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【議題】  
 １．平成28年度保健事業の計画と平成27年度保健事業の実施結果について 

１）－１ 平成28年度目標及び平成27年度項目別実績 

対目標比

対前年比

64.0% 46人

3.0% 2.4% 1.5% 69.6% 1.9%

(6)被扶養者：特定保健指導
　　(アウトソーシング分）

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ
分

100人
68人

50人 32人

33.3% 21人

0.0% 1.4% 0.5% 47.6% 0.9%

(4)被扶養者：特定保健指導合計(5)+(6)
特定保健指
導実施率

100人
68人

80人 42人

(5)被扶養者：特定保健指導
　　（協会指導分）

協会保健師
実施分

0人
0人

30人 10人

3.9% 4.0% 5.7% 163.1% 3.2%

21位
3.0% 3.8% 2.0% 62.7% 3.0%

52.5% 67人
3.3%

(3)被保険者：特定保健指導
　　（アウトソーシング分）

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ
分

1,700人
9人

1,200人 1,691人 140.9% 1,037人

2,764人 81.3% 2,754人

4,455人 96.8% 3,661人
14.7% 35位

9.3% 100.4% 8.5%

特定保健指
導実施率

5,250人
795人

4,600人

(2)被保険者：特定保健指導
　　（協会指導分）

協会指導
実施分

3,550人
786人

3,400人

8.1% 11.4%

25,024人
20.5% 3位

39.5% 28.5% 28.0% 104.1% 27.0%

12.0% 15.4% 14.9% 121.7% 11.8%

28位
11.6% 5.6% 2.6% 58.2% 4.5%

(3)被保険者：事業者健診結果データ取
得

事業者健診
ﾃﾞｰﾀ取得率

35,000人
27,441人

16,217人 7,559人 46.6% 12,992人
5.4%

189,810人
55.8% 6位

76.3% 70.4% 67.5% 102.5% 65.2%

100.0% 176,768人
50.4% 3位

64.7% 64.8% 64.8% 105.8% 60.7%
特定健康診査の推進

(1)被保険者：生活習慣病予防健診＋事
業者健診結果データ取得合計(2)+(3)

健診受診率
230,000人

35,437人
203,217人 194,563人 95.7%

(2)被保険者：生活習慣病予防健診
生活習慣病
予防健診
受診率

195,000人
7,996人

187,000人 187,004人

(4)被扶養者：特定健診 健診受診率
37,100人

11,039人
26,500人 26,061人 98.3%

特定保健指導の推進

(1)被保険者：特定保健指導合計(2)+(3)

取組事業成果検証項目 事業項目 数値項目

28年度目標 27年度実施結果 26年度実施結果

全国順位目標（人数/率） ２７年度実績差 目標（人数/率） 実績（人数/率） 実績（人数/率） 全国平均（率）
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１）－２ 特定健康診査の推進（被保険者） 

生活習慣病予防健診・事業者健診結果データ取得事業 

事業名 平成28年度の主な取組内容 目標受診者数 

〈新規〉 
（１）「生活習慣病予防健診 
   予約状況照会サービス」 
   の開設 
 
 

①当支部ホームページのリンク先から、当支部の生活習慣病予防健診実施機関の健診予約 
 状況が照会できるサービスを開設する（5月30日～） 
 ・サービス参加健診実施機関：18機関34健診施設 
 
②社会保険にいがた（28年5月号）、けんぽ通信（28年6月号）、当支部ホームページ等 
 にて、当サービス開始の広報を行う 
 より多くの事業所・加入者様より、当サービスを利用していただくため、継続的に広報 
 を行う 

（目標アクセス件数） 
 
 
   １２，０００件 
 
 

〈拡大〉 
（２）新潟県との連名による、 
   「生活習慣病予防健診 
   の受診勧奨」・「事業 
   者健診結果データの 
   提供同意」に関する依頼 
   文書の事業主あて発送 

①健診対象者30人以上の健診未申込事業所（230件）に対し、新潟県との連名文書を送付 
 する（6月）  
 → 健診機関による訪問勧奨を実施（7月）※下記（３）と合わせて実施 
 
②健診対象者10人～29人の健診未申込事業所（1,600件）に対し、新潟県との連名文書を  
 送付する（7月）  
 → 委託業者による訪問勧奨を実施（8月） 

・生活習慣病予防健診 
    ７，６００人 
 
・事業者健診結果データ 
   ２１，６００人 
  〈新規〉 

（３）健診実施機関への「生活 
   習慣病予防健診の受診勧  
   奨」・「事業者健診結果 
   データ提供にかかる同意  
   書の取得勧奨」の業務委 
   託 

健診実施機関へ、事業所名簿を提供のうえ、訪問勧奨を実施する（7月） 
 
対象：上記（２）のうちの30人以上の健診未申込事業所 
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１）－２ 特定健康診査の推進（被保険者） 

生活習慣病予防健診・事業者健診結果データ取得事業 

事業名 平成28年度の主な取組内容 目標受診者数 

〈新規〉 
（４）新規適用事業所あて、生 
   活習慣病予防健診の案内 
   及び勧奨 
 

①新規適用事業所あてに、生活習慣病予防健診のパンフレットと申込書を送付する（5月～） 
 ・第1回目 484件（5/16送付） 
 ・第2回目 113件（5/24送付） 
  以降毎月2回送付する 
 
