
 

令和２年度 レッドカード（生活習慣病受診勧奨推進）事業 実施要領 

 

１．目 的   

特定健康診査・保健指導では、特定健康診査でメタボリック症候群・予備群であった者に対し

て特定保健指導（動機づけ支援、積極的支援）を行っているが、特定保健指導対象者は特定健康

診査受診者の 10.6％であり、特定保健指導終了者の割合は 21.7％（平成 30 年度法定報告値：特

定健康診査受診者数 72,816 人、特定保健指導対象者 7,700 人、特定保健指導終了者 1,673 人）に

過ぎない。  

一方、特定保健指導の対象とならない者には、生活習慣病の重症未受診者が含まれているが、

国の制度上、これらの者へは情報提供しか行われておらず、医療機関への受診は個人の判断に委

ねられている。 

このような者が医療機関に受診しない場合、人工透析等、疾病が重症化し、ひいては医療費の

増嵩につながることが考えられるため、早期に受診勧奨を行うことを目的に本事業を実施する。 

 

２．実施主体 

 奈良県、奈良県内各市町村、奈良県国民健康保険団体連合会 

 

３．事業内容 

特定健康診査質問票と結果に基づき、国保事務支援センターが選定要件を満たした「生活習慣

病の重症未受診者」を対象者として抽出し、国保事務支援センターあるいは各市町村より、受診

勧奨カードと受診状況連絡書を対象者へ送付する。後日、各市町村は対象者からの受診状況連絡

書の返送結果を確認する。また、国保事務支援センターはレセプトにて対象者の受診状況等の経

過を確認し、再度受診勧奨が必要な者へは、各市町村より電話、手紙あるいは訪問等で再勧奨す

ることで、｢生活習慣病の重症未受診者｣を適切な受診へ繋げ、重症化しないことを目標とする。 

 

４．対象選定要件 

 特定健康診査質問票と結果に基づき、以下の①～⑤いずれかに該当する者を対象とする。 

①高 血 圧 ： 収縮期 180mmHg以上又は拡張期 110mmHg 以上、かつ質問票で「血圧を下げる薬」の

使用なしと回答した者 

②高 血 糖 ： HbA1ｃ8.0%以上（NGSP）、かつ質問票で「血糖を下げる薬又はｲﾝｽﾘﾝ注射」の使用な

しと回答した者 

③高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ： LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 200mg/dl 以上、かつ質問票で「ｺﾚｽﾃﾛｰﾙや中性脂肪を下げる薬」の使

用なしと回答した者 

④高中性脂肪 ： 中性脂肪 500mg/dl以上、かつ質問票で「ｺﾚｽﾃﾛｰﾙや中性脂肪を下げる薬」の使用な

しと回答した者 

⑤慢性腎臓病 ： eGFR45ml/min/1.73㎡未満（ただし、質問票で「医師から、慢性腎臓病や腎不全に

かかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けていますか」という質問

項目に対し「はい」と回答した者を除く） 
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５．実施方法 
 各市町村は、以下 パターン１ あるいは パターン２ いずれかの実施形態を選択する。 
 
（１）パターン１ 

 

 【特 徴】 
 
国保事務支援センターから対象者へ、「受診

勧奨カード＆受診状況連絡書」を送付する。 
 

  
国保事務支援センターが、月１回（原則月

末～月初）、選定要件を満たす者を抽出し、各

市町村へ対象者リストを送付する。各市町村

は原則翌月５日（閉庁日の場合は翌開庁日）

までに、受診勧奨対象者を決定し、センター

へ報告する。 
 
 
 
 
 
パターン１．フロー図 

【実施の流れ】   
① 対象者リスト送付（１回/月） 
（センター）： 対象者リストを市町村へ送付する 
② 対象者報告（１回/月） 
（市町村）： 対象者リスト確認し、受診勧奨カード＆受診状況連絡書の送付除外者※１を確認し、国保

