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【議題】 １．平成29年度保健事業実施結果について 

１）前回の健康づくり推進協議会の主なご提案について 

（1）重症化予防対策について 

・労働局の協力を得た未治療者勧奨について → 議題3.「平成30年度保健事業計画について」（Ｐ40）で説明 

・未治療者対象者項目別リスクワースト30の今後の活用方法について   
                      → 議題3.「平成30年度保健事業計画について」（Ｐ40）で説明  

（2）集団健診における血管年齢測定（無料）の実施について 

・医学的評価が困難なことによる、実施の再検討について 
                       → 議題1.「平成29年度保健事業実施結果について」（Ｐ6）で説明 

（3）歯と口腔内の健康に関する健康づくり事業について 

・口腔ケアに関する事業について  → 議題3.「平成30年度保健事業計画について」（Ｐ44）で説明 
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2）平成29年度項目別の実施結果 

※平成29年度の全国順位は暫定での順位(平成30年５月31日現在）となります。               
 また、特定保健指導の全国順位は夏以降の本部発表まで示されないため、記載 
 しておりません。 

目標 実績 全国順位（※） 実績（人数/率） 全国平均（率） 全国順位

人数 250,000人 226,756人 212,798人

率 79.2% 71.9% 68.5%

目標比 - 90.7%

人数 215,000人 205,274人 198,184人

率 68.1% 65.1% 63.8%

目標比 95.5%

人数 35,000人 21,482人 14,614人

率 11.1% 6.8% 4.7%

目標比 61.4%

人数 42,000人 27,831人 27,909人

率 44.5% 29.8% 30.8%

目標比 66.3%

人数 6,000人 5,329人 5,284人

率 14.6% 12.9% 14.8%

目標比 88.8%

人数 3,740人 2,629人 3,029人

率 9.1% 6.4% 8.5%

目標比 70.3%

人数 2,260人 2,700人 2,255人

率 5.5% 6.6% 6.3%

目標比 119.5%

人数 190人 120人 75人

率 5.0% 3.2% 3.0%

目標比 63.2%

-(4)被扶養者：特定保健指導
特定保健指導

実施率

29年度実施状況

３位

３位

18位

4位

-

-

28年度実施結果

3位

4位

3.6% 28位

2.特定保健指

導の推進

(1)被保険者：特定保健指導合計(2)+(3)
特定保健指導

実施率
13.3% 29位

(2)被保険者：特定保健指導（協会指導

分）

協会指導

実施分

-

(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

(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
6.2% 36位

1.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 54.8% 6位

(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

48.5%

(4)被扶養者：特定健診 健診受診率 22.2%

取組事業成果

検証項目
事業項目 数値項目 値区分
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３）生活習慣病予防健診実施状況（被保険者） 

29年度目標値 20,000 40,000 63,000 84,000 100,000 122,000 147,000 169,000 181,000 192,000 203,000 215,000 

29年度実績 19,763 39,181 62,385 83,111 99,097 120,077 144,116 164,235 174,582 182,222 193,821 205,274 

28年度実績 18,553 37,126 59,103 78,633 93,787 113,146 135,781 155,062 164,679 171,961 183,696 198,184 
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（人） 

取組内容 結果 

(１)新潟県との連名文書による事業主への生活習慣病予防健診の受診勧
奨 

送付数 368社（被保険者30人以上の事業所） 

(2)(1)の実施後に健診推進経費を活用した健診機関による生活習慣病
予防健診の受診勧奨 

契約５機関において実施 
申込数 132社 

(3)新規適用事業所への生活習慣病予防健診の案内及び電話勧奨 
送付数及び電話勧奨数 1,318社 
申込数 166社（申込数：12.6％） 

(4)インターネットによる生活習慣病予防健診予約状況サービスの更な
る利用促進 

アクセス数 10,386件 

平成29年度目標値 

平成29年度実績 

平成28年度実績 

平成29年度 課題 

受診者数は毎年増加しているが、新潟支部の目標値には届かなかった。３割以上の被保険者が生活習慣病予防健診未申込であり、大規模事業所
に対する受診勧奨を平成28年度・29年度と実施したが、申込数はあまり増えていない状況である。 
今後は、健診機関と連携して、小規模事業所に対する受診勧奨の実施や全事業所への制度周知・広報を強化していく必要がある。 
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４）事業者健診結果データ取得実施状況（被保険者） 

29年度目標値 2,000 3,000 4,000 5,000 8,000 12,000 16,000 19,000 22,000 26,000 30,000 35,000 

29年度実績 601 693 1,110 1,660 2,674 4,108 4,953 6,694 8,903 10,999 15,889 21,482 

28年度実績 0 390 1,834 2,224 2,652 3,530 3,980 5,009 6,391 11,096 12,261 14,614 
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（人） 

取組内容 結果 

(1)新潟県との連名文書による事業主への「事業者健診結果データ提供
に関する同意書（以下「同意書」という）」提出の勧奨 

送付数 368社（被保険者30人以上の事業所） 

(2)(1)の実施後に健診推進経費を活用した事業者健診データの取得促
進 

同意書取得数  13社 
データ取得者数 111人  

(3)委託業者による事業者健診結果データ取得の電話勧奨 
同意書取得数  550社（取得率：13.8%） 
データ取得者数 6,000人 

(4)新潟県社会保険労務士会との委託契約による事業者健診結果データ
の同意書取得勧奨 

同意書取得数  62社（取得率：47.0%） 
データ取得者数 621人 

(5)新潟労働局と連名文書による事業者健診結果データ提供の勧奨文書
送付 

同意書取得数  62社（取得率：8.2%） 
データ取得者数 232人 

平成29年度目標値 

平成29年度実績 

平成28年度実績 

平成29年度 課題 

昨年度比1.5倍の取得数となったが、新潟支部の目標値とは大きくかけ離れた実績であった。今後は、民間業者への勧奨事業の更なる推進や関係
団体との連携した勧奨の強化を図り、同意書取得のための効率的な広報周知を実施する。また、特定保健指導につなげるため、健診機関での早
期データ作成を促す。 
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５）特定健診の実施状況（被扶養者） 

29年度目標値 1,100 2,100 5,100 10,100 16,100 21,100 25,100 29,100 32,100 35,100 38,100 42,000 

29年度実績 1,118 1,649 4,224 9,233 13,351 15,388 18,622 21,766 24,015 25,260 26,575 27,831 

28年度実績 819 1,531 3,967 9,021 13,144 15,326 18,652 21,645 24,026 25,817 26,463 27,909 
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取組内容 結果 

