
ア 大阪市国保における目標値の設定

（１） 特定健康診査等の実施目標

３ 第三期計画期間の特定健康診査等
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項 目
2018(平成30)

年度
2019(平成31)

年度
2020(平成32)

年度
2021(平成33)

年度
2022(平成34)

年度
2023(平成35)

年度

特定健康診査
受診率

24％ 25％ 26％ 28％ 29％ 30％

特定保健指導

実施率
8.0％ 8.4％ 8.8％ 9.2％ 9.6％ 10.0％

大阪市国保における独自目標値を設定します。
特定健康診査については、 2018(平成30)年度の目標値を、未受診者への受診勧奨やがん検診との

セット受診の広報啓発等の取組や区における先駆的な取組の情報共有を図ることにより、24％と設定し
段階的に引き上げて、 2023(平成35)年度の目標値を政令市及び大阪府内市町村実績平均（平成27年
度実績）である30％とします。
特定保健指導については、特定健康診査（集団健診）当日に初回面接を実施、対象者への利用勧奨

等の取組を図ることで、 2018(平成30)年度の実施目標を8.0％とし、以降、2023(平成35)年度の目標
値である10％に向けて、段階的に引き上げていきます。

第三期計画期間における年度別の目標値



2018(平成30)
年度

2019(平成31)
年度

2020(平成32)
年度

2021(平成33)
年度

2022(平成34)
年度

2023(平成35)
年度

対象者 500,000人 483,650人 467,800人 452,500人 437,700人 423,400人

受診者 120,000人 120,900人 121,600人 126,700人 126,900人 127,000人

目標受診率 24％ 25％ 26％ 28％ 29％ 30％

（ｱ） 特定健康診査の実施見込数

特定健康診査の対象者及び見込数は、下表のとおりです。
対象者の見込数は、過去３年間の大阪市国保被保険者数(法定報告値)を用いて推測し、

受診者の見込数は、対象者の見込数に年度別の目標実施を乗じた人数とし、2018(平成30)
年度は120,000人、2023(平成35)年度は127,000人を見込みます。

イ 特定健康診査と特定保健指導の実施見込数
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（ｲ） 特定保健指導の実施見込数

特定保健指導の対象者及び見込数は、特定健康診査の受診者の見込数に平成26年度から平成28
年度までの「特定保健指導の対象者の発生率（実績の平均値）」を乗じた人数としています。動
機付け支援の対象者（平成27年度発生率実績の8.4％）と積極的支援の対象者（平成27年度発生率
実績の4.2％）の見込数は下表のとおりです。利用者の見込数は、動機付け支援と積極的支援の対
象者の見込数に、年度別の目標実施率を乗じた人数とします。
2018(平成30)年度は、動機付けが810人、積極的支援が400人、合計1,210人、2023(平成35)年度

は動機付け支援が1,070人、積極的支援が530人、合計1,600人の利用者を見込みます。

2018(平成30)
年度

2019(平成31)
年度

2020(平成32)
年度

2021(平成33)
年度

2022(平成34)
年度

2023(平成35)
年度

動機付け
支援

対象者 10,080人 10,160人 10,210人 10640人 10,660人 10,670人

利用者 810人 853人 900人 980人 1,020人 1,070人

積極的支援
対象者 5,040人 5,070人 5,110人 5,320人 5,330人 5,330人

利用者 400人 425人 450人 490人 510人 530人

対象者の見込み数合計 15,120人 15,230人 15,320人 15,960人 15,990人 16,000人

利用者の見込み数合計 1,210人 1,280人 1,350人 1,470人 1,530人 1,600人

目標実施率 8.0% 8.4% 8.8% 9.2% 9.6% 10.0%
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（２） 第三期計画における取組

ア 福祉局の取組

第二期計画における目標の未達成状況を踏まえて、第三期計画では本市独自の目標値を設定し、
事業の円滑かつ効果的な実施に努めるとともに、次の対策を推進します。

（ｱ） 特定健康診査受診率向上のための取組

対象者に受診券を送付し、未受診者には電話等により個別に受診勧奨を実施するとともに、本
市ホームページ・SNSの活用、民間企業と連携した受診勧奨案内ビラの配布、特定健康診査取扱
医療機関等でのポスター掲示等の広報活動を行います。

