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第３期実施計画期間（H30～35年度）の特定保健指導の運用の弾力化    

 保険者の厳しい財政状況や専門職の限られた人的資源の中で、保健指導の質を確保しつつ、対象者の個別性に応じた現場
の専門職による創意工夫や改善を可能とし、実施率の向上につながるよう、特定保健指導の運用の大幅な弾力化を行う。 

（１）行動計画の実績評価の時期を現在の「６か月以降」から、保険者の判断で「３か月以降」とすることができる。 

  ⇒ 保健指導の質を確保し、対象者の負担の軽減も図りながら、利用者の拡充に対応できるようになる。 

   （※）例えば、３か月間は専門職が個別に介入して保健指導を実施した上で、３か月後に実績評価を行い、その後は、加入者全員向
けのＩＣＴのアプリを活用して生活習慣の改善状況をフォローするなど、保険者の実施体制に応じた効果的・効率的な取組が可
能。 

（２）保険者が特定保健指導全体の総括・管理を行う場合、初回面接と実績評価の「同一機関要件」を廃止する。 

  ⇒ 保険者と委託先との間で対象者の保健指導の情報が共有され、保険者のマネジメントが強化される。 

   （※）保険者は、初回面接の実施機関に行動計画の実績評価の結果を共有する。 

 
（３）初回面接の分割実施を可能とし、特定健診受診当日に対象者と見込まれる者に初回面接をできるようにする。 

  ⇒ 健康意識が高まっている時に受診者に働きかけることができ、受診者にも利便性がよく、実施率の向上につながる。
定期健康診断等と連携することで、産業医・産業保健師との連携も図られる。 

   （※１）①健診受診当日にすべての検査結果が判明しなくても、腹囲・体重、血圧、喫煙歴等の状況から特定保健指導の対象と見込
まれる者に、把握できる情報（腹囲・体重、血圧、質問票の回答など）をもとに医師・保健師・管理栄養士が初回面接を行い、
行動計画を暫定的に作成し、②後日、全ての項目の結果から医師が総合的な判断を行い、専門職が本人に電話等を用いて相談
しつつ、行動計画を完成する方法を可能とする。 

   （※２）初回面接を分割実施する場合、例えば分割した２回目の初回面接に引き続いて継続的な支援を実施することで、対象者の負
担の軽減も図りながら、効率的・効果的な保健指導を行うことも可能。 

 
（４）積極的支援に２年連続で該当した場合に、２年目の状態（腹囲、体重等）が１年目より改善していれば、２年目は動

機付け支援相当（初回面接と実績評価は必須、３か月以上の継続的支援は180ポイント未満でも可）でも可とする。 

  
（５）積極的支援対象者に対する柔軟な運用による特定保健指導のモデル実施（行動計画の策定・実績評価、喫煙者への禁

煙指導を行い、３か月以上の保健指導により腹囲・体重の値が改善すれば、180ポイントの実施量を満たさなくても特
定保健指導とみなす）を導入する ⇒ 実施量ではなく、アウトカム（結果）での評価・報告が可能になる 

  （※）実施計画を国へ提出していれば、モデル実施の保険者は限定しない。モデル実施の結果は国で効果検証を行う。 

（平成29年1月19日 保険者による健診・保健指導のあり方に関する検討会 とりまとめ） 
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保険者による健診・保健指導等に関する検討会について 

○位置づけ 
 医療保険者における特定健康診査及び特定保健指導の提供方法等の今後のあり方について、これまでの実績等を踏まえて
検討を行うため、関係者の参集を得て、厚生労働省保険局長が開催。 

 
○検討事項 
（１）特定健診・保健指導の実施方法等について 
（２）特定健診の健診項目及び特定保健指導の内容等について 
（３）保険者における特定健診・特定保健指導への取組みの評価方法等について 
（４）その他特定健診・保健指導に関連する事項について 

 
○構成員 

 井伊 久美子 日本看護協会 専務理事 

 飯山 幸雄  国民健康保険中央会 常務理事 

 伊藤 彰久  日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局長 

 今村 聡   日本医師会 副会長 

 岩崎 明夫  産業医科大学作業関連疾患予防学研究室 

 岡崎 誠也  全国市長会国民健康保険対策特別委員長 

 金子 正   日本私立学校振興・共済事業団 理事 

 河合 雅司  産経新聞社 論説委員 

 北原 省治  共済組合連盟 常務理事 

 久野 時男  全国町村会行政委員会委員長 
       ・愛知県飛島村長 

 佐藤 文俊  全国国民健康保険組合協会 常務理事 
 

 下浦 佳之  日本栄養士会 常務理事 

 白川 修二  健康保険組合連合会 副会長 

 鈴木 茂明  地方公務員共済組合協議会事務局長 

 高野 直久  日本歯科医師会 常務理事 

◎多田羅 浩三 一般財団法人日本公衆衛生協会 会長 

 津下 一代  あいち健康の森健康科学総合センター 
        センター長 

藤井 康弘   全国健康保険協会 理事 

細江 茂光  全国後期高齢者医療広域連合協議会 副会長 

武藤 繁貴  日本人間ドック学会理事/聖隷健康診断センター所長 

吉田 勝美  日本総合健診医学会 副理事長 

◎座長     ※構成員は、平成28年12月19日現在 
 

 
 

○開催経緯 
 平成23年4月に第１回検討会を開催。直近では、第３期の特定健診・保健指導の見直しについて、平成29年１月に取りまとめ。 

2 



    第三期特定健康診査等実施計画期間（平成30年度～35年度）における 
    特定健診・保健指導の運用の見直しについて（議論のまとめ） （平成29年1月19日） 

○ 特定健診・保健指導は、保険者が健診結果により内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病等のリスクに応じて対象者を選定し、対象者自らが健康
状態を自覚し、生活習慣改善の必要性を理解した上で実践につなげるよう、専門職が個別に介入するものである。 

  こうした対象者の個別性を重視した効果的な保健指導の実施は、加入者の健康の保持・向上や医療費適正化等の観点から、極めて重要な保
険者機能であり、実施率の更なる向上が求められる。 

○ 検討会では、保険者による特定健診・保健指導を着実に実施し、保険者全体で更なる実施率の向上を達成する観点から、第３期実施計画期
間（Ｈ30～35年度）における制度運用の見直しの検討結果をとりまとめた。運用方法の詳細やＨ29年度中に行うシステム改修に必要な要件定
義・仕様については、検討会の下に設置した実務担当者によるワーキンググループで検討を行う。 

○ 特定健診・保健指導についての科学的知見の整理を前提としつつ、生活習慣病対策全体を俯瞰した視点、実施体制、実現可能性と効率性、
実施率、費用対効果といった視点を踏まえ、特定健診・保健指導の枠組み、特定健診の項目について整理する。 

○ 内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目した現行の特定保健指導対象者の選定基準を維持する。内臓脂肪の蓄積を評価する方法は、現
行の腹囲基準（男性85cm以上、女性90cm以上）を維持する。 

○ 腹囲が基準未満でリスク要因（血圧高値、脂質異常、血糖高値）がある者は特定保健指導の対象者とはならないが、これらの者への対応方
法等は重要な課題であり、引き続き、検討を行う。 

１．特定健診･保健指導の枠組み、腹囲基準 

○ 現在実施している健診項目等について基本的に維持する。その上で、科学的知見の整理及び労働安全衛生法に基づく定期健康診断の見直
しを踏まえて、健診項目の見直しを行う。 

