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特定健診・特定保健指導
津 下 一 代＊1

Ⅰ．は じ め に

自覚して常に健康の保持増進に努める」こと、「適
切な保健サービスを受ける機会を与えられる」こ

平成20年度に特定健診・特定保健指導制度（以下

と、と記載されている。国民は健診データ等で自ら

本制度）が始まり、はや10年が経過した。本制度は

の健康状態を自覚し、生活習慣を改善することによ

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく政策

り、生活習慣病等の発症や悪化を予防することが求

型健診であり、①40〜74歳の加入者をもつ全医療保

められている。それを実現するため、医療保険者は

険者に健診・保健指導実施を義務付けたこと、②メ

加入者に対して特定健診・特定保健指導等の保健事

タボリックシンドロームの概念を活用して保健指導

業をおこなうことを義務付けたものである。

対象者を選定する階層化基準を設けたこと、③「標

成人を対象とした生活習慣病に関する健診制度と

準的な保健指導プログラム」により保健指導方法を

しては、労働者の安全と健康を確保する目的で制定

示したこと、④電子的にデータを集約・評価するシ

された労働安全衛生法検診、国民の健康の総合的な

ステムを導入したこと、⑤保険者インセンティブ制

推進をめざす健康増進法に基づく健診・保健指導等

度を導入したこと、などの特徴を有する。この間、

があるが、制度間の整合性を取りながら、PDCA を

メタボリックシンドロームの概念が広く普及し、肥

回して効果的かつ効率的な事業運営をすることを求

満や糖尿病予備群の増加に歯止めがかかるなど一定

めている。

の成果が得られた。健診項目や基準、質問項目が統

本制度では保険者が実施主体となり、保健事業対

一されたことから、研究面での進展も見られた。一

象者の選定方法が標準化されているため、対象者数

方、健診・保健指導実施率は目標に及ばないなどの

を把握することができ、正確に実施率等を算定する

課題が見られた。

ことができる。また、同一保険者に加入し続ける限

本稿では、本制度の成り立ち、しくみおよび結果

り、健診・レセプト情報を活用して継続的な評価が

について概説し、第 3 期の変更点についても触れる。

可能であることから、保健事業という先行投資によ

Ⅱ．特定健診・特定保健指導制度とは

り健康指標の改善や医療費適正化効果がもたらされ
たかを評価することが可能である（図 1 ）。これま

超高齢社会の到来、医療給付費・介護給付費の増

でも保健事業の評価は重要といわれながらも、デー

大という社会情勢を受けて、保険財政の悪化をきた

タ取得方法や評価方法が定まっていないために、そ

している。医療費適正化は喫緊の課題であるが、そ

の結果が明らかにされなかった。本制度は「事業評

の推進を目的とする法律「高齢者医療の確保に関す

価」を組みこんだ初めての制度であり、健診・レセ

る法律」の基本的理念には、
「国民は心身の変化を

プトデータ分析により、加入者の健康課題や対策を
必要とする者を把握でき、事業の実施状況やその効

あいち健康の森健康科学総合センター
（〒470‑2101 愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山 1 番
地の 1 ）
受付日 2018年 4 月12日・受理日 2018年 7 月11日
＊1

果を分析できることになった。
本制度は平成30年度から第 3 期を迎えるが、国全
体の目標値として特定健診受診率70％以上、特定保
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図1

