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第２章 牧之原市国保の第２期実施計画 

１ 達成しようとする目標 
  特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率に係る目標値を、下記のとおり設
定する。 

（１）特定健診 
 表１ 
区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

目標受診率（％） 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 

被保険者数 14,843 14,740 14,672 14,512 14,356 

40 歳～74 歳 

被保険者数 
10,502 10,558 10,633 10,618 10,601 

受診見込者数 4,201 4,752 5,317 5,840 6,361 

 ※40 歳～74 歳被保険者数は、コーホート変化率法を用いた人口推計に被保険者割合を乗じて算出 

 
（２）特定保健指導 

ア 動機づけ支援 
表２－1 

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

目標実施率(%) 46.0 49.0 53.0 56.0 60.0 

実施見込者数

(人) 
137 165 199 231 269 

対象見込者数

(人) 
296 335 375 412 448 

 

イ 積極的支援  

表２－２ 

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

目標実施率(%) 25.0 34.0 43.0 51.0 60.0 

実施見込者数

(人) 
46 71 100 131 167 

対象見込者数

(人) 
183 207 232 255 277 

  ※対象者見込者数は、平成 23 年度の特定健診の保健指導対象者の割合を乗じて算出 

 

参考：後期高齢者支援金の加算・減算について 

     第２期（25～29 年度）は、各年度の実績を翌年度の支援金の額に反映。加算

対象は特定保健指導の実施率が実質的に０％の保険者、減算対象は実施率の調

整を行ったうえで上位保険者 1～2％となる。 
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２ 特定健診・保健指導の実施方法 
２－１ 特定健診 

（１）実施概要 
項目 実施状況 

実施場所 ・市内各地区拠点施設、市内診療所、榛原総合病院 

・実施形態は集団健診と個別健診 

健診項目 下記のとおり （２）参照 

実施時期 ６月～２月 

外部委託 ・外部委託有、個別契約 

・委託基準については下記のとおり （３）参照 

実施機関 榛原医師会、榛原総合病院、聖隷健康診断センター・聖隷予防検

診センター・聖隷健康サポートセンターShizuoka 

受診券 ・受診券の印刷・送付については榛原医師会に委託し、受診案内

とともに送付する。 

・人間ドック等については、人間ドック等受診券を本人へ申請時

交付し、受診券番号が付番されしだい情報（紙）を実施機関へ

渡す。 

結果通知 ・結果通知の送付については榛原医師会に委託する。 

・健診を受診した全ての対象者に対して送付する。また、その際

に異常値を示している項目、異常値の程度、異常値が持つ意味

等について分かりやすく解説したチラシ等の情報提供文書を同

封する。 

 

（２）健康診査項目 
「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。 

① 基本的な健診項目 

            診察  質問（問診） 

        計測 身長・体重・ＢＭＩ・腹囲 

        理学的所見（身体診察） 

        血圧 

            脂質  中性脂肪・ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール 

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

            代謝系 尿糖（半定量）・ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値） 

            尿   尿蛋白（半定量） 

 

② 詳細な健診項目 

詳細な健診項目は、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。 

     ア 貧血検査 

      貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

      血液一般 ヘマクリット値・血色素測定・赤血球数 

イ 心電図検査 

前年の健診結果等において、（ア）血圧、（イ）脂質、（ウ）血糖、 
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（エ）肥満の全ての項目が、以下の判定基準に該当した者 

ウ 眼底検査 

前年の健診結果等において、（ア）血圧、（イ）脂質、（ウ）血糖、（エ）肥

満の全ての項目が、以下の判定基準に該当した者 

    【判定基準】 

（ア） 血圧  ａ 収縮期          130 ㎜ Hg 以上 又は 

             ｂ 拡張期          85 ㎜ Hg 以上 

（イ） 脂質  ａ 中性脂肪         150 ㎎/dl 以上 又は 

             ｂ ＨＤＬコレステロール   40 ㎎/dl 未満 

（ウ） 血糖  ａ 空腹時血糖        100 ㎎/dl 以上 又は 

             ｂ ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値） 5.6％以上 

（エ） 肥満  ａ 腹囲           男性≧85cm、女性≧90cm

又は 

             ｂ ＢＭＩ          ＢＭＩ≧25 

 

