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序章 計画策定に当たって 
 

１ 特定健康診査・特定保健指導の導入の趣旨 
 

我が国は、国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けられる医療制度を

実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。しかし

ながら、急速な少子高齢化、経済低成長への移行、国民生活の意識の変化など、

大きな環境変化に直面しており、国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわた

り持続可能なものとしていくためには、その構造改革が急務となっています。 

このような状況に対応するため、医療制度改革大綱に基づき、『安心・信頼

の医療の確保と予防の重視』、『医療費適正化の総合的な推進』、『超高齢社会を

展望した新たな医療保険制度体系の実現』を基本的な考え方として、平成 18

年度に関係法令が改正され、医療制度改革が順次実施されています。 

市町村国民健康保険や政管健保等の保険者には、平成 20 年 4 月から施行さ

れる『高齢者の医療の確保に関する法律（「以下、法という」）に基づいて、特

定健康診査・特定保健指導の実施が義務付けられました。この取り組みにより、

平成 27 年度には平成 20 年度と比較して糖尿病等の生活習慣病有病者・予備

群を 25％減少させることとしており、中長期的な医療費の延びの適正化を図

るとともに国民の健康の確保、ひいては質の高い医療サービスが適切に提供さ

れる医療提供体制を確立するとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病 
 

特定健康審査・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・予備群とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ（内臓脂肪症候群）に着目する意義 
 

メタボリックシンドロームという概念は、「高血糖、高血圧、高脂血などは、

別々に進行するのではなく、内臓肥満による代謝機能の不調がその共通原因で

ある。」という考え方です。すなわち、この内臓脂肪を解消することにより、

高血糖、高血圧、高脂血も改善されることとなり、それらの進行を阻止し、重

症化や合併症の発症を抑えることが可能になるというものです。このメタボリ

ックシンドローム対策が有効であると考えられる理由として、①肥満者の多く

が糖尿病、高血圧症、高脂血症の危険因子を併せもっていること。②この危険

因子が重なるほど脳卒中や心疾患などの合併症を発症する危険が増大するこ

と。③生活習慣の改善により危険因子の全てが改善することなどがあげられて

います。 

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の改善で予防できる対象者を絞り込

むことが可能であり、リスクの数に応じて特定保健指導に優先順位をつけるこ

とができることなどから、特定健康診査等にその概念が導入されました。 

 

～メタボリックシンドロームとは？～ 

内臓の周囲に脂肪がたまる肥満（内臓脂肪型肥満）に加えて、『高血圧』『高血糖』『脂

質異常』といった生活習慣病の危険因子（リスク）を複数併せ持っている状態のこと

をいいます。 



４ 新しい特定健康診査等の基本的な考え方について 
 
新しい特定健康診査は、メタボリックシンドロームに着目し、特定保健指導

を必要とする人を抽出するための健康診査という位置づけとなります。 

また、特定保健指導は、メタボリックシンドロームに着目して、特定健康診

査の結果から対象者が生活習慣病となるリスクを把握し、そのリスクに応じて

早期に生活習慣の改善のために介入を行うというものです。リスクの数など一

定の基準により判定し、『動機付け支援』『積極的支援』の 2種類の保健指導を

行います。この２種類の保健指導を『特定保健指導』といいます。 

これまでの健診・保健指導 これからの健診・保健指導

健診･保健
指導の関

係

健診に附加した保健指
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対象
者を抽出する健診

特        徴
過程重視の保健指導
(40歳以上の全市民を
対象）

成果を数値で出す保健指導（40歳
以上75歳未満の国民健康保険被
保険者を対象）

目        的
個別疾患の早期発見・
早期治療

内臓脂肪肥満に着目した早期介
入・行動変容

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

生活習慣の改善を自らが選択して
行動変容へつなげる

保健指導
の対象者

健診結果で「要指導」と
指摘された健康教育等
の保険事業に参加した
人

健診受診者全員に対し、必要性に
応じ階層化された保健指導を提供

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（保険者
データ等の活用）

評        価
事業実施量評価（アウト
プット）

結果評価（アウトカム）

実施主体 市町村 医療保険者（国保や社保）

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
す方法



５ 計画の性格 
 
この計画は、特定健康診査等基本指針（高齢者の医療の確保に関する法律第

１８条）に基づき、石狩市国民健康保険が策定する計画です。都道府県医療費

適正化計画と十分な整合性を図るものとしています。 

 

