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特定健康診査情報提供事業の取組み

鹿児島県国民健康保険団体連合会 事業課

鹿児島県国保連合会で実施しております、特定健
康診査情報提供事業について発表させていただきま
す。

目的

市町村の特定健診受診率向上や効果的な保健事

業の実施に向け、健診未受診者が医療機関で生活
習慣病等の治療を受けている場合、その医療デー
タ（特定健診に該当する項目）を市町村が医療機関
から情報提供として受け、特定健診データとして活
用できるようにする。

1

・市町村からの委託により実施
・県医師会（会員外）、市町村、国保連合会
との３者契約の締結

この情報提供については、平成22年度まで19の市
町村が、独自で医療機関との契約により行っており、
これを県全体で取り組むことはできないかというこ
とで県より特定健診等データを管理している連合会
に依頼があったものです。

目的としまして、健診対象者のうち生活習慣病等
で治療中の為、特定健診未受診となっている被保険
者の医療データ（特定健診に該当する項目）を市町
村が医療機関から情報提供として受け、健診受診率
向上、効果的な保健事業が実施できるよう特定健診
データとして活用していくものです。

事業については市町村からの委託及び県医師会
（会員外）、市町村、連合会との３者契約により実
施しております。

鹿児島県内　43の市町村のうち42の市町村より委

託を受け、実施しております。

方法

①市町村は、健診未受診者で治療中の被保険者に情報提供票

を送付

2

②被保険者は、情報提供票を医療機関に提出し、医療機関は

情報提供票に記載されている検査項目についてデータを記載

する

③被保険者の同意のもと、情報提供票と請求書を連合会に提

出する

④連合会での事務処理後、情報提供料を市町村に請求し、医

療機関へ支払うとともに、データを特定健診等データ管理シ

ステムへ登録する

方法として、
①市町村にて健診未受診者で治療中の被保険者に情

報提供票を送付します。
②被保険者は、情報提供票を医療機関へ提出し、医

療機関は情報提供票に記載されている検査項目に
ついてデータを記載します。

③記載後、被保険者の同意のもと情報提供票と請求
書を連合会に提出いたします。

④提出いただいた情報提供票等は、連合会にて事務
処理を行い事務処理料及び情報提供料を市町村に
請求し、情報提供料については、医療機関へ支払
います。データについては、特定健診等データ管
理システムへ登録します。

