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１ 目標の設定

    国の「特定健康診査等基本指針」に基づき、この計画の実行により、平成２４

年度までに特定健康診査受診率を６５％、特定保健指導実施率を４５％にすると

ともに、メタボリックシンドロームに該当する人・予備群に当たる人が平成２０

年度と比較して１０％減少することを目標としました。

２ 各年度の目標値

    葛飾区が平成１９年度までに実施してきた健康診査事業の実施状況等を踏まえ

るとともに、平成２０年度から平成２４年度までの５年間の計画期間内において、

毎年、事業内容の改善や事業の周知を徹底して行い、国民健康保険加入者への事

業の定着を図ることで、目標値の達成をめざしました【図表１１】。 

区  分 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

特定健康診査受診率 ５５％ ５７.５％ ６０％ ６２.５％ ６５％

特定保健指導実施率 ２５％ ３０％ ３５％ ４０％ ４５％

メタボリックシンドローム

該当者・予備群の減少率
― ― ― ―

対２０年度比

１０％減少

【図表１１】特定健康診査・特定保健指導の実施及び成果に係る目標 

１ 達成すべき目標値の設定 
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１ 対象者

   葛飾区国民健康保険の加入者で、特定健康診査の実施年度中に４０歳から７４

歳となる人を対象としました。なお、国の基準に基づき、妊産婦や病院または診

療所に６か月以上継続して入院している人、特別養護老人ホーム等の施設に入所

されている人等は特定健康診査の対象外としました。

   また、労働安全衛生法等の他の法令に基づく健康診査や人間ドックなどを受診

している加入者については、その結果データを受領できる場合に、その健康診査

結果に応じて特定保健指導の対象としました。

２ 各年度の対象者数

特定健康診査と特定保健指導の対象者数と受診者数・実施者数の実績は、平成

２３年度までは次の表のとおりとなりました【図表１２】。 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

特定

健康診査

対象者数 ８７,２９０人 ８６,１５１人 ８５,４４６人 ８５,４９５人

受診者数 ３８,４６６人 ４０,２６５人 ３９,９１５人 ３９,２８２人

特定

保健指導

対象者数 ５,３２７人 ５,２６４人 ５,０６６人 ４,８０９人

実施者数 ５３５人 ４２３人 ７２５人 ７５２人

【図表１２】葛飾区特定健康診査・特定保健指導の 

       対象者数及び受診者数・実施者数実績 

２ 対象者数 
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第１期葛飾区特定健康診査等実施計画に掲げた目標を達成するためには、多くの

加入者に特定健康診査を受診して頂く必要がありました。そのため、特定健康診査

の実施場所や日程等について、加入者の利便性に配慮するとともに、健診項目を充

実させました。

１ 実施場所・費用負担

  特定健康診査は、受診率を高めるため、区民に身近な区内の指定医療機関  

（約１６８か所（５か年の平均））で実施しました。また、受診に係る本人の負担

は原則として無料としました。

２ 実施時期

平成２０年度から２４年度は６月から８月にかけて、当該年度の全対象者の健

康診査を実施しました。

３ 健康診査項目

 葛飾区の特定健康診査において実施した健診項目は、メタボリックシンドロー

ムに着目した生活習慣病予防のための特定保健指導を必要とする人を抽出する

項目だけではなく、その他の疾病を早期に発見することのできる健診項目も加え

て実施しました【図表１３】。 

３ 特定健康診査の実施方法 
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健康診査項目 健康診査項目

診 察

質問（問診） ◎

血液一般

ヘマトクリット値 □

身長 ◎ 血色素判定（ヘモグロビン） □

体重 ◎ 赤血球数 □

ＢＭＩ ◎
末梢血液一般

白血球数 ☆

腹囲 ◎ 血小板 ☆

理学的検査（身体診察） ◎

尿

・

腎機能

尿蛋白  半定量 ◎

血圧測定 ◎ 潜血 ☆

脂 質

中性脂肪 ◎ 血清クレアチニン ☆

ＨＤＬコレステロール ◎ 尿素窒素 ※ ☆

ＬＤＬコレステロール ◎ 尿酸 ☆

肝機能

ＡＳＴ（ＧＯＴ） ◎ 心機能 １２誘導心電図 □

ＡＬＴ（ＧＰＴ） ◎ 眼底検査 □

γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ） ◎  アルブミン（６５歳以上のみ） ☆

代謝系

空腹時血糖 ■  胸部Ｘ線 ☆

尿糖  半定量 ◎

ヘモグロビンＡ１ｃ ■

【図表１３】葛飾区特定健康診査の健康診査項目一覧 

◎－必須項目                  ■－いずれかの項目の実施で可

□－医師の判断に基づき選択的に実施する項目   ☆－国の基準に加えて葛飾区で独自に実施する項目

※尿素窒素は２０年度のみ実施しました。
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特定保健指導は、対象者自身が健康状態を自覚することによって、自らが生活習

