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資料                               
 
１ 計画策定における調査の概要 
 
 

 

■調査名 

「特定健診・特定保健指導に関する意識調査」（特定健診未受診者アンケート） 

 

■調査目的 

この調査は、平成 24 年度に改定される特定健診・特定保健指導実施計画の策定に当

たり、特定健診未受診の理由を分析し、より多くの国保加入者に受診してもらう為の

手法、システムづくりの基礎資料とする。 

 

■調査の設計及び回収結果 

 

① 調査地域 豊島区内全域 

② 調査対象 40 歳～74 歳までの国保加入者から過去 3 年

間健診未受診者を年齢層毎に無作為に抽出 

③ 標本数 3,000 人 

④ 有効回収数   579 人 

⑤ 調査方法 郵送法 

⑥ 調査期間 平成 24 年 7 月 12 日～7月 31 日 

⑦ 調査実施期間 社団法人輿論科学協会 
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＜調査票と単純集計結果＞ 

 

    特特定定健健診診・・特特定定保保健健指指導導にに関関すするる意意識識調調査査質質問問項項目目  

[ 基数(N)表記のないものは N=579 ]                                 

問１ あなたは、現在、自分のことを健康だと思いますか。（○は１つ） 

 (1) 健康である    20.7%       (3)あまり健康ではない     16.8% 

 (2) まあ健康である  51.8%       (4)健康でない            9.5%        （無回答 1.2%） 

問２ あなたは､ご自身の生活習慣（食事･運動など）についてどう考えていますか｡(○は１つ) 

(1) 生活習慣に特に問題があるとは思わない  34.9% 
(2) 生活習慣の改善が必要だとは思うが、生活習慣を変えようとは思わない  11.1% 
(3) 生活習慣の改善が必要だとは思うが、生活習慣を変えることはできない  22.5% 
(4) 生活習慣の改善が必要だと思い、１ヶ月以内に具体的に取り組みたいと考えている  7.1 % 
(5) 生活習慣の改善が必要だと思い、すでに取り組み・行動を始めている  20.9% 
(6) 自分の生活習慣については関心がない  1.2%                      （無回答 2.4%） 

問３ あなたは、この１年間に健診（健康診査・健康診断）を受けましたか。※がん検診を除きます。（○はいくつでも） 

(1) １年以上前に区で実施する健康診査を受けた 10.7%  (4) その他で受けた（具体的に： ） 15.4% 
(2) 職場で実施する健康診断を受けた 12.1%       (5) 健康診査･健康診断は受けていない  51.6% 

(3) 個人で受ける健康診断を受けた(人間ドックなど) 14.5%                    （無回答 0.2%） 

<<問３で「５．健康診査・健康診断を受けていない」と回答した方におたずねします>> 
問３－１ 健康診査・健康診断を受けていない理由は何ですか。（○はいくつでも）N=299 

(1)  必要と思わないから                  11.7% 
(2)  自覚症状がないから                  24.4% 
(3)  健康に自信があるから                  9.0% 
(4)  忘れていた                                            9.7% 
(5)  忙しいので受診できない､または時間が合わないから    30.4% 
(6)  受けられる期間が短いから                             10.0% 
(7)  待ち時間が長いから                                    10.4% 
(8)  受診方法がわからないから                              2.7% 
(9)  結果を知るのが不安だから               15.1% 
(10) 医療機関で治療しているから              23.7% 
(11) 費用がかかるから                   13.4% 
(12) 健康診査・健康診断の会場に行くのが大変だから     13.4% 
(13) 健診の機会があることを知らなかった           1.0% 
(14) 健診できる医療機関にかかりつけ医が入っていないから    4.3% 
(15) その他（具体的に：  ）                              13.7%        （無回答 0.3%） 

 
 問４ 健康診査・健康診断をどのようなところで受けたいですか。（○はいくつでも） 

(1) かかりつけ医             38.0% 
(2) 家の近く               45.9% 
(3) 豊島区外の医療機関（職場の近くなど） 14.0% 

(4) その他（具体的に：     ）      8.1%                  （無回答 11.7%） 

問５ がん検診の中で定期的に（２年に１回以上）受けているものを選んでください。（○はいくつでも） 

(1) 胃がん    11.4%   (4) 乳がん     10.2%     (7) その他（具体的に：    ）  3.8% 
(2) 大腸がん  11.4%   (5) 肺がん     7.1%   (8) 定期的には受けていない  56.3% 