③ 保険者独自の追加健診項目 

     ア クレアチニン検査 

      イ 人間ドック等 

        特定健診の実施に替えて人間ドックを実施する 

 

その他必要に応じ協議・検討のうえ健診項目を追加、見直していく。 

 

（３）委託基準 
① 基本的な考え方 

特定健診受診率の向上を図るため、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。質の低下に繋がるこ

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。その

ため具体的な基準を定める。 

 

② 具体的な基準 

下記について「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）第２編第６

章」を遵守する 

ア 人員に関する基準 

イ 施設又は設備等に関する基準 

ウ 精度管理に関する基準 

エ 健診結果等の情報の取扱いに関する基準 

オ 運営等に関する基準 

 

（４）周知や案内の方法 
① 制度の周知について 

市の広報やホームページに掲載、保健委員や自治会組織等を通じて広く周

知する。 
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② 受診案内について 

指定医療機関リスト等の受診案内については、保険者が作成し受診券と同

封して送付する。案内の印刷・送付については榛原医師会へ委託し、広報や

ホームページにも掲載する。 

 

（５）事業主健診等の結果収集 
受診者本人からの結果提供については、受診案内や広報等でよびかけていく。

事業主や実施機関からの結果提供については事業主等との事前の十分な協議

調整のもと結果を収集する。収集した結果を基に保健指導をすすめていく。 

 

（６）受診率向上対策 
     ① 特定健診が始まる 40 代に重点的に健診の重要性を啓発していく。 

     ② 未受診者対策として、継続受診できていない人や受診率が低い世代・地 

      区など対象者をしぼった受診勧奨（通知・電話・訪問など）や未受診理由

把握のためのアンケートを行っていく。 

     ③ がん検診と特定健診の同時実施や個別健診医療実施機関を増やすなど

健診を受けやすい体制づくりを行っていく。 

     ④ メタボリックシンドロームの概念をふまえ、さらなる生活習慣病の発症 

や重症化予防を目的に独自の検査項目を追加し健診を実施する。 

⑤ 事業主健診の結果情報を提出していただくために、商工会を通じて事業

主に広報し、データによる結果提出もできるように話し合いを行っていく。 

⑥ 厚生病院と特定健診の契約を行い、特定健診の受診者として確実に結果 
 を得ることができるようにする。 
⑦ 個別健診、土曜日健診について、受診案内・ホームページ・広報紙の他、 
  国保だよりや未受診者通知への掲載、保険証更新の際にチラシを同封する 
  など、被保険者全員に情報が行き渡るようにする。 
⑧ 通院中でも特定健診を受けるように啓発するため、医療機関でのポスタ 
 ー掲示を依頼する。 
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２－２ 特定保健指導 

（１）実施概要 

項目 内容 

実施機関 

牧之原市国民健康保険課管理栄養士 

牧之原市健康推進課管理栄養士・保健師（委任） 

健診実施医療機関（委託） 

実施場所 
牧之原市総合健康福祉センター、相良保健センター、 

対象者の自宅、健診実施医療機関 

実施時期 毎年度７月から２月までに開始（健診受診約１か月後） 

案内方法 

利用券：健診結果に基づき随時発券 

初回面接・６か月後評価：実施日の１～２週間前を目安に個 

            別通知を送付 

その他支援：支援の面談時等に直接本人に次回支援日を案内 

自己負担 無料 

特定保健指導の 

選定と階層化 
健診実施医療機関に委託実施 

     

