.7%

12 人 1.4% 17 人 2.4% 139 人 18.9% 180以上 人 4.9%

＊未治療には脂質異常症以外の治療をしている者を含む

--

1,873 54.6%

1,139 60.8%

168

286 25.1% 733

363 31.9% 798

490 43.0% 870

562

297

LDL-C

140以上 治療 未治療

A B B/A C C/A

90.7%

160～179 118 13 11.0% 105 89.0%

140～159 247 23 9.3% 224

50 90.9%

女
性

140～159 315 43 13.7% 272 86.3%

160～179

男
性

180以上 55 5 9.1%

180以上 113 7 6.2% 106 93.8%

179 17 9.5% 162 90.5%

３疾患治療なし

LDL分類

140以上
（受診勧奨レベル） 139以下

３疾患治療中

階層化

健診結果健
診

保
健
指
導
対
象
者
の
明
確
化

LDL分類計

脂質異常治療なし
（高血圧・糖尿病治療中）

脂質異常治療中

LDL-C180以上は
FH（家族性高コレステロール血症）を
視野において面接時に家族歴を確認

１ -2 １ -1

２ -1２ -2

３ -1３ -2

４ -1４ -2
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４ 特定健康診査・特定保健指導実施状況のまとめ

（１）第２期計画の評価と課題 

（ア）生活習慣病の重症化によって、医療費が増加している 

総医療費を確認すると、被保険者１人当たりの医療費は増加傾向でした。生活習慣病が入院

医療費に占める割合も高いです。 

外来医療費では、「糖尿病」が「がん」よりも多くを占めています。本町の健診結果では「Ｌ

ＤＬコレステロール」の有所見率が高いですが、「脂質異常症」の外来医療費は「糖尿病」・「高

血圧」よりも低いです。 

ＬＤＬ－Ｃフローチャートを確認すると、ＬＤＬコレステロール 180mg/dl 以上の男性、女

性ともに、９割が脂質異常症の治療は受けていませんでした。 

入院医療費では、総額では「がん」が最も高いですが、レセプト１件当たりの医療費は「心

筋梗塞」「脳出血」「がん」の順に高額であり、次いで「狭心症」や「脳梗塞」と、生活習慣病

が重症化して発症する疾患が続きます。また、後遺症を残し長期療養につながる脳血管疾患

（「脳梗塞」「脳出血」）が入院医療費の約４分の１を占めていました。 

ＬＤＬコレステロールは、単独で動脈硬化との関連があることがわかっています。高血糖や

高血圧等のリスクと重なることで、生活習慣病を発症し医療費が高額になる要因の一つになっ

ているということが課題です。 

（イ）重症化のリスクが高い人は、特定保健指導非対象の割合が高い 

どの年代においてもＨｂＡ１ｃの有所見率が上昇していました。ＬＤＬコレステロールが高

く、治療を受けていない人が多いことも確認されました。これら未治療者は、腹囲所見とＢＭ

Ｉに該当しないため特定保健指導対象にならず、必要な介入ができていないということが課題

です。 

（ウ）ＨｂＡ１ｃの有所見率が高く、保健指導判定値から糖尿病域に該当する人が増加

しているが、保健指導の終了率は伸び悩んでいる 

血糖値の有所見率は高く、年々上昇しています。分布を確認すると、保健指導値から要医療

に入る域の人が増加していることが明らかになりました。こうした変化の背景には、食事や運

動などの生活習慣が関与しています。重症化を予防するためには、定期的な医療機関受診に加

えて、生活習慣の改善が必要です。生活習慣の行動変容につなげていくための、保健指導の終

了率が伸び悩んでいることが課題です。 
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第３章 第３期計画の方針・目標 