慣改善のための目標を設定し、行動に移すとともに、その生活を継続することがで

きるように支援していくものです。

葛飾区では、実施場所や日程等について利用しやすい実施方法を採用するととも

に、特定保健指導の利用に係る本人負担を原則として無料としました。

１ 対象者の選定方法

 特定保健指導の対象者は、特定健康診査の結果により、次の選定基準に基づきメ

タボリックシンドロームに該当する人、予備群に当たる人としました【図表１４、

１５】。

腹 囲 
追加リスク（＊１） 

喫煙歴 
対 象 

①血糖 ②脂質 ③血圧 ４０～６４歳 ６５～７４歳 

男性≧85cm

女性≧90cm

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  
上記に該当しても、糖尿病、高血圧症または脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している人は、特定
保健指導の対象にはなりません。

①血糖
ａ 空腹時血糖 100mg/dl 以上 または 
ｂ ヘモグロビンＡ１ｃの場合 5.2％以上（JDS値）

②脂質
ａ 中性脂肪 150mg/dl 以上 または 
ｂ HDLコレステロール 40mg/dl 未満 

③血圧
ａ 収縮期 130mmHg 以上 または 
ｂ 拡張期 85mmHg 以上 

【図表１４】特定保健指導対象者の選定基準 

【図表１５】選定基準の追加リスクの判定値 

４ 特定保健指導の実施方法 
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２ 実施内容

（１）面接 

   健診結果説明時に、特定保健指導の初回面接を実施しました。

   特定保健指導の利用にあたっては、対象者に「特定保健指導利用券」を発行

していましたが、健診結果が判明してから利用券発行までに２か月以上かかる

ため、利用意欲が減少してしまうことから、平成２２年度から、健診結果説明

時に初回面接が行えるように改善しました。

   これに伴い、利用券を廃止しました。

（２）情報提供

① 特定保健指導の対象者であるか否かに係らず、特定健康診査を受診した人

全員を対象に、健診結果により自らの身体状況を認識するとともに生活習慣

を見直すきっかけとなる情報を記載した「特定健康診査を受診した方へ」と

いうパンフレットを提供しました。

② 情報提供は、年１回とし、原則として特定健康診査を実施した医療機関に

おいて健診結果通知と同時に実施しました。

（３）動機付け支援

① 医師・管理栄養士・保健師等による面接を１回実施しました。特定保健指

導実施者は、詳細な質問票等によって対象者の生活習慣などを十分に把握し

た上で、生活習慣改善の必要性やメリット等を説明しました。

    また、栄養や運動の実践的な指導、必要な社会資源の紹介等を合わせて行

いました。

    さらに、対象者とともに生活習慣の改善に向けた行動目標・行動計画を作

成しました。

② 面接は、対象者の希望に応じて、グループ支援（１グループ８名以下）ま

たは個別支援により実施しました。

  ③ グループ支援は、葛飾区医師会館や地区センター等を会場にして実施しま

した。また、対象者の利便性を確保するため、実施場所を区内に６か所設置

し、平成２３年度は１４回実施しました。

④ 個別支援は、原則として地域の医療機関において実施しました。また、区

内に約７２か所（５か年の平均）設置しました。

  ⑤ 特定保健指導は、特定健康診査の結果を活用するため、面接の実施時期を

毎年度、６月から１２月の間としました。

  ⑥ 面接を実施してから６か月後に、対象者一人ひとりの行動目標の達成度や
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身体状況、生活習慣の改善等を確認し、保健指導の効果を評価しました。

