
(1)第2期特定健康診査等実施計画の達成状況

第2期特定健康診査等実施計画に基づき実施した、特定健康診査・特定保健指導につい

ての達成状況を以下に示す。

1.過去の取り組みの考察(第2期特定健康診査等実施計画の振り返り)

103

第2節 第3期特定健康診査等実施計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

塩竈市受診率(%)(目標値) 40% 45% 50% 55% 60%

塩竈市受診率(%) 36.6% 37.2% 43.5% 43.3% ―

宮城県受診率(%) (参考) 45.2% 45.9% 46.6% 47.3% ―

【目標値及び達成状況】

ア.特定健康診査受診率

※法定報告数値使用。なお、宮城県受診率については、市町村のみの受診率。

【考察】平成26年度の受診率37.2%から平成27年度の受診率43.5%へ6.3ポイント上昇して

いる。これは、平成27年度から人間ドックの結果が法定報告数値に含められるよ

うになったこと及び未受診者対策事業の開始によるものである。

なお、平成28年度の受診率は43.3%であり、平成25年度の受診率36.6%と比べると

6.7ポイント上昇しているが、本市目標値と比べ11.7ポイント低く、さらに、宮

城県の受診率と比べても4.0ポイント低い。

引き続き、健診の重要性についての広報、検査項目の充実、未受診者対策事業の

周知等に努め、さらなる受診率の向上を目指す。
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

塩竈市実施率(%) (目標値) 20% 30% 40% 50% 60%

塩竈市実施率(%) 11.6% 12.0% 9.6% 10.1% ―

宮城県実施率(%) (参考) 16.3% 16.7% 17.1% 18.4% ―

イ.特定保健指導実施率

※法定報告数値使用。なお、宮城県受診率については、市町村のみの受診率。

【考察】平成26年度の実施率12.0%から平成27年度の実施率9.6%へ2.4ポイント減少してい

る。これは、特定健康診査の受診率が上昇したことに伴い対象者数が増えたもの

の、保健指導の実施まで至っていないことを意味している。

なお、平成28年度の実施率は10.1%であり、平成25年度の実施率と比べると1.5ポ

イント減少しており、本市目標値と比べ39.9ポイント低く、また、宮城県の実施

率と比べても8.3ポイント低い。

引き続き、広報等を活用し健康意識の向上に努めるとともに、保健指導勧奨方法

の見直しを行い、さらなる実施率の向上に努める。

平成20年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

増減率(%)※1
(H20年度比)

― -13.5% -15.3% -7.4% -6.7% ―

塩竈市※2
支援対象割合(%)

16.3% 14.1% 13.8% 15.1% 15.2% ―

ウ.特定保健指導対象者増減率（参考）

※法定報告数値を使用。

※第3期特定健康診査等実施計画より、保険者が行う特定健康診査・特定保健指導の実施の成果に関する目標として、

特定保健指導対象者の減少率が示されたため、平成25年度から平成28年度までの実績値を参考として示す。

※1 特定保健指導対象者増減率

＝[(平成20年度支援対象者割合－当該年度支援対象者割合)/平成20年度支援対象者割合]×100

※2 支援対象者割合＝(特定保健指導対象者数/特定健康診査受診者数)×100



2.目標
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(1)基本的指針における目標値(国)

特定健康診査等基本的指針において、平成30年度から平成35年度までの計画期間中に各

医療保険者が設定するべき2つの目標(下表①、②)と、平成35年度時点における目標(下表

③)を掲げており、各保険者の目標値は、その値を踏まえて設定することとしている。

項 目

第2期計画 第3期計画

平成29年度までの目標
（市町村国保）

平成35年度からの目標
（市町村国保）

実施に関
する目標

①特定健康診査受診率 60%以上 60%以上

②特定保健指導実施率 60%以上 60%以上

成果に関
する目標

③メタボリッ
クシンドロー
ムの該当者及
び予備軍の減
少率

メタボリックシンド
ロームの該当者及び
予備軍の減少率

25%以上減少
（対平成20年度比）

―

特定保健指導対象者
の減少率

―
25%以上減少

（対平成20年度比）

※③メタボリックシンドローム該当者及び予備群(以下、メタボ該当者等)の減少率については、第2期計画では平成20年

度比で25%以上の減少率を目標としている。しかし、第2期計画策定以降の分析の結果、メタボ該当者等には約50%の服薬

者が含まれており、非服薬者を対象とする特定保健指導の効果をメタボ該当者等の減少率で図ることは十分とはいえな

いと考えられる。このため、特定健康診査･特定保健指導の成果に関する目標は、第1期計画と同様に、特定保健指導対

象者数の減少を目標とする。

(2)本市の目標値

基本的指針における目標値は、特定健康診査受診率60％、特定保健指導実施率60%と

なっているが、第2期計画における実施状況を踏まえ、第3期計画期間における目標値を次

のとおり設定する。

まず、特定健康診査受診率は、目標を達成していないものの、上昇傾向にあるため、国

の目標値に即して60%とし、特定保健指導は10％代前半を推移しているため、達成可能な

目標値として25%とする。なお、特定保健指導対象者の減少率については、保険者の特定

保健指導の効果の検証等のための指標として活用することが望まれるため、平成35年度の

目標値のみ設定する。

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

特定健康診査の受診率(%) 45% 48% 51% 54% 57% 60%

特定保健指導の実施率(%) 12% 14% 16% 19% 22% 25%

特定保健指導対象者の減
少率(%)