 
（１）基本的な健診の項目（別添１） 
 ①血中脂質検査 
  定期健康診断等で、中性脂肪が400mg/dl以上や食後採血のため、

LDLコレステロールの代わりにnon-HDLコレステロールを用いて評
価した場合でも、血中脂質検査を実施したとみなす。 

 ②血糖検査 
  やむを得ず空腹時以外でヘモグロビンA1cを測定しない場合は、

食直後を除き随時血糖による血糖検査を可とする。 

２．特定健診項目の見直し 

（２）詳細な健診項目（別添１） 
 ①血清クレアチニン検査 
 ・血清クレアチニン検査を詳細な健診の項目に追加し、eGFRで腎機

能を評価する。 
 ・対象者は、血圧又は血糖検査が保健指導判定値以上の者のうち、

医師が必要と認めるものとする。 
 ②心電図検査 
  対象者は、当該年の特定健康診査の結果等で、血圧が受診勧奨判

定値以上の者又は問診等で不整脈が疑われる者のうち、医師が必要
と認めるものとする。 

 ③眼底検査 
  対象者は、原則として当該年の特定健康診査の結果等で、血圧又

は血糖検査が受診勧奨判定値以上の者のうち、医師が必要と認める
ものとする。 

（３）標準的な質問票（別添２） 
 ・これまでの質問項目との継続性を考慮しつつ必要な修正を加える。 
 ・生活習慣の改善に関する歯科口腔保健の取組の端緒となる質問項

目を追加。 
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○ 保険者の厳しい財政状況や専門職の限られた人的資源の中で、特定保健指導の質を確保しつつ、対象者の個別性に応じた現場の専門職によ
る創意工夫や運用の改善を可能とし、効果的・効率的な保健指導を推進することにより、実施率の引き上げにつながるよう、特定保健指導の
実施方法の見直しを行う。 

（１）行動計画の実績評価の時期の見直し 
 ・行動計画の実績評価を３か月経過後（積極的支援の場合は、 
  ３か月以上の継続的な支援終了後）に行うことを可能とする。 
 ・３か月経過後に実績評価を行う場合、的確な初回面接の実施がこ

れまで以上に重要である。また、実績評価後に、例えばICTを活
用して実践状況をフォローする等の取組が期待される。 

 
（２）初回面接と実績評価の同一機関要件の廃止 
 ・保険者と委託先との間で適切に情報が共有され、保険者が対 
  象者に対する保健指導全体の総括・管理を行う場合は、初回 
  面接と実績評価を行う者が同一機関であることを要しないことと

する （保険者マネジメントの強化が図られる）。 
 
（３）特定健診当日に初回面接を開始するための運用方法の改善 
 ①健診結果が揃わない場合の初回面接の分割実施 
 ・検査結果が判明しない場合、①健診受診当日に、腹囲・体重、血

圧、喫煙歴等の状況から対象と見込まれる者に対して初回面接を
行い、行動計画を暫定的に作成し、②後日、全ての項目の結果か
ら医師が総合的な判断を行い、専門職が本人と行動計画を完成す
る方法を可能とする。 

 ②特定健診当日に初回面接を行う場合の集合契約の整備 
 ・特定保健指導対象者全員（①を含む）に保健指導を実施すると決

めた医療保険者のグループと、特定健診受診当日に特定保健指導
を実施できる実施機関のグループとで集合契約が締結できるよう、
共通ルールを整理する。 

（４）２年連続して積極的支援に該当した者への２年目の特定保健指
導の弾力化 

 ・２年連続して積極的支援に該当した者のうち、１年目に比べ２年
目の状態が改善している者について、２年目の積極的支援は、動
機付け支援相当（初回面接と実績評価は必須。３か月以上の継続
的な支援は180ポイント未満でもよい）の支援を実施した場合で
も、特定保健指導を実施したと位置づける。 

 

（５）積極的支援対象者に対する柔軟な運用による特定保健指導のモ
デル実施 

 ・積極的支援対象者に対する３か月以上の継続的な支援におけるポ
イントの在り方や、生活習慣の改善効果を得るための目安となる
新たな指標等を検証するために、柔軟な運用による特定保健指導
のモデル実施を行う。 

 （※）モデル実施は、一定の要件を満たせば、特定保健指導を実施
したとみなすこととする。 

 

（６）情報通信技術を活用した初回面接（遠隔面接）の推進 
 ・国への実施計画の事前の届出を平成29年度から廃止する。 
 

（７）その他の運用の改善 
  ①医療機関との適切な連携（診療における検査データを本人同意

のもとで特定健診データとして活用できるようルールの整備） 
  ②保険者間の再委託要件の緩和（被用者保険者から市町村国保へ

の委託の推進） 
  ③歯科医師が特定保健指導における食生活の改善指導を行う場合

の研修要件の緩和（食生活改善指導担当者研修（30時間）の受
講を要しないこととする） 

  ④看護師が保健指導を行える暫定期間の延長 
  ⑤保険者間のデータ連携、保険者協議会の活用 
  ⑥特定健診の結果に関する受診者本人への情報提供の評価 
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３．特定保健指導の実施方法の見直しについて 



○ 特定健診・保健指導は、内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病等の発症・重症化の予防により医療費を適正化するため、
保険者が共通に取り組む保健事業であり、保険者機能の責任を明確にする観点から、厚生労働省において、全保険者の
特定健診・保健指導の実施率を平成２９年度実施分から公表する。 

（１）全保険者の実施率の公表 

 ① 特定健診・保健指導の保険者全体の実施率の目標については、引き続き、実施率の向上に向けて取組を進めていく
必要があるので、第２期の目標値である特定健診実施率70％以上、特定保健指導実施率45％以上を維持する。 

 
 ② メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率については、保険者が行う特定健診・保健指導の実施の成果に

関する目標として、特定健診の結果に基づく特定保健指導の対象者の減少を目指すこととする。 
  第３期では、特定保健指導の対象者を平成35年度までに平成20年度比で25％減少することを目標とする。 

（２）第３期計画期間における保険者の実施目標 

保険者種別 全国目標 
市町村 
国保 

国保組合 
全国健康 
保険協会 
（船保） 

単一健保 
総合健保・ 
私学共済 

共済組合(私学
共済除く) 

特定健診 
の実施率 

70％以上 60％以上 70％以上 
65％以上 

（65％以上） 
90％以上 85％以上 90％以上 

特定保健指導 
の実施率 

45％以上 60％以上 30％ 
35％以上 

（30％以上） 
55％以上 30％ 45％以上 

４．全保険者の実施率の公表、第３期計画期間における保険者の実施目標 
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高齢者医療確保法 
（実施基準第２条） 

労働安全衛生法 
（定期健康診断） 

診察 

既往歴 ○ ○ 

（うち服薬歴） ○ ※ 

（うち喫煙歴） ○ ※ 

業務歴   ○ 

自覚症状 ○ ○ 

他覚症状 ○ ○ 

身体計測 

身長 ○   ○注１） 

体重 ○ ○ 

腹囲 ○   ○注２） 

BMI ○   ○注３） 

血圧等 血圧 ○ ○ 

肝機能検査 

GOT（AST） ○ ○ 

GPT（ALT） ○ ○ 

GTP（γ-GT） ○ ○ 

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   ○注４）   ○注４） 

血糖検査 

空腹時血糖 ● ● 

HbA1C ●   □注５） 

随時血糖   ●注６）   ●注７） 

尿検査 
尿糖 ○ ○ 

尿蛋白 ○ ○ 

血液学検査 
（貧血検査） 

ヘマトクリット値 □ 

血色素量 □ ○ 

赤血球数 □ ○ 

  心電図検査 □ ○ 

眼底検査 □ 

血清クレアチニン検査（eGFR） □   □注５） 

  視力   ○ 

  聴力   ○ 

  胸部エックス線検査   ○ 

  喀痰検査     ○注８） 

注：労働安全衛生法の定期健康診断は、労働安全衛生法に 
 おける定期健康診断等のあり方に関する検討会での検討 
 結果であり、また、40歳以上における取扱いについて記載 
 している。 

 
 
○･･･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 
※･･･必須ではないが、聴取の実施について協力依頼 
 
