
第１ 保健事業実施計画の基本的事項

１ 背景

「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」の一部が改正され、保険者は健康や医

療に関するデータを活用して被保険者の健康課題を明らかにし、効果的かつ効率的な保健事業の実施

を図るための事業計画を策定したうえで、保健事業の実施及び評価を行うこととなりました。

大阪市国民健康保険においても、データ分析で明らかになった生活習慣病等に関する課題に対処す

るため平成28年度・平成29年度の２年間の大阪市国民健康保険保健事業実施計画を策定し、保健事業

に取り組んできました。

２ 本計画の位置付け

本計画は、大阪市国民健康保険（以下「大阪市国保」という。）被保険者の特定健康診査・医療情報等

を活用して健康課題の分析を行い、その課題に応じた効果的な保健事業の実施及び評価を行うための

計画です。

今期から、保健事業を総合的に企画し、効果的かつ効率的に実施するため、保健事業の中核を成す

特定健康診査等の実施方法を定める特定健康診査等実施計画と一体的に策定します。

また、大阪市の健康の保持増進にかかる計画である大阪市健康増進計画「すこやか大阪21（第２次

後期）」と調和・整合性を図るものとします。

３ 今期計画の期間【2018（平成30）年度～2023（平成35年）年度の６年間】

本計画に関連する各計画との整合性を図るため、計画期間は2018（平成30）年度から2023（平成35）

年度までの６年間とします。

４ 実施体制

事業運営にあたっては、各区保険年金業務担当・各区保健福祉センター・健康局等と連携し、医師会・

歯科医師会・薬剤師会等の関係機関の協力を得て進めます。

大阪市国民健康保険
保健事業実施計画・特定健康診査等実施計画
【2018（平成30）年度～2023年（平成35）年度】

【概要】

※データ分析で利用する資料「ＫＤＢ」とは、国民健康保険データベース（ＫＤＢ）システムのことです。
国民健康保険団体連合会が保険者事務共同電算業務を通じて管理する「特定健康診査・特定保健指

導」、「医療」等に係る情報を利活用し、統計情報等を保険者向けに情報提供し、保険者の効率的かつ効果
的な保健事業の実施をサポートすることを目的に構築されたものです。
資料「ＫＤＢ」の比較対象としての「全国」とは、全国の市町村国保及び国保組合の保険者平均を示してい

ます。
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（２） 特定保健指導の充実及び実施率向上

（１） 特定健康診査の受診率向上
・平成25年度～28年度を通して大阪市国保被保険者である方の特定健康診査の受診状況は、毎年受
けている方が9.5％である一方、１度も受けたことがない方が65.4％となっています。
・１度も特定健康診査を受けたことがない方のうち、25%は医療機関にもかかっていない状況です。
・特定健康診査を受けない理由の１位は｢治療中｣、２位は｢職場で受診｣となっています。

・電話による個別受診勧奨
・取扱医療機関においてポスターの掲示
・１日人間ドックとの同時実施
・集団健診の休日・がん検診との併設機会の増加
・職場で健診を受けた方の健診結果情報の受領
・区における取組 等

【取組の評価】
特定健康診査受診率

平成25年度 19.7％
↓

平成28年度 22.0％

受診率は年々上昇していますが、まだまだ低い状況にあります。

・メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合が増加しています。
（該当者：平成25年度15.6％⇒平成28年度16.6％ 予備群：平成25年度10.7％⇒平成28年度10.8％）
・特定保健指導を利用しない理由の1位は｢かかりつけ医で相談・対応｣となっています。