  ⑦ 特定保健指導未利用者に対し、保健指導の利用を促す利用勧奨通知を送付

しました。（平成２２年度から実施）

  ⑧ 保健指導利用者には、６か月後の評価まで保健指導を継続できるよう継続

支援通知の送付をしました。（平成２２年度から実施）

（４）積極的支援

  ① 初回面接は、動機付け支援と同様の支援を実施しました。

  ② 上記の支援に加えて、医師・管理栄養士・保健師等による継続的な支援を

実施しました【図表１６】。

    国のガイドラインでは、継続的な支援にポイント制を導入し、支援Ａ（積

極的関与タイプ）で１６０ポイント以上、支援Ｂ（励ましタイプ）で２０ポ

イント以上での合計１８０ポイント以上の支援の実施が定められていまし

た。葛飾区では、合計で２２０ポイントの支援を行い、保健指導の内容を充

実させました。

  ③ 継続的な支援におけるグループ支援の実施場所については、実施内容が食

事や運動等の実践的な指導となるため、講座・講習の内容に応じて設定しま

した。

  ④ 個別支援は、地域の医療機関または葛飾区医師会館において実施しました。

また、区内に約２５か所（５か年の平均）設置しました。

  ⑤ 面接を実施してから６か月後に、対象者一人ひとりの行動目標の達成度や

身体状況、生活習慣の改善等を確認し、保健指導の効果を評価しました。

  ⑥ 動機付け支援と同様に、対象者に対し、平成２２年度から特定保健指導の

利用を促す利用勧奨通知の送付を実施しました。 
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実施時期
(初回面接後) 

支援内容 支援時間(分) 
支援の
種類

支援
ポイン
ト

２週間後
電話またはＥメール、手紙により実施状況の確
認、励ましを行う。
＊Ｅメール、手紙の場合は該当時期に２回実施

電話 ５分

Ｅメール ２往復

手紙   ２往復

Ｂ １０

１か月後
個別支援により実施状況の確認、生活習慣の改
善に必要な支援を行う。

面接 １５分 Ａ ６０

２か月後
個別支援により取り組み内容及び結果の評価を
行い、必要に応じて行動目標・行動計画の再設
定を行う。

面接 ２０分 Ａ ８０

３か月後
電話またはＥメール、手紙により実施状況の確
認、励ましを行う。
＊Ｅメール、手紙の場合は該当時期に２回実施

電話 ５分

Ｅメール ２往復

手紙   ２往復

Ｂ １０

４か月後
個別支援により実施状況の確認、生活習慣の改
善に必要な支援を行う。

面接 １５分 Ａ ６０

【図表１６】継続的な支援内容（個別支援の一例）支援Ａ：２００Ｐ 支援Ｂ：２０Ｐ 
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  特定健康診査及び特定保健指導の実施における年間スケジュールは次のとおり行