事務支援センターへ対象者リスト及び対象者報告様式【様式１】を送付する 
③ 受診勧奨カード＆受診状況連絡書送付（１回/月） 
（センター）： 市町村から報告を受けた対象者へ、受診勧奨カード＆受診状況連絡書を送付する 
④ 医療機関受診 
（対象者）： 受診勧奨カードを持参し、医療機関を受診する 
⑤ 受診状況連絡書返送 
（対象者）： 受診状況連絡書を市町村へ返送する 
⑥ 経過確認リスト送付 
（センター）：受診勧奨カード＆受診状況連絡書を送付した者に対して、対象選定要件に該当した疾患

（疑い傷病含む）におけるレセプト発生及び服薬の有無を確認し、「経過確認リスト」として市町村へ

送付する（予定：１月、４月、翌年度７月頃） ※８項参照 

⑦ 再勧奨 
（市町村）： 医療機関未受診者及び受診状況連絡書未返送者へ、医療機関受診の再勧奨を実施する（電

話、手紙あるいは訪問等、実施方法は各市町村で決定する） 
⑧ 結果報告 
（市町村）： 支援結果を国保事務支援センターへ報告する 
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（２）パターン２  
 【特 徴】 

 
各市町村から対象者へ、「受診勧奨カー

ド＆受診状況連絡書」を送付する。 
 

 
 
以下、Ⅰ・Ⅱいずれかを選択 
 
方法Ⅰ 
国保事務支援センターが、月２回（7 日・

25 日前後）、選定要件を満たす者を抽出し、

各市町村へ対象者リストを送付する。 
 

方法Ⅱ 
国保事務支援センターが、月１回、原則

５日頃（閉庁日の場合は翌開庁日）に、選

定要件を満たす者を抽出し、対象者リスト

と受診状況連絡書のPDFデータを作成し、

各市町村へ送付する。 
 

パターン２．フロー図 
【実施の流れ】 
① 対象者リスト、または対象者リストと受診状況連絡書（PDF データ）の送付 
方法Ⅰ（センター）：対象者リストを市町村へ送付する（２回/月） 
方法Ⅱ（センター）：対象者リストと受診状況連絡書の PDF データを市町村へ送付する（１回/月） 

② 受診勧奨カード＆受診状況連絡書送付 
（市町村）：対象者へ、受診勧奨カード＆受診状況連絡書を送付する。 
受診勧奨カードの送付時期及び方法については、各市町村の判断とする。但し、受診が遅れることの

無いよう配慮が必要である。 
③ 医療機関受診 
（対象者）： 受診勧奨カードを持参し、医療機関を受診する 
④ 受診状況連絡書返送 
（対象者）： 受診状況連絡書を市町村へ返送する 
⑤ 経過確認リスト送付 
（センター）：次の者（方法Ⅰ：前項４．対象選定要件に該当した者、方法Ⅱ：上記①にて受診状況連

絡書の PDF データを送付した者）に対して、対象選定要件に該当した疾患（疑い傷病含む）における

レセプト発生及び服薬の有無を確認し、「経過確認リスト」として市町村へ送付する（予定：１月、４

月、翌年度７月頃） ※８項参照 

⑥ 再勧奨 
（市町村）： 医療機関未受診者及び受診状況連絡書未返送者へ、医療機関受診の再勧奨を実施する（電

話、手紙あるいは訪問等、実施方法は各市町村で決定する） 
⑦ 結果報告 
（市町村）： 支援結果を国保事務支援センターへ報告する   
※１：送付除外者については、各市町村の判断により決定する。 
（例：入院中の者、複数疾病保有者、レセプトにて既に受診が確認されている者、医師の所見により受診勧奨が必要な

いと考えられる者 など） 
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６．費用負担 

 各実施形態に基づく費用負担は、以下のとおりである。 

パターン１ は、受診勧奨カード作成、印刷及び郵送に係る費用は、国保事務支援センターが負担する。

但し、受診勧奨後の電話、手紙あるいは訪問等による再勧奨については、各市町村が実情に応じた実施形

態で行うこととするため、市町村負担とする。また、パターン２ における受診勧奨カード（※２）は、

現物納品とする。 

 