― ― ― ― ― 25%
(平成20年度比)



3.対象者

(2)特定保健指導の対象者

特定健康診査の結果、腹囲の他、血糖、血圧、脂質が所定の値を上回る人のうち、糖尿
病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している人を除く人とする。
なお、次の図表にあるように、追加リスクの多少と喫煙歴の有無により、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る。
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(1)特定健康診査の対象者

特定健康診査の実施年度中に40～74 歳となる国民健康保険加入者(当該年度において75
歳に達するものも含める)を対象者とする。ただし、法定報告対象者は、特定健康診査対
象者で当該実施年度の一年間を通じて加入している人(年度途中での加入・離脱等異動の
ない人)のうち、妊産婦等除外規定の該当者(刑務所入所中、海外在住、長期入院等)を除
いた人となる。

(3)特定健康診査・特定保健指導の対象者数及び実施予定者数

腹囲
追加リスク

④喫煙歴
対象者

①血糖 ②脂質 ③血圧 40-64歳 65-74歳

≧85cm(男性)
≧90cm(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

※喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。

区 分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

特定健康診査

対象者 8,627人 8,443人 8,339人 8,235人 7,960人 7,582人

受診者 3,882人 4,053人 4,253人 4,447人 4,537人 4,549人

受診率 45% 48% 51% 54% 57% 60%

特
定
保
健
指
導

動機付け支援
対象者 418人 404人 390人 373人 344人 308人

利用者 57人 65人 72人 83人 89人 92人

積極的支援
対象者 152人 150人 149人 147人 141人 132人

利用者 11人 13人 14人 16人 18人 18人

合 計

対象者 570人 555人 539人 520人 485人 441人

利用者 68人 78人 86人 99人 107人 110人

利用率 12% 14% 16% 19% 22% 25%

※特定健診受診者数(見込)は、特定健診対象者数(推計値)に受診率(目標値)を乗じて算出。

※特定保健指導利用者数(見込)については、特定保健指導対象者数(推計値)に実施率(目標値)を乗じて算出。

※法定報告とは｢高齢者の医療の確保に関する法律｣に基づき、特定健康診査等の実績について国へ報告するもの。



4.実施方法
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(1)特定健康診査

①実施項目

健診項目は、国の指針である｢標準的な健診・保健指導プログラム(平成30年度版)｣に基

づき、以下の内容を設定する。

なお、市が助成を行う人間ドックについても、特定健診の法定項目を含有して実施する。

ア．基本的な健診項目

次の項目について、全ての受診者に実施する。

検査項目 実施内容

既往歴の調査 服薬歴、既往歴等（喫煙習慣に係る調査を含む）

自覚症状及び他覚症状の有無の検査 理学的検査（身体診察）

身長、体重及び腹囲の検査

身長

体重

腹囲

BMIの測定 BMI＝体重(kg)÷身長(m)の2乗

血圧の測定
収縮期血圧

拡張期血圧

肝機能検査

AST（GOT）

ALT（GPT）

γ-GT（γ-GTP）

血中脂質検査

総コレステロール（non-HDLコレステロール含む）

中性脂肪

HDL-コレステロール

LDL-コレステロール

血糖検査

空腹時血糖

随時血糖

HbA1c

尿検査
尿糖

尿蛋白
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ウ．塩竈市独自の健診項目

慢性腎臓病の早期発見と重症化・人工透析への移行を防止するために、次の項目を基本

的な健診項目として実施する。

検査項目 実施内容

腎機能検査 血清クレアチニン

尿酸

イ．詳細な健診項目

厚生労働大臣が定める以下の判定基準に該当する人のうち、医師が必要と認める人につ

いては、以下の項目を実施する。

検査項目 実施内容 実施できる条件

貧血検査

赤血球数

貧血の既往歴を有する人又は視診等で貧血が疑われる人血色素

ヘマトクリット値

心電図 当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧の項目が次の基
準に該当した人又は問診等で不整脈が疑われれる人