いました【図表１７】。 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

特定健康診査受診券の発送

特定健康診査の実施

受診勧奨はがきの発送＊１

健診結果説明・情報提供

特定保健指導対象者の選定

特定保健指導利用券の発送＊２

特定保健指導の実施

動機付け支援（面接）

積極的支援（初回面接）

積極的支援（継続的な支援）

動機付け支援（６か月後評価）

積極的支援（６か月後評価）

利用勧奨通知の発送＊３

利用継続支援通知の発送＊３

広報（広報紙・FMラジオ等）

特定健康診査

特定保健指導

区　　　分

【図表１７】特定健康診査・特定保健指導の実施スケジュール 

＊１ 平成２３年度より開始しました。 ＊２ 平成２１年度まで実施しました。 
＊３ 平成２２年度より開始しました。 

５ 年間スケジュール 
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１ 事業周知

特定健康診査・特定保健指導の実施を広く区民に周知するため、広報紙や区ホ

ームページ、地域のＦＭラジオ等による広報を行いました。

また、区内の医療機関、歯科医療機関、薬局の協力のもと、事業周知用パンフ

レット等を区の施設のほか、地域の医療機関、歯科医療機関、薬局に配置し、周

知を図りました。

２ 案内方法

   特定健康診査受診対象者には、毎年受診開始前に特定健康診査受診券を送付し

ました。また、健診結果については原則として、特定健康診査を受診した医療機

関において医師との対面により通知しました。その際、健診結果により特定保健

指導の対象となった人には、対象となったこと及び特定保健指導についての説明

を行いました。

６  事業周知・案内の方法 
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１ 実施体制 

特定健康診査・特定保健指導ともに、対象者の利便性に配慮した実施体制を構

築するよう努めました。

特定健康診査は、加入者の身体状況を把握している地域の「かかりつけ医」に

よって行われることが健康管理上有効であり、特定保健指導も対象者が日頃から

接する機会の多い地域の「かかりつけ医」によって行われることが効果的です。

また、特定健康診査から特定保健指導にかけて一連の流れをつくることで、対

象者にとって分かりやすく利用しやすいサービスを提供することができます。

これらのことを踏まえ、葛飾区では健康診査事業の委託先として地域の医療機

関を選定し、葛飾区医師会及びその他の区内医療機関と個別に委託契約を結び、

実施の体制を整えました。

２ 受診率・実施率 

平成２０年度から平成２３年度までに行った特定健康診査の受診率と、特定保

健指導の実施率は次の表のとおりです【図表１８】。 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

特定 

健康診査 

対象者数 ８７,２９０人 ８６,１５１人 ８５,４４６人 ８５,４９５人

受診者数 ３８,４６６人 ４０,２６５人 ３９,９１５人 ３９,２８２人

受診率 ４４.１％ ４６.７％ ４６.７％ ４５.９％

特定 

保健指導 

対象者数 ５,３２７人 ５,２６４人 ５,０６６人 ４,８０９人

実施者数 ５３５人 ４２３人 ７２５人 ７５２人

実施率 １０.０％ ８.０％ １４.３％ １５.６％

【図表１８】特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率 

７ 特定健康診査・特定保健指導の評価 
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３ メタボリックシンドローム等の改善状況 

（１）メタボリックシンドローム該当者の改善状況 

   前年度にメタボリックシンドロームの該当者と判定された者のうち、翌年度

にメタボリックシンドローム予備群又は非該当と判定された者の割合は、次の

表のとおりとなりました【図表１９】。

区 分 総計 男性 女性

２０年度の該当者のうち、２１年度に予備群又

は非該当と判定された者の割合
２５.１％ ２２.８％ ２９.０％

２１年度の該当者のうち、２２年度に予備群又

は非該当と判定された者の割合
２３.８％ ２２.２％ ２６.４％

（２）メタボリックシンドローム予備群の改善状況 

   前年度にメタボリックシンドロームの予備群と判定された者のうち、翌年度

にメタボリックシンドローム非該当と判定された者の割合は、次の表のとおり

となりました【図表２０】。 

区 分 総計 男性 女性

２０年度の予備群のうち、２１年度に非該当と

判定された者の割合
２５.１％ ２１.４％ ３０.８％

２１年度の予備群のうち、２２年度に非該当と

判定された者の割合
２２.５％ １８.９％ ２８.４％

４ アンケート調査（２０年度、２２年度） 

特定健康診査及び特定保健指導の受診率・実施率向上及び、利便性の向上を図

るため、その内容や実施方法等について対象者の意見・要望等を把握・分析し、

健康診査事業に反映するべく、平成２０年度と平成２２年度にアンケート調査を

行いました。

【図表１９】メタボリックシンドローム該当者の改善状況（対前年度） 

【図表２０】メタボリックシンドローム予備群の改善状況（対前年度） 
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（１）平成２０年度アンケート調査結果概要 

   ①アンケート対象者 

   平成２０年度は、当該年度の特定健康診査において４０歳～６４歳の対象者

のうち、未受診者１,０００人を無作為に抽出してアンケートを行いました【図
表２１】。

対 象 者 対象人数 回収人数 回収率 

平成２０年度特定健康診査未受診者のうち 

４０歳～６４歳の男女 
1,000人 2５７人 2５.７%

②アンケート調査結果

アンケート結果の中から一部を抜粋して、「特定健康診査を受けなかった理

由」（選択式。複数回答可）を見ると、平成２０年度は「医療機関で診療を受け

ている」、「人間ドックや他の健診を受けた」、「実施曜日が適当でなかった」、「実

施期間が適当でなかった」といった意見が多く挙げられました【図表２２】。

【図表２１】平成２０年度アンケート調査対象者等 

【図表２２】特定健康診査を受けなかった理由 
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（２）平成２２年度アンケート調査結果概要 

