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令和４年度 茨城県国民健康保険

かかりつけ医及び地域の薬局と
連携した保健事業について

茨城県保健医療部保健政策課

国民健康保険室

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

令和４年７月２７日（水）

20:00～21:00

内 容

１ はじめに

２ 事業の概要

３ 受診勧奨業務の流れ

４ 配付予定様式・媒体

（聞き取り様式案・配付チラシ等）

５ 特定健康診査（特定健診）について

2

高萩薬剤師会（北茨城市）向け
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はじめに

3

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

• 健康寿命の延伸や医療費適正化のため、保
険者の疾病予防・健康づくりの取組は重要性
が増している。

• 特定健診未受診者の理由調査では、「医療機
関通院中のため、特定健診を受診していない」
という理由が最も多かった。

• このため、通院中の被保険者と接する機会の
ある地域の薬局にご協力いただき、地域の保
健事業を推進していきたい。

4

高萩薬剤師会（北茨城市）向け



2022/7/22

3

• 令和４年度から、北茨城市に所在する薬局に
ご協力をいただきたい。

• 市との連携、地域住民との顔の見える関係づく
りの一環として、薬局での地域活動として積極
的にご参加いただきたい。

5

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

２ 事業の概要

6

高萩薬剤師会（北茨城市）向け
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かかりつけ医及び地域の薬局と連携し、特定健診の受診勧奨など、市町村の保健事業への
アクセス向上を図り、生活習慣病の予防等を推進します。

令和４年度茨城県国民健康保険 かかりつけ医及び地域の薬局と連携した保健事業

内 容

医療機関に通院中の国民健康保険の被保険者が薬局に来訪した際に、以下の支援を実施。

○特定健診未受診の方への受診勧奨・支援
【ひたちなか薬剤師会（東海村）会員保険薬局、常陸大宮薬剤師会（那珂市）会員保険薬局、
笠間薬剤師会会員保険薬局、筑西薬剤師会（結城市）会員保険薬局、
高萩薬剤師会（北茨城市）会員保険薬局対象】

○重複・多剤服薬等にかかる服薬相談（健康管理支援）

【高萩薬剤師会（北茨城市）会員保険薬局対象】

○国保被保険者の特定健診受診率の向上

○モデル市町村国保と地域薬剤師会との連携促進による
各種保健事業の取組推進・強化

○かかりつけ医、薬剤師と市町村の連携による被保険者
の健康づくり、生活習慣病の重症化予防や医療費適正化の
推進及び体制の強化

県薬剤師会・地域薬剤師会・医師会

連携

連携

連携

支援

薬局県

市町村

国保
被保険者

目 的

7
茨城県保健医療部保健政策課国民健康保険室国保Ｇ 029-301-3172

令和３年度かかりつけ医及び地域薬局と連携した保健事業 結果

昨年度の実績

8

１．全体
服薬指導

アンケート
実施件数

勧奨・確認
件数

実施件数

東海村 37 14 194 22 －

那珂市 15 10 79 62 －

11 151 5 －

3 － － 3

計 69 38 424 89 3

笠間市 17

市町村 参加薬局数 実施薬局数
受診勧奨

１５１

１９４

７９

市町村
事業参加
薬局数

実施薬局数

受診勧奨 服薬指導

受診勧奨件数 受診確認件数 実施件数

東海村 7 7 63 30 －

那珂市 17 14 131 33 －

笠間市 14

11 29 2 －

1 － － 1

合 計 38 32 223 65 1

高萩薬剤師会（北茨城市）向け
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３ 勧奨業務の流れ

9

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

①対象者

高萩薬剤師会（北茨城市）の薬局

→ 北茨城市の国民健康保険加入者で

４０歳から７４歳までの方

10

１ 特定健康診査（以下「特定健診」）未受診者への
受診勧奨

高萩薬剤師会（北茨城市）向け
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②別紙１聞き取り様式で確認
• 薬局へいらした国保加入者へ「別紙１ 聞き取り様式」 に