・電話による個別利用勧奨

・医療機関における特定健康診査結果説明時の特定
保健指導同時実施
・健康づくり応援ノートの工夫（保健指導内容の充実）
・区における取組 等

【取組の評価】
特定保健指導実施率

平成25年度 3.2％
↓

平成28年度 3.3％

実施率が上昇しているものの、まだまだ低い状況にあります。

第２ 大阪市国民健康保険の現状

２ 保健事業実施計画（平成28・29年度）の取組

資料：大阪市国民健康保険 年齢階層別被保険者数の状況
（各年度3月末現在）

資料：大阪市国民健康保険事業年報

１ 大阪市国民健康保険の概況

大阪市国保被保険者数は大阪市人口の約25.5％を占めており、その数は年々減少傾向にある一方、65

歳以上の割合は年々増加傾向にあります。

平成28年度の総医療費は約2,498億円で前年より減少していますが、大阪市国保被保険者数の減少に

よるもので、１人あたりの医療費年額は349,537円(グラフは千円単位)で、年々上昇しています。
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イ 糖尿病性腎症重症化予防事業
（特定健康診査の結果、血糖値が高く腎機能低下が疑われ、かつ、糖尿病で医療機関にかかってい
ない方に対し、医療機関への受療勧奨及び６か月間の生活習慣改善指導プログラムを行っています）

平成28年度 平成29年度

事業対象者数 394人 419人
プログラム参加数

（6か月間の生活習慣改善指導）
25人 32人※

プログラム参加率 6.3% 7.6%
事業開始後に

糖尿病で受療した方
事業実施年度の8月～3月診

療分のレセプト確認

160人
（40.6％）

－

約４割の方が、糖尿病の受療につなが
りました。
また、６か月間の生活習慣改善指導プ

ログラムに参加された方は、参加前後の
検査数値及び翌年度の特定健康診査の
結果の数値が改善しています。

特定健康診査受診者のハイリスクとなられる方の割合が改善しています。

(４) がんの早期発見に向けた取組

ア １日人間ドック

Ｈ28年度

受診者数 20,614人

イ 特定健康診査とがん検診の同時実施機会の拡大 １日人間ドックの受診者の増加および

健康局と連携のもと、特定健康診査と同
時に、肝炎ウイルス検査を実施するとと
もに、がん検診との同時実施の機会を拡
大してきました。

特定健康診査（集団健診）とがん検診の同時実施
平成28年度239回（集団健診全体の81％）
平成29年度251回（集団健診全体の84％）

①医療機関への受療勧奨の対象となられた方のその翌年の特定健康診査結果において、血圧・血糖値の
改善が見られました。

②特定健康診査受診者のうち血圧・血糖ハイリスク者の割合は年々減少しています。
・血圧コントロール不良者割合（収縮期血圧180㎜Hg以上または拡張期血圧110㎜Hg以上の方）
目標値 1.0％以下 Ｈ27年度1.03%⇒Ｈ28年度0.98% 0.05ポイント改善⇒目標値達成
・血糖コントロール不良者割合（ＨｂＡ1ｃ8.4%以上）
目標値 1.0％以下 Ｈ27年度1.08%⇒Ｈ28年度1.07% 0.01ポイント改善

※１ 大阪市健康増進計画「すこやか大阪21（第２次）」に基づく取組との共同実施しているものです。
※２ 特定健康診査質問票より高血圧症・糖尿病・脂質異常症の服薬なしと記入されている方
※３ eGFR とは、血清クレアチニン値から算出した推定糸球体濾過量で、腎臓の機能の程度を表しています。

（３） 生活習慣病重症化予防

ア ハイリスクアプローチ
（訪問等による血圧・血糖ハイリスク者及び腎機能低下者に対する医療機関への受療勧奨及び保健指導を
行っています。）

対象者 対象基準 対象者数

血圧・血糖※１ 血圧：収縮期180㎜Hg以上または拡張期110㎜Hg以上
血糖：血糖値250㎎/dl以上またはＨｂA１ｃ7.4％以上

平成28年度 4,275人

腎機能 治療なしの方※2で、eGFR※360未満かつ尿蛋白＋以上 平成28年度 525人

※平成29年９月末現在

※対象者：30～74歳
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年度
ジェネリック医薬品の利用差額通知