注１）医師が必要でないと認めるときは省略可 
注２）以下の者については医師が必要でないと認めると  
 きは省略可 
 1 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓 
  脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの 
 2 BMI（次の算式により算出したものをいう。以下同 
  じ。）が20未満である者 
   BMI＝体重(kg)／身長(m)2 
 3 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者（BMIが22 
  未満の者に限る。） 
注３）算出可 
注４）定期健康診断等において、中性脂肪（血清トリグ 
 リセライド）が400mg/dl以上又は食後採血のため、 
 non-HDLコレステロールにて評価する場合がある。 
注５）医師が必要と認めた場合には実施することが望ま 
 しい項目 
注６）食直後は除く 
注７）検査値を特定健康診査に活用する場合には、食直 
 後の採血は避けることが必要 
注８）胸部エックス線検査により病変及び結核発病のお 
 それがないと診断された者について医師が必要でない 
 と認めるときは省略可 

別添１ 

6 



別添２ ※下線部が変更箇所である。質問項目13は、「この1年間で体重の増減が±３kg以上増加している」を削除し、
新たに「食事をかんで食べる時の状態」の質問を加えた。質問項目数の変更はない。 

質問項目 回答 

  現在、aからcの薬の使用の有無   

1 a. 血圧を下げる薬 ①はい ②いいえ 

2 b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射 ①はい ②いいえ 

3 c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬 ①はい ②いいえ 

4 
医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にか
かっているといわれたり、治療を受けたこと
がありますか。 

①はい ②いいえ 

5 
医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）に
かかっているといわれたり、治療を受けたこ
とがありますか。 

①はい ②いいえ 

6 
医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかって
いるといわれたり、治療（人工透析など）を
受けていますか。 

①はい ②いいえ 

7 医師から貧血といわれたことがある。 ①はい ②いいえ 

8 

現在、たばこを習慣的に吸っている。 

※（「現在、習慣的に喫煙している者」とは、
「合計100本以上、又は６ヶ月以上吸ってい
る者」であり、最近１ヶ月間も吸っている者） 

①はい ②いいえ 

9 
20歳の時の体重から、10kg以上増加してい
る。 

①はい ②いいえ 

10 
１回30分以上の軽く汗をかく運動を週２日以
上、１年以上実施 

①はい ②いいえ 

11 
日常生活において歩行又は同等の身体活
動を１日１時間以上実施 

①はい ②いいえ 

12 
ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が
速い。 

①はい ②いいえ 

質問項目 回答 

13 

食事をかんで食べる時の状態はどれにあ
てはまりますか。 
 

 

 

①何でもかんで食べることがで
きる  

②歯や歯ぐき、かみあわせなど
気になる部分があり、かみにく
いことがある  
③ほとんどかめない 

14 人と比較して食べる速度が速い。 ①速い ②ふつう ③遅い 

15 
就寝前の２時間以内に夕食をとることが
週に３回以上ある。 

①はい ②いいえ 

16 
朝昼夕の３食以外に間食や甘い飲み物を
摂取していますか。 

①毎日 ②時々 
③ほとんど摂取しない 

17 朝食を抜くことが週に３回以上ある。 ①はい ②いいえ 

18 
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を
飲む頻度 

①毎日 ②時々  
③ほとんど飲まない（飲めない） 

19 

飲酒日の１日当たりの飲酒量 
日本酒１合（180ml）の目安：ビール500ml、
焼酎（25度）110ml、ウイスキーダブル1杯
（60ml）、ワイン２杯（240ml） 

①１合未満  
②１～２合未満  
③２～３合未満  
④３合以上 

20 睡眠で休養が十分とれている。 ①はい ②いいえ 

21 

運動や食生活等の生活習慣を改善してみ
ようと思いますか。 
 
 
 

 

 

 

 

①改善するつもりはない  

②改善するつもりである（概ね６
か月以内）  

③近いうちに（概ね１か月以内）
改善するつもりであり、少しず
つ始めている  

④既に改善に取り組んでいる
（６か月未満）  

⑤既に改善に取り組んでいる
（６か月以上） 

22 
生活習慣の改善について保健指導を受
ける機会があれば、利用しますか。 

①はい ②いいえ 
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保険者 
種別 

健康保険組合 
・共済組合 

協会けんぽ 
国保（都道府県 
・市町村） 

国保組合 
後期高齢者医療 

広域連合 

手法 
後期高齢者支援金の 
加算・減算制度の見直し 

各支部の取組等を都道府
県単位保険料率に反映 

保険者努力支援制
度を創設 

各国保組合の取組等を
特別調整補助金に反映 

各広域連合の取組等を
特別調整交付金に反映 

指標 
・保険者種別共通の項目を設定（特定健診・保健指導の実施率、重症化予防の取組、後発品の使用促進等） 
・保険者種別ごとにその特性を踏まえた項目を追加で設定 

保険者における予防・健康づくり等のインセンティブの見直し 

保険者 
種別 

健康保険組合 
・共済組合 

協会けんぽ 国保（市町村） 国保組合 
後期高齢者医療 

広域連合 

手法 後期高齢者支援金の加算・減算制度 
なし 

指標 特定健診・保健指導の実施率 

〈見直し後（平成30年度～）〉 

〈現行（～平成29年度）〉 

○ Ｈ27年国保法等改正において、保険者種別の特性を踏まえた保険者機能をより発揮しやすくする等の観点から、①市町村国
保について保険者努力支援制度を創設し、糖尿病重症化予防などの取組を客観的な指標で評価し、支援金を交付する（Ｈ28年
度から前倒し実施を検討）、②健保組合・共済の後期高齢者支援金の加算・減算制度についても、特定健診・保健指導の実施
状況だけでなく、がん検診や事業主との連携などの取組を評価する（施行はＨ30年度から）仕組みに見直すこととした。 

◎持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 参議院厚生労働委員会 

 一、国民健康保険について 

  ５ 保険者努力支援制度の実施に当たっては、保険者の努力が報われ、医療費適正化に向けた取組等が推進されるよう、綿密な
データ収集に基づく適正かつ客観的な指標の策定に取り組むこと。 
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保険者における予防・健康づくり等のインセンティブの共通の指標 
（保険者による健診・保健指導等に関する検討会での取りまとめ：平成28年1月） 

【指標①】特定健診･特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率 
 ○具体例 特定健診･特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率、健診未受診者・保健指導未利用者

対策  

 
【指標②】特定健診･特定保健指導に加えて他の健診の実施や健診結果等に基づく受診勧奨等の取組の実施状況 
 ○具体例 がん検診や歯科健診などの 健（検）診の実施、健診結果等に基づく受診勧奨や精密検査の必要な者に対する働きかけ、歯科

のリスク保有者への保健指導等の取組の実施状況 
 

【指標③】糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況 
○具体例 糖尿病等の治療中断者への働きかけや、治療中の加入者に対して医療機関等と連携して重症化を予防するための保健指導等を

実施する取組 
 

【指標④】広く加入者に対して行う予防･健康づくりの取組の実施状況 
○具体例  ICT等を活用して本人に分かりやすく健診結果の情報提供を行うことや、ヘルスケアポイント等による予防・健康づくりへの

インセンティブ付与の取組のうち、実効性のあるもの 

ア 予防・健康づくりに係る指標 

【指標⑤】加入者の適正受診・適正服薬を促す取組の実施状況 
 ○具体例 地域のかかりつけ医師、薬剤師等との連携の下、重複頻回受診者、重複服薬・多剤投与と思われる者への訪問指導の実施や、

訪問による残薬確認・指導等の取組 
 

【指標⑥】後発医薬品の使用促進に関する取組の実施状況 
 ○具体例 後発医薬品差額通知の実施や後発医薬品の希望カードの配付など、実施により加入者の後発医薬品の使用を定着・習慣化させ、

