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序章序章序章序章    計画策定計画策定計画策定計画策定にあたってにあたってにあたってにあたって     

 

１１１１    背景及背景及背景及背景及びびびび趣旨趣旨趣旨趣旨    

わが国は、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準に達成している。しかし、

医療技術が進む一方では、急速な少子高齢化などにより、大きな社会環境の変

化に直面しており、将来にわたり国民皆保険制度を持続可能なものにするため、

将来の医療費の伸びを抑制することを主眼に医療制度構造改革が急務となって

いる。  

このような状況に対応するため、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づ

いて、医療保険者は、40 歳から 74 歳の被保険者及び被扶養者に対し、内臓脂

肪型肥満等に着目した生活習慣病の予防のための特定健康診査及び特定保健指

導の実施が義務付けられた。  

本計画は、丹波市国民健康保険に加入する被保険者に対して実施する特定健

康診査・特定保健指導の基本的な事項について定めるものである。  

 

２２２２    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査・・・・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対象対象対象となるとなるとなるとなる生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病     

特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病は、メタボリックシン

ドローム（内臓脂肪症候群）の該当者・予備群とする。  

 

３３３３    メタボリックシンドロームメタボリックシンドロームメタボリックシンドロームメタボリックシンドローム（（（（内臓脂肪症候群内臓脂肪症候群内臓脂肪症候群内臓脂肪症候群））））にににに着目着目着目着目するするするする意義意義意義意義     

不健康な生活習慣からの生活習慣病の発症、その後の重症化という過程の中

で、メタボリックシンドロームが大きく影響している。これは、内臓脂肪型肥

満に起因する糖尿病、脂質異常症、高血圧は予防可能であり、発症してしまっ

た後でも血糖、血圧等をコントロールすることにより、重症化を予防すること

は可能であるという考えに基づくものである。  

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の概念を導入することにより、

内臓脂肪の蓄積、体重増加が様々な形で疾患の原因になることをデータで示す

ことができるため、健診受診者にとって、生活習慣病の改善に向けての明確な

動機付けができる。  

 

４４４４    計画計画計画計画のののの性格性格性格性格     

この計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第 18 条の規定に基づく特定

健康診査等基本指針により、丹波市国民健康保険が策定する計画であり、兵庫

県医療費適正化計画と十分な整合性を図るものとする。  
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５５５５    計画計画計画計画のののの期間期間期間期間     

この計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第 19 条第１項の規定に基づ

き、５年を一期とし、第１期は平成 20 年度から平成 24 年度までとし、５年ご

とに見直しを行う。  

 

６６６６    計画計画計画計画のののの目標値目標値目標値目標値     

この計画の実行により、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該

当者・予備群を平成 24 年度までに 10％減少することを目標とする。  

 

７７７７    丹波市国民健康保険丹波市国民健康保険丹波市国民健康保険丹波市国民健康保険におけるにおけるにおけるにおける状況状況状況状況     

（１）特定健康診査等の対象者  

平成 19 年３月 31 日現在で、丹波市の人口は 72,363 人、国民健康保険の

被保険者は 27,140 人である。  

 特定健康診査・特定保健指導の対象となる 40 歳から 74 歳の被保険者は

13,827 人で、国民健康保険の被保険者全体の約半数である。  

 

（２）基本健康診査の現状  

平成 19 年度実施した健診の国民健康保険被保険者の年齢別受診状況は、

以下のとおりである。特定健康診査の対象となる 40 歳から 74 歳の受診率は

22.8％である。  

受診者数 被保険者数 受診率 受診者数 被保険者数 受診率 受診者数 被保険者数 受診率

　20～39 411 3,291 12.5% 188 1,704 11.0% 223 1,587 14.1%
　40～64 1,705 7,226 23.6% 719 3,571 20.1% 986 3,655 27.0%
　65～74 1,454 6,601 22.0% 737 3,098 23.8% 717 3,503 20.5%
　75～ 621 7,427 8.4% 371 3,052 12.2% 250 4,375 5.7%

