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第１章 計画策定にあたって                 

 

１ 計画策定の背景 

国では、国民皆保険のもと、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、世界的にも高い平均寿命と保健医療水準を達成してきました。 

しかし、急速な高齢化の進展、経済状況の変化などに伴い、疾病構造も変化し、医

療費に占める生活習慣病の割合が増加していることから、生活習慣病対策が必要とな

っています。生活習慣病は生活習慣に起因することが多く、その発症、重症化にはメ

タボリックシンドロームが大きく影響しています。 

近年の受療の状況をみると、高齢期に向けて生活習慣病の受診率が上昇しています。

偏った食生活や運動不足等がやがて糖尿病、高血圧症、脂質異常、肥満症等の発症を

招き、外来通院及び投薬が始まり、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症に至っている

状況です。このため、生活習慣の改善による糖尿病等の生活習慣病の予防対策が必要

です。糖尿病等を予防することができれば、通院患者を減らすことができ、生活の質

の維持及び向上を図りながら医療費の伸びを抑制することができます。生活習慣病発

症には、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）が関与しており、肥満に加え、高血糖、

高血圧等の状態が重複すると、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くなり

ます。メタボリックシンドロームの概念を踏まえた適度な運動やバランスのとれた食

事の定着などの生活習慣の改善を行うことにより、糖尿病等の発症リスクの低減を図

ることができます。 

こうした中、平成 20年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、糖尿

病等の生活習慣病の発症や重症化を予防するため、医療保険者にメタボリックシンド

ローム（内臓脂肪症候群、以下に同じ）に着目した特定健康診査及び特定保健指導の

実施が義務付けられました。特定健康診査は、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抽出するために行うものです。 

本市では、平成２５年３月に第２期登米市国民健康保険特定健康診査等実施計画を

策定し、特定健康診査・特定保健指導を実施し、生活習慣病の予防、重症化の予防に

取り組んできました。 

本計画は、第２期における特定健康診査及び特定保健指導の実施結果を評価し、新

たに第３期の計画として策定するものです。 
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２ 国保加入者の現状及び医療費 

■人口            ８１，２８０人  （平成 29年 9月末） 

■世帯数           ２７，３１９世帯（平成 29年 9月末） 

■国保加入者         ２１，１３４人 （平成 29年 9月末） 

■国保加入世帯数       １１，８６２世帯（平成 29年 9月末） 

 

表２ 人口構成と加入率       （資料：年齢別人口表及び事業月報平成２９年 9月末） 

  

 

図１ 登米市国民健康保険被保険者数の推移        （資料：事業月報各年度３月末） 

 
 

  

人口(人） 被保険者数（人） 加入率 人口(人） 被保険者数（人） 加入率
０～　４歳 1,387 196 14.1% 1,343 188 14.0%
５～　９歳 1,617 212 13.1% 1,540 209 13.6%
１０～１４歳 1,833 270 14.7% 1,623 237 14.6%
１５～１９歳 1,892 306 16.2% 1,787 304 17.0%
２０～２４歳 1,607 260 16.2% 1,413 235 16.6%
２５～２９歳 1,697 331 19.5% 1,482 244 16.5%
３０～３４歳 2,260 475 21.0% 1,975 324 16.4%
３５～３９歳 2,656 573 21.6% 2,345 367 15.7%
４０～４４歳 2,605 564 21.7% 2,282 341 14.9%
４５～４９歳 2,237 521 23.3% 2,110 391 18.5%
５０～５４歳 2,237 559 25.0% 2,240 474 21.2%
５５～５９歳 2,935 853 29.1% 2,946 764 25.9%
６０～６４歳 3,476 1,578 45.4% 3,431 1,690 49.3%
６５～６９歳 3,948 2,792 70.7% 3,653 2,568 70.3%
７０～７４歳 2,086 1,656 79.4% 2,172 1,652 76.1%
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（１）医療費の動向 

登米市の平成 28年度の国民健康保険の医療費総額は、約 77億円で、その内訳は、

「一般」は約 74億円、「退職」は約 3億円となります。 

一人当たりの医療費では、「一般」は約 34 万円、「退職」は約 35 万円となってい

ます。 

 

図２ 登米市の一人当たり医療費     （資料：国民健康保険・後期高齢者医療の概要） 

 

 

（２）生活習慣病にかかる医療費の現状 

国保データベース（ＫＤＢ）（平成 28 年度累計）によると、歯科を除く登米市国

保の医療費は約 67億円、レセプト件数では約 19万件となっています。 

この中で、入院外来とも循環器系と新生物の疾患の割合が高くなっています。 
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表３ 登米市の疾病別医療費（ＫＤＢ平成２８年度累計） 

 
 

また、主な生活習慣病の６疾病（図３）の受診状況を見ると、高血圧症が最も高

い伸びを示しています。 

高血圧症は、年齢とともに増加し、特に 40歳以降の受診件数が急速に上昇してい

ます。 

 

図３ 生活習慣病の６疾病の動向（ＫＤＢ平成２８年度累計） 

 

  

入院
疾病大分類名 略称 割合

精神及び行動の障害 精神系 18.7%
循環器系の疾患 循環器 18.3%
新生物 新生物 17.2%
筋骨格系及び結合組織の疾患 筋骨格 7.0%
消化器系の疾患 消化器 6.5%
呼吸器系の疾患 呼吸器 6.0%
損傷、中毒及びその他の外因の影響 損傷・中毒 5.5%
その他 その他 20.8%

