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第１章  計画策定の概要 

1 中間評価の趣旨 

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。令和元年の簡易生命表（厚生労働省）に

よると、男性の平均寿命は８１．４１年、女性の平均寿命は８７．４５年となり、過去最高を更新

しています。 

平成３０年４月１日から市町村国民健康保険は都道府県が財政運営の責任主体となり、財政運営

が都道府県単位化されることとなり、保健事業などの医療費適正化の主な実施主体は引き続き市町

村が行っています。人生１００年時代を見据え、保険者努力支援制度を抜本的に強化し、予防・健

康づくりを強力に推進する上で、特定健診・特定保健指導の実施率やメタボリックシンドローム該

当者及び予備群の減少率は保険者共通の指標です。加えてがん検診や歯科健診の実施や、健診結果

等に基づく受診勧奨の取組も指標となっており、生活習慣病予防に国を挙げて取り組んでいくこと

となっています。 

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ています。 

本町では平成２９年３月に「第３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。計画策定から３年が経過したため中間評価を行い、特定健康診査・特

定保健指導の受診率・実施率の向上と、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、事業の見直しを行

います。 
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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、日々の食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなど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自覚症状が無く、発症すると完治は難しく、後遺症が残るケー

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。

第３期の計画期間の中間年度である令和２年度をもって、評価・見直しを行い、令和５年度に最

終的な評価を行って第４期計画につなげていきます。 
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第２章  特定健診・特定保健指導の状況 

1 特定健康診査の実施率 

特定健康診査の実施率は、目標近くに達しています（表 1）。女性の健診受診率は男性よりも高く、

令和元年度は６１．７％でした（図 1）。男女別・年齢階級別健診受診率は４０～５０歳代は男女とも

３５～４０％付近で推移しています。６０歳以上は６０％以上でその差は２０％ほどです。５０歳代は

男女とも平成２９年から令和元年度は増加していますが、４０歳代は増減を繰り返しています（図 2）。 

 

表 1 特定健康診査の実施率目標値と実績の推移 

特定健康診査の 

実施率 
H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

目標値（％）   58.5 58.8 59.1 59.4 59.7 60.0 

実績（％） 58.4 54.9 58.9 58.9     

出典：法定報告 

 

図 1 全体と男女別 特定健康診査受診率の推移 

 

出典：法定報告 
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図 2 男女別 年齢階級別 特定健康診査受診率の推移 

 

出典：法定報告 
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2 特定保健指導の終了率 

平成２９年度の特定保健指導の終了率はほぼ横ばいで推移し、平成３０年度・令和元年度は低下して

います（表 2）。特定保健指導の利用者が支援終了した割合である継続率は９割以上を維持しています

が、利用者数は低下しています（表 3）。 

年齢階級別にみると、４０～６４歳の男性の保健指導終了率はわずかに上がっていますが、女性は低

下しています。６５～７４歳の終了率は男女とも平成２９年度４０％以上から、令和元年度は３０％代

に下がっていました（表 4）。 

 

表 2 特定保健指導の終了率の目標値と実績 

終了率 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

目標値（％）   35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 

実績（％） 35.0 36.6 32.4 30.5     

出典：法定報告 

 

表 3 年齢階級別 特定保健指導利用者と終了者数と継続率の推移 

出典：法定報告 

 

 

  

H29年度 H30年度 R1年度

126人 137人 114人

40～64歳 40人 37人 29人

65～74歳 86人 100人 85人

123人 126人 113人

40～64歳 39人 31人 32人

65～74歳 84人 95人 81人

97.6% 92.0% 99.1%

40～64歳 97.5% 83.8% 110.3%

65～74歳 97.7% 95.0% 95.3%

利用者数

継続率　終了者数/利用者数

終了者数
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表 4 男女別・年齢階級別 特定保健指導終了率 

 

  出典：法定報告 

  

H29年度 H30年度 R1年度

36.6% 32.4% 30.5%

26.7% 18.9% 22.5%

44.2% 42.2% 35.4%

特保全体 33.3% 32.1% 29.2%

40～64歳 18.9% 18.9% 20.7%

65～74歳 44.4% 41.0% 34.7%

特保全体 42.7% 33.1% 32.6%

40～64歳 41.2% 19.0% 26.0%

65～74歳 43.9% 44.9% 36.5%

男性

女性

65～74歳

40～64歳

特保全体
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3 メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率 

メタボリックシンドローム該当者の減少率は横ばいで推移し、令和元年度は１９．６％でした。予備

群の減少率は平成２７年度から３０年度にかけて減少し、令和元年度は２１．１％と平成２６年度の値

に戻りました（図 3）。平成２８年度と令和元年度のメタボリックシンドローム該当者と予備群の男女

別・年齢階級別の減少率の比較は図 4 に示します。 

 

図 3 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率の推移 

 

出典：法定報告 

図 4 全体・男女別・年齢階級別減少率比較（平成２８年度と令和元年度） 

 

 

  