より、聞き取りを行います。

（本人に記入していただいても構いません。）

• 既に、他の薬局で「別紙１ 聞き取り様式」にご回答されて

いる方は対象外とします。

• 聞き取りする国保加入者毎に薬局で管理するための 「ＩＤ」
がありましたら、「ＩＤの番号」を、ない場合は任意の番号の
記入をお願いします。

※ 様式等は、県薬剤師会から郵送で各薬局あてお届けしま

す。 ８月下旬頃にお配りする予定です。

11

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

③特定健診の案内

• 聞き取り（記入）結果により、特定健診の案内、受診勧奨等
をお願いします。

• 北茨城市は、完全予約制による集団健診を実施しています。
また、北茨城市民病院、瀧病院、いそはらクリニックと契約し
ており、この医療機関であれば、追加健診項目についても無
料で受診が可能です。

※ 県医師会の受託医療機関とも契約しており、同医療機関
での受診も可能ですが、追加健診項目の受診はできません。
（受診が可能な場合でも自己負担額が発生します。）県医師
会の受託医療機関は、県内全域となっており、県医師会
ホームページに掲載されております。

• 市が作成する案内チラシをお渡しし、ご説明をお願いします。

12

高萩薬剤師会（北茨城市）向け
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お願いしたいこと

これまで、対象外の方への受診勧奨であったため、一部の

薬局に手数料がお支払いできないケースがありました。

→対象者が「国保の被保険者で特定健診未受診者

なのか」をまず最初に確認してください。

13

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

④１か月から３か月程度後に確認

• 特定健診の案内をした方へ、１か月から３か
月程度後に来局時や電話で、健診受診状況
を確認。

結果を「別紙１ 聞き取り様式」に記入をお願
いします。

14

高萩薬剤師会（北茨城市）向け
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⑤結果報告
• ④まで実施いただき、対象者が特定健診を受診したことを確認
できた場合に、手数料（2,000円／人）をお支払いいたします。

（受診勧奨の結果、未受診、受診予定の場合は1,000円／人）

• お支払いできる件数に限りがありますので、「１薬局あたりの件
数」は上限を設けさせていただきます。

• ④まで実施いただいた方の一覧を「別紙２ 保健事業実施状況
報告書」へ記入をお願いします。

• 記入済みの「別紙１ 聞き取り様式」については、北茨城市あて
に郵送ください。送付用封筒は、事前に配付いたします。

15

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

来局した国保被保険者へ聞き取り様式により聞き取りを行う。

特定健診未受診の場合、受診勧奨を行う。
受診勧奨後の状況を来局時、電話で確認（１か月から３か月程度後を目安）

薬局

16

受診勧奨後の状況を確認した結果、
〔受診済み・予約済み〕→受診勧奨終了
〔未受診・受診しない〕→再度の受診勧奨

受診しない理由を確認

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

１ 聞き取りからその後の確認までの流れ
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①対象者
北茨城市の国民健康保険加入者で、重複・頻回受
診・重複・多剤服薬の状態となっている方のうち、

薬局から相談・指導を受けることに同意した方

※ 本事業に参加申し込みのあった薬局のリストを

作成し、北茨城市が抽出した対象者へ事業の案内

を送付。相談・指導を受けることに同意した方から

希望する薬局を選定していただきます。その後、市

から選定薬局へ通知が行きます。

17

２ 重複・頻回受診・重複・多剤服薬者への相談・指導

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

②相談・指導

• 薬局毎に、相談・指導に同意した対象者のリスト
を提供いたします。

• 相談・指導の日時については、北茨城市が同意
者と調整し、ご連絡いたします。

• その際、お薬手帳をすべて持参するようご案内
します。

• 予約日時に来局した対象者に、ご本人のお困り
のこと、お薬の管理や適正服薬等について、か
かりつけ医等とも連携し、相談対応・指導をお願
いいたします。

18

高萩薬剤師会（北茨城市）向け
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③実績報告
• 相談・指導の結果については、「別紙３ 健康管理支援内容の

報告書」に記入いただき、北茨城市へ郵送をお願いします。

• 「別紙２ 保健事業支援状況報告書」へは、

「１ 特定健康診査未受診者への受診勧奨」

「２ 重複・頻回受診・重複・多剤服薬者への相談・指導」

の両方について、まとめて記入をお願いいたします。

・ 市から通知のあった重複・多剤服薬対象者への服薬指導を

行い、重複・多剤の解消に向けた指導を行った場合は、手数料

（2,000円／人）をお支払いいたします。

• 「重複投薬相互作用等防止加算」が発生する場合、重複して

のお支払いはできませんので、ご留意くださいますようお願い

します。⇒通院日と同日に、本事業の重複多剤の相談・指導

はしないでください。 19

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

対象者が指定日に来局した際に、重
複・多剤服薬指導（健康管理支援）
等を行う。
支援内容は、「別紙２保健事業支援
状況報告書」及び「別紙３健康管理
支援報告書」に記入。