保健事業（健診・保健指導）の PDCA サイクル

健指導の実施率を45％以上とし、これまでの実績評

るものではない。同年齢比較において肥満者は非肥

価をもとに保険者種別の実施率目標を示している。

満者よりも血糖、脂質、血圧等の異常率が高いこ

実施率等に応じて後期高齢者支援金の加算減算制度

と、これらの異常が重複することにより心血管イベ

（被用者保険）や保険者努力支援制度（国民健康保

ントの発生が増加することが知られている1）。一方、

険等）などに反映するなどして、保険者の取組の促

内臓脂肪蓄積により複数のリスクを重複しやすいこ

進を図っている。

とは疫学研究のみならず病態生理学的にも明らかに

医療保険者は、特定健診・特定保健指導を適切か

されたところである。内臓脂肪細胞から分泌される

つ有効に実施を図るための基本的な指針を定め、計

アディポカインの分泌動態が明らかになり、メタボ

画的に事業推進しなければならない。実施率目標、

リックシンドロームの概念が発表され、2005年には

特定健診・保健指導の対象者の概算、具体的な実施

わが国の診断基準が発表された2）。腹囲という実感

方法（委託の有無、データの授受方法を含む）、周

しやすい指標が国民に与えたインパクトは大きく、

知方法、評価結果（進捗・達成状況等）等について

これまで健康に無関心だった働き盛り男性に訴求力

記載した計画書を作成し、公表することとなってい

をもっていた。

る。また、国においてもナショナル・データ・ベー

内臓脂肪蓄積は、食事（飲酒を含む）によるエネ

ス（NDB）分析により本事業の効果評価を行い、定

ルギー摂取過剰と身体活動量の低下によるエネル

期的に必要な改正を行うこととしている。

ギー消費量の低下に起因する。その結果としての腹

Ⅲ．メタボリックシンドロームの概念を活用し
た理由

囲や体重の変化は自ら日常生活で自覚できる指標で
ある。さらに血糖、血圧、脂質などのメタボリック
シンドロームの構成要素はすべて通常の健診で把握

特定保健指導の対象疾患としては、①放置するこ

できることから、年に 1 度の健診でメタボリックシ

とにより健康障害が進展し医療費が増加していく病

ンドロームの進行過程を把握することが可能であ

態であること、②生活習慣介入により効果が認めら

る。また、メタボリックシンドロームと相乗して動

れること、③多くの人に対して安全で効果的な指導

脈硬化を進展させる喫煙についても配慮する必要が

を実施できる体制が構築できることが求められる。

ある。メタボを意識することで、食生活・飲酒・

一般的に加齢とともに血圧や血糖などの検査値異

身体活動・喫煙・睡眠（睡眠時無呼吸症候群と関

常の割合は高くなるが、加齢自体は抑制をかけられ

連）・口腔保健（メタボ・糖尿病と歯周病の関連）
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特定保健指導対象者の選定と階層化

など、健康日本21の各項目とも連動してポピュレー
ション・アプローチを進めやすい利点もある。
こうした観点を考慮して作成されたのが、特定保

Ⅳ．特定保健指導の方法
特定保健指導では、

健指導対象者選定のための階層化基準（図 2 ）であ

健診結果の説明を通して、内臓脂肪の蓄積や運

る。メタボリックシンドロームの診断基準を基盤に

動不足などが検査値に悪影響を及ぼすことを対

しつつも、喫煙をリスク因子としてカウント、リス

象者が認識できるよう説明すること

クを 2 個伴うメタボリックシンドロームになる前か

健康状態を改善するためにどのように生活習慣

らの対策が必要との認識から、メタボリックシンド

を改善できるのかを、対象者と保健指導者が一

ローム予備群から動機づけ支援をすることとなっ

緒に考え、実行可能な行動目標をたてること

た。一方、メタボリックシンドロームの診断基準で

行動目標を実行できるように支援すること

は薬物治療中の場合にもリスクとしてカウントする

対象者が達成感を得られるようにフィードバッ

が、特定保健指導としては未治療者を対象として実

クすること

施することとなった。治療中の者に対してはすでに

保健指導が終了後も自分で継続できること（体

保険者として医療給付を行っているため、同一人物

重の減量・維持や運動習慣、禁煙等）

に対して重ねて保健事業を行う義務を保険者に課さ

（図 3 ）。
を目標として支援をおこなう4）

ないという考え方がこの背景にはあると考えられ
る。65歳以上は積極的支援レベルに該当しても動機
付け支援のみを実施することとなっている。高齢者
においてはメタボに着目して減量することにより、

(

サルコペニアやフレイルの危険を増すことが心配さ

Ļ

れるためである3）。
従来の保健事業は手上げ方式であったため、健康
Positive feedback

に関心が高い人が集まる傾向にあった。本制度では
全員に対して健診で網掛けし、リスクの高い人・改
善の可能性が期待できる人を優先的に保健事業の対
象にする仕組みの構築を目指したものである。
図3

保健指導の流れ（イメージ）
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図4

特定保健指導積極的支援

1 年後の体重減少率と肥満関連11検査指標の変化

目指すべき体重減量の程度を検討する目的で、特定
保健指導参加者のデータを用いて体重減少率と各検査
値の改善との関係を示した5）
（図 4 ）。血圧、血糖、脂
質、肝機能等、肥満症関連項目において体重減少率に
伴い検査値の改善幅が大きくなること、 3 〜 5 ％程度
の軽度な体重減少でも改善を認めることを報告してい