出典：法定報告 
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4 特定保健指導対象者数の推移 

特定保健指導対象者全体の人数と割合は平成３０年度に減少し、令和元年度は３７１人（１１．９％）

と増加しました（図 5）。女性全体では７．１％から８．０％と微増し、積極的支援・動機付け支援の

４０～６４歳と６５～７４歳のいずれも増加していました。男性の積極的支援該当者割合は、横ばいで

推移しています。動機付け支援対象者全体の割合は、平成３０年度に減少し、令和元年度は４０～６４

歳は減少、６５～７４歳は増加していました。 

 

図 5 特定保健指導対象者割合の推移 

 

 

 

表 5 男女別・年齢階級別 特定保健指導対象者の割合の推移 

 

  

H29年度 H30年度 R1年度

15.6% 12.0% 16.6%

積極的支援 40～64歳 19.8% 18.7% 19.1%

全体 10.2% 7.1% 12.0%

40～64歳 5.3% 9.2% 7.5%

65～74歳 12.1% 6.4% 13.4%

7.1% 7.3% 8.0%

積極的支援 40～64歳 4.2% 4.4% 6.1%

全体 5.9% 6.0% 6.7%

40～64歳 6.0% 6.6% 8.4%

65～74歳 5.8% 5.7% 7.1%

動機付け

支援

動機付け

支援

男性

女性

出典：法定報告 

出典：法定報告 
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5 特定健康診査の結果 

平成２８年度と令和元年度の有所見率をみると、本町の有所見割合が高いＨｂＡ1Ⅽは横ばいですが、

血糖値の有所見割合は男女とも増加しています（表 6）。非肥満高血糖は愛知県・全国と比べて高いです

が、０．４ポイント減少していました（図 6）。 

 

表 6 男女別 特定健康診査有所見率の推移 

 

出典：KDB 健診・医療・介護から見る地域の健康課題（平成２８年度・令和元年度累計） 

図 6 令和元年度 保険者別 非肥満高血糖1該当者割合推移比較 

 

出典：KDB 健診・医療・介護から見る地域の健康課題（平成２８年度・令和元年度累計） 

 
1 非肥満高血糖：内臓脂肪面積 100 ㎝ 2以下もしくは内臓脂肪で非該当、且つ空腹時血糖 110 ㎎/dl 以上 

空腹時血糖結果が無い場合は HbA1c6.0％以上に該当する者。 

H28年度 R1年度 H28年度 R1年度

BMI 25以上 25.8 27.6 21.4 23.4

腹囲
男性　85㎝以上
女性　90㎝以上

44.1 45.8 18.1 19.5

中性脂肪 150㎎/dl以上 29.1 27.6 17.1 15.1

GPT 31IU/l以上 19.3 17.0 7.1 7.5

HDL-C 40㎎/dl未満 8.4 7.4 1.8 1.5

血糖 100㎎/dl以上 31.9 38.6 21.3 29.0

HbA1c 5.6%以上 79.9 77.4 82.7 81.2

尿酸 7.0㎎/dl以上 22.5 17.3 2.2 1.8

収縮期血圧 130mmHg以上 50.4 48.8 43.6 44.8

拡張期血圧 85mmHg以上 29.9 31.6 15.7 17.2

LDL-C 120㎎/dl以上 50.6 47.8 59.6 52.0

ｸﾚｱﾁﾆﾝ 1.3㎎/dl以上 2.4 2.1 0.2 0.4

男性 女性
基準値検査項目
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6 第３期の中間評価 

 

特定健診や特定保健指導の実施率などの実績から、項目ごとに事業評価を行います。 

 

（１） 特定健康診査の実施率 

 

 

【評価判定区分】a：改善 a*：改善しているが現状のままでは目標達成が危ぶまれる。 b：変わらない c：悪化している d：評価困難 

 

【目標実現に向けた取組・改善】 

特定健康診査の実施率は目標近くに達し、横ばいで推移しています。健診形態別の数は、現在モニタリ

ングしていません。重点的に未受診者対策を展開している４０～５０代は、横ばいから微増で推移してい

ます。 

未受診者対策の中で聞き取りした未受診理由では、通院や他の健診を受診しているという回答割合が多

かったことから、指標の「健診データ提供」を推進していくことが健診受診率につながる可能性がありま

す。現在健診データの受け入れ体制が構築できていないため、事業内容を再検討し体制構築を図ります。

また受診率向上に向け、健診形態別の受診数のモニタリングや、未受診理由のヒアリングは継続して行い、

対策を講じていきます。 

  