 

６ 計画の期間 
 

この計画は５年を１期として、第１期は平成２０年度から平成２４年度とし、

５年ごとに見直しを行います。また、必要に応じて見直し・検討を行います。 

 

 

７ 計画の目標 
 
本計画を実行するにあたり、「特定健康診査の実施に係る目標」「特定保健指

導の実施に係る目標」「特定健康診査等の実施の成果に係る目標」についてそ

れぞれ数値目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 石狩市の現状 
 
（１）人口・高齢化率  61,328人（平成 19年 3月 31日） 

65歳以上の人口（再掲）12,160人 

 

   

高齢化率の推移

平成17年度末 平成18年度末

19.00% 19.80%  

 

 

（２）被保険者数の推移 

本市の一般及び退職保険者数は、平成 18年度では、16,487人で、市の

人口に占める割合である加入率は 26.88％となっています。 

 

平成14年度
伸率% 伸率% 伸率% 伸率%

石狩市人口 55,910 56,034 0.22 56,278 0.44 61,161 8.68 61,328 0.27

国保被保険者数 12,169 12,782 5.04 13,669 6.94 14,984 9.62 16,487 10.03

（一般被保険者） 10,080 10,347 2.65 10,777 4.16 11,510 6.8 12,399 7.72

(退職被保険者） 2,089 2,435 16.56 2,892 18.77 3,474 20.12 4,088 17.67

一般＋退職被保険
者の加入率(%)

21.77 22.81 24.29 24.50 26.88

（単位：人）

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

 ※後期高齢者医療制度が開始となることから、上記集計には、75歳以上等の老人医 

  療対象被保険者数は除いて集計している。 

 

 

 

 

 



（３）医療費の推移 

本市における、一般被保険者及び退職被保険者の一人当たりの療養諸費

（療養の給付等及び療養費等の合計）の推移については、全国平均に比

べ高い数値となっています。今後、高齢化が進むにつれ、一人当たりの

療養諸費については増加していくものと思われます。 

 

年度 区分 一般被保険者 対前年度伸率 退職被保険者 対前年度伸率

石狩市 226,047 ▲ 1.7 439,241 ▲ 0.8
石狩管内 233,535 ▲ 2.6 419,108 ▲ 5.0
全道 237,647 ▲ 2.4 418,832 ▲ 4.0
全国 188,972 ▲ 1.7 356,921 ▲ 3.1
石狩市 223,733 ▲ 1.0 420,439 ▲ 4.3
石狩管内 237,139 1.5 424,244 1.2
全道 241,801 1.7 422,736 0.9
全国 195,722 3.6 362,771 1.6
石狩市 225,924 1.0 466,504 11.0
石狩管内 241,814 2.0 429,959 1.3
全道 248,899 2.9 425,657 0.7
全国 201,946 3.2 370,108 2.0
石狩市 249,211 10.3 430,898 ▲ 7.6
石狩管内 250,722 3.7 448,083 4.2
全道 259,691 4.3 443,322 4.2
全国 212,243 5.1 388,317 4.9

16

17

(単位:円、％）

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）疾病の状況 

被保険者の疾病状況を見ると（疾病分類 20分類）、「循環器系の疾患」

「悪性新生物（がん）」「消化器系の疾患」の順に医療費が多くかかって

います。循環器系の疾患とは、主に脳梗塞や高血圧性疾患などです。 

順位 疾病分類 医療費

1 循環器系の疾患 432,901,320

2 悪性新生物（がん） 203,634,660

3 消化器系の疾患 158,462,940

4 腎尿路生殖系の疾患 136,937,320

5 精神及び行動の障害 123,670,960

6 筋骨格系及び結合組織の疾患 116,796,780

7 内分泌、栄養及び代謝疾患 80,022,200

8 呼吸系の疾患 69,738,820

9 損傷、中毒及びその他の外因の影響 54,612,800

10 精神系の疾患 49,877,080

その他の疾患 112,605,900

1,539,260,780
※疾病分類(20分類)別医療費（平成19年5月診療分）

合　　　　　　　　　　計

 

 