(1)受診者に自己負担がないための、健診機関との個別契約の締結 19機関と個別契約締結 

(2)新潟市・三条市・上越市・魚沼市の未受診者への受診勧奨案内文書
の送付（新潟市・三条市は市長と支部長との連名による文書） 

案内数 新潟市：21,705人 三条市：3,060人 魚沼市：1,253人 
    上越市：3,977人  

(3)新潟市・三条市との連携による特定健診と各種がん検診の開催 
 （オプション検査として無料の血管年齢測定の実施） 

受診者数 新潟市：1,645人（受診率7.6％） 
     三条市：159人（受診率5.2%） 

(4)上越市における特定健診と各種がん検診の同時実施 受診者数 273人（受診率6.9％） 

(5)県央地域（燕市）での協会けんぽ主催の集団健診の案内及び開催 
案内数  ２,304人 
受診者数 204人（受診率8.9％） 

平成29年度目標値 

平成29年度実績 

平成28年度実績 

平成29年度 課題 

受診率は30％弱と依然低い状況にある。今後受診率を高めるために、協定市と連携した受診勧奨の拡大、併せて協定市以外での協会けんぽ主催
の集団健診実施を拡大していく。また、医師会の協力を得て、治療中の方の診療情報を取得し、特定健診実施件数増加につなげることを検討し
ていく。 
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６）特定保健指導（被保険者）の実施状況 

29年度目標値 501 1,002 1,503 2,004 2,499 3,000 3,501 4,002 4,503 5,004 5,499 5,730 

29年度実績 662 1,291 1,812 2,216 2,573 2,957 3,285 3,668 4,074 4,369 4,924 5,329 

28年度実績 227 693 1,065 1,369 1,801 2,302 2,614 3,174 3,689 4,149 4,717 5,284 

7 
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取組内容 結果 

(1)専門業者への委託による特定保健指導実施の拡大 
初回面談数 312人 
実施者数  86人（平成30年3月末まで） 

(2)健診実施機関での当日実施の拡大 
初回面談数 2,839人 
実施者数  2,614人 

(3)支部内で訪問事業所への勧奨方法の見直し 
案内数  2,257件 
実施者数 3,903人 

(4)特定保健指導実施件数の少ない委託機関（２健診機関）にて、協会
保健師による継続的な介入 

A機関 初回面談数  28年度：48件 → 29年度：84件 
B機関 初回面談数  28年度： ７件 → 29年度：20件 

平成29年度目標値 

平成29年度実績 

平成28年度実績 

平成29年度 課題 

改正個人情報保護法施行への対応により、特定保健指導対象者への勧奨時期が遅れることとなったが、勧奨方法の見直しにより、実施率は28年
度に比べ微増した。年々、健診受診者の増加しており、それに伴い、特定保健指導対象者も増加している。更に特定保健指導実施率を高めるた
めには、事業所勧奨方法の更なる見直しや、健診機関における特定保健指導の当日実施の促進、民間業者への委託の拡大を進めていく。 



７）特定保健指導（被扶養者）の実施状況 
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29年度目標値 1 2 10 24 40 56 72 92 112 134 158 190 

29年度実績 2 11 16 27 45 70 86 91 114 115 116 120 

28年度実績 0 0 1 2 20 35 44 52 57 62 64 75 

（人） 

取組内容 結果 

(1)協会主催の集団健診と合わせた委託機関による特定保健指導の実施 
案内数  239人 
実施者数 82人 

(2)上越市との個別契約による健診結果説明会当日の特定保健指導の実
施 

実施者数 0人 

(3)協会主催の集団健診会場における委託機関によるミニ健康講話の実
施、及び特定保健指導の実施 

ミニ健康講話受講者数 285人  
特定保健指導実施者数 80人（新潟市・三条市・燕市） 

平成29年度目標値 

平成29年度実績 

平成28年度実績 

平成29年度 課題 

健診当日の特定保健指導や協会主催の集団健診と合わせた委託機関による特定保健指導を拡大し、特定保健指導対象者が受けやすい環境整備を
進める。 
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８）重症化予防事業の実施状況 

平成29年度 課題 

さらに未治療者が医療機関受診に結びつくような効果的・効率的な受診勧奨をしていくため、協定市との連携事業の見直しや他の保険者との連
携事業の促進、医師会・労働局等関係団体との連携も含めて受診勧奨方法等を検討していく。 

①委託業者による電話での受診勧奨（平成29年８月より開始）

　対象者から提出された回答書をもとに、電話による受診勧奨の実施
対象者241人中169人実施

②文書での受診勧奨
　回答書の提出がない対象者に対し、医師監修による受診勧奨文書の送付

③「ワースト30対象者」への電話勧奨
　健診結果から、重症度の高い30人に対し、協会保健師による電話勧奨の実施
　本人同意が得られた場合は、事業主に対し、架電による受診勧奨への協力を依頼
　

対象者90人中64人に実施
（勧奨前に26人受診済）

(5)魚沼市との連携による糖尿病性腎症予防事業
　魚沼市在住の協会けんぽ加入未治療者へ魚沼市の保健師による人工透析予防サポートの実施
（希望制）

取組み内容

(1)本部における一次勧奨

　毎月末に医療機関への受診勧奨文書の発送
　その際、回答書を同封して、経過の確認

(2)支部における二次勧奨

(4)上越市との連携による糖尿病性腎症予防事業
　上越市在住の協会けんぽ加入未治療者へ上越市の保健師による人工透析予防サポートの実施
（希望制）

(3)「けんこう職場おすすめプラン」実施事業所への訪問勧奨実施（平成29年12月より開始）
　　協会保健師による「けんこう職場おすすめプラン」実施事業所のうち、未受診者が多い
　　事業所へは重症化予防担当保健師が訪問し、対象者へ受診勧奨方法等について確認

対象者数　6人
・申込者数　0人

結果

8,275人（28年度健診分）

対象者数　2,043人（28年度健診分）

・電話勧奨数　252人
・文書勧奨数　707人

※電話・文書での重複勧奨あり

訪問勧奨数　3事業所

対象者数　150人
・申込者数　8人



取組み内容 結果 

第3期 チャレンジ期間：6/1～9/30のうち任意の３ヶ月間 
 

  ・エントリー事業所数 641社（うち 金賞39社） 
         （発展コース；82社  導入コース；559社） 
 
  ・エントリー人数  6,390人 
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９）新潟支部データヘルス計画（けんこう職場おすすめプラン第3期）の状況 

（１）「発展コース」・「導入コース」の設定   
 
 コンセプト 
 

 「発展コース」…健康経営を社内外へ発信 
         「健康経営優良法人認定制度」認定基準の 
         未達成項目をサポート 
 「導入コース」…スモールチェンジ 
         健康づくりのきっかけづくり 
 