7,000kcal

る。体重 75 ㎏の人の場合 2〜3 ㎏程度の減量を達成

kcal

kcal

30

1

kcal

すれば検査値の改善が期待できることになる。
保健指導の場面では、今回の保健指導期間で達成し

kcal

1

たい目標を立て、その達成に向けて毎日のエネルギー
収支をどのくらい変えていくのかを保健指導者と本人
が相談、自己決定する方法を推奨している（図 5 ）。
食事・身体活動のエネルギー表を用いて面談、本人が
「できること」を見つけていくプロセスが重要である。

kcal
kcal

図5

無理なく内臓脂肪を減らすために

第 1 期、第 2 期は 6 か月後以降に評価しなければ
ならなかったが、平成30年度からは 3 か月後以降の

動機付け支援は、主にメタボリックシンドローム予

評価でよいことになった。これまでの実績から、減

備群を対象とし、初回面接にて行動目標を立て、 3 か

量の効果は前半 3 か月のほうが大きいこと、減量で

月後以降に行動目標の達成状況や、身体状況等に変化

きた体重を維持するための仕組み（健康な環境づく

が見られたかを評価する。積極的支援では、主にメタ

り、ICT の活用など）がこの10年間で育ってきたこ

ボリックシンドローム基準該当者が対象となり、動機

とを考慮、保健指導の負担感を軽減し、実施率を向

付け支援に加えて 3 か月以上の継続的な支援を行う。

上するための措置として導入されたものである。
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Ⅴ．特定健診・保健指導のアウトプット評価
（実施率）
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可能性がある。保険診療では本人が訴える病気に対
する医療提供が目的であり、自覚症状のない病気も
含めて全体像を把握できていない場合がある。また

厚生労働省は毎年特定健診・保健指導の実施状況

健診データにより医療保険者が加入者の健康状態を

を国全体、保険者別、性・年代別に分析し公表して

把握し、適切な保健サービスにつなげる入口となっ

いる。図 6 にみるように、特定健診・特定保健指導

ていることから、治療中の者に対する健診受診のさ

とも年次とともに実施率が増加している。

らなる促し、もしくは診療情報時の検査データ活用

健診受診率についてみると、初年度38.9％であっ

が必要とされるところである。

たものが28年度には51.4％へ増加、健診受診率向上

保健指導実施率についてみると、制度開始初年度

へのキャンペーンが盛んに実施されたことや、中小

7.7％であったが28年度には18.8％へ増加、28年度

事業所の保険者である協会けんぽ等での取組促進が

は年間88万人が保健指導を終了している。年々制度

功を奏していると考えられる。女性は男性よりも健

の定着が図られていると考えられるが、国の目標値

診受診率が低いことが課題で、被扶養者への健診の

の45％には遠く及ばず、対象となる人の 5 分の 1 に

働きかけや健診場所の提供が不十分であること、

しか実施できていないのが現状である。

パートタイマーなどで実施した事業所検診のデータ

保険者の中には70％以上の高い実施率のところも

を特定健診として活用できていないことなどが原因

あれば、ほとんど実施していないところもあるなど、

と考えられる。

取組格差が課題である。保険者が加入者に保健指導

男性では40〜59歳区分と比較すると60歳以上で健

の機会を提供することが重要であるため、第 3 期は

診受診率が低下している。退職後に被用者保険から

実施率の公表や加算・減算制度の見直しをおこない、

国民健康保険に移行するとともに、健診受診の習慣

実施率の低い保険者を底上げする対策をとっている。

が途切れる人々が存在しているためと考えられる。

一方、保健指導を受けてもなかなか改善せず、繰り

高齢者ではすでに病気にて治療を受けているため、

返し保健指導を受ける者への対策も課題となってい

健診の必要性を自覚せず、受診につながっていない

る。第 3 期からは積極的支援により一定以上の効果
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図6

特定健診・保健指導の実施者数・実施率
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がある場合には、翌年度の保健指導を軽減できる制