①アンケート対象者 

平成２２年度は、当該年度の特定健康診査を受診していない４０歳～５９歳

の男女１,０００人及び、特定保健指導の利用者５００人、未利用者５００人の
計２,０００人をアンケートの対象としました【図表２３】。

対 象 者 対象人数 回収人数 回収率 

特定健康診査及び特定保健指導対象者 2,000人 666人 33.3%

平成２２年度特定健康診査未受診者（４０～５９歳） 1,000人 216人 21.6%

平成２２年度特定保健指導未利用者 500人 189人 37.8%

平成２２年度特定保健指導利用者 500人 261人 52.2%

②特定健康診査アンケート調査結果

アンケート結果の中から一部を抜粋して、「特定健康診査を受けなかった理

由」（選択式。複数回答可）を見ると、「うっかり忘れていた」、「他の健診や人

間ドックを受けた」、「実施の期間（６月～８月）が適当でなかった」、「実施の

曜日・時間が適当でなかった」という意見が多く挙がり、未受診の理由は２０

年度とほぼ変わらないものの、「うっかり忘れていた」という意見が突出して多

く挙がりました【図表２４】。

【図表２３】平成２２年度アンケート調査対象者等 
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③特定保健指導未利用者アンケート結果

特定保健指導未利用者アンケートにおいて、「特定保健指導を利用しなかった

理由」（選択式。複数回答可）を見ると、「日程や場所の制約があり利用できな

かった」、「自分で生活習慣に気をつけているから」、「医療機関で定期的に診療

を受けているから」という意見が特に多く挙がり、アンケート結果からは、多

くの人が利用しやすい環境づくりの重要性が読み取れます【図表２５】。

【図表２４】特定健康診査を受けなかった理由 

【図表２５】特定保健指導を利用しなかった理由 
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④特定保健指導利用者アンケート

特定保健指導利用者アンケートにおいて、「特定保健指導を利用した理由」（選

択式。複数回答可）を見ると、「特定保健指導を利用しましょうという通知が区

から届いたから」、「医師に勧められたから」という意見が大多数であり、直接

の勧奨、または通知による勧奨が効果的だったことが窺えます【図表２６】。

【図表２６】特定保健指導を利用した理由 
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５ これまでの改善策 

（１）特定健康診査 

特定健康診査は、働き盛りである４０歳代～５０歳代の受診率が全国的に低

く、葛飾区においても、この年齢層の受診率は対象者のうち３０％未満です。 

また、平成２２年度に行ったアンケート調査では「受診をうっかり忘れてい

た」という意見が多くありました。 

このため、平成２３年度と２４年度に２年間連続で特定健康診査を受診して

いない４０歳代～５０歳代の方に、「受診勧奨はがき」を送りました。 

（２）特定保健指導 

特定保健指導は当初、初回面接の実施前に特定保健指導利用券を個別に送付

していましたが、利用券は、健診結果が判明してから約２か月後にしか送付す

ることができず、利用券を受け取るまでに対象者の利用意識が低下してしまう

恐れがありました。 

利用意識の低下を防ぐため、２２年度からは利用券を送付せずに、特定健康

診査の結果説明時に初回面接を受けられるように実施方法を変更するとともに、

特定保健指導の未利用者に対して利用を勧奨する通知を送付しました。 

また、利用勧奨通知に合わせて、特定保健指導のグループ支援の面接日を変

更し、利用しやすい環境を整えました。 

特定保健指導利用者に対しては、初回面接日から５か月を迎える利用者に対

して、最終評価の利用を促す通知を送付しました。 

これらの取り組みにより、２１年度の実施率８．０％が２２年度には実施率

１４．３％まで向上しました。 
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６ 実施状況と目標値からの評価・検証 