１ 計画の方針 

第３期計画では、国の示す基本方針を踏まえ本町の目標値の達成を目指して、効果的な特定健康

診査・特定保健指導を実施するため、「生活習慣病予防の意識・知識啓発と健診受診勧奨の強化」

を掲げます。また、「重症化予防」「継続的な健康づくりへの支援」により、医療費の適性化を目指

します。 

（１）生活習慣病予防の意識・知識啓発と健診受診勧奨の強化 

生涯を通じた自己の健康管理の観点から継続的な健診データが必要です。個々の健康状態に応

じて介入するために、特定健康診査の受診率を引き上げていくことが求められます。本町の健康

診査の受診率は国の目標値に近い状態ですが、若い世代（40～50歳代）は４割程度にとどまって

います。個別への勧奨にとどまらず、広報活動に加えて職域への働きかけや健康づくりのイベン

トなど、広く情報提供や意識啓発を図ることで、若い世代の特定健康診査への関心を高め、受診

率向上につなげていきます。 

（２）重症化予防 

内臓脂肪の蓄積に伴う生活習慣病発症予防を目指すのが特定保健指導の目的ですが、本町にお

いては非肥満高血糖該当者が多い傾向が確認されています。非肥満者の場合、特定保健指導対象

としないため、心疾患のリスク要因（高血糖・脂質異常・高血圧）を自覚しにくいことが考えら

れます。健康寿命の延伸のためには、生活習慣の改善や医療受診など、リスクコントロールが必

要です。特定保健指導非対象のハイリスク者を抽出し、医療受診勧奨や保健指導を行い重症化予

防の取り組みを行います。 

（３）継続的な健康づくりへの支援 

生活習慣病を発症すると、日常生活が一変します。個々の生活を守る上で、健康づくりは基盤

になるものであり、それ自体が目標ではありません。被保険者の健康の保持・増進を図るために

は、各自が健診結果を理解して身体の変化に気づき、生活習慣改善の必要性を理解した上で、自

らが実践できるよう支援することを目指します。生涯を通じた自己の健康管理の観点から、継続

的な健診データを一元的に管理し、蓄積された健診データを使用することにより効果的・効率的

な健診・保健指導を実施し、継続的な健康づくりを支援していきます。 
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２ 目標値 

厚生労働省の検討会等において、保険者全体の直近の実績では、第２期の目標値とかい離があり

ますが、引き続き、実施率の向上に向けて取り組みを進めていく必要があるので、第３期計画期間

（平成 30～35 年度）の実施率の目標は、それぞれ第２期の目標値を維持することと示されました。 

加えて、幸田町国民健康保険における平成 28 年度法定報告数値を踏まえ、特定健康診査の受診

率及び特定保健指導の終了率目標値は、次のように設定します。 

図表 27 特定健康診査の受診率目標値 

項目 
H28 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

実績 目標 

特定健康診査の

受診率（％） 
58.4 58.5 58.8 59.1 59.4 59.7 60.0 

図表 28 特定保健指導の終了率目標 

項目 
H28 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

実績 目標 

終了率（％） 35.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 
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第４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・特定保健指導の対象者数推計

（１）特定健康診査の対象者数 

幸田町国民健康保険における平成 29 年４月１日現在の数値と過去の傾向を踏まえ、各年度当

初における対象者数（40 歳から 74 歳までの被保険者数）を次のように推定します。 

図表 29 特定健康診査対象者の発生見込み（平成 30～35 年度） 

H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

男性 

（人）

40～64 歳 1,137 1,124 1,109 1,116 1,140 1,167 

65～74 歳 1,632 1,589 1,587 1,501 1,353 1,200 

女性 

（人）

40～64 歳 1,331 1,315 1,298 1,306 1,334 1,367 

65～74 歳 1,635 1,592 1,589 1,503 1,356 1,203 

小計 

（人）

40～64 歳 2,468 2,439 2,407 2,422 2,474 2,534 

65～74 歳 3,267 3,181 3,176 3,004 2,709 2,403 

合  計（人） 5,735 5,620 5,583 5,426 5,183 4,937 

（２）特定保健指導の対象者数 

幸田町国民健康保険における平成 28 年度までの法定報告値と傾向を踏まえ、各年度における

対象者数を次のように推定します。 

図表 30 特定保健指導対象者の発生見込み※ 

男性 
動機付け支援 

(％)

積極的支援 

 (％)
女性 

動機付け支援 

 (％)