(3)子宮頸がん 7.3%  (6) 前立腺がん 2.4%                  （無回答 16.1%） 

<<問５で １～７（定期的にがん検診を受けている）と回答した方におたずねします>> 
問５－１ どこでがん検診を受診していますか。（○はいくつでも）N= 160 

(1) 区が実施するがん検診   31.3%  (3) 職場が実施するがん検診     8.8% 

(2) 人間ドック             11.3%   (4) その他（具体的に：  ） 54.4%   （無回答 5.6%） 
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問６ 健診結果に問題が見られた方（メタボリックシンドローム該当者及びその予備群）に対して保健指導
（生活習慣改善のための相談・支援）を実施しています。 

もし、あなたが健診結果から対象となった場合、保健指導を受けたいと思いますか。（○は１つ） 

(1) 受けたい 33.9%  (2) どちらともいえない 38.2% (3) 受けたくない 15.7%   （無回答 12.3%） 

 
<<問６で「２.どちらともいえない」「３.受けたくない」と回答した方におたずねします>> 
問６－１ 保健指導を受けたいと思わない理由は何ですか。（○はいくつでも）N=312 

(1) 保健指導がどのようなものかよくわからない  20.8%    (7) 保健指導を受けても実行できない 17.3% 
(2) 効果があるかわからない 17.3%              (8) 自己管理ができているので必要性を感じない 18.9% 

 (3) 育児や介護で時間がとれない 3.5%           (9) 必要があれば医療機関で受診できる 18.9% 
(4) 仕事が休めない  22.1%                     (10) 生活習慣を指導されるのは嫌だ 12.8% 

 (5) 他で保健指導を受けている  5.4%            (11) 面倒くさい 19.6% 
(6) 病院や医院に通院している 23.1%            (12) その他（具体的に： ）5.8% 
                                                                             （無回答 2.2%） 

問７ 保健指導（支援）を受けるならどういった手段で受けたいですか。（○はいくつでも） 

(1) 個別面談による支援 43.5%      (5) 通所  10.7% 
(2) 集団面接による支援  7.6%       (6) 自宅訪問  5.4% 
(3) 電話による支援  12.6%        (7) その他（具体的に： ） 4.0% 

(4) インターネットによる支援 13.0%                         （無回答 22.8%） 

 問８ あなたは、内科のかかりつけの病院、診療所がありますか。（○は１つ） 

(1) ある 62.9%             (2) ない 30.4%              （無回答 6.7%） 

<<問８で「１．ある」と回答した方におたずねします>> 
問８－１ かかりつけ医はどのような医療機関ですか。（○はいくつでも）N=364 

(1) 豊島区内の診療所       48.4%    (4) 豊島区外の診療所         12.1% 
(2) 豊島区内の大学病院      2.5%    (5) 豊島区外の大学病院       18.4% 
(3) 豊島区内のその他の病院 20.1%    (6) 豊島区外のその他の病院  21.7%    （無回答 0.3%） 

問９ あなたが最近1年間に、病院・診療所を受診した病気やけがを教えてください。（○はいくつでも） 

(1) かぜ（かぜ症候群） 23.0%           (15) 心疾患（狭心症､不整脈､心臓弁膜症等） 4.5% 
(2) 花粉症 9.7%                (16) 脳血管疾患（脳梗塞、脳出血等） 1.0% 
(3) 頭痛（片頭痛）1.7%             (17) 骨粗しょう症、骨折 4.3% 
(4) アレルギー性鼻炎 3.1%          (18) 関節リウマチ 2.4% 
(5) アレルギー性皮膚炎(アトピー､湿疹等)  7.3% (19) 痛風 2.2% 
(6) 喘息 3.1%                 (20) 統合失調症、躁うつ病等精神疾患 2.4% 
(7) 気管支炎・肺気腫 1.2%            (21) 眼科疾患（緑内障、白内障等） 9.3% 
(8) 高血圧症 16.4%               (22) 歯科・口腔疾患 31.8% 
(9) 脂質異常症（高脂血症） 4.8%         (23) 耳鼻科疾患（めまい、難聴含む）5.0% 
(10) 糖尿病 8.1%                (24) 更年期障害 2.1% 
(11) 胃腸疾患（胃・十二指腸潰瘍等）6.6%     (25) 皮膚の疾患(アレルギー性皮膚炎除く)  8.1% 
(12) 泌尿器の疾患 2.8%             (26) がん 5.7% 
(13) 腎疾患 2.6%                 (27) その他（具体的に：       ）11.6% 
(14) 肝疾患（脂肪肝、肝炎、肝硬変等）2.4%   (28) 医療機関を受診したことはない  9.2% 

