
第４章 

第４章 特定健康診査・特定保健指導の実施方法       
 

健診事務や保健指導の効率化を図り、被保険者が受診しやすい健診体制を構築します。 

また、必要に応じて内容の見直しを行うなど改善にも努めます。 

 

１ 特定健康診査 
 

（１）実施場所 

比企医師会で契約した医療機関において実施します。 

 

（２）実施項目 

① 健診項目 

内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする者を

抽出する健診項目とします。 

健診項目は、国が定めた対象者全てが受診しなければならない「基本的な健診の

項目」に「詳細な健診の項目」を参考に、町が独自の項目として、貧血検査、血清

クレアチニン、尿酸、尿潜血検査を加えたものを実施します。 
 

≪特定健診実施項目≫ 

※尿潜血、心電図及び眼底検査は、平成２２年度から実施項目に追加 

健診項目 特定健診項目 
小川町特定健診 

実施項目 

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 空腹時血糖 ■ ○ 

尿糖 半定量 ○ ○ 

ヘモグロビンＡ１ｃ ■ ○ 
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血液一般 ヘマトクリット値 □ ○ 

血色素量 □ ○ 

赤血球数 □ ○ 

尿・腎機能 尿蛋白 半定量 ○ ○ 

血清クレアチニン  ○ 

尿酸  ○ 

潜血  ○※ 

心機能 １２誘導心電図 □ ○※ 

眼底検査  □ ○※ 

○…基本的な項目  □…詳細な項目  ■…いずれかの項目の実施で可 
 

② 二次健診項目 

また、二次健診として、健診結果を基に医師の判断により必要に応じて、７５ｇ

糖負荷試験、微量アルブミン尿、頸部エコー検査を選択的に実施します。 
 

≪二次健診実施項目≫ 

二次健診項目 特定健診項目 
小川町特定健診 

実施項目 

７５ｇ糖負荷試験  ◇ 

微量アルブミン尿  ◇ 

頸部エコー検査  ◇ 

◇…医師の判断に基づき選択的に実施する項目 

 

（３）実施時期 

委託契約医療機関において、７月～１１月を標準期間として実施しますが、受診

状況に応じて期間の見直しも検討します。 

 

（４）特定健康診査委託基準 

① 基本的な考え方 

特定健康診査受診向上を図るため、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ります。一方で、精度管理が適

切に行われないなど健診の質が考慮されない価格競争となることも危惧されるた

め、質の低下につながることのないよう、委託先における健診の質を確保するこ

とが不可欠であることから、具体的な基準を定めるものです。 

 

② 具体的な基準 

（ア） 国が定める内容の健診等を適切に実施するために必要な医師、臨床検査技

師及び看護師等が確保されていること。また、常勤の管理者が置かれている

こと。 
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（イ） 国の定める内容の健診等を適切に実施するために必要な施設及び設備を

有していること。 

（ウ） 検査や健診を行う際、受診者のプライバシーが十分に確保される施設（部

屋）が確保されていること。 

（エ） 救急時における応急処置のための設備を有していること。 

（オ） 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２５条に定める受動喫煙防止

措置が講じられていること。 

（カ） 国の定める検査項目では、標準物質による内部精度管理が定期的に行われ、

検査値の精度が保証されていること。また、現在実施されている種々の外部

精度管理調査（日本医師会、日本臨床検査技師会、全国労働衛生団体連合会

など）を定期的に受け、検査値の精度が保証されている結果であるとともに

精度管理上の問題があった場合には、適切な対応策が講じられていること。 

（キ） 国の定める電子的標準方式により、特定健診結果を安全かつ速やかにＣＤ

－Ｒ等の電磁的方式により提出できること。 

また、受診者の健診結果や心電図等の健診記録が適切に保存・管理されて

いるとともに、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

（平成１５年法律第５７号）、これに基づくガイドライン、医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン（平成１７年３月厚生労働省）及び小川

町個人情報保護条例（平成１３年小川町条例第２号）等を遵守すること。 

（ク） 対象者にとって受診が容易になるよう、利用者の利便性に配慮した健診を

実施するなど受診率を上げるような取り組みを行うこと。 

また、特定健診実施者は小川町の求めに応じ、適切な健診の実施状況を確

認する上で必要な資料の提出等を速やかに行えること。 

（ケ） 特定健診実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該健診実施

者の資質の向上に努めるとともに、国の定める内容の健診を適切かつ継続的

に実施することができる財政基盤を有していること。 

 