特定健康診査の機会の充実を図るため、土日祝日に受診できる機会や取扱医療機関の確保に
努めます。
また、利便性向上の観点から、集団健診においては、がん検診等と同時に受診できるような体制

の確保に努めます。１日人間ドックは、必ず特定健康診査と同時に受診することとし、受診率向上を
図ります。なお、無料対象年齢を拡充（40歳・45歳・55歳・65歳）します。
さらに特定健康診査取扱医療機関との連携をより一層進めます。

その他、職場で特定健康診査と同等の健診を受けた方の結果の提供による検査データ活用を
継続します。
また、がん検診とのセット受診、人間ドック等の保健事業も含めた様々な受診方法を掲載した案

内パンフレットの作成や、がん検診実施医療機関も含めた特定健診取扱医療機関一覧等を作成す
ることで、わかりやすい情報提供を行い、継続的な健診の受診に繋がるよう工夫します。

各区等の先駆的な取組について情報を共有する場として、担当者会の充実を図ります。
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(ｲ) 特定保健指導実施率向上のための取組

対象者に利用券を送付し、また、未利用者には個別に電話等による利用勧奨を実施するとともに
本市ホームページの広報活動を行います。

特定保健指導取扱医療機関で特定健康診査を受診した場合、健診結果説明と同時に初回面接
を実施する取扱医療機関を増やしていきます。

また、集団健診においても、当日の健診結果を基に初回面接を開始し、全健診結果による判定
後に行動計画の決定を行います（初回面接の分割実施）。これにより、健診当日の健康意識が高
いうちに保健指導を利用していただけるようになります。

効果的に特定保健指導を実施するために実施機関への情報提供や指導教材（健康づくり応援
ノート）を改善し利用継続を支援します。

特定保健指導を中断した方へ利用継続のための支援を行います。

(ｳ) 重症化予防のための取組

人工透析の原因となる慢性腎臓病は、糖尿病性腎症や高血圧による腎硬化症が主な原因であ
り、これらの疾患の重症化を予防する観点から、引き続き「血清クレアチニン」「血清尿酸」の検査
を実施します。

集団健診会場での生活習慣の改善に関するパネルの掲示やビラの配布、結果通知の機会を利
用した積極的な情報提供に努めます。また、健診の結果から医療の優先度の高い方に対しては、
確実な医療機関受診につながるよう、より分かりやすい結果通知に努めます。

さらに、前年度の特定健康診査の結果を基に、糖尿病性腎症の重症化の恐れがあるにもかか
わらず、未受療の方を対象に、医療機関への受療勧奨と６か月間の生活習慣改善のための保健
指導を行い、糖尿病性腎症の重症化を予防します。
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イ 各区役所の取組

各区の現状を踏まえて、引き続き特定健康診査及び特定保健指導の円滑な実施のための効果的・
効率的な対応に努めます。

(ｱ) 広報周知
地域健康講座等の保健事業や地域の関係機関との協力を得るなど、様々な機会を活用し、 メタ

ボリックシンドロームの概念の普及啓発や、特定健康診査等の実施率向上のための広報周知に努
めます。また、ホームページ・SNSや広報紙の活用、周知ポスターの掲示、健診案内ビラの配布、は
がき等による受診勧奨、窓口待合スペースにおける受診勧奨ＤＶＤの上映などの多様な広報活動に
取り組みます。

(ｲ) 受診勧奨
特定健康診査の受診率向上に向けた取組の一環として、市内への転入等で大阪市国保に年度途

中に加入した被保険者へ受診勧奨を行います。

(ｳ) 健康情報の提供
対象者の自発的な生活習慣改善の取組みを支援するために、食事や運動、喫煙等の生活習慣に

関するリーフレットやウォーキングマップの作成、地域健康講座の開催、区内の社会資源の紹介、
食生活の相談支援等により、健康情報の提供に努めます。

(ｴ)  重症化予防のための個別支援
特定保健指導の中断者に対しては、必要に応じて特定保健指導の利用勧奨、生活習慣の改善に

ついての情報提供や相談支援を行います。
また、健診の結果から医療の優先度の高い方に対して、電話や面接、訪問により、受診勧奨や保

健指導を行い、適切な医療につなぎ重症化予防に努めます。
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４ 実施方法

