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　メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満の人
が、脂質異常＊・高血圧・高血糖といった動脈硬化の
危険因子を2つ以上併せ持った状態をいいます。動
脈硬化の危険因子が重なると、心筋梗

こう

塞
そく

や脳卒中な
どにかかる危険性が急激に高まります。
　近年、生活習慣病を引き起こす大きな要因が、内臓
脂肪の蓄積にあることがわかってきました。
　メタボリックシンドローム解消のためには、内臓脂肪
を減らすことが大切になります。

腹囲（おへそまわり）が、男性で85ｃｍ・女性で90ｃｍ
以上の人は、この内臓脂肪型肥満の可能性が高い
と考えられます。

＊ 脂質異常とは、血液中のHDL（善玉）コレステロールが少ない
または中性脂肪が増えている状態です。

メタボリックシンドロームを氷山にたとえると・・

「現状」 「メタボリックシンドローム」
　「食生活を改善しなくては…」「運動不足を解消しなくては…」など、多
くの人は自分の健康について関心を持っています。ところが、生活習慣
に起因する、がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病は、日本人の死因
の６割、国民医療費の３割を占めているのが現状です。

　生活習慣病を発症させる要因の一つとして考えられているのが、メタボ
リックシンドローム（内臓脂肪症候群）です。特定健康診査・特定保健指
導（以下「特定健診等」といいます。）は、メタボリックシンドロームに着目し、
その要因の解消を目的とする新しい視点に立った健診・保健指導です。

「医療保険者が実施主体」
　これまでは、「老人保健法」に基づき、区が健康診査を行ってきました
が、平成２０年度からは、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づ
き医療保険者（国民健康保険、健康保険組合など）が実施主体となり
ます。加入されている医療保険者からの案内に従って健康診断を受診
してください。
※特定健診以外のがん検診等は、今までどおり区で行います。

「特定健康診査等実施計画」の作成
　各医療保険者は、特定健診等を円滑に実施するために「特定健康
診査等実施計画」を策定します。この計画は、メタボリックシンドローム
の該当者・予備群を減少させ、健康維持・生活の質の向上と、中長期的
な医療費の適正化をめざすための実施計画です。「港区国民健康保険
特定健康診査等実施計画」の全文については、区のホームページでご
覧になれます。

メタボリックシンドロームとは

代謝機能の不調

脂質異常 高血圧 高血糖

内蔵脂肪型肥満

内臓脂肪
の減少

生活習慣の改善

運動習慣

食生活の改善

禁　煙

個々の薬で一つの山だけ削っても、
他の疾患は改善されないし、
またすぐに山が高くなってしまう。

脂質異常  高血圧  高血糖などは
ひとつの氷山から水面上に出た
いくつかの山

脂質異常・高血圧・
高血糖がともに改善

氷山全体が
縮んだ
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40
〜
74
歳

加入している保険者が
実施する特定健診・職
場健診

社会保険等、会社の健
康保険に加入している
被保険者・被扶養者
（ご家族）

平成20年度からの健康診査
年齢 健診名称 対象者

30
〜
39
歳

3
さんまる

0 健診 30～39歳の
区民

40
〜
74
歳

港区
特定健康診査

港区
国民健康保険加入者

75
歳
〜
港区基本健康診査 後期高齢者

医療制度加入者

今までの健康診査
年齢 健診名称 対象者

30
〜
39
歳

3
さんまる

0 健診 30～39歳の
区民

40
歳
〜
港区成人健康診査 40歳以上の

区民

社会保険等、会社の保険に
加入している被扶養者（ご家
族）もここに該当していました。

ほかで健診機会のない、区
内にお住まいの４０歳以上
の人が対象でした。

積
極
的
支
援
の
流
れ

港区成人健康診査は、平成20年度から下記のように変わります。
今まで港区成人健康診査を受診していた人はこれからはどの健診に該当するのかご確認ください。

特定保健指導は生活習慣の改善の必要性に応じたグループ分けが特徴です。
お手元にある健診結果で、どの支援にあてはまるか確かめてみましょう。

判定／特定保健指導の階層化2

メタボリックシンドローム解消のために、自分の生活を振り返り、こうありたい自分をイメージして、
そのために今実践できる目標を設定し、行動していきましょう。
医師や保健師・管理栄養士等がそのサポートをします。