（５）業務委託先 

一般社団法人 比企医師会に委託します。 

 

（６）特定健康診査委託単価及び自己負担額 

① 特定健康診査委託単価 

診療報酬単価基準及び健診事業国庫補助基準等を考慮して、比企医師会等と協議

して定めます。 

 

② 自己負担額 

健診事業国庫補助基準及び埼玉県後期高齢者医療広域連合の健診事業の自己負担

基準等を考慮して定めます。  
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２ 特定保健指導 
 

（１）基本的な考え方 

内蔵脂肪型肥満に着目し生活習慣病に移行させないことを目的に、対象者自身が

健診結果を理解して自らの身体の変化に気づき、自らの生活習慣を振り返ることが

できるようにします。 

また、生活習慣を改善するための行動目標を設置するとともに、その目標を自ら

が実践できるように支援し、そのことにより対象者自身が自分の健康に関するセル

フケア（自己管理）ができるようになることを目的とします。 

そのために、どのような生活習慣を身につけることが必要であるか、課題や優先

順位を対象者と共に考え、実行可能な行動目標を対象者が自ら立てられるよう支援

できるプログラムを開発し、個別面接や小集団グループワーク等を活用しながら行

動変容のきっかけ作りを行います。 

 

（２）実施場所 

小川町健康増進センター（小川町総合福祉センター内）を中心に、各地区の公民

館等をあわせて活用します。 

 

（３）実施時期 

健診結果から特定保健指導対象者の選定及び階層化終了後に実施します。 

 

（４）特定保健指導委託基準 

① 基本的な考え方 

保健指導の量の確保と質の高い保健指導の実現を目指すため、当面は小川町が自

ら保健指導を実施しますが、保健師等の配置状況を勘案し医療機関等において特定

保健指導を適正に実施することができると町長が認めた場合には、特定保健指導を

委託することができるものとします。 

 

② 特定保健指導の委託基準 

（ア） 特定保健指導の業務を統括する者は、常勤の医師、保健師または管理栄養

士であること。 

（イ） 動機付け支援または積極的支援において、初回の面接、対象者の行動目標

及び特定保健指導支援計画の作成ならびに特定保健指導の評価に関する業務

を行うものは、医師、保健師または管理栄養士であること。 

（ウ） 特定健康診査を適切に実施するために必要な施設及び設備を有している

こと。 

（エ） 特定保健指導を行う際に、対象者のプライバシーが十分に保護されている

施設（部屋）が確保されていること。 
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（オ） 救急時における応急処置のための体制を整えていること。 

（カ） 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２５条に定める受動喫煙防止

措置が講じられていること。 

（キ） 契約期間中に、特定保健指導を行った対象者から当該特定保健指導の内容

について相談があった場合は、事業者は速やかに相談に応じること。 

（ク） 特定保健指導に関する電磁的記録を作成し、保険者に対して当該電磁的記

録を安全かつ速やかにＣＤ－Ｒ等の電磁的方式により提出できること。 

また、対象者の特定保健指導の結果等の情報の保存及び管理が適切に行わ

れるとともに、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

（平成１５年法律第５７号）、これに基づくガイドライン、医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン（平成１７年３月厚生労働省）及び小川

町個人情報保護条例（平成１３年小川町条例第２号）等を遵守すること。 

インターネットを利用した支援を行う場合には、医療情報システムの安全

管理に関するガイドラインを遵守した上で、適切な措置を講じることにより

外部への情報漏えい、不正アクセス、コンピュータ・ウィルスの侵入等の防

止のための安全管理を徹底すること。 

（ケ） 保険者の求めに応じ、適切な特定保健指導の実施状況を確認するうえで必

要な資料の提出等を速やかに行うこと。 

特定保健指導の実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該実

施者の資質の向上に努めるとともに、特定保健指導を適切かつ継続的に実施

することができる財政基盤を有していること。 

 

（５）自己負担額 

現行の保健事業においても基本的に自己負担を徴収していないため、特定保健指

導実施にあたっては自己負担額を徴収しないこととしますが、今後の対象者の増加

等によって検討することとします。 

 

