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はじめに 

１．特定健康診査・特定保健指導の背景と意義 

  

高齢化の急速な進展に伴い、疾病構造も変化し、疾病全体に占めるがん、虚血

性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合は増加しています。これは、

死亡や要介護状態となること等の主な原因の一つともなっています。健康で長生き

をすることは誰もの願いです。町民の健康への関心は高いものの、健診受診率等の

現状は十分ではありません。このため、健診を受診することで自らの健康状態を把

握し、生活習慣の改善を図り、生活習慣病を予防する取組みを進めることが重要で

す。 

特定健康診査・特定保健指導については、平成２０年４月から「高齢者の医療の

確保に関する法律」により、医療保険者に対して、内臓脂肪型肥満に着目した健康

診査（以下、「特定健康診査」という。）及び、「特定保健指導」が義務づけられ、

実施してきました。 

これは、内臓脂肪の蓄積が生活習慣病の発症に大きく関与していることから、内

臓脂肪を蓄積している者に対して運動や食事等の生活習慣の改善を促し、生活習慣

病を予防するという考えに基づくものです。 

現在、制度施行から４年が経過したところですが、本町における特定健康診査、

特定保健指導の実施率は、それぞれ21.3％、3.8％（平成23 年度法定報告数値）

と、それぞれの第１期の目標であった55％、35％とは開きがあります。 

生活習慣病の予防のためには、健康づくりの気運の高まりや、特定健康診査・特

定保健指導の実施率の向上が必要であり、保険者による今後の取り組みを明確にす

るため、これまでの計画を見直し、「第２期 杉戸町特定健康診査等実施計画」を

策定しました。 
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２．計画の対象となる生活習慣病 

 

本計画に掲げる特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病は、内臓脂

肪症候群（メタボリックシンドローム）※の該当者・予備群とします。 

 

※内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）：内臓脂肪の蓄積がもとで高血圧

症・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病のリスクが積み重なり、ひいては心筋梗塞

や脳卒中などの疾患になる危険性が高まった状態のこと。 

 

３．特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方 

 

特定健康診査・特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となってい

る生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予

備群を減少させることが目的です。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、

特定健康診査は個人が生活習慣を振り返る機会と位置付け、行動変容につながる保

健指導を行います。 

 

４．第２期実施計画の位置づけ 

 

本計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律第 18 条 特定健康診査等基本指

針」に基づき、杉戸町国民健康保険が策定する計画です。また、「埼玉県地域保健

医療計画（第 6 次）」の「第 2 次医療費適正化計画」及び「第 5 次杉戸町総合振

興計画」等と十分な整合性を図るとともに、健康増進法第 9 条に規定する健康診

査等指針の内容に留意して定めたものです。 
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５．計画の期間 

 

本計画は 5 年を１期とし、第２期は平成２５年度から平成２９年度とし、5 年

ごとに見直しを行います。 

 

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 平成 30 年度 

  

      
  

見直し 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画期間 

次期計画 
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第１章 杉戸町国民健康保険の現状および課題 
 

１ 医療費および健康状況 

１．現状 

（１）医療費の推移 

杉戸町の国民健康保険の医療費は、平成２３年度は、約４１億円となっており、毎年度増加し

続けています。 

 

           （単位：円） 

年度 療養諸費費用額 増減 

20 年度 3,509,826,690 - 

21 年度 3,787,776,379 277,949,689 

22 年度 3,934,605,889 146,829,510 

23 年度 4,164,226,101 229,620,212 

 

療養諸費費用額

30

32

34

36

38

40

42

44

20年度 21年度 22年度 23年度

単位：億円

 

資料：施策成果表（平成２０～２３年度）保険給付状況 
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（２） 被保険者数の推移 

杉戸町の国民健康保険被保険者数は年々増加しています。 

また、全体に占める前期高齢者（６５歳から７４歳）構成率は、埼玉県の市町村平均と比較し

て高い状況にあります。 

 

○被保険者数の推移        

        

 

 

 

 

 

 

 

○ 前期高齢者の保険者に占める構成率の県内市町村平均との比較 

26 28 30 32 34 36

20年度

21年度

22年度

23年度

市町村

杉戸町

 

資料：国民健康保険事業状況報告書（平成２０～２３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       杉戸町  （単位：人） 

項目 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

全体（0～74 歳） 14,547 14,684 14,732 14,809 

前期高齢者（65～74 歳＜再掲＞） 4,530 4,863 5,047 5,153 

前期高齢者構成率(%) 31.14 33.12 34.26 34.8 

埼玉県内市町村（%） 29.91 31.11 31.52 31.7 

単位：％ 
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（３） 疾病の状況 

特定健診の対象者となる４０歳以上の被保険者について、生活習慣病に係る疾病名称に着目し

て杉戸町の状況をみてみます。 

入院においては虚血性心疾患が件数、医療費ともに最も多く、入院医療費に占める割合は、件

数で 6.6％、医療費で 7.7％と、埼玉県の市町村平均と比較して高い状況です。 

外来では高血圧性疾患が件数、医療費ともに最も多く、外来医療費に占める割合は、件数で

25％、医療費で 20％と、埼玉県の市町村平均と比較して高い状況です。 

 

   

○入院 

レセプト件数構成率

0

1

2

3

4

5

6

7

糖尿病 脂質異常症等 高血圧性疾患 虚血性心疾患 脳内出血 脳梗塞 腎不全

単位:%

杉戸町 市町村平均

医療費構成率

0

2

4

6

8

10

糖尿病 脂質異常症等 高血圧性疾患 虚血性心疾患 脳内出血 脳梗塞 腎不全

単位:%

杉戸町 市町村平均
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○入院外 

レセプト件数構成率

0

5

10

15

20

25

30

糖尿病 脂質異常症等 高血圧性疾患 虚血性心疾患 脳内出血 脳梗塞 腎不全

単位:%

杉戸町 市町村平均

医療費構成率

0

5

10

15

20

25

糖尿病 脂質異常症等 高血圧性疾患 虚血性心疾患 脳内出血 脳梗塞 腎不全

単位:%

杉戸町 市町村平均

資料：埼玉県国民健康保険団体連合会 

累積レセプトデータ（平成２２年５月～平成２３年４月取扱分） 
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２．特定健康診査結果からみた健康状況 

