
令和４年度市町村健康診査等担当者研修会

令和４年５月

新潟県福祉保健部 健康づくり支援課 成人保健係

新潟県の健診・検診について

1



健康立県にいがた
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「自分のための健康時間を持つこと」の大切さを、県民のみなさん一人一人に認識しても

らい、取り組んでいただけるよう、健康課題を５つのテーマに分けて取組を進めています。

５つのテーマ キャッチフレーズ

食生活 からだがよろこぶ、一皿を足そう。

運動 意識ひとつで、すべてが運動になる。

デンタルケア あなたのための、歯のプロを。

たばこ たばこのない、一服もある。

早期発見早期受診 健診・検診で未来の自分を見つめよう。



本日の内容

１ 健（検）診制度の概要

２ 本県における健（検）診の現状

３ おわりに：新潟県の取組
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１ 健（検）診制度の概要
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健診と検診の違い

健診：健康かどうか、病気の危険因子を発見すること
■ 特定健診、定期健診 等

■ 生活習慣の改善に繋げることが重要

検診：ある特定の病気にかかっているかどうか調べ
るために検査を行うこと

■ がん検診、肝炎ウイルス検診 等

■ 適切な治療に繋げることが重要

参考資料：がん検診事業のあり方について報告書
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特定健診・特定保健指導について
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対象者

実施年度中に40-75歳に達する加入者（被保険者・被扶養者）
実施年度を通じて加入している（年度途中に加入・脱退がない）者
除外規定（妊産婦・刑務所服役中・長期入院・海外在住等）に該当しない者
※年度途中に75歳に達する加入者は、75歳に到達するまでの間が対象

基本的な

健診の項目

○ 質問票（服薬歴、喫煙歴 等）
○ 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＊１）
・ 血糖検査（空腹時血糖又はHbA1ｃ、やむを得ない場合は随時血糖＊２）
・ 肝機能検査（GOT、GPT、γ－GTP）

○ 検尿（尿糖、尿蛋白）

詳細な

健診の項目

○ 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）
○ 血清クレアチニン検査
※一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施

特定健康診査の検査項目＊赤字は第３期（2018年度）からの取扱

*1:中性脂肪が400mg/dl以上である場合又は食後採血の場合には、ＬＤＬコレステロールに代えて
Non- HDLコレステロール（総コレステロールからHDLコレステロールを除いたもの）で評価してもよい。

*2:やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1cを測定しない場合は、食直後を除き随時血糖により
血糖検査を行うことを可とする。なお、空腹時とは絶食10時間以上、食直後とは食事開始時から
3.5時間未満とする。 【出典：特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き】
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特定健診 検査項目と判定値＊赤字は第３期（2018年度）からの取扱

検査項目名 保健指導判定値 受診勧奨判定値

収縮期血圧 （mmHg) １３０ １４０

拡張期血圧 （mmHg) ８５ ９０

中性脂肪 （mg/ｄL) １５０ ３００

HDLコレステロール （mg/ｄL) ３９ ３４

LDLコレステロール （mg/ｄL) １２０ １４０

Non-HDLコレステロール（mg/ｄL) １５０ １７０

空腹時血糖 （mg/ｄL) １００ １２６

HbA1c (%) （NGSP) ５．６ ６．５

随時血糖（mg/ｄL)※食直後を除く １００ １２６

AST(GOT) （U/L） ３１ ５１

ALT （GPT) （U/L） ３１ ５１

γ-GT （γ-GTP) （U/L） ５１ １０１

eGFR（ml/分/1.73㎡） ６０＊ ４５＊

血色素量（ヘモグロビン） (g/ｄL) １３．０(男性）
１２．０(女性）

１２．０（男性）
１１．０（女性）

（出典：標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】）
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・腹囲 M≧85cm、F≧90cm → （１）
・腹囲 M＜85cm、F＜90cm かつ BMI≧25   → （２）

ステップ1 内臓脂肪蓄積に着目してリスクを判定

保健指導対象者の選定と階層化

①血圧 a 収縮期血圧130mmHg以上 又は b 拡張期血圧85mmHg以上
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
③血糖 a 空腹時血糖（やむを得ない場合は随時血糖）100mg/dL以上 、又は ｂ HbA1ｃの場合 5.6％ 以上
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）
⑤質問票 ①、②又は③の治療に係る薬剤を服用している

ステップ2

（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3

○服薬中の者については、医療保険者による特定保健指導の対象としない。※⑤に該当する者
○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。

ステップ4

ステップ１、２から保健指導対象者をグループ分け

（出典：標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】）
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腹 囲
追加リスク

④喫煙歴

対 象

①血糖 ②脂質 ③血圧 40-64歳 65-74歳

≧85cm(男性)

≧90cm(女性)

