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第2回都道府県医師会特定健診・特定保健指導連絡協議会

・　　　　●

特定健診・特定保健指導の
　　　　実施に向けて

平成19年12月24日

　　日本医師会常任理事
一，　　　　内田健夫

平成20年度特定健診・特定保健指導への

　　　　　準備状況等の調査結果

●　　　　●

，
、

市町村国保との特定健診・特定保健指導の契約
はどこがとりまとめますか

h、

墨継嬰括、r

一コ

特定健診・特定保健指導の実施について市町村
国保と協議を行っていますか

「一x
都道府県医師会

【契約内容】

　行っている、一部～師っていると回答した24回答のうち

　　特定鍵診　やか所、特定健診・保健指導の両方18か所

特定健診・特定保健指導の価格設定について
（市町村国保）　　　　　　　　　都道府県医師会

一

■

，嬢醇

lr山、

健保等（代表保険者）との特定健診・特定保健指導

の契約はどこで行う予定ですか

都道府県医師会

●．

来室．348、

蟹器嬰括

　郵市区
巨鯨で。駄6騎

傘
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特定健診・特定保健指導の実施にあたり健保等と

契約について協議を行っていますか
　　　　　　　　　　　　　　　　都道府県医師会

糟2こ定

15

　　　行っている．19．■、
朱定一2“2、　　　　　　　　　　一鶴と行っている，

　　　　　　　　8ハ
　　　　　　　　」

17

行つﾃ詩し’

コ
【契約内容】一 sっオいる、一部と行っていると回答した13回答のうち

被保険看・被扶養者』嚇定健診2か所、健診・保健指導の両方8か所

櫨瀦のが健診保健鱒の両方1か所

特定健診・特定保健指導の価格設定について
（健保等）

特定健診・特定保健指導の実施にあたり市町村

国保と契約する内容について

郡市区医師会
　　　一一「

保健指導の委託について（市町村国保）

特定健診・特定保健指導の料金設定について
（市町村国保）

「

特定健診・特定保健指導の実施にあたり健保等と

契約する内容について
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「上乗せ部分』及び「がん検診」等について従来通りの方法