特定保健指導3

面接の中で、
目標・行動計画を
たてましょう。

運動・食生活・禁煙など、
行動計画にそって
３～６カ月実践します。

電話やEメールなどで、行動が継続できるよ
うに、定期的にサポートします。うまくいかな
い場合は、途中で目標や行動計画を一緒
に見直します。

こうありたい自分に
一歩近づけた自分に拍手!
身についた生活習慣を
継続しましょう。

6カ月後目標達成

こうありたい自分に

腹囲（おへそまわり）とＢＭＩで内臓脂肪の蓄積リスクを判定します。 
Ａ 腹囲が、男性で85ｃｍ・女性で90ｃｍ以上の人
Ｂ 腹囲が、男性で85ｃｍ・女性で90ｃｍ未満で、ＢＭＩが25以上の人
Ｃ ＡにもBにもあてはまらない人

＊ＢＭＩの計算式は1の特定健診の検査内容欄をご参照ください

ステップ

1
ステップ

2

ステップ１と２の
結果を右の表に
あてはめます。

ステップ

3

　ステップ２（健診結果）
３つ以上あてはまる ２つあてはまる １つあてはまる あてはまる項目なし

ス
テ
ッ
プ
１（
腹
囲
）

Ａ　腹囲
　　男性85ｃｍ以上　女性90ｃｍ以上

積極的支援
６５～７４歳の人は
動機づけ支援

積極的支援
６５～７４歳の人は
動機づけ支援

動機づけ支援 情報提供

B　腹囲
　　男性85ｃｍ未満　女性90ｃｍ未満
　　かつＢＭＩ25以上

積極的支援
６５～７４歳の人は
動機づけ支援

動機づけ支援 動機づけ支援 情報提供

Ｃ　Ａ・Ｂにあてはまらない 情報提供 情報提供 情報提供 情報提供
＊医療機関で糖尿病・高血圧・脂質異常の薬剤治療を受けている人は特定保健指導の対象外になります。
＊医師の判断等で、判定が変わることもあります。

これからの健診

○生活保護受給者や年度途中の国保加入者等上記に該当しない40歳以上の人は港区基本健康診査が受診できます。
○各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診、成人歯科健診等については、今までどおり区民を対象に行います。
○詳しくは、健康推進課（保健サービスセンター）へお問い合わせください。

その他港区実施の
健診（検診）等について ・・・

健診結果から、メタボリックシンドロームのリスクがいくつあるかかぞえます。
① 空腹時血糖値100ｍｇ/ｄｌ以上、または、ヘモグロビンＡ１ｃ5.2％以上
② 中性脂肪150ｍｇ/ｄｌ以上、または、ＨＤＬ(善玉)コレステロール40ｍｇ/ｄｌ未満
③ 収縮期血圧130ｍｍＨｇ以上、または、拡張期血圧85ｍｍＨｇ以上
④ 現在たばこを習慣的に吸っていて、①～③の項目に１つでも該当している

今まで港区成人健康診査を受診されていた人で、
会社等の保険に加入している被扶養者（ご家
族）は、平成20年度からは、加入している保険者
が行う特定健診を受診することになります。
健診内容や受診場所は、加入しているそれぞれ
の保険者に確認してください。

平成20年4月1日現在、港区国民健康保険に
加入している人が対象となります。
年度途中に国保の資格がなくなった人は対象
になりません。（住所・保険の異動など）
75歳以上の人および65～74歳で一定の障害
のある加入者が対象となります。検査内容は、
特定健診と同じです。
特定保健指導はありませんが、健診結果で心配なことがあれ
ば、健康相談等をご利用ください。
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　港区独自項目