送付対象者
送付月 送付実績 普 及 率※１

Ｈ28
年度

全ての医薬品（悪性新生物等除く）などで月14日
以上の先発医薬品を処方され、後発医薬品に切
り替えることにより自己負担額が300円以上軽減
される方

平成28年８月分 44,683件 64.1％
（平成29年３月現在、前年
同月比較 4.5％ ＵＰ)平成29年２月分 43,830件

ジェネリック医薬品の普及率比較（数値：年度平均値）

年度 大阪市国保
大阪府

（市町村国保・国保組合含む）
全国（社保等含む）

Ｈ28年度 62.6％ 62.4％ 66.7％※２

※１ 普及率：数量ベース［後発医薬品の数量］/（［後発医薬品のある先発医薬品の数量］＋［後発医薬品の数量］）
※２ 平成28年４月～平成29年２月の数値

イ ジェネリック医薬品（後発医薬品）の普及促進事業

年度 事業内容 対象者 送 付 月 対象人数等 改善率※

Ｈ28
年度

リーフレット
送付

【重複受診者】
18歳以上70歳未満の大阪市国保被保険者で、
２か月連続して５か所以上の医療機関で受診し
ている方

平成28年８月分 対象者 823人 78.4％

平成29年２月分 対象者 826人 75.3％

【頻回受診者】
18歳以上70歳未満の大阪市国保被保険者で、
３か月連続して15日以上の同一医療機関で受
診している方

平成28年８月分 対象者 474人 61.4％

平成29年２月分 対象者 502人 60.8％

訪問指導
（モデル

実施）

【重複受診者】
18歳以上74歳未満の大阪市国保被保険者で、
２か月連続して５か所以上の医療機関で受診し
ている方

平成28年９月～12月
訪問実施者 18人
訪問対象者 28人

72.2％

【頻回受診者】
18歳以上74歳未満の大阪市国保被保険者で、
３か月連続して15日以上の同一医療機関で受
診している方

平成28年９月～12月
訪問実施者 15人
訪問対象者 25人

60.0％

※ 改善率 ： 対象者を６か月後に突合検証した結果、送付基準に該当しなくなった方の率（改善者数/対象者数）

(５) 適正な治療の促進と医療費負担の軽減

ア 重複・頻回受診者健康教育啓発事業

重複・頻回受診者健康教育啓発事業は、対象者に対して適切な受診方法についての情報提供を行い、

送付後に対象者の受診状況を確認した結果、改善が見受けられます。
一方で、お薬手帳の活用をされていないなど、服薬に対する問題が明らかになりました。

大阪市国保の普及率は全国（社保等含む）と比べると低いですが、上昇率は４％台で伸びています。



※受療割合とは、被保険者1,000人に対するレセプト件数 資料：ＫＤＢ 疾病別医療費分析（生活習慣病）

（３） 生活習慣病に関して、全国と比較して受療割合は低く、受療した方の平均医療費は高くなっています。

◆表示は、主に生活習慣病に分類される疾病
※1 最大医療資源疾病名
レセプトに複数疾病名がある場合、診療行為で
最も医療費の高いものに分類して集計したもの

※２ Ⅰ型糖尿病とは、糖尿病のうち、生活習慣
がきっかけとなり発症するのではなく、自己免疫
に由来して発症するものの総称

平成28年度 大阪市国保の全体の医療費のうち
割合の高い上位５疾患 （入院 + 外来を100％として計算）

順位 最大医療資源疾病名※１ 割合
前回（Ｈ26）

順位 割合

１ ◆ 糖尿病（Ⅰ型含む）※２ 5.3％ １ 5.4％

２ ◆ 慢性腎不全（透析のみ） 5.2％ ３ 5.1％

３ ◆ 高血圧症 4.5％ ２ 5.2％

４ 関節疾患 3.6％ ５ 3.6％

５ 統合失調症 3.4％ ４ 3.7％
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資料：ＫＤＢ医療費分析（２）大中細小分類

資料：ＫＤＢ疾病別医療費分析（生活習慣病）
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(１) 大阪市民の主な死因は、がんの割合が最も高く、次いで心臓病・脳血管疾患・腎不全・糖尿病
などとなっており、これらの主な生活習慣病で半数以上の方が亡くなっています。

