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令和元年度新潟支部第 3 回評議会議事録 

 

開 催 日 時  令和元年 12 月 18 日（水） 15：30～17：00 

会 場  全国健康保険協会新潟支部 会議室 

出席評議員  青柳評議員、小名評議員、髙野評議員、高橋評議員、桐生評議員、 

       竹津評議員、筒井評議員、藤田評議員〔五十音順〕  

       

 

議 題  １．令和元年度新潟支部事業実施結果（上期）について  

       ２．令和 2 年度事業計画（案）について  

３．令和２年度保険者機能強化予算（案）について  

（報告事項）  １．令和２年度保険料率について  

２．インセンティブ制度について  

 

 

≪支部長挨拶≫ 

・社会保障制度の在り方について議論が行われている。協会けんぽを含めた被用者保険関

係 5 団体は、「医療保険制度の改革に向けた被用者保険関係 5 団体の意見書」を、加藤

厚生労働大臣宛てに提出した。その中では、後期高齢者の窓口負担を原則 2 割とするこ

と、現役世代の拠出金負担額を軽減すること、保険者機能を強化すること、医療費の適

正化を行うこと、社会保障の持続性を確保することの 5 つの項目を挙げている。また、

関係 6 団体の連名で、令和 2 年度診療報酬改定に関する要請を厚生労働大臣宛てに行っ

ており、令和 2 年度の診療報酬改定についてはマイナス改定とすべきということと、改

定したマイナス分は国民に還元すべきということを含め要請した。 

・今回の評議会では、令和元年度上期の事業実施結果について、令和 2 年度の事業計画、

予算案について評議員の皆様からのご意見をいただきたい。  

 

≪議事≫ 

１．令和元年度新潟支部事業実施結果（上期）について事務局より説明  

【事務局】【業務グループ】私のほうからは、令和元年度新潟支部の上期の事業実施結果に

ついて、資料 3 の 2 ページ、（１）現金給付の適正化の推進から説明をさせてい

ただきます。こちらについては、保険給付プロジェクト会議において、不正請求

が疑われる案件、上期は合計 18 件協議を行いましたが、不正が疑われるなど立

入検査を必要とする案件はございませんでした。また、傷病手当金と障害年金等

の併給調整については、手順書に基づき遅滞なく確実に処理を行っております。  

     続きまして 3 ページをご覧ください。（３）柔道整復施術療養費等の照会業務

の強化についてです。KPI につきましては、前年度の 0.75％以下とすることを目

標としておりますが、9 月末現在で 0.63％となっております。こちらは、３部位

かつ 15 日以上の請求のあるもの、また２部位の請求割合が高い施術所、長期継

続施術の患者を対象に、上期は合計 1,390 件の文書照会を行っております。  
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     続きまして、（４）あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進につ