（再掲）40～74 3,159 13,827 22.8% 1,456 6,669 21.8% 1,703 7,158 23.8%
合　計 4,191 24,545 17.1% 2,015 11,425 17.6% 2,176 13,120 16.6%

全　　体 男　　性 女　　性
年齢区分

  

また、平成 19 年度の健診結果から平成 20 年度特定保健指導の「積極的支

援」該当者のメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）出現率をみたと

ころ、20歳から 39歳の男性 22.9％、女性 2.2％、40歳から 64歳の男性 33.5％、

女性 5.7％となっており、40 歳前からメタボリックシンドロームの危険因子

を持っている男性が多い。  
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（３）医療費の状況  

丹波市の平成 18 年度の国民健康保険の医療費総額（老人保健制度による

医療費を除く）は約 51 億９千万円であり、年々増加傾向にある。  

 

一人あたりの医療費の推移

医療給付費用額 平均人数 医療給付費用額 平均人数 医療給付費用額 平均人数

(千円） (人） (千円） (人） (千円） (人）

１６年度 3,262,376 14,261 228,762 1,408,270 4,088 344,489 4,670,645 18,349 254,545

１７年度 3,382,940 14,359 235,597 1,619,341 4,546 356,212 5,002,281 18,905 264,601

１８年度 3,259,889 14,202 229,537 1,930,501 4,931 391,503 5,190,390 19,133 271,279

　　　区分

年度

一人当たり
の医療費
　　　　(円）

一人当たり
の医療費
　　　　(円）

一般被保険者 退職被保険者 合　　　計
一人当たり
の医療費
　　　　(円）

   次に、平成 18 年５月診療分の受診率を見ると、生活習慣病が全体の 26％  

  を占めている。  

平成１８年５月診療分の受診率

悪性新生物
1%

その他
74%

高血圧性疾患
17%

心臓病
2%

脳血管疾患
2%

糖尿病
4%高血圧性疾患

糖尿病

脳血管疾患

心臓病

悪性新生物

その他

 

また、1 人あたり１ヶ月平均の
＊
診療費を見ても「高血圧性疾患」「虚血性

心疾患」「糖尿病」の生活習慣病が上位を占めている。  

　１人当たりの診療費（上位５疾病）
順位 1位 2位 3位 4位 5位

疾病名 高血圧性疾患 腎不全
統合失調症、統合
失調症型障害及
び妄想性障害

虚血性心疾患 糖尿病

診療費（円） 2,636 1,497 1,475 1,135 1,069
構成割合 9.3% 5.3% 5.2% 4.0% 3.8%

＊診療費…入院、入院外、歯科の費用額  

 

 



- 5 - 

第第第第１１１１章章章章        特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査・・・・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等実施等実施等実施等     

    

１ 目標値の設定  

（１）特定健康診査  

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

13,696 13,580 13,476 13,381 13,301

30% 40% 50% 60% 65%

4,109 5,432 6,738 8,029 8,646

健診受診率目標値

特定健診対象者数（人）

特定健診受診予定者数（人）  

  ＊特定健康診査対象者の推計は国民健康保険団体連合会作成算出シートにより算出  

 

（２）特定保健指導  

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

45% 45% 45% 45% 45%

483 639 794 945 1,019

動機付け支援 295 390 484 575 619

積極的支援 188 249 310 370 400

特定保健指導実施予定者数(人）

特定保健指導実施率目標値

 

＊特定保健指導対象者のメタボリックシンドロームの出現率は、平成 19 年度健診結果による。  

40～64 歳：動機付け支援･･･男性 7.9% 女性 7.0% 積極的支援･･･男性 33.5% 女性 5.7% 

65～74 歳：動機付け支援･･･男性 33.6% 女性 18.0% 

 