（１） 特定健康診査の実施方法

ア 対象者

大阪市国保被保険者のうち、40～74歳の方（実施年度中に40歳になる方を含む）を対象
に、年１回実施します。ただし、実施年度の４月１日現在の加入者で、受診日現在も加入

している方に限ります。

なお、次に該当する方は対象外となります。

(ｱ) 妊産婦

(ｲ) 刑事施設・労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている方

(ｳ) 国内に住所を有しない方

(ｴ） 病院又は診療所に６か月以上継続して入院している方

(ｵ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援

施設に入所している方

(ｶ) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する独立行政法人国立

重度知的障害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

(ｷ) 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

(ｸ) 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

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資格を喪失した場合は、その
時点で対象外になります。また、転入等で新たに加入された方には、受診勧奨を行います。
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イ 健診項目

(ｱ) 基本的な健診
第一期計画期間では、すべての対象者に実施する「基本的な健診」として、糖尿病の早期発見と

重症化予防の観点から、国が基準とする検査項目に加えて、大阪市独自項目としてヘモグロビン
A1c 検査を実施しました。
第二期計画期間では、人工透析の原因となる慢性腎臓病の重症化を予防する観点から、新たに
「血清クレアチニン」「血清尿酸」を独自項目として実施し、健診内容の充実を図ってきました。
第三期計画期間においても引き続き、実施します。

(ｲ) 詳細な健診

医師が必要と判断した場合は、「詳細な健診」を実施しています。（無料）

【判断基準】

Ａ 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

Ｂ 心電図検査

当該年度の特定健康診査の結果等において、収縮期血圧140mmHg以上もしくは拡張

期血圧90mmHg以上または問診等で不整脈が疑われる方

Ｃ 眼底検査

当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧または血糖が次の基準に該当する

方

（血圧） 収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上

（血糖） 空腹時血糖126mg/dl以上、

ヘモグロビンA1c(NGSP値)6.5％以上または随時血糖126mg/dl以上
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表14 特定健康診査 健診項目

健 診 項 目

基本的な

健診

質問（問診）

身体計測

身長
体重
ＢＭＩ
腹囲

理学的検査（身体診察）
血圧測定

血液検査

脂質検査
中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロール又はNon-HDLコレステロール

肝機能検査

AST（GOT）

ALT（GPT）

γ-GT（γ-GＴP）

血糖検査
血糖値
ヘモグロビンA1c

腎機能検査
（追加健診）

血清クレアチニン（クレアチニン値を用いてeGFRを算出）
血清尿酸

尿検査
尿糖
尿蛋白

詳細な

健診

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

腹囲の計測について、次のいずれかに該当する方については、医師が必要でないと認めた場合は省略できる
こととします。
ア：ＢＭＩが20未満の方 イ：ＢＭＩが22未満で自ら腹囲を測定しその値を申告した方
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ウ 受診方法

４月に対象者へ受診券〈P104参照〉を送付します。受診券の有効期間は、交付日から翌年３

月31日までとなります。受診券を紛失した場合は、区役所で再交付します。

受診の際は、保険証と受診券が必要になります。より精度の高い検査データ確保のため、食

後10時間以上経過している必要があります。

◎受診までの流れ

受診券の送付（４月）

特定健康診査の受診（年１回、翌年３月31日までに受診）

•必要なもの・・・①保険証、②受診券

•条 件・・・受診券をお持ちで、受診日現在、大阪市国保に加入している

こと

労働安全衛生法に基づく事業主健診等、他の法令に基づく健診を受けられる方については、健
診結果の写しを区役所へ提出していただくことで、特定健康診査を受診したこととします。