演 題
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保険者番号 4　6

※フリガナ

受診券整理番号

被保険者証番号

追加検査

実施

(○を記入)
注意事項

身長 cm 小数点以下1桁

体重 kg 小数点以下1桁

腹囲 cm 小数点以下1桁

ＢＭＩ kg/㎡ 小数点以下1桁

収縮期血圧 mmHg

拡張期血圧 mmHg

中性脂肪 mg/dl

ＨＤＬ－コレステロール mg/dl

ＬＤＬ－コレステロール mg/dl

ＧＯＴ（AST) U/l

ＧＰT（ALT) U/l

γ－ＧＴ（γ－GTP) U/l

空腹時血糖 mg/dl

ＨｂA１ｃ（NGSP値） ％ 小数点以下1桁

尿糖

尿蛋白

**** 　******  ******  ******

**** 　******  ******  ******

**** 　******  ******  ******

医療機関住所：　　　　　　　　　　　　　　　

※医療機関番号：　　　　　　　　　　　　

医療機関名：　　　　　　　　　　　　　　　

※医師名：　　　　　　　　　　　　　　　

　■本人同意欄　（自筆）

　　この提供票・質問票を○○市（町村）に提出することに同意いたします。

平成　　　年　　　月　　　日

氏名　　　　　　　　　　　　　

※ご記入が不自由な方の場合、医療機関従事者の代筆で結構です。その場合代筆者の記名・押印を願いします。

※追加検査実施日　又は
※基本項目記入年月日：平成　　年　　月　　日

　■ 「医師の意見」　　　

　１　□　異常認めず

　２　□　要指導・観察

　３　□　要医療

【　**************　】

尿検査
－ 　±　 ＋　 2＋ 　3＋

－ 　± 　＋ 　2＋　 3＋

質問票確認 裏面質問票（質問事項※0、1、2 、3 、8） の記入確認

肝機能検査

血糖検査

　　********

　　********

　　********

※「追加検査実施」欄は、追加検査として実施した項目に○をつけてください。

【医療機関記入欄】

　治療中の疾患の名称（主病を明記してください）　 　主病名：

基
　
　
本
　
　
項
　
　
目

項　　　　目 結　　　果

身体計測

血　　圧

血中脂質検査

【平成２７年度】　　　　特定健康診査情報提供票

【保険者記入欄】

生年月日

住　　所
　〒

　　昭和　　　年　　　月　　　日　　　　

氏　　名 性別／年齢  男　　 女 　歳

特定健康診査情報提供票の様式になります。
提供票は、２種類あり　この提供票は、基本項目

のみの提供票です。
医療機関は、必要項目等を記入し、本人の同意を

得て連合会に請求書と一緒に請求します。

平成　　　年　　　月　　　日

※市町村番号　（４６　　　　　　　）

　　　　　　　市町村長　殿

　　　　　　（国保担当課扱い）

　住　所

※医療機関番号

　医療機関名

　代表者
㊞

請求金額

平成　　　年　　　月　請求分

【請求金額内訳】

項目 件数

文書料 　　　　　　　　　件

追加検査料 　　　　　　　　　件

******** **************************

特定健康診査情報提供委託料請求書

　　　　　　　　円

単　価（税込）

１，０８０円

１，６２０円

請求書になります。
請求書も２種類あり、基本項目のみの請求書とな

ります。
なお、文書料　1,080円　　追加検査料　1,620円

を連合会から市町村に請求しますが、追加検査料　
1,620円の１/ ２は、県の特別調整交付金により

市町村へ交付されています。
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保険者番号 ４　６

※フリガナ

受診券整理番号

被保険者証番号

追加検査

実施

(○を記入)
注意事項

身長 cm 小数点以下1桁

体重 kg 小数点以下1桁

腹囲 cm 小数点以下1桁

ＢＭＩ kg/㎡ 小数点以下1桁

収縮期血圧 mmHg

拡張期血圧 mmHg

中性脂肪 mg/dl

ＨＤＬ－コレステロール mg/dl

ＬＤＬ－コレステロール mg/dl

ＧＯＴ（AST) U/l

ＧＰT（ALT) U/l

γ－ＧＴ（γ－GTP) U/l

空腹時血糖 mg/dl

ＨｂA１ｃ（NGSP値） ％ 小数点以下1桁

尿糖

尿蛋白

尿検査 尿潜血

尿酸 mg/dl 小数点以下1桁

クレアチニン mg/dl 小数点以下2桁

医療機関住所：　　　　　　　　　　　　　　　

※医療機関番号：　　　　　　　　　　　　

医療機関名：　　　　　　　　　　　　　　　

※医師名：　　　　　　　　　　　　　　　

　■本人同意欄　（自筆）

　　この提供票・質問票を○○市（町村）に提出することに同意いたします。

平成　　　年　　　月　　　日

氏名　　　　　　　　　　　　　

※ご記入が不自由な方の場合、医療機関従事者の代筆で結構です。その場合代筆者の記名・押印を願いします。

腎臓検査

※追加検査実施日　又は
※基本項目記入年月日：平成　　年　　月　　日

　■ 「医師の意見」　

　１　□　異常認めず

　２　□　要指導・観察

　３　□　要医療

【○○地区追加項目医療機関記入欄】

－ 　± 　＋ 　2＋　 3＋

※「追加検査実施」欄は、追加検査として実施した項目に○をつけてください。

尿検査
－ 　±　 ＋　 2＋ 　3＋

－ 　± 　＋ 　2＋　 3＋