（２）医師監修のもと業態別・リスク別の特徴に対応した  
 「健康づくりメニュー」の作成 
 
（３）案内文書を事業所に送付した後、電話勧奨を実施 
 
（４）幹部職員による大規模事業所への訪問勧奨 
 
（５）関係団体との連携 
  ① 新潟県「元気いきいき健康企業」登録 
  ② 塩沢信用組合との連携モデル 
  ③ 新潟市健康寿命延伸アワードへの登録 

 ＜関係団体との連携＞ 
 （１）新潟県「元気いきいき健康企業」登録事業所  33社 
 
 （２）塩沢信用組合との連携モデル         70社 

＜健康経営優良法人2018認定（新潟支部）＞ 
 「けんこう職場おすすめプラン」にエントリーした 
 事業所を「健康経営優良法人認定制度」へ申請 
 
 ・中小規模法人部門認定事業所数 21社 
             ※全国 776社 
 
 ・大規模法人部門認定事業所数  2社 
             ※全国 541社 
   

平成29年度 課題 

 健康経営を実践する事業所・「けんこう職場おすすめプラン」チャレンジ経験のある事業所へ向け、「健康経営優良法人認定制度」へつなげる
コースを新設した。コースの新設に合わせ、アドバイザーである医師の監修を受け、活用ツールである「健康づくりメニュー」に「健康経営優良法
人認定制度」の認定要件を満たす内容を追加し改訂した。 
 実施後の事業所アンケートでは「結果が出る健康づくりメニュー」への要望もあり、次期の支部データヘルス計画では、支部の健康課題である
「脳卒中の発症予防」に繋がる新たな仕組みつくりを行う。また、現在単独で事業を進めている重症化予防について、次期の支部データヘルス計画
に取り込んで実施する。 
 経済団体との連携強化を図るとともに、県に参画を依頼し、健康経営の普及を促進させる。 



10）その他の保健事業の状況 
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平成29年度 課題 

 喫煙対策の一環として、歯と口腔内の健康講話等の実施やＣＯＰＤ検診を更に推進する。また、関係団体等と連携した健康づくり事業については、
加入者の立場に立った事業運営と事業の成果に繋がるように検討していく。 

取組み内容 結果 

新潟県歯科保健協会へ歯の健康講話 

とブラッシング指導の委託 

（目標；30事業所） 

実施事業所数：新潟県内2５事業所 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）検診事業 

（目標；1,200人） 
実施者数：1,０４５人 

自治体等の健康づくりイベントへの 

協賛・連携 

【新潟県】 

 ・企業と健康フォーラムの共催（平成29年８月） 
 ・健康経営推進セミナー後援（平成30年２月） 

【新潟市】 

 ・新潟市市民公開講座（平成29年7月） 

 ・新潟市民健康福祉まつり（平成29年10月） 

【見附市】 

 ・見附健幸フェスタ2017（平成29年6月） 

【柏崎市】 

 ・柏崎元気館健康まつり（平成29年９月） 

【新潟県社会保険協会】 

 ・「佐渡を歩こう元気ハツラツ健康ウォーク」への参画（平成29年9月） 

【新潟県歯科医師会】 

 ・社会保険委員会における歯科医師会専務理事による講話 

【厚生労働省】 

 ・「働き方改革」実践ノウハウ獲得セミナーへの参画（平成30年２月） 

 ・事業協定の締結 

【長岡市】 

 ・長岡ウオーク（平成29年10月） 

【新潟県薬剤師会】 

 ・事業協定の締結 

 ・歯科受診率向上プロジェクト 
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【議題】 ２．平成30年度以降の事業運営の方向性について 

１）保険者機能強化アクションプラン第４期の概要① 
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１）保険者機能強化アクションプラン第４期の概要② 
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１）保険者機能強化アクションプラン第４期の概要③ 
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2）第２期データヘルス計画の概要① 



16 

2）第２期データヘルス計画の概要② 
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2）第２期データヘルス計画の概要③ 
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３）新潟支部第２期データヘルス計画の概要① 

背景 

＜加入者の状況（H27年度）＞ 
・事業所業態別被保険者の割合 
 建設業：14.7％（全国10.2％） 
 製造業：23.7％（全国17.9％） 
 医療・福祉：16.2％（全国17.1％） 
 サービス業：7.9％（全国10.0％） 
・50歳以上の加入者割合が高い 
            30.7%（全国28.6%） 
 
 
 
 
●建設業・製造業の割合が高く、医療・福祉、サービス業の割合が低い 
●全国の加入者と比較すると、50歳以上の割合が高く、男性の加入者が多い。 
 また、標準報酬月額は全国平均よりも低く、扶養率も低い。 
●健診の受診率は高い（全国でも上位）が、それに比べ特定保健指導実施率は低い。 
●病床数が全国でも低く、医師の数も不足している。 
 
 
 
 

＜健診・保健指導の状況（H28年度）＞ 
・生活習慣病予防健診受診率 
 63.8％（全国48.5%）全国3位 
・特定健診受診率 
 30.8％（全国22.2％）全国4位 
・特定保健指導実施率（被保険者） 
 14.8％（全国13.3％） 

＜新潟県の状況＞ 
・平均寿命（H25年） 
 男：80.30年（全国80.21年） 
 女：86.77年（全国86.61年） 
・健康寿命（H25年） 
 男：71.47年（全国71.19年） 
 女：74.79年（全国74.21年） 
・病床数（人口10万人当たり） 
  ：全国32位 
・医師数（人口10万人当たり） 
  ：全国44位 
 

不適切
な 
生活 
習慣 

＜特定健診質問票（H27年度）＞ 
・運動習慣  
 男：19.7％（全国22.2％） 
 女：13.0％（全国15.0％） 
・歩行または身体活動 
 男：31.0％（全国34.4％） 
 女：26.8％（全国32.7％） 
 
 
 
 
●運動や1日の歩数も全国平均を下回っており、車を使用する場合が多い。 
●夕食後の間食をする人の割合が、女性で全国平均を上回っている。 
●朝食を欠食する人の割合は全国平均よりも少ない。 
●男女ともに保健指導を希望する人の割合が少ない。 
 

＜H28年 国民健康・栄養調査＞ 
・野菜摂取量 
 男：295ｇ（全国284ｇ）全国14位 
 女：291ｇ（全国270ｇ）全国 9位 
・食塩摂取量 
 男：11.3ｇ（全国10.8ｇ）全国 9位 
 女：  9.4ｇ（全国  9.2ｇ）全国12位 
・歩数 
 男：7,029歩（全国7,779歩）全国35位 
 女：6,186歩（全国6,776歩）全国34位 

・夕食後の間食習慣 
 男：14.1％（全国15.2％） 
 女：22.1％（全国21.5％） 
・保健指導希望者 
 男：31.3％（全国36.3％） 
 女：30.8％（全国36.8％） 

運動習慣の 
ある人が 
少ない 

食塩の摂取
量が多い 

男性：喫煙
者が多い 

生
活
習
慣
の
乱
れ 

（1）対策を図る健康課題を絞る 

≪現     状≫ ≪課題≫ 
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生活 
習慣病 
予備群 