いてです。こちらについては、KPI の設定はございませんが、受領委任制度導入

に伴い、医師の再同意の確認を徹底して審査を行っております。なお、不正が疑

われる案件はございませんでした。  

     続きまして、（５）返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、の部分につ

いてです。こちらは、資格喪失後に保険証を使用することにより発生する医療費

の返納金を防ぐために、資格喪失処理から２週間以内の文書催告、また、被保険

者証回収不能届を活用した電話催告を行っております。  

KPI については４ページをご覧ください。①保険証の回収率につきましては、

96％以上とすることを目標としておりますが、9 月末現在で 97.01％となってお

ります。 

     続きまして（６）サービス水準の向上についてです。KPI については、２つご

ざいます。1 つ目は、サービススタンダードの達成状況を 100%とすることを目標

としておりますが、9 月末現在で 100％達成している状況です。こちらは、業務

処理の進捗を的確に把握し、業務量の平準化を図ることでサービススタンダード

対象の給付金について迅速な支給を行ってきたところです。2 つ目は、申請書の

郵送化率を 90％以上とすることを目標としておりますが、9 月末現在で 88.4％と

目標を下回っている状況です。こちらは、広報誌やホームページ、研修会等機会

を捉えて周知を図ってきたところですが、下期も上期に引き続き機会を捉えて周

知を図っていきたいと思っております。  

     続きまして（７）限度額適用認定証の利用促進についてです。KPI につきまし

ては、88％以上とすることを目標としておりますが、9 月末現在で 87.1％と目標

を下回っている状況です。こちらは、限度額適用認定申請書設置医療機関の中で、

使用割合が低い医療機関に対して訪問のうえ、改めて申請書の配布や申請手続き

の案内の依頼を行っております。下期は上期に引き続き広報誌やホームページ等

機会を捉えて周知を図っていきたいと思っております。  

     最後になりますが、5 ページ、（９）被扶養者資格の再確認の徹底についてです。  

    今年度は、18 歳未満を含めた全被扶養者を確認対象とすることから、事業所で行

う年末調整の時期に合わせ、9 月下旬よりリストを順次送付することとし、提出

期限を 11 月 20 日としております。今後、未提出事業所に対し、文書や電話によ

る催告を行い、KPI の目標が達成できるよう努めていきたいと思っております。 

 

【レセプトグループ】Ｐ２（２）効果的なレセプト点検の推進、①内容点検につ

いて。内容点検は、医療機関から提出されるレセプトが診療報酬ルールに基づい

た治療内容となっているかを点検しています。システムによって効率的な点検を

行うため、マスタを使った自動点検を行いますが、マスタの精度を高めるためマ

スタメンテナンスを実施しました。内容点検は知識が必要になるため専任の点検

員を配置しており、点検員のスキルアップのため事例の検討会を行い、点検員全

員で情報共有しました。また、スキルアップの一環として健康保険組合連合会が

主催するレセプト点検事務研修会に参加しました。また、診療報酬ルールに基づ
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いていないため、支払基金で査定されるべきと思われるレセプトを協会けんぽか

ら支払基金へ再審査請求していますが、支払基金から査定とならないと回答があ

ったものについて、毎月一度、支払基金と協議を行いました。支払基金の説明を

聞いても納得のできないものは、再々審査請求を行いました。 

     ②外傷点検について。外傷点検もシステムを活用した効率的な点検を行います

が、抽出された疑義事例については負傷原因照会をして、その結果、第三者行為

によるもの傷病と判明した場合は第三者行為届の取得を確実に行い、損害賠償請

求につなげました。  

③資格点検について。資格点検もシステムを活用した効率的な点検を行います

が、抽出された疑義事例の中で最も割合の多い資格喪失後受診が疑われるものに

ついては、医療機関へ保険証の確認を確実に行っているか等の照会を遅滞なく行

いました。結果として、資格喪失後受診と判明した場合は、債権調定登録を行い

ました。 

     ＫＰＩについては、社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定

率前年度以上としていますが、0.211％以上の目標値に対して令和元年８月末現在

の査定率が 0.211％で目標値と同じです。参考までに、昨年度同月実績は、0.228％

で今年度実績は昨年度実績を下回っている状況です。 

Ｐ３（５）債権回収業務の推進について。②債権回収については、時間が経過

すると回収が難しくなるため早期回収を重点的に実施しました。また、高額債権

については、文書だけでなく訪問による納付勧奨を実施しました。資格喪失後受

診による返納金債権については、協会けんぽの資格を喪失した後、国民健康保険

に加入していれば、協会けんぽと国民健康保険との間で医療費の調整をすること

ができます（保険者間調整という）が、債権管理回収業務フローでは保険者間調

整の案内を２回行っているが、新潟支部ではさらに１回増やして保険者間調整の

案内を３回行っており、積極的な活用を推進している。特に高額債務者には電話

で国保の加入者であるかどうかを確認するなど積極的な案内を行いました。 

交通事故等が原因の損害賠償金債権については、事務処理手順に基づき早期に

債権調定を行い、また、損害保険会社等との早期折衝を図ることで債権の着実な

回収を図りました。 

     ＫＰＩについては、②資格喪失後受診によって発生した返納金債権の回収率を

前年度実績 71.46％以上としており、令和元年９月末実績が 50.53％という状況

です。参考として、昨年度同月実績が 48.22％であり、今年度は昨年度を上回っ

ている状況です。③医療給付費総額に占める資格喪失後受診伴う返納金の割合を

前年度実績 0.047％以下としており、令和元年８月末実績が 0.048％という状況

です。参考として、昨年度同月実績が 0.052％であり、今年度は昨年度を下回っ

ているため良い状況となっています。  

 