                                           （無回答 13.0%） 
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問 10 あなたはこれまでに、医師から下記(ア)～(エ)の病気・症状だと言われたことはありますか。それぞ
れ(１)～(３)のあてはまる番号に○をつけてください。（○は１つずつ） 

(ア) メタボリックシンドローム 
（内臓脂肪症候群） 

(1) 言われたことはない  64.1% 
(2) 言われたことがあるが､治療はしていない  8.5% 
(3) 治療中または治療済み  4.0%                  （無回答 23.5%）

(イ) 糖尿病 
(1) 言われたことはない  66.0% 
(2) 言われたことがあるが､治療はしていない  1.9% 
(3) 治療中または治療済み  9.0%                  （無回答 23.1%）

(ウ) 高血圧症 
(1) 言われたことはない  57.2% 
(2) 言われたことがあるが､治療はしていない  3.6% 
(3) 治療中または治療済み  21.1%                 （無回答 18.1%）

(エ) 脂質異常症 
  （高脂血症） 

(1) 言われたことはない  64.9% 
(2) 言われたことがあるが､治療はしていない  5.2% 
(3) 治療中または治療済み  8.3%                  （無回答 21.6%）

 
 
    調査結果を全体として統計的に分析するために、下記の設問にお答えください。  

（無記名での調査になりますので個人が特定されることはありません。ご安心ください。） 

Ｆ１ あなたの性別をお答えください。（○は１つ） 

(1) 男性 44.6%   (2) 女性 53.5%   (3) 無回答 0.5%             （無回答 1.4%） 

Ｆ２ あなたの年齢について、お答えください。（○は１つ） 

  (1) ４０～４４歳   7.3%           (5) ６０～６４歳  19.0% 
  (2) ４５～４９歳  12.4%           (6) ６５～６９歳  14.9% 
  (3) ５０～５４歳  15.2%           (7) ７０～７４歳  15.0% 

  (4) ５５～５９歳  14.5%                             （無回答 1.7%） 

Ｆ３ あなたのお住まいの地域はどちらですか。１～５の中からお選びください。（○は１つ） 

(1) 東部地域 （駒込、巣鴨、北大塚１・２丁目、南大塚） 20.2% 
(2) 北部地域 （西巣鴨、北大塚３丁目、上池袋、池袋本町） 21.6% 
(3) 中央地域 （東池袋、南池袋１・２丁目、西池袋１・３・５丁目、池袋） 14.0% 
(4) 南部地域 （南池袋３・４丁目、西池袋２・４丁目、雑司が谷、高田、目白） 13.5% 

(5) 西部地域 （南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川） 28.7%        （無回答 2.1%） 

Ｆ４ あなたは、現在、どなたと暮らしていますか。（○はいくつでも） 

(1) ひとり暮らし 25.6%              (6) 兄弟姉妹 4.7% 
(2) 配偶者（夫または妻） 43.5%          (7) 孫 1.0% 
(3) 自分の子ども（その配偶者を含む） 31.8%  (8) その他親戚 1.0% 
(4) 親 17.4%                   (9) その他（具体的に：  ） 2.6% 
(5) 祖父母（または祖父､祖母いずれか） 0.3%                    （無回答 1.7%） 

Ｆ５ あなたの職業について、お答えください。（○は１つ） 

(1) 自営業（商店経営等） 23.5%            (5) 学生 - 
(2) 会社・団体等の役員   4.3%            (6) パートタイマー、アルバイト 17.8% 
(3) 会社員、公務員、団体職員等 7.9%        (7) 無職 22.5% 
(4) 専業主婦（夫）、家事手伝い  12.4%         (8) その他（具体的に：  ） 8.6%  

                                                                             （無回答 2.9%） 
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２ 用語解説 
 

■メタボリックシンドローム 
  内臓脂肪型肥満を共通要因として高血糖、高血圧、脂質異常といった危険因子が２つ以上

ある状態。危険因子が重複した場合には、動脈硬化性疾患の発生頻度が高まるため、より早

期に把握することが重要となっている。平成 25 年度からは「内臓脂肪症候群」から「メタ

ボリックシンドローム」に改められました。 
 
 ■基準該当者 
  健診結果から判定した、メタボリックシンドロームの該当者。 
  内臓脂肪型肥満に加え①血糖値が高い②血圧が高い③中性脂肪値が高い又は HDL コレス