重複・多剤服薬対象者等
を抽出し、事業参加につ
いて通知を送付する。

市からの通知に、希望の薬局、来局
日を回答する。
市からの決定連絡を待って、指定日
に薬局で服薬指導（健康管理支援）
を受ける。

対象者の選定薬局へ通知
を送付、内容・日程等の調
整を行う。

北茨城市

薬局

20

対象者

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

２ 重複・多剤服薬指導（健康管理支援）の流れ
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「別紙２保健事業
支援状況報告書」
を県に送付

１受診勧奨及び
事後確認を実施

２服薬指導を実施

１及び２の対象者に
ついて
「別紙２保健事業支
援状況報告書」に記
入し、茨城県薬剤師
会へ提出。

「別紙１聞き取り
様式」
「別紙３健康管理
支援内容の報告書」
を市へ送付

薬局へ手数料を支
払う

市町村において，
「１か月後の状
況確認」ができ
た者の一覧を作
成し県へ送付。

茨城県薬剤師会
へ提出された
「別紙２」と市
町村から送付さ
れた一覧を確認。
確認結果を県薬
剤師会へ連絡。

①

② ③

②

薬局

県薬剤師会

市町村

県国保室

21

別紙１
③

聞き取り
様式

保健事業

支援状況
報告書

健康管理
支援内容
の報告書

別紙３

別紙２

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

３ 指導後から支払いまでの流れ

⇒下表のとおり、特定健診の受診結果により、手数料
の金額が異なります。

22

№ 項目 金額
（１件につき）

１ アンケート記入依頼、特定健診の受診勧奨を行い、

対象者が特定健診を受診したことを確認できた場合
２，０００円

２
アンケート記入依頼、特定健診の受診勧奨を行った

が、対象者が特定健診を受診しなかった場合（受診

予定を含む。）

１，０００円

３
かかりつけ医等と連携し、重複・多剤服薬者への服

薬指導を行い、重複・多剤の解消に向けた指導を検

討し取り組めた場合

２，０００円

高萩薬剤師会（北茨城市）向け
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今後のスケジュール（予定）

１ 本日の説明会終了後、各薬局の皆様の事業参加意
向を把握したいので、ｱﾝｹｰﾄに参加意向のご回答をお
願いします。（正式申込ではありません。）
２ ８月３日（水）までに茨城県薬剤師会へ参加申し込み

書をＦＡＸで送付ください。（正式申込となります。）
３ 参加薬局一覧を作成し、覚書を各市・村と地域薬剤
師会で締結していただきます。
４ ８月下旬頃に、参加薬局へ様式等を配付します。
５ 様式等が届いたら、該当市村からの連絡を待ち、順次
聞き取りの実施をお願いします。

23

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

６ 重複・頻回受診・重複・多剤服薬者の相談・指導に
同意した対象者のリストは、市から対象薬局に通知
いたします。（時期未定）

７ 相談・指導日は北茨城市が同意した対象者と調整し、
対象薬局へご連絡します。

８ 予約日に相談対応・指導をお願いいたします。

・ 事業の実施期限は、特定健診受診勧奨１か月後等
（次回、対象者が薬局にいらっしゃる時まで）の状況
確認を含め、令和５年１月３１日（火）までとします。

・ 令和５年２月１０日（金）までに、別紙２を茨城県薬剤
師会あて、別紙１及び別紙３を北茨城市あてご送付
ください。

24

高萩薬剤師会（北茨城市）向け
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４ 配付予定様式・媒体
（聞き取り様式案・配付チラシ等）

25

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

事業参加薬局へ配付予定の媒体

• 別紙１ 聞き取り様式 ※作成中

• 別紙３ 健康管理支援報告書

その他、特定健診のご案内、「別紙２ 保健事

業支援状況報告書」、「別紙１ 聞き取り様式」

送付用封筒等を配付予定

26

※ 「別紙１ 聞き取り様式」と「別紙２ 保健事業支援状況
報告書」の様式は、茨城県薬剤師会のホームページから
取得できるようにする予定です。

※ お手元に配布するまでに、修正・変更や追加があります。

高萩薬剤師会（北茨城市）向け
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27

高萩薬剤師会

（北茨城市）向け
別紙１ 

令和●年度 特定健診受診状況確認聞き取り用紙 

 