化量−0.40（−0.55、−0.26）、腹囲変化量−1.15

度を導入するなど、アウトカムを重視し、保健指導

（− 1.65、− 0.64）、中 性 脂 肪 変 化 量 − 6.95

の負担を軽減して、より多くの対象者に対して指導

（−11.74、−2.17）、HDL コレステロール変化量

を実施できる体制づくりをめざすこととなった。

0.71（0.04、1.37）と有意に改善した。以上より、
特定保健指導は、特定健診の階層化基準となる検査

Ⅵ．特定保健指導の効果

値の改善に有効であると考えられた。

特定保健指導が始まって以来、多くの研究が報告

厚生労働省の特定健診ナショナル・データ・ベー

されている。関連文献を医学中央雑誌と PubMed を

ス（NDB）には、毎年約2,600万人の匿名化された

用い検索、採択文献から階層化基準となる検査値の

健診データが登録され、保健指導参加者と不参加者

変化量を抽出し、加重平均差を用いてメタアナリシ

の翌年度以降の検査値の変化を比較できる。さらに

スを行った6）。積極的支援群は対照群に比し、体重

はレセプトデータとの突合により、受療率、保険診

変化量（kg）の加重平均差−1.31（95％ CI: −1.67、

療費等の変化も評価可能である7）。平成20年度に積

−0.94）、BMI 変化量（kgm2）−0.45（−0.57、

極的支援に該当し翌年度も健診を受診した約200万

− 0.33）
、腹 囲 変 化 量（cm）− 1.49（− 2.02、

人について分析すると、参加群では翌年の健診で腹

− 0.95）
、収 縮 期 血 圧 変 化 量（mmHg）− 0.80

囲、BMI、体重が有意に減少（男性：体重 1.9 kg

（− 1.46、− 0.13）、中 性 脂 肪 変 化 量（mgdL）

減、腹囲 2.2 cm 減、女性：体重 2.2 kg 減、腹囲

−7.47（−13.45、−1.49）
、HDL コレステロール

3.1 cm）、血圧、脂質、HbA1c 等も有意な改善を認

変化量（mgdL）0.88（0.53、1.23）、空腹時血糖

めたのに対し、非参加群ではほとんど変化がみられ

変 化 量（mgdL）− 1.72（− 2.84、− 0.61）、

なかった。 3 年後まで追跡し医療費と突合した分析

HbA1c 変化量（％）−0.06（−0.10、−0.03）と

をおこなったところ、参加群・非参加群間の体重・

有意に改善した。動機付け支援群は対照群に比較

腹囲の有意な差は継続していた（図 7 ）。HbA1c は

し、体重変化量−1.01（−1.30、−0.73）
、BMI 変

非参加群において年々に上昇していくのに対し、参
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加群では翌年度低下、その後も増加が抑えられる傾