合計 100.0%

外来
疾病大分類名 略称 割合

内分泌、栄養及び代謝疾患 内分泌 17.1%
循環器系の疾患 循環器 16.0%
尿路性器系の疾患 尿路性器 12.7%
新生物 新生物 9.4%
筋骨格系及び結合組織の疾患 筋骨格 8.6%
呼吸器系の疾患 呼吸器 6.2%
消化器系の疾患 消化器 6.1%
その他 その他 23.9%

合計 100.0%
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さらに、がん以外の１件当たりの医療費をみると、高血圧・糖尿病等の合併症と

して問題となっている慢性腎疾患の中で、特に人工透析療法を必要とする腎不全に

かかる１件当たりの平均医療費が 325,870円と非常に高額となっています。 

 

表４ 高額医療疾病の医療費（ＫＤＢ平成２８年度中分類累計） 

 虚血性 

心疾患 

脳梗塞 腎不全 統合失調症 気分（感

情）障害 

１件あたり医療費（円） 73,060 83,700 325,870 106,110 43,900 

 

３ 特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方 

（１）特定健康診査・特定保健指導の対象者 

特定健康診査は、登米市国民健康保険に加入する 40 歳から 74 歳までの被保険者

を対象とし、特定保健指導は、メタボリックシンドロームの該当者・予備群を基準

として、服薬治療者を除き、さらにＢＭＩ基準・喫煙歴を加え対象とします。 

（２）特定健康診査 

特定健康診査とは、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、この該当者及び予備群を減少させる

ための特定保健指導を必要とする人を的確に把握するために行う健康診断であり、

健診受診者全員に対し「情報の提供」を行い、健診結果からリスクに基づく優先順

位を付け、「動機付け支援」、「積極的支援」の対象者へと階層化し、特定保健指導

の実施につなげていくものです。 

（３）特定保健指導 

特定保健指導とは、特定健康診査により階層化された対象者に生活習慣を改善す

るための保健指導を行うことで、対象者が自らの生活習慣における課題を認識して

行動変容と自己管理を行うとともに、健康的な生活の維持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実施するものです。 

支援を必要とする程度に応じ「動機付け支援」、「積極的支援」をそれぞれ実施し

ます。 

 

４ 計画の性格及び期間 

この計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第 18条第１項の「特定健康診査等基

本指針」に基づき、同法第 19条１項に規定されている「特定健康診査等実施計画」と

して登米市が策定する計画であり、健康増進法に基づく「健康診査等指針」に定める

内容に留意するものとします。 

また、基本指針に即して６年を一期として策定するものであり、第３期計画の期間

は平成 30 年度から平成 35 年度までの６年間とします。なお、社会環境等の変化によ

っては、必要により見直しを行うものとします。 
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第２章 第２期計画の評価と課題              

第２期の特定健康診査等の５年間の成果については、メタボリックシンドローム該

当者及び予備群の数、生活習慣病関連の医療費の推移などで評価が行われますが、そ

の成果が数値データとして表れるのは、数年後になることが想定されます。 

こうした現状から、第３期計画の策定に向けて第２期計画の評価や課題の検討を行

いました。 

◇ 第２期計画の実施状況と課題 

 

（１）特定健康診査・特定保健指導の実施率 

特定健康診査受診率は、平成 25年度 61.3％、平成 26年度 62.3％、平成 27年度

62.5％、平成 28年度は 62.8％となっています。 

この受診率は、県内の市町村では第２位と高い値となっていますが、平成 27年度

からは登米市国民健康保険の目標値に達成できていない状況です。 

また、特定保健指導実施率は、平成 25 年度 6.7％、平成 26 年度 6.3％、平成 27

年度 8.5％、平成 28 年度は 9.0％と微増していますが、目標値に達成していない状

況です。 

平成 27 年度、平成 28年度の実施率は上昇しましたが、いずれも登米市国民健康

保険の目標値を下回っています。 

 

表５ 登米市国民健康保険の特定健康診査・特定保健指導法定報告数値 

    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 

目標 
特定健康診査受診率 61.0% 62.0% 63.0% 64.0% 65.0% 

特定保健指導実施率 7.0% 9.0% 11.0% 13.0% 15.0% 

実績 
特定健康診査受診率 61.3% 62.3% 62.5% 62.7% 62.1% 

特定保健指導実施率 6.7% 6.3% 8.5% 9.0% 8.6% 

対象者数（４月１日時点） 17,322 16,821 16,281 15,580 15,504 

特定健康診査受診者数 10,626 10,478 10,178 9,779 9,626 

特定保健指導対象者数 1,959 1,832 1,748 1,627 1,660 

  動機付け支援対象者数 1,122 1,104 1,083 1,038 1,074 

  積極的支援対象者数 837 728 665 589 586 

特定保健指導実施者数 132 115 148 147 142 

  動機付け支援実施者数 91 92 115 117 116 

  積極的支援実施者数 41 23 33 30 26 

※平成２９年度については推計値 
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表６ 宮城県（市町村国民健康保険）の特定健康診査・特定保健指導法定報告数値 

 
 

 

男女別の特定健康診査受診率・特定保健指導実施率を見てみると、全ての年度で

女性が男性を上回っています。 

 