２つ以上該当

積極的支援 動機付け支援１つ該当 あり

１つ該当 なし 動機付け支援

上記以外で

ＢＭＩ≧25

３つ該当

積極的支援 動機付け支援２つ該当 あり

２つ該当 なし

動機付け支援１つ該当

＜追加リスクの判定基準＞
①血糖：空腹時血糖（やむを得ない場合は随時血糖）100mg/dL以上、又はHbA1ｃの場合5.6％以上

※随時血糖は第３期（2018年度）以降の取扱

②脂質：中性脂肪150mg/dL以上 又は HDLコレステロール40mg/dL未満
③血圧：収縮期血圧130mmHg以上 又は 拡張期血圧85mmHg以上

＜治療中の者の取扱い＞
高血圧、糖尿病、脂質異常症に対する服薬治療を受けている者については、特定保健指導の対象としない。

ステップ１ ステップ２ ステップ３

【出典】厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第３版）

保健指導対象者の選定と階層化
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がん検診について
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対策型検診と任意型検診
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対策型検診の検査項目等

出典：厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059490.html
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知っていてほしい国の手引きなど

特定健診・保健指導

「標準的な健診・保健指導プログラム（平成30年度版）」厚生労
働省健康局

「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き
（第３.２版）」厚生労働省保険局

がん検診

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（令
和３年10月1日一部改正）」厚生労働省健康局

「職域におけるがん検診に関するマニュアル（平成30年３月）」
厚生労働省

新潟県がん対策推進計画（第３次）
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新潟県生活習慣病検診等管理指導協
議会及び関係団体と毎年度協議の上、
健（検）診ガイドラインを改正している。

目次

１ 特定健康診査

（１）特定健康診査ガイドライン

２ がん検診

（１）胃がん検診ガイドライン

（２）子宮頸がん検診ガイドライン

（３）肺がん検診ガイドライン

（４）乳がん検診ガイドライン

（５）大腸がん検診ガイドライン

参考：前立腺がん検診ガイドライン

参考例：「受診者への説明」

３ 歯周病検診ガイドライン

４ 肝炎ウイルス検診ガイドライン

５ 参考：健（検）診における新型コロナウイ

ルス感染症対策

健（検）診

ガイドライン

令和４年３月版
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新潟県生活習慣病管理指導協議会
【各専門部会】

① 循環器等検診部会 （５名）

② 胃がん・大腸がん検診部会（６名）

③ 子宮がん検診部会（５名）

④ 肺がん検診部会（５名）

⑤ 乳がん検診部会（５名）

⑥ がん登録管理評価部会（５名）

【 指 （親協議会】
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健（検）診ガイドラインの改正について

改正に係る手順

改正は概ね２年に１回（ただし、国指針の改正及び緊急性の高

い事案への対応はこの限りではない）

改正作業年度

奇数年：胃がん、子宮がん

偶数年：肺がん、乳がん、大腸がん

※特定健診、肝炎ウイルスは各法律等の改正に併せて対応

※昨年度は、国指針改正に伴い５がん検診ガイドライン全てを

大幅に改正。今年度は、現時点で、特定健診ガイドラインに

ついて検討予定となっています。
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健（検）診ガイドラインでよくある質問

• 個人記録票や結果通知書など、項目の変更や
追加など市町村でアレンジしてもよいか

市町村で様式等を変更しても構いません。ただし、国の
指針や手引きで必要とされている項目もあるので、確
認の上、変更願います。

• 結果報告の計上方法について

国統計（地域保健・健康増進事業報告の作成要領を参
考にしてください。

• ガイドラインの冊子を追加でもらえないか

県で追加発送は行っていません。健康づくり財団HPに
掲載の冊子データをご活用ください。
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２ 本県における
健（検）診の現状
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目標値

出典：厚生労働省「特定健診・特定保健指導の実施状況（都道府県別）」
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国民生活基礎調査
（厚生労働省）

地域保健・健康増進事業報告
（厚生労働省）

対象者
住民全体

（抽出された世帯）
住民全体

（自治体独自の設定）
国民健康保険被保険者

受診者
検診を「受診した」と回答

した者

市町村実施の指針に
沿ったがん検診を受

診した者

市町村事業におけるが
ん検診受診者のうち国
民健康保険被保険者

主な目的
がん対策推進基本計画

の評価指標
実数による受診率把

握
市区町村間での受診率

比較評価

公表間隔
３年に１度

（３年周期で調査実施）
毎年度 毎年度

備考

・健診等（健康診断、人間ドック）
の中で受診したものも含む。

・新潟県がん対策推進計画にお
ける「県全体の受診率」の評価
指標として設定。

・新潟県がん検診等結果報
告を指す

・平成30年度から新たに追加さ
れた指標。

・新潟県がん対策推進計画に
おける「市町村の受診率の評
価指標」として設定。

がん統計（検診受診率）
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新潟県の現状：がん検診受診率の推移

【国民生活基礎調査による新潟県のがん検診受診率（69歳以下）の推移】

※１ 胃、肺、大腸、乳は40～69歳、子宮は20歳～69歳の受診率
※２ 健診等（健康診断、健康診査及び人間ドック）の中で受診したものも含む。

集計において入院者は除かれている。
※３ 乳・子宮は２年に１回の受診
※４ Ｈ28は熊本県で調査が実施されていない。

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」

（％）

目標値
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出典：がん検診等結果報告

新潟県の市町村がん検診受診率の推移①
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28

年々減少傾向



出典：地域保健・健康増進事業報告（国保被保険者における受診率）

新潟県の市町村がん検診受診率の推移②
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29

国民健康保険被保
険者のうち約２割が
市町村のがん検診

を受診している
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精度管理調査の結果公表について
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３ 健（検）診受診率向上