（１）内臓脂肪症候群・予備軍の状況 

平成２０年度から２３年度の特定健康診査の結果からみると、内臓脂肪症候群・予備軍は、減

少してきており、特定健康診査受診者のうち内臓脂肪症候群・予備軍に該当する者の割合は、埼

玉県の市町村平均と比較して低い傾向にあります。 

                                       （単位：％） 

内臓脂肪症候群 内臓脂肪症候群予備軍 
保険者名 

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

杉戸町 15.69 15.23 12.80 11.73 11.99 11.01 10.77 10.86

市町村平均 16.26 15.80 15.97 16.12 11.76 11.23 10.95 10.87

差引 -0.57 -0.57 -3.17 -4.39 0.23 -0.22 -0.18 -0.01

 

内臓脂肪症候群の推移 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

20年度 21年度 22年度 23年度

市町村平均

杉戸町

内臓脂肪症候群予備軍の推移 

10.60%

10.80%

11.00%

11.20%

11.40%

11.60%

11.80%

12.00%

12.20%

20年度 21年度 22年度 23年度

杉戸町

市町村平均
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２ 第１期特定健康診査等事業の評価 

１．特定健康診査の状況 

（１）特定健康診査受診率 

   第１期の特定健診受診率は、特定健康診査等基本指針に掲げる参酌標準をもとに、杉戸町国保

における目標値を設定しましたが、平成２３年度における杉戸町の特定健診の受診率は 21.3％

と、目標値より低いものとなりました。 

平成２３年度埼玉県市町村平均の 33.1％（実績値）と比較しても、杉戸町の特定健診受診率

は大きく下回っており、経年でみても、ほぼ横ばいの状況です。 

 

○平成２４年度までの目標値 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

受診率 20％ 30％ 40％ 55％ 65％ 

受診者数 2,055 人 3,155 人 4,292 人 5,956 人 7,102 人 

特
定
健
康
診
査 対象者数 10,275 人 10,518 人 10,729 人 10,829 人 10,926 人 

 

○平成２３年度までの実績 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

受診率 20.7％ 19.7％ 20.9％ 21.3％ ―   

受診者数 1,917 人 1,870 人 2,014 人 2,081 人 ―   

特
定
健
康
診
査 対象者数 9,251 人 9,507 人 9,651 人 9,777 人 ―   

 

 

  ○特定健康診査受診率                 （単位：％） 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

杉戸町 20.7 19.7 20.9 21.3 

市町村平均 31.9 31.7 32.3 33.1 
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（２）特定健康診査受診率の構造 

   特定健康診査の受診率の構造は、平成 20 年度から 22 年度の 3 年間、毎年、継続して受診し

た人の割合は、10.40%と埼玉県の市町村平均の 19.50%と比べて低いものになっています。 

   また、この 3 年間のうち、一度でも特定健康診査を受診したことがある人（表中 1 回から 3

回の合計）の割合は、32.1％となります。 

不定期に受診している方が、毎年、継続して受診していたならば、特定健康診査受診率は、32．

1％となります。 

 

 

 

 

○３年間で見た継続受診者の割合                       （単位：％） 

受診回数 0 回 1 回 2 回 3 回 

保険者名 未受診 20 年度 21 年度 22 年度 20、21 年度 20、22 年度 21、22 年度 継続 
合計 

杉戸町 67.90 5.20 3.20 4.20 3.00 2.90 3.20 10.40 100 

市町村平均 54.70 5.50 4.00 4.70 3.50 3.20 4.90 19.50 100 

 

 

（３）年齢階層別受診率の構造 

   年齢階層別受診率の構造は、40 歳代の未受診率が高く、3 回継続受診率が低い傾向にありま

す。年齢が高くなるほど、未受診率が低くなり、3 回継続受診率が高くなる傾向にあります。 

 

○年齢階層別の受診率の構造                         （単位：％）

杉戸町 未受診 20 年度 21 年度 22 年度 20、21 年度 20、22 年度 21、22 年度 継続 合計 

40-44 歳 79.7 4.2 1.3 3.6 2.6 0.9 3.3 4.4 100 

45-49 歳 78.8 3.3 4.2 3.3 1.5 2.2 2.9 3.8 100 

50-54 歳 75.4 4.0 2.7 3.4 2.9 1.3 3.2 7.2 100 

55-59 歳 72.7 4.0 2.9 4.0 2.0 2.8 2.9 8.7 100 

60-64 歳 67.9 5.0 2.8 5.0 3.2 2.7 3.1 10.2 100 

65-69 歳 62.6 6.0 3.2 4.3 3.4 3.5 3.7 13.2 100 

70-72 歳 62.1 6.5 4.8 3.9 3.2 3.9 2.5 13.0 100 

資料：医療費・特定健診等の状況（埼玉県国民健康保険団体連合会） 
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２．特定保健指導の状況 

第１期特定保健指導実施率は、特定健康診査等基本指針に掲げる参酌標準をもとに、杉戸町国

保における目標値を設定しましたが、平成２３年度における杉戸町の特定保健指導の実施率は３.