眼底検査 当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が次の
基準に該当した人

血圧 収縮期140㎜Hg以上または拡張期90㎜Hg以上

血糖 空腹時血糖値が126㎎/dl以上、HbA1c(NGSP値)6.5％
以上又は随時血糖値が126㎎/dl以上

血圧 収縮期140㎜Hg以上または拡張期90㎜Hg以上

※血清クレアチニンについて、実施基準では詳細な健診項目とされているが、塩竈市では独自の健診項目として全ての

受診者に実施する。
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②実施場所

集団健診：保健センター、塩釜ガス体育館、公民館、集会所 等

（ただし、毎年度見直しを行い、変更する場合がある）

個別健診：委託契約を結んだ医療機関等

③実施の基準とする期間

集団健診： 6月～ 7月

個別健診：10月～11月

④委託基準

委託に係る基準は、｢標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】(厚生労働

省)｣第1編第1章1-5の考え方に基づくものとする。

⑤被保険者負担額（自己負担額）

特定健康診査の健診費用は塩竈市が負担することとし、自己負担金は徴収しない。ただ

し、受診者が詳細な健診の項目を希望により受診する場合には、実費負担により受診でき

ることとする。

⑥周知や案内方法

周知の方法：市広報紙やホームページ等に関連情報を掲載

公共施設等に特定健康診査に関するポスター等を掲示

マスメディア(コミュニティFM、ケーブルテレビ等)の活用による周知

町内会、健康推進委員との協働による周知 等

受診案内の：受診券の送付に際し、特定健診の必要性に関する情報、集団健診の場所及

方法 び個別健診の対象医療機関名、日時が記載された受診案内を同封する。
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(2)特定保健指導

【特定健康診査から特定保健指導への流れ(イメージ)】

①対象者の選定と階層化

特定保健指導の対象者の選定と階層化は、国の基準に基づき行う。

腹囲
追加リスク

④喫煙歴
対象者

①血糖 ②脂質 ③血圧 40-64歳 65-74歳

≧85cm(男性)
≧90cm(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以上又はHbA1c5.6以上

②脂質…中性脂肪150㎎/dl以上又はHDLコレステロール40㎎/dl未満

③血圧…収縮期130㎜Hg以上又は拡張期85㎜Hg以上

④質問票より…喫煙歴あり（※①から③のリスクが1つ以上の場合にのみカウントする）

※喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。

※65～74歳の人は、追加リスクの数で積極的支援に該当する場合でも動機づけ支援となる。

※糖尿病、高血圧症、高脂血症の治療に係る薬剤を服薬している人は、対象者から除外する。

特定健康診査

階層化の実施
（自動判定）

結果通知表を出力・送付

情報提供

特定健康診査の結果を基に特定保健指
導の対象者リストを作成し、健診デー
タ(特定健康診査)とともに医療保険者
に送付。

結果通知表には、階層化の結果ではな
く、メタボリックシンドロームの判定
(基準該当･予備軍該当･非該当)結果を
記載。

特定健康診査の結果通知表送付時に、
パンフレット等を同梱。

特定健康診査 特定保健指導

特定保健
指導実施
者の抽出

特定保健指
導の実施

積極的支援

動機付け
支援

特定保健指導対象者リス
トの中から、特定保健指
導実施者を抽出。

利用券の
出力・送付
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②特定保健指導の実施内容

支援区分 支援形態 支援内容

積極的支援 初回面接
１人当たり20分以上の個別支援、または、
１グループ当たり概ね80分以上のグルー
プ支援を行う。

特定健康診査の結果から、対象者自らが
自分の身体に起こっている変化を理解し、
生活習慣改善の必要性を実感できるよう
な働きかけを行う。
また、具体的に実践可能な行動目標を対
象者が選択できるように支援を行う。
支援者は、目標達成のために必要な支援
計画を立て、行動が継続できるように定
期的・継続的に介入する。

3か月以上の継続支援
個別支援、グループ支援の他、電話等
通信手段を利用し支援を行う。

支援終了後の評価
面接または通信手段を利用し評価を行う。

動機付け支援 初回面接
１人当たり20分以上の個別支援、または、
１グループ当たり概ね80分以上のグルー
プ支援を行う。

対象者自らが、自分の生活習慣の改善す
べき点を自覚することで行動目標を設定
し、目標達成に向けた取り組みが継続で
きるように動機付け支援を行う。支援終了後の評価

面接または通信手段を利用し評価を行う。

③実施場所

市内の公共機関とし、毎年度別に定める。

④実施の基準とする期間

集団健診受診者 ： 9月 ～ 翌年3月

人間ドック受診者・個別健診受診者：翌年2月 ～ 8月

⑤委託基準

委託に係る基準は、｢標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】(厚生労働

省)｣第1編第1章1-5の考え方に基づくものとする。

⑥被保険者負担額(自己負担額)

特定保健指導の参加費用は塩竈市が負担することとし、自己負担金は徴収しない。

⑦周知や案内方法

周知の方法：市広報紙やホームページ等に関連情報を掲載

公共施設等に特定健康診査に関するポスター等を掲示 等

受診案内の：特定保健指導の必要性に関する情報、日時等が記載された受診案内を

方法 同封する。
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特定健康診査 特定保健指導 備 考

4月 ・対象者の抽出

5月
・契約
・受診券の発行

6月 ・集団健診実施

7月
・医療機関で随時
健診結果を送付

8月 ・案内送付(利用券の送付) ・人間ドック実施

9月
・未受診者の抽出
・個別健診の案内送付

・特定保健指導の開始
(開始から3～6か月間支援)

10月 ・個別健診実施

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 ・法定報告 ・法定報告

(3)特定健康診査・特定保健指導の年間スケジュール

特定健康診査及び特定保健指導の年間スケジュールは以下のとおりとする。なお、実施

状況により毎年度調整を行う。

特定健康診査受診者

翌3月まで

人間ドック受診者

個別健診受診者

8月まで

評価

評価