   （２）外部委託にあたっての考え方 
      保健指導の実施率を向上させるためには外部委託が必要であるため、新たな 

委託先の確保に努める。また、健診実施医療機関による健診当日の保健指導は、

受診者の利便性も高いため、委託実施を継続していく。 

       選定基準においては、厚生労働大臣が告示で定める外部委託基準に加え、保

健指導を実施する専門職の研修体制が確保されていることを確認する。 

       委託方法は個別契約とし、個々の実施機関と個々に交渉する。 

   （３）保健指導の内容 
      ①  動機付け支援 20 分以上の個別面談、80 分以上のグループ支援 

   Ａ 個別支援中心メニュー 

支援時期 支援内容 

０週 

健診結果説明会 

個別面談 20 分以上 
(グループ支援 80 分以上の場合もあり) 

行動目標・行動計画の作成

３か月後 電話支援５分 中間評価 

６か月後 ６か月後評価 来所・電話による 

   Ｂ 集団支援中心メニュー 

支援時期 支援内容 

０週 
健診結果説明会 

個別面談 20 分以上 
(グループ支援 80 分以上の場合もあり) 

行動目標・行動計画の作成

１か月以内 集団指導Ⅰ 栄養・運動勉強会 

２か月以内 集団指導Ⅱ 栄養・運動勉強会 

３か月後 電話支援５分 中間評価 

６か月後 ６か月後評価 
来所または、電話による確

認 
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      ②  積極的支援 

下記メニューを対象者に提示し、対象者との同意の上、最低限の 180 ポ

ント以上の支援を実施する。 

      Ａ 個別支援中心メニュー 

支援時期 支援内容 
ﾎﾟｲ

ﾝﾄ 

０週 
健診結果説明会 

個別面談 30 分 
行動目標・行動計画の作成 

１か月後 個別面談 30 分 栄養・運動指導 120

２か月後 電話支援５分 実施状況の確認・励まし 10

３か月後 個別面談 30 分 取組み状況の評価・計画の見直し 120

４か月後 電話支援５分 実施状況の確認・励まし 10

５か月後 電話支援５分 実施状況の確認・励まし 10

６か月後 個別面談 20 分 最終継続支援・実績評価 

ポイント計  270

      Ｂ グループ支援中心メニュー 

支援時期 支援内容 
ﾎﾟｲ

ﾝﾄ 

０週 
健診結果説明会 

個別面談 30 分 
行動目標・行動計画の作成 

２か月以内 グループ支援 120 分 運動・栄養勉強会 120

３か月以内 グループ支援 120 分 運動・栄養勉強会 120

３か月後 個別面談 30 分 取組み状況の評価・計画の見直し 120

４か月後 電話支援５分 実施状況の確認・励まし 10

５か月後 電話支援５分 実施状況の確認・励まし 10

６か月後 個別面談 20 分 最終継続支援・実績評価 

ポイント計  380

(４）実施率向上のための施策 

①  保健指導実施者の確保・育成 

項  目 内  容 

保健指導実施

体制 

直営の保健指導については、国民健康保険担当部署において、特

定保健指導を専門に実施する嘱託の専門家を確保し、健康づくり

担当部門の保健師・管理栄養士と協力しながら実施していく。 

研修機会の 

確保 

第１期の実績から、保健指導リピーターや保健指導の拒否者が明

らかになっており、保健指導のレベルアップが必要となってい

る。常に最新の情報を得ることができるように、毎年、研修を受

ける体制を整えていく。 

保健指導内容

の検討・見直

し 

保健指導実施の前後には、保健指導実施者間でカンファレンスを

実施し、個々の保健指導内容を確認・統一化する。また、保健指

導実施者が新しい知識を共有し、指導レベルを向上させていくた

めに、毎年保健指導実施者間で、保健指導内容を検討する機会を

設ける。 
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        ②  周知・広報 

項  目 内  容 

広報紙・ホー

ムページの活

用 

保健指導の実施状況、効果のあった被保険者の体験等を、広報ま

きのはら、ホームページに掲載し、保健指導の効果を広く周知す

る。 

特定健診時の

健康教育 

保健指導への関心を高めるために、特定健診実施会場において、

待ち時間を利用して、保健指導実施者による内臓脂肪症候群予防

のための健康講座等を実施する。 

        ③  保健指導の実施方法 

    項  目 内  容 

新たな委託先

の確保 

人間ドックでは、健診当日、保健指導初回面接が可能な場合が多

く、受診者にとって利便性が高い。人間ドックにおける特定健診

を実施している健診委託医療機関においては、保健指導の委託を

交渉していく。 

夜間、休日の

保健指導実施

若い世代や動機付け支援の実施率の向上のため、対象者の利用意

向を確認し、夜間や土曜日などの保健指導実施の機会を確保す

る。 
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２－３ 受診券・利用券 
受診券、利用券とは、特定健診・特定保健指導機関が窓口における事務処理上必要

となる情報に基づき正確に受託業務を遂行するため、医療保険者が必要な情報を印字

し発行する券である。 

（１）様式 
特定健康診査の受診券（見本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特定保健指導の利用券（見本） 
（表面）                                                   （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 発券時期と方法 