＜健診データ（H27年度）＞ 
・HbA1c≧5.6％ 
 男：55.0％（全国50.8％）女：48.2％（全国46.1％） 
・拡張期血圧≧85ｍｍHｇ 
 男：32.3％（全国30.6％）女：14.3％（全国14.9％） 
・高血圧（≧140/90ｍｍHgまたは服薬） 
 男：38.1％（全国36.7％）女：20.7％  (全国22.6％） 
・服薬中（血圧） 
 男：19.6％（全国19.1％）女：11.7％（全国12.5％） 
・高血圧の者のうち服薬中（血圧） 
 男： 46.2％（全国46.5％）女：48.9％（全国48.2％） 
 
 
 
 
 
 
●HbA1cが5.6％以上の割合が男女ともに全国平均を上回っている。 
●拡張期血圧85以上、服薬中（血圧）の割合が男性が全国平均を上回っている。 
●高血圧者のうち服薬中の割合が男性で全国平均を下回っている。 
●男性の喫煙率、女性の脂質リスク保有率が全国平均を上回っている。 

＜都道府県支部別健診データ（H27年度）＞ 
 ※被保険者の健診データ 
・腹囲リスク保有率 
 新潟：30.0%（全国34.3％）全国46位 
 男 ：40.4％（全国45.6％）全国46位 
 女 ：11.2％（全国12.9％）全国44位 
・血圧リスク保有率 
 新潟： 38.5％（全国40.2％）全国36位 
 男 ：45.7％（全国46.2％）全国32位 
 女 ：25.5％（全国28.9％）全国44位 
・メタボリックシンドローム保有率 
 新潟：12.1％（全国13.9％）全国44位 
 男 ：17.0％（全国19.0％）全国45位 
 女 ：  3.4％（全国  4.2％）全国46位 
・喫煙 
 新潟：34.6％（全国34.4％）全国17位 
 男 ：44.9％（全国43.7％）全国20位 
 女 ：16.0％（全国16.9％）全国22位 

≪現     状≫ 
保健指導
を希望す
る人が少

ない 

≪課題≫ 

保
健
指
導
を
利
用
せ
ず
要
医
療
へ 

高血圧 

生活 
習慣病 

＜加入者1人当たり医療費（H27年度）＞ 
・各診療医種別（入院・入院外・歯科）において 
 全国平均を下回っており、全診療種別におけ 
 る加入者1人当たり医療費は、沖縄、長野に 
 次いで3番目に低い。 
・生活習慣病が占める割合（入院）が高い 
 38.4％（全国36.5％） 
・生活習慣病ごとの1人当たり医療費 
 脳血管疾患（入院外）、悪性新生物（入院、 
  入院外）、脂質異常症（入院外）が全国平均を 
  上回っている 
 
  

加入者1人当たり医療費 ：159,806円（全国170,422円） 
入院           ：  43,618円（全国  48,457円） 
入院外          ：  98,683円（全国103,154円） 
歯科             ：  18,810円（全国  17,504円） 
 
 
 
 
 
 

脳血管疾患（入院）    ：    2,726円（全国    3,001円） 
脳血管疾患（入院外）   ：    1,248円（全国    1,058円） 
高血圧（入院）      ：       119円（全国       145円） 
高血圧（入院外）         ：    9,124円（全国    9,288円） 
悪性新生物（入院）    ：    8,722円（全国    8,427円） 
悪性新生物（入院外）   ：    6,394円（全国    6,483円） 
心疾患（入院）            ：    2,518円（全国    3,456円） 
心疾患（入院外）         ：    2,219円（全国    2,263円） 
脂質異常症                  ：    4,624円（全国    4,326円） 

さらに 
重症化
へ 

（1）対策を図る健康課題を絞る 

３）新潟支部第２期データヘルス計画の概要② 
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重症化 

要介護 
状態 
死亡 

＜受診勧奨通知送付者の医療機関受診率（H27年度）＞ 
 ・一次勧奨：6.7％（全国7.4％） 
 ・二次勧奨：8.0％（全国9.4％） 
 
 
●医療機関受診率が全国平均より低く、受診につながっていない。 
●複数年連続で受診勧奨に該当している方ほど、より重症域にある 
 二次勧奨該当者が高くなっている。 
●どこに受診してよいかがわからない方がいる 

＜平均寿命と健康寿命の差＞ 
    男：8.83年（全国9.02年） 
     
    女：11.98年（全国12.40年） 
 
     
 
 
 
 
 
●死亡原因に占める脳血管疾患、脳梗塞の割合は全国で男女ともにワ－スト10位以内と高く、 
 胃がんも男性はワ－スト5位以内と高い。 
 

＜都道府県別年齢調整死亡率（H27年度）＞ 
 
  脳血管疾患：男：全国 5位 
         女：全国 9位 
  脳梗塞     ：男：全国 6位 
           女：全国 8位 
  胃がん     ：男：全国 4位 
           女：全国 12位 
  心疾患   ：男：全国 36位 
           女：全国 44位 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

≪現     状≫ ≪課題≫ 

脳血管疾患 

（1）対策を図る健康課題を絞る 

３）新潟支部第２期データヘルス計画の概要③ 
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脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

（2）上位目標（重大な疾患の発症を防ぐ-１０年以上経過後に達する目標-） 

脳血管疾患の発症を防ぐ 

（3）中位目標（検査値等が改善する-６年度に達成する目標-） 

新潟支部被保険者の血圧リスク保有率38.5％（平成27年度）を35.0％へ減少させる 

（4）下位目標（中位目標達成に近づくための数値目標-平成30年度から35年度までに） 

・特定健診（被保険者）受診率を80％にする 
・特定保健指導（被保険者）の実施率を20%にする 
・特定保健指導対象者の減少率を40%にする 
・未治療者（被保険者）の医療機関受診率を20%にする 
・健康宣言事業所数を3,000事業所にする 
・高血圧予防・改善コースに取り組む事業所を570事業所にする 
 （取組者数：7,500人） 

３）新潟支部第２期データヘルス計画の概要④ 
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脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

下位目標 特定健診（被保険者）受診率を80％にする

（5）下位目標に向けての活動計画 

３）新潟支部第２期データヘルス計画の概要⑤ 

概要 具体策

特定健診受診率や事業者健診データ取得率
の向上のため、関係団体との連携の強化を
図るとともに、外部委託の活用、効果的な
広報周知などを実施する

運輸局、建設業協会等との連携による業態別への受診促進を実施する

労働局等との連携による受診促進を実施する

事業者健診データ取得業務、健診受診勧奨業務について、民間業者を活用
する

健診委託機関不在及び不足地域において、健診機関の委託拡大に向けた営
業活動を行うなど、加入者が受診しやすい体制を整備する

社会保険労務士会と連携し、事業者健診データの取得業務を行う

事業所への周知広報の方法を変更するなどの工夫により、効率的に事業者
健診データの取得促進を図る

健診予約状況サイトの拡充を図る
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脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