図４ 男女別特定健康診査受診率 

 
 図５ 男女別特定保健指導実施率 

 
     

 

 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
特定健康診査受診率 45.2% 45.9% 46.6% 47.3%
特定保健指導実施率 16.7% 17.1% 17.6% 18.8%

390,637 383,261 372,060 356,627
176,465 176,036 173,203 168,635
24,908 24,438 23,877 23,523

動機付け支援対象者数 16,999 17,080 16,920 16,962
積極的支援対象者数 7,909 7,358 6,957 6,561

4,149 4,183 4,201 4,434
動機付け支援実施者数 3,196 3,265 3,344 3,624
積極的支援実施者数 953 918 857 810

実績

対象者数（４月１日時点）
特定健康診査受診者数
特定保健指導対象者数

特定保健指導実施者数

H25 H26 H27 H28

男 5.4% 4.0% 7.4% 6.6%

女 9.5% 10.9% 10.5% 13.7%
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10.0%
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地区別の特定健康診査受診率は、登米、東和、中田、石越、津山地区が 60％以上

を維持しており、迫、米山地区が低くなっています。 

 

図６ 特定健康診査受診率 

  
 

また、特定保健指導の実施率は、動機付け支援では中田・米山地区で増加してい

ます。 

  積極的支援は、迫地区が増加傾向にあります。 

 

図７ 特定保健指導実施率（動機付け支援・積極的支援） 

 

迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山

H25 57.0% 66.4% 62.5% 66.8% 58.5% 55.0% 64.9% 55.5% 63.5%

H26 58.6% 64.9% 62.4% 64.7% 57.1% 55.6% 64.5% 57.5% 64.2%

H27 57.7% 65.7% 63.2% 65.3% 57.4% 56.3% 65.4% 57.8% 65.1%

H28 57.7% 66.6% 62.7% 64.8% 57.9% 56.3% 64.2% 59.1% 66.1%

H29 57.3% 65.4% 63.4% 63.9% 59.3% 58.2% 65.6% 58.6% 65.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%
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（２）特定健康診査・特定保健指導の結果 

平成 28年度特定健康診査等の結果（図８）をみると、ＨｂＡ１ｃと収縮期血圧の

有所見率が 40 歳代から 50 歳代にかけて高くなっており，ＬＤＬコレステロールの

有所見率も全年代で高くなっています。 

 

図８ 要指導・要医療対象者の有所見率（ＫＤＢ平成２８年度累計） 

 

平成 25 年度から 28 年度の特定健康診査結果（表６）では、メタボリックシンド

ローム該当者の割合は男女とも年々増加傾向にあります。また、予備群の割合は横

ばい傾向にあります。 

平成 28 年度の結果から、メタボリックシンドローム該当者は男性が 30.6％、女

性が 12.9％、予備群は男性 17.0％、女性 5.9％と男性が女性の概ね３倍の割合とな

っています。しかし、県内の市町村を比較してみると、女性のメタボリックシンド

ローム該当者は、平均より高い状況となっています。 



 

- 10 - 

表７ メタボリックシンドローム該当者・症候群の割合（法定報告値） 

特定保健指導対象者の改善状況を、前年度よりも特定保健指導の区分が改善（積

極的支援→動機付け支援・情報提供、動機付け支援→情報提供）されている対象者

の割合でみると、特定保健指導終了者の改善率は、動機付け支援 32.4％、積極的支

援 52.9％となっています。 

一方、特定保健指導未利用者の改善率は、動機付け支援の対象者になった方で

14.8％、積極的支援対象者になった方では 26.0％となっています。 

 

図９ 特定保健指導対象者のリスク改善割合（H27～H28） 

 

32.4%

14.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

終了者 未利用者

動機付け支援対象者

年度 
メタボリックシンドローム

該当者（％） 

メタボリックシンドローム

予備群（％） 

平成 25年度 

男 28.6 18.9 

女 11.9 6.6 

総計 20.2 12.7 

平成 26年度 

男 29.7 18.4 

女 12.4 6.2 

総計 20.9 12.2 

平成 27年度 

男 29.9 18.9 

女 13.2 6.0 

総計 21.3 12.3 

平成 28年度 

男 30.6 17.1 

女 13.0 5.9 

総計 21.8 11.5 

平成 28年度

市町村平均 

男 32.1 16.8 

女 12.2 6.0 

総計 20.8 10.7 
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（３）特定健康診査・特定保健指導の評価と課題 

 

特定健康診査の結果をみると、メタボリックシンドロームのリスクとされるＨｂＡ

１ｃ、血圧の有所見率が 40歳代から 50歳代にかけて高くなっており、ＬＤＬコレス

テロールについては年代に関係なく高い状況となっています。また生活習慣病の６

大疾病の状況は、高血圧や脂質異常症、糖尿病が 30歳代から 40歳代に増加し始め、

40歳代に急増しています。第２期の計画策定時に比べ増加する年代が若年化してい

る傾向にあります。このような状況から、生活習慣病予防のためには、若い世代か

ら行動変容を促す対策が重要です。 

特定健康診査の受診率については、実施目標に届かない年があったものの、県内

では上位となっています。その反面、特定保健指導の実施率は県内でも低く、実施

目標に達していません。これは、特定保健指導対象者となっても、特定保健指導を

利用しない対象者が固定化しているということも一因として挙げられます。今後も

様々な機会を利用し、特定保健指導の重要性を啓発し利用者を増やしていく取り組

みが必要です。 

また、特定保健指導の対象となった方への対応とともに、特定保健指導の対象外

であっても、様々なリスクのある方へのアプローチも積極的に行っていくことが、

疾病予防と重症化予防につながっていきます。特定健康診査の結果から対象者をき

ちんと把握し、生活実態に合わせた保健指導を実施していく必要があります。 

特定保健指導の未利用者に関しては、利用者に比べリスクが改善した割合が少な

いものの、改善した方もいるということは、「健診を毎年受ける」ことが自分の体の

状態や変化に関心を持ち、日頃の健康管理につながっているものと考えられます。

リスクの改善のためには、今後も健診受診率の維持向上を目指すことも重要です。 

 