(２) 大阪市国保の医療費全体に占める割合を疾病別に見ると、糖尿病・慢性腎不全（透析）･高血圧
症が上位を占めており、約４割が生活習慣病となっています。

１ 大阪市民の健康状態と大阪市国保被保険者の受療状況

第３ 次期計画に向けた大阪市国保被保険者の健康課題

(Ⅰ型含まず)精神
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狭心症・

心筋梗塞
2.0%

その他 0.4%

がん

14.2%

慢性腎不全

5.6%

平成28年度 大阪市国保の総医療費に占める生活習慣病の割合と生活習慣病の内訳



２ 大阪市国保被保険者の健康課題

１人あたり

の医療費
の増加

⇒大阪市
国保被保
険者の
負担増大

高齢化
の進展

医療の
高度化

特定健康診査や特定保健指導
を受ける方が少ない
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(１) 特定健康診査の受診率 (平成28年度22.0％)、特定保健指導の実施率(平成28年度3.3％)ともに低く、
特定健康診査を全く受けていない方の中で医療機関にもかかっていない方が25％います。

(２) 大阪市民の主な死因で生活習慣病によるものが半数以上を占めています。
(３) 大阪市国保被保険者の医療費において生活習慣病が約４割を占めています。

内訳は、がんの割合が最も高く、次いで、慢性腎不全、糖尿 病、高血圧症となっています。
(４) 大阪市国保被保険者の生活習慣病レセプトからみた医療機関受療割合は低いものの、レセプト

１件あたりの医療費は高くなっています。
(５) 大阪市国保被保険者の脳血管疾患の受療割合は、全国に近づいたものの、虚血性心疾患の受

療割合、糖尿病の合併症である糖尿病性腎症の受療割合が全国よりやや高い状況です。
(６) 医療の高度化、高齢化の進展により大阪市国保被保険者１人あたりの医療費が増えています。

【１人あたり医療費の増加の背景】
特定健康診査の受診率が低いことや生活習慣病での受療割合が低い一方、医療機関にかかっ

た方の医療費が高いこと、糖尿病の合併症や虚血性心疾患の受療割合が全国より高いことから
生活習慣病などの疾患が進行し、腎不全、心筋梗塞、脳血管疾患、糖尿病の合併症などを発症
している可能性があります。
加えて、医療の高度化、高齢化の進展などにより、１人あたりの医療費が増加しています。

生活習慣病の
重症化のおそれ

医療機関に
かかる方が
少ない

医療機関に
かかった方の
医療費が高い

（４） 脳血管疾患、虚血性心疾患の受療者割合は年々低下しているものの全国と比較して、やや高い傾向
にあります。
また、糖尿病性腎症の受療者割合も全国と比較してやや高くなっています。

資料：ＫＤＢ医療費分析（生活習慣病）
ＫＤＢ医療費分析（細小分類）

※受療割合とは、被保険者1,000人に対するレセプト件数1.85 1.86 1.98
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H26年度 H27年度 H28年度

国保被保険者のレセプトに占める
糖尿病性腎症患者割合の推移

大阪市 全国
(%)

7.73

7.50

7.00
7.37 7.26

6.996.9

7.4

7.9

H26年度 H27年度 H28年度

国保被保険者の脳血管疾患
受療割合の推移
大阪市 全国

（件）

9.66
9.48

9.04

9.10 9.19 8.84

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

H26年度 H27年度 H28年度

国保被保険者の虚血性心疾患
受療割合の推移

大阪市 全国
（件）
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第４ 目標の設定

【中長期的な目標】

年齢が高くなるほど重症化した生活習慣病の受療が増えていることから、保健・介護部門と連携

し、潜在的に生活習慣病のリスクのある人を早期に発見し、発症予防・重症化予防につなげるため、

次のとおり評価指標及び目標値を設定します。

※特定健康診査結果から算出しています。

今後も高齢化が進み、 １人あたりの医療費負担の上昇が見込まれることから、引き続き、適正な
治療の促進と医療費負担の軽減のため、次のとおり評価指標及び目標値を設定します。

事業名 評価指標 評価指標の詳細
現状値

(平成28年度)