積極的支援 

(％)

40～64 歳 7.7 20.3 40～64 歳 5.7 4.5 

65～74 歳 12.4  65～74 歳 5.2  

※平成 26～28 年度の実績の平均値を算出 

H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

男性 

（人）

動機付け支援 184 182 182 179 171 164 

積極的支援 107 106 106 104 100 96 

女性 

（人）

動機付け支援 105 104 104 102 99 65 

積極的支援 28 28 28 28 27 26 

小計 

（人）

動機付け支援 289 286 286 281 270 259 

積極的支援 135 134 286 132 127 122 

合  計（人） 424 420 572 413 397 381 
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２ 実施方法 

特定健康診査等の実施にあたっては、保険者事務の効率化を図り、被保険者が利用しやすい実施

体制を構築します。 

（１）特定健康診査 

（ア）実施方法（場所と実施機関） 

区 分 実施場所 
実施時期 
又は期間 

外部委託 

住民健診 幸田町保健センター 

地区公民館等の町内公共施設 
６月～12 月

一般社団法人岡崎市医師会 

人間ドック 岡崎市医師会はるさき健診センター ５月～１月

（イ）特定健康診査の実施項目 基本項目 詳細な健診項目 その他の健診項目 

① 基本的な健診の項目 

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成 19 年厚生労働省令第 157 号。

以下「実施基準」という。）第１条１項一号から九号で定められた項目とする。 

・問診(既往歴、服薬歴、喫煙歴) 

・身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲） 

・理学的検査（身体診察） 

・血圧測定 

・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－ＬＤＬコレステロール） 

・肝機能検査（ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ－ＧＴ） 

・血糖検査(空腹時血糖又はＨｂＡ１ｃ検査（NGSP 値）、やむを得ない場合には随時血糖) 

・尿検査（尿糖、尿蛋白） 

② 特定健康診査の詳細な健診の項目（「実施基準」第１条１項十号） 

・心電図検査 

・眼底検査 

・貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値） 

・血清クレアチニン検査（ｅＧＦＲによる腎機能の評価を含む） 

③ 人間ドック 

特定健康診査の実施に加え、人間ドックを実施します。 

（ウ）外部委託について

個別契約とし、１社による随意契約（地方自治体法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167

条の２第１項２号）とします。ただし、外部委託先は、厚生労働省が告示で定める外部委託の

基準（平成 20 年１月 17日厚生労働省告示第 11号。以下「外部委託基準」という。）を満たし

ている機関とします。 
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（エ）周知や案内の方法 

① 周知の方法 

町広報誌やホームページに掲載します。 

② 案内の方法 

対象者全員に対して個別通知し、受診勧奨を行います。 

（オ）受診率向上のための取り組み 

広報周知の充実 

・はがき・電話による受診勧奨 

・医療機関との連携による受診勧奨 医師会と調整の上、実施 

（カ）事業者健診等によるデータの収集方法 

特定健康診査の実施項目を事業主健診等他の法令に基づく健診で受診した対象者の健診デ

ータを受領した場合は、その受診者には特定健康診査の実施を要しないので、受診者本人から

のデータ受領について所定の手続きを定めて行います。 
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（２）特定保健指導 