３ 特定保健指導の対象者の抽出（重点化）の方法 
 

（１）基本的な考え方 

特定保健指導の対象者の抽出（重点化）は、限られた人材、期間及び予算で最大

限の効果を上げるために行うものです。特定健康診査の結果等を基に対象者を決定

し、効果的・効率的な保健指導を実施することで、高い予防効果を期待しようとす

るものです。 

 

（２）特定保健指導対象者の選定と階層化 

特定保健指導の対象者は、特定健康診査の結果に基づき、以下の条件により抽出

します。 
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≪特定保健指導対象者の選定と階層化の基準≫ 

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 

≧85㎝(男性) 

≧90㎝(女性) 

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  

①血糖：空腹時血糖100㎎/dl以上またはHbA1c5.6％以上（平成25年度からNGSP値） 

②脂質：中性脂肪150㎎/dl以上またはHDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ40㎎/dl未満 

③血圧：収縮期血圧130㎜Hg以上または拡張期血圧85㎜Hg以上 

④喫煙歴：合計100本以上または6ヶ月以上吸っている者で最近１ヶ月間も吸っている者 

※糖尿病、高血圧、脂質異常症（高脂血症）の薬剤治療を受けている者は除く 

 

特定保健指導対象者を明確にするために、特定健康診査結果から対象者を次のグ

ループに分類し、特定保健指導の目的に照らして優先順位を付し、それぞれのグル

ープに必要な支援を実施します。 

支援は、(ア)、(エ)を優先的に実施し、(イ)、(ウ)については、健診結果を考慮

し、必要に応じて行います。 

（ア） 特定保健指導対象者 

階層化に基づく積極的支援及び動機付け支援該当者 

（イ） 特定健康診査受診者で医療機関への受診勧奨者 

医療機関への受診勧奨が必要な者 

（ウ） 特定健康診査受診者で治療中の者 

医療機関との連携が必要な者 

（エ） 情報提供対象者 

特定健康診査受診者で、(ア)～(ウ)に該当しない者 

 

（３）保健指導に関する優先順位及び支援方法 

保健指導は、対象者自身が内臓脂肪蓄積とリスク、生活習慣との関係を理解でき

るように支援することとします。 
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優先順位 １ 

理由 
特定健診、特定保健指導の評価指標、医療費適正化計画の目標

達成に寄与するグループである。 

属性 （ア）特定保健指導（積極的支援） 

支援の種類 初回面接、継続的な支援、評価 

支援形態 個別支援 

支援時間 １人３０分程度、その他 

支援内容 

初回面接 

・ 生活習慣と健診結果の関係、メタボリックシンド

ロームや生活習慣病に関する知識と生活習慣改善

の必要性を説明 

・ 対象者と共に、行動目標、支援計画を作成 

・ 早期介入のための二次健診等の勧奨と支援 

継続的な 

支援 

・ 生活習慣を振り返り、行動計画の実施状況の確認

や必要に応じた支援 

・ 糖尿病になる前の早期介入を図るため必要な二次

健診等の勧奨と生活改善の支援 

・ 栄養、運動等の実践的な指導 

・ 行動計画の確認と維持、賞賛や励まし 

評価 ・ 身体状況や生活習慣の変化の確認 

  

属性 （ア）特定保健指導（動機付け支援） 

支援の種類 面接、評価 

支援形態 個別支援 

支援時間 １人３０分程度、その他 

支援内容 
面接 

・ 生活習慣と健診結果の関係、生活習慣病に関する

知識と生活習慣改善の必要性を説明 

・ 対象者と共に、行動目標、支援計画を作成 

・ 早期介入のための二次健診等の勧奨と支援 

評価 ・ 身体状況や生活習慣の変化の確認 

必要な 

スキル 

・ 代謝のメカニズムを分かり易く説明できる能力 

・ 学習教材を使い支援できる能力 

 

優先順位 ２ 

理由 

特定健康診査受診率向上を図るため、健診受診・自己管理に向

けた継続的な支援が必要である。また、特定健康診査を継続して

受診することにより、健康への関心を持ち続けられる。 

属性 （エ）情報提供対象者 
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支援の種類 情報提供 

支援形態 必要に応じて個別指導 

支援時間 その他 

支援内容 書面 ・ 経年結果等の送付 

必要な 

スキル 

・ 提供情報の適正な選択 

・ 学習教材の熟知 

 