疾病分類を更に細分化し、疾病分類１２１分類とした場合の上位 10項

目を見ると、脳梗塞、腎不全、高血圧性疾患、その他の心疾患、糖尿病、

虚血性心疾患など生活習慣に係わりの深い分類が占めています。 

順位 疾病分類 医療費

1 脳梗塞 111,346,380

2 腎不全 105,196,540

3 高血圧性疾患 104,272,460

4 その他の心疾患 91,487,100

5 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 67,147,360

6 その他の悪性新生物 65,297,220

7 その他の歯及び歯の支持組織の障害 59,456,740

8 糖尿病 55,361,580

9 虚血性心疾患 48,236,140

10 関節症 32,670,020

その他の疾患 798,789,240

1,539,260,780
※疾病分類(121分類)別医療費（平成19年5月診療分）

(単位：円）

合　　　　　　　　　　計

 



（５）死亡原因による特徴 

死亡原因について見ると、悪性新生物に次いで脳血管疾患となっており、

全国・全道と比べると脳血管疾患が高い順位となっています。 

 

順位 全国 北海道 石狩市 

１位 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 

２位 心疾患（高血圧性を除く） 心疾患（高血圧性を除く） 脳血管疾患 

３位 脳血管疾患 脳血管疾患 肺炎 

４位 肺炎 肺炎 心疾患（高血圧性を除く） 

５位 不慮の事故 不慮の事故 不慮の事故 

 

 

（６）生活習慣病による医療費への影響 

疾病別医療費において、生活習慣病に起因するものが高い割合を占めて

いることや、死亡原因における特徴などから、生活習慣病が大きく影響

していることがわかります。生活習慣病は、潜在的に進行してさまざま

な健康障害を引き起こすことから、これを予防し健康の増進を図ること

が、医療費の縮減につながるものと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１章 計画の目標値について 
 

１ 目標値の設定 
本計画を実施することにより、平成 24 年度までの 5 年間で特定健康診査受

診率 65%、特定保健指導実施率 45%、メタボリックシンドロームの該当者・

予備群 10%減少を達成の目標とします。 

この目標を達成するために、各年度の目標値を次のとおり設定します。 

 

区　　　分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

特定健康診査の実施率 ２０％ ３０％ ４３％ ５５％ ６５％

特定保健指導の実施率 ３５％ ４０％ ４２％ ４４％ ４５％

メタボリックシンドローム
該当者・予備群の減少

率
　　　　- ２％ ５％ ８％ １０％

 

 

２ 特定健康診査等の実施対象者数 
平成 20年度から平成 24年度までの特定健康診査及び特定保険指導の実施予

定者数については、国民健康保険加入者数の伸び率などを元に、次のように推

計しています。なお、特定保健指導の実施予定者数は国の推計値を用いて算定

しています。 

 

区　　　分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

特定健康診査の受診者数 2,457人 3,835人 5,721人 7,615人 9,367人

特定保健指導の実施者数 206人 367人 574人 799人 1,005人

 



第２章 特定健康診査等の実施について 
 

１ 特定健康診査について 
（１）特定健康診査受診に関する環境づくり 

特定健康診査の実施については、利用者の利便性を考慮して、65歳以

上の方を対象として実施されている、介護保険法に基づく生活機能評価

を同時実施します。 

また、特定健康診査受診率の向上や利用者の利便性向上について、都

度検討を行い、受診しやすい環境づくりに努めます。 

 

（２）対象者 

石狩市国民健康被保険者のうち、実施年度中に 40～74 歳となる方を

対象に実施します。 

なお、次に該当する方は対象外となります。 

① 妊産婦 

② 刑事施設・労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された方 

③ 国内に住所を有しない方 

④ 病院又は診療所に６か月以上継続して入院している方 

⑤ 障がい者自立支援法に規定する障がい者支援施設に入所してい

る方 

⑥ 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法に規

定する、独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園

の設置する施設に入所している方 

⑦ 老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

に入所している方 

⑧ 介護保険法に規定する特定施設に入居又は介護保険施設に入所

している方 

 