その後の後発医薬品の継続使用に資するものや後発医薬品の使用割合など 

イ 医療の効率的な提供への働きかけに係る指標 

○ 保険者による健診・保健指導等に関する検討会で、保険者において種別に関わりなく共通的に取り組むべき指標について
検討し、平成28年１月に、以下のとおり、とりまとめた。 
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後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直し（検討中） 

【現行の仕組み】  ※国保・被用者保険の全保険者が対象 
 
１．目標の達成状況 
 ・ 特定健診・保健指導の実施率のみによる評価 

 
２．支援金の加減算の方法  （H26年度の例） 

 ①健診等の実施率ゼロ（0.1％以下）の保険者 （142保険者） 
   →支援金負担を加算（ペナルティ）  ※加算率＝0.23% 

 ②実施率が相対的に高い保険者 （183保険者） 

   →支援金負担を減算（インセンティブ） 

 ※事業規模：7,600万円  支援金総額（保険者負担）：5.6兆円 

○ 後期高齢者支援金の加算・減算制度について、特定健診・保健指導や予防･健康づくり等に取り組む保険者に対するインセン
ティブをより重視する仕組みに見直す。 

【見直し：H30年度～】  ※加減算は、健保組合・共済組合が対象 
                （市町村国保は保険者努力支援制度で対応） 

１．支援金の加算（ペナルティ） 
 ・ 特定健診・保健指導の実施率が「ゼロ（0.1％以下）の保険者」だ
けでなく、「実施率が著しく低い保険者」に対象範囲を拡大 

 ・ 実施率に応じて、３段階で、加算率を設定 

２．支援金の減算（インセンティブ）  ※減算の規模＝加算の規模 

 ・ 特定健診・保健指導の実施率に加え、がん検診・歯科健診、糖
尿病等の重症化予防、予防・健康づくりの個人へのインセンティ
ブの取組、事業主との連携等の複数の指標で総合評価 

  （項目案） 
  ・特定健診・保健指導の実施率、前年度からの上昇幅 
  ・後発品の使用割合、前年度からの上昇幅 
  ・がん検診・歯科健診等、糖尿病等の重症化予防 
  ・健診の結果の分かりやすい情報提供、対象者への受診勧奨 
  ・事業主との連携（就業時間中の配慮、受動喫煙防止 等） 
  ・予防・健康づくりの個人へのインセンティブの取組 等  

0 

加算対象保険者 
減算対象保険者 

減算 
（インセンティブ） 

加算 
（ペナルティ） 

特定健診等の
実施率で評価 

0 

  
  

  

複数の指標で
総合評価 

＜見直し後：H30年度～＞ 

加算と減算の規模は同じ 

特定健診・保健指導の 
実施率が著しく低い 
（３段階で設定） 

実施率がゼロ 

＜現在の仕組み：H29年度まで＞ 

減算 
（インセンティブ） 

加算 
（ペナルティ） 10 



指標⑤ 第三者求償の取組の実施状況 

○第三者求償の取組状況 

○考え方について 

  保険者努力支援制度（前倒し（平成28年度分））について（平成28年12月22日提示） 

 【評価指標の考え方について】 
  ○ 糖尿病等の重症化予防、後発医薬品の使用促進、特定健診受診率向上、個人へのインセンティブ提供などの医療費適

正化に資する取組の実施状況を項目として設定する。 
 
 【評価指標ごとの加点の考え方について】 
  ○ 各評価指標ごとに医療費適正化効果、取組の困難さ及び基礎的な体制構築等を総合的に考慮し５～40点を配点する。 
 
 【予算規模について】 
  ○ 前倒し分にあっても、一定のインセンティブを付与する観点から150億円の予算とする。 

○評価指標について 

指標① 特定健診･特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予
備群の減少率 

○特定健診受診率・特定保健指導受診率 
○メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率 

保険者共通の指標 国保固有の指標 

指標② 特定健診･特定保健指導に加えて他の健診の実施や健診結果等に基づく
受診勧奨等の取組の実施状況 

○がん検診受診率 
○歯科疾患（病）検診実施状況  

指標③ 糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況 

○重症化予防の取組の実施状況 

指標④ 広く加入者に対して行う予防･健康づくりの取組の実施状況 
○個人へのインセンティブの提供の実施 
○個人への分かりやすい情報提供の実施 

指標⑤ 加入者の適正受診・適正服薬を促す取組の実施状況 
○重複服薬者に対する取組  

指標⑥ 後発医薬品の使用促進に関する取組の実施状況 
○後発医薬品の促進の取組  
○後発医薬品の使用割合 

指標① 収納率向上に関する取組の実施状況 

○保険料（税）収納率 

  ※過年度分を含む 

指標② 医療費の分析等に関する取組の実施状況 

○データヘルス計画の策定状況  

指標③ 給付の適正化に関する取組の実施状況 

○医療費通知の取組の実施状況 

指標④ 地域包括ケアの推進に関する取組の実施状況 

○国保の視点からの地域包括ケア推進の取組 
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○ Ｈ27年７月に、経済界・医療関係団体・自治体・保険者のリーダーが民間主導で、健康寿命の延伸とともに医療
費の適正化を図るため、予防・健康づくりの取組状況の「見える化」と先進事例の「横展開」を強く進めていく
「日本健康会議」が発足。 

 （共同代表：三村明夫日本商工会議所会頭 横倉義武日本医師会長） 

○ 2020年の数値目標を入れた「健康なまち・職場づくり宣言2020」（８つの宣言）を取りまとめ（H27年7月）。
政府の「改革工程表」のＫＰＩにも位置づけられた。 

○ 本年(H28年)７月に、日本健康会議2016（第２回）を開催。全数調査を実施し、達成状況をホームページで公
表。「日本健康会議データポータルサイト」で、地域別などで「見える化」し、取組を加速化。 

 （※１）保険者全数調査は、対象保険者3459のうち、3202保険者（92.6%）から回答を得た。 
 （※２）日本健康会議ホームページでは、複数の保険者が推薦する具体的な企業名88社も公表。 

日本健康会議 2016 

WEBサイト上にて全国の取組状況を可視化（H28年7月25日公開） 
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宣言１ 
予防・健康づくりについて、一般住民を対象としたインセンティブを推進する自治体を800市町村以上
とする。 

宣言２ 
かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取り組む自治体を800市町村、広域連合を24団体
以上とする。その際、糖尿病対策推進会議等の活用を図る。 

宣言３ 
予防・健康づくりに向けて、47都道府県の保険者協議会すべてが地域と職域が連携した予防に関する活
動を実施する。 

宣言４ 健保組合等保険者と連携して健康経営に取り組む企業を500社以上とする。 

宣言５ 協会けんぽ等保険者のサポートを得て健康宣言等に取り組む企業を１万社以上とする。 

宣言６ 
加入者自身の健康・医療情報を本人に分かりやすく提供する保険者を原則100％とする。その際、情報
通信技術（ICT）等の活用を図る。 

宣言７ 
予防・健康づくりの企画・実施を提供する事業者の質・量の向上のため、認証・評価の仕組みの構築も
視野に、保険者からの推薦等一定の基準を満たすヘルスケア事業者を100社以上とする。 

宣言８ 
品質確保・安定供給を国に求めつつ、すべての保険者が後発医薬品の利用勧奨など、使用割合を高める
取組を行う。 

日本健康会議「健康なまち・職場づくり宣言2020」 

「経済・財政再生計画改革工程表」のＫＰＩ（2020年度まで） 
 ・予防・健康づくりのインセンティブを推進する自治体・保険者【800市町村、600保険者】 
 ・かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取り組む自治体等【800市町村、24後期広域連合】 
 ・好事例を反映したデータヘルスの取組を行う保険者【100％】 
 ・後発品医薬品の利用勧奨など使用割合を高める取組を行う保険者【100％】 
 ・保険者と連携して健康経営に取り組む企業の数【500社】  等 