52.9%

26.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

終了者 未利用者

積極的支援対象者
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第３章 第３期計画                     

１ 第３期計画における国の特定健康診査・特定保健指導の考え方 

特定健康診査・特定保健指導の特徴、目的、内容、対象者、方法、評価等について、

国から示された基本的な考え方は表１のとおりとなります。これまで、保健指導の必

要に応じて行われていた「情報提供」が健診受診者全員となり、評価方法についても

アウトプット評価に加え、アウトカム評価やプロセス評価、ストラクチャー評価を含

めた総合的な評価をすることが示されました。 

 

表１ 内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導の基本的な考え

方について 

  かつての健診・保健指導   
最新の科

学的知識

と、課題

抽出のた

めの分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
行 動 変 容

を 促 す 手

法 

これからの健診・保健指導 

健診・保健 

指導の関係 

 
健診に付加した保健指導 

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 

特 徴 
 プロセス（過程）重視の保健指

導 
結果を出す保健指導 

目 的 
 

個別疾患の早期発見・早期治療 
内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容 
リスクの重複がある対象者に対し、医師、保健師、管理栄養士等

が早期に介入し、行動変容につながる保健指導を行う 

内 容 
健診結果の伝達、理想的な生活

習慣に係る一般的な情報提供 

自己選択と行動変容 
対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣との関係を理解

し、生活習慣の改善を自らが選択し、行動変容につなげる 

保健指導 

の対象者 

健診結果で「要指導」と指摘さ

れ、健康教育等保健事業に参加

した者 

健診受診者全員に対し情報提供、必要度に応じ、階

層化された保健指導を提供 
リスクに基づく優先順位をつけ、保健指導の必要性に応じて「動

機づけ支援」「積極的支援」を行う 

方 法 

 
一時点の健診結果のみに基づ

く保健指導 

画一的な保健指導 

健診結果の経年変化及び将来予測を踏まえた保健指導 
データ分析等を通じて集団としての健康課題を設定し、目標に沿

った保健指導を計画的に実施。個々人の健診結果を読み解くとと

もに、ライフスタイルを考慮した保健指導 

評 価 
 アウトプット（事業実施量）評

価（実施回数や参加人数） 

アウトプット評価に加え、アウトカム評価やプロ

セス評価、ストラクチャー評価を含めた総合的な

評価 

実施主体  市町村 保険者 

厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム」 
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２ 受診目標の設定 

国が示した目標値は、特定健康診査・特定保健指導ともに平成 35 年度時点で 60％

としていますが、第２期計画での実施率向上に向けた取り組みにより国の水準を上回

っていることから、独自の目標値を設定しました。 

登米市の第２期計画期間における特定健康診査受診率は県内でも上位となる 60％

以上で推移し、すでに国の示す第２期期間の目標値の水準に達しています。また、第

２期の分析から、特定健康診査を継続して受診することでリスク改善につながるとい

う結果があります。 

しかし、事業の周知や地区組織の活動により国の水準は上回ったものの、第２期計

画での目標には届かなったことから、受診率の更なる向上を目指し、第３期計画では

第２期の実績を踏まえて目標値を 65.5％とします。 

特定保健指導実施率についても、第２期計画の目標には届かなったことから、終了

率の更なる向上を目指し、第３期計画では第２期の実績を踏まえて目標値 15％を目標

値とします。 

登米市国民健康保険における目標値は、次のとおり設定します。 

 

３ 特定健康診査の対象者数など 

特定健康診査の対象者数は、平成 30 年度～35 年度における国民健康保険被保険者

数（見込み）及び特定健康診査受診率の目標値から算出すると表８のとおりとなりま

す。  

 

表８ 特定健康診査の対象者(推計) 

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 

被 保 険 者

数 
20,381 19,801 19,382 19,118 19,003 19,031 

対 象 者

（人） 
16,133 15,982 15,947 16,024 16,214 16,516 

目標率 63.0％ 63.5％ 64.0％ 64.5％ 65.0％ 65.5％ 

健 診 受 診

目標人数  

対 象 者

（人）×目

標率 

10,164 10,148 10,206 10,336 10,539 10,818 

 ※対象者数は、平成 25年～29年の国民健康保険被保険者数（５歳ごと）の増減率を基に、５年

間の増減を推計したものです。 
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４ 特定保健指導の対象者数など 

特定健康診査受診者に対しては、健診結果及び質問項目をもとに階層化し、適切な

保健指導（情報提供、積極的支援または動機付け支援）を行うことになります。  

特定保健指導の対象者数は、特定保健指導実施率の目標値から算出すると表９のと

おりとなります。 

 