８％（平成２３年度の目標値３５％）と、目標値より低いものとなりました。 

平成２３年度埼玉県市町村平均の 18.6％（実績値）と比較しても杉戸町の特定保健指導実施

率は大きく下回っています。 

 

○平成２４年度までの目標値 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

実施率 15% 20% 30% 35% 45% 

実施者数 60 人 123 人 251 人 407 人 623 人 

対象者数 401 人 615 人 838 人 1,162 人 1,385 人 

動機付け支援 355 人 544 人 741 人 1,028 人 1,226 人 

特
定
保
健
指
導 

 

積極的支援 46 人 71 人 97 人 134 人 159 人 

 

○平成２３年度までの実績 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

実施率 1.8％ 1.4％ 2.4％ 3.8％ ―   

実施者数 7 人 5 人 8 人 12 人 ―   

対象者数 394 人 346 人 338 人 320 人 ―   

動機付け支援 312 272 252 人 242 人 ―   

特
定
保
健
指
導 

 

積極的支援 82 74 86 人 78 人 ―   

 

  ○特定保健指導実施率                 （単位：％） 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

杉戸町 1.8 1.4 2.4 3.8 

市町村平均 9.3 15.8 16.0 18.6 
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３．今後の課題 

（１）健康状況 

  杉戸町国民健康保険の医療費の状況は、内臓脂肪型肥満に起因する循環器系の疾患、高血圧性

疾患等が多いことが大きな課題となります。 

生活習慣病は、不健康な生活習慣（不適切な食事、運動不足、喫煙、ストレス過剰など）の積

み重ねによって発症します。特定健康診査・特定保健指導によりその発症前の段階であるメタボ

リックシンドロームが強く疑われる者及びその予備軍を減らす必要があります。 

 

（２）特定健康診査 

未受診者が多いこと、継続受診者が少ないことが、低受診率の要因になっています。 

未受診者対策とともに、毎年継続して受診する必要性を周知するなど、不定期受診者への働き

かけをすることが課題です。  

また、特に４０歳代は受診率、継続受診率共に低い傾向にあります。 

メタボリックシンドロームやその予備軍を早期の段階で発見し、生活習慣を見直すきっかけを

作ることが将来の健康を守るために重要です。このことから、４０歳代への働きかけを工夫し、

継続受診へとつなげる必要があります。 

 

（３）特定保健指導 

特定保健指導においても、第１期計画期間中の実施率が低かったことから、今後は特定保健指

導の運営方法の見直し、健診結果による意識づけ、きめ細かな情報提供により、特定保健指導を

受ける基盤づくりに努めることが杉戸町国民健康保険の課題であると言えます。 

   また、特定保健指導対象者のみならず、受診者全体に対して、自らの健康状態に関心を持ち、

自らの健康状態を把握し、生活習慣の改善とそれを維持していくことができるよう、よりきめ細

かな情報提供をしていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13



 

 

14



第 2 章 杉戸町国保の第 2 期実施計画 
 

１ 達成しようとする目標 

１．目標の設定 

 

本計画の実行により、平成 29 年度までに特定健康診査受診率を 60％、特定保

健指導実施率を 60％にすることを目標とします。 

 

２．杉戸町国保の特定健康診査・特定保健指導目標値 

 

特定健康診査等基本指針（2 ページ参照）に掲げる参酌標準をもとに、杉戸町国

保における第 2 期の目標値を以下のとおり設定します。 

 

（単位：％） 

目標設定項目 平成23 年度実績値 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

特定健康診査の受診率 21.3 25 35 45 55 60

特定保健指導の実施率 3.8 25 35 45 55 60
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２ 特定健康診査・特定保健指導の実施方法 

１．特定健康診査 

 

（１）対象者 

 

40 歳から 74 歳までの国保加入の被保険者 

 

（２）実施場所 

 

 

杉戸町保健センターなど 

 

 

委託契約医療機関 

集団健診 

個別健診 
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（３）実施項目 

 

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

抽出する健診項目とします。 

 

大項目 小項目 

基
本
的
な
健
診
項
目 

〇質問項目 

〇身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲） 

〇理学的検査（身体診察） 

○血圧測定 

〇血中脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、 

ＬＤＬコレステロール） 

〇肝機能検査（ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、 

γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）） 

〇血糖検査（空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃを選択） 

〇尿検査（尿糖、尿蛋白） 

一定の判定基準のもと、医師が必要と判断したものを選択 

○心電図検査 

前年度の健診結果等において、①血圧、②脂質、③血糖、④肥満のすべて

の項目について、以下の判定基準※１に該当した者 

○眼底検査 

前年度の健診結果等において、①血圧、②脂質、③血糖、④肥満のすべて

の項目について、以下の判定基準※１に該当した者 

詳
細
な
健
診
の
項
目 

○貧血検査 

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１【判定基準】 

①血圧  収縮期 130mmHg 以上、又は拡張期 85mmHg 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血糖  空腹時血糖 100mg/dl 以上、又は HbA１c 5.6％以上 

④肥満  腹囲 男性 85cm 以上、女性 90cm 以上、又は 

腹囲 男性 85cm 未満、女性 90cm 未満で BMI が 25 以上 

17



（４）実施時期 

 

 

 

年間１３日以上 

※前年度の受診状況等を踏まえ、毎年度、実施日数を定めます。 

 

 

 

委託契約医療機関と調整し、受診期間を定めます（7 月～１２月末）。 

 

 

（５）実施方法 

 

   特定健康診査の実施に当たっては、健診機関及び医療機関へ委託します。 

   契約にあたっては、健診の質が十分考慮されるよう、委託先を選定します。 

 

（６）受診率向上対策 

 

   対象者が継続して特定健康診査を受診することが受診率の向上につながること

から、未受診者、不定期受診者への働きかけを積極的に行います。 

今後特定健康診査の対象となる40 歳未満の者に対しても内臓脂肪を増加させ

ないための啓発や40 歳以上になったときに活用すべき本制度について周知する

ことが必要です。 

また、医療関係者や事業主等の様々な主体から健診受診等の必要性の啓発・周知

が適切に行われるよう協力を求めていくよう努めます。 

 