・事業概要：市町村国保と地域の薬局とが連携し、当該被保険者に必要な保健事業の案内

や勧奨等、保健事業の推進を図るための事業 

・保健事業：特定健康診査（特定健診） 

※内臓脂肪型肥満、メタボリックシンドロームに着目した検査 

・対 象 者：４０歳から７４歳までの●●市国民健康保険被保険者 

※既に他の薬局で本事業による聞き取りが行われた方は対象外 

 

当日の確認欄                                   

記入日：令和   年   月   日 

被保険者氏名 

 

生年月日 

昭和  年  月  日 

性別 

   男 ・  女 
  
設問（１）保険種類の確認（事前チェック） 

① 国保健康保険 →設問（２）へ 

② その他 →聞き取りは以上です 
  
設問（２）すでに令和●年度「特定健診」を受診しましたか 

① 受診していない →設問（３）へ 

② 受診した（予約した） 【内容】ア）市の集団健診 

イ）医療機関健診 

ウ）人間ドック・脳ドック 

→聞き取りは以上です 
  
設問（３）今後「特定健診」を受診する意向はありますか 

① 検討中（わからない） →「予約方法のご案内」をお渡しして，後日確認する 

② 受診しない 【理由】※複数回答可 

ア）医療機関で診察を受けているので 

「特定健診」の必要性を感じない 

イ）費用がかかる（基本健診自己負担     円） 

ウ）仕事などで忙しい 

エ）新型コロナウイルス感染症が心配 

オ）その他（                 ） 

→聞き取りは以上です 

  

後日の確認欄（上記聞き取り後日（目安１～２カ月程度）の「特定健診」の受診状況）  

記入日：令和   年   月   日 

① 受診した（予約した） 

実施機関：医療機関で受診 ・集団健診で受診 

受 診 日：令和  年  月  日（わかる範囲で記載） 

② 受診しない（検討含） 
 
薬局名 

 

担当者名 

 

整理番号（適宜記載） 

 

提出期限：令和●年●月●日 
 

提出先・お問い合わせ 

●●市役所 保険年金課（担当●●） 

電話：              
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別紙２                            令和  年  月  日 

保健事業支援状況報告書 
公益社団法人茨城県薬剤師会 御中（ＦＡＸ 029-306-8040） 

薬局住所：             

薬 局 名：             

管理者名：             

（Ａ）特定健診未受診者への受診勧奨の実施結果 

番号 
（薬局での任意のＩＤ） 

後日の電話確認等による結果 

（以下のうちいずれかに○） ②の理由 

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

 ①受診確認済 ②未受診（受診予約済及び受診予定も含む）  

※行が不足する場合には適宜の用紙を添付または行を追加してください。 

 

（Ｂ）重複多剤対象者服薬指導（高萩薬剤師会のみ）の実施結果 

番号 
（薬局での任意のＩＤ） 

来局時の対応結果 

（以下のうちいずれかに○） ②の理由 

 ①実施した ②実施できなかった  

 ①実施した ②実施できなかった  

※当該対象者へ上記（Ａ）も併せて実施した場合には、（Ａ）の表にも御記入ください。 

-------------------------------------------------------------------------------------

（Ａ）①受診確認済 ＠2，000 円×   件、②未受診  ＠1，000円×   件 

（Ｂ）①実施した  ＠2，000 円×   件           合計        円 

【振込先】 

銀行名  店 名  

預金種目  口座番号  

フリガナ  

口座名義  

 

５ 特定健康診査について
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（１）定 義
平成２０年４月から、医療保険者が、４０歳～７４歳

の加入者を対象として、毎年度、計画的に実施する、「内臓
脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査を、「特定健
康診査」という。

〈高齢者の医療の確保に関する法律〉
第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で
定める（特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準：厚生労省
令第１５７号）ところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診
査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診
査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六
条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、
この限りでない。