（３）健診項目 

健診項目は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当者・

予備群を減少させるため、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。 

受診者全ての方に実施する『必須健診項目』と国の基準に基づき医師

が必要と判断した場合に選択的に実施する『詳細健診項目』があり、そ

の内容については次のとおりです。 

【必須健診項目】 

国の基準 実施項目

○ ○

身長 ○ ○

体重 ○ ○

ＢＭＩ(体重（㎏）/身長（m）2乗 ○ ○

腹囲 ○ ○

○ ○

○ ○

中性脂肪 ○ ○

HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ○ ○

LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ○ ○

AST(GOT) ○ ○

ALT(GPT) ○ ○

γ-GT(γ-GPT） ○ ○

空腹時血糖 -

ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c ○

尿糖 ○ ○

尿蛋白 ○ ○
尿検査

理学的検査（身体診察）

血圧測定

項　　　　　　　目

問　　　診

○
何れかで可

身体計測

血中脂質検査

肝機能検査

血糖検査

 

 



 
【詳細健診項目】 

国の基準 実施項目

赤血球数 ○ ○

血色素量（ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ値） ○ ○

ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値 ○ ○

○ ○

○ ○

貧血検査

心電図検査

眼底検査

項　　　　　　　目

 
 

＜詳細健診項目実施に関する判断基準＞ 

ア 貧血検査 

貧血の既往歴のある方又は視診等で貧血が疑われる方 

イ 心電図検査及び眼底検査 

前年度の特定健康診査の結果等において、血糖、脂質、血圧及び肥満の

全てについて次の基準に該当する方 

①血糖 ヘモグロビン A1c 5.2％以上 

②脂質 中性脂肪 150mg/dl以上又はHDLコレステロール 40mg/dl未満 

③血圧 収縮期血圧 130㎜Hg以上又は拡張期血圧 85㎜Hg以上 

④肥満 腹囲、男性 85㎝以上、女性 90㎝以上又は BMIが 25以上 

 

（４）受診方法 

4 月に特定健診受診券を送付します。受診券の有効期限は、交付日か

ら当該年度末までです。受診の際は、国民健康保険被保険者証と受診券

が必要になります。なお、年度途中に市外への転出や会社の健康保険へ

の加入等により、石狩市国民健康保険の資格を喪失した場合は、その時

点で受診券は無効になります。 

また、転入等で新たに石狩市国民健康保険に加入された方は、翌年度

から受診券を発行します。 



 
（５）特定健康診査実施場所及び実施期間 

＜集団検診＞ 

健診機関へ委託し、総合保健福祉センター（りんくる）、厚田保健セン

ター、浜益コミュニティセンター等で実施します。具体的な実施日時及

び場所については、年度ごとに日程調整等を行ったうえお知らせします。 

 
＜個別健診＞ 

特定健康診査実施医療機関として委託した、病院・健診機関等で実施し

ます。具体的な医療機関名については、実施年度ごとに調整を行ったう

え、委託をすることから、年度ごとにお知らせすることとなります。実

施期間は、4月から翌年２月末までとなります。 

 
（６）受診者負担 

特定健康診査受診に係る受診者負担額は次のとおりです。 

 

＜市民税非課税世帯の方＞ 

特定健康診査 1件当たり委託料の１割相当額。 

 
＜市民税課税世帯の方＞ 

特定健康診査 1件あたり委託料の 3割相当額  

 

（７）事業者が行う健康審査等による健康審査データの受領方法について 

労働安全衛生法に基づく事業主健康審査等を受診した方の結果につい

ては、本人の同意の上、事業主に対してその方の健康審査データを磁気

媒体により受領する。 

 

 



２ 特定保健指導について 
（１）特定保健指導の対象者 

特定健康診査の結果により特定保健指導の対象者を選定するにあたっ

ては、国の示す以下の基準に基づいて行います。 

 

特定保健指導対象者の判定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ１】 

腹囲（へそ周り） 〔１〕男性 85㎝以上、女性 90㎝以上 

〔２〕腹囲は〔１〕以外で BMIが 25以上 

※ステップ１に該当し、さらに次に示すステップ２の 1つ以上に該当す

る方が対象となります。 

【ステップ２】 

① 血糖 a ヘモグロビン A1c 5.2％以上       又は 

         b 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

② 脂質 a 中性脂肪 150mg/dl以上             又は 

       b  HDLコレステロール 40mg/dl未満   又は 

     c 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

 血圧 a 収縮期血圧 130㎜Hg以上      又は 

         b 拡張期血圧 85㎜Hg以上      又は 

         c 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

④質問票  喫煙暦あり 

※ 喫煙暦については、上記①から③のリスクが 1つ以上の場合のみ 

カウントに加える 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特定保健指導の内容 

①情報提供 

健診受診者全員を対象として、特定健康診査結果のほか健康の保持増進

に役立つ内容の情報を提供。 

受診結果の送付等に合わせて情報提供用紙の配布など。 

 