     

【保健グループ】資料 3 説明資料 P6 の２．戦略的保険者機能関係の（２）から

説明いたします。  
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保健事業においては、（２）『データ分析に基づいた第 2 期保健事業実施計画の

着実な実施』をコンセプトに「特定健診・特定保健指導の推進」、「健康経営（コ

ラボヘルスの推進）」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とし、着実に実施

するため、効率的かつ重点的に保健事業を進めてきました。  

P7 右欄の上期実施状況をご覧ください。ⅰ）特定健診受診率・事業者健診デー

タ取得率の向上を目指し健診の受診勧奨対策として、①被保険者に対しては、健

診委託機関や運輸支局等の関係団体の協力を得て、資料に記載の各種事業を取り

組みました。  

P8 をご覧ください。②被扶養者に対しては、受診しやすい環境整備のため、資

料に記載の自治体との連携事業や新規加入者への受診勧奨、事業主への協力依頼

を拡大実施しました。  

P７に戻っていただき、青字の上期 KPI をご覧ください。その結果、①生活習

慣病予防健診（上期）実施率 37.9％、目標達成率 95.1％、②事業者健診データ（上

期）取得率 2.9％、目標達成率 114.3％、③被扶養者の特定健診（上期）受診率１

6.6%、目標達成率 81.4％、②事業者健診データ取得率は目標達成できましたが、

①③は未達でした。ただ、対前年度同月比では３項目とも 100％を上回ることが

できました。この要因の１つは、年度当初に健診申込書受付処理業務の一部を外

部委託できたことが大きく影響しています。例年４～6 月の繁忙期には、支部で

臨時職員を雇用し、年間受診者の 6 割強にあたる約 16 万人分の健診申込書の受

付処理を行っており、その数は年々増えています。適正な受付処理業務を進める

ため、そして、職員が戦略的業務へシフトするために 30 年度に引き続き、健診申

込書受付処理業務の一部を外部委託し、業務削減を図りました。 これにより、

年度当初から計画していた各種保健事業を遅延なく、早期に取り組むことができ

ました。 

     年度目標に対する今年度見込みは、3 項目ともに対前年度比 100％を上回る見

込みです。各項目では、①生活習慣病予防健診実施率 65%、②事業者健診データ

取得率 10％、③被扶養者の特定健診受診率 36％被扶養者の特定健診は、下期で

新潟市・上越市などの協定市との連携による未受診者対象の集団健診を開催予定

しています。下期では、年度目標達成のため、上期の実施結果を振り返り、取り

組んでまいります。  

次に P８のⅱ）特定保健指導の実施率向上をご覧ください。健診受診者数が年々

増加することに伴い、特定保健指導対象者も増えており、年間約 5 万人になりま

す。より多くの方に特定保健指導を受けていただけるように、特定保健指導実施

拡大策として、特定保健指導委託機関へ健診当日の特定保健指導初回面接や分割

実施の促進を働きかけるとともに、支部内の体制の見直し・強化により、協会保

健師の訪問による実施の拡大を図りました。併せて資料 P９に記載の各種事業を

実施しました。  

それにより、P８の青字、上期 KPI をご覧ください。ＫＰＩ：特定保健指導（上

期）実施率８．５％、目標達成率 111.0％、対前年度同月比 140.5％と大きく数値

を伸ばすことができました。年度目標に対する今年度見込みは、18％と目標達成
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見込みです。引き続き取り組んでいきます。  