質問票確認 裏面質問票（質問事項※0、1、2 、3 、8） の記入確認

　治療中の疾患の名称（主病を明記してください）　 　主病名：

基
　
　
本
　
　
項
　
　
目

項　　　　目 結　　　果

身体計測

血　　圧

血中脂質検査

肝機能検査

血糖検査

住　　所
　〒

【医療機関記入欄】

氏　　名 性別／年齢  男　　 女 　歳

【平成２７年度】　　　　特定健康診査情報提供票

【保険者記入欄】

生年月日 　　　　昭和　　　　年　　　　月　　　　日　　　　

こちらは、もう１種類の情報提供票になり、追加
項目の欄があります。

この追加項目に関しては、市町村との契約により
決めてあり、基本項目以外に　尿検査として尿潜血、
腎臓検査として、尿酸、クレアチニンとなっており
ます。

平成　　　年　　　月　　　日

※市町村番号　（４６　　　　　　　）

　　　　　　　市町村長　殿

　　　　　　（国保担当課扱い）

　住　所

※医療機関番号

　医療機関名

　代表者
㊞

請求金額

平成　　　年　　　月　請求分

【請求金額内訳】

項目 件数

文書料 　　　　　　　　　件

追加検査料 　　　　　　　　　件

追加項目料 　　　　　　　　　件　　　　　円

特定健康診査情報提供委託料請求書

　　　　　　　　円

単　価（税込）

１，０８０円

１，６２０円

もう１種類の請求書です。

受診者氏名：

※ 0 今，体調の悪いところがありますか １．はい（　　　　　　　　　） ２．いいえ

※ 1 Ａ：現在，血圧を下げる薬を服用していますか。

※ 2 Ｂ：現在，インスリン注射又は血糖を下げる薬を服用していますか。

※ 3 Ｃ：現在，コレステロールや中性脂肪を下げる薬を服用していますか。

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。

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。

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。

7 医師から，貧血をいわれたことがありますか。

※ 8
現在，たばこを習慣的に吸っていますか。（※今までに合計１００本以上，
又は６ヶ月以上吸っており最近１ヶ月間も吸っている方）

9 20歳の時の体重から10ｋｇ以上増加していますか。

10
１回３０分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上，１年以上実施しています
か。

11
日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施しています
か。

12 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速いですか。

13 この1年間で体重の増減が±3ｋｇ以上ありましたか。

14 人と比較して食べる速度が速いですか。

15 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ありますか。

16 夕食後に間食や夜食をとることが週に3回以上ありますか。

17 朝食を抜くことが週に3回以上ありますか。

18 お酒（清酒，焼酎，ビール，洋酒など）を飲む頻度は，どのくらいですか。 １．毎日 ２．時々

19

飲酒日の1日当たりの飲酒量は，どのくらいですか。
清酒1合（180ｍｌ）の目安：
　ビール中瓶1本（約500ｍｌ），焼酎35度（80ｍｌ），
　ウイスキーダブル１杯（60ｍｌ），ワイン2杯（240ｍｌ）

　１．
１合未満

　２．
１～２合
　未満

　３．
２～３合
　未満

　４．
３合以上

20 睡眠で休養が十分とれていますか。

22 生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば，利用しますか。

21 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。

１．はい ２．いいえ

　１． 改善するつもりはない

３．近いうちに（概ね１ヶ月以内）改善する
つもりであり，少しずつ始めている。

　２．改善するつもりである

１．はい

　５． 既に改善に取り組んでいる
　　　　（６ヶ月以上）

特定健康診査情報提供　【質問票】

３．ほとんど飲まない
（飲めない）

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．速い　　　２．普通　　　３．遅い

１．はい

１．はい ２．いいえ

２．いいえ

１．はい ２．いいえ

　４．既に改善に取り組んでいる
　　　　（６ヶ月未満）

２．いいえ

１．はい

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

●質問票はご本人が御記入ください。ただし、ご記入が不自由な方の場合は代筆で結構です。
●情報提供票作成医療機関において、質問事項の記入確認をお願いします。

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

質問事項
回答欄

あてはまる番号に○をつけてください。

１．はい ２．いいえ

情報提供票の裏面にある質問票になります。
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結果
《情報提供件数》