（5）下位目標に向けての活動計画 

下位目標 特定保健指導対象者（被保険者）の実施率を20％にする

下位目標 特定保健指導対象者（被保険者）の減少率を40％にする

広報媒体（マンガチラシ・トップセールス・連名文書等）を活用し、け
んこう職場おすすめプラン参加事業所へ特定保健指導を実施する

実施率の向上に繋げるために、利便
性の向上に向けた実施体制の整備を
図る。また、効果的な広報周知、事
業所（事業主・担当者）への働きか
けを行う

健診機関や民間業者の委託による、特定保健指導実施地域を拡大させる

健診当日の初回面接の実施を促進する

概要 具体策

喫煙者への禁煙指導・禁煙外来の紹介、事業所での集団学習を実施する

対象者の改善意欲の向上のために新たな対策を導入する
減少率の向上のため、保健師等のス
キルアップを図る。また、対象者の
意識向上、行動変容への働きかけを
強化する

保健師等の知識・技術の向上のために研修会を行う

概要 具体策

３）新潟支部第２期データヘルス計画の概要⑥ 
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脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

（5）下位目標に向けての活動計画 

下位目標 未治療者（被保険者）の医療機関受診率を20％にする

健診結果要治療者への受診勧奨促進
のため、健診機関による受診勧奨お
よび事業主への働きかけ（協力依
頼）を強化する

健診機関による受診勧奨を強化させる

自治体、医師会との連携し重症化を予防する

事業主へ広報周知を実施する

二次勧奨対象者の特徴を捉え、それ
に合わせた勧奨内容・方法を実施
し、医療機関受診率を向上させる

二次勧奨対象者へ受診勧奨を強化する

受診勧奨の業務について民間業者を活用する

概要 具体策

３）新潟支部第２期データヘルス計画の概要⑦ 
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脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

（5）下位目標に向けての活動計画 

下位目標 　健康宣言事業所を3,000事業所にする

健康経営優良法人認定制度の申請件数拡大のため、地域別にターゲットを絞った勧奨活動を実施する

県の健康マップを活用した、高血圧に特化した広報媒体を作成のうえ配付する

けんこう職場おすすめプラン参加事業所、健康
経営優良法人申請事業所の拡大。研修会、健康
経営セミナー、広報誌を活用した事業内容の展
開。さらに協定締結した7関係団体と連携した
健康経営の普及活動を実施する

けんこう職場おすすめプラン参加事業所数拡大のため、地域別、業態別にターゲットを絞った勧奨活動を実施

協定締結した7関係団体、新潟県と連携し、セミナーや広報誌で健康経営の周知をするとともに、健康宣言を
推進している民間企業とも連携し、健康経営の普及活動を行う

セミナー、研修会、広報誌、健康経営取組事例集、県の健康マップを活用した健康経営の普及活動を行う。

概要 具体策

３）新潟支部第２期データヘルス計画の概要⑧ 
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脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

（5）下位目標に向けての活動計画 

下位目標
高血圧予防・改善コースに取り組む事業所を570事業所に
する（取組者数：7,500人）

３）新潟支部第２期データヘルス計画の概要⑨ 

取組みやすいコースの内容を検討のうえ、実施する

「けんこう職場おすすめプラン」を活用し、「高血圧予防・改善コース」に
取組む事業所数を拡大していく

研修会や広報誌による高血圧に関する周知活動を実施する

概要 具体策

「けんこう職場おすすめプラン」を活用し、
禁煙、運動療法で高血圧リスク保有の減少を
図る。また、関係団体と連携し、セミナーや
研修会を実施し、周知を図る
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４）インセンティブ制度の評価項目における新潟支部の状況① 

脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

【基本的な考え方】 

○  現行の後期高齢者支援金の加算・減算制度（以下「加減算制度」という。）は、全国健康保険協会（以下「協会けんぽ」と

いう。）も含めた全保険者を対象としているが、加算・減算となる保険者は限定されており、協会けんぽには加算・減算がな

されていない。 

 

○ 一方、医療保険制度改革骨子（平成27年１月13日社会保障制度改革推進本部決定）においては、この加減算制度につい

て、平成30年度から、「予防・健康づくり等に取り組む保険者に対するインセンティブをより重視するため、多くの保険者

に広く薄く加算し、指標の達成状況に応じて段階的に減算する仕組みへと見直す」こととされている。 

 

○  また、この加減算制度については、加入者の属性や保険者の規模など、保険者ごとに状況が異なる中で、一律の土台で実績

を比較することは不適切である等の指摘がなされていた。 

 

○ このため、平成30年度からの新たな加減算制度では、母体となる企業等がその従業員を加入者として設立した保険者とい

う点で共通の基盤を持つ健康保険組合と共済組合を対象とする一方、協会けんぽについては、事業所が協会に強制加入してい

るものであって保険者としての性質が異なることから対象外とされた。 

 

○ その上で、日本再興戦略改定2015（平成27年６月30日閣議決定）において、協会けんぽについては、「新たなインセン

ティブ制度の創設に向けた検討を行う」とされ、未来投資戦略2017（平成29年６月９日閣議決定）では「協会けんぽにつ

いては来年度からインセンティブ制度を本格実施し、2020年度から都道府県保険料率に反映する」とされた。 

 

○  このように、今回の加減算制度の見直しは、保険者ごとの基盤や特性を踏まえて、それぞれの土台の上で行われるものであ

るが、インセンティブ制度として実績、努力に報いる設計とする。具体的には、後期高齢者医療制度への拠出金をベースにし

て、報奨制度とする。 

（1）インセンティブ制度の導入にあたって 



28 

４）インセンティブ制度の評価項目における新潟支部の状況② 

脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

 
 
 
 

①評価指標・②評価指標ごとの重み付け 

 ■特定健診・特定保健指導の実施率、要治療者の医療機関受診割合、後発医薬品の使用割合などの評価指標に基づき、支部ごとの

実績を評価する。 
 
 ■評価方法は偏差値方式とし、平均偏差値である50を素点50とした上で、指標ごとの素点を合計したものを支部の総得点とし全

支部をランキング付けする。 
 

③ 支部ごとのインセンティブの効かせ方について 

 ■保険料率の算定方法を見直し、インセンティブ分保険料率として、新たに全支部の後期高齢者支援金に係る保険料率（平成29

年度は全支部一律で2.10％）の中に、0.01％（※）を盛り込む。 

   （※）協会けんぽ各支部の実績は一定の範囲内に収斂している中で、新たな財源捻出の必要性から負担を求めるものであるため、保
険料率への影響を生じさせる範囲内で、加入者・ 事業主への納得感に十分配慮する観点から設定。 