P９をご覧ください。ⅲ）重症化予防対策の推進では、受診勧奨後３か月以内に

医療機関を受診した者の割合をＫＰＩとし、これは本部から示されることで把握

できるものです。しかし、上期の数値が示されておりませんので、昨年度の実績

を記載しております。 昨年度目標未達成でしたので、ここが解決すべき、優先課

題だと考え、委託内容を見直し、電話による受診勧奨業務を強化しました。また、

さらなる未治療者に対する受診促進をめざし、労働局との連名文書について協力

依頼を行ったが、他の支部での前例がないこと、事業の目的は労働局の事業とは

異なることなどの理由で協力を得ることはできませんでした。今後も成果につな

がる事業展開を検討していきます。  

最後に P10 をご覧ください。その他の保健事業として、加入者の疾病予防や健

康増進を図るため、歯の健康講話とブラッシング指導等の実施、協定締結に基づ

く自治体等とのセミナーや催物などの連携事業の実施、生活習慣病予防健診時の

併せて、慢性閉塞性肺疾患ＣＯＰＤ検診の業務委託など支部の実情に応じて、創

意工夫した取組みを進めております。  

 

【企画総務グループ】資料の 5 ページ「オンライン資格確認の利用率向上」から

ポイント踏まえてご説明をさせていただきます。  

KPI につきましては、「現行のオンライン資格確認システムについて、USB を

配布した医療機関における利用率を 43.3％以上とする」、上期結果としては、

30.0％となっています。今年度の 3 月末見込みは、「45.0％」と見込んでいます。

このオンライン資格確認システムについては、医療機関に受診された患者様の保

険証の「資格があるのか」「ないのか」を確認できるシステムです。利用率 UP に

向けた具体的な取組みですが、USB 配布医療機関へ、文書・電話による勧奨のほ

か、訪問による勧奨を実施してきました。医療機関では、システムでの確認作業

をするのに、受付窓口にインターネットに接続したパソコンが置けないなどとい

った事例もあり、随時の確認ができない場合には、一括確認ができる旨を説明し

てきました。引き続き、毎月のログイン状況を確認しますが、新たに FAX による

医療機関からの活用の有無の回答をいただくなど、確実な利用 UP を目指し、目

標達成に向け取り組みを進めていきます。  

10 ページをご覧ください。「健康経営（コラボヘルスの推進）」です。これは、

支部目標としての位置づけとなります。新潟支部では、健康宣言事業所のさらな

る拡大を図る中で、事業所への具体的な健康づくりの取り組みとして、支部独自

開発の「けんこう職場おすすめプラン」を提案し、チャレンジ事業所の拡大を図

り、健康経営の普及促進を進めています。チャレンジ事業所数の目標は、支部目

標として 380 事業所。上期結果としては、260 事業所となっています。内訳をみ

ると、導入コース：98（目標：285）、顕彰制度チャレンジコース：121（目標：

80）、高血圧予防・改善コース：23（目標：15）、導入コースを実施する事業所が

少ない形となっています。分析はできていませんが、新たに取り組みを実施する

事業所が少なく、以前から取り組みをされている事業所は、さらにその上の取り
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組みにチャレンジしている傾向にあるのか、少なからず新規の事業所の掘り起こ