（ア）特定保健指導種別と対象者の分類 

特定保健指導の対象者 

特定健康診査の結果、腹囲が男性 85cm 以上・女性 90cm 以上の人または、腹囲が男性 85cm

未満・女性 90cm 未満の人でＢＭＩが 25以上の人のうち、次の①～③のいずれかに該当する人

（糖尿病・高血圧症または脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している人は除く）を対象とし

ます。 

①血糖（空腹時血糖100mg/dl以上、ＨｂＡ１ｃ（NGSP値）5.6％以上または随時血糖が100mg/dl

以上） 

空腹時血糖とＨｂＡ１ｃの両方を測定している場合は、空腹時血糖の結果を用いて、分

類を行います。やむを得ず空腹時以外に採血を行い、ＨｂＡ１ｃを測定しない場合は、食

直後を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とします。なお、空腹時とは絶食 10

時間以上、食直後とは食事開始時から 3.5 時間未満とします。 

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）

次の図表にあるように、追加リスクの多少と喫煙の有無により､動機付け支援の対象者とな

るのか積極的支援の対象者となるのかが異なります。

腹囲 
追加リスク 

④喫煙歴 
対象 

①血糖②脂質③血圧 40～64歳 65～74歳 

≧男性85cm

≧女性90cm

２つ以上該当
積極的支援

動機付け支援
１つ該当

あり

なし

上記以外で

ＢＭＩ≧25

３つ該当
積極的支援

動機付け支援２つ該当
あり

なし

１つ該当

※喫煙歴の斜線欄は、特定保健指導レベルの判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。

※特定健康診査の結果に基づき、特定保健指導の対象者を選定しレベル別に分類する基準、及び特定保健指導

として行う積極的支援及び動機付け支援の内容については、法第 24 条の厚生労働省令で定められた方法で

実施する。

（イ）実施場所 

幸田町役場、幸田町保健センター、岡崎市医師会はるさき健診センター（通年実施） 

（ウ）特定保健指導における「動機付け支援」 

生活習慣の改善の意思決定を支援するために、次の通り実施します。 
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・初回面接（20分以上の個別面接） 

・６か月後の評価（面接、手紙または電話により実施） 

（エ）特定保健指導における「積極的支援」 

生活習慣の改善に継続的かつきめ細やかな支援を要する人については、次のとおり実施しま

す。 

・初回面接（20分以上の個別面接） 

・３か月以上の継続的な支援（面接、手紙または電話により実施） 

・６か月後の評価（面接、手紙または電話により実施） 

（オ）利用率向上のための取り組み 

人間ドックにおいて、検査当日に特定保健指導レベル別に分類し、特定保健指導初回面接を

実施します。 

（カ）特定保健指導対象者の優先順位 

特定保健指導の効果的な実施のために、保健指導の優先基準項目を参酌した優先順位をつけ

て、特に必要性の高い対象者を抽出します。優先基準は以下のようにします。 

<標準的な健診・保健指導プログラム 第３編 第２章> 
２－３

（３）特定保健指導の対象者の優先順位にかかる基本的な考え方

生活習慣病の有病者や予備群を減少させるためには、効果的・効率的な保健指導の

実施が必要である。そのため、健診データやレセプトデータを分析し、介入できる対

象を選定して優先順位をつける。たとえば、特定保健指導の対象者の優先順位のつけ

方としては、以下の方法が考えられる。

○年齢が比較的若い対象者

○健診結果に基づく保健指導レベルが動機付け支援レベルから積極的支援レベルに移

行する等、健診結果が前年度と比較して悪化し、より緻密な保健指導が必要になっ

た対象者

○第２編第２章別紙３標準的な質問票（８～20番）の回答により、生活習慣改善の必

要性が高いと認められる対象者

○これまでに、積極的支援及び動機付け支援の対象者であったにもかかわらず保健指

導を受けなかった対象者

（キ）外部委託について 

個別契約とし、１社による随意契約（地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条

の２第１項１号）とします。ただし外部委託先は、外部委託基準を満たしている機関とします。 

（ク）代行機関 

特定健康診査等のデータ管理及び分析については、代行機関として愛知県国民健康保険団体

連合会に委託します。  
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３ 実施期間と年間スケジュール 

住民健診、人間ドック、特定保健指導は通年で実施しています。年間スケジュールの詳細は事

業ごとに定めます。 
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第５章 個人情報の保護 

特定健康診査等の記録及びデータの保存期間は、５年とします。

特定健康診査等の記録及びデータの取り扱いについては、個人情報保護に関する法律（平成 15 年

法律第 57号）及び同法に基づくガイドライン、幸田町個人情報保護条例（平成 17 年幸田町条例第 17

号）を尊守し、被保険者の個人情報の保護に十分配慮します。 

第６章 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

（１）この計画については、幸田町広告式条例(昭和 29年幸田町条例第１号)第２条第２項に定め

る掲示板に提示して公表します。 

（２）この計画については、幸田町のホームページに掲載するなど周知を行います。 
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第７章 特定健康診査等実施計画の評価・見直し 