表９ 特定保健指導の対象者(推計) 

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 

保健指導対象者 1,769  1,766  1,776  1,798  1,834  1,882 

内 

積極的支援対象者 
694  693  697  705  719  738  

内 

動機付け支援対象者 
1,075  1,073  1,079  1,093  1,115  1,144  

目標率 10.0％ 11.0％ 12.0％ 13.0％ 14.0％ 15.0％ 

保健指導実施目標人数 

対象者（人）×目標率 
176  194  214  234  257  283  

内 

積極的支援実施目標 

人数 

69  76  84  92  101  111  

内 

動機付け支援実施目

標人数 

107  118  130  142  156  172  

※特定保健指導の対象者の割合（発生率）は、登米市における H25～H28の平均割合（積極的支

援 6.8％、動機付け支援 10.6％）を使用し推計しています。 
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５ 具体的な取り組み内容 

本市の国保における特定健康診査の受診率については、国が定めた目標値を上回る

目標値を設定するとともに、特定保健指導の実施率は第２期の実績を踏まえ目標値を

設定し、第１期及び第２期の評価や課題、取り組みを継続しつつ、新たな取り組みも

実施します。 

 

表１０ 第２期計画と第３期計画の取り組み比較表 

区分 第２期計画期間における取り組み（継続実施） 第３期計画期間の新たな取り組み 

個
別
通
知 

受診票世帯毎発送 通知券受診票をカラー作成し、見やす

い内容に変更 

 

特定保健指導利用勧

奨通知 

特定健康診査結果を送付する際、特定

保健指導利用を勧奨するチラシを配布 

特定保健指導の申込みを健診結果通

知後に行い、より明確に利用を勧奨

する 

広
報
・
啓
発
活
動 

広報紙掲載 市内各会場及び日程の周知 

特定健康診査や特定保健指導の記事を

定期的に掲載 

 

ホームページ 特定健康診査・特定保健指導の制度を

周知 

 

リーフレット配布 特定健康診査・特定保健指導の勧奨リ

ーフレットを作成し、全戸配布または

申込時に同時配布 

 

20～39 歳の健診 正しい生活習慣に関する普及啓発のた

め 40 歳未満の世代にも積極的に健診

を実施 

 

コミュニティ FM の

活用 

コミュニティ FM を利用した特定健康

診査等の周知 

 

地域による周知・勧

奨 

保健活動推進員等を通じて地域での周

知・勧奨の強化 

特定保健指導のモデル地区を設定

し、特定保健指導利用を強化する 

評価時期の変更の周

知 

 特定保健指導の評価時期の変更をリ

ーフレット等で周知 

職域への働きかけ  国民健康保険の被保険者が多い職域

に特定保健指導の啓発 

利
便
性
の 

 

向
上 

実施時間の拡大 休日に実施  

受診会場の拡大 居住する地域以外の会場でも受診可能  

各種検診の同時実施 結核や各がん検診と同時実施  

そ
の
他 

対象者の適切な把握 対象除外者の把握精度の向上  

意向調査の実施  対象者に意向調査を実施し、特定保

健指導の周知方法を検討 
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第４章 特定健康診査・特定保健指導の実施方法         

 被保険者が受診しやすい健診体制とするため、次の内容により実施します。 

 

１ 特定健康診査 

（１）実施場所 

特定健康診査は、民間健診機関への委託実施とし、期間と場所を定めて、市内の

支所単位で、総合健診の形態で実施します。 

（２）実施時期 

  特定健康診査は、５月から 10月末まで実施します。 

（３）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方を、

的確に抽出するための健診項目とします。  

さらに、従来有所見率の高かった血清尿酸検査を登米市独自項目として追加し実

施します。 

また、詳細な健診の項目となっている貧血検査、クレアチニン検査についても、

有所見率が高いため登米市の基本的な項目として追加します。 

① 基本的な健診項目  

（ア）質問項目（服薬歴、喫煙歴等） 

（イ）身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲） 

（ウ）理学的検査（身体診察） 

（エ）血圧測定、血中脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステ

ロール）  

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

（カ）血糖検査（ＨｂＡ１ｃ） 

（キ）尿検査（尿糖、尿蛋白） 

＜追加項目＞ 

（ク）貧血検査（ヘマトクリット値、血色素測定（ヘモグロビン）、赤血球数）  

（ケ）血清尿酸検査 

（コ）クレアチニン検査 

② 詳細な健診項目  

一定の基準の下、医師が必要と判断したものを選択して実施します。 

（ア）心電図検査  

（イ）眼底検査  
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（４）特定健康診査の自己負担 

登米市では、平成 17年度の合併以来、市民の生活習慣病予防の推進を図る観点か

ら、基本健診における自己負担金を無料として進めてきました。 

平成 20 年度から始まった特定健康診査においても、住民負担について無料とし

ています。平成 31年度以降の個人負担に関しては、毎年度事業全体の状況を見なが

ら検討するものとします。 

（５）周知・案内方法  

がん検診の申し込み時に合わせパンフレットを送付し、受診対象者には、毎年特

定健康診査開始月の概ね１か月前までに、特定健康診査受診券を送付します。 

（６）特定健康診査の委託 

特定健康診査業務の委託先については、受診者の利便性への配慮、適正な精度管

理の実施など、特定健康診査の質の低下が起こらないよう考慮しながら選定します。  

（７）情報提供 

情報提供については、結果通知と同時にするものとし、健診結果や質問票から対

象者の状況に合わせて具体的な改善方法などを情報提供します。対象者の身近で活

用できる運動施設や運動教室など社会資源などに関する情報も伝えます。 

 