①受診勧奨の徹底 

   特定健診未受診者への受診勧奨については、他市町の先進事例等も調査しながら、

効率的な受診勧奨に努めます。 

 

②継続受診について 

   特定健診の受診率向上に当たっては、対象者が継続して、特定健診を受診するこ

とも重要です。そのためには、対象者が継続受診することについて、必要性を感じ

ることが重要であり、この観点からは、健診結果の通知と同時に、毎年受診する必

要性を周知するなど、充実した情報提供を行うように努めます。 

集団健診 

個別健診 
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③事業主健診等の結果の活用 

   人間ドックや必要に応じて、国保被保険者が加入している職場等の事業主健診の

データ等を適宜、提供を受けることで受診率を向上させていきます。 

 

④医療機関との連携強化 

   個別健診は、実施期間が長く、自宅の近くで受診できる利点があります。 

より便利に受診できる環境づくりを推進するために、個別健診を委託している医

療機関との連携を強化していきます。 

 

⑤広報活動の充実 

   広報紙やホームページ等を活用し、積極的に受診啓発活動に努めます。 

 

⑥健診実施期間等の拡充 

   現状の健診形態の問題点を明らかにし、より受診しやすい環境を整備するために、

健診実施期間や実施方法の拡充を図ります。 

 

⑦受診機会の拡大 

   町外の医療機関でも、特定健康診査を受診できるように、埼玉県市町村国保にお

ける集合契約化の促進に努めます。 

 

⑧結果相談会の継続実施 

   情報提供支援の方も対象とした結果相談会を実施し、メタボリックシンドローム

やその予備軍の早期発見に努めた生活習慣改善を支援します。また、経年的な変化

を見ることの必要性を伝え、特定健診の継続受診につなげていきます。 

 

（７）実施形態 

特定健診の実施形態には、集団健診と、個別健診があります。 

こうした特定健診の実施形態については、健診機関等の多寡や対象者の所在状況

などの状況を勘案して保険者が適切に判断する必要があります。 

また、平成２２年度から集団健診においては、「がん検診」を同時実施しており、

引き続き行っていく方針です。 
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２．特定保健指導 

 

（１）実施場所 

 

杉戸町保健センターなど 

 

（２）実施内容 

ア 情報提供支援 

○対象者：特定健康診査受診者全員を対象とします。 

○支援頻度・期間：年１回、特定健康診査の結果送付時に同時に実施します。 

○内容：全員に画一的な情報を提供するのではなく、個人の生活習慣やその改善

に関する基本的な情報を提供します。また、健診結果の見方や健康の保持

増進に役立つ内容の情報を提供します。 

 

※「情報提供支援」は、法律上特定保健指導ではありませんが、便宜上、特定保健指導と

並記します。 

 

イ 動機付け支援 

○対象者：特定健康診査結果から生活習慣の改善が必要と判断された方で、改善

の意思決定の支援を要する方を対象とします（階層化の表参照）。 

○支援頻度・期間：原則１回の支援とします。 

○内容：医師、保健師又は管理栄養士による面接を行い、その指導のもと喫煙習

慣、運動習慣、食習慣、休養習慣その他の生活習慣の改善のための行動計

画を作成します。また、面接（行動計画を作成）してから６か月経過後に、

面接又は通信等（電子メール、電話、ＦＡＸ、手紙等）を利用して、実績

評価を行います。 

 

ウ 積極的支援 

○対象者：特定健康診査結果から生活習慣の改善が必要と判断された方で、改善

に専門職による継続的できめ細やかな支援を要する方を対象とします

（階層化の表参照）。 

○支援頻度・期間：３か月以上継続的に支援します。 

○内容：医師、保健師又は管理栄養士による面接を行い、その指導のもと喫煙習

慣、運動習慣、食習慣、休養習慣その他の生活習慣の改善のための行動計

画を作成します。また、面接（行動計画を作成）してから６か月経過後に、
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面接又は通信等（電子メール、電話、ＦＡＸ、手紙等）を利用して、実績

評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

○特定保健指導の対象者（階層化） 

追加リスク 対象 
腹囲 

①血糖 ②脂質 ③血圧
④喫煙歴

40-64 歳 65-74 歳 

２つ以上該当   

あり 

積極的支援 ≧85cm（男性） 

≧90cm（女性） 

１つ該当 
なし   

動機付け支援

３つ該当   

あり 
積極的支援 

２つ該当 
なし   

上記以外で 

BMI≧25 

１つ該当     

動機付け支援

（注）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。 

特定健康診査 特定保健指導 

特
定
保
健
指
導
利
用
券

の
出
力
・
送
付 

特定保健指導

の実施 

動機付け支援 

積極的支援 

特定健康診査の実施 

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、健診データと

ともに保険者に送付。 

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・予備群該当・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

封。 

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。

（法律上） 

資料：厚生労働省 
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（３）実施方法 

 

 特定保健指導の実施に当たっては、町が行い、必要に応じて、外部機関等へ委託

します。 

   契約にあたっては、保健指導の質が十分考慮されるよう、委託先を選定します。 

  

（４）特定健康診査・特定保健指導の対象者の抽出（重点化）の方法 

 

ア 基本的な考え方 

 

効果的・効率的な特定保健指導を実施するに当たって、予防効果が多く期待で

きる層を優先的に実施します。 

具体的には、特定健康診査受診者のリスクに基づく優先順位をつけ、必要性に

応じた保健指導レベル別の支援を実施します。 

また、保健指導の実施過程において生じた問題点等については、杉戸町国保事

業の現状を踏まえつつ、柔軟に対応を図ることとします。 

 

イ 保健指導対象者の選定と階層化 

 

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グル

ープに分類して保健指導を実施します。 

 