で引続き実施する方向で市町村と検討されていますか

」

自由記載で多かった回答【都道府県医師会】

市町村国儀との鱒定健診・特定像健指◎への敵娼みで現在課題になっていることについて

健診項目〔上乗せ・横だし）

電子化への対応‘対応できない医飾金への配慮、簾が行うか）

料金毅窪（単価・自己負担・地域間の梧差）

他の健診との蒙ね合い（がん検診・生活機能評価等｝

ホームベージ上への掲眠｛対応できない医師会への配慮、雄が行うか）

裸健掬尋について不透明な部分が多い

健保駅代籔像帳奢〕との獅竃艦齢・特定像徹揃導への敗範みで現狂躁墨になっていることについて

代表保険者が未定

料金設定

被技擬書房対応

その値待寒糎診韓定傑僧権導への融億みで、例えば民間金集の参入など．聰狂篠題になっていることについて

民間賄の安助俸撒定，

髄指導1識わる人伽像が髄るか

髄柵のマニュアル峨い　、

自由記載で多かった回答【郡市区医師会】

市町村国像との締室纏診・層定保燈権導への歌縮みで親征篠尋になっていることについて

健診項目（上乗せ・犠だし）

電子化への対応（対応できない医節会への配慮、雄が行うか）

料金設定（単価・自己負担・自治体問の絶美）

事義フ同一（緕京・契約方法）

他の健診との蒙ね合い（がん検診・生活権能評価等）

土日・祝日や夜間の対応

被扶費書の対応

ホームページ上への揚餅（対応でき旗、医飾金への配慮．臆が行うか｝

保健指導を行えるかどうか不明

　億像1駅仕籔像険奢⊃との特寛健診・特竃像億掃尋への融編みで夏蚕臓鍾にむつていることについて

健保に　　て（魅し合いがない、接触がない）

地区医師会での契約対応は難しい

平成20年度特定健診・特定保健指導への

　　　　準備状況等の調査結果

●都道府県医師会によって温度差があり、取組
み状況にも差があった。

●郡市区医師会は、都道府県医師会よりさらに
　取組み状況、情報量について格差があり、取
．、組みが進んでいない医師会があった。

●都道府県医師会、郡市区医師会のいずれも
　健診項月』料金設定、電子化対応について

課題となでて覧、た。

　　　　　＼

　　　　特定健診価格
※調査回答とは別に、ほぼ価格が決まっている医師会からの情報

基本健診価格

i必須項目）単位・円

基本健診価格に含まれる

K須項目以外の内容

A県 6，920（空腹時血糖）

W，820（HbAIc）

情報提供料込み

B
県
　
●

7，461（血糖選択） 情報提供料、電子デー

^提出込み

C市 7，470（HbAIc）

D市 9，849（牢腹時血糖）

@触
心電図、眼底検査、

n血検査込み

・　　　　●

特定健診の電子データ化への

　　　　　対応調査

矯
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特定健診の電子データ化への

　　　　　　対応調査

　　　　　都道府県医師会調査
（40医師会より回答：12月19日現在）

●

，

、

代行入力業務
地域医師会や都道府県医師会で想定される主なケース

OケースA
　地域医師会や都道府県医師会が主体となって代行入力業務を
　行い、且つ、外部の事業者と委託契約を行いわないケース

OケースB

綴力験講灘馨驕離離薯奮萎議璃魏葦群
　ス
OケースC

磯蟹驕灘鰹懸講内装蓬籔1瀦薯鰐頸
　0ケースP

響弾琴鵬贈轍霧懸鍛う
　　　　　　＼
　　　　　　　、　　　、

電子データ化に対応できない医療機関への対応
　　　　　　n＝40（無回答を除く）

医師会での
対応はしな疑

支援協力したい

がケース未定

電子データ化を支援する業者の話
　　　n＝38（無回答を除く）

聞くつもりは：ない

　23．7、

●

7色3繁ある

特定健診の電子データ化への

　　　　　　対応調査

　　　　　郡市区医師会調査
（646医師会より回答：12月19日現在）

●

｝

■

電子データ化に対応できない医療機関への対応
　　　　　　n＝623（無回答を除く）

未
3
0

その他 ㌃孟＾
ケースB

　医節会での対応
　　はしない
　　25．5、

噂

ケ講。

ケ講D

支援協力したい

がケース未定

　8．0、
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t

電子化に対応できない医療機関数の把握
　　　　　　　n＝613（無回答を除く）

把鯉している

　22．8～

把搬τいな9
　　77、2、

、

つ

電子データ化を支援する業者の話
　　　　nニ585（無回答を除く）

聞くつもりはない

　　388鷲

、
一

聞くつもりはある

　　612暫

・　　　　●

も
一

今後の課題

一内容一

1、特定健診と各種検診の実施について

2．特定健診と各種検診の項目について

3．特定保健指導の実施者としての看護師の業務範囲について

4、特定健診等に関する電磁的記録の提出について

5、年間を通じた特定健診の実施について

　　　　6．特定健診の結果に基づく受診勧奨について
．．　　　●

　　　　7、第三者評価楼閣について

8、円，滑な実施にむけて、厚生労働省による検討会の設置について

9．平成19年度1・厩要望事項（特定健診・特定保健指導関連）

　　　　順

　　　　　㌦ 20

一1．特定健診と各種検診の同時実施一

0特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的
として、メタボリックシンドロームに着目し、この該当書及び予備群を減少させるため

の特定保健指導を必要とする者を、的確に抽出するために行うものである。

◎課題と指摘
　これまで実施されてきた老人保健法に基づく基本健康診査では、実施主体は自治

体であり、地域住民に対する保健事業としてr早期発見・早期治療のためのスクリーニ

ング検査』として位置付けられてきた．

　高齢者医療確保法に基づく特定健診では、実施主体は医療保険者であり、特定保健

零指導の対啄者を抽出する目的で特定健診を実施するため、地域住民に対する保健サ

ービスの援供という概念がない。

　地域住民の健康保持と利便性を考え、特定健診と介護予防における生活機能評価
や健康増進法に基づく各種検診の同時実施が必要であり、住民への受診券の発行な

どについて、医療像険者と自治体の一体的な取組が求められる．

◎

29

一2．地域住民に対する保健サービスとしての健診項目一

O「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（仮称）」において、特定健

診における必須の検診項目と詳細な健診項目が定められることになる．

（必須の健診項目）

①既往歴の調査②自覚症状及び他覚症状の有無の検査③身長、体重及び腹囲

の測定④BMlの測定⑤血圧の測定⑥GOT、GPT及びγ一GTPの検査（肝機能）
⑦中性脂肪、HDLコレステロール．LDLコレステロールの量の検査（脂質）、⑧血糖

検査⑨尿中の糖及び蛋白の有無の検査

◎課題と指摘
　必須の健診項目選定にあたり．安衛法に基づく事業主に義務付けされた健康診断に

おける検査項目とのすり合わせば深く議論されたが、老健法に基づく基本健康診査につ

いては、高齢者医療確保法への変更が前提であったため深い議論が行なわれたとはい
いがたい．

　これまで基本健康診査等で実施され、特定健診の必須検査（基本検査）に盛り込まれ

ていない検査項目（貧血検査、心竃図検査等）を、自治体による地域住民に対する保健

サービスとして実施するべきである．
　　　　　　　　　毒

30
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一3．特定保健指導の実施者としての看護師の業務範囲一