目標値
計画策定時
基準値H２８年
（ベースライン）

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ1年度

60.0% 58.4% 54.9% 58.9% 58.9% a*

未受診者対策 ４０～５０代の受診勧奨カバー率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% a

健診データ提供
健診データ提供の呼びかけを広報
に掲載する。

年に1回
以上

- - - - d

実績値

健診未受診者へ未受診理由を聞き取りした結果、「通院・入院中」が57.2％、
「他健診受診済」14.0％、「時間がない・忙しい」12.4％、「健康だから」
10.8％であったため、まずは指標の「健診データ提供」を実施する。その提供
データを生かす方法を考える。

a*

現在未達成の内容を達成し、その上で事業内容の再検討を行う。

現状の事業内容の再検討、もしくは新しい手法の取入れがないと上げ止まりと
なる可能性がある。

評価
指標

目標

特定健康診査受診率

評価判定

今後の方向性

未達成に繋がる背景・要因

達成に繋がる取組・要素
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（２） 特定保健指導終了率 

 

 

 

【目標実現に向けた取組・改善】 

特定保健指導の終了率は、令和元年・令和２年度は低下しています。特定保健指導の利用者が支援終了

した割合である継続率は９割以上を維持していますが、利用者数は低下しています。 

健診当日の初回面接実施は特定保健指導の利用につながりますが、人間ドックでの初回面接の件数およ

び実施割合は伸びていません。未達の背景や要因を委託先のヒアリング等で明らかにし、実施率向上策を

講じていく必要があります。 

また、特定保健指導の必要性について周知していくことと、リピーター対策を検討し、保健指導の利用

者および終了者を増やす対策を検討・実施していきます。 

 

  

目標値
計画策定時
基準値H２８年
（ベースライン）

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ1年度

60.0% 35.0% 36.6% 32.4% 30.5% c

特定保健指導
利用勧奨

未利用者に対する電話勧奨
カバー率

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% a

人間ドックでの初回面接実施率 90.0% - -
32件
34.7％

30件
30.9％ ｄ

人間ドック受診者の特定保健指導
終了率

80％
以上

- - 70.7％ 64.9％ ｄ

実績値

利用率を向上させるため、人間ドックでの初回面接実施をすすめる。

利用状況に関する情報収集（委託先へのヒアリング等）
ドックでの初回面接実施率に関する事業内容を点検する。

c

評価

実施率が低い要因の確認。
65歳以上の利用率が低下している要因として、リピーター対策が必要。

指標

目標

今後の方向性

評価判定

人間ドック・健診
当日初回面接実施

特定保健指導終了率

未達成に繋がる背景・要因

達成に繋がる取組・要素
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（３） メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率 

 

メタボリックシンドローム該当者の減少率は横ばいで推移し、令和元年度は１９．６％でした。予備群

の減少率は平成２７年度から３０年度にかけて減少し、令和元年度は２１．１％と平成２６年度の値に戻

りました（P７参照）。 

 

本町は、ＨｂＡ１ｃの有所見率が愛知県や全国と比較しても高いものとなっています。また、腹囲所見

とＢＭＩに該当しないため、特定保健指導の対象にならず、適切な指導を受けられない人が多くいます。 

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、保健指導の対象となるところから要

医療に入るまでの域の人が増加していることが明らかになりました（第２期データヘルス計画中間評価参

照）。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。生活習慣の改善、行動変容につなげて

いくための、特定保健指導の終了率が伸び悩んでいることが課題となっています。 

 また、特定保健指導の推進と合わせて、重症化予防や有所見者への医療受診勧奨などの保健事業の推進

を進めます。 
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第３章 第３期計画の方針・目標 

1 計画の方針 

中間評価では、悪化や評価困難な項目について事業見直しを行い、目標達成に向けて取組を進め

ます。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、リスク因子のコントロー

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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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。 

 

特定健康診査対象者の発生見込み（令和３～５年度） 

  R3 年度 R4 年度 R5 年度 

男性 

（人） 

40～64 歳 1,116 1,140 1,167 

65～74 歳 1,501 1,353 1,200 

女性 

（人） 

40～64 歳 1,306 1,334 1,367 

65～74 歳 1,503 1,356 1,203 

小計 

（人） 

40～64 歳 2,422 2,474 2,534 

65～74 歳 3,004 2,709 2,403 

合  計（人） 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。 

 

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 

 

  R3 年度 R4 年度 R5 年度 

男性 

（人） 

動機付け支援 179 171 164 

積極的支援 104 100 96 

女性 

（人） 

動機付け支援 102 99 65 

積極的支援 28 27 26 

小計 

（人） 

動機付け支援 281 270 259 

積極的支援 132 127 122 

合  計（人） 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－ＨＤＬコレステロール） 

・肝機能検査（ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）） 

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

・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 

個別契約で委託し、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者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８

５ｃｍ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、次のとおり実施します。 
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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 

個別契約で委託し、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。 
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（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。 

3 実施期間と年間スケジュール 

特定健康診査（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、幸田町公告式条例(昭和 29年幸田町条例第１号)第２条第２項に定め

る掲示板に掲示して公表します。 

（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 

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。また計画期間の最終年度となる令和５

年度に、特定健康診査等の結果を踏まえた最終評価を行い、第４期計画につなげます。 

 

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、令和５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等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、令和６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。）から令和５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（令和５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、令和６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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