しが課題と考えています。そのためにはやはり事業主の意識を変えるところ、ト

ップセールスや訪問による勧奨など、１事業所ずつ、コツコツと説明し、また、

経済団体などと連携しながら実施事業所数の UP につなげていきます。 

12 ページをご覧ください。広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促

進です。KPI につきましては、広報活動における加入者理解率の平均について対

前年度以上とする、昨年度実績は 36.5％でしたのでこの数値以上となります。今

年度、協会けんぽ本部による理解度調査が実施され、結果が出ました。新潟支部

は 46.1％という結果でした。ちなみに全国平均は 37.9％でした。  

内訳では、5 つの分野に分かれますが全国平均以下の分野がありましたので、

まずは、5 つの分野すべて全国平均以上を目指し進めていきます。  

  次に、2 つ目の KPI です。KPI 全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱され

ている事業所の被保険者数割合を 43.0％以上とする、上期結果としては、46.3％

で目標達成しております。具体的な取り組みでは、新規適用事業所への委嘱勧奨

や研修会での周知、ターゲットを絞った委嘱勧奨の取り組みが非常に大きな成果

につながっています。引き続き、取り組みを進めていきます。  

     次にジェネリック医薬品使用促進です。KPI につきましては、新潟支部のジェ

ネリック医薬品使用割合を 79.9％以上とする。結果としては直近の数値になりま

すが令和元年 7 月分ベースで 78.5％です。今年度の取り組みとしまして大きな成

果は、薬剤師会と連携し調剤薬局へ当該薬局のジェネリック使用割合の状況をグ

ラフ等で見える化したものを連名で送付したこと、医療機関への効果的な事業展

開として、厚生連本部に再度訪問しジェネリック医薬品に順次切り替えを行って

いく回答をいただいたところです。  

データから見ても、ジェネリックの使用割合があまり良くないところですので、

今後の UP につながっていくことと思います。  

 今年度も残り約 3 か月、目標達成していない項目事業について目標達成に向け

取り組みを進めていきます。 

 

≪質疑・議論≫ 

【学識経験者】ジェネリック医薬品の使用割合については成績が良く、協会の広報が

行き届いていると思います。薬については、医師の意見があり、さらに様々な

種類のものが出てきているためこのままだと医療費は右肩上がりで抑制が必

要。ぜひ協会の広報を続けてほしいと思います。 

 

【学識経験者】ジェネリックについて、この状況からいくと、年度末の KPI 達成状況

はどうなる見込みでしょうか。 

 

【事務局】過去と比べると上昇率は鈍化しています。使用割合の低い医療機関の切り

替えが重要になってきますが、厚生連本部に再度訪問し切り替えていくとの

回答をいただいていますので、上昇を見込んでいます。  
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【被保険者代表】ジェネリックについて、資料 3 の P12「ボトルネックである『院内

処方』の使用割合が低い医療機関へ働きかけのため…」とあるが、どういうこ

とを指しているのでしょうか。 

 

【事務局】県内で、特に使用割合の低い医療機関、中でも院内処方が全体に大きく影響

を与えている厚生連関係病院を指しています。  

 

【被保険者代表】ジェネリックの院内処方の話題に関連して、その中には長期入院な

どの長期処方の患者も含まれているのでしょうか。そうであれば、長期療養

型の医療機関にもアプローチが必要かと思います。 

 

【事務局】ご指摘のとおりです。ただ、まずは分析の中で、厚生連の使用割合が全体へ

の影響度として高いため、そこを中心にアプローチをしています。  

 

【被保険者代表】資料 3 の P11 にいろいろな広報活動の結果がありますが、その広報

活動の反応、そのエリアの反応はどうでしょうか。感覚的なものでもいいが

教えてもらえますか。 

 

【事務局】広報の効果検証はなかなか結果が見えにくいところではありますが、例え

ばセミナー型のイベント、研修会などではアンケート結果を見ると好評です。

よく知らなかったことを知った、理解度が深まったというお声をいただいて

います。課題としては、イベントは多くの方が必ず来れるというものではな

いため、集客、参加率アップが課題です。  

 

【学識経験者】広報の結果として、メルマガの登録者の数が指標になると思いますが、

どのような状況でしょうか。 

 

【事務局】件数はひと月約 4,000 件を配信しています。反応としては、研修会や事業

所訪問等で加入者の方とお話ししたときに、いつも読んでいると声をかけて

いただいたり、会社で回覧しているなど、登録者の方には便利に使っていた

だいていると感じます。登録者件数を伸ばすのが課題ですが、メルマガのみ

の勧奨を行うのは難しいため、健康保険委員の登録など他の事業との抱き合

わせで勧奨を行っています。  

 

【学識経験者】健康保険委員の委嘱者割合の評価についてはどうか、50％は超えても

いいような気がしますが。 

 