②事後勧奨として、委託業者により電話勧奨業務を実施する（8月～） 

・生活習慣病予防健診 
      ４００人 
 
・事業者健診結果データ 
    １，４００人 

〈新規〉 
（５）社会保険労務士への「事 
   業者健診結果データ提供 
   にかかる同意書の取得勧 
   奨」の業務委託 
 
 

事業者健診結果データの協会への提供を促進するため、事業主より事業者健診結果データの
提供にかかる同意書を取得する業務を、事業主から信頼の厚い社会保険労務士へ業務委託に
より実施する。 
（7月中旬頃～：新潟県社会保険労務士会と調整中） 
・勧奨対象：157社1,627人分（特定健診受診率0.5％に繋がる） 
 
 

・事業者健診結果データ 
    １，６２７人 
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事業名 平成28年度の主な取組内容 目標受診者数 

〈拡大〉 
（1）事業主と協会けんぽ支部 
   長との連名文書による 
   受診勧奨 
    
 

①27年度の受診結果及びアンケート結果を協力事業所へ報告し、28年度の継続実施 
 を依頼する 
 
②各協力事業所の傾向（課題）を分析し、今後の事業の展開に活かしていく 
 
③当該事業未実施の大規模事業所へ協力依頼を行う 
 
※27年度実施結果（Ｐ5参照） 

      ５００人 

〈拡大〉 
（2）協会けんぽ主催の集団健 
   診会場におけるがん検診 
   （新潟市）の同時実施 
    
 
 
 
 

①新潟市8区のうち5区で、協会けんぽ主催の集団健診（特定健診）と新潟市の乳がん検診 
 を同時実施する（オプション健診を含む） 
 
②同時実施ができない3区については、協会単独の集団健診（特定健診）とオプション健診 
 を実施する 
 
③健診機関の施設にて、特定健診とがん検診を同時実施する 
 
④①～③について、「新潟市長及び新潟支部長の連名文書」にて受診勧奨を行う（11月～） 
 
（上記①～③について、後日、健診結果手渡し方式の特定保健指導会を「健診機関の施設」 
 又は「集団健診と同じ会場」にて実施する） 
 
※27年度実施結果（Ｐ6～Ｐ9参照） 
 

    ５，０００人 
 

〈新規〉 
（3）各協定市長と支部長との  
   連名文書による受診勧奨 
    
 

 
①協定市（三条市、見附市、上越市）の集団健診会場（秋のおさらい健診）への受診勧奨 
 を協会けんぽの特定健診対象者へ実施する 
 
②案内文書については、「各市長及び新潟支部長の連名文書」での実施を検討する 
 （9月～） 
 

    １，０００人 

１）－３ 特定健康診査の推進（被扶養者） 
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① 実施結果 

協会けんぽ加入事業所の事業主と協会けんぽ新潟支部長の連名による「健康診断受診のお願い」
文書を自宅へお送りし、併せて被扶養者の健診受診実態を把握する為にアンケートを同封して、
アンケート調査を行った 

② 今後の取組み 

特定健診受診率向上のための次の展開 
 ・アンケート集計結果の事業所への報告と28年度の継続実施依頼 
 ・28年度の拡大実施に向け、大規模事業所への協力依頼 
 ・協会けんぽ主催（単独開催）の集団健診等の情報提供による再受診勧奨を検討 
 

（１）事業主との連名による被扶養者への特定健康診査受診率向上の取組み 

〈拡大〉 

特定健診受診結果 
・15事業所 1,5８2名へ送付したところ、470人が受診（受診率29.7％） 
 

               （参考）27年度新潟支部平均 28.0％ 



（※過去に実施した集団健診の受診率は約7％） 
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（２）協会けんぽ主催の集団会場での特定健診と新潟市乳がん検診の同時実施 

 特定健診受診率向上と事業協定を締結している新潟市との連携事業の実施 

 平成28年3月４日（金）、3月5日（土） 

 新潟市東区プラザ（新潟市東区役所内） 

・特定健診 
・新潟市の乳がん検診 
・骨粗しょう症検査（オプション）  
 対象は、会場の最寄り地域在住の40～63歳の女性（偶数年齢） 
 及び乳がん検診無料クーポン券送付されている女性 4,087名 

・特定健診        ３２２名：受診率8％   
・乳がん検診         １６９名 
・骨粗しょう症検査       ９２名 
・特定保健指導（初回面談）  ７名：初回実施率13.5％ 

〈拡大〉 

① 目 的 

② 日 時 

③ 場 所 

⑤ 受診者数 

④ 概 要 

（※通常の特定保健指導利用券送付による特定保健指導実施率は約2％） 



※ 特定健診受診者の「前年度受診状況」を確認 
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40代 50代 60代 合計 40代 50代 60代 合計

