別紙４

血圧測定、腹囲計測等の手順（測定時の留意点）
血圧測定、腹囲計測等については、これまで老人保健法による健康診査及び国民健康・
栄養調査等で行われてきた測定手法に準じ、以下のように実施すること。

（１）血圧測定
血圧測定については、
「循環器病予防ハンドブック」
（社団法人日本循環器管理研究協議
会編）を参考とする。
なお、測定回数は原則 2 回とし、その 2 回の測定値の平均値をもって、提出データとす
ること。現場の実施状況に応じて、1 回測定についても可とする。
（２）腹囲計測
メタボリックシンドロームの診断基準に基づき、立位、軽呼気時、臍レベルで測定する。
脂肪蓄積が著明で臍が下方に偏位している場合は肋骨下縁と前上腸骨棘の中点の高さで測
定する。より詳細については、平成 16 年国民健康・栄養調査必携（厚生労働省）を参考
とする（「標準的な健診・保健指導プログラム」添付資料の学習教材集に掲載）。
なお、具体的な測定方法の映像については、独立行政法人国立健康・栄養研究所のホー
ムページ（http://www.nih.go.jp/eiken/）に掲載。
（３）検尿
測定手技及び判定については、「循環器病予防ハンドブック」等を参考とする。
（４）眼底検査
手技については、「循環器病予防ハンドブック」等を参考とする。
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別紙５

健診検査項目の健診判定値
データ基準
番号

項目コード
（ＪＬＡＣ１０）

項目名

保健指導判定値

受診勧奨判定値

データタイプ

単位

1

血圧（収縮期）

130

140

数字

mmHg

2

血圧（拡張期）

85

90

数字

mmHg

150

300

数字

mg/dl

3

3F015000002327101

中性脂肪

3F070000002327101

ＨＤＬコレステロール

39

34

数字

mg/dl

3F077000002327101

ＬＤＬコレステロール

120

140

数字

mg/dl

7

3D010000002226101

1：可視吸光光度法
（直接法（非沈殿法））

1：可視吸光光度法
（直接法（非沈殿法））
2：紫外吸光光度法
（直接法（非沈殿法））

3F077000002327201
6

空腹時血糖

100

126

数字

mg/dl

1：電位差法
（ブドウ糖酸化酵素電極法）

3F077000002327101

2：可視吸光光度法
（ブドウ糖酸化酵素法）

3F077000002327201

3：紫外吸光光度法（ヘキソキナー
ゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖
脱水素酵素法）

3D045000001906202

ＨｂＡ１ｃ

5.2

6.1

数字

%

3D045000001920402

1：ラテックス凝集比濁法
（免疫学的方法）

小数点以下1桁

2：HPLC
(不安定分画除去HPLC法）

小数点以下1桁

8

3B035000002327201

ＡＳＴ（ＧＯＴ）

31

51

数字

U/I

紫外吸光光度法
（JSCC標準化対応法）

9

3B090000002327201

ＡＬＴ（ＧＰＴ）

31

51

数字

U/I

紫外吸光光度法
（JSCC標準化対応法）

10

3B045000002327101

γーＧＴ（γーＧＴＰ）

51

101

数字

U/I

可視吸光光度法
（IFCC(JSCC）標準化対応法）

2A030000001930101

血色素量
［ヘモグロビン値］

11

空腹時の測定を原則とした
判定値

2：紫外吸光光度法
（直接法（非沈殿法））

3F070000002327201
5

備考

1：可視吸光光度法
空腹時の測定を原則とした
（酵素比色法・グリセ ロール消去） 判定値
2：紫外吸光光度法
（酵素比色法・グリセロール消去）

3F015000002327201
4

検査方法

13.0（男性） 12.0（男性）
12.0（女性） 11.0（女性）

数字

g/dl

自動血球算定装置

※１～２のデータ基準については日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」に基づく。
※３～５のデータ基準については日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン」及び「老人保健法による健康診査マニュアル」に基づく。
※６～７については日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」等の各判定基準に基づく。
※８～１０のデータ基準については日本消化器病学会肝機能研究班意見書に基づく。
※１１のデータ基準については、WHOの貧血の判定基準、人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドライン」のデータ等に基づく。
※検査方法については、それぞれの検査項目毎に９０％以上をカバーするトレーサビリティが取れた日常検査法を記載した。
※検査項目コードについては、上記以外の検査法も含め、ＪＬＡＣ１０コードを用いる。