3
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12,000

23年度 24年度 25年度 26年度

情報提供実績

（件）

件数（件）

23年度 5,940 ※23年11月請求より開始

24年度 10,863

25年度 10,457

26年度 9,766

続いて、結果ですが
平成23年度の11月から実施している事業ですが、

24年度以降　１万件前後の請求をいただいておりま
す。

《特定健診受診率の推移》

4

鹿児島県特定健診受診率（市町村国保）の推移

年度 受診者（人）
受診率（％）

①
対前年比

情報提供（件）
（再掲）

受診率（％）
②

比較
①－②

22 102,142 32.3 － － － －

23 112,426 36.1 3.8 5,940 34.2 1.9

24 125,790 40.8 4.7 10,863 37.3 3.5

25 125,168 40.9 0.1 10,457 37.5 3.4

26 127,412 41.2 0.3 9,766 38.0 3.2 参考

※26年度の受診者、受診率の数値は、ＫＤＢシステムより抽出（9月末時点）

※受診率①の数値は、法定報告による受診率（26年度以外）

※受診率②の数値は、受診者から情報提供（再掲）分を差し引いた受診率

これは、本県の市町村国保の特定健診受診率の推
移を表したものです。

受診率（①の部分）は、年々　増えておりますが、
事業開始以前の平成22年度　市町村国保の健診受診
率は、32.3％でした。

事業開始の平成23年度は、36.1％で、前年度比　3.8
ポイント増え、平成24年度には、受診率は、40.8％
で40％を超え、前年度と比較しまして4.7ポイント
増えております。

25年度も、若干ではありますが延びております。
26年度につきましては、法定報告が11月以降に確

定するまで、数値に変動がある為、参考値になりま
すが、ＫＤＢシステムより抽出した数値でみますと、　
受診率　41.2％　となっております。

受診率②の部分は、受診者数から情報提供分を差
し引いた受診率で、①の受診率と②の受診率を比較
として表示しております。

23年度は、年度途中からの事業開始の為、情報提

供を差引いた受診率が、1.9ポイント少なくなって
おり、24年度になりますと、3.5ポイント少なくなっ
ております。

特定健診の受診につきましては、それぞれの市町
村で様々な取り組みをされており、受診率が伸びた
ことはその結果によるものではありますが、本会で
実施しております情報提供事業も若干の支援には、
なっているのではと思います。

5

24年度の受診率は、23年度より 4.7ポイント増

《特定健診受診者数及び受診率の推移》

伸び幅 全国１位

25
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22 23 24 25 26

受診者（人）

受診率（％）

全国平均受診率

健診受診者数及び受診率の推移を表したグラフで
す。

平成22年度の受診率　32.3％、23年度は、36.1％、
24年度には、40.8％となり、対前年度伸び幅　4.7ポ
イントは、全国１位でした。

緑色の部分は、全国の受診率であり、鹿児島県の
受診率は全国より高い受診率となっておりますが、
国が定めている目標値　60％にはまだ届かない状況
です。
（参考）　全国受診率　22年度　32.0％

23年度　32.7％
24年度　33.7％
25年度　34.3％

考察

①事業開始当初、市町村及び医療機関への周知に苦慮した

・情報提供票及び請求書への記載方法を連合会ＨＰへ掲載

・情報提供事業のポスター作成（医療機関へ配布）

6

②各市町村において健診受診促進への取り組みがされている
中、情報提供事業についても医療機関、市町村との連携・協
力をとりながら実施していく

事業開始後、４年余り経過していますが、事業当
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初は市町村及び医療機関への周知に苦慮いたしまし
た。

特に、医療機関からは業務多忙の中での協力依頼
であった為、データ記載等について苦情等もありま
した。

しかし、現在では、そのような苦情等もなく　ご
協力いただいているところです。

また、市町村からも、毎月の情報提供件数の状況
を連合会に問い合わせがあるなど、取り組んでおり
ます。

今後も、医療機関、市町村との連携・協力をとり
ながら事業を実施していき、特定健診受診率向上、
データを活用した効果的な保健事業を市町村が実施
できるよう支援していきたいと思います。

ご清聴　ありがとうございました。