７．対象者への受診勧奨媒体 

（１）受診状況連絡書 様式２参照 

（２）受診勧奨カード （はがきサイズ） 
    

表 裏 
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受診勧奨
カード

受診状況
連絡書

封筒代
印刷費

郵送費 封筒代 郵送費

センター ● ● ● ● ● ●

各市町村 ●

センター   ●※２

市町村 ● ● ● ● ● ●

再勧奨

対象者へ送付 対象者からの返送

パターン１

パターン２



 

８．経過確認リスト抽出条件 

下記のとおり、対象選定要件に該当した疾患（疑い傷病含む）におけるレセプト発生及び服薬の有

無を確認する。 

 医療レセプト 調剤レセプト 

①高 血 圧 

ICD10コード I10～13、15（高血圧性疾患） 

I10本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）、I11高血圧性心疾患、I12 高血

圧性腎疾患、I13高血圧性心腎疾患、I15二次性＜続発性＞高血圧（症） 

薬効分類 214 

（血圧降下剤） 

②高 血 糖 

ICD10コード E10～E14（糖尿病） 

インスリン療法（114009210,114028110,114028210,114028310,114028410, 

114040610）もしくはインスリン製剤（620000265,620000266,620000269, 

620000448,620008893,620008893,620008894,620008895,620008896,620008897

621926901,621973201,621973301,622252701,640453023）の摘要コード 

薬効分類 396 

（糖尿病用剤） 

③高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 
ICD10コード E78リポタンパク＜蛋白＞代謝障害及びその他の脂血症 

薬効分類 218 

（高脂血症用剤） ④高中性脂肪 

⑤慢性腎臓病 

傷病名コード 

8847577～8847583（慢性腎臓病ステージ G１～G5） 

8844106（慢性腎臓病） 

8842116（末期腎不全） 

8845059（１型糖尿病性腎不全） 

8830042（２型糖尿病性腎症） 

8841691（２型糖尿病・腎合併症あり） 

8843991～8843997（２型糖尿病性腎症第１期～５期） 

8845087（２型糖尿病性腎硬化症） 

8845088（２型糖尿病性腎不全） 

2503005（糖尿病性腎症） 

2503007（糖尿病性腎不全） 

5829003（慢性糸球体腎炎） 

5879003（良性腎硬化症） 

4039001（悪性腎硬化症） 

4039015（腎硬化症） 

4039018（巣状腎硬化症） 

4039028（動脈硬化性腎硬化症） 

4039033（高血圧性腎硬化症） 

8838071（糖尿病性腎硬化症） 

8845058（１型糖尿病性腎硬化症） 

8845087（２型糖尿病性腎硬化症） 

なし 

９．事業評価 

 以下の評価指標を設定し、関係者間で情報共有をはかる。 

時 期 （予 定） 方 法

・受診勧奨実施数 令和２年度末
国保事務支援センターで
取りまとめる

・各市町村による再勧奨実施数

・受診状況連絡書の返送数（率）

・医療受診に繋がった者の数（率） 令和３年１月、４月、７月

・１年後の特定健診結果 令和３年度末

指 標

令和３年６月
国保事務支援センターより
市町村へ実績照会を行う

経過確認リストに基づき、
国保事務支援センター・市町
村で連携して取りまとめる

実施評価

結果評価
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様式１ 対象者報告様式 

年 月 日

１．受診勧奨対象者 ： ・・・①

２．うち、受診勧奨除外者 ： ・・・②

３．最終受診勧奨決定者 ： 0 ・・・③　（①-②） ※別添CSV参照

市町村チェック欄（以下、全てチェックした上で、国保事務支援センターへ送付してください）

↓以下、再度ご確認ください

0 名分は、CSVをエクセルに取り込んだ上でリストから削除しました

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エクセルに取り込んだ場合は、再度、CSVに戻しました

③最終受診勧奨決定者は、別添CSVのとおり 名分で間違いありません

★

★

 名

 名

0

②受診勧奨除外者は、

 名

　　下記のとおり、対象者を報告します。

記

市町村 担当課

担当者

令和

令和２年度　レッドカード（生活習慣病受診勧奨推進）事業対象者について（報告）

※手順はマニュアル参照
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様式２ 受診状況連絡書（表） 
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様式２ 受診状況連絡書（裏） 

様式２ 受診状況連絡書（裏） 

※通知書発行月の記載については、現在調整中 