特定健康診査

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

32

高萩薬剤師会（北茨城市）向け



2022/7/22

17

特定健診の実施状況
H22～H30 市町村国保特定健診
実施率推移

32.0%
32.7%

33.7%
34.2%

35.4%

36.3%36.6%
37.2%

37.9%

32.0%32.3%
33.0%

33.7%

34.6%
35.2%

36.4%
36.9%

38.0%

31.0%

32.0%

33.0%

34.0%

35.0%

36.0%

37.0%

38.0%

39.0%

H22H23H24H25H26H27H28H29H30

全国実施率

茨城県実施率

H26市町村国保の受診機関別
特定健診受診者の割合

集団

健診
91.9%

個別

健診
8.1%

茨城県

33

集団

健診
40.9%個別

健診
59.1%

全国

高萩薬剤師会（北茨城市）向け

63.1%

54.9%

49.7%

44.0%

54.0%

21.1%

12.1%

27.8%

15.2%

39.6%

5.6%

4.2%
5.7%

6.0%

2.5%

3.7%

4.4%
2.8%

15.3%
2.0%

2.7%

1.7%

2.2%
13.3%

2.0%

3.7%

22.7%

11.8%

6.2%

A市

B市

C市

D市

E市

0% 20% 40% 60% 80% 100% 通院治療中だから

勤務先等他で健診

を受けているから
健康なので必要ない

忙しくて時間がない

関心ない・面倒

その他

47.4%

14.1%

35.2%

3.3%
健診未受診かつ医療機関受診あり

健診未受診かつ医療機関受診なし

健診受診かつ医療機関受診あり

健診受診かつ医療機関受診なし

このうち，生
活習慣病有
65.4％

茨城県内市町村国保
特定健診対象者の健診受診有無・医療機関受診有無別割合（Ｒ元年度）

特定健診未受診の理由調査（H26:県内5市の調査結果より）
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○ 質問票（服薬歴、喫煙歴 等）

「標準的な健診・保健指導プログラム（平成30年度版）」の標準的な質問票を参考とする。
階層化における指導者の優先順位等を判断するうえでも，必要な情報であり，出来る限り

情報を収集することが望ましい。（質問文の改変は可）

※ 階層化において、服薬、喫煙習慣情報は必須

○ 身体計測 身長，体重，BMI，腹囲 （内臓脂肪面積の測定に代えられる）

○ 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

中性脂肪が400㎎/ｄℓ以上又は食後採血の場合，LDLコレステ

ロールに代えて，Non-HDLコレステロールの測定でも可）

・ 血糖検査 （空腹時血糖又はHbA1ｃ，

やむを得ない場合は食直後を除く随時血糖）

８学会基準により実施されるものであり空腹時血糖が優先される。

・ 肝機能検査 AST（GOT） ALT（GPT） γ-GT（γ—GTP）

○ 尿検査 尿糖、尿蛋白

基本的な項目 ※治療中の方も対象

特定健康診査の項目

35

「空腹時」＝10時間
以上食事をしていな
い場合」

「食直後」＝食事開
始から３．５時間
未満

基本的な健診項目を全て実施していなければ，特定健診を実施したとみなされな
い。（腎疾患等の基礎疾患による排尿障害がある場合等は除く。医師が理由を記
載することが必要。）

※ 赤字下線部は，

第3期から加わったもの

高萩薬剤師会（北茨城市）向け
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※一定の条件に該当する方で医師が必要と認めた場合に実施。

ただし、すでに通院中など医療機関で管理されている方は必要なし
と考えるのが原則。

血清クレアチニン検査は平成30年度か
ら詳細項目の対象となりましたが，追加
項目として，各市町村では全員に実施し
ています。

（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値）

（ eGFRによる腎機能の評価を含む）

・健診当日から1か月以内に実施。
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特定健診に係るかかりつけ医からの診療情報提供
事業の流れ（茨城県版）

県

市町村国
保

かかりつ
け医

被保険者

県（郡市）
医師会

電子化→委託業者

国保連合
会

特定健診受診券送付特
定健診未受診者（叉は
対象者）へ情報提供事
業の案内

受診・受診券持参

特定健診実施又は特定健診
の基本項目を満たす検査を
実施している場合、検査結果
の情報提供の同意を確認

④´

同意ありの場
合、データの
報告

紙媒体で報告の場合
電子データ化依頼

データの報告

情報提供料

情報提供料

④´

毎年度開始前
に集合契約

必要時
保健サービス

医療機関への普及啓発
・市町村の実績により県繰入金
で情報提供料を補助
・事業の普及啓発
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