特定保健指導利用上の注意事項

１．特定保健指導を利用するときには、利用券と被保険者証を窓口に提出してください。

　　どちらか一方だけでは利用できません。

２．医療機関に受診中の場合、主治医に特定保健指導を受けてもよいかどうかを確認してく

　　ださい。

３．特定保健指導は利用券に記載してある有効期限内に利用してください。

４．窓口での自己負担は、原則、特定保健指導開始時に全額お支払頂きます。なお、全

　　額徴収できない場合は、次回利用時以降にもお支払頂きます。

５．特定保健指導の実施結果は保険者等において保存し、必要に応じ、次年度以降の保健指

負担額 負担率 　　導等に活用しますので、ご了承の上、利用願います。

６．保健指導結果のデータファイルは、決済代行機関で点検されることがある他、国への実

　　施結果報告として匿名化され、部分的に提出されますので、ご了承の上、利用願います。

７．被保険者の資格が無くなったときは、この券を使用しての利用はできません。すみやか

　　にこの券を保険者等にお返しください。

所在地 ６．不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることもあり

電話番号 　　ます。

番号 ７．この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに保険者に差し出して訂正を受けて

名称 印 　　ください。

※実施期間が所在する国保連合会の番号、名称に読み替えてください

年　　　月　　　日

特定保健指導利用券
年　　　月　　　日交付

有効期限

窓口の自己負担※ 保険者負担

上限額

円

特定保健指導区分

動機付け支援

利用券整理番号

受診券整理番号

氏名

性別

生年月日

※自己負担額は初回利用時の負担として、特定保健指導開始時に全額徴収

契約とりまとめ機関名

支払代行機関番号※

支払代行機関名※ 静岡県国民健康保険団体連合会

保

険

者

等

静岡県牧之原市静波４４７番地１

０５４８－２３－００２３

００２２０８５５

牧之原市

１．特定健康診査を受診するときには、この券と国民健康

　　保険被保険者証を窓口に提出してください。

受診券整理番号 　　どちらか一方だけでは受診できません。

受診者の氏名 ２．特定健康診査はこの券に記載してある有効期限内に受診

　　　　　　性別 　　してください。

　　　　　　生年月日 ３．特定健康診査受診結果は、受診者本人に対して通知すると

　　ともに、保険者において保存し、必要に応じ、保健指導等に

有効期限 年　　　月　　　日 　　活用しますので、ご了承の上、受診願います。

４．健診結果のデータファイルは、決済代行機関で点検されるこ

健診内容 　　とがある他、国への実施結果報告として匿名化され、部分

　　的に提出されますので、ご了承の上、受診願います。

５．被保険者の資格がなくなったときは、５日以内にこの券を

窓口での自己負担 特定健診（基本部分） 円 　　被保険者に返してください。

特定健診（詳細部分） 円 ６．不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役

　　の処分を受けることもあります。

その他（追加項目） 負担額又

は負担率
７．この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに保険者

　　に差し出して訂正を受けてください。

保険者所在地

保険者電話番号 ０５４８－２３－００２３

保険者番号・名称 ００２２０８５５ 印 住所

牧之原市

支払代行機関番号

支払代行機関名 静岡県国民健康保険団体連合会

静岡県牧之原市静波４４７番地１

注意事項

・特定健康診査

・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

負担額又

は負担率

特定健康診査受診券
年　　　月　　　日交付