① 年齢が比較的若い対象者 

 

② 健診結果の保健指導レベルが情報提供レベルから動機付け支援レベル、動機

付け支援レベルから積極的支援レベルに移行するなど、健診結果が前年度と比

較して悪化し、より緻密な保健指導が必要になった対象者 

 

③ 質問票の質問項目の回答により、生活習慣改善の必要性が高い対象者 

 

④ 前年度、積極的支援及び動機付け支援の対象者であったにもかかわらず、保

健指導を受けなかった対象者 
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（４）実施率向上対策 

 

   特定保健指導の実施者を増やすためには、特定健康診査の受診者を増や

す必要があります。そのため、特定健康診査の受診率向上対策と併せて、

実施します。 

 

ア 広報活動の充実 

日ごろから健康に関心を持ち、自ら健康を意識した行動ができるよう、生活習

慣の改善や特定保健指導の必要性について、広報紙やホームページ等を活用し、

情報提供に努めます。 

 

イ 実施期間等の拡充 

特定保健指導が、受けやすく継続した支援を可能とする体制整備のために、実

施期間や実施方法を見直し、拡充を図ります。 

 

ウ 対象者及び未実施者への個別勧奨 

優先順位に合わせ、電話や手紙等による個別勧奨を行い、特定保健指導につな

がるよう努めていきます。 

 

エ 医療機関との連携強化 

医療機関との連携により、個別健診受診者への特定保健指導についても充実を

図ります。 
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３ 個人情報の保護 

１．基本的考え方 

 

医療保険者は、健診・保健指導で得られる健康情報の取扱いについては、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等を踏まえた対応を行いま

す。その際には、受診者の利益を最大限に保証するための個人情報の保護に十分に

配慮しつつ、効果的・効率的な健診・保健指導を実施する立場から、収集された個

人情報を有効に利用することが必要です。 

 

２．具体的な個人情報の保護 

 

個人情報の取扱いに関しては、個人情報保護法に基づく「国民健康保険組合等に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づいて行います。 

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とともに、委託先の契約状況を管理していき

ます。 

 

３．守秘義務規定 

 

国民健康保険法（平成 20 年４月１日施行分） 

第百二十条の二  保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な

理由なしに国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏ら

したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

 

高齢者の医療の確保に関する法律（平成 20 年４月１日施行分） 

第三十条     第二十八条の規定により保険者が特定健康診査等の実施の委託

を受けた者（その者が法人である場合にあつては、その役員）若し

くはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り

得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 

第百六十七条   第三十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役

又は百万円以下の罰金に処する。 
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４ 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３「保険者は、特定健康診査等実施計画を

定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない」に基づ

き、特定健康診査等実施計画を町広報紙及びホームページ等で公表します。 

 

 

５ 特定健康診査等実施計画の評価および見直し 

１． 実施計画の評価方法 

（１）実施及び成果に係る目標の達成状況 

   事業目標に係る達成状況の確認を行うとともに、実施体制、周知方法、保健指導方

法など細部に渡っての評価と検証を行います。 

（２）その他の評価対象 

   目標値の達成のために、実施計画で定めた実施方法、内容等について、実施後の

評価を行います。 

（３）評価方法 

   特定健康診査等の最終目標である糖尿病等の有病者及び予備軍の減少状況、また

医療費適正化の観点から評価を行います。 

   特定健康診査等の成果が、数値データとして現れるのは数年後になることが予測

されるため、最終評価のみでなく、特定健康診査結果など短期間で評価ができる事

項についての評価を行います。 

 

２．具体的な評価 

 

特定健康診査等実施計画をより実効性の高いものとするためには、達成状況の点検、

評価だけで終わるのではなく、点検・評価の結果を活用し、必要に応じて、実施計画

の記載内容を実態に即したより効果的なものに見直します。 
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６ その他 

１．各種健診等との連携 

 

介護保険法で実施している介護保険生活機能評価については、国保被保険者に対

しては、同時実施することとします。 

また、健康増進法で実施しているがん検診については、集団健診と同時に実施す

ることとします。 

 

2.   町全体の健康づくりとの連携 

本計画の対象外となる国保被保険者については、今後、特定健康診査・特定保健

指導の対象者となることを踏まえ、国保健診（20 歳から 39 歳までの被保険者を

対象）を実施していきます。 

また、「第 5 次杉戸町総合振興計画」と整合・調整を図り、現行の健康教室等を

積極的に活用するなど、関連部門が一体となって取り組んでいきます。 
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資料編 

１ 高齢者の医療の確保に関する法律（抄） 

昭和五十七年法律第八十号 

第二節 特定健康診査等基本指針等  

 

 

（特定健康診査等基本指針）  

第十八条  厚生労働大臣は、特定健康診査（糖尿病その他の政令で定める生活習慣

病に関する健康診査をいう。以下同じ。）及び特定保健指導（特定健康診査の結果

により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、

保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるも

のが行う保健指導をいう。以下同じ。）の適切かつ有効な実施を図るための基本的

な指針（以下「特定健康診査等基本指針」という。）を定めるものとする。  

２  特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）の実施

方法に関する基本的な事項  

二  特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項  

三  前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する特定健康診査等実施計画

の作成に関する重要事項  

３  特定健康診査等基本指針は、健康増進法第九条第一項 に規定する健康診査等指

針と調和が保たれたものでなければならない。  

４  厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとす

るときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。  

５  厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表するものとする。  

 

（特定健康診査等実施計画）  

第十九条  保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、五年ごとに、五年を一期

として、特定健康診査等の実施に関する計画（以下「特定健康診査等実施計画」と

いう。）を定めるものとする。  

２  特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項  

二  特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標  

三  前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために
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必要な事項  

３  保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。  

 

（特定健康診査）  

第二十条  保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めると

ころにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、

加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出

を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送

付を受けたときは、この限りでない。  

 