○ 日本健康会議で、2020年の数値目標を入れた「健康なまち・職場づくり宣言2020」を取りまとめ（H27年7月）。
政府の「改革工程表」のＫＰＩにも位置づけられた。 
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「健康なまち・職場づくり宣言2020」2016年度達成状況 

115市町村 
予防・健康づくりに向けたインセンティブ事業を行っている自治体 
は394市町村あり、今後実施予定の自治体も158市町村ある。 宣言１ 

宣言２ 118市町村 4広域連合 

宣言３ 
半数以上の都道府県の保険者協議会で、保険者間で問題意識の 
共有を図る取組やデータヘルスの効果的な事例を広める取組を 
行っている。 

0保険者協議会 

平成27年度健康経営度調査には573社が回答している。 宣言４ 138社（参考値） 

協会けんぽ29支部において、地域の特性に応じた様々な取組が 
始まっている。 

宣言５ 2,970社 

WEBサイトを活用して、健診結果を提供している市町村国保も 
４つ存在する。 

宣言６ 
1,188市町村国保（69.2％） 

14広域連合（29.8％） 
489健保組合（35.0％）  

16共済組合（18.8％） 
20国保組合（12.2％） 
47協会けんぽ支部（97.9％） 

北海道から九州まで、多種多様なヘルスケア事業者が 
推薦されている。 

宣言７ 88社 

8割を超える保険者において、後発医薬品利用推進のために 
施策を実施している。 

宣言８ 
84市町村国保（4.9％） 
10広域連合（21.3％） 
122健保組合（8.7％）  

13共済組合（15.3％） 
3国保組合（1.8％） 
30協会けんぽ支部（62.5％） 
 

宣言1 

宣言２ 
糖尿病性腎症の取組を行っている自治体は659市町村あり、 
今後実施予定の自治体も362市町村ある。 
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●宣言１（予防・健康づくりの住民へ
のインセンティブの取組） 
千葉 つくばウエルネスリサーチ 

東京 イーウェル 

東京 エヌ・ティ・ティ・データ 

東京 クリエイトオンライン 

東京 ＪＴＢベネフィット 

東京 ＤｅＳＣヘルスケア 

東京 ヘルスケア・コミッティー 

東京 法研 

愛知 あまの創健 

大阪 社会保険研究所（関西） 

●宣言２（糖尿病重症化予防の取組） 
青森 青森県総合健診センター 東京 バリューＨＲ 大阪 ケーシップ 
宮城 健生 東京 ヘルスケア・コミッティー 大阪 総合医科学研究所 
東京 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート 東京 法研 大阪 法研関西 
東京 エヌ・ティ・ティ・データ 東京 保健同人社 岡山 岡山スポーツ会館 
東京 エム・エイチ・アイ 東京 ミナケア 広島 ＤＰＰヘルスパートナーズ 
東京 現代けんこう出版 東京 明治安田システム・テクノロジー 広島 データホライゾン 
東京 サンライフ企画 東京 メディヴァ 広島 ホームナース 
東京 専門医ヘルスケアネットワーク 東京 労働衛生協会 広島 マイティネット 
東京 ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント 神奈川 ベストライフ・プロモーション 愛媛 東京ネバーランドえひめ 
東京 ティーペック 長野 セイコーエプソン 福岡 カルナヘルスサポート 
東京 東京都総合組合保健施設振興協会 愛知 愛知県健康づくり振興事業団 熊本 保健支援センター 
東京 日本医療データセンター 愛知 あまの創健 
東京 野村総合研究所 大阪 ウェルクル 

●宣言６（健康・医療情報の加入者への分かりやすい情報提供） 
福島 福島県保健衛生協会 東京 ヘルスケア・コミッティー 
東京 赤ちゃんとママ社 東京 法研 
東京 インテージテクノスフィア 東京 保健同人社 
東京 イーウェル 東京 みずほ情報総研 
東京 ウェルネス・コミュニケーションズ 東京 明治安田システム・テクノロジー 
東京 ウェル・ビーイング 東京 ユニバーサル・ビジネス・ソリューションズ 
東京 エストコーポレーション 神奈川 ベストライフ・プロモーション 
東京 エヌ・ティ・ティ・データ 山梨 山梨県厚生連健康管理センター 
東京 エム・エイチ・アイ 愛知 あまの創健 
東京 ＬＳＩメディエンス 愛知 小林クリエイト 
東京 クックパッドダイエットラボ 愛知 法研中部 
東京 現代けんこう出版 京都 京都工場保健会 
東京 サンライフ企画 京都 メスプ・コーポレーション 
東京 社会保険研究所 大阪 ウェルクル 
東京 社会保険出版社 大阪 関西情報センター 
東京 専門医ヘルスケアネットワーク 大阪 ケーシップ 
東京 ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント 大阪 社会保険研究所（関西） 
東京 大和総研ビジネス・イノベーション 大阪 法研関西 
東京 ＤｅＳＣヘルスケア 岡山 両備システムズ 
東京 東京法規出版 広島 データホライゾン 
東京 トッパン・フォームズ 広島 ヒロケイ 
東京 日本医療データセンター 愛媛 愛媛県総合保健協会 
東京 日本健康文化振興会 高知 ジェイエムシー 
東京 バリューＨＲ 福岡 ＦＣＣテクノ 
東京 光ビジネスフォーム 熊本 くまもと健康支援研究所 
東京 富士ゼロックス 熊本 保健支援センター 

●宣言８（後発医薬品の使用促進の取組） 
北海道 サポートシステム 長野 システックス 
東京 インテージテクノスフィア 愛知 社会保険研究所（中部） 
東京 エヌシーアール社会保険サービス 大阪 日本システム技術 
東京 エヌ・ティ・ティ・データ 大阪 南大阪電子計算センター 
東京 エム・エイチ・アイ 大阪 メディブレーン 
東京 オークス 広島 データホライゾン 
東京 社会保険研究所 広島 マイティネット 
東京 社会保険システム研究会 
東京 大正オーディット 
東京 大日本印刷 
東京 大和総研ビジネス・イノベーション 
東京 東京法規出版 
東京 トッパン・フォームズ 
東京 ニチイ学館 
東京 ニッセイ情報テクノロジー 
東京 日本医療データセンター 
東京 日本生産性本部 
東京 日本調剤 
東京 バリューＨＲ 
東京 光ビジネスフォーム 
東京 法研 
東京 保健同人社 
東京 ユニバーサル・ビジネス・ソリューションズ 

複数の保険者・自治体から推薦を受けたヘルスケア事業者：日本健康会議2016で公表 
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「データヘルス・予防サービス見本市」の開催を全国に拡大 

＜福岡：健康経営モデル＞ ※健康保険組合連合会との併催 

名 称： 「データヘルス・予防サービス見本市2016 in 九州」 
開催日時： 2016年11月8日10:00～17:00 
開催場所： 福岡国際会議場 多目的ホール 

＜大阪：メイン会場＞ 
名 称： 「データヘルス・予防サービス見本市2016」 
開催日時： 2016年12月14日10:00～17:00 
開催場所： インテックス大阪・３号館 

＜仙台：産官学連携モデル＞ 
名 称： 「データヘルス・予防サービス見本市2016 in 東北」 
開催日時： 2016年11月21日10:00～17:00 
開催場所： 仙台国際センター展示棟 展示室１・２ 

○ 保険者が高度な専門性や人的資源を豊富に有する質の高い事業者を選定し、効率的に横展開を進めていくため、
27年度に引き続き、健康・予防サービスを提供する事業者と医療保険者等とが出会い、協働・連携を推進させる
場として「データヘルス・予防サービス見本市2016」を開催した。 