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（２）発券時期と方法 
特定健診の受診券の発券及び発送は、委託先である榛原医師会が行い、受診案

内とともに対象者へ郵送する。人間ドック等については、人間ドック等受診券を

本人へ申請時交付し、受診券番号が付番されしだい情報（紙）を実施機関へ渡す。 

利用券は、特定保健指導対象者の選定と階層化により委託先へ発券する。 

 

２－４ 代行機関 
  代行機関とは、特定健診・特定保健指導において、膨大化する事務量に対応するた

め、健診等の結果の収集、請求・支払業務等の事務を代行する機関である。 

項目 内容 

名称 静岡県国民健康保険団体連合会 

所在地 静岡県静岡市葵区春日２丁目４－３４ 

委託業務内容 

① 費用決済処理業務 
ア 契約情報管理業務 委託情報管理 

 イ 費用決済業務 

 点検・資格確認、全国決済処理、費用決済処理、支払 

代行 

② 共同処理業務 
ア 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 

 イ 特定健診業務 

健診データ管理・総括表等作成、階層化・保健指導対 

象者抽出 

 ウ 特定保健指導業務 

   保健指導データ管理・総括表等作成 

 エ 評価・報告業務 

   評価・報告、健診結果等分析 

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 
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２－５ 特定保健指導対象者の重点化 

    （１）重点化の内容 
「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」に準じ、第１期計画と同様、

下記の者を優先順位の高い対象者として、保健指導を実施する。 

優先順位の高い対象者 

40 歳代の男性 

50 歳代の男性 

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 

標準的な質問票により、生活習慣を改善するために保健指導を受ける意志のあ

る対象者 

標準的な質問票により、生活習慣改善の必要性が高い対象者 

前年度、積極的及び動機づけ支援の対象者で保健指導を受けなかった対象者 

      また、前年度までの保健指導等の結果から、他疾患を持っているなどの理由か

ら生活改善が困難な者、保健指導に強い拒否を示す者などについては、特定健診

の未受診につながることから、優先順位の低い対象者とする。 

 

（２）重点化の方法 
   特定保健指導の優先順位については、特定保健指導対象者の健診結果、前年

度までの特定保健指導の実施状況を確認し、保健指導実施スタッフ間でカンフ

ァレンスを実施した上で決定する。 

   なお、保健指導を委託実施する場合には、優先順位の決定についても上記を

参考に委託実施機関に委託する。 
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２－６ 年間スケジュール 

   （１）年間スケジュール 

年 月 特定健康診査 特定保健指導 その他 

４月 人間ドック申込受付  契約締結 

５月 健診対象者の確定・ 

榛原医師会へのデー

タ送信 

  

６月 榛原医師会からの受

診券の発送 

 健診開始 

  

７月  保健指導対象者の抽

出、健診結果説明会の

通知送付 

保健指導開始 

 

９月  健診未受診者通知   

10 月   前年度の実績評価 

来年度の事業計画の

検討 

予算の積算・要求 

12 月 集団健診の終了    

１月  6 ヵ月後評価会開始  

２月 個別健診の終了 保健指導受付終了 次年度契約の交渉 

当 

該 

年 

度 

３月 人間ドックの終了   

翌年度 ９月   保健指導終了 法定報告 

 