（他の法令に基づく健康診断との関係）  

第二十一条  保険者は、加入者が、労働安全衛生法 （昭和四十七年法律第五十七号）

その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又

は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健

康診査の全部又は一部を行つたものとする。  

２  労働安全衛生法第二条第三号 に規定する事業者その他の法令に基づき特定健

康診査に相当する健康診断を実施する責務を有する者（以下「事業者等」という。）

は、当該健康診断の実施を保険者に対し委託することができる。この場合において、

委託をしようとする事業者等は、その健康診断の実施に必要な費用を保険者に支払

わなければならない。  

 

（特定健康診査に関する記録の保存）  

第二十二条  保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生

労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければ

ならない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若

しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第三項の規

定により特定健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合

においても、同様とする。  

 

（特定健康診査の結果の通知）  

第二十三条  保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査を受け

た加入者に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない。第二十六条

第二項の規定により、特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合においても、

同様とする。  
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（特定保健指導）  

第二十四条  保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定める

ところにより、特定保健指導を行うものとする。  

 

（特定保健指導に関する記録の保存）  

第二十五条  保険者は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働

省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければなら

ない。次条第二項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場合又は

第二十七条第三項の規定により特定保健指導に関する記録の写しの提供を受けた

場合においても、同様とする。  

 

（他の保険者の加入者への特定健康診査等）  

第二十六条  保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、

他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。こ

の場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を受けた者に対し、

厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に要する

費用を請求することができる。  

２  保険者は、前項の規定により、他の保険者の加入者に対し特定健康診査又は特

定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診

査又は特定保健指導に関する記録を、速やかに、その者が現に加入する当該他の保

険者に送付しなければならない。  

３  保険者は、その加入者が、第一項の規定により、他の保険者が実施する特定健

康診査又は特定保健指導を受け、その費用を当該他の保険者に支払つた場合には、

当該加入者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は

特定保健指導に要する費用として相当な額を支給する。  

４  第一項及び前項の規定にかかわらず、保険者は他の保険者と協議して、当該他

の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導の費用の請求及び支給の

取扱いに関し、別段の定めをすることができる。  

 

（特定健康診査等に関する記録の提供）  

第二十七条  保険者は、加入者の資格を取得した者があるときは、当該加入者が加

入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特

定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることがで

きる。  

２  保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、

厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法 その他の法令に基づき当該
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事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供す

るよう求めることができる。  

３  前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健

康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労

働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。  

 

（実施の委託）  

第二十八条  保険者は、特定健康診査等について、健康保険法第六十三条第三項 各

号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託す

ることができる。この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康

診査等の実施に必要な範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、自ら

が保存する特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しその他必要な情報

を提供することができる。  

 

（関係者との連携）  

第二十九条  保険者は、第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者に対

して特定健康診査等を実施するに当たつては、前期高齢者である加入者の心身の特

性を踏まえつつ、介護保険法第百十五条の四十五第一項 の規定により地域支援事

業を実施する市町村との適切な連携を図るよう留意するとともに、当該特定健康診

査等が効率的に実施されるよう努めるものとする。  

２  保険者は、前項に規定するもののほか、特定健康診査の効率的な実施のために、

他の保険者、医療機関その他の関係者との連携に努めなければならない。  

 

（秘密保持義務）  

第三十条  第二十八条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受け

た者（その者が法人である場合にあつては、その役員）若しくはその職員又はこれ

らの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏

らしてはならない。  

 

（健康診査等指針との調和）  

第三十一条  第十八条第一項、第二十条、第二十一条第一項、第二十二条から第二

十五条まで、第二十六条第二項、第二十七条第二項及び第三項並びに第二十八条に

規定する厚生労働省令は、健康増進法第九条第一項 に規定する健康診査等指針と

調和が保たれたものでなければならない。 
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２ 特定健康診査の外部委託に関する基準 

（厚生労働省告示第十一号） 

１ 人員に関する基準 

(1) 特定健康診査を適切に実施するために必要な医師、看護師等が質的及び量的に

確保されていること。 

(2) 常勤の管理者（特定健康診査を実施する施設において、特定健康診査に係る業

務に付随する事務の管理を行う者をいう。以下この(2)において同じ。）が置かれて

いること。ただし、事務の管理上支障がない場合は、当該常勤の管理者は、特定健

康診査を実施する施設の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、

施設等における職務に従事することができるものとする。 

２ 施設、設備等に関する基準 

(1) 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等を有していること。 

(2) 検査や診察を行う際に、受診者のプライバシーが十分に保護される施設及び設

備等が確保されていること。 

(3) 救急時における応急処置のための体制が整っていること。 

(4) 健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 25 条に規定する受動喫煙の防止措

置が講じられていること（医療機関においては、患者の特性に配慮すること。）。 

３ 精度管理に関する基準 

(1) 特定健康診査の項目について内部精度管理（特定健康診査を行う者が自ら行う

精度管理（特定健康診査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。）をいう。）が

定期的に行われ、検査値の精度が保証されていること。 

(2) 外部精度管理（特定健康診査を行う者以外の者が行う精度管理をいう。）を定期

的に受け、検査値の精度が保証されていること。 

(3) 特定健康診査の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられ

るよう必要な体制が整備されていること。 

(4) 実施基準第１条第１項各号に掲げる項目のうち、検査の全部又は一部を外部に

再委託する場合には、再委託を受けた事業者において(1)から(3)までの措置が講じ

られるよう適切な管理を行うこと。 

４ 特定健康診査の結果等の情報の取扱いに関する基準 

(1) 特定健康診査に関する記録を電磁的方法（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。）により作成し、