２ 特定保健指導 

 

（１）基本的な考え方 

特定保健指導は、生活習慣病の予備群を生活習慣病に移行させないため、予備群

対象者が健診結果を理解して身体の変化に気づき、自らの生活習慣を振り返り、生

活習慣を改善するための行動目標を設定することや、対象者自らが行動目標を実践

することにより、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。 

市では、特に、メタボリックシンドロームの軽症のうちからの予防に重点をおき、

リスク因子の少ない動機づけ支援の対象者に対して、国が示す標準的な保健指導の

プログラムに基づいて支援していきます。 

さらに、日常的に健康情報の伝達などポピュレーションアプローチの環境づくり

や、健康づくりのための社会資源の活用、地域・職場における自主グループ、ボラ

ンティア等との協働による体制整備を推進していきます。 
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（２） 特定保健指導対象者 

特定健康診査の結果、健康の保持に努める必要がある者を対象とし、内臓脂肪蓄

積の程度と併せて、高血糖、高血圧等リスク因子の数や年齢に応じ、情報提供後、

動機付け支援と積極的支援のレベルに分け保健指導を行います。具体的には、以下

の方が対象者となります。 

 

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 

８５ｃｍ以上（男性） 

９０ｃｍ以上（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 

ＢＭＩ２５以上 

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   

※喫煙歴の斜線は、判定が喫煙の有無に関係ないことを意味する。 

①血糖（空腹時血糖 100mg/dl以上または HbA1c5.6％以上（NGSP値）または随時血糖 100mg/dl以

上） 

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） 

BMI（肥満度を測るための指標。「体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)」で算出される 

 

（３）特定保健指導の実施方法 

  ① 各総合支所単位で実施します。 

② ３か月以上にわたり何回も継続した支援が必要なことから、健診機関等に委

託し、対象者情報の共有化を図りながら行っていきます。 

  ③ 対象者に対して、健診結果と併せて特定保健指導の案内を送付します。 

 

（４）特定保健指導の自己負担 

指導に係る個人負担は、特定健康診査と同様に平成 20 年度の開始以来無料とし

ています。平成 30年度以降の個人負担に関しては、毎年度事業全体の状況を見なが

ら検討するものとします。 
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（５）特定保健指導プログラム 

  ① 動機付け支援 

  （ア）目的 

対象者が自らの生活習慣を振り返り、行動計画を立てられるようになるとと

もに、特定保健指導終了後、対象者がすぐに実践に移り、その生活が継続でき

ることを目指します。 

（イ）実施時期・頻度 

    ・初回面接は、原則的に、健診受診から３か月以内に実施します。 

・初回面接と中間の支援レター（健康情報）とグループ支援（積極的支援）

の支援とします。 

    ・初回面接から３か月以上経過後に評価をします。 

  （ウ）支援内容 

       

項目 支援方法 内   容 

初回面接 グループ支

援または、個

別支援 

・グループ支援では、具体的な事例を通

し、生活習慣改善の必要性や生活習

慣を改善するメリットを説明する 

・個別支援では、自らが生活習慣を振り

返り（市独自のアセスメント表使

用）、行動目標・行動計画を立てられ

るよう支援 

・生活習慣の改善に必要な実践的な指

導をする 

・体重・腹囲の計測方法の説明 

継続支援（１～

３か月後） 

支援レター ・改善した生活が継続できるように、運

動習慣や食について、健康情報を提

供する 

３か月評価 通信または

個別支援 

・設定した個人の目標が達成されてい

るか、身体状況や生活習慣に変化が

みられたか評価する 

 具体的には、体重・腹囲・目標の達成

度・行動変容の状況など。 

  ② 積極的支援 

  （ア）目的 

対象者が自らの生活習慣を振り返り、行動目標を設定し、目標達成に向けた

実践に取り組みながら、支援プログラム終了後もその生活が継続できることを

目指します。 
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（イ）実施時期・頻度 

    ・初回面接は、原則的に、健診受診から３か月以内に実施します。 

    ・３か月以上継続して支援します。 

・個別支援とグループ支援など合わせて、180 ポイント以上の支援を実施し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （ウ）支援内容 

       

支援の種類 支援方法 内   容 

初回面接 グループ支援ま

たは、個別支援 

・生活習慣改善の必要性や生活習慣

を改善するメリットの説明 

・自らが生活習慣を振り返りながら、

行動目標・行動計画を立てられる

よう支援 

・生活習慣の改善に必要な実践的な

指導 

・体重・腹囲の計測方法を説明 

継続的な支援 

 

グ ル ー プ 支 援

（２回） 

個別支援（１回） 

通信支援（１回） 

等 

・対象者の目標を達成するために、栄

養・運動等の生活習慣の改善に必

要な実践的な指導を行う 

・必要な社会資源の紹介等を行う 

・中間評価を行う 

３か月評価 個別支援 ・設定した個人の目標が達成されて

いるか、身体状況や生活習慣に変

化がみられたか評価する。具体的

には、体重・腹囲・目標の達成度・

行動変容の状況など。 

       ＊「個別支援」とは、来所による個別相談などによる支援、「グループ支援」とは、

集団指導やグループワークなどによる支援、「通信支援」とは、電話やメール、

郵送などによる支援方法をいいます。 

  