  （２）特定健診月間スケジュール 
① 費用決済・階層化            ６日 

    ② 受診券番号随時付番（年度途中加入者） ２０日 

  ③ 毎月の支払日             ２５日 

 

（３）保健指導標準的スケジュール 

      医師会実施特定健診受診の場合 

受診日からの日程 実施内容 

0 日 健診受診 

30 日後 健診結果が市に返送（指導外の者は、健診機関から直接

返送） 

35 日後 健診結果説明会の通知送付 

40 日後 健診結果説明会・特定保健指導初回指導 

40 日後～6か月後 積極的支援（４回以上の支援）、動機付け支援（1 回以上

の支援） 

6 か月～7か月後 6 か月後評価会実施の通知送付 

7 か月後以降 6 か月後評価会 
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３ 個人情報の保護 
（１）基本的考え方 
 特定健康診査・特定保健指導で得られる健康情報の取扱いについては、個人情報の

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並びに牧

之原市個人情報保護条例（平成 17 年条例第 8 号）及び牧之原市情報セキュリティポ

リシーを踏まえた対応を行う。 

特定健康診査等の情報を利用する際には、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）具体的な個人情報の保護とデータの利活用の方法 
特定健康診査により得られた受診データは、代行機関である静岡県国民健康保険団

体連合会で管理される。また、健診結果や保健指導の記録は市データ管理システムに

おいても、がん検診等の各種健診データとともに経年的に管理し、住民の健康管理に

広く活用する。また、被保険者に対して、その情報を各個人が保存しやすい形で提供

する。 

データの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管理に関する

ガイドライン（厚生労働省平成 17 年 3 月）を遵守する。 

特定健康診査・特定保健指導に携わる委託事業者に対しては、情報の取り扱いにつ

いて、契約書などへの明記を徹底するとともに、契約遵守状況の管理を行う。 

健診・保健指導データを活用する場合には、特定の個人を識別できる情報を外して、

固有番号を割り振り、連結不可能な匿名化したデータを作成する。 
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４ 実施計画の公表・周知 
（１） 公表や周知の方法 
特定健康診査等の実施に関する計画書については、本市のホームページで公表する

ほか、市の広報紙等で広く市民に周知する。 
 

（２） 特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発方法 
① 地域の関係機関・関係団体等の協力を得てチラシや掲示により事業の普及活 

動を図る。 
② 市において実施している健診会場に啓発用ポスターを掲示するほか、市の広 

報紙への掲載、国保だよりや保険証送付時にチラシを同封するなど、広く普及 

啓発に努める。 
  ③ 各種健康診査等の健診結果通知に普及啓発用のちらしを同封し、周知に努め 

る。 

 

５ 計画の評価及び見直し 
定期的に計画の達成・進捗状況を点検し、その結果に基づいて必要な対策・見直し等

を実施するといった、ＰＤＣＡサイクルに基づく実施計画の進行管理を行う。 

 

（１） 評価内容 
① 特定健診・特定保健指導の実施率 

  目標の達成状況及びその経年変化の推移等 

② 実施方法、内容、スケジュール等 

  計画どおりにすすめることができたか等 

 

（２） 評価の実施責任者 
① 特定健診・保健指導の最終評価は医療保険者（市） 

   ② 個人に対する保健指導の評価は保健指導実施者（委託業者を含む）、事業と 

しての保健指導の評価は実施者及び医療保険者（市） 

  

（３） 見直し 
毎年度評価を行い、必要に応じて計画の見直しを行う。 
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６ その他 
（１）健康診査の連携体制・庁舎内実施検討体制の構築 
    効果的・効率的な事業展開をするためには、医療費や健診データを分析、保

険財政の状況を勘案した事業の企画・立案が重要となる。実施主体となる牧之

原市国保は、健康部門と連携し企画運営・実施・評価の体制の構築を図る。 

 