O特定條健指導における動機付け支援、積極的支援の像健指導実施者のうち、初回
面接（20分以上）、支援計回作成者、支援後の評価に関する粟務実施者は、医師・保

健師・管理栄養士・一定の保健指導の実覇経験のある看護師（ただし施行後5年間に

限る）とされている。

◎課題と指摘

　特定健診受診書の健診データを有し、受診者への健診結果の説明や情報提供を実
施する健診実施機関、特に医療機関において袴定保健指導の初回支援を行なう意義

は大きい。

　しかし、一般の医療機関の医師による初回面接20分は、一般外来患者に対する診療

綴羅雑繕面接の実施内容を医師と看護師で分担して行なう事が動軸

「一定の保健御溝の実務継験のある看護飾』について、広く医療機関に従事する者の

購勘て幕ﾀ脳べきである●

、
31

一4．特定健診等に関する電磁的記録の提出について一

0健診結果等の情報の取扱いに関する基準として、健診実施機関は電磁的記録を作成

し．保険者に対して当該電磁的記録を安全且つ速やかに提出することとある．

　厚生労働省健康局では、健診等実施機関で電子化する健診等データの標準様式を公
開し、厚生労働省桝学研究班のホームページによりrフリーソフト』のダウンロードを行なう

ことで、健診等実施機関にあたかも経済的負担が発生しないかの如く説明してきた．

　しかし、保険局においては、厚生労働省が主体的に提供すると考えられてきたrフリー

ソフトjをrいわゆるフリーソフトと呼ばれるもの』と定義し、ハードウエアの購入や保守管理

費用の発生により、実質有料のソフトであることが明らかになった．

◎課題と指摘

亀10月24ら現在・電子化の標準様式が決定されておらず・且つ・rフリーソフト』を開発し

ている民間事業者よりソフトのダウンロード開始時期も公開されていない・従って・健診実

施機関、蒋に，地域医師会や診療所における健診等データの電子化の取り組みは全く進

んでいない状洩である．

健診実施機薗ξ特に診療所等の電子化の取り組みが平成20年4月の実施までに終えな

い患れがあることから、健診等に関する電磁的記録の提出の開始を先送りするべきであ

る・　　　　㌔

　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　η

一5．年間を通じた特定健診の実施一

　　　　　　　　　　　　　一受診券・利用券の説明一
　4月1日前後での異動が多いことから、前年度中に印刷対象リストを設定するのではなく、

年度が替わってから設定する必要がある．更に、保健指導を当該年度の実績として針上し、

評価を受けるための最終スケジュールとして傑健指導の初回面接を年度内に完了する必要

があるため、1月中に受診してもらう必要がある．

◎課題と指摘
　後期高齢者支援金評価指標の対象期間と健診受診券・像健指導利用券の発券時期の
説明から、特定健診を4月から3月までの1年間として実施することは困難である。