【事務局】新潟県の被保険者数が約 50 万人で、1%のばすのに約 5,000 人が必要です。

そのため、大規模な企業についてアプローチをしています。また、県や市町村
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等の臨時職員、契約職員は協会けんぽの加入者となりこちらも大きな人数を

占めています。そういった県や市町村等の社会保険担当者は共済組合加入の

正職員の方となり、協会けんぽの被保険者ではないため、健康保険委員とし

て委嘱することができず、課題となっています。  

 

【学識経験者】社会保険の担当者として、同じ仕事をしているのに健康保険委員にな

れないというのは、見直しが必要かと思います。 

 

【学識経験者】柔道整復や、あんまマッサージの適正化の状況はどうですか。 

 

【事務局】適正化の取り組みとしましては、患者の知らないところで不正な請求をし

ていないか確認をするものになります。新潟支部としましては、疑義のあっ

た案件を調査しましたが、不正が疑われるようなものはありませんでした。  

 

２．令和 2 年度事業計画（案）について事務局より説明  

【事務局】資料 3、16 ページからとなります。17 ページが協会けんぽの令和 2 年度事

業計画のコンセプト、18ページから主な重点施策を記載しております。なお、

支部における令和 2 年度事業計画(案)につきましては、具体的施策等次回 1 月

開催予定の評議会で提案いたします。  

17 ページの事業計画のコンセプトが 4 項目ございますが、協会の中期事業

運営方針としている保険者アクションプラン (第 4 期)の最終年度であるとの

位置づけです。1 つめが、各 KPI を確実に達成することを目指すとともに検

証結果を踏まえ、保険者強化アクションプラン(第 5 期) （仮称）や令和 3 年

度の事業計画を策定すること。2 つめに、第 2 期保健事業実施計画(データヘ

ルス計画)ですが、平成 30 年度から令和 5 年度まで 6 年間の計画期間として

いますが、同計画の前半が終了することから中間評価を行いその後の計画の

見直しなど PDCA サイクルを意識した各取組を着実に推進すること。3 つめ

に、本年度実施した業務改革検討プロジェクトにおいて判明した課題への対

策を推進すること。ここでいう課題に関しては、主な重点施策の説明で触れさ

せていただきます。最後に、新経済・財政再生計画改革工程表 2018 における

給付と負担の見直し等の社会保障関連の改革項目の具体化に向けた議論状況

やジェネリック医薬品使用割合の 80%達成期限の最終年度であること等の背

景事情に十分留意した取組を進める必要があること。  

補足いたしますが、新経済・財政再生計画改革工程表 2018 に関しては、昨

年 12 月に政府の経済財政諮問会議において取りまとめが行われ、給付と負担

の見直しでは、最近のマスコミ報道にも出てきておりますが、資産の保有状況

の適切な評価、後期高齢者の窓口負担等の見直しに係る検討、これらについて

は、骨太方針 2020 に向けて検討していく趣旨を工程表に反映することとされ

ていますので、この具体化に向けた議論状況に留意しながら取組を進めるこ

ととしております。  
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次に令和 2 年度事業計画の概要(案)について説明いたします。18 ページを