146 80 53 279 86.4% 84.2% 91.4% 86.6%

23 15 5 43 13.6% 15.8% 8.6% 13.4%

169 95 58 322 52.5% 29.5% 18.0%

40代 50代 60代 合計 40代 50代 60代 乳がん/特定

91 45 33 169 53.9% 26.6% 19.5% 52.5%

40代 50代 60代 合計 40代 50代 60代 骨/特定

30 36 26 92 32.6% 39.1% 28.3% 28.6%

40代 50代 60代 合計 40代 50代 60代 特保/特定

25 16 11 52 48.1% 30.8% 21.1% 16.2%

（2）乳がん検診（年齢別）

（3）骨粗鬆症検査（年齢別）

合計

（1）特定健診（年齢・回数）

初めて受診

2回目以降

（4）特定保健指導（年齢別）

・特定健診の新規受診者が、全体の86.6％（279人）と新規掘り起しに繋がった。また、そのうち半数は40代と若い世代であった 

 これは、乳がんマンモグラフィ検診とのセットが効果的であったと考える 

・骨粗鬆症検査（オプション検診）について、有料（2,500円）であったが、92人（28.6％）と想定以上の申込みがあった       

・今回の健診結果による階層化で、特定保健指導対象者が52人（16.2％）抽出された（※26年度の特定保健指導該当率10％） 

 特定保健指導対象者についても、新規掘り起しに繋がった      

・特定保健指導対象者（52人）へ健診結果手渡し方式の特定保健指導会（新規事業）を案内したところ、8名の予約があり、 

 7名実施済（初回実施率13.5％）（※被扶養者の特定保健指導実施率2％） 

⑥ 実施結果 



Ｑ１ 年代をお答えください 
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①40歳代 ②50歳代 ③60歳代

35 17 14

53.0% 25.8% 21.2%

Ｑ２ どちらにお住まいですか？ 

①東区 ②中央区 ③北区 ④その他

32 25 9 0

48% 38% 14% 0%

①はじめて ②2回目 ③3回目 ④毎年 ⑤その他

47 7 2 6 4

71.2% 10.6% 3.0% 9.1% 6.1%

①案内が届いたから
②特定健診と乳がん検診

がセット受診できるから
③健康状態の確認 ④場所が近いから ⑤家族の勧め ⑥無料のため ⑦最近、体調が悪い ⑧その他

50 9 8 4 3 2 1 4

65.8% 11.8% 10.5% 5.3% 3.9% 2.6% 1.3% 5.3%

Ｑ３ 健診を受けた理由をお聞かせください（※複数回答あり）  

Ｑ４ 今回の検診は何回目ですか？ 

はい いいえ わからない

52 2 12

78.8% 3.0% 18.2%

Ｑ５ 来年も同じような健診を実施した場合、来ていただけますか？ 

Ｑ６ 要望、感想等 

 

●中央区で開催してほしい  ●休日、平日ともに実施してほしい  ●集団健診の回数をもっと増やしてほしい 

●場所が決まっていると行きやすい  ●来年も、案内があれば受診したい  ●案内が受診の良い警告になった 

●セットで受診できるのが助かります  ●自分で健診機関を調べて予約する手間が省けて助かる   

●一回目のチャンスを逃して、再度、案内が来たので受診した  ●会場での案内がとても親切だった 

●年度入ってすぐと夏、秋、冬と定期的に開催があり、事前にそのお知らせがあると予定がくみやすい 

●家族の強い勧めで受診した  ●今回は、かかりつけ病院が混んでいたので来ました 

⑦ アンケート結果（回答者66人） 
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〈工夫点〉 

封筒を開けてもらう工夫として、窓あき封筒を使用し、窓
から興味を引くキーワード「「協会けんぽ」と「新潟市」の地
域限定プロジェクト」が見えるようにした 

〈工夫点〉 

健診申込み先について、通常は「健診機関（特定健診）」と「新潟市のコールセン
ター（乳がんマンモグラフィ検診）」の２か所に分かれる所を、お客様の利便性向
上のため、新潟市と調整し、１か所（健診機関のみ）で申込み可能とした 

〈工夫点〉 

女性が安心して受診できるよう、乳がんマンモグラフィ検診は女性技
師が実施することをＰＲし、デザインについても「ハート」をモチーフに
することで、全体的に柔らかいイメージになるようにした 

⑧ 案内文書 
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事業名 平成28年度の主な取組内容 目標実施者数 

〈新規〉 
（1）特定保健指導専門業者へ  
    の業務委託 
 

  支部の保健師不在地域（南魚沼市、魚沼市）の事業所の従業員に対する特定保健指導を 
 特定保健指導専門事業者へ委託する 
 

     ３００人 
 
 

〈継続〉 
（２）事業所の受け入れ率 
     向上のための取組 

  ①事業所への早期案内発送の徹底を行う（2か月前発送） 
 
  ②電話勧奨スキル向上のため、ミーティングとロールプレイの実施及びマニュアルの見 
   直しを行う 
  

     ８００人 

〈継続〉 
（３）リレー支援体制*の整備 

  稼働日数の少ない保健師（13名中7名）は初回面接に専念し、管理栄養士（5名中3 
 名）がその後の継続支援を担当するリレー支援を実施する 
 
  ①リレー支援担当チームの定期的ミーティング実施（週1回） 
 
  ②リレー支援の円滑化に向けた帳票類の見直し 
 

   ２，２００人 

１）－４ 特定保健指導の推進（被保険者） 

＊リレー支援体制とは・・・ 
 特定保健指導には、初回面接からその後の継続支援について、一貫して同じ保健師・管理栄養士が実施する「担当制」と、
初回面接とその後の継続支援を別々の保健師・管理栄養士が実施する「リレー制（リレー支援）」の２つの方法がある 
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事業名 平成28年度の主な取組内容 目標実施者数 