特定健診の実施期間は受診券が届けられる5月ころから、翌年1月までの約9ヶ月閻に

限定されることが予想される●

①現在．善本健康診査の実施彰徳として「誕生月健診』が多く行なわれており、手引きに

沿った9ヴ月間の限定実施では地域住民に対する利便佐はおろか、受診率の低下につな

がる恐れもある¢で年間を通じた特定健診の実施を求める．

②医療機鯛や検査雛蘭の血診受託において、集中期と閑散期が発生し、コ・メディカルや

髄脳員幌別こ繁きぐ辮を与え現れがあるので・年厳乱た擬鰍破

施を勅る・　＼、、　　　　　　　　調

一6．特定健診の結果に基づく受診勧奨について一

　　　　　　　　　　一後期高齢者支援金の評価指標の定肇一

・特定保健指導の実施率：当鮫年度の動機付け支援・積極的支援利用者数を分子とする。

　　　　　　　　　　　　　一受診勧奨について一

・医師の判断の結果、保健指導を行う・行わない（医療機関にかかる）に関わらず、保健指

導の実施率の算定においては、健診実施時点で対象者となっている以上、保健指導の実施

率の分母から除くことはできない．

　◎課題と指摘
　　医療保険者は、保健指導剃定値を超えた対象者がたとえ受診勧奨値をも超えたとし

　ても、保健指導の実施率を上げるための利用者数の分子に舶えたいがために、医療機

　腿g）受診●有無にかかわらず保健指導を実施することが考えられる。

　医師の調断の循橡としては、日常の診療の中で指標としている検査機関の基準値や

本制度における受診勧奨値がある．

　医飾の勃断に善づく受療が行われた場合、これとは別に保健指導が実施されること

で、意者に対する嫉廻した治療行為が阻害される恐れがあるので、医飾の朝駈に基づく

受診勧奨の対象者直ついて、，保健指導実施率の分母から除外し、保健櫓導は一旦見送

るべきである．　魚
　　　　　　　　　　、　’、　　　　　　　　　　　　　　　　隅

一7．第三者評価機関の設置一

0効果的・効率的に被保険者の生活習慣病予防が図られるかを評価するため、各医

療保険者には、健診・保健指導に関するデータを継続的に蓄積することが必要となる．

　今後、健診・保健指導データの蓄積が進むにつれ、医療保険者自らが実施する場
合も含め、健診・保健指導の質の管理・評価を行うための第三者評価の仕組みが必要

となると考えられるため．都道府県地域・職域連携協議会の活用等を含め、第三者機

能評価の在り方について検討を進める必要があるとされた。

◎課題と指摘
　特定健診・特定保健指導の実施主体である医療保険者が健診等の費用負担節減

のみに目を向け、自身が実施する場合のみならず、サービスの内容と質をおろそかに

した健診笥醸施機関に業務委託することのないよう監視する必要がある。

　第三者評価機関の設置の検討を行政、医節会、医療保険者、サービス提供者、学

識経験者の参加のもと、早急に行うべきである．

、
■
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一8．円滑な実施にむけて、厚生労働省による検討会の設置一

O平成18年度には厚生労働省各局により特定健診・特定保健指導の実施にむけた検

討会が開催されてきた．

　健康局では生活習慣病対策室が中心となり、「標準的な健診・保健指導プログラム』

が策定され、保険局総務課医療費適正化対策推進室では保険者による実施計画の検
酎や準備に関する誠論がなされた。労働基準局においては、定期健康診断の項目の取

扱いに加えて、労働者に対する保健指導と特定保健指導の関係の整理等、語論がされ

てきたところである。

ρ課題と権柄
　これらの検討会は、平成19年3月に、その役割を果たし、銀告書等が作成されたこと

により終了しなと認識している。しかし、実施まで半年と迫った現在、健診期間や健診項

目の問題、電子的様式による健診等データの提出に対応する準備など、課題は山積し

ている現状にあるr

円滑な実施にむ嚇て、厚生労働省による検附会の早急な設置を要望する．
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一9．平成19年度、既要望事項（特定健診・特定保健指導関連）一

〇公益認走法第2条第4号、別表6「公衆衛生の向上を目的とする事粟』

要鍾：「別表各号に掲げる種類の事業」は、その事業に直搬該当しなければ公遊事

　　業ではないとする眼建的な列挙と理餌するべきものではなく、「不特定多数の

　　者の利益の増進に寄与する』事象の中の代表的事粟を例示したものとして、
　　毘定法第1条の目的に照らし広く理癬できるよう政令にて開魔にすることを要

　　塾する．
説明：高齢者医療確像法に菖づく特窟健診・特定録健指導の事業は、本法繁2条第

　　4号、別表6にあるr公衆衛生の向上を目的とする事業』であると2識している．

o予防医療舶

　　＼＼
蔓讐：特定保健揖導の受診者の自己負担分について、医療費控除の対象とすること
説明：生活習慣病φ予防、健康増進対策として、特定健診・特定傑健指導の受診率の
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特定健診・特定保健指導の実施に関するQ＆A
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特定健診の実施に関するQ＆A

　一精定健診と生活機能評価の同時実施一

特定健診の実施に関するQ＆A

　　　一問診・身体針測等業務一

特定健診の実施に関するQ＆A

　　　一問診・身体欝測等薬稿一
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特定健診の実施に関するQ＆A 特定健診の実施に関するQ＆A

特定健診・特定保健指導機関の届出

●健診・保健指導機関番号の取得申請

保険医療機関については、新たな番号の取得は不
　要だが、特定健診・保健指導の受託する意向があ
　る旨の届出が必要である。

　→支払基金の都道府県支部へ保健指導機関から
　　の機関番号の届出をしなければならない。

・　　　　●

莱払基金ホームページに

　　基本情報公開
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特定健診の実施に関するQ＆A
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特定健診の実施に関するQ＆A
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　特定健診・特定保健指導機関の届出

　特定健康診査機関・特定保健指導機関データベース

国立保健医療科学院ホームページー @　　　　、　．

hゆ㎞shi図㎞ip鳳　㎞hd1欝』』」幽
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．　　・．．●

　●厚生労働省『特定健康診査及び特定保健指導のアウトソーシング先
　　実態調査」として、市町村国保を含む医療保険者がアウトソーシング

　　先を杷賊難⑳もの

●　囎ｮ力僻健　定保健指導の受託　はない・萄

　　　　　　　　、

ご清聴ありがとうございました

■■　■

日本医師会
黒
、
「
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