目標値
2023（平成35）

年度

重複・頻回受診者
健康教育啓発事業

リーフレット
送付

送付基準対象者
の減少

対象者の改善率※１
重複：75.3％
頻回：60.8％
（平成29年2月分）

現状値を上回
る改善率

訪問指導
訪問対象者

の医療費の減少
対象者の改善率 ― 75％

ジェネリック医薬品
（後発医薬品）の
普及促進事業

普及率の上昇
毎年度末の
普及率※２ 64.1％ 普及率80％※３

※１ 改善率 ： 対象者を６か月後に突合検証した結果、送付基準に該当しなくなった方の率（改善者数/対象者数）
※２ 普及率 ： 数量ベース［後発医薬品の数量］/（［後発医薬品のある先発医薬品の数量］+［後発医薬品の数量］）
※３ 厚生労働省の「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」や閣議決定の普及率 （平成32年９月）の目

標を踏まえ設定します。

評価指標 評価指標の詳細
現状値

(平成28年度)

目標値
2023（平成35）

年度

特定健康診査受診率の向上 特定健康診査受診率 22.0％ 30％

特定保健指導実施率の向上 特定保健指導実施率 3.3％ 10％

メタボリックシンドローム予備群およ
び該当者割合の減少

メタボリックシンドローム予備群および該当者
※＜男性＞ 45.8％ 41％以下

メタボリックシンドローム予備群および該当者
※＜女性＞

13.5％ 12％以下

ハイリスクアプローチ
・血圧コントロール不良者割合

収縮期180㎜Ｈｇまたは拡張期110㎜Ｈｇ以上
の方※ 0.98％ 0.80％以下

・血糖コントロール不良者割合 ＨｂＡ1ｃ 8.4％以上の方※ 1.07％ 1.00％以下

糖尿病性腎症重症化予防事業
・糖尿病受療率

事業対象者のうち、糖尿病の受療につながっ
た方の割合 40.6％ 50％

・生活習慣改善プログラム参加率
事業対象者のうち、生活習慣改善プログラム
参加者の割合 6.6％ 10％

大阪市国保被保険者の健康保持増進及び生活習慣病の重症化予防、並びに適正な治療の
促進と医療費負担を軽減することを目的とし、次の目標を設定します。
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適正な治療の促進と
医療費負担の軽減

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

の
普
及
促
進
事
業

重
複
・頻
回
受
診
者
健
康

教
育
啓
発
事
業(

リ
ー
フ

レ
ッ
ト
送
付
・訪
問
指
導
）

特
定
健
康
診
査

特
定
保
健
指
導

重
症
化
予
防
事
業

・ハ
イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ

・糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化

予
防
事
業

生活習慣病及びその重症化予防

がんの早期発見など

１
日
人
間
ド
ッ
ク

が
ん
検
診
と
特
定
健
康
診
査

の
同
時
実
施

(

健
康
局
と
の
連
携
）

健
康
づ
く
り
支
援
事
業※

健康の
保持増進

※特定健康診査や体力測定の結果から個人に合った運動・栄養指導等を行う事業

第６ 特定健康診査・特定保健指導（第三期特定健康診査等実施計画）

１ 計画の策定にあたって

（１） 背景

厚生労働省より

「高齢者の医療の確保に関する法律（以
下「法」という）（第20条･24条）によりメタボ

リックシンドロームに着目した特定健康診
査・特定保健指導が義務付けられる

急速な高齢化と生活習慣病の増加

生活習慣病は死因の５割、医療費の３分の１を占める

生活習慣病の発症と重症化の予防が重要

（２） 位置づけ

本計画は、法19条の規定で医療保険者に策定が義務付けられており、「特定健康診査基本指針」に

基づいて大阪市国保が策定しました。第一期特定健康診査等実施計画（以下「第一期計画」という）（平
成20年度から24年度）、第二期特定健康診査等実施計画（以下「第二期計画」という）（平成25年度から
29年度）の5年ごとに策定しました。
今期特定健康診査等実施計画（以下「第三期計画」という）は、2018（平成30）年度から2023（平成35）
年度の6年間の計画としています。

※法改正により６年を一期として策定 2018（平成30）年４月１日施行

（３） 計画期間 2018（平成30）年度から2023（平成35）年度までの６年間

（４） 今期計画の取組と方向性

第三期計画では第一期計画、第二期計画の評価を行い、第三期の目標と取組を定め、特定健康診
査、特定保健指導を実施し、大阪市国保被保険者の健康の保持増進と医療費適正化を目指します。