保険者に対して当該記録を安全かつ速やかに提出すること。 

(2) 特定健康診査の結果の受診者への通知に関しては、当該受診者における特定健

康診査の結果の経年管理に資する形式により行われるようにすること。 

(3) 特定健康診査に関する記録の保存及び管理が適切になされていること。 

31



(4) 法第 30 条に規定する秘密保持義務を遵守すること。 

(5) 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及びこれに基づくガ

イドライン等を遵守すること。 

(6) 保険者の委託を受けて特定健康診査の結果を保存する場合には、医療情報の安

全管理（組織的、物理的、技術的、人的な安全対策等）を徹底すること。 

(7) 特定健康診査の結果の分析等を行うため、保険者の委託を受けて特定健康診査

の結果に係る情報を外部に提供する場合には、分析等に当たり必要とされる情報の

範囲に限って提供するとともに、提供に当たっては、個人情報のマスキングや個人

が特定できない番号の付与等により、当該個人情報を匿名化すること。 

５ 運営等に関する基準 

(1) 特定健康診査の受診が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜間に特定健康

診査を実施するなど、受診者の利便性に配慮し、特定健康診査の受診率を上げるよ

う取り組むこと。 

(2) 保険者の求めに応じ、保険者が特定健康診査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うこと。 

(3) 特定健康診査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こと。 

(4) 特定健康診査を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を有すること。 

(5) 保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、保険者との委託契約に、

再委託先との契約においてこの告示で定める基準に掲げる事項を遵守することを

明記すること。 

(6) 運営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程

の概要を、保険者及び特定健康診査の受診者が容易に確認できる方法（ホームペー

ジ上での掲載等）により、幅広く周知すること。 

ア 事業の目的及び運営の方針 

イ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

ウ 特定健康診査の実施日及び実施時間 

エ 特定健康診査の内容及び価格その他の費用の額 

オ 事業の実施地域 

カ 緊急時における対応 

キ その他運営に関する重要事項 

(7) 特定健康診査の実施者に身分を証する書類を携行させ、特定健康診査の受診者

等から求められたときは、これを提示すること。 

(8) 特定健康診査の実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うと

ともに、特定健康診査を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行うこ

と。 
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(9) 虚偽又は誇大な広告を行わないこと。 

(10) 特定健康診査の受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情

を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受

け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 

(11) 従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。 

 

３ 特定保健指導の外部委託に関する基準 

１ 人員に関する基準 

(1) 特定保健指導の業務を統括する者（特定保健指導を実施する施設において、動

機付け支援（実施基準第７条第１項に規定する動機付け支援をいう。以下同じ。）

及び積極的支援（実施基準第８条第１項に規定する積極的支援をいう。以下同じ。）

の実施その他の特定保健指導に係る業務全般を統括管理する者をいい、以下「統括

者」という。）が、常勤の医師、保健師又は管理栄養士であること。 

(2) 常勤の管理者（特定保健指導を実施する施設において、特定保健指導に係る業

務に付随する事務の管理を行う者をいう。以下この(2)において同じ。）が置かれて

いること。ただし、事務の管理上支障がない場合は、当該常勤の管理者は、特定保

健指導を行う施設の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設

等における職務に従事することができるものとする。 

(3) 動機付け支援又は積極的支援において、初回の面接、特定保健指導の対象者の

行動目標及び行動計画の作成並びに当該行動計画の実績評価（行動計画の策定の日

から６月以上経過後に行う評価をいう。）を行う者は、医師、保健師又は管理栄養

士であること。 

(4) 積極的支援において、積極的支援対象者（実施基準第８条第２項に規定する積

極的支援対象者をいう。以下同じ。）ごとに、特定保健指導支援計画の実施（特定

保健指導の対象者の特定保健指導支援計画の作成、特定保健指導の対象者の生活習

慣や行動の変化の状況の把握及びその評価、当該評価に基づいた特定保健指導支援

計画の変更等を行うことをいう。）について統括的な責任を持つ医師、保健師又は

管理栄養士が決められていること。 

(5) 動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者（実施

基準第７条第２項に規定する動機付け支援対象者をいう。以下同じ。）又は積極的

支援対象者に対する食生活に関する実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士又は

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第７条第１項第２号及び第８

条第１項第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食生活の改善指導又は運動

指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者（平成 20 年厚生労働省

告示第 10 号。以下「実践的指導実施者基準」という。）第１に規定する食生活の
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改善指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者により提供される

こと。また、食生活に関する実践的指導を自ら提供する場合には、管理栄養士その

他の食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者を必

要数確保していることが望ましいこと。 

(6) 動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者又は積

極的支援対象者に対する運動に関する実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士又

は実践的指導実施者基準第２に規定する運動指導に関する専門的知識及び技術を

有すると認められる者により提供されること。また、運動に関する実践的指導を自

ら提供する場合には、運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる

者を必要数確保していることが望ましいこと。 

(7) 動機付け支援又は積極的支援のプログラムの内容に応じて、事業の再委託先や

他の健康増進施設等と必要な連携を図ること。 

(8) 特定保健指導実施者（実施基準第７条第１項第２号の規定に基づき、動機付け

支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に係る動機付けに関する支援を行

う者又は実施基準第８条第１項第２号の規定に基づき、積極的支援対象者に対し、

生活習慣の改善のための取組に資する働きかけを相当な期間継続して行う者をい

う。以下同じ。）は、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日本看護協会、

日本栄養士会等が実施する一定の研修を修了していることが望ましいこと。 

(9) 特定保健指導の対象者が治療中の場合には、(4)に規定する統括的な責任を持つ

者が必要に応じて当該対象者の主治医と連携を図ること。 

２ 施設、設備等に関する基準 

(1) 特定保健指導を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有していること。 

(2) 個別支援を行う際に、対象者のプライバシーが十分に保護される施設及び設備

等が確保されていること。 

(3) 運動に関する実践的指導を行う場合には、救急時における応急処置のための体

制が整っていること。 

(4) 健康増進法第 25 条に規定する受動喫煙の防止措置が講じられていること（医

療機関においては、患者の特性に配慮すること。）。 

３ 特定保健指導の内容に関する基準 

(1) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第７条第１項及び第８条第

１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法（平成 20 年厚

生労働省告示第 9 号）に準拠したものであり、科学的根拠に基づくとともに、特

定保健指導の対象者の特性並びに地域及び職域の特性を考慮したものであること。 

(2) 具体的な動機付け支援又は積極的支援のプログラム（支援のための材料、学習

教材等を含む。）は、保険者に提示され、保険者の了解が得られたものであること。 

(3) 最新の知見及び情報に基づいた支援のための材料、学習教材等を用いるよう取
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り組むこと。 