２ 特定健康診査の基本事項  

（１）実施場所  

特定健康診査は、健診機関へ委託し、一定期間と場所を定め巡回して実施

する集団健診と、指定された健診機関で実施する個別健診とする。  

 

（２）実施項目  

   ア 特定健康診査  

・ 法定の実施項目を実施する。ただし、血糖検査、貧血検査は全員に実

施する。  

   イ 追加健診  

・ 血清クレアチニン  

・ 血清尿酸  

 

（３）実施時期  

特定健康診査の実施時期は、一定の受診期間を指定して実施する。  
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（４）外部への委託  

特定健康診査の外部委託基準に基づき、健診機関へ委託する。  

 

（５）受診方法  

集団健診・・・指定された期間に、指定された場所で健診受診票及び保険

証を持参の上、受診する。  

個別健診・・・指定された期間に、指定された健診機関で受診券及び保険

証を持参の上、受診する。  

 

（６）周知・案内の方法  

  ア 健診の実施  

個人ごとに健診の案内をし、特定健康診査の実施を周知するとともに、

市の広報誌に掲載し、周知を図る。  

  イ 健診結果  

    健診機関より受診者本人に通知する。  

 

（７）他の健診受診者の健診データを、データ保有者から受領する方法  

丹波市国民健康保険被保険者に関する人間ドック受診料等助成金交付規則

に基づき、人間ドックを受診した者については、受診医療機関より直接デー

タを受領する。又、他の健診を受診している者に対しては、事業主又は受診

者から健診データを受領する。  

 

（８）特定健康診査データの保管方法  

国の定める電子的標準形式により、電子データでの効率的な管理を原則と

し、５年以上保存とする。  

 

３ 特定保健指導の基本事項  

（１）実施場所  

丹波市内の施設及び特定保健指導業務受託機関の提供する場所で実施する。 

 

（２）実施内容  

健診結果に基づき、保健指導の必要性に応じて「情報提供」「動機付け支援」

「積極的支援」に階層化して実施する。基本的には、「標準的な健診・保健指

導プログラム」に記載されている内容とする。  
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また、特定保健指導の実施に当たっては、医師、保健師、管理栄養士等が

中心となって担うこととする。  

１「情報提供」  

① 対象者  

健診受診者全員を対象とする。  

② 支援頻度・期間  

年１回、健診結果と同時に実施する。  

③ 支援形態  

健診結果の送付に合わせて情報提供用紙を送付する。  

２「動機付け支援」  

① 対象者  

  健診結果・質問票から、生活習慣病の改善が必要と判断された者

で、生活習慣を変えるに当たって、意志決定の支援が必要な者を対

象者とする。  

② 支援頻度・期間  

原則１回の支援とする。  

③ 支援形態  

  面接による支援及び６ヶ月後の評価は、通信等を利用して行なう。 

３「積極的支援」  

① 対象者  

  健診結果・問診票から、生活習慣の改善が必要な者で、そのため

に専門職による継続的できめ細やかな支援が必要な者とする。  

② 支援頻度・期間  

 ３ヶ月以上継続的に支援する。  

③ 支援形態  

  面接による支援、通信等を利用した３ヶ月以上の継続的な支援と

６ヶ月後に評価を行なう。  

 

（３）実施時期  

特定保健指導は、年間を通して実施する。ただし、当該年度における特定

保健指導対象者への特定保健指導は、特定健康診査受診後一定期間経過後か

ら当該年度末までに着手する。  
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（４）外部への委託  

特定保健指導は丹波市が直接行なうとともに、特定保健指導の外部委託基

準に基づき、特定保健指導機関へ委託する。  

 

（５）指導方法  

指定された期間内に指定された場所で利用券及び保険証を持参の上、指導

を受ける。  

 

（６）周知・案内の方法  

利用券を送付し、指導の開始を周知するとともに市の広報誌に掲載し、周

知を図る。  

 