目標の達成に向け、次の取組を行います。

【短期的な目標】
特定健康診査等の実施率目標値達成に向けて、前年度より実施率を向上させます。
糖尿病性腎症、脳血管疾患の血管変化における共通のリスクとなる「メタボリックシンドローム」該

当者・予備群、及び「糖尿病」「高血圧」のハイリスク者（コントロール不良者）を前年度以下とします。
医療費の適正化を図るため、重複・頻回受診者健康教育啓発事業のリーフレット送付は、前年度

同時期の改善率を上回ることとします。訪問指導は、訪問対象者の改善率を75％以上とします。
ジェネリック医薬品の普及率を前年度より４ポイント向上させます。



２ 第二期計画期間の特定健康診査等実施状況

特定健康診査受診率の推移

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

対象者数 469,260人 461,277人 445,303人 422,722人

受診者数 92,471人 96,505人 95,970人 92,854人

受診率 19.7％ 20.9％ 21.6％ 22.0％

第二期計画期間の受診率目標値 25％ 30％ 40％ 50％

特定保健指導実施率の推移

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

対象者数 11,466人 11,857人 12,028人 11,633人

終了者数 364人 276人 281人 387人

実施率（終了率） 3.2％ 2.3％ 2.3％ 3.3％

第二期計画期間の実施率目標値 20％ 30％ 40％ 50％

9

３ 第三期計画期間の特定健康診査等

（１） 大阪市国保における目標値の設定

国の基準をもとに、大阪市国保における独自の目標値を設定します。
特定健康診査は、政令市及び府内市町村実績平均(平成27年度実績)の30％を2023(平成35)年

度の目標値とします。特定保健指導は、2018(平成30)年度より利用率の向上をめざし集団健診
当日に特定保健指導を実施することにより2023(平成35)年度の目標値を10％とします。

【第三期計画期間における年度別目標値】

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％

（２） 特定健康診査等の実施方法

ア 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、実施年度中に40～74歳となる方（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。

(ｲ) 特定健康診査項目（下表参照）
・ 基本的な健診 ・ 詳細な健診
医師が必要と判断した場合は、「詳細な健診」を選択的に実施します。

(ｳ) 受診方法
自宅に郵送された受診券を被保険者証とともに実施機関に提示して受診します。

(ｴ) 実施場所
・ 個別健診 大阪府内の取扱医療機関
・ 集団健診 各区保健福祉センター、小学校、地域の集会所等

(ｵ) 利用者負担
無料
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健 診 項 目（平成30年度から）

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

選定基準

貧血検査（ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数） 貧血の既往歴のある方又は視診等により貧血が疑われる方

心電図検査 当日の血圧値が基準値以上・不整脈等※

眼底検査 当日の血圧値・血糖値が基準値以上※

※心電図検査・眼底検査の平成29年度までの選定基準・・・前年度の健診結果において血糖・脂質・血圧・肥満の全ての項目が基準値以上

イ 特定保健指導の実施方法
(ｱ) 対象者

特定健康診査の結果を基に、内臓脂肪の蓄積の程度とリスク要因の数により、保健指導の対象者
を選定します。

(ｲ) 実施内容
・ 動機づけ支援
初回面接 ： 医師、保健師、管理栄養士等による面接を実施し、生活習慣改善のための情報提供

や支援を行うとともに、目標や行動計画を定め、支援プログラムを提供します。
約６か月後以降 ： 生活習慣の改善状況や目標達成について確認をします。

・ 積極的支援
上記の「動機づけ支援」の内容に加えて、目標を達成できるように、３か月以上の継続した実践的
な指導や励ましを行います。

(ｳ) 利用方法
特定保健指導の取扱医療機関においては特定健康診査の結果の説明時、また、集団健診におい
ては特定健康診査当日に特定保健指導を利用することができます。利用されなかった対象者の方に
は、後日送付される利用券で特定保健指導の利用ができます。

(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
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（３） 第三期計画における取組

ア 対象者への個別受診勧奨を継続します。
・受診券と案内（健診ガイド・集団健診日程及び取扱医療機関リスト）の送付
・電話等により個別受診勧奨
・国保新規加入者への案内