小数点以下1桁(血色素量
の上限値については、健診
判定値、受診勧奨判定値と
も男性18.0、女性16.0とす
ることを検討する。）

別紙６
市町村（一般衛生部門）が特定健診の健診データを用いて保健指導等を行う場
合における健診データの取扱い
健診データは、
「個人情報の保護に関する基本方針」
（平成 16 年 4 月 2 日・
閣議決定）において特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要があると
されている医療分野に関する情報である。また、これらの情報は市町村国保
等の医療保険者が医療保険事業に必要な範囲で扱う情報である。
このため、市町村（一般衛生部門）は、保健指導等に活用する目的で、こ
れらの情報提供を受けようとする場合には、各市町村の個人情報の保護に関
する条例の内容を踏まえた上で、例えば、医療保険者に対し、被保険者等に
特定健診の受診案内を送付する際に、当該送付状に以下のような注意事項を
記載し、本人が希望しない場合には、当該本人が識別される個人データの情
報提供を停止することとするように依頼しておくこと。
（例）
○○市国民健康保険［○○健康保険組合］

健康診査について

（注意事項）
健康診査の結果は、○○市市民生活部保険年金課［○○健康保険組合］において適正
に管理いたしますが、地域住民の健康増進を図る観点から○○市健康福祉部健康づくり
推進課において保健指導や健康相談を実施する目的で情報提供の依頼を受けた場合に
は、健康づくり推進課へ、健康診査の結果を紙媒体又は電子媒体により提供（＊）いた
します。なお、このような健診結果の扱いを希望されない場合には、その旨を以下の担
当又は健康診査の会場の受付の者までご連絡ください。ご連絡いただいた場合には、○
○市市民生活部保険年金課［○○健康保険組合］から○○市健康福祉部健康づくり推進
課への健診結果の情報の提供をいたしません。
＊

提供した情報は、○○市健康福祉部健康づくり推進課において保健指導や健康相
談を実施する以外の目的に使用されることはありません。

（担当）
○○市市民生活部保険年金課国保係
［○○健康保険組合○○

担当○○

TEL○○－○○○○

TEL○○－○○○○］

担当○○
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（参考）
○個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）（抄）
（定義）
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当
該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが
できるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別す
ることができることとなるものを含む。）をいう。
２ （略）
３ この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の
用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三～五 （略）
４～６ （略）
（地方公共団体等が保有する個人情報の保護）
第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目
的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を
講ずることに努めなければならない。
２ 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内
容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ず
ることに努めなければならない。
（第三者提供の制限）
第二十三条 （略）
２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応
じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場
合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易
に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第
三者に提供することができる。
一 第三者への提供を利用目的とすること。
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止す
ること。
３ 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変
更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に
置かなければならない。

○「個人情報の保護に関する基本方針」（平成 16 年 4 月 2 日・閣議決定）（抄）
２国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
(3) 分野ごとの個人情報の保護の推進に関する方針
② 特に適正な取扱いを確保すべき個別分野において講ずべき施策
個人情報の性質や利用方法等から特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必
要がある分野については、各省庁において、個人情報を保護するための格別の措
置を各分野（医療、金融・信用、情報通信等）ごとに早急に検討し、法の全面施
行までに、一定の結論を得るものとする。
３ 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
(1) 地方公共団体の保有する個人情報の保護の推進
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地方公共団体の保有する個人情報の保護対策については、法第１１条第１項の趣
旨を踏まえ、個人情報の保護に関する条例の制定に早急に取り組む必要がある。ま
た、既に条例を制定している団体にあっても所要の見直しを行うことが求められる。
条例の制定又は見直しに当たっては、法及び行政機関個人情報保護法等の内容を
踏まえるとともに、特に、いわゆるマニュアル処理に係る個人情報を保護対象とす
ること、行政機関個人情報保護法を参考としつつ、事務の特性に配慮した対象機関
のあり方、自己情報の開示・訂正・利用停止等の本人関与の仕組みの充実、適切な
苦情処理や不服申立て制度等の救済措置の整備、外部委託に係る個人情報の保護措
置の整備、個人情報の漏えい等に対する罰則の検討、いわゆる「オンライン禁止規
定」の見直し等の事項について留意することが求められる。
(2) 広報・啓発等住民・事業者等への支援
② 地方公共団体の部局間の相互連携
地方公共団体は、法の施行に関し、自ら保有する個人情報の保護、その区域内
の事業者等への支援、苦情の処理のあっせん等、さらには、法第５１条及び令第
１１条の規定により主務大臣の権限を行使することまで、広範で多様な施策の実
施が求められている。地方公共団体においては、こうした多様な施策は、個人情
報の保護に関する条例の所管部局、住民からの苦情の相談を担う部局、各事業・
事業者の振興・支援を担う部局等相当数の部局にまたがるものと見込まれるが、
個人情報に関する住民の権利利益の保護の実効性を確保するためには、広範な施
策が一体的・総合的に講じられるよう、関係部局が相互に十分な連携を図る必要
がある。
また、事業者からの相談や住民からの苦情等の相談の利便性の観点から、連携
体制の確保に併せて、関係部局間の役割分担と窓口を明らかにして、これを公表
すること等により周知することが望まれる。

（出典）内閣府 HP
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