（１）特定健康診査・特定保健指導の全国実施状況 

平成２４年１２月の厚生労働省発表による平成２０年度から平成２２年度まで

の特定健康診査と特定保健指導の実施状況は、次の表のとおりです【図表２７】。

葛飾区の特定健康診査は、保険者全体・市町村国保と比べて、毎年度高い受

診率となっています。特定保健指導は、平成２２年度から実施方法を変更した

ことにより、保険者全体よりも実施率が高くなりましたが、依然、市町村国保

と比較すると実施率は低い状況です。

平成２０年度確報値 平成２１年度確報値 平成２２年度確報値

特
定
健
康
診
査

保険者全体 ３８.９％ ４１.３％ ４３.２％

市町村国保 ３０.９％ ３１.４％ ３２.０％

葛飾区 ４４.１％ ４６.７％ ４６.７％

特
定
保
健
指
導

保険者全体 ７.７％ １２.３％ １３.１％

市町村国保 １４.１％ １９.５％ １９.３％

葛飾区 １０.０％ ８.０％ １４.３％

※保険者全体には市町村国保、国保組合、全国健康保険協会、船員保険、組合健保、共済組合が含まれます。

（２）実施状況と目標値の差から見る問題点 

第１期の特定健康診査等実施計画においては、平成２４年度までに特定健康

診査受診率６５％、特定保健指導実施率４５％を目標としましたが、平成２２

年度の確報値の時点で、非常に大きな開きがある状況です。

過去に実施したアンケート調査や、実際の実施状況等から、目標値に到達し

なかった理由を分析すると、「健診を受けることを忘れていた」、「自分で生活習

慣に気を遣っている」、「日程や場所に制約がある」等が、特定健康診査の受診

や特定保健指導の利用を妨げていると考えられます。

厚生労働省の資料※においても、特定健康診査を受診しない理由として、「医

師受診中」、「健康だから」、「時間の都合がつかない」という理由が上位を占め

ています。

以上のことから、「健康診査の重要性に対する意識の低さ」と「時間と場所の

制約」が大きな問題となっていると思われます。

【図表２７】特定健康診査・特定保健指導の実施状況 

※第１０回保険者による健診・保健指導等に関する検討会（平成２４年６月２７日）
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７ 今後の取り組み 

（１）健康診査等に対する意識の向上

①特定健康診査 

平成２３年度に行った受診勧奨はがきの効果を検証したところ、対象となっ

た４１歳～４４歳の受診率は、２２年度２６．９３％に対して２３年度は２７．

６４％となり、０.７１ポイント上昇しました。 

平成２４年度は対象を４０歳～５９歳に拡大して勧奨はがきを送付しており、

実績を確認しながら、効果を検証します。

効果検証後は、現在実施している受診勧奨の改善などを実施し、対象者の意

識向上を図るとともに、継続的な受診を促します。さらに、個々の対象者に対

し、より強く意識してもらうため、電話による勧奨を検討します。

②特定保健指導

平成２２年度以降、特定保健指導未利用者に対して、利用を勧奨する通知を

９月と１１月に発送しています。２１年度と２２年度について、勧奨通知発送

翌月の初回面接利用者数を比較すると、１０月利用者数は５１.１％増、１２月

利用者数は２４２.６％増と、非常に大きな効果が見られました。同じく２２年

度から実施した、特定保健指導利用者（動機付け支援）に対して継続を支援す

る通知では、対２１年度比で８.２ポイントの実施率向上を実現しており、個別

の通知は効果的であることが窺えます。

また、利用勧奨通知・継続支援通知後の実施率向上だけでなく、特定保健指

導利用者のアンケート結果からも、対象者個人に対する働きかけが、特定保健

指導の利用に対して効果的であると考えます。

これらのことから、生活習慣病啓発チラシを各対象者の症状に合わせた内容

で送付できるように検討します。さらに、個々の対象者に対し、より強く意識

してもらうため、電話による勧奨を検討します。

（２）「場所と時間」の確保

 ①特定健康診査 

葛飾区のアンケートでは、土曜日・日曜日に受診できるようにしてほしい

という意見もあります。

土曜日・日曜日は、休診している医療機関も多いことから、場所的にも時

間的にも制約を受けることになります。
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そこで、土曜日・日曜日の健康診査の充実について、葛飾区医師会と調整