ポイントの換算 

① 積極的関与タイプ（支援Ａ） 

個別支援     ５分 20 ポイント 

 グループ支援  １０分 10 ポイント 

 電話支援     ５分 15 ポイント 

 電子メール   １往復 40 ポイント 

②励ましタイプ（支援Ｂ） 

 個別支援     ５分 10 ポイント 

 電話支援     ５分 10 ポイント 

 電子メール   １往復  5 ポイント 
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（エ）委託先との連携 

・支援方法、媒体など特定保健指導について、実施前に十分打合せを行いま

す。 

・カンファレンスを一緒に行うなど参加者の情報について共有化を図ります。 

・特定保健指導終了後に、参加者の満足度や生活習慣の改善度など評価を行

います。 

  （オ）その他 

支援プログラムは、同じ対象者に毎年同じ内容を繰り返すのではなく、特定

保健指導の結果を評価するとともに、対象者の特性に合わせ、常に効果的な内

容の改善に努めます。 

 

（６）特定保健指導の未実施者対策 

① 参加しなかった方に対しては、訪問や電話等で重点的に勧奨を行います。 

  ② 市の広報紙やホームページ等活用して、特定保健指導の重要性について、健

診の受診勧奨と併せて啓発していきます。 

  ③ 地域の保健活動推進員、食生活改善推進員、区長を通じて、特定保健指導の

重要性を啓発します。 

  ④ 健診機関や栄養士会の活用により、動機付け支援の実施体制強化を検討しま

す。 

⑤ 地区における健康教室の中で、動機付け支援初回面接を実施する体制を検討

します。 

 

３ 事業主健診との連携 

登米市国民健康保険の被保険者で、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）に定

める事業主による健康診断を受診したもののデータについては、健診結果の提供を受

け、その結果を特定健康診査の受診率に反映するよう努めます。 
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第５章 計画の公表・周知及び個人情報の保護         

 

１ 特定健康診査等実施計画の公表 

高齢者の医療の確保に関する法律第 19 条第３項の規定に基づき、本計画をホーム

ページに掲載して公表します。 

２ 趣旨の普及啓発及び情報提供 

全対象者に特定健康診査・特定保健指導の必要性を理解していただくため、申込時

や結果通知の発送時の機会などを捉えて、趣旨の普及啓発に努めます。 

３ 個人情報の取り扱い 

個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン並びに登米市個人情報

保護条例等を踏まえた対応を行います。 

また、特定健康診査または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とともに、業務委託先の履行状況を管

理していきます。なお、特定健康診査・特定保健指導のデータの保存年限は原則５年

とし、保存期限経過後は適切に消去・廃棄します。 

 

第６章 第３期計画の推進                 

 

この特定健康診査等実施計画は、平成３０年度から平成３５年度までの６年間とし、

健診結果や生活習慣の改善状況などの短期間で評価ができる事項については「元気と

め食育２１計画」の最終年度である平成３２年度に合わせ、中間評価を行うものとし

ます。 

特定健康診査の実施に当たっては、市で実施する各種がん検診等、市民の利便性を

考慮しながら実施することとします。  

また、第２期では、生活習慣病の若年化が進んでいる傾向があるため、40歳未満の

若い世代から生活習慣病に関心を持ち、生活習慣を見直すことがメタボリックシンド

ロームの予防に有効ととらえ、登米市では 20～39 歳の若い世代の被保険者に対して

も特定健康診査と同様の健診を実施します。なお、特定保健指導の対象外であっても、

様々なリスクのある方へのアプローチも積極的に行っていくことが、疾病の予防と重

症化予防につながるため、特定健康診査の結果から対象者を把握し、生活実態に合わ

せた保健指導を実施します。 

生活習慣病予防の意識向上のため、年代や各種団体ごとの生活実態にあわせ、効果

的に健康教育を実施するとともに、喫煙に関してもあらゆる機会を活用して関連づけ

た健康教育・相談を実施します。 
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【用語解説】 

○生活習慣病 
生活習慣が要因となって発生する諸疾病を指し、食習慣や運動習慣、休養、

喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群をいいます。 
○脂質異常症等 

血液中の脂質、具体的にはコレステロールや中性脂肪（トリグリセリド）が、
多過ぎる病気のことです。 

○虚血性心疾患 
心臓を動かす筋肉（心筋）に栄養分や酸素を運ぶ冠動脈が、動脈硬化などで

狭くなったり閉塞して、心臓の機能が低下したり、心筋に壊死（えし）が起こ
る病気で、狭心症と心筋梗塞を総称したものです。 

○脳血管疾患等 

脳動脈に異常が起きることが原因でおこる病気で、脳血管疾患にはいろいろ
な種類がありますが、最もよく知られているのが脳卒中です。 

○メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群） 
内臓脂肪型肥満を共通の要因として高血糖、脂質異常、高血圧が引き起こさ

れる状態で、それぞれが重複した場合は命にかかわる病気を招くこともありま
す。ただし、食べ過ぎや運動不足など、悪い生活習慣の積み重ねが原因となっ
て起こるため、生活習慣の改善によって、予防・改善できます。 