○ 28年度は、全国に開催地を拡大し、福岡（11月８日）仙台（11月21日）大阪（12月14日）で開催した。 

 ※健診・保健指導、データ分析、健康な職場づくりに関する展示やセミナーを開催（30ブース、45社が出展） 

 ※医療保険者、地元自治体の担当者等、約2,000人が参加 
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参考資料 
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○ 特定健診・保健指導の実施率は、施行(平成20年度)から８年経過し、着実に向上しているが、目標（特定
健診70%以上 保健指導45%以上）とは依然かい離があり、更なる実施率の向上に向けた取組が必要。 

  ＜特定健診＞ 受診者数 2019万人（Ｈ20年度） → 2616万人（Ｈ26年度） 毎年100万人増 
         実施率  38.9％ （Ｈ20年度） → 48.6％ （Ｈ26年度） 

  ＜特定保健指導＞ 終了者数 30.8万人（Ｈ20年度） → 78.3万人（Ｈ26年度） 
           実施率   7.7％ （Ｈ20年度） → 17.8％ （Ｈ20年度） 

○ 保険者全体の第３期計画期間（H30～35年度）の実施率の目標については、実施率の向上に向けて取組を引
き続き進めていくため、第２期の目標値（特定健診70％以上、保健指導45％以上）を維持する。 

特定健診 特定保健指導の対象者 特定保健指導の終了者 

対象者数 受診者数 実施率 対象者数 対象者割合 終了者数 実施率 

平成26年度 53,847,427 26,163,456 48.6% 4,403,850 16.8% 783,118 17.8% 

平成25年度 53,267,875 25,374,874 47.6% 4,295,816 16.9% 759,982 17.7% 

平成24年度 52,806,123 24,396,035 46.2% 4,317,834 17.7% 707,558 16.4% 

平成23年度 52,534,157 23,465,995 44.7% 4,271,235 18.2% 642,819 15.0% 

平成22年度 52,192,070 22,546,778 43.2% 4,125,690 18.3% 540,942 13.1% 

平成21年度 52,211,735 21,588,883 41.3% 4,086,952 18.9% 503,712 12.3% 

平成20年度 51,919,920 20,192,502 38.9% 4,010,717 19.9% 308,222 7.7% 

特定健診･特定保健指導の実施状況、第３期の保険者全体の目標 
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特定健診･特定保健指導の実施状況（保険者種別） 

（１）特定健康診査の保険者種類別の実施率 

（２）特定保健指導の保険者種類別の実施率 

総数 
（5,385万人） 

市町村国保 
（2,216万人） 

国保組合 
（148万人） 

全国健康 
保険協会 
（1,474万人） 

船員保険 
（5万人） 

健保組合 
（1,181万人） 

共済組合 
（361万人） 

平成26年度 48.6% 35.3% 45.5% 43.4% 40.9% 72.5% 74.2% 

平成25年度 47.6% 34.2% 44.0% 42.6% 40.1% 71.8% 73.7% 

平成24年度 46.2% 33.7% 42.6% 39.9% 38.9% 70.1% 72.7% 

平成23年度 44.7% 32.7% 40.6% 36.9% 35.3% 69.2% 72.4% 

平成22年度 43.2% 32.0% 38.6% 34.5% 34.7% 67.3% 70.9% 

平成21年度 41.3% 31.4% 36.1% 31.3% 32.1% 65.0% 68.1% 

平成20年度 38.9% 30.9% 31.8% 30.1% 22.8% 59.5% 59.9% 

総数 
（440万人） 

市町村国保 
（92万人） 

国保組合 
（13万人） 

全国健康 
保険協会 
（123万人） 

船員保険 
（0.8万人） 

健保組合 
（161万人） 

共済組合 
（50万人） 

平成26年度 17.8% 23.0% 9.1% 14.8% 5.9% 17.7% 18.1% 

平成25年度 17.7% 22.5% 9.0% 15.3% 7.1% 18.0% 15.7% 

平成24年度 16.4% 19.9% 9.5% 12.8% 6.3% 18.1% 13.7% 

平成23年度 15.0% 19.4% 8.3% 11.5% 6.5% 16.7% 10.6% 

平成22年度 13.1% 19.3% 7.7% 7.4% 6.3% 14.5% 8.7% 

平成21年度 12.3% 19.5% 5.5% 7.3% 5.8% 12.2% 7.9% 

平成20年度 7.7% 14.1% 2.4% 3.1% 6.6% 6.8% 4.2% 

※（ ）内は、平成26年度特定健診対象者数 

※（ ）内は、平成26年度特定保健指導対象者数 
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保険者の種類別 
被保険者 被扶養者 加入者全体 

25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 

全国健康 
保険協会 

51.4% 51.6% 17.6% 19.7% 42.6% 43.4% 

健保組合 84.0% 84.6% 44.5% 45.0% 71.8% 72.5% 

共済組合 87.4% 87.8% 38.9% 39.0% 73.7% 74.2% 

●平成26年度特定健康診査（被保険者・被扶養者別）の実施率 

●平成26年度特定保健指導（被保険者・被扶養者別）の実施率 

○ 被用者保険では、被扶養者の特定健診・特定保健指導の実施率の向上が特に課題である。 

保険者の種類別 
被保険者 被扶養者 加入者全体 

25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 

全国健康 
保険協会 

16.0% 15.6% 2.8% 2.2% 15.3% 14.8% 

健保組合（注） 16.5%（注） 18.5% 7.3%（注） 8.4% 18.0% 17.7% 

共済組合（注） 13.6%（注） 18.9% 4.6%（注） 7.3% 15.7% 18.1% 

注） 平成25年度の健保組合、共済組合の被保険者・被扶養者別特定保健指導実施率には、平成24年度以前の実施分が含まれていないた
め、加入者全体の実施率と比べ過小となっている。一方で、平成26年度の健保組合、共済組合の被保険者・被扶養者別特定保健指導実施
率には平成25年度以前の実施分が含まれていることから、単純な比較には留意が必要である。 

特定健診・特定保健指導の実施状況（被保険者・被扶養者別） 
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○ 積極的支援の参加者は不参加者と比較すると、特定保健指導後の５年間にわたり、特定健診のほぼ全ての
検査値（腹囲、体重、血糖、血圧、脂質）について、改善効果が継続していることが確認された。 

○ 動機づけ支援参加者についても、積極的支援より改善幅は小さかったが、同様の傾向がみられた。 

   【体重】            
 
平成20年度と比べて参加者は 

 男性－1.98kg (平成21年度) 
    －1.54kg (平成22年度) 
    －1.25kg (平成23年度) 
    －1.22kg （平成24年度) 
    －1.25kg （平成25年度) 

 
 女性－2.26kg (平成21年度) 
    －1.86kg (平成22年度) 
    －1.65kg (平成23年度) 
    －1.57kg   (平成24年度) 
    －1.63kg （平成25年度) 

 

   【腹囲】 
 
平成20年度と比べて参加者は 

 男性－2.33cm (平成21年度) 
      －1.91cm (平成22年度) 
      －1.46cm (平成23年度) 
          －1.42cｍ (平成24年度) 
    －1.47cｍ （平成25年度) 

 
 女性－3.01cm (平成21年度) 
      －2.82cm (平成22年度) 
      －2.66cm (平成23年度) 
    －2.39cｍ   (平成24年度) 
    －2.16cｍ （平成25年度) 

＊，＊＊・・・統計学的に有意な差 特定保健指導（積極的支援）による検査値の推移（平成20年度との差） 

＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01 

男性40～64歳  

H21-H20    H22-H20   H23-H20   H24-H20   H25-H20 

(cm) 

積極的支援 
参加者 

積極的支援 
不参加者 

女性40～64歳 (cm) 