を図り、その可能性について検討します。

②特定保健指導

特定保健指導は、初回面接と最終評価する者（医療機関）が同一でなけれ

ばならないと定められていました。

しかし、厚生労働省の「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」

における「第二期特定健康診査等実施計画期間に向けての特定健診・保健指

導の実施について（とりまとめ）」では、特定保健指導の実施率向上の観点か

ら、同一でない場合を認めることも有効であり、今後、検討を行うとしてい

ます。このことにより、例えば、「初回面接は健診を受けた医療機関、その後

の保健指導は医師会特定保健指導相談室」という可能性が考えられるように、

特定保健指導の利用機会は、増えると思われます。

「場所」については、ただ増やせば実施率が上がるというものではないと

考えます。

    【地区センターにおける特定保健指導初回面接状況】

      ○地区センター 亀有、金町、新小岩北、堀切、高砂

      ○開催時間   １８：３０～２０：３０

      ○開催期間   平成２２年度 ７月５日～９月２９日

              平成２３年度 ９月１２日～１２月６日

地区センターにおける特定保健指導の初回面接の実施は、２２年度、２３

年度ともに１０回と同数にも係らず、開催回数に開きがあります。

２３年度の開催回数が多い理由は、特定保健指導利用勧奨通知の送付時（９

月、１１月）に合わせて実施日を決めたためです。

２２年度も利用勧奨通知を２３年度と同じ時期に送付していますが、勧奨

通知送付前の７月から９月初めの実施は、中止とせざるを得ませんでした。

平成２２年度 平成２３年度 

 実施回数 １０ １０

  開催 ２ ９

  中止 ８ １
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このことから、今後も地区センターにおける特定保健指導の初回面接は、

利用勧奨の実施時期と合わせて行います。回数の増加については、葛飾区医

師会と調整を図り、検討します。

１ 長寿（後期高齢者）医療健康診査の実施

     東京都後期高齢者医療広域連合からの委託を受け、葛飾区が７５歳以上の高齢

者の健康診査を実施しました。その実施に当たっては、高齢者の利便性を確保す

るとともに、健診項目を充実しました。

（１）実施場所・費用負担

区内の指定医療機関（約１６５か所（５か年の平均））で実施しました。また、

受診に係る本人負担は原則として無料としました。 

（２）実施時期

平成２０年度は特定健康診査終了後の９月から１１月の３か月間、それ以降

の毎年度は、特定健康診査終了後の９月から１０月の２か月間に実施しました。

（３）健康診査項目

   東京都後期高齢者医療広域連合から委託される内容は、腹囲の測定を除いて

特定健康診査の必須項目【１７ページ 図表１３参照】と同様です。葛飾区では、

この委託される内容に胸部Ｘ線や心電図検査等を上乗せして実施しました。

２ 基本健康診査の実施

 葛飾区では平成２０年度に特定健康診査を開始するまで、壮年者健康診査、節

目健康診査、高齢者健康診査等を実施していました。特定健康診査の開始に伴い、

４０歳以上の区民の多くは、特定健康診査による健康診査を実施することとなり

ました。しかし、保険者が加入者に対して健康診査を実施するという制度上、対

象外となる方がいることから、区民の健康の保持・増進のため、基本健康診査を

活用し、対象外となる方に対し、健康診査を実施しました。

（１）対象者

 ・生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付受給者

 ・４月２日以降に葛飾区国民健康保険に加入された方

８ その他の健診 
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 ・４月２日以降に被用者保険（被扶養者に限る）または国保組合に加入された方

（２）実施場所・費用負担

  約１６０か所の区内の指定医療機関で実施しました。また、受診に係る本人

負担は原則として無料としました。

（３）実施時期

   毎年度、特定健康診査終了後の９月から１０月の２か月間に実施しました。

（４）検査項目

   身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、胸部Ｘ線、貧血検査等

３ がん検診・肝炎検査等の（同時）実施

区民に実施している健康増進法に基づく各種がん検診及び肝炎検査については、     

特定健康診査や長寿（後期高齢者）医療健康診査を受診する方の利便性を確保す

るため、特定健康診査や長寿（後期高齢者）医療健康診査と同時に実施できるよ

うにしました。

（１）同時実施検診項目

 ・肺がん検診

  ・大腸がん検診

  ・前立腺がん検診

  ・肝炎検査（B型・C型）

４ 生活機能評価の（同時）実施

     生活機能の低下や要支援・要介護状態になる恐れのある方を早期発見するとと

もに、その方に対して介護予防プログラムの参加をすすめる、介護保険法に基づ

き区民に実施している生活機能評価については、特定健康診査や長寿（後期高齢

者）医療健康診査を受診する方の利便性を確保するため、特定健康診査や長寿（後

期高齢者）医療健康診査と同時に実施できるようにしました。

（１）実施方法

 特定健康診査、長寿（後期高齢者）医療健康診査の受診券を送付する際、対

象となる６５歳以上の高齢者（要支援・要介護に認定された方を除く）に生活

機能評価のためのチェックリスト用紙「６５歳からの「いきいき元気度チェッ

ク」」を同封し、健康診査受診の際、チェックリスト用紙を提出した方に対し

て健診機関が判定を実施することとしました。
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