〈新規〉 
（1）特定保健指導専門業者へ   
    の業務委託 

  被扶養者が特定保健指導を受ける機会を増やすため、被扶養者に対する特定保健指導を 
 特定保健指導専門事業者へ委託する 

      ２０人 
 

〈拡大〉 
（２）健診結果手渡し方式の特  
   定保健指導の実施 

  集団会場での特定健診受診者を健診委託機関にて階層化し、対象者へ保健指導会の案内 
 を発送し、後日、特定健診結果を手渡しながら、特定保健指導の初回面接を実施する 
 
  27年度モデル実施では、通常の特定保健指導利用券の発送による受診勧奨（特定保健 
 指導実施率2％）と比較し、初回面談率13.5％と効果が検証されたため、拡大実施 

      ６０人 

〈拡大〉 
（３）健診と同日の特定保健指 
   導の実施 

  人間ドック受診者を対象とするため、対象者自体が少ないという課題があるが、現在実 
 施している特定保健指導委託機関（3機関）にヒアリングを行い、委託機関増加に向け、  
 実施方法を含めて検討していく 
 

 
  
      ２０人 
 
 

１）－５ 特定保健指導の推進（被扶養者） 
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概要 
平成27年度 
実施人数 

生活習慣病予防健診の結果データの中で、血圧値・血糖値が要治療と判定されたにもか
かわらず、医療機関を受診していない治療放置者に対して、かかりつけ医への受診勧奨
を実施する。 
 
（対象者）・40歳以上75歳未満の生活習慣病予防健診受診者（被保険者）で、    
      以下の基準のいずれかひとつでも該当する者 
 
 
         
          ・健診受診前月及び健診受診後３ヶ月以内に医療機関を未受診の者 
 
 
（実施方法）毎月末に一次勧奨通知を発送（本部） 
 

7,113人 
(月平均  

 593人） 

２）重点事業 

（１）生活習慣病の重症化予防事業 
 ①未治療者に対する受診勧奨について 
  

収縮期血圧 拡張期血圧 空腹時血糖 HbA1c

160mmHg以上 100ｍｍHg以上 126mg/dl以上 6.5%以上

 ⅰ）一次勧奨 
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一次勧奨通知 
表面 裏面 
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概要 
平成27年度 
実施人数 

二
次 
勧
奨 

上
越
市
以
外 

一次勧奨を実施したもののうち、「受診予定」として、支部へ回答書を返信し
た者へ、その後再度受診勧奨を実施する。 
 
（対象者）・一次勧奨対象者のうち、以下の基準のいずれかひとつでも該当す 
      る者(1,726人/年；月平均144人） 
 
 
 
     ・回答書を支部へ返信し、「受診予定」とした者 
      (181人/年；月平均15人） 
 
（実施方法）①支部で、保健師より電話での受診状況を確認し、未受診の場合 
       の受診勧奨を実施する。 
      ②電話が不通の場合（41.5%)、もしくは電話で「受診予定（受 
       診を検討含む）」と話した者（91.7％）については、受診勧奨 
       文書を送付する。 
 

115人 
＊27.4～5, 
28.2～3 
実施 

(月平均 
 29人） 

収縮期血圧 拡張期血圧 空腹時血糖 HbA1c

180mmHg以上 110ｍｍHg以上 160mg/dl以上 8.4%以上

ⅱ）二次勧奨（上越市以外） 
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二次勧奨文書 

 

 

 医療機関受診のお願い 

 

 

 

 日頃より、当支部事業にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

 先日、全国健康保険協会（協会けんぽ）から送付いたしました「医療機関受診のおすす

め」の回答書を返信いただき、ありがとうございました。 

「受診予定」ということでしたが、その後医療機関への受診をなさいましたでしょうか？ 

 まだ医療機関へ受診されていないようでしたら、まずはかかりつけ医やお近くの医療機 

関へすぐにご相談ください。 

 

 このまま放置し、もし糖尿病が進んでしまいますと、失明（網膜症）や人工透析へ移行

する恐れがあり、いったん人工透析になりますと生涯 1 日 4 時間・週 3 日の通院を余儀な

くされ、日常生活が制限され、仕事にも影響が出てしまいます。また多くの医療費（年間

約 600万円）がかかってしまいます。 

  

 今ならまだ間に合います。適切な治療による血糖のコントロールをすることで、人工透

析への移行を防ぐことができます。 

  

なお、一般社団法人新潟県医師会へも本事業についてお話をしておりますので、安心し 

て受診いただきたいと思います。 

 

ご自身のため・ご家族のため・職場や地域のため、健康で幸せな毎日をお過ごしいただ 

きますことを心より祈念申し上げます。 

  （行き違いのため、すでに受診されているようでしたら、ご容赦ください。） 

 

 

全国健康保険協会新潟支部長 田中 正一 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

全国健康保険協会（協会けんぽ） 

新潟支部 保健グループ                               

TEL 025(242)0264 

回答書 
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概要 
平成２７年度
実施人数 

二
次 
勧
奨 

上
越
市 

一次勧奨を実施したもののうち、上越市在住者については、上越市との事業協
定に基づく糖尿病重症化予防事業として、「人工透析予防サポート」事業を実
施する。 
（対象者）・一次勧奨対象者のうち、上越市在住者で、かつ以下の基準のいず 
      れか該当する者（22人；月平均11人）  
 
 
 
（実施方法）①支部より「人工透析予防サポート」案内を送付し、電話勧奨を  
       行う。 
      ②サポートの申し込み兼同意書を提出した方について、支部より、 
       上越市へ情報提供。 
                 ③上越市保健師・栄養士がサポートを実施する。 
              

      ＊ 上越医師会との連携について 
                ・上越医師会へ協力依頼（支部長訪問、上越市同行）を実施     
        ・治療中のサポート参加者情報について、上越医師会より上越市 
        へ提供する体制を構築済（28.3.) 
  