テロールが低い、といった危険因子を２つ以上もった状態。 
 

■予備群該当者 
 健診結果から判定した、メタボリックシンドロームの予備群該当者。 
内臓脂肪型肥満に加え①血糖値が高い②血圧が高い③中性脂肪値が高い又は HDL コレス

テロールが低い、といった危険因子を１つ以上もった状態。 
 

■生活習慣病 
 食生活・運動・休養・喫煙・飲酒などの生活習慣がその発症・進行に関与する疾患である

「肥満」・「高血圧症」・「脂質異常症」・「糖尿病」などの総称。 
 

  ■疾病大分類・疾病中分類 
  わが国の疾病罹患の状況を概括できるように推定患者数を基準にして分類したもの。

WHO より公表されている国際疾病分類に準じて定められている。 
 
 ■血液学的検査 
  貧血・多血症の有無、感染症などを把握する検査。 
 
 ■血液生化学検査 
  肝臓や腎臓、脂質、血糖の異常を把握する検査。 
 
 ■眼底検査 
  眼底を撮影することで、血管の動脈硬化の状態を調べる検査。 
  
■心電図検査 
 心臓の働きを調べる検査で、心筋梗塞や不整脈のチェックをする。 

 
■標準純音聴力検査 
 難聴の有無を調べる検査。 
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 ■脂質異常 
  特定健診における脂質異常とは、中性脂肪が高い、または HDL が低い状態。 
 

■評価指標 
 特定保健指導の評価実施の基礎となる項目。 
 評価は「個人」「集団」「事業」「最終評価」など評価項目ごとに指標をもって評価する。

また評価手段、評価時期、評価者も併せて決定しておく。 
 
 
■法定報告 
 高齢者の医療の確保に関する法律第 142 条に基づき、社会保険診療報酬支払基金に対し、

特定健診等の実施状況を報告するもの。年度途中で転入又は転出の異動をした者等は、報告

の対象外となる。 
 

 ■健康チャレンジ事業 
  「いつでも、だれでも、どこででも」をモットーに、区民が主体的にかつ気軽に参加でき

るプログラムを区や、地域の健康づくり活動に賛同する民間企業、団体、区民グループ等が

提供し、自分に合った健康的なライフスタイルを見つけることを支援する事業。（豊島区独

自の事業） 
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３ 計画策定の検討体制 
 
特定健診・特定保健指導検討会 

 
特定健診・特定保健指導検討会設置要綱 

 
                        平成１９年４月２７日 

          区 民 部 長 決 定   
                          平成２４年４月１３日改正 

（目的） 
第１条 この要綱は、特定健診・特定保健指導の実施計画、運営体制、実施方法等について

特定健診・特定保健指導検討会（以下「検討会」という。）の設置について、必要な事項

を定める。 
（所掌事務） 
第２条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 特定健診・特定保健指導実施計画に関すること。 
(2) 特定健診・特定保健指導の運営体制に関すること。 
(3) 特定健診・特定保健指導の実施方法に関すること。 
(4)  その他特定健診・特定保健指導に関すること。 

（構成） 
第３条 検討会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。 

(1)  健康担当部長（地域保健課長） 
(2)  区民部国民健康保険課長 
(3)  池袋保健所健康推進課長 
(4)  池袋保健所長崎健康相談所長 
(5)  区民部国民健康保険課国民健康保険担当係長（管理グループ） 
(6)  区民部国民健康保険課国民健康保険担当係長（給付グループ） 
(7)  保健福祉部地域保健課地域保健担当係長（保健事業グループ） 
(8)  保健福祉部地域保健課地域保健担当係長（がん対策・健康計画グループ） 
(9)  池袋保健所健康推進課保健指導係長 
(10)  池袋保健所健康推進課栄養担当係長 
(11)  池袋保健所長崎健康相談所保健指導係長 

（委員長等） 
第４条 会長は、健康担当部長とし、会務を総括する。 
２  副会長は、国民健康保険課長とし、会長に事故があるときはその職を代理する。 

（招集） 
第５条 検討会は、会長が招集する。 
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（関係者の出席） 
第６条 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある者を検討会に出席させ、説

明を求め意見を聞くことができる。 
 
（庶務） 
第７条 検討会の庶務は、国民健康保険課及び地域保健課において処理する。 
（委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が定める。 