 
 ■制度導入に伴う激変緩和措置として、この新たな負担分については、３年間で段階的に導入する。 

   平成30年度（平成32年度保険料率）：0.004％ ⇒ 平成31年度（平成33年度保険料率）：0.007％ ⇒  
     平成32年度（平成34年度保険料率）：0.01％ 

   

 ■その上で、評価指標に基づき全支部をランキング付けし、ランキングで上位過半数に該当した支部については、支部ごとの得点

数に応じた報奨金によって段階的な保険料率の引下げを行う。 

【制度のイメージ】 

 
 
 
 

  医療保険制度改革骨子や日本再興戦略改定2015等を踏まえ、新たに協会けんぽ全支部の後期高齢者支援金に係る保険
料率の中に、インセンティブ制度の財源となる保険料率（0.01％）を設定するとともに、支部ごとの加入者及び事業主の
行動等を評価し、その結果が上位過半数となる支部については、報奨金によるインセンティブを付与。 

制度趣旨 

支部ごとのランキング ＜上位＞ ＜下位＞ 

インセンティブ分保険料率 
（0.01％） 

インセンティブ 
（報奨金） 

インセンティブ 

財源負担 

0 

（２）インセンティブ制度の概要 
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４）インセンティブ制度の評価項目における新潟支部の状況③ 

脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

 インセンティブ制度では、平成29年度から試行実施を行う（試行実施の段階では保険料率への反映はしない）。  
 平成30年度から本格実施し、その結果を平成32年度の都道府県単位保険料率に反映する。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度 

（
参
考
）激
変
緩
和
措
置 

インセンティブ 
制度試行実施案

の検討 

試行実施 
※保険料率への 
反映はなし 

↓ 
上半期を目途に 
実績を暫定集計 

本格実施 

平成32年度 
都道府県単位 
保険料率決定 

平成32年度 
都道府県単位 
保険料率 

※インセンティブ制度
の結果を反映 

激変緩和措置（平成31年度末まで） 

本格実施に 
向けた検討 

加入者等の 
行動変容 
支部の取組 

30年度の 
実績評価 

（３）インセンティブ制度の導入スケジュールについて 
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４）インセンティブ制度の評価項目における新潟支部の状況④ 

脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

【基本的な考え方】 

○ 評価指標の選定にあたっての基本的な考え方は以下のとおり。 

 ■ インセンティブ制度は、加入者及び事業主の負担する保険料率に影響を及ぼすため、単に保険者が取組を実施している

か否かといった指標ではなく、加入者や事業主の行動も評価されるものを選定する 

 ■ 制度の公平感や納得感を担保するため、可能な限り定量的指標を選定する 

 ■ 費用対効果やマンパワー等の支部における実施可能性といった点にも配慮する 

 

○ また、これらの評価指標の実績値については、既に支部ごとに差が生じている状況にあるが、仮に毎年度の実績値のみで

評価を行った場合には、支部ごとの順位が固定化するおそれがあるため、単年度の実績だけでなく、前年度からの実績値の

伸び率や数も評価指標とし、それぞれを一定の割合で評価する必要がある。 

 

○ その際、既に高い実績をあげている支部については、その後の伸び幅が小さくなる傾向にあることから、前年度からの実

績の伸びを評価する際には、支部ごとの伸びしろ（100％－当該支部の実績値）を踏まえて評価することが公平である。   

 

○ さらに、実績値の算出方法については、例えば、支部加入者数を分母とし、分子には、 

  ①支部加入者のうち健診受診者数 

   又は 

  ②支部の都道府県内の健診機関における健診受診者数（他支部加入者が含まれる。） 

  とすることが考えられるが、今回のインセンティブ制度では加入者の負担する保険料率にその結果を反 

  映するため、加入者自らの行動について、自らが加入し、保険料を負担する支部の実績として評価され  

  るよう、①の方法を採ることが適当である。 

（４）インセンティブの評価指数、評価指数ごとの重み付けについて① 
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４）インセンティブ制度の評価項目における新潟支部の状況⑤ 

脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

（４）インセンティブの評価指数、評価指数ごとの重み付けについて② 

【基本的な考え方】 

 

○ 実績の算定時期については、通年ベース（毎年４月～３月）でのデータを用いることが、支部ごとの公平性を

担保する観点からも重要である（詳細なデータの内容については【具体的な評価方法】を参照）。 

 

○ なお、支部ごとの医療費適正化の取組の成果については、医療給付費の抑制を通じて既に現在の保険料率に反

映されているが、今回のインセンティブ制度においては、現在の加入者が高齢者となった際の将来的な医療費の

適正化に資するという点で後期高齢者支援金に係る保険料率にインセンティブを働かせるものであり、評価の対

象が異なる。 

【具体的な評価方法】 

○ 下表のとおり、評価指標及び実績の算出方法を定め、評価指標内では【】で記載した評価割合を用いて評価す

る（この際、使用するデータは毎年度４月～３月までの分の実績値を用いることとする）。 

○ 評価方法は偏差値方式とし、平均偏差値である50を素点50とした上で、指標ごとの素点を合計したものを支

部の総得点としランキング付けを行う。  

○ 前年度からの実績値の伸びを評価する際には、以下のとおり支部ごとの伸びしろ（100％－当該支部の実績

値）に占める割合を評価する。 

      対前年度伸び幅（率）  

    100％－当該支部の実績 
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４）インセンティブ制度の評価項目における新潟支部の状況⑥ 

脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【】は評価指標内での評価割合 

（％） 

（％） 

（４）インセンティブの評価指数、評価指数ごとの重み付けについて③ 

平成28年度実績：58.0％（全国3位） 
 

平成28年度実績：6.8％（全国1位） 
 

平成28年度実績：7.6％（全国10位） 

平成28年度実績：13.9％（全国31位） 
 

平成28年度実績：2.8％（全国10位） 
 

平成28年度実績：32.4％（全国5位） 
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４）インセンティブ制度の評価項目における新潟支部の状況⑦ 

脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

※【】は評価指標内での評価割合 

（％） 

（％） 

（％） 

（４）インセンティブの評価指数、評価指数ごとの重み付けについて④ 

平成28年度実績：8.4％（全国45位） 
 

平成28年度実績：0.9％（全国36位） 

平成28年度実績：70.9％（全国10位） 
 

平成28年度実績：20.3％（全国7位） 

平成28年度実績：34.6％（全国27位） 
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４）インセンティブ制度の評価項目における新潟支部の状況⑧ 

脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

【基本的な考え方】 

○ 医療保険制度改革骨子の「予防・健康づくり等に取り組む保険者に対するインセンティブをより重視するため、多くの保険者

に広く薄く加算し、指標の達成状況に応じて段階的に減算する仕組み」という趣旨を踏まえれば、全ての支部に今回のインセン

ティブ制度の効果を及ばせ、「頑張った者が報われる」仕組みとする必要がある。 

 

○ また、協会けんぽについては新たな加減算制度の対象外となり、他の医療保険者との比較による新たな財源は見込まれないこ

とから、まずは今回のインセンティブ制度の財源となる分について、支部間の公平性の担保にも配慮し、全支部が一律の割合で

負担するよう、後期高齢者支援金に係る保険料率の算定方法を見直すこと（インセンティブ制度分保険料率の設定）が適当であ

る。 

 

○ その際、当該負担分の規模については、協会けんぽの各支部の特定健診受診率等の実績は一定の範囲内に収斂しており、健保

組合・共済組合が対象となる見直し後の加減算制度の考え方をあてはめれば、基本的に加算される支部はない状態で負担を求め

ることとなるため、加入者・事業主の納得性にも十分配慮する必要がある。 

 

○ 加えて、インセンティブ制度は保険料率に影響を与える新規制度であることに鑑みれば、新たな加減算制度と同様に、３年程

度で段階的に負担を導入していくことが必要である。 

   

○ その上で、評価指標に基づき全支部をランキング付けし、ランキングで上位過半数に該当した支部については、報奨金による

保険料率の引下げという形でのインセンティブを付与することが適当である。 

 

○ なお、災害その他やむを得ない事情で適切な評価を行うことが困難である支部については、公平性の観点からも、個別の事情

に応じて前述の負担及び保険料率の引下げの適用を除外することが適当である。 

（5）支部ごとのインセンティブの効かせ方について① 



35 

４）インセンティブ制度の評価項目における新潟支部の状況⑨ 

脳血管疾患 

不健康期間 
 の増加 
医療費の伸び率 
   の増加 

【具体的な評価方法】 

 

○ 保険料率の算定方法を見直し、インセンティブ分保険料率として、新たに全支部の後期高齢者支援金に係る保険料率（平成

28年度は全支部一律で2.10％）の中に、 0.01％ （※）を盛り込むこととする。 

 （※）協会けんぽの保険料率は少数点第２位まで算出するものとされているため、この負担分については、全ての支部の保険

料率に影響を与えることとなる。 

 

○ 制度導入に伴う激変緩和措置として、この新たな負担分については、３年間で段階的に導入する。 

  平成30年度（平成32年度保険料率）：0.004％ ⇒ 平成31年度（平成33年度保険料率）：0.007％ ⇒  
  平成32年度（平成34年度保険料率）：0.01％ 

   

○ その上で、評価指標に基づき全支部をランキング付けし、ランキングで上位過半数に該当した支部については、支部ごとの

得点数に応じた報奨金による段階的な保険料率の引下げを行う。 

 

○ 災害その他やむを得ない事情で適切な評価を行うことが困難である支部については、公平性の観点からも、個別の事情に応

じて前述の負担及び保険料率の引下げの適用を除外する。 

（5）支部ごとのインセンティブの効かせ方について② 
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【議題】 3．平成30年度保健事業計画について 

１）平成30年度事業計画の概要 

コンセプトと主な重点施策 

コンセプト 
 
 『データ分析に基づいた第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の 
  着実な実施』 
 

主な重点施策 
（1）特定健康診査の推進及び事業者健診データの取得促進 
（2）特定保健指導の推進 
（3）重症化予防対策の推進 
（4）事業主等の健康づくり意識の醸成を目指した取組み（コラボヘルス） 
（5）各種業務の展開 
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2）平成30年度実施目標数 

30年度ＫＰＩ
（新潟支部）

30年度ＫＰＩ
（全国）

第3期
特定健診等実施計画

（30年度）

第３期
特定健診等実施計画

（30-35年度）

生活習慣病
予防健診

67.8%
223,000人

55.9% 50.9%

事業者健診
9.1%

30,000人
8.0% 7.0%

39.6%
37,000人

29.5% 25.8%

計
実施率

実施者数
68.6%

290,000人
65.0% 57.8%

被保険者
実施率

実施者数

15.4%
6,500人

協会実施分　3,500人
外部委託実施分　3,000人

15.0%

被扶養者
実施率

実施者数
6.3%
210人

5.0%

計
実施率

実施者数
14.8%

6,710人
14.5%

重
症
化
予
防

計

受診勧奨後
後、3か月
以内に医療
機関に受診

11.1% 12.9% 11.1% -

特
定
保
健
指
導

35%以上20.6%

特
定
健
康
診
査

被保険者

65%以上

被扶養者　特定健診
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3）各事業の取組内容① 

（1）特定健康診査の推進及び事業者健診データの取得促進 

①生活習慣病予防健診申込書と事業者健診結果データ提供 

 同意書の同時案内 

  平成30年度生活習慣病予防健診申込書を全事業所へ案内する際に、 

事業者健診結果データ提供の同意書も併せて同封することで、生活習 

慣病予防健診を受診しない事業所からの同意書提供を依頼する。 

②運輸局との連携による受診勧奨 

 運輸局と連携し、運送事業所に対して、生活習慣病予防健診の受診 

勧奨と同時に事業者健診結果データの提供を依頼する文書を連名で送 

付する。 

③健診機関や民間業者を活用した受診勧奨 
 民間委託による事業所への事業者健診結果データ提供の電話勧奨 

を拡大する。 

④かかりつけ医からの診療情報の取得 

 上越医師会と連携し、上越市内の医療機関において治療中の方で、 

特定健診の基本的な健診項目と同等の検査を実施しており、本人の 

同意を得られた場合、その検査結果を取得する。 

⑤協定市以外における協会主催の集団健診の実施 
 主に、特定健診の受診率が低い自治体にて、健診機関を活用し、 

協会けんぽ主催の集団健診を実施する。 

⑥協定市との連携による特定健診とがん検診の同時実施の拡大 
 新潟市・三条市・上越市・魚沼市との連携による特定健診とがん 

検診の同時実施に加え、新たに柏崎市で実施する。 

 