男性40～64歳 女性40～64歳 

H21-H20    H22-H20   H23-H20   H24-H20   H25-H20 

H21-H20    H22-H20   H23-H20   H24-H20   H25-H20 H21-H20    H22-H20   H23-H20   H24-H20   H25-H20 

※積極的支援・・・特定保健指導対象者のうち、腹囲が一定数値以上で、追加リスク（血糖・血圧・脂質）が２つ以上該当か、 
         １つ該当かつ喫煙歴がある、40～64歳の者が対象。 
※動機付け支援・・ 特定保健指導対象者のうち、腹囲が一定数値以上で、追加リスクが１つ該当かつ喫煙歴がない者への支援。 
          40～74歳が対象。(65歳以上では、積極的支援の基準に該当する場合でも動機付け支援を実施) 

（平成20年度平均 参加者91.40ｃｍ 不参加者91.40ｃｍ） （平成20年度平均 参加者95.03ｃｍ 不参加者94.65ｃｍ） 

（平成20年度平均 参加者75.30ｋｇ  不参加者74.96ｋｇ） （平成20年度平均 参加者65.55ｋｇ  不参加者66.20ｋｇ） 

(Kg) (Kg) 

特定保健指導による特定健診の検査値への改善効果（平成20～25年度） 

※分析対象：364保険者（国保320、健保組合2、共済42）、20万～22万人（分析方法で異なる） 
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女性40～64歳  【血糖(HbA1c)】 ※1 
 

平成20年度と比べて 
  男性－0.01％ (平成21年度) 
     ＋0.06％ (平成22年度) 
     ＋0.07％ (平成23年度) 
   ＋0.09％ (平成24年度) 
   ＋0.11％ (平成25年度) 

  
  女性－0.0４％ (平成21年度) 
      ＋0.01％ (平成22年度) 
      ＋0.03％ (平成23年度) 
    ＋0.07％ (平成24年度) 
    ＋0.08％ (平成25年度) 

 【血圧(収縮期血圧)】※２ 
 
  平成20年度と比べて 

  男性－2.13mmHg (平成21年度) 
      －1.21mmHg (平成22年度) 
      －0.76mmHg (平成23年度) 
          －0.88mmHg (平成24年度) 
          －0.63mmHg (平成25年度) 

 
  女性－3.24mmHg  (平成21年度) 
      －3.13mmHg (平成22年度) 
      －3.00mmHg (平成23年度) 
    －2.65mmHg (平成24年度) 
    －2.80mmHg (平成25年度) 

 【脂質(中性脂肪)】 
 
平成20年度と比べて  
  男性－35.91mg/dl (平成21年度) 
      －29.55mg/dl (平成22年度) 
      －31.15mg/dl (平成23年度) 
    －31.16mg/dl (平成24年度) 
    －36.23mg/dl (平成25年度) 
 
  女性－27.80mg/dl (平成21年度) 
      －27.02mg/dl (平成22年度) 
      －26.27mg/dl (平成23年度) 
    －29.27mg/dl (平成24年度) 
    －31.79mg/dl (平成25年度) 

＊，＊＊・・・統計学的に有意な差 

※1 ベースラインの差を補正するため、 HbA1c7.0%未満の対象者について分析。 
  平成25年4月より、JDS値からNGSP値へ変更となったため、平成20年度～平成25年度のデータを換算式にてNGSP値に換算して分析 
※2 ベースラインの差を補正するため、160mmHg未満の対象者について分析 

積極的支援 
参加者 

積極的支援 
不参加者 

＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01 

(%) 

H21-H20    H22-H20   H23-H20   H24-H20   H25-H20 

H21-H20    H22-H20   H23-H20   H24-H20   H25-H20 H21-H20    H22-H20   H23-H20   H24-H20   H25-H20 

H21-H20    H22-H20   H23-H20   H24-H20   H25-H20 H21-H20    H22-H20   H23-H20   H24-H20   H25-H20 

H21-H20    H22-H20   H23-H20   H24-H20   H25-H20 

男性40～64歳 

男性40～64歳 

男性40～64歳 

女性40～64歳 

女性40～64歳 

(%) 

(mmHg) (mmHg) 

(mg/dl) (mg/dl) 

（平成20年度平均 参加者5.63％ 不参加者5.65％） （平成20年度平均  参加者5.80 ％ 不参加者5.79％） 

（平成20年度平均 参加者130.29mmHg 不参加者130.76 mmHg） （平成20年度平均 参加者134.15 mmHg 不参加者134.36 mmHg） 

（平成20年度平均 参加者206.05mg/dl  不参加者204.19mg/dl） （平成20年度平均 参加者172.03mg/dl  不参加者170.05mg/dl） 
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○ 積極的支援参加者と不参加者を比較すると、１人当たり入院外医療費については、男性で－8,100～－5,720円、
女性で－7,870～ －1,680円の差異が見られた。 

○ 外来受診率については、男性で－0.40～－0.19件／人、女性で－0.37～＋0.03件／人の差異が見られた。 

【1人当たり入院外医療費】 
 
  参加者と不参加者の差 

 男性－5,830円 (平成21年度) 
   －8,100円 (平成22年度) 
   －7,940円 (平成23年度) 
   －7,210円 (平成24年度) 
   －5,720円 (平成25年度) 

 
  女性－7,870円 (平成21年度) 
   －7,500円 (平成22年度) 
   －6,940円 (平成23年度) 

    －5,180円 (平成24年度) 
    －1,680円 (平成25年度) 

    の差異 

 【外来受診率】 
 
参加者と不参加者の差 

 男性－0.28件／人 (平成21年度) 
   －0.40件／人 (平成22年度) 
   －0.35件／人 (平成23年度) 
   －0.29件／人 (平成24年度) 

  －0.19件／人 (平成25年度) 
 

 女性－0.35件／人 (平成21年度) 
   －0.37件／人 (平成22年度) 
   －0.25件／人 (平成23年度) 

  －0.13件／人 (平成24年度) 
  +0.03件／人 (平成25年度) 

  の差異 

     1年後       ２年後      ３年後   4年後   5年後 
    (平成21年度)  (平成22年度)  (平成23年度) (平成24年度) (平成25年度) 
 
 

特定保健指導による生活習慣病関連の１人当たり外来医療費等の経年分析 
（平成20～25年度） 

＊，＊＊・・・統計学的に有意な差 

(円) 
100,000 

 
80,000 

 
60,000 

 
40,000 

 
20,000 

 
0 

積極的支援 
不参加者 

積極的支援 
参加者 

＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01 

(円) 
100,000 

 
80,000 

 
60,000 

 
40,000 

 
20,000 

 
0 

     1年後       ２年後      ３年後   4年後   5年後    
    (平成21年度)  (平成22年度)  (平成23年度) (平成24年度) (平成25年度) 
            
 

男性40～64歳 女性40～64歳 

     1年後       ２年後      ３年後   4年後   5年後 
    (平成21年度)  (平成22年度)  (平成23年度) (平成24年度) (平成25年度) 

男性40～64歳 女性40～64歳 

     1年後       ２年後      ３年後   4年後   5年後 
    (平成21年度)  (平成22年度)  (平成23年度) (平成24年度) (平成25年度) 

(件/人) (件/人) 

（特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ報告書） 

※平成20～25年度の特定健診・保健指導データとレセプトデータのうち突合率が80％以上の364保険者のデータ（分析対象：19.3万人）のうち、平成20年度に積
極的支援に参加した11606人と不参加だった84558人について、21年度以降の糖尿病、高血圧症、脂質異常症に関する外来医療費等の経年分析をした。 

23 



○ 予防・健康づくりに取り組む加入者にヘルスケアポイントを付与し、健康グッズ等と交換できるようにす
るなど、一部の健保組合や市町村では、インセンティブを提供する取組が保健事業として実施されている。 

○ このような、保険者が加入者に対して予防・健康づくりのインセンティブを提供する取組は重要。 
 平成27年医療保険制度改革でも、保険者の努力義務として健保法等に位置付けた（平成28年４月施行）。 
 厚生労働省では、保健事業で実施する場合の具体的なガイドラインを策定・公表した（平成28年５月）。 