(4) 個別支援を行う場合は、特定保健指導の対象者のプライバシーが十分に保護さ

れる場所で行われること。 

(5) 委託契約の期間中に、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、相談に応じること。 

(6) 特定保健指導の対象者のうち特定保健指導を受けなかった者又は特定保健指導

を中断した者に対しては、特定保健指導の対象者本人の意思に基づいた適切かつ積

極的な対応を図ること。 

４ 特定保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準 

(1) 特定保健指導に関する記録を電磁的方法により作成し、保険者に対して当該記

録を安全かつ速やかに提出すること。 

(2) 保険者の委託を受けて、特定保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、

具体的な指導の内容、フォローの状況等を保存する場合には、これらを適切に保存

し、管理すること。 

(3) 法第 30 条に規定する秘密保持義務を遵守すること。 

(4) 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等を遵守すること。 

(5) 保険者の委託を受けて特定保健指導の結果を保存する場合には、医療情報の安

全管理（組織的、物理的、技術的、人的な安全対策等）を徹底すること。 

(6) インターネットを利用した支援を行う場合には、医療情報の安全管理（組織的、

物理的、技術的、人的な安全対策等）を徹底し、次に掲げる措置等を講じることに

より、外部への情報漏洩、不正アクセス、コンピュータ・ウイルスの侵入等を防止

すること。 

ア 秘匿性の確保のための適切な暗号化、通信の起点及び終点の識別のための認証

並びにリモートログイン制限機能により安全管理を行うこと。 

イ インターネット上で特定保健指導の対象者が入手できる情報の性質に応じて、

パスワードを複数設けること（例えば、特定健康診査の結果（労働安全衛生法（昭

和 47 年法律第 57 号）その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する

健康診断を含む。この(6)において同じ。）のデータを含まないページにアクセス

する場合には英数字のパスワードとし、特定健康診査の結果のデータを含むペー

ジにアクセスする場合には本人にしか知り得ない質問形式のパスワードとする

こと等）。 

ウ インターネット上で特定健康診査の結果のデータを入手できるサービスを受

けることについては、必ず本人の同意を得ること。 

エ 本人の同意を得られない場合における特定健康診査の結果のデータは、インタ

ーネット上で特定健康診査の結果のデータを入手できるサービスを受ける者の

特定健康診査の結果のデータとは別の場所に保存することとし、外部から物理的
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にアクセスできないようにすること。 

(7) 特定保健指導の結果の分析等を行うため、保険者の委託を受けて特定保健指導

の結果に係る情報を外部に提供する場合には、分析等に当たり必要とされる情報の

範囲に限って提供するとともに、提供に当たっては、個人情報のマスキングや個人

が特定できない番号の付与等により、当該個人情報を匿名化すること。 

５ 運営等に関する基準 

(1) 特定保健指導の利用が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜間に特定保健

指導を実施するなど、利用者の利便性に配慮し、特定保健指導の実施率を上げるよ

う取り組むこと。 

(2) 保険者の求めに応じ、保険者が特定保健指導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うこと。 

(3) 特定保健指導を行う際に、商品等の勧誘、販売等を行わないこと。また、特定

保健指導を行う地位を利用した不当な推奨、販売（商品等を特定保健指導の対象者

の誤解を招く方法で勧めること等）等を行わないこと。 

(4) 特定保健指導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こと。 

(5) 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務基盤 

を有すること。 

(6) 保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、保険者との委託契約に、

再委託先との契約においてこの告示で定める基準に掲げる事項を遵守することを

明記すること。 

(7) 運営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程

の概要を、保険者及び特定保健指導の利用者が容易に確認できる方法（ホームペー

ジ上での掲載等）により、幅広く周知すること。 

ア 事業の目的及び運営の方針 

イ 統括者の氏名及び職種 

ウ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

エ 特定保健指導の実施日及び実施時間 

オ 特定保健指導の内容及び価格その他の費用の額 

カ 事業の実施地域 

キ 緊急時における対応 

ク その他運営に関する重要事項 

(8) 特定保健指導実施者に身分を証する書類を携行させ、特定保健指導の利用者等

から求められたときは、これを提示すること。 

(9) 特定保健指導実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとと

もに、特定保健指導を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行うこ
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と。 

(10) 虚偽又は誇大な広告を行わないこと。 

(11) 特定保健指導の利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情

を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受

け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 

(12) 従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。 

(13) 保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、以下の事項を遵守す

ること。 

ア 委託を受けた業務の全部又は主たる部分を再委託してはならないこと。 

イ 保険者との委託契約に、再委託先との契約においてこの告示で定める基準に掲

げる事項を遵守することを明記すること。 

ウ 保険者への特定保健指導の結果報告等に当たっては、再委託した分も含めて一

括して行うこと。 

エ 再委託先及び再委託する業務の内容を(7)に規定する規程に明記するとともに、

(7)に規定する規程の概要にも明記すること。 

オ 再委託先に対する必要かつ適切な監督を行うとともに、保険者に対し、再委託

する業務の責任を負うこと。 
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