事業名 事業の概要等 

〈 拡大 〉 

〈 

 
拡大 〉 

〈 新規 〉 

〈 新規 〉 

〈 新規 〉 

〈 拡大 〉 
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（2）特定保健指導事業の推進 

3）各事業の取組内容② 

①特定保健指導における血液検査等検査の導入 

（被保険者） 

 特定保健指導時、または特定保健指導後に、特定保健指導対象者に 

対して、健診委託機関にて血液検査を実施し、生活習慣改善の効果を 

②健診機関や民間業者を活用した委託促進 

（被保険者） 

 健診機関や専門の民間業者に委託して、実施率が低い地域や協会けんぽ 

の保健師等が不在の地域を中心に、特定保健指導を実施する。 

③健診当日の初回面接の実施促進 

 （被保険者・被扶養者） 
 健診当日に、健診機関にて特定保健指導の初回面接実施を拡大する。 

④にいがた健康支援薬局と連携した特定保健指導 

 の実施（被扶養者） 

 新潟市内の「にいがた健康支援薬局」と連携した被扶養者に対する 

特定保健指導を実施する。 

事業名 事業の概要等 

〈 拡大 〉 

〈 新規 〉 

〈 拡大 〉 

〈 新規 〉 

確認する。 
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（3）重症化予防対策の推進 

3）各事業の取組内容③ 

①健診機関での結果通知時の受診勧奨の強化
　健診機関からの健診結果通知時に、健診結果が「要治療」又は「要精
密検査」者に対する受診勧奨を強化するように、健診実施委託契約の内
容を追加する。

②南魚沼地域との連携による腎専門医への受診勧奨

　南魚沼郡市医師会及び南魚沼地域慢性腎臓病対策推進会議の協力を得
て、南魚沼市・湯沢町在住の当支部加入者で、生活習慣病予防健診結果
から、腎専門医受診対象と診断された者に対して国保の受診勧奨の仕組
みと同様に腎専門医への受診勧奨を行う。

③二次勧奨対象者への受診勧奨の強化

　委託業者による電話での受診勧奨を継続するとともに、要受診勧奨対
象者が在籍する事業所へ協会保健師の訪問を拡大する。
　更に、未治療対象者項目別リスクワースト30該当者への受診勧奨事業
をワースト50に拡大して実施する。
　また、協定締結に基づく上越市・魚沼市の保健師等による人工透析予
防サポートの実施は継続するとともに、他の協定市での新規実施を促
す。
　更に、労働局と連携した未治療者勧奨事業について、協力要請を行
う。

事業名 事業の概要等

〈拡大〉

〈新規〉

〈新規〉
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（4）事業主等の健康づくり意識の醸成を目指した取組み（コラボヘルス）① 

3）各事業の取組内容④ 

平成30年度「けんこう職場おすすめプラン」第4期スタート 

チ
ャ
レ
ン
ジ 
終
了
後 

➊新潟県「元気いき
いき健康企業」登録
事業への申請 
（チャレンジ終了後、
登録申請書を送付し
ます） 
➋経済産業省・日本
健康会議「健康経営
優良法人認定制度」 
への認定申請 

① 導入コース 

コンセプト 
■スモールチェンジ 
■きっかけづくり 

② 顕彰制度チャレンジコース 

コンセプト 
社会的評価による 
健康経営の見える化 

内 容 
オリジナル「健康づくりメニュー」に取組む 
 事業所共通のメニュー １つ以上 
 個人ごとのメニュー  １つ以上 

期 間 
３か月（定められたチャレンジ期間から、通年でエント

リー可能となります） 

人 数 従業員（被保険者）の3分の1以上が望ましい 

目 標 県内３００社 

①導入コース・②顕彰制度チャレンジコースについて 
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（4）事業主等の健康づくり意識の醸成を目指した取組み（コラボヘルス）① 

3）各事業の取組内容⑤ 

平成30年度「けんこう職場おすすめプラン」第4期スタート 

内 容 

■事業主による健康宣言（ステップ1） 
 
■協会けんぽによる健康支援（ステップ2・4・5） 
 ・専門職による健康講話 
 ・協会けんぽ保健師による健康相談 
 ・協会けんぽからの健康情報の定期的通信 
 ・その他、職場の健康づくりへの取り組みのサポートなど 
 
■「健康づくりメニュー」に取組む（ステップ3・アクション1） 
 事業所共通のメニュー １つ以上 
 個人ごとのメニュー  １つ以上 
 
■定期的な血圧測定（アクション2） 

期 間 ５か月（定められたチャレンジ期間から、通年でエントリー可能となります） 

目 標 
昨年度、けんこう職場おすすめプランにチャレンジされた 
新潟市内の15社 

チ
ャ
レ
ン
ジ 
終
了
後 

➊新潟県「元気いき
いき健康企業」登録
事業への申請 
（チャレンジ終了後、
登録申請書を送付し
ます） 
 
 
➋経済産業省・日本
健康会議「健康経営
優良法人認定制度」 
への認定申請 

③ 高血圧予防・改善コース（新設） 

コンセプト 健診結果データの改善 

③高血圧予防・改善コース（新規）について 
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（5）事業主等の健康づくり意識の醸成を目指した取組み（コラボヘルス）② 

3）各事業の取組内容⑥ 

～「高血圧予防・改善コース」手順～ 

事業所
さま 

従業員の
皆さま 

ステップ
１ 

ステップ
２ 

ステップ
３ 

ステップ
４ 

ステップ
５ 

従業員の高血圧予防・改
善に向けた『取り組み計
画書』を作りましょう 
★事業主による健康宣言 
★従業員全員で取組むメ
ニューの選択 

■医療専門職による高
血圧に関する講話『そ
うだったのか!? 高血
圧症』 
 
 
■協会けんぽ保健師に
よる健康相談『従業員
様お一人おひとりへの
健康アドバイス』 

高血圧予防・ 
改善コース  
スタート！ 

従業員全員で共通の
「高血圧予防・改善
メニュー」に取り組
みましょう 

定期的に協会けんぽ
健康サポート通信を
お送りします 

定期的に協会けんぽ
保健師が訪問や電話
による健康支援を行
います 

アクショ
ン1 

アクショ
ン2 

「高血圧予防・改善メニュー」か
ら、ご自分でメニューを一つ選び
ましょう 
一斉にチャレンジスタートです！ 
事業所共通メニュー１つ、個人で
選んだメニュー１つの 
計２つを毎日取り組みましょう！ 
 

定期的に血圧測定 
しましょう！ 

さ
あ
、
職
場
独
自
の
健
康
づ
く
り
を
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
ま
し
ょ
う
！ 
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（6）各種業務の展開 

3）各事業の取組内容⑦ 

①ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）検診の実施 

 現在実施している「問診票+測定+禁煙支援」に加え「問診票+禁煙支 
援」の委託も導入し、より多くの健診機関での委託を促進して、 

②歯と口腔内の健康に関する健康づくり事業 

 歯科医師・歯科衛生士による歯の健康講話とブラッシング指導に、 

自分の口腔内の状態を把握するために唾液検査を追加し、更なる行動 

変容を促す。 

③関係団体との協定に基づく連携事業 

 加入者の立場に立った事業運営と事業成果に繋がるように、これま 

での事業を振り返り、見直しをしながら健康づくり事業の連携を更に 

進める。 

事業名 事業の概要等 

〈 拡大 〉 

〈 拡大 〉 

〈 拡大 〉 

受診者数増を図る。 