2人 
(申し込み) 
＊28.2～ 
実施 

空腹時血糖 HbA1c

130mg/dl以上 7.0%以上

ⅱ）二次勧奨（上越市） 
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人工透析予防サポート案内 案内文 申込書兼同意書 

「人工透析予防サポート」のご案内 

～上越市と全国健康保険協会(協会けんぽ)との連携による糖尿病重症化予防～ 

  

日頃より、当市の行政にご理解とご協力をいただき、厚く感謝申し上げます。 

 さて、このたび上越市では、協会けんぽ新潟支部と協働で、「人工透析予防サポート」を行うこ

とといたしました。 

 当市の国民健康保険加入者につきましては、「糖尿病の重症化予防」を既に実施中であり、人工

透析予防に努めているところでありますが、より早期の予防を目標として、働く現役世代の協会け

んぽ加入者のうち、重症化していくおそれがある方を対象に「人工透析予防サポート」事業として

今回ご案内を差し上げております。 

 上越市が掲げております、市民誰もが生涯を通じてこころと体の健やかさを保ち、安心して暮ら

せる「すこやかなまち」を実現するためにも、まずは皆様お一人お一人の健康管理が大切です。 

この機会に是非ご自身・ご家族のために「人工透析予防サポート」にご参加いただきますようお

願い申し上げます。 

   上越市長 村山 秀幸 

 

 日頃より、当支部事業にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、協会けんぽでは、健診結果により医療機関への受診が直ぐに必要な方へ、「受診おすすめ

のご案内」をお送りしており、ご自宅に届いていることと存じます。 

 このまま放置し、もし糖尿病が進んでしまいますと、失明（網膜症）や人工透析へ移行する恐れ

があり、いったん人工透析になりますと生涯 1日 4時間・週 3日の通院を余儀なくされ、多くの医

療費（年間約 600万円）がかかってしまいます。 

 このたび当支部におきましては、上越市のご協力により「人工透析予防サポート」をスタートい

たしました。 

 つきましては、この機会にぜひ「人工透析予防サポート」へのお申し込みをいただきますよう、

お願い申し上げます。 

 お申込みいただくことにより、地元上越市の保健師や栄養士が無料でサポートいたします。 

 加えて、「人工透析予防サポート」につきましては、上越医師会様の全面的なバックアップをい

ただいておりますので、ご安心して受診いただけます。 

 今ならまだ間に合います。血糖のコントロールをすることで、人工透析への移行を防ぐことがで

きます。 

 ご自身のため・ご家族のため・職場や地域のため、ぜひともお申込みいただき、健康で幸せな毎

日をお過ごしいただきますことを心より祈念申し上げます。 

全国健康保険協会新潟支部長 田中 正一 

 

＜問い合わせ先＞ 

全国健康保険協会新潟支部   

                                         保健グループ TEL025(242)0264 

「人工透析予防サポート」申込書兼同意書 

～上越市と全国健康保険協会(協会けんぽ)との連携による糖尿病重症化予防～ 

  

私は、サポート実施のために、生活習慣病予防健診の結果に係る下記３の情報について、

協会けんぽから上越市へ提供することに同意するとともに、下記１から３の内容について、

確認の上「人工透析予防サポート」に申込みいたします。 

 

（宛先） 全国健康保険協会新潟支部長 

平成  年  月  日 

 

住所（必須）                         

 

氏名（必須）                   ㊞  

（自署の場合は押印不要） 

 

電話番号（第 1優先）（必須）                  

 

                 （第 2優先）（任意）                  

 

メールアドレス（任意）      ＠             

 

 