（２）市民のニーズの把握 
   健診や保健指導が効果的に実施されるようアンケート調査等により、常に市

民ニーズの把握に努める。 

 

（３）円滑な事業実施のための方策 

  ① 情報提供の実施内容 
第１期には、特定保健指導の対象者外の者には、健診結果説明会を実施していな

かったが、若年者、ハイリスク者など対象者を絞って、健診結果説明会を実施する。 

対象者 指導内容 

40 歳～59 歳 健診結果説明会での個別・集団指導 

リスク集積者・ 

重症者等 

健診結果説明会での個別・集団指導、電話による指導 

家庭訪問による指導 

その他 
健診結果に指導パンフレットを郵送(健診実施医療機関への

委託実施) 

 

  ② その他の保健指導 

   下記の事業は、特定保健指導の対象者でない者に対し実施する。特に、透析など

の治療は本人への生活の負担も大きく、高額医療に結びつきやすいことから、慢性

腎臓病（ＣＫＤ）予防に着目した事業を新たに実施する。 

事業名 事業内容 

病態別予防教室 

特定保健指導の基準該当外だが、検査結果で「要経過観察値」

にある者を対象に、高血圧、糖尿病、腎機能異常など病態別

の予防教室を開催し、早期の予防行動がとれるよう保健指導

を実施する。 

ハイリスク者へ

の支援 

特定保健指導の中断者など、健診結果説明会や特定保健指導

の実績から明らかになったハイリスク者（医療機関未受診者

や生活改善が困難な者など）については、健診受診に関わら

ず、経年的に支援していく体制を整える。 

慢性腎疾患患者

への訪問指導 

新規透析者など、慢性腎疾患患者への家庭訪問を実施し、そ

の不安解消等を図るとともに、過去の健診受診歴などを確認

し、特定保健指導の内容に反映させる。 

重複多受診者へ

の訪問指導 

同じ病名で複数の医療機関に受診しているなど、継続的に受

診が多い者について、実態を把握し、改善ができるように訪

問指導を実施する。 
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  ③ ポピュレーションアプローチ 

  国保の被保険者に関わらず、市民全体が健康意識を高めるための健康づくり事業

を実施する。 

事業名 事業内容 

総合健康相談 

血圧測定、尿検査、体組成計測定ができる健康相談会を実施

する。また、国保被保険者以外の者も対象に、健診結果を正

しく理解するための指導を実施する。 

母親への健康相

談事業 

妊産婦期に血圧や腎機能など、自分自身の健康管理を認識し

た乳幼児を持つ母親を対象に、乳幼児の健診・相談の機会を

とらえて、健康管理を意識づけるための指導を実施する。 

ももレンジャー

事業 

ターゲットを壮年期の男性に絞り、体組成の計測・健康相談

を行い、内臓脂肪症候群の予防の重要性を啓発する。 

健康教育事業 
地域での健康教育、健康リーダーへの健康教育の重点テーマ

として内臓脂肪症候群予防をとりあげ実施する。 

 

（４）特定健康診査等実施計画の推進体制 
 国民健康保険運営協議会、健診・保健指導実施機関、健康づくり推進協議会等

と共に実施状況等をふまえ、連携して推進する。 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

特定健診等 
実施計画 

市健康づくり推進協議会 
本計画の推進に関する意見及び

助言を得る。 

行 政 
事業を推進する関係部署は連携し

て、各種健康づくり事業を実施す

る。 

推進 評価

国民健康保険運営協議会 

健診実施機関 
榛原医師会・榛原総合病院と

ともに、研修や意見交換をし

ながら推進する。 

国・県 
実施報告・中間報告を提出する。 

健康づくりリーダー 
行政等と連携を図り、地域に

おいて健康づくり事業を実施

する。 

国保連合会 
事業の円滑実施のための

代行機関・相談機関 

保険者：国民健康保険 