○国保の「退職」 
退職国保の対象者は、厚生年金や共済年金などの年金の加入期間が 20 年以

上あり、老齢（退職）年金の受給権のある方などで、「退職被保険者」のことで
す。 

○レセプト 
患者が受けた診療について、医療機関が保険者（市町村や健康保険組合等）

に請求する医療費の明細書のこと。診療報酬明細書（医科・歯科の場合）又は
調剤報酬明細書（薬局における調剤の場合）ともいいます。 

○中性脂肪 
中性脂肪は、検査数値が高くてもこれといった自覚症状がありません。しか

し、中性脂肪値を高いままで、長く放置しておくと、血管の老化が着実に進み、
動脈硬化から心臓疾患、脳血管疾患に一直線に進みかねません。 

○HDLコレステロール 
ＨＤＬコレステロールは、「善玉コレステロール」と呼ばれ、血管内壁に沈着

し動脈硬化を引き起こすコレステロールを肝臓まで運ぶ働きをしています。動
脈硬化に対して予防的に作用します。 

○HbA１c 
高血糖状態が長期間続くと、血管内の余分なブドウ糖は体内の蛋白と結合し

ます。この際、赤血球の蛋白であるヘモグロビン（Ｈｂ）とブドウ糖が結合した
ものがグリコヘモグロビンです。このグリコヘモグロビンには何種類かあり、
糖尿病と密接な関係を有するものが、HbA1c（ヘモグロビン・エイワンシー）で
す。 

○収縮期血圧 
心臓が収縮したときの血圧。血液が心臓から全身に送り出された状態で、血

圧が最も高くなるため、最高血圧とも呼ばれます。血圧値は血管の硬さ（血管

http://kotobank.jp/word/%E6%A0%84%E9%A4%8A%E5%88%86
http://kotobank.jp/word/%E5%86%A0%E5%8B%95%E8%84%88
http://kotobank.jp/word/%E7%8B%AD%E5%BF%83%E7%97%87
http://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E7%AD%8B%E6%A2%97%E5%A1%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%A3%E8%80%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BA%E7%99%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E9%96%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%B1%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%BF%E5%89%A4
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/114874/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/68105/m0u/
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抵抗）と血液量（心拍出量）によって決まります。血液の粘度が高くなったり、

血管が硬化したりすると、血液が流れにくくなり、血管壁にかかる圧力が高く
なります。収縮期血圧の正常値は 100～140mmHgとされ、140mmHg以上で高血圧
と診断されます。 

○クレアチニン 
酸の一種で尿酸や尿素窒素と同様に、代謝されてできた老廃物の一つです。

腎臓が正常にはたらいていれば尿となりまる。血液中に多いということは腎機
能に問題があると考えられるため、腎機能の検査項目として利用されます。 

○ＢＭＩ 
体重（体格）指数のことで、体重÷身長÷身長で算出される体重（体格）の

指標です。 

日本肥満学会では、ＢＭＩ22の場合を標準としており、25以上の場合を肥満、

18.5未満である場合を低体重としています。 

○ストラクチャー 
構造。ここでは健診・保健指導を実施する際の構成因子を指します。物的資

源（ 施設、設備、資金等）、人的資源（ 職員数、職員の資質等）、組織的資源
（ スタッフ組織、相互検討の仕組み、償還制度等） 等があります。 

○プロセス 
過程。ここでは保健医療従事者の活動（ 情報収集、問題分析、目標設定、事

業の実施状況等）を指します。 
○アウトプット 

事業実施量。ここでは実施された事業におけるサービスの実施状況や業務量
を指します。 

○アウトカム 

結果。ここでは対象者の健康状態への効果、知識の普及、健康行動、保健医

療サービス満足度等を指します。 

○コミュニティＦＭ 

（株）登米コミュニティエフエム（迫町佐沼）が運営する、周波数 76.7 MHz

でＦＭラジオ番組として開局している「Ｈ＠！ＦＭ （ はっとエフエム ）」を

いいます。 

○血清尿酸 

血清尿酸値が高くなると、関節などに激痛を伴う痛風に進行します。糖尿病

や高血圧症、高脂血症などを合併すると、心筋梗塞や狭心症を招くこともあり

ます。 

○ポピュレーションアプローチ 

疾患を発生しやすい高いリスクをもった人を対象に絞り込んで対処していく
手法「ハイリスクアプローチ」に対して、対象を一部に限定しないで集団全体
へアプローチすることで、全体としてリスクを下げていこうという手法をいい

ます。 
○リスク因子 

多くの疾患は、体質にさまざまな因子が複合して発症すると考えられていま
す。その個々の因子をリスク因子といいます。 

○カンファレンス 

専門的な協議を行う事例検討会 

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/72641/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/72641/m0u/
http://www.weblio.jp/content/%E5%A4%9A%E3%81%8F
http://www.weblio.jp/content/%E7%96%BE%E6%82%A3
http://www.weblio.jp/content/%E4%BD%93%E8%B3%AA
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%BE%E3%81%AA
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%BE%E3%81%AA
http://www.weblio.jp/content/%E8%A4%87%E5%90%88
http://www.weblio.jp/content/%E7%99%BA%E7%97%87
http://www.weblio.jp/content/%E8%80%83%E3%81%88
http://www.weblio.jp/content/%E5%80%8B%E3%80%85
http://www.weblio.jp/content/%E5%9B%A0%E5%AD%90
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