記 

１． 健康診断記録の利用目的 

上越市が実施する「人工透析予防サポート」のために使用し、他の目的に利用す  

ることはありません。 

２． 対象者 【以下の（１）、（２）を満たす方】 

（１）上越市在住者 

（２）協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診し、健診結果に異常が認められる方 

＊ すでに治療を開始した場合にもご案内していますので、ご了承ください。 

３． データ提供する健診項目等 

身長、体重、ＢＭＩ，腹囲、診察（既往歴、自覚症状、他覚症状）、血圧、脂質（総コレ

ステロール、中性脂肪、ＬＤＬコレステロール、ＨＤＬコレステロール）、空腹時血糖（ま

たはＨｂＡ１ｃ）、肝機能（GOT、GPT、rGTP、ALP）、尿検査（尿糖、尿たんぱく、ク

レアチニン）、健康保険証記号・番号、氏名（かな）、生年月日、性別、健診機関名、健診

受診年月日、メタボリック判定、医師の判断（判定）、健康診断を実施した医師氏名、服

薬歴、喫煙歴 
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人工透析予防サポートチラシ 表面 

➢ 人工透析へ移行しないために、保健師・栄養士があなたの生活に合わせて

食事・運動などの健康支援（サポート）を実施します。

➢ あなたの予定に合わせ、面接や電話で無理なくサポートいたします！

➢ ご希望があれば、ご家族と一緒に受けられます！

　案内資料一式（案内文、説明文、申込書兼同意書、返信用封筒）を受け取ります。

　当サポートの内容に同意の上、「申込書兼同意書」を返信してください。

　上越市の保健師・栄養士より電話があります。

　サポートを実施します。

・・・よくあるご質問　Ｑ＆Ａ・・・
 Q1 どのようなことをしてくれるのですか？
 A 人工透析などにつながらないよう、重症化予防のための健康支援を行います。

あなたの症状や生活に合わせて、食事・運動などのご相談をいたします。
 Q2 なぜ私が選ばれたのですか？
 A サポートが必要と思われる方へご連絡しています。

生活習慣病予防健診受診後、結果が要治療となった方で、医療機関に受診され
ていない方へご案内しています。

 Q3 効果はありますか？
 A 血糖のコントロールを適切に行うことで重症化を予防することができます。

具体的なサポートの効果については、裏面をご覧ください。

おすすめポイント

サポートの流れ

人工透析予防サポートのご案内
（糖尿病重症化予防事業）

人工透析予防サポートとは…
参加

無料

STEP
1

STEP
2

STEP
3

STEP
4

裏面 

Ａさんの場合（サポートなし）

尿たんぱく

高血圧

高尿酸血症

脂質異常症

糖尿病　　

　　　　　　肥満

Ｂさんの場合（サポートあり）

空腹時血糖　220mg/dl 91mg/dl 110mg/dl未満

血圧が高い（治療中） 内服中止
  140～150/80～90mmHg 110/80mmHg 140/90未満

肝機能の数値が悪い

  rGTP 167U/I 65U/I 55U/I以下

脂質異常症
  中性脂肪　374mg/dl 161mg/dl 150mg/dl未満

幼少のころから　肥満（ＢＭＩ30以上） BMI 27 18.5 ～25未満

      　　　体重　125kg 体重　90kg

健
診
結
果

年
齢

　　　　　　　20歳　　　　　30歳　　　　　　　40歳　　　　　　　　　　　　　　　　60歳

年
齢

　　20歳　　　　　　　29歳　　　　　　　　　　40歳　　　　45歳　　　　　46歳

参考基準値

人工透析予防サポート事例

　放置していたＡさんと、サポートに参加したＢさんを比べてみました。

健
診
結
果

　

慢
性
腎
不
全

　

透
析
開
始

開
始

狭
心
症

糖尿病性
腎症

上越市保健師・栄養士のサポートで改善しました!!

医療費

インスリン注射で
50万円／年

医療費 狭心症

200万円／回

医療費

透析3年で

1500万円自覚症状なし 約15～20年

まだまだ大丈夫と思っていたのに…

数値が

改善!!

サポート開始

体重が減るように、できる範囲で食事量と飲酒

量をコントロール（保健師・栄養士が支援）して

いきました・・・
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 糖尿病重症化予防に先駆的に取組んでいる上越市と
連携することで、加入者の糖尿病重症化予防の推進を
図るとともに、地域・職域の連携による重症化予防対
策の仕組みを構築する。 
 また、上越地域において中心となる上越市との協定
締結により、他の市町村との協定にむけた波及効果を
期待したい。 

（１） 糖尿病性腎症の重症化予防に関すること 
（２） 特定健康診査、がん検診、歯科健診などの受診促進に関すること 
（３） 地域・職域連携による健康づくりに関する具体的な 
   取組の検討及び実施に関すること 
（４） 市民の健康状況を把握するための地域・職域における 
   統計データの共有及び地区ごとの分析に関すること          など 

上越市との「健康づくりの推進に向けた包括的連携協定」の締結 

協定締結 

１. 目 的 

２. 連携・協力事項 

協定締結日 ： 平成28年2月3日（水） 



事業名 平成28年度の主な取組み内容 

 
 
 
 

歯の健康に関する 
健康づくり事業 

【目的】 
 加入者の歯・口腔内の健康づくりの推進に向けた取り組みを通 
 じて、生活習慣病の予防を図る。 
【概要】 
 ①新潟市との連携・協力による歯周病対策の推進、口腔ケアの  
  普及啓発、及び無料歯科検診対象者への受診勧奨 
 ②歯科医師及び歯科衛生士による事業所での健康講話とブラッ 
  シング実技指導 
  （業務委託） 
 28年7月下旬～11月末日 

 
 
 

職場の喫煙対策推進事業 

【目的】 
 効果的な喫煙対策を推進し、受動喫煙防止の取り組みを通じて、 
 加入者の健康の保持増進を図る。 
【概要】 
  新潟市との連携・協力による喫煙対策への取り組み（セミ 
  ナー協賛） 
 28年7月22日 市民公開講座「ＣＯＰＤ・肺がん予防講演会」 