大阪市国保

対象者（40～74歳）

取扱医療機関（個別）または
保健福祉センター等（集団）
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エ 実施場所

(ｱ) 個別健診

府内の診療所、病院、健診機関等の取扱医療機関（約4,000か所）で実施します。

(ｲ) 集団健診

健診機関へ委託し、保健福祉センター、小学校、地域の集会所等で実施します。

オ 利用者負担

無 料

カ 実施期間

４月１日から翌年３月31日

キ 外部委託にあたっての考え方

外部委託にあたっては、健診の精度管理が適切に行われるよう質の確保が必要となるため、

国の定める委託基準に基づき事業者を選定、委託します。また、必要に応じて事業者より報

告を求める等、その質の確保に努めます。
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ア 特定保健指導対象者の階層化と選定の方法
内臓脂肪の蓄積の程度とリスク要因の数により、対象者の選定・階層化を行います。

腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します

(２) 特定保健指導の実施方法

ステップ１

（１）腹囲 男≧85㎝、女≧90㎝ （２）腹囲が（１）以外でBMI≧25

BMI=体重(㎏)÷身長(ｍ)２

ステップ２ 検査結果、質問票より追加リスクをカウントします

①血糖 ａ空腹時血糖（やむを得ない場合は随時血糖） 100㎎/dl以上 または
ｂ HbA1cの場合 5.6％以上(NGSP値)  または
ｃ薬剤治療を受けている場合（質問票より）

※ 空腹時血糖・HbA1cを両方測定している場合は空腹時血糖の値を用いる
空腹時血糖・HbA1cを両方測定していない場合は随時血糖を用いる

②脂質 ａ中性脂肪 150㎎/dl以上 または
ｂ HDLコレステロール 40㎎/dl未満 または
ｃ薬剤治療を受けている場合（質問票より）

③血圧 ａ収縮期 130㎜Hg以上 または
ｂ拡張期 85㎜Hg以上 または
ｃ薬剤治療を受けている場合（質問票より）

①～③のリスクが１つ以上の場合のみカウントします

④喫煙歴あり（質問票より）

①～④のリスク数
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ステップ３

ステップ４

前記ステップ１、２から保健指導レベルをグループ分けします

次の(ｱ)・(ｲ)の方について選定します

(ｱ) 薬剤治療を受けている方・・・-医療機関において医学的管理の一環として継続的な保健
指導が行われることを適当とし、対象外とします

(ｲ) 65～74歳の方・・・日常生活動作能力や運動機能等を踏まえ、生活の質の低下に配慮し
た生活習慣の改善が重要である等の理由により、積極的支援の対象になっても動機付け
支援とします

対象者の決定

腹囲又はBMI
追加リスク 特定保健指導の対象者

①血糖②脂質③血圧 ④喫煙歴 40～64歳 65～74歳

男性85㎝以上
女性90㎝以上

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

該当なし — 情報提供

上記以外で
BMIが25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 —

該当なし — 情報提供
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イ 実施内容
特定健康診査の結果に応じ、医師・保健師・管理栄養士等がメタボリックシンドロームや生活習慣病

の予防・改善に必要な食事や運動に関する情報を提供し、生活習慣改善の支援を行います。

（ｱ） 動機付け支援（初回面接・１～３か月後の支援・６か月経過後の評価）
【初回面接】
個別20分以上又はグループ80分以上

生活習慣の確認や改善に向けた
行動目標・計画を設定します

個人の目標や生活習慣の改善に
ついて、状況把握を行います

（ｲ） 積極的支援（初回面接・３か月以上の継続支援・６か月経過後の評価）
【初回面接】
個別20分以上又はグループ80分以上

生活習慣の確認や改善に向けた
行動目標・計画を設定し、支援プ
ログラムを提供します

個人の目標や生活習慣の改善に
ついて、状況把握を行います

支援プログラムに基づいて
支援します

【３か月以上の継続支援・電話やメール等】

※集団健診で当日の健診結果を基に初回面接（１回目）を行い、全ての検査結果が揃った後に電
話等で初回面接（２回目）を行います。

※評価時期については、国の指針が６か月から３か月経過後へ変更されました。大阪市国保では、
平成30年度は現行の６か月経過後で評価を行い、平成31年度以後は効果等を検証した上で導
入の有無を検討します。
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【１～３か月後・電話やメール等】