生活習慣改善の必要性を判定し、保健指導のためのグループ分けをして通知します。

■診察等
　●問診（服薬中の薬、病歴、生活習慣などの
  　質問票があります）
　●身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲）
　●理学的所見（視診、聴打診など）
　●血圧測定
■血中脂質を調べる検査
　基準値から外れるとメタボリックシンドロームの危険信号です
　●中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール
■代謝系を調べる検査
　糖尿病など肥満が原因となる代謝異常を調べます
　●血糖、ヘモグロビンＡ1ｃ、尿糖　
■肝機能を調べる検査
　●ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）
■尿・腎機能を調べる検査
　●尿たんぱく

■胸部エックス線検査
■その他血液検査等
※ 65歳以上の人には、生活機能評価（生活機能チェック）も
併せて行います。（介護保険の要介護・要支援の認定を受けている人は除きます）

体重（Ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）
　　18.5未満 やせ
18.5～25未満 普通
　　　25以上 肥満

生活習慣改善の必要性が

「特定健康診査受診券」と「保険証」を持参し、指定された医療機関等で受診します。
特定健診は腹囲計測や質問票が加わり、
メタボリックシンドローム該当者・予備群を見つけることに重点が置かれています。

特定健診
（検査内容）

　基本的な健診（必須項目）・・・全員に行います

　詳細な健診・・・医師が必要とした人のみ行います

■貧血を調べる検査
　●赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値
■心電図　　　■眼底検査

1

港区では、特定健診の検査項目以外に
独自に医師の判断で行う検査項目があります。

特定健診1 健診のお知らせが届いたら、
指定された場所で受診しましょう。
腹囲（おへそまわり）計測などが
新しく加わります。

特定健診・特定保健指導は、メタボリックシンドロームの予防・解消を目的として、加入している医療保険者（国民健康保険・健康保険組合など）
が主体となり、40～74歳までの人を対象に年に1回実施されます。
（75歳以上の人は区が実施する基本健康診査を受診できます。3ページ下の「これからの健診」をご覧ください。）

判定／特定保健
指導の階層化2

基本的な健診項目 詳細な健診項目＋

低い人

情報提供 健診結果から、現在の健康状態を把握し、より健康な生活を送るための
生活習慣の見直しや、改善のきっかけとなる情報を全員に提供します。

メタボリックシンドロームの予防・
解消に向け、目標を設定し行動が
継続できるよう、サポートします。

特定保健指導3
動機づけ支援

原則1回の面接により
支援します

積極的支援
面接と電話・Eメールなどにより
3～6カ月間、継続的に支援します

受診勧奨
健康状態の危険性を理解し、
治療を受けるよう勧奨します

治療が必要な人中程度の人 高い人

メタボリックシンドローム解消
健康的な行動の習慣化

1から3に
ついて

もう少し詳
しく

ご説明しま
す 6カ月後

目標達
成

特定健診・特定保健指導の流れ

結果に基づき

健診に「腹囲計測」と「ＢＭＩ」が加わります
腹囲計測
腹囲の正しい測り方
❶腹囲はおへその高さで測ります。
　巻尺が水平に巻かれているか確認します。
❷両腕は自然に下げ、ふつうに息をして、
　はき切ったときに測ります。

BMI
体格指数 ： ＢＭＩ（Ｂ

ボディ

ｏｄｙ  Ｍ
マス

ａｓｓ  Ｉ
インデックス

ｎｄｅｘ）
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食事の改善のヒント・・・

古紙配合率90%再生紙を使用しています。
白色度70%

お腹まわりが気になり出したらメタボ信号！

メタボを解消するには・・・

特定健診および特定保健指導Q&A

適度な運動のヒント・・・

続けられる適度な運動とは？
○ウオーキング等、日常生活に運動を取り入れましょう
○起床時や就寝時、お風呂上りにストレッチをしましょう
○バスに乗る一区間を歩いてみましょう
○休日は近くの公園や戸外に出かけて体を動かしましょう

