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○○ 質問票（服薬歴、質問票（服薬歴、喫煙歴喫煙歴 等）等）
○○ 身体計測（身長、体重、身体計測（身長、体重、BMIBMI、、腹囲腹囲））
○○ 理学的検査（身体診察）理学的検査（身体診察）
○○ 血圧測定血圧測定
○○ 血液検査血液検査

・・ 脂質検査（中性脂肪、脂質検査（中性脂肪、HDLHDLコレステロール、コレステロール、LDLLDLコレステロールコレステロール））
・・ 血糖検査（空腹時血糖又は血糖検査（空腹時血糖又はHbA1HbA1ｃ）ｃ）
・・ 肝機能検査（肝機能検査（GOTGOT、、GPTGPT、、γγーーGTPGTP））

○○ 検尿（尿糖、尿蛋白）検尿（尿糖、尿蛋白）

○ 心電図検査
○ 眼底検査
○ 貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値）

注）一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施

必 須 項 目

特 定 健 康 診 査 の 項 目

詳細な健診の項目
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保健指導判定値と受診勧奨値

判定値 勧奨値

• 血圧（収縮期） １３０ １４０

• 同（拡張期） ８５ ９０

• 中性脂肪 １５０ ３００

• ＨＤＬコレステロール ３９ ３４

• ＬＤＬコレステロール １２０ １４０

• 空腹時血糖 １００ １２６

• ＨｂＡ１ｃ ５．２ ６．１

• ＡＳＴ（ＧＯＴ） ３１ ６１

• ＡＬＴ（ＧＰＴ） ３１ ６１

• γＧＴＰ ５１ １０１

• 血色素量 １３．０（男性） １２．０（男性）

１２．０（女性） １１．０（女性）
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標準的な質問票 

 質問項目 回答 分野 リソース 

1-3 現在、aからｃの薬の使用の有無  服薬歴 

1 a． 血圧を下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴 

2 b． インスリン注射又は血糖を下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴 

 

3 c． コレステロールを下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴 

国民健康・栄養調

査（H16）の問診

項目に準拠 

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 既往歴 

糖尿病実態調査

（H14）の問診項

目に準拠 

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 既往歴 

糖尿病実態調査

（H14）の問診項

目に準拠 

6 

医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれ

たり、治療（人工透析）を受けたことがあります

か。 

①はい ②いいえ 既往歴 

糖尿病実態調査

（H14）の問診項

目に準拠 

7 

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 喫煙 

国民健康・栄養調

査（H16）の問診

項目に準拠 

8 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 体重 保健指導分科会 

9 
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 運動 保健指導分科会 

10 
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 運動 保健指導分科会 

11 同世代の同性と比較して歩く速度が速い。 ①はい ②いいえ 運動 保健指導分科会 

12 この1年間で体重の増減が±3㎏以上あった。 ①はい ②いいえ 体重 保健指導分科会 

13 早食い・ドカ食い・ながら食いが多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

14 
就寝前の2時間以内に夕食を取ることが週に3回

以上ある。 
①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

15 夜食や間食が多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

16 朝食を抜くことが多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

17 ほぼ毎日アルコール飲料を飲む。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

18 睡眠で休養が得られている。 ①はい ②いいえ 休養 保健指導分科会 
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①血糖 a 空腹時血糖100mg/dl以上 又は ｂ HbA1ｃの場合 5.2％ 以上 又は ｃ 薬剤治療を受けている場合(質問票より）
②脂質 a 中性脂肪150mg/dl以上 又は b HDLコレステロール40mg/dl未満 又は c 薬剤治療を受けている場合 (質問票より）
③血圧 a 収縮期血圧130mmHg以上 又は b 拡張期血圧85mmHg以上 又は c 薬剤治療を受けている場合(質問票より）

④質問票 喫煙歴あり （①から③のリスクが１つ以上の場合にのみカウント）

・腹囲 M≧85cm、F≧90cm →（１）
・腹囲 M＜85cm、F＜90cm かつ BMI≧25 →（２）

ステップ１

（１）の場合 ①～④のリスクのうち
追加リスクが ２以上の対象者は 積極的支援レベル

１の対象者は 動機づけ支援レベル
０の対象者は 情報提供レベル とする。

（２）の場合 ①～④のリスクのうち
追加リスクが ３以上の対象者は 積極的支援レベル

１又は２の対象者は 動機づけ支援レベル
０の対象者は 情報提供レベル とする。

○ ステップ１、２から保健指導対象者をグループ分け

○ 内臓脂肪蓄積に着目してリスクを判定

ステップ２

ステップ３

保健指導対象者の選定と階層化（その１）
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○服薬中の者については、特定保健指導の対象としない。
（理 由）
○継続的に医療機関を受診しており、栄養、運動等を含めた必要な保健指導については、医療機関に

おいて継続的な医学的管理の一環として行われることが適当であるため。

（参 考）
○特定保健指導とは別に、医療保険者が、生活習慣病の有病者・予備群を減少させるために、必要と

判断した場合には、主治医の依頼又は、了解の下に、保健指導を行うことができる。

○市町村の一般衛生部門においては、主治医の依頼又は、了解の下に、医療保険者と連携し、健診
データ・レセプトデータ等に基づき、必要に応じて、服薬中の住民に対する保健指導を行う。

○前期高齢者（６５歳以上７５歳未満）については、積極的支
援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。

（理 由）
①予防効果が多く期待できる６５歳までに、特定保健指導が既に行われてきていると考えられること、
②日常生活動作能力、運動機能等を踏まえ、ＱＯＬの低下に配慮した生活習慣の改善が重要である

こと等

ステップ４

保健指導対象者の選定と階層化（その２）