に向けた新潟県の取組

32



健康立県にいがた

33

「自分のための健康時間を持つこと」の大切さを、県民のみなさん一人一人に認識しても

らい、取り組んでいただけるよう、健康課題を５つのテーマに分けて取組を進めています。

５つのテーマ キャッチフレーズ

食生活 からだがよろこぶ、一皿を足そう。

運動 意識ひとつで、すべてが運動になる。

デンタルケア あなたのための、歯のプロを。

たばこ たばこのない、一服もある。

早期発見早期受診 健診・検診で未来の自分を見つめよう。



□基本的な考え方

未来の自分のためという意識で足を運ぶこと

□キャッチフレーズ

病気を見つけるためだけじゃなく、

自分の毎日のくらしを振り返るために。

健診・検診に行く時間は、自分の未来の

からだの声に耳を澄ませる時間になる。

早期発見・早期受診
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4～8月の受診者数比較（R1/R2/R3）

・令和3年の受診者数は、令
和2年(コロナ流行下)の約1.5
倍に増加し、徐々に回復して
いる。

・しかし、令和元年(コロナ流
行前)と比較すると8割程度に
留まっており、受診者数回復
のための更なる啓発が必要。

【市町村への実態調査で分かったこと】

・昨年度の調査では、感染不安による「受診控え」が受診者数減少の主な要因であったが、今年度の調査では、現場での

感染対策を最優先させていること（会場に定員を設ける等）が受診者数減少に影響を与えていることが分かった。

・市町村の中には、受診勧奨方法等を工夫し、コロナ下でも受診率を落とさず維持しているところもあり、そういった好事例

を今後市町村間で横展開できるような取組を検討していけると良い。

令和３年度市町村がん検診受診者数調査



【事業目的】
働く世代におけるがん検診受診率を向上させることで、がんの早期発見・早期治療に繋げる。
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【R3年度の取組内容】
(1)職域におけるがん検診の実態 事業主や保険者が任意で実施 ※法的根拠なし

(2)本事業のねらい
市町村では、全住民に対してがん検診を実施することが努力義務となっている。
本事業のねらいは、働く世代でがん検診を受ける機会の無い層を市町村のがん検診に繋ぐこと。

(3)具体的な取組内容
被用者保険を介した個別受診勧奨（チラシ直接配布）
→全国健康保険協会新潟支部・健康保険組合団体連合会新潟連合会
と連携し、被用者保険側からターゲットに対して郵送を行う際に、
県作成の「がん検診の受診勧奨チラシ」を同封する。

＜配布数＞ 協会けんぽ：約2万枚
健康保険組合：約3,100枚

(4)今後の課題
現状では、被用者保険において加入者のがん検診受診率のデータ等を
把握する仕組みが無いため、当事業の取組効果を判断できる材料が無い。
そのため、今後は被用者保険及び市町村等関係機関と連携し、当事業
効果検証の方策について検討する必要がある。

被用者保険の被扶養者及び一部
被保険者は、職域検診において
がん検診を受ける機会が無い

本事業のターゲット

受診率向上対策の一例（働く世代へのがん対策事業）
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【高校生への子宮頸がん予防啓発】

【新聞への記事掲載】

＜R3年度の取組内容＞
ハロースマイルプロジェクトと連携し、子宮頸がん予防リーフレットを作成。
県内高校2年生全生徒へリーフレット配布＆教員向けアンケートの実施【教育庁との連携】
→教育現場で活用した結果を調査することで、生徒の反応等を把握し、今後の効果的
ながん教育の内容に活用し、ひいては若年者のがん検診受診率向上を目指す！

＜アンケート結果から分かったこと＞
ほとんどの学校が、保健の授業等でリーフを活用。授業で周知することにより、がん
検診の認知度向上に繋がるとの意見があった。
生徒は、がん検診の受診率の低さに関心を示していたとの意見があり、20歳以降のが
ん検診受診を促進することに寄与すると思われる。

テレビや新聞等で

市町村がん検診受診者減少
の現状及び受診の大切さに
関する啓発を随時実施

→

受診率向上対策の一例（関係機関と連携した普及啓発）



健康立県にいがた
＠Niigata_kenko

https://twitter.com/Niigata_kenko

「健康立県にいがた」とは
「住んでよし、訪れてよしの新潟県」
を実現するために、2019年から本格
始動した産官学一体のプロジェクト。

新潟県 福祉保健部 健康づくり支援課

健康立県にいがた公式Twitter
健康づくりに関する情報をツイートしますので、
フォローお願いします！

フォロワー数

約３，６００人

（R４．５中旬）

となりました。



「健（検）診受診率向上」・「健（検）診
の精度管理向上」のため、引き続き市
町村や関係機関の皆様と連携しながら
取組を進めて参ります。

今年度もよろしくお願いいたします。
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