第３期計画で掲げた目標値に対し、毎年度評価を行います。また計画期間の中間となる平成 32 年

度に、特定健康診査等の結果を踏まえた中間評価を行います。 

１ 特定健康診査の実施状況に対する評価

（１）特定健康診査の実施率 

次の算定式に基づき、評価することとします。

算定式
特定健康診査受診者数

特定健康診査対象者数

条 件

○特定健康診査対象者数は、特定健康診査の対象者（特定健康診査の実施年度中に 40

歳以上 74歳以下に達する、実施年度の４月１日時点での加入者）から次に掲げる者

を除いた者 

（1）特定健康診査の実施年度途中における加入及び脱退等の異動者（ただし、年度

末の３月 31 日付けで脱退した者は除外しないものとする） 

（2）特定健康診査の除外対象となる者（平成 20 年厚生労働省告示第３号）に規定

する各号のいずれかに該当する者（妊産婦、長期入院患者等）と保険者が確認

できたもの 

○特定健康診査受診者数は、上記特定健康診査対象者数のうち、当該年度中に実施し

た特定健康診査の受診者（他の健康診断を受診した者の当該健康診断に関する記録

の写しを保険者において保管している場合も含む）

２ 特定保健指導の実施状況に対する評価 

（１）特定保健指導の実施率 

次の算定式に基づき、評価することとします。

算定式

当該年度の動機付け支援終了者数＋当該年度の積極的支援終了＊１者数

当該年度の健診受診者のうち、階層化により動機付け支援の

対象とされた者の数+積極的支援の対象とされた者の数＊２

条 件

○階層化により積極的支援の対象とされた者が、動機付け支援レベルの特定保健指導

を利用した場合、動機付け支援終了者数には含めない。

○途中終了（脱落・資格喪失等）者は、分母には含め、分子からは除外。

○年度末（あるいは翌年４－５月）に保健指導を開始し、年度を越えて指導を受け、

実績報告時までに完了している者は分子に参入。実績報告時に実施中だが未完了の

場合は、次年度実績とするため、分母からは除外せず、分子からは除外（除外した

分子は、その後完了した場合は次年度の実績における分子に参入）。
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＊１：省令・告示等で規定された要件を全て実施し終えた者のみならず、完了時の実績評価が、様々な手法（電話、

手紙等）による度重なる呼びかけ等にもかかわらず、利用者からの返答がないために実施できず、呼びかけ

等の回数のみを記録して打ち切った場合についても、完了したものとして終了者数に含める。詳細は「保険

者が社会保険診療報酬支払基金に提出する特定健康診査等の実施状況に関する結果について（平成 20 年７月

10日 保発第 0710003 号）」を参照のこと。 

＊２：保健指導判定値以上の者は保健指導対象者であることから、保健指導判定値を上回る受診勧奨判定値以上の

者も保健指導対象者に含まれる（「円滑な実施に向けた手引き」１-３-２①の脚注２を参照）ことに注意。

（２）特定保健指導の実施状況に対する評価 

指導プログラムの有効性（体重及び腹囲の変化）、参加者の意識の変化などについて評価しま

す。 

（３）メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率 

医療保険者全体の減少率については、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します。 

なお、各保険者における特定健康診査対象者の母集団が毎年度大きく変動する場合には、特定

保健指導等の効果が集団全体の減少率に、的確に反映されないことに留意が必要です。 

集団の減少率を評価する際に、基本となるのは以下のような方法となります。 

式 １－ 

当該年度の健診データにおける該当者及び予備群の数

（特定保健指導対象者数）

基準年度の健診データにおける該当者及び予備群の数

（特定保健指導対象者数）

条 件

○計画における目標値の評価に当たっては、基準年度は平成 20 年度となる。毎年度、

減少率を算出するに当たっては、前年／前々年となる。 

○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、該当

者及び予備群の数（特定保健指導対象者数）は、健診受診者に占める該当者及び予

備群の者（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。 

○乗じる特定健康診査対象者数に占める該当者及び予備群者の数（特定保健指導対象

者数）の算出については、以下の方法が考えられる。 

①全国平均の性・年齢構成の集団＊に、各医療保険者の性・年齢階層（５歳階級）別

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群（特定保健指導対象者）が含まれ

る割合（率）を乗じる。 

被保険者の年齢構成の変化（高齢化の効果）の影響を少なくするため、年齢補正
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を行う方法である。また、全国統一の指標を用いるため、保険者間での比較が可