◎持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第３１号） （抄） 
○健康保険法の一部改正                                          ※傍線部分は改正で追加 
第百五十条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導
（以下この項及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という。）を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、
健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者（以下この条において 「被保険者等」という。）の自助
努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。 

 

※ 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、共済各法等の保健事業の規定においても同様に追加 

個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブの推進 

◎持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄） 

 （平成２７年５月２６日 参議院厚生労働委員会） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

 四 ２ 保健事業において保険者が実施する予防・健康づくりのインセンティブの強化に当たっては、保険者に対し好事例の周知に積極的に取り組

むとともに、必要な医療を受けるべき者が受診を抑制し、重症化することがないよう、インセンティブ付与の在り方について十分検討すること。 

保険者 

〈例〉健康グッズ（万歩計、血圧計等） 
   人間ドッグ割引券、スポーツクラブ利用券 
   プリペードカード  等 

〈例〉ウォーキングやジョギングを行う。歩数・体重・血圧を記録 
   特定健診を受ける。健保組合の健康づくりイベントに参加 
   健診の結果、翌年度の検査値が改善した 等 

加入者 

健康づくりへの取組 

ポイント付与 
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個人にインセンティブを提供する取組に係るガイドライン（概要） 

○健康長寿社会の構築に向け、国民一人ひとりが、「自らの健康は自らがつくる」という意識を持ち、それぞれの年齢や健康状態等に応じて、 

  具体的な行動として第一歩を踏み出すことが重要 

○自分自身の健康づくりに関心が低い「健康無関心層」も含めて国民が健康づくりの取組を実践し、継続していくためには、 

 ・一人ひとりがそれぞれの選択の中で第一歩を踏み出すきっかけとなるよう、ポピュレーションアプローチとして様々なインセンティブの提供  

  や、ＩＣＴ・民間の創意工夫も活用した多様な選択肢（健康プログラム）の提供に加え、 

 ・個人が日常生活の大部分を過ごす企業や地域社会の中で、個人が無理なく健康づくりを行える環境づくりや、共に取組を進めることができ 

  る新たなコミュニティの構築なども併せて進めていくことが必要 

○既に一部の医療保険者や企業、市町村等では、加入者等の健康づくりの取組に対してインセンティブの提供を含め様々な支援が実践 

○ガイドラインでは、こうした先行事例も参考にしつつ、インセンティブの取組を中心に、医療保険制度等の趣旨に照らし保険者等が留意すべ 

  き点も明示しながら、個人が主体的に健康づくりを進めるための様々な方策を提案することで、こうした取組を推進すること目的とする。 

１．基本的な考え方 

○インセンティブの取組に併せて、保険者が加入者の健康情報を分かりやすく提供し、継続的に健康に対する問題意識を喚起することは重要 

○このため、個人の健康への『気づき』につながるよう、ＩＣＴ等も活用しながら分かりやすく健診結果等を提供するとともに、情報の内容も本人 

  にとっての付加価値を高めるといった工夫が必要（＊その際、個人の健康情報の取扱いに十分に配慮するとともに、関連法規を遵守し、いたずらに本人 

   の不安を煽ったりすることは厳に慎むことが必要） 

○ガイドラインでは、本人の『気づき』の段階を踏まえた情報提供の工夫の在り方について例示 

 ☞第１段階 加入者の視覚に訴える（＊ＩＣＴも活用し、単に健診結果（数値）だけでなく、レーダーチャートにする、経年変化のグラフを示すことなど） 

 ☞第２段階 数値の意味を伝える（＊本人の疾患リスクとの関係の中で、健診結果（数値）の持つ意味や、医療機関の受診の必要性を伝えることなど） 

 ☞第３段階 ソリューションを伝える（＊健康維持や生活習慣病リスクを避けるための生活習慣改善の個別的なアドバイスを伝えることなど） 

 

２．個人への分かりやすい情報提供 

○保険者等では、表彰等により本人の健康づくりの取組を鼓舞する取組の他、個人へのインセンティブの提供として、ヘルスケアポイント（物品 

 等と交換できるポイ ント）といった取組が行われている。 ＊これらの方法は関係法令に照らし問題があるというものではない。 

○これらに加えて、ヘルスプロモーションの一策として、例えば、ヘルスケアポイントを提供するタイミングを事業主の給与支払と同時に行うこと 

 等の工夫を行い、これを保険者が『保険料への支援』として呼称することも考えられる。 

 ＊保険者等によっては現金を付与する取組が行われている場合もあるが、そのこと自体が目的化しやすいので、慎重に考えることが必要。 

○インセンティブの取組を公的医療保険制度の保健事業として行う場合には、公的医療保険制度の趣旨（疾病リスクに応じた保険料の設定は 

 できない）を踏まえると、個人の保険料（率・額）を変更することは困難であるため留意が必要。 

３．個人にインセンティブを提供する方法 
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○インセンティブの取組を、幅広い対象者にポピュレーションアプローチとして実施し、結果として『健康無関心層』を動かしていくためには、 

  個人の健康意識や行動変容の状況に即して、評価指標や報奨を検討する必要がある。 

○ガイドラインでは、以下の３つの場面に分けてインセンティブの活用の在り方を提示 

 ☞第１段階 健康づくりに参加するきっかけ（＊健康無関心層の巻きこみも念頭に健康とは直接関係ない報奨の活用も含め幅広くインセンティブを活用） 

 ☞第２段階 健康づくりの継続支援（＊本人の努力やその成果を評価。継続の意欲を喚起するため、ゲーム性のある健康づくりのプログラムも提供） 

 ☞第３段階 取組が習慣化した後の対応（＊インセンティブの役割は完了。保健事業や民間サービスを活用した本人の自主的な取組を支援） 

 

 

○個人の疾病リスクといった属性を評価するのではなく、本人の積極的な取組を重視して評価するものとして考えていくことが必要（特に、 

  医療機関への受診を抑制し結果的に重症化することがないように留意が必要） 

○ガイドラインでは、本人の積極的な取組を評価するものとして以下の３つの類型を提案 

 ☞参加型：健康づくりの取組やプログラムへの参加を評価（＊健診受診や各種健康教室への参加など） 

 ☞努力型：健康づくりのプログラム等の中での本人の努力を評価（＊ウオーキングやジョギング、体重・血圧・食事の記録の継続など） 

 ☞成果型：健康づくりの成果としての健康指標の改善を評価（＊健診の検査値、体重減少など） 

○可能な限り複数の指標で評価し、公平性の観点からは、客観的な指標としていくことが望ましい。 

 

 

○健康無関心層への促しにつなげる観点からは、報奨の内容を魅力的なものとしていく必要（例えば、ポイントの使い途も、各種コンビニで 

  活用可能な共通ポイント、寄付といった社会貢献等、多様な個人の価値観に合わせ、多様な途を用意することが望ましい。） 

○その際、報奨の金銭的な価値が高すぎると、報奨を得ることのみが目的化してしまい、最終的な目的である本人の行動変容にはつなが 

  らない場合も出てくるので留意が必要 

○金銭的な価値の水準は一概に論ずることは困難。透明かつ中立的な意思決定のプロセスを経て決めることや、事業の効果を検証・評価 

  し、報奨の在り方についても必要に応じて見直しを。 

 

４．インセンティブ提供に係る評価指標と報奨の在り方 

○インセンティブ事業が、本人の行動変容につながっているかという観点から、インセンティブの活用の場面に即して、予め効果検証の仕組み 

  を ビルトインしておく必要（事業の継続性を確保する観点からも効果検証は必須） 

○事業の目的に沿ったＫＰＩを設定し、３年程度の中期計画を立てて実施していくことが望ましい。 

５．個人にインセンティブを提供する取組の効果 

評価指標の在り方 

報奨の在り方 
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