優先順位 ３ 

理由 
病気の発生予防、重症化予防の視点で医療費適正化に寄与でき

ると考えられる。 

属性 （イ）特定健康診査受診者で医療機関への受診勧奨者 

支援の種類 情報提供、面接 

支援形態 必要に応じて個別指導 

支援時間 その他 

支援内容 面接 
・ 優先順位をつけ、重症化を予防 

・ 必要な再検査、精密検査について説明 

必要な 

スキル 

・ 生活習慣病に関する各学会のガイドラインを熟読、加えて経

験を活かして支援できる能力 

 

優先順位 ４ 

理由 
すでに病気を発症していても、重症化予防で医療費適正化に寄

与できると考えられる。 

属性 （ウ）特定健康診査受診者で治療中の者 

支援の種類 情報提供、面接、レセプト 

支援形態 必要に応じて個別指導 

支援時間 その他 

支援内容 面接 

・ かかりつけ医と保健指導実施者との連携 

・ 治療中断者対策としてのレセプトと健診データの

突合、分析 

必要な 

スキル 

・ 生活習慣病に関する各学会のガイドラインを熟読、加えて経

験を活かして支援できる能力 

 

（４）対象疾患別実施計画 

メタボリックシンドローム予防対策、虚血性心疾患予防対策、脳血管疾患予防対

策及び慢性腎臓病予防対策については、それぞれの指導計画に従い適宜行うものと

します。 
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（５）保健指導実施者の人材確保と資質向上 

保健師、管理栄養士、看護師等の専門職としての資質の向上を図るため、定期的

な研修や情報提供を通じて特定保健指導を担当する職員として人材育成に努め、そ

の活用を図ります。 

当面、小川町が自ら保健指導を実施しますが、特定保健指導対象者の推移によっ

ては、財源を確保しつつアウトソーシングの活用も検討します。 

 

（６）周知、案内方法 

特定保健指導対象者への案内については、保健指導の意義を明らかにすることで

支援の大切さを自らが理解できるよう促すとともに、階層化された後に封書により

特定保健指導案内通知を送付します。さらに、通知発送後に電話等により利用勧奨

及び状況の把握に努めます。 

 

（７）事業主健診データの保管方法及び保管体制 

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）に基づく事業主健診を受診した者の

データについては、個別に小川町に提出を受けるものとします。 

なお、提出にあたっては原則磁気媒体としますが、紙媒体も可能とします。 

 

（８）特定保健指導以外の保健指導 

特定健診受診者のうち、特定保健指導対象者以外についても、内臓脂肪の有無に

関係なく健診結果から生活習慣の改善や生活習慣病の治療が必要である場合には、

緊急性、優先性を勘案し、面接指導や集団指導などの保健指導を選択して実施いた

します。 

 

４ 代行機関 
 

特定健康診査及び特定保健指導に関する費用決裁業務、共同処理業務などの委託業務

のうち必要なものは、埼玉県国民健康保険団体連合会に委託します。 
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第４章 

５ 実施における年間スケジュール 
 

 特定健康診査 特定保健指導 その他 

４月 
健診対象者の抽出 

委託契約 

  

５月 
健診対象者の抽出 

除外者登録 

 特定健診ＰＲ 

６月 
受診券の印刷、送付 

委託医療機関への依頼 

  

７月 
○特定健診開始 

 

  

８月 
未受診者への 

受診勧奨 

 代行機関との費用

決裁の開始 

９月 

 

 

対象者の抽出 

通知の印刷・送付 

○保健指導開始 

情報提供者への 

経年結果表発送 

代行機関との費用

決裁の開始 

１０月 
 

 

 基金への法定報告

（前年度分） 

１１月 
 

特定健診終了 

  

１２月 
 

 

  

１月 
 

 

  

２月 
 

 

  

３月 
 

 

 

保健指導終了 

 

４月 
 

 

○保健指導継続実施 

統計処理 

健診データ抽出 

実施率等の処理 

５月 
 

 

 特定健康診査費用

決済最終 

※事業開始後の実績等を踏まえた上で、適宜修正を行います。 
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