能となる。 

②当該年度の各医療保険者の性・年齢構成の集団に、基準年度及び当該年度の各保

険者の性・年齢階層別メタボリックシンドロームの該当者及び予備群（特定保健

指導対象者）が含まれる割合（率）を乗じる。 

＊：医療費適正化基本方針（平成 28年厚生労働省告示第 128 号）第一の二の１の（三）では、各都道府県の医療費適

正化計画におけるメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率の算出方法として、「各都道府県におけ

る、平成 20 年度のメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の推定数（平成 20 年度の年齢階層別（５歳階

級）及び性別でのメタボリックシンドロームの該当者及び予備群が含まれる割合を、平成 36 年１月１日現在での

住民基本台帳人口（年齢階層別（５歳階級）及び性別）で乗じた数をいう。以下同じ。）から平成 35 年度のメタ

ボリックシンドロームの該当者及び予備群の推定数（平成 35年度の年齢階層別（５歳階級）及び性別でのメタボ

リックシンドロームの該当者及び予備群が含まれる割合を、平成 36 年１月１日現在での住民基本台帳人口（年齢

階層別（５歳階級）及び性別）で乗じた数をいう。）を減じた数を、平成 20 年度メタボリックシンドロームの該

当者及び予備群の推定数で除して算出することが考えられる。」としている。 

第８章 特定健康診査等の円滑な実施を確保するために 

特定健康診査等の実施にあたっては、健康増進法(平成 14年法律第 103 号)に基づく健康増進事業

及び介護保険法（平成９年法律第 123 号）に基づく介護予防事業等と連携し、受診率の向上及び被保

険者の健康増進を図ります。 
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参考資料 

【用語集】 

あ 

ＨＤＬコレステロール 

増えすぎたコレステロールを回収し、さらに血管壁にたまっているコレステロールを取り除いて、肝

臓へもどす働きをする。動脈硬化を抑制する働きがあり、善玉コレステロールといわれている。 

ＬＤＬコレステロール 

肝臓で作られたコレステロールを全身へ運ぶ役割を担っており、増えすぎると動脈硬化を起こして心

筋梗塞や脳梗塞を発症させる、悪玉コレステロール。 

か 

虚血性心疾患 

動脈硬化が進行し、心筋の血管が狭くなり、血液の流れが悪くなったり、血栓（血の固まり）ができ

て血管が詰まり、血液が流れなくなって心筋の細胞が壊れる疾患の総称である。狭心症と心筋梗塞が代

表的である。 

クレアチニン 

筋肉に含まれているタンパク質の老廃物。本来は、腎臓の糸球体でろ過され尿中に排泄されるが、腎

臓の機能が低下すると排泄される量が減少し、血液中にクレアチニンが溜まる。腎臓の機能の低下とと

もに、血清クレアチニンの値は高くなってくる。 

ＫＤＢ（国保データベース） 

国保連合会が保有する国民健康保険、後期高齢者医療、特定健康診査・特定保健指導、介護保険等給

付情報を突合した情報を保険者に提供可能とするシステム。この活用により、データに基づいた地域の

健康課題の明確化と保健事業の効果的な実施や評価が可能となる。 

血圧 

一般的には動脈内部の圧力のことを指し、血圧値は心臓から送り出される血液の量と血管の抵抗で決

まる。血圧は心臓の収縮に伴って大きく変動し、通常、最大となる値（収縮期血圧）と最小になる値（拡

張期血圧）で示される。 

血糖 

血液内のブドウ糖の濃度。食前・食後で変動する。低すぎると低血糖、高すぎると高血糖を引き起こ

す。血糖の濃度が上昇すると、すい臓から分泌される「インスリン」というホルモンの働きにより、ブ

ドウ糖が身体の細胞に取り込まれ、エネルギー源として利用される。 
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高血圧症 