20 

（２）その他保健事業 
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案内チラシ 



協定締結に基づく新潟市・三条市・見附市、上越市、または各市・団体との連携事業 

＜目的＞ 
 加入者の疾病予防や健康増進を図るため、地域の実情に応じて、関係機関と連携したさまざまな
取り組みを実施する。 
 
＜概要＞ 
・地域におけるデータ分析【三条市、見附市、新潟市、上越市】 
・健診受診促進に向けた取り組みなど 
  【三条市】加入者の健康づくりに関する事業所及び市との三者連携体制による事業 
・イベントへの参画 
  【見附市】健幸フェスタ（6/26) 
  【新潟県社会保険協会】【佐渡市】佐渡ウォーク（9月頃） 
  【新潟市】健康福祉まつり（10月頃） 
  【新潟県社会保険協会】健康セミナー（７～3月頃） 
・健康経営セミナー 
  【経済5団体（一般社団法人新潟県商工会議所連合会、新潟県商工会連合会、新潟県中小企業 
   団体中央会、一般社団法人新潟県経営者協会、新潟経済同友会）、健康保険組合連合会新潟 
   連合会】 
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（３）健康づくり事業について 

協会けんぽ 
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 事業主等へ「健康経営」の理解・普及を進めると共に、当セミナー参加により、自社における実践へ
の第一歩としていただく。また、新潟支部「けんこう職場おすすめプラン」の案内を通じ、より多くの
第2期チャレンジ事業所を獲得する。 

 平成28年7月12日（火）14時～16時 朱鷺メッセ 国際会議場（マリンホール） 

１. 目 的 

２. 開催日時・会場 

参加者募集中 

3）その他（報告事項） 

（１）健康経営セミナーの開催案内について 

３. 内 容 

 （1）今日から取り組む“健康経営”～目に見える効果が表れた事例を通じて～ 
               ＜東京大学政策ビジョン研究センター 特任助教 津野陽子氏＞ 
 （２）中小企業の“健康経営”促進施策 
               ＜経済産業省 関東経済産業局 次世代産業課＞ 
 （３）「けんこう職場おすすめプラン」のご提案 
           “健康経営”への第一歩は、職場における健康づくりの“きっかけづくり”から 

               ＜全国健康保険協会新潟支部＞ 



対 象 概 要 備 考 

 
 
新潟支部・三条市と三
者間連携を結んでいる
三条市内34事業所 
 
 

モデル実施 チャレンジ期間：平成27年6月～平成27年12月（一部1月） 
＜経過＞ 
・12/31 チャレンジ期間終了 
・  1/26 BSN新潟放送『Nスタ』内特集にて、プランチャレンジ  
        事業所の紹介 
・  2/09 第３回三者間連携会議開催（三条市内） 
・  2/17 県いきいき企業登録制度申込書を県へ提出（８事業所分） 
・  4/09 朝日新聞に特集記事掲載 
・  4/14 県いきいき企業登録証（知事・支部長連名）交付 
        支部長訪問（8事業所） 
 

〈新潟支部と三条市〉 
・認定証進呈 14件(４か月半実施事
業所)  
・表彰状進呈 9件 
 （金賞 6件、銀賞 3件） 
 
〈新潟支部と新潟県〉 
・登録証交付 8件  

＜目的＞ 
 新潟支部作成の「けんこう職場おすすめプラン」実施による、職場の  
 健康づくりにかかる効果検証を行い、今後の本格実施に向け、プラン  
 の改善等を行う。なお、実施にあたっては、協会けんぽ新潟支部・三 
 条市と三者連携を締結している協会けんぽ加入の34事業所へお勧め 
 しモデル実施いただく。 
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エントリー事業所 
 15件（410名） 
 

（２）「けんこう職場おすすめプラン」について 
 ①モデル実施（平成27年6月～） 
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対 象 概 要 備 考 

 
 
協会けんぽ新潟支部 
適用事業所 
（約35,000事業所） 
 

第１期 チャレンジ期間：3/15～6/14（３か月間） 
＜経過＞ 
・  1/29 健康保険委員宛案内発送 
・  2/01 新潟日報に広告掲載 
・  2/24 BSN新潟放送主催「健康経営セミナー」においてプラン 
        の案内 

 

・現在、協会けんぽ新潟支部に 
 おいてもプランにチャレンジ 
 中 

 「午後始業時のストレッチ」 
 
 
 
 
 
 
 

＜目的＞ 
 ①職場での具体的な健康づくりをアシストし、事業主の健康意識 
  変容を促すとともに、健康経営に取り組む事業所を増やす 
 ②従業員の健康づくりの「きっかけ」としていただき、将来的に 
  本人や家族、または地域の健康につなげる 
  
※「三条モデル」の結果を踏まえ、内容・運営方法を改善の上、より 
 多くの事業所にチャレンジいただける仕組みづくりを検討。 
 第1期では、外部委託による本格実施（第２期）を見据え、事務手順  
 や作業内容等の最終確認を行う。 
 

 
第1期エントリー事業所 

 51件（1,862名） 
 

 ②第1期（平成28年3月～） 
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対 象 概 要 備 考 

 
協会けんぽ新潟支部 
適用事業所 
（約35,000事業所） 
 

第2期 チャレンジ期間：9/1～11/30（３か月間） 
＜経過＞ 
・  6/上旬 日本年金機構主催「算定基礎届説明会」におけるプラン案内 
      （約2,000事業所） 
        業者委託によるエントリー勧奨電話開始（約5,000事業所） 
      特定保健指導実施時のプラン案内開始（約600事業所） 
・  7/上旬 健診実施機関による、健診未申込み事業所訪問時のプラン   
      案内開始（230事業所） 
・  7/12   新潟支部主催「健康経営セミナー」におけるプラン説明  
     （約200事業所） 
・  8/01 募集締切 
 