イ 広報周知を継続します。
・ホームページ、ＳＮＳの活用
・取扱医療機関、薬局等周知ポスターの掲示

ウ 特定健康診査の機会の拡充に努めます。
・土日祝日に受診できる機会の確保
・がん検診とのセット受診の推進（集団・個別医療機関実施の受診案内の工夫）
・１日人間ドックとの同時実施の継続

エ 職場で特定健康診査と同等の健診を受けた方の結果の受領を継続します。

オ 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。
カ 区独自の取組を推進します。

特定健康診査の受診率向上のための取組 下線は新規の取組

特定保健指導の実施率向上のための取組 下線は新規の取組

ア 対象者への個別利用勧奨の継続します。
・利用券と案内（ご案内のリーフレット・特定保健指導取扱機関一覧）の送付
・電話等による個別利用勧奨

イ 広報周知を継続します。
・ホームページの活用

ウ 特定健康診査結果説明時における特定保健指導の同時実施を行います。
エ 集団健診実施日に特定保健指導の初回面接を実施します。
オ 効果的に特定保健指導を実施するため、実施機関への情報提供を行うとともに、指導教材（健康づ
くり応援ノート）の改善を行い利用継続を支援します。

カ 特定保健指導を中断した方へ利用継続のための対策を行います。
キ 区独自の取組を推進します。

ア 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、特定健康診査において、「血清クレア
チニン」「血清尿酸」の検査を実施します。
イ 特定健康診査受診者への生活習慣改善に関する情報提供を行います。
・集団健診会場での生活習慣改善に関するパネル掲示、ビラ配布
・結果通知の際の情報提供

ウ 特定健康診査の結果、血圧・血糖値が一定以上高い方への受療勧奨及び保健指導を継続します。
エ 糖尿病性腎症重症化予防事業を継続します。

取扱医療機関等と連携の強化を図るとともに、特定健康診査の受診・特定保健指導の利用につ
なげるための取組を推進します。

重症化予防の取組
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第７ 計画の評価・見直し

１ 計画の評価
本計画終了時に達成すべき重要な項目について、評価指標・目標値を設定し、設定した評価指標に

より取組を評価します。

２ 計画の見直し
計画全体の見直しは、最終年度となる2023(平成35)年度に、計画に掲げた目的・目標の達成状況の

点検と評価結果をもって行います。また、中間時点等、計画期間中に進捗確認・中間評価を行い、そ

の結果を計画の目標設定、取り組むべき事業等の見直しに活用し、次期計画の参考とします。

取組の進捗状況の評価は、ＫＤＢシステム、特定健康診査等データ管理システムの情報等を活用して行う

こととします。

計画の期間中においても、目標の達成状況や事業の実施状況の変化等により、必要に応じて見直し

を行います。

第９ 個人情報の保護

第８ 計画の公表・周知

策定した計画は、大阪市ホームページへの掲載等により公表します。

個人情報の取扱いは、「個人情報の保護に関する法律」及び、これに基づくガイダンス等（「医療・介護関
係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」「国民健康保険団体連合会等における個
人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等）や大阪市個人情報保護条例に基づいて行います。また、各

事業の委託事業者や国保連合会に対しても、これらの関係法令やガイダンス等を遵守するよう周知徹底を
図り管理指導を行います。

１ 特定健康診査等の記録の保存方法

特定健康診査の結果・質問票及び特定保健指導の記録については、厚生労働省が定める標準的な仕
様による電子データとして、国保連合会の共同システムを利用し、管理・保存します。
特定保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具体的な指導内容、フォローの状況については、

支援期間終了後、速やかに委託事業者から提出を受け、この記録等を適切に保存・管理します。

２ 特定健康診査等の記録の利用
生活習慣病の対策や本事業の評価のため、特定健康診査等の結果や記録等を分析する場合は、個人

が特定できないよう個人情報を匿名化するとともに、必要な情報の範囲に限定し、データの集計分析を行
います。

第１０ その他計画にあたっての留意事項

関係部署、有識者等で構成する協議の場において計画案を検討し、「本市パブリック・コメント手続に関
する指針」に基づいて市民の意見を募集し、それを踏まえて計画を策定します。