（７）特定保健指導データの保管方法  

国の定める電子的標準形式により、電子データでの効率的な管理を原則と

し、５年以上保存とする。  

 

（８）特定保健指導対象者の選出（重点化）の方法  

原則としてすべての対象者に実施することとする。ただし、対象者が予定 

を超えた場合は、予防効果が期待できる層を優先して実施する。  

 

 

第第第第２２２２章章章章        個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護     

    

  特定健康診査や特定保健指導の記録の取扱いにあたり、個人情報保護の観点

から適切な対応を行う。  

[ガイドラインの遵守] 

・ 個人情報の取扱いに関しては、個人情報保護法及び丹波市個人情報保護条

例に基づき厚生労働省で定める「国民健康保険組合における個人情報の適

切な取扱いのためのガイドライン」に基づいて行なう。  

・ ガイドラインにおける役員・職員の義務（データの正確性の確保、漏洩防

止措置、従業者の監督、委託先の監督）について周知を図る。  

・ 特定健康診査・特定保健指導を外部に委託する際は、個人情報の厳重な管

理や目的外使用の禁止等を契約書に定める。  
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第第第第３３３３章章章章    特定健康診査等計画特定健康診査等計画特定健康診査等計画特定健康診査等計画のののの公表公表公表公表・・・・周知周知周知周知     

    

  高齢者の医療の確保に関する法律第 19 条第３項に基づき、特定健康診査等

実施計画の作成及び変更時は、市の広報誌及びホームページに掲載する。  

    

    

第第第第４４４４章章章章    特定健康診査等実施計画特定健康診査等実施計画特定健康診査等実施計画特定健康診査等実施計画のののの評価及評価及評価及評価及びびびび見直見直見直見直しししし     

    

１１１１    評価評価評価評価        

目標値の達成のために実施計画に定めた内容が計画通り進めることが出来て

いるかどうか、実施後の評価を行い見直しを図るものとする。  

 （１）特定健康診査・特定保健指導の実施率  

前年度及び当該年度の健診・保健指導の結果データから集計した国への実

績報告をもって評価に活用する。  

 

 （２）メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率  

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 24 年度実施分の国への実績報告ファイル等を比較し、特定保健指導対象

者数の割合を用いて 5 年間での減少率を算出し本計画の目標値と比較する。 

 

 （３）中間年の評価  

毎年度目標値の達成状況を把握し、3 年ごとに事業の効果を評価するアウ

トカム評価（参加者の属性、検査結果、生活習慣、医療費レセプトデータ等）

を行う。  

見直し・評価スケジュール  

          内容

年度

特定健康診査・
特定保健指導の

実施率
 中間評価

メタボリックシンド
ロームの該当者・予

備群の減少率

平成20年度 ○

平成21年度 ○

平成22年度 ○ ○

平成23年度 ○

平成24年度 ○

平成25年度 ○ ○  
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２２２２    見直見直見直見直しししし等等等等     

 （１）見直しの方法  

毎年度の目標値達成状況や中間評価に基づき、改善効果の継続を確認し、

事業の改善へとつなげる。  

 

 （２）丹波市国民健康保険特定健康診査等実施計画評価委員会の設置及び構成  

丹波市国民健康保険特定健康診査等実施計画評価委員会は、国保・医療課、

健康課、介護保険課、生活支援課の代表をもって構成する。  

事務局は、国保・医療課内に置く。  

 

 

第第第第 5555 章章章章    そのそのそのその他他他他     

    

40 歳未満の者について、生活習慣の改善に関する普及啓発を図り、生活習慣

病の予防を行なうことが重要である。そのため 20 歳から 39 歳の被保険者に対

して、特定健康診査と同様の健診を集団健診で実施する。  

  また、介護保険法による 65 歳以上の高齢者を対象とした「生活機能評価」

については、特定健康診査と同時実施に努めるとともに、丹波市で実施する「が

ん検診」等、市民の利便性を考慮しながら実施する。  