＜その他の広報＞ 
・広報紙「けんぽ通信 5,6月  
 号」 
 「社会保険にいがた 7月号」 
・支部ホームページ 
・関係機関への周知依頼 
・BSN新潟放送主催「健康経営 
 セミナー」内における説明 
 
 

 ③第2期（平成28年9月～） 

エントリー事業所募集中 

 
エントリー事業所 

目標 
1,000件以上 
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対 象 概 要 備 考 

 
塩沢信用組合に加入し
ている100事業所 

チャレンジ期間：6/1～9/30（３か月間） 
＜経過＞ 
・  3/22 「健康づくりの推進に向けた相互連携協定」締結   
・  5/06  エントリー事業所へ健康づくりメニュー等送付 
・  6/01    チャレンジ開始 

＜目的＞ 
 地域に着目した事業所の健康度を高めるモデルケースとして、地域性
の高い金融機関である信用組合と連携することで、加入者の健康増進を
図る。 

 
協会けんぽ新潟支部 
適用事業所 
（約35,000事業所） 
かつ株式会社第四銀行
の「地方創生応援資金
ウィング利用事業所 

チャレンジ期間：エントリー翌月1日～（３か月間） 
＜経過＞ 
・  6/01 「健康経営の取組みに係る業務連携・協力に関する協定」締結   
・  随時  エントリー事業所へ健康づくりメニュー等送付 
・  翌月1日  チャレンジ開始 

＊株式会社第四銀行の「地方創
生応援資金ウィングⅡ」（通常
よりもご利用しやすい融資商
品）を利用する条件として、
「けんこう職場おすすめプラ
ン」を実施する。 

＜目的＞ 
 金融機関と連携し、健康経営の取組みへのインセンティブを付与する
ことで新潟県内の中小企業の健康経営の取組みをサポートし、地域社会
の健康増進と県内の中小企業の発展に資する。 

 ④金融機関との連携 

   
  エントリー事業所 
 71件（701名） 
 

   
 随時エントリー事業所 

   を募集 
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※「健康経営®」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。 

・ 一般社団法人新潟県商工会議所連合会 
・ 新潟県商工会連合会 
・ 新潟県中小企業団体中央会 
・ 一般社団法人新潟県経営者協会 
・ 新潟経済同友会 
・ 健康保険組合連合会新潟連合会  

（１）健康経営の普及と推進 
（２）健康診査の受診促進 
（３）生活習慣病等の予防と健康づくり 
（４）メンタルヘルス対策 
（５）上記目的を達成するために必要な広報等 

 経済5団体への加入事業所をターゲットにすることにより、従来の各団体単独のアプローチに
留まらず、多面的な健康づくりの推進を可能にすると共に、「健康経営」への事業主の理解と普
及を進める。また、経済５団体会員の多くを協会けんぽ加入者が占めるという特性を活かし、連
携による迅速・効果的な広報等を実践する。 

●健康経営とは？● 
事業主が「従業員の健康に配慮することは“コスト”でなく“投資”である」という
観点で、従業員の健康づくりを実践することを言います。 

 経済５団体・健康保険組合連合会新潟連合会との 

「健康経営®の普及を目指した相互連携協定」の締結 

協定締結 

１. 目 的 

２. 連携・協力事項 

３.協定締結団体 

協定締結日 ： 平成28年2月23日（火） 



 平成27年9月より塩沢信用組合の「いきいき
健康特別金利定期預金（金利上乗せ）※」の連携
を先行して実施しており、インセンティブ導入
をきっかけとした事業主・加入者への健康づく
りの浸透拡大を図る。  
 また、地域性の高い地元金融機関との連携に
より健康づくりを加速させる。 

（１）特定健康診査や特定保健指導の受診促進の取組みに関すること 
 

（２）事業所に対する健康づくりの推進等を図る取組みに関すること 
 

（３）その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること 

協定締結日 ： 平成28年3月22日（火） 

２. 連携・協力事項 

塩沢信用組合との「健康づくりの推進に向けた相互連携協定」の締結 

協定締結 

１. 目 的 
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 ※「いきいき健康特別金利定期預金」 
  協会けんぽ加入の被扶養者（40～74歳）が健診結果を塩沢信用 
 組合窓口に提示、また健診結果項目の改善により金利を上乗せする。 
 



 株式会社第四銀行および協会けんぽ新潟支部が相互に連携・協力をし、新潟県内における中小企業
の健康経営の取組みをサポートし、地域社会の健康増進と県内の中小企業の発展に資することを目的
とする。 

（１）健康経営の取組みサポートおよび普及に関する活動に関すること 
（２）健康経営に関する情報交換に関すること 
（３）その他、目的を達成するために必要な事項に関すること 

協定締結日 ： 平成28年6月1日（水） 

２. 連携・協力事項 

株式会社第四銀行との「健康経営の取組みに係る業務連携・協力に関する協定」の締結 

協定締結 

１. 目 的 
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 ※「地方創生応援資金ウィングⅡ」（通常よりもご利用しやすい融資商品）を受ける条件の一つとして、 
  協会けんぽ新潟支部が行っている事業所の健康づくりのサポート企画「けんこう職場おすすめプラン」 
  を実施する。 
 