なっていたが、第 3 期からは「おおむね 8 人

向が観察された。入院外保険診療費、外来受診率と

以下」、
「おおむね80分以上」と弾力化される。

も参加群の方が有意に低いことが判明した8）。

グループにおいても一人一人が適切な行動目

以上のことより、保健指導対象に該当した者におい

標を設定できることが重要であり、グループ

て、保健指導に参加したほうが非参加群よりも翌年度

の運営方法や教材を工夫する、行動目標の確

以降の健康状態が良好であり、保健指導コストを考え

認は個別で行う時間をとるなどの工夫により、

てもベネフィットはあると判断された。第 3 期も原則

効率化を図ることが大切である。

として現在の階層化基準や保健指導の考え方を踏襲す

3）健診当日の保健指導実施の励行：健診当日に

ることとなったが、制度開始当時よりメタボリックシ

その場で保健指導できれば、再度保健指導の

ンドロームが定着し、国民の健康意識が高まってきた

ために来所する時間と手間が省け、対象者に

ことから、保健指導の弾力策が検討された。

とって利便性が高まるので、実施率の向上が

Ⅶ．保健指導該当者を減らすために
問診の分析においても様々な知見が得られている。

期待される。第 3 期から実施率向上のための
複数の対策が実施される。
①初回面接と実績評価の同一機関要件の廃

保健指導基準該当者（積極的支援・動機づけ支援）の

止⇒初回は健診実施機関で、継続的支援

7 割以上で「20歳の時から体重が10キロ以上増加して

と最終評価は別の機関で、と分けて委託

いる」の質問に「はい」と答えている。40歳代前半の

することが可能となった。

積極的支援該当者の 8 割が「はい」と回答しており、

②健診当日に結果が揃わなくても、初回面

非該当者では 3 割であった。20歳時〜40歳までに体重

接の分割実施を可能とする。健診受診当

を 10 kg 以上増やさないような対策が必要である。

日に、腹囲・体重、血圧、喫煙歴等の状

喫煙状況についての評価では、積極的支援該当男

況が入手できるが、この結果から特定保

性においては 6 割、女性の 3 割程度が喫煙者である

健指導の対象と見込まれる者に初回面接

が、翌年の禁煙率は数％にとどまることが判明した。

を行い、行動計画を暫定的に作成し、後

喫煙者ではリスク 1 個の重みが加わるため積極的支

日（遅くとも初回の 3 か月以内に）
、全て

援に該当しやすく、保健指導のコストもかかってい

の項目の結果から医師が総合的な判断を

る。積極的支援では継続的にサポートができる絶好

行い、専門職が本人と行動計画を完成す

の機会であるため、禁煙指導の徹底が求められる。

る方法を可能とする（電話等で可）
。

Ⅷ．第 3 期の特定保健指導弾力化への対応

4） 2 年連続して積極的支援に該当した場合（い
わゆるリピーター対策）
； 2 年間連続で積極的

平成30年度からの第 3 期では、特定保健指導の基

支援に該当し、前年度に積極的支援を終了し

本的な考え方・方法は踏襲しつつ、実施率を高める

た人については、前年度よりも翌年度の健診

ためにルールの弾力化が図られている。

データが改善していれば、保険者の判断で

1）実績評価は 3 か月以降で可；すでに述べたとお

「 2 年目の特定保健指導は動機付け支援相当で

りであるが、課題としては、評価以降にリバウ

可」と軽減策をとることが可能となった。具

ンドを防止できるかである。制度開始時よりも

体的には昨年度と当該年度の健診データを比

健康なまちづくり、健康経営が進んできた現在、

較し、BMI30未満の人では腹囲 1 cm 以上か

3 か月以降はポピュレーション・アプローチの

つ 体 重 1 キ ロ 以 上、BMI30 以 上 で は 腹 囲

事業と組み合わせるなどして、健康的な生活を

2 cm 以上かつ体重 2 キロ以上改善している

継続しやすい環境をつくることを提案したい。

場合に、改善の方向性と判定する。つまり、

2）初回面接のグループ支援の運用緩和：初回面

1 cm 1 kg の減量で評価されるというアウト

接では行動目標を立てるために、 1 グループ
「 8 人以下」「80分以上」を厳守することと

カム評価が加わったことになる。
5）ポイント制を検討するための、モデル実施；
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事前にモデル実施の届け出をすれば、180ポイ

10年が経過して保健指導者のニーズの多様化が見

ントに満たなくても 3 か月後に 腹囲 2 cm 以

られること、保健指導スキルだけでなく運営・評価

上かつ体重 2 キロ以上（体重に0.024を乗じ

等のマネジメント能力が要求されることから、厚生

た体重以上、かつ同値の腹囲以上）を達成し

労働科学研究班では「健診・保健指導の研修ガイド

た場合に終了可能とするという制度が始まる。

ライン改訂に向けての提案（効果的な保健指導のた

これもアウトカム評価の一つである。本モデ

めに必要とされる人材と研修の在り方）」を報告し

ル実施について実施計画及び結果の報告を厚

た。保健指導者（初任者、経験者）、保健指導の

生労働省に提出し、データ収集と分析に協力

チームリーダー的な立場にある専門職、特定保健指

することが求められている。

導の運営責任者等の職務に応じた事業遂行能力の明

6）通信技術活用した初回面接（遠隔面接）の推

確化、そのための研修例を提案した。外部研修だけ

進；これまでも事前登録していれば遠隔面接

でなく、自己学習や職場での実務研修も重要であ

が可能であったが、今後は事前の届け出を廃

り、そのような実施体制のもと効果的かつ効率的な

止、事後報告で可となった。島嶼地域や分散

保健指導の実施が可能となると考えている。

職場、海外出張など、保健指導を実施しにく

Ⅺ．おわりに

かった環境での活用が期待される。
以上の弾力化策により、保険者の計画立案能力と

特定健診・特定保健指導制度の成り立ち、10年間

現場の工夫によって、より柔軟に多くの対象者に保

を振り返り、平成30年度以降の方向性について厚生

健指導が実施できることになる。

労働省の検討会の状況を踏まえて概説した。特定保

Ⅸ．特定保健指導以外の保健指導、受診勧奨の
徹底

健指導では、対策の目標を明確にし、対象者選定基
準、介入方法、評価方法を標準化することの重要性
を示してきたが、この考え方は今や重症化予防等、

保険者は健診・レセプトデータを分析することに

データヘルス計画の他の分野でも応用されるように

より、加入者の健康課題を把握し、リスクの程度の

なってきた。自ら治療や保健サービスを求める者だ

合わせた保健事業を提供する「データヘルス計画」

けでなく、健康に関心がないまま病状を悪化させて

を策定している。検査値異常がありながら未治療、

いる加入者を発掘し、介入することができるのは保

治療中断している者も少なくないことから、肥満・

険者としての重要な役割であると考えられる。今後

非肥満にかかわらずこのような対象者を抽出し、受

はデータヘルス計画の確実な実施により、限られた

診勧奨を行うことや、治療中の者においても生活習

財源のなかで、効果を最大化する方策を研究するこ

慣改善が必要な場合には医師と連携の上指導を行う

とが求められるであろう。

ことなどの対策が重要である。自治体においては糖

文
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