生活改善のヒント・・・

生活全般を見直すとは？　
○「喫煙」は動脈硬化を促進し、まわりの家族の健康も害します
思い切って禁煙に挑戦しましょう

○四十歳過ぎ「仕事だけが生きがい」は考えもの、自分の健康
管理に目を向けましょう

○「趣味」をもって気分を切り替え、自分に合ったリラックス法で
うまくストレスを解消しましょう
○腹囲が気になりだしたら生活習慣を見直すチャンス
　体に悪い習慣はここでリセットしましょう

問
い
合
わ
せ

○特定健診等の制度について
国保年金課事業係 ☎内線2636・7
○特定健診等の実施内容ついて
健康推進課健康づくり係（保健サービスセンター） ☎3455‐4928

Q1 これまでは港区成人健診を受診していましたが、これからどうなるのですか？ Q2 特定健診の対象者は？
A1 健康診査を実施するところが区から医療保険者に変わります。

各医療保険者からの案内に従って受診してください。
（港区の国民健康保険に加入している人は、区から受診のご案内を
送付します。会社などの健康保険に加入している人は、各医療保険者
（健康保険組合、共済組合等）からのお知らせ等をご覧ください。）

A2 40歳から74歳までの医療保険加入者が対象となり、
被扶養者（ご家族）も含めて対象となります。
（港区の国民健康保険に加入している人には、6月下旬ごろに受診
券を発送する予定です。会社等の健康保険に加入している人は、
各医療保険者にお尋ねください。）

Q3 これから始まる特定健診とは何ですか？ Q4これから始まる特定保健指導とは何ですか？
A3 特定健診とは、生活習慣病の危険因子＊であるメタボリッ

クシンドローム（内臓脂肪症候群）またはその予備群を発
見するための健診です。

（メタボリックシンドロームは放置しておくと、心筋梗
こう

塞
そく

、脳卒中などの深
刻な病気を招きます。）

＊ 危険因子： 脂質異常、高血圧、高血糖など

A4 生活習慣病の危険因子が見つかった人が対象者です。
メタボリックシンドロームの解消に向けて、目標を設定し、
予防・改善のための行動が継続できるように、専門家
（医師・保健師・管理栄養士等）がサポートします。
健診結果をそのまま放置せずに、保健指導の案内が届
いたら、必ず利用しましょう。

Q5 なぜ特定健診・特定保健指導が始まることになったのですか？ Q6 75歳以上の人はどうなるのですか？
A5 特定健診・特定保健指導はメタボリックシンドロームに

着目することでより効果的に生活習慣病を予防し、その
結果として、医療費の増加を防ぐことを目的としていま
す。ご自身の健康の保持・増進のためにも、ぜひ年に一
度の特定健診を受診しましょう。

A6 後期高齢者医療制度に基づき基本健康診査が実施さ
れます。

（区では6月下旬ごろに受診券を発送する予定です。併せて、介護
予防のための生活機能評価も行います。（生活機能評価は介護保
険の要介護・要支援の認定を受けている人は除きます。））

Q7 がん検診などは、どうなるのですか？
A7 各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診、成人歯科健診などについては、いままでどおり区で実施します。

（歯科健診は5月下旬、その他の検診は6月下旬ごろに受診券を対象者に発送する予定です。案内に従って指定の医療機関等で受診してください。）

❶体重計に乗ろう ........... 体重と向き合う
❷体重を知ろう ................ 常に把握しておく
❸体重を記録しよう ...... 記録の習慣化、変化を知る

乗ろう 知ろう 記録しよう

食事は「栄養バランス」と「適量」が肝心！
○主食、主菜、副菜を組み合わせて栄養バランスをとりましょう
○「食事バランスガイド※」で自分の適量を知り、
　食べ過ぎに注意しましょう
○脂肪の多い肉は控えて、魚や大豆製品をとりましょう
○野菜不足になりがちです、意識して野菜料理をとりましょう
○よく噛

か

んで、ゆっくり食べて、食べ過ぎを予防しましょう

※食事バランスガイドとは
食事の望ましい組み合わせやおよそ
の量をイラストで示したものです
「食事バランスガイド」のパンフ
レットは健康推進課にあります
モバイルサイトでチェック!

！

農林水産省ホームページ
食事バランズガイド