６か月後の評価につなげるた
めの支援を１回実施します。

【６か月経過後・電話やメール等】

【６か月経過後・電話やメール等】



継続的支援は、【支援A（積極的関与タイプ）】と【支援Ｂ（励ましタイプ）】の方法で、支援プログラムに基
づいて実施します。

【支援Ａ（積極的関与タイプ）】の内容
・生活習慣の振り返りや行動計画の実施状況を踏まえ、個人に応じた生活習慣の改善に必要な食生
活・運動の実践的な情報を提供します。
・生活習慣の改善状況や目標達成について確認し、必要に応じて目標及び行動計画の修正を行いま
す。

【支援Ｂ（励ましタイプ）】の内容
・生活習慣の改善状況の確認を行い、取組内容が継続できるように賞賛や奨励を行います。

（ｳ） 情報提供
健診結果から自分の生活習慣を見直し、維持・改善できるように、運動や食生活についての情報

を健診結果に同封します。

ウ 利用方法
（ｱ） 利用までの流れ

アのステップ１～４により階層化し選定された特定保健指導の対象者には、必要に応じて特定保健
指導の利用券を送付します。また、対象者が選択できるように、利用できる特定保健指導取扱機関の
情報を提示します。
一部の特定保健指導取扱医療機関では、特定健康診査を受診した後、医療機関で特定保健指導対

象者を階層化・選定し、健診結果の説明と同時に初回面接を実施します。
集団健診で特定健康診査を受診した場合は、実施事業者で階層化し選定された特定保健指導対象

者に、集団健康診査当日に初回面接（１回目）を実施します。全ての検査結果が揃った後に電話等で初
回面接（２回目）を行います。
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図６ 特定健康診査から特定保健指導への流れ

【特定健康診査】 【特定保健指導】

結果通知表・
特定保健指導の
利用券を送付

特定保健指導取扱機関を選
択して利用できます

(特定保健指導取扱医療機
関・集団健診時に利用を始
めた者を除く）

動機付け
支援特定保健指導の対象者

の階層化・選定の実施

結果通知表の送付

情報提供

一部の医療機関では、結果説明と同時に初回面
接を実施します

積極的
支援

当日の健診結果を基に初回面接(１回目を)実施
し、全ての検査結果が揃った後に初回面接（２回
目）を実施します

【特定保健指導取扱医療機関で受診した場合】

特定健康診査の実施
（個別実施・集団実施）

【集団健診等で受診した場合】
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（ｲ） 利用券の交付時期
特定保健指導の対象者（既に特定保健指導取扱医療機関・集団健診時に利用を始めた者

を除く）には、特定保健指導の利用券〈別紙２ 〉を健診受診後２～３か月頃に郵送にて交付し
ます。
なお、利用券を紛失した場合は、区役所において再交付します。

（ｳ） 周知や案内の方法
特定保健指導の利用券の送付時に、特定保健指導取扱機関名簿や利用案内を同封します。

エ 実施場所
市内の診療所、病院等の取扱実施機関（約460か所）及び集団健診会場で実施します。

オ 利用者負担
無料

カ 実施期間
４月１日から翌年３月31日

キ 外部委託にあたっての考え方
特定保健指導は、動機付け支援及び積極的支援を「標準的な健診・保健指導プログラム【平成

30年度版】（厚生労働省健康局）」に基づき実施する機関に対し、厚生労働大臣が定める「特定
健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に規定する「特定保健指導の外部委託に関
する基準」等により適正に委託します。
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(３) 特定健康診査等の実施スケジュール
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

特定健康診査等実施機関との
契約

受診券の作成・送付

受診券の作成・送付
(４月２日以降新たに大阪市
国保被保険者となる方)

特定健康診査の実施
（個別医療機関実施）

特定健康診査の実施
（集団健診）

特定保健指導利用券の作成・
送付

特定保健指導の実施