②動機付け支援 

対象者本人が、自分の生活習慣の改善点等に気づき、自ら目標を設定し

行動に移す事が出来るよう支援を行います。 

支援の内容は、面接（原則 1回実施）により、対象者自らが生活習慣改

善のための行動計画を設定し、6か月経過後に実績の評価を行います。 

 

③積極的支援 

対象者の健診結果等から、対象者自らが自分の身体に起こっている変化

への理解を促すとともに、行動変容の必要性を働きかけていきます。具

体的に実践可能な行動目標を対象者自らが設定できるよう支援を行うと

ともに、行動が継続的に行われるよう定期的・継続的に支援します。 

支援内容は、面接により、対象者自らが生活習慣改善のための行動計画

【ステップ 3】 

ステップ１、２からリスクの数に応じて保健指導レベルをグループ分け 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
〔１〕男性85㎝以上、女性90㎝以上

〔２〕腹囲は〔１〕以外でBMIが25
以上

積極的支援 ２以上 ３以上

動機付支援 1 １又は２

情報提供 ０ ０
 



を設定、その後３か月以上の継続的支援を行い６か月後に実績評価を行

います。 

メタボリックシンドロームの該当者や予備群を減少させるためには、効

果的・効率的な特定保健指導の実施が必要です。そのため、最も必要で

効果の上がる対象者の選定・実施について継続的に検討ながら実施して

いきます。特に65歳未満の年齢層について、重点的に保健指導を実施す

ることとします。 

 

（３）実施時期 

特定保健指導は、原則として各年度５月から翌年３月まで実施します。 

 

（４）外部への委託 

特定保健指導については、市の直営にて実施します。 

なお、計画実施期間中においても、外部委託を視野に入れながら業務実

施について都度検討を行っていきます。 

 

３ 周知及び案内について 
特定健康診査等の実施率の向上につながるよう、市の「広報誌」、「ホーム

ページ」及び「国保だより」などへの掲載により周知します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 年間実施スケジュール 
 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

特
定
健
康
診
査

特
定
保
健
指
導

対
象
者
抽
出

受
診
券
の
発
行

　　　　　　　　　　　　　特定健康診査の実施

　　　　　　個別健診は、5月から翌年2月まで
　　集団検診は、年度ごとに調整したｽｹｼﾞｭｰﾙにより
実施

　　　　　　　　　　　特定健康指導対象者の抽出

　　　　　　　　　　　特定健康指導の実施

前年度事業
実施実績の算出報告
等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 個人情報の保護について 
 

１ 記録の保存方法 

特定健康診査等により得られたデータは、国による標準的なデータファイル

仕様に基づいた電子データとして保存・管理します。この記録は、原則として

５年間保存します。 

データの保存･管理は、北海道国民健康保険団体連合会への委託により行い

ます。 

 

２ 個人情報の取扱いについて 

特定健康診査や特定保健指導により得られる個人情報に関しては、「個人情

報保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）」及び同法に基づくガイドライ

ン等並びに「石狩市個人情報保護条例（平成 10年条例第 29号）」を遵守し取

扱います。 

特定健康診査等を外部に委託する際には、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ます。 

 

 

第４章 特定健康診査等実施計画の公表・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します。 

 

 

 

 

 

 



第５章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 
 

１ 特定健康診査等実施計画の評価 

特定健康診査・特定保健指導の事業目標に対する達成状況について確認を行

うとともに、実施体制、周知方法、委託業者の選定方法、保健指導方法等につ

いて評価を行ない、効率的な事業運営が行なえるよう検証を行います。 

 
２ 特定健康診査等実施計画の見直し 

本実施計画の期間は、5年を 1期としているため、原則として各期ごとに見

直しを行っていきますが、実施計画の評価等により状況に応じた見直しを行な

うものとし、事業の改善へと繋げて行きます。 

 

 

第６章 その他 
 
・特定健診の実施にあたり、受診者の利便性を考慮し、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」との同時実施に努めます。また、

市で実施している各種がん検診等の集団検診との同時実施についても利便性

に考慮しつつ実施して行きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