 
附 則 

この要綱は、決定日から施行する。 
 

附 則 
この要綱は、平成２４年４月１３日から施行する。 

 
 
特定健診・特定保健指導検討会 名簿 

 職  名 氏  名 
会 長 健康担当部長（地域保健課長） 佐 野   功 
副会長 区民部国民健康保険課長 渡 辺 克 己 
 池袋保健所健康推進課長 田 中 敦 子 
 国民健康保険課国民健康保険担当係長（管理グループ） 廣 島 亜紀子 
 国民健康保険課国民健康保険担当係長（給付グループ） 楢 原 啓 子 
 地域保健課地域保健担当係長（保健事業グループ） 松 山 美代子 
 地域保健課地域保健担当係長（がん対策･健康計画グループ） 澤 田 京 子 
 健康推進課保健指導係長 栗 原 せい子 
 健康推進課栄養担当係長 櫻 井 浩 子 
 長崎健康相談所保健指導係長 今 枝 眞理子 
 
特定健診・特定保健指導検討会作業部会 名簿 

 職  名 氏  名 
 国民健康保険課国民健康保険担当係長（管理グループ） 廣 島 亜紀子 
 国民健康保険課管理グループ 井海田 かおり 
 地域保健課地域保健担当係長（保健事業グループ） 松 山 美代子 
 地域保健課保健事業グループ主査 小 池 典 子 
 地域保健課保健事業グループ主査 上 野 雅 子 
 地域保健課保健事業グループ 神 田 康 人 
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４ 計画策定の経過 
 
年 月 日 策定経過 

24 4 26 

特定健診・特定保健指導検討会 第１回作業部会 開催 
議題：１．実施計画策定の進め方、スケジュール、役割分担について

   ２．特定健診・特定保健指導の実施状況について 
   ３．特定健診未受診者アンケート（案）について 
   ４．検討会について 

24 5 16 

特定健診・特定保健指導検討会 第２回作業部会 開催 
議題：１．特定健診未受診者アンケート（案）について  
   ２．第１回検討会資料について 
   ３．分析の進め方等について 

24 5 30 

第１回 特定健診・特定保健指導検討会 開催 
議題：１．特定健診・特定保健指導実施計画策定について 
   ２．特定健診・特定保健指導の実施状況について 
   ３．特定健診未受診者アンケート（案）について 

24 7 12 特定健診・特定保健指導に関する意識調査（未受診者アンケート）発送

24 7 30 

特定健診・特定保健指導検討会 第３回作業部会 開催 
議題：１．国保連研修会の報告  
   ２．計画の骨子について 

24 7 31 特定健診・特定保健指導に関する意識調査（未受診者アンケート）〆切

24 8 30 

特定健診・特定保健指導検討会 第４回作業部会 開催 
議題：１．特定健診未受診者アンケートの集計状況  
   ２．計画の骨子、目標値等について 
   ３．第２回検討会議題について 

24 9 5 

第２回 特定健診・特定保健指導検討会 開催 
議題：１．特定健診未受診者アンケート調査結果（速報）について 
   ２．特定健診・特定保健指導実施計画（骨子案）について 

24 10 24 

特定健診・特定保健指導検討会 第５回作業部会 開催 
議題：１．特定健診未受診者アンケートの集計結果  
   ２．特定健診・特定保健指導実施計画（骨子案）について 
   ３．今後のスケジュール 
   ４．第３回検討会議題について 

24 10 31 

第３回 特定健診・特定保健指導検討会 開催 
議題：１．特定健診未受診者アンケート調査結果について 
   ２．特定健診・特定保健指導実施計画（案）について 

24 11 13 
第１回 国民健康保険運営協議会 開催 

 議題：「第２期 特定健診・特定保健指導実施計画」（案）について 
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年 月 日 策定経過 

24 12 11 
パブリックコメントの実施 

 意見提出期間 平成 24 年 12 月 25 日まで 

25 1 28 
特定健診・特定保健指導検討会 第６回作業部会 開催 
議題：実施計画（最終案）について 

25 2 13 
第４回 特定健診・特定保健指導検討会 開催 

議題：実施計画（最終案）について 

25 3 8 
第２回 国民健康保険運営協議会 開催 

 議題：「第２期 特定健診・特定保健指導実施計画」（最終案）について

 
※その他、健診の実施方法及び実施計画について、豊島区医師会と協議会を開催した。 
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