収縮期血圧が 140ｍｍHg 以上または拡張期血圧が 90ｍｍHg以上の場合を高血圧と診断する。この状

態が続くと脳卒中や心臓病、腎臓病など重大な病気になることがある。原因がはっきりわからない本態

性（ほんたいせい）高血圧と、原因が明らかな二次性高血圧の２つに分けられる。日本人の高血圧の約

95％が本態性高血圧で、遺伝的体質に塩分の過剰摂取、肥満、飲酒、その他の生活習慣要因などが重な

って発症する。 

さ 

脂質異常症

中性脂肪やコレステロールなどの脂質代謝に異常をきたし、血液中の脂質の濃度が基準の範囲にない

状態。「高脂血症」から平成 19年に名称が改められた。 

生活習慣病 

生活習慣が原因で起こる疾患の総称。ＫＤＢでは生活習慣病とし 11疾病を示している。（狭心症、脳

梗塞、脳出血、動脈硬化症、脂肪肝、高尿酸血症、脂質異常症、高血圧、糖尿病、がん、心筋梗塞） 

た 

中性脂肪 

肉や魚・食用油など食品中の脂質や、体脂肪の大部分を占める物質。中性脂肪は人や動物にとって重

要なエネルギー源であるが、とりすぎると体脂肪として蓄えられて肥満を招き、生活習慣病を引き起こ

す。 

糖尿病 

血糖値の上昇を抑える働きをもつホルモン（インスリン）の分泌不足や、分泌されても十分に働かな

いことが原因で血糖値が慢性的に高くなった状態。 

特定健康診査（特定健診） 

平成 20 年 4 月から開始。40～74 歳のすべての国民に対して年 1回の健診を行い、その結果を踏まえ

て保健指導を行うことを健康保険組合などの医療保険者に義務づけたもの。これまで機会があってもあ

まり健診を受けなかった、家庭の主婦などの扶養家族や自営業などの人たちも全員が受診することを目

指している。 

特定保健指導 

特定健康診査と同じく、平成 20 年 4 月から開始。健診結果に基づき、特定健康診査の結果、メタボ

リックシンドローム該当者及びその予備群となった人に対して、個々の状態にあった生活習慣の改善に

向けたサポートを行う。
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特定保健指導終了率 

特定保健指導対象者（積極的支援、動機付け支援）のうち、最終評価を終了した対象者の割合。 

な 

脳血管疾患 

脳出血、脳梗塞、クモ膜下出血、一過性脳虚血発作など。脳の血管が破れるか詰まるかして、脳に血

液が届かなくなり、脳の神経細胞が傷害される病気。 

は 

ＢＭＩ（体格指数） 

ボディ・マス・インデックスの略。肥満や低体重（やせ）の判定に用いる。体重（㎏）÷身長（ｍ）

÷身長（ｍ）で算出する。18.5 未満が低体重（やせ）、18.5 以上 25 未満が普通体重、25以上が肥満。 

ＨｂＡ１ｃ（ヘモグロビンエーワンシー） 

過去１～２か月の血糖値を反映する数値。 

ま 

メタボリックシンドローム（メタボ） 

お腹のまわりの内臓に脂肪が蓄積した内臓脂肪型肥満に加え、高血圧、高血糖、脂質異常の危険因子

を２つ以上もった状態。重なる危険因子の数が多ければ多いほど、命に関わる心臓病や脳血管疾患を発

症する危険性が高まる。 

メタボリックシンドローム該当者 

腹囲が男性 85cm 以上、女性 90cm 以上で内臓脂肪の蓄積があると考えられる対象で、かつ３つの項目

（血中脂質、血圧、血糖）のうち２つ以上の項目に該当する者。 

メタボリックシンドローム予備群 

腹囲が男性 85cm 以上、女性 90cm 以上で３つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち１つの項目に該

当する者。 
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