ご覧願います。  

これまでもアクションプランの説明をしておりますが、基盤的保険者機能、

戦略的保険者機能、組織・運営体制の強化の 3 項目の章立てにて主な重点施

策を記載しています。  

ここでは、本年度事業計画から新しく追加された事項を中心に取り上げて

説明いたします。まず、基盤的保険者機能では、主な重点施策として 1 つめの

業務改革の推進に向けた取組、4 つめの被扶養者資格の再確認の徹底、5 つめ

のオンライン資格確認の円滑な実施を新たに追加しています。  

1 つめの業務改革の推進に向けた取組では、目的・背景の最終行に記載の業

務改革検討プロジェクトで判明した課題への対応を推進するとしており、こ

こでいう判明した課題というのは、本年度業務実態調査を行いこれにより抽

出した課題を基に次期システム刷新(令和 5(2023)年 1 月サービスイン)に資す

る課題解決のための施策案を 24 テーマに分類し「効果」「難易度」の 2 点を

軸に優先順位をつけて対策を行うという内容です。24 テーマの中身ですが、

例えば、「申請書様式の見直し」であるとか「コールセンターの設置」「事務処

理センターの設置」といったことが検討すべき課題としてあがっています。  

4 つめの被扶養者資格の再確認の徹底では、これまで被扶養者は、世界中のど

こに住んでいても認定対象となっておりましたが、法令改正により来年 4 月

から日本国内居住者に限るとなることから、海外留学生などの例外対象とな

る被扶養者の査証(ビザ)や在学証明書等の要件確認を確実に実施することと

しています。5 つめのオンライン資格確認の円滑な実施では、国のオンライン

資格確認導入時期が令和 3 (2021) 年 3 月とされていることから、協会として

はマイナンバーカードの健康保険証利用促進のための周知を行っていくこと

としています。因みに、国においてはマイナンバーカードの健康保険証読み取

り端末等の整備について、令和 4 年度中(2023 年 3 月まで)に概ね全ての医療

機関における導入を目指すとされています。  

19 ページをご覧願います。戦略的保険者機能において、協会の保健事業に

おける柱は特定健診受診率・特定保健指導実施率の向上、重症化予防対策の推

進、コラボヘルスの推進と本年度と同様です。  

新しく追加になったのは、20 ページの最後に記載しております調査研究の

推進です。保険者機能強化アクションプランにおいては、医療費等の地域間格

差を明らかにしていくための調査研究に取組むことから課題を見つけるとし

ていることから、本部調査研究プロジェクトにおいて分析を行っています。本

年 9 月には、糖尿病の人工透析、抗菌薬の使用状況、時間外受診の状況の 3 つ

について本部にて公表し協会ホームページへも掲載しています。  

21 ページをご覧願います。最後の組織・運営体制の強化では、3 つめの本

部機能や内部統制の強化に向けた取組の本部機能が追加となっています。先

ほど、業務改革プロジェクト、次期刷新システム導入のご説明もしましたが、

本年 10 月には本部に新たに IT 戦略推進室を設置していますが、さらに本部
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機能の強化や本部支部間の連携の強化に向けた検討をしていくこととしてい

ます。 

後は、5 つめのペーパーレス化の推進を追加しております。例えば本年度か

ら RPA（ロボティスクプロセスオートメション）を本部において導入し効果

検証を行ったところ、約 8 割の事務効率削減効果があったとのことで、来年 1

月からは支部への拡大に向けた検討開始予定であるとか、現在、傷病手当金申

請書については、OCR スキャンを実施しシステム画面上での審査を行う等の

ペーパーレス化を行っておりますが、来年 2 月以降高額療養費等の申請書に

も拡大していくこととしています。  

※当日配付資料「受診率向上政策ハンドブック 明日から使えるナッジ理論」

について説明。  

 

≪質疑・議論≫ 

【被保険者代表】資料 3 の P20、「GIS」とはどういったものでしょうか。 

 

【事務局】「Geographic Information System」の略称で、地理情報と人の行動などの情報

を結び付け、地図上で可視化するものです。例えば、血糖の数値が悪い人の住ま

いでなく、会社の住所を起点に医療機関を案内するなど、そういったことに活用

できます。  

 

【被保険者代表】今は、グーグルなどでも、感染症の発症エリアや病気の発症エリアなど

も関連づけて見ることができるようになっているものもあります。  

 

【事業主代表】組織・運営体制の強化の部分で OJT とあるが、やはり OJT を重要視して

いるのでしょうか。OJT は良いが、教える人の個性が出てしまう心配がある、マ

ニュアル化も必要ではないでしょうか。 

 

【事務局】ご指摘のとおりで、支部ごとの差が出てしまうことは問題です。そのため、業

務のマニュアル化、また OJT の標準化のために制度を整えています。協会として

は OJT を中心とした効果的な研修の組み合わせによる人材育成を行っています。 

 

【事業主代表】P20 で、GIS も含め「活用推進に向けた研修等」とあるが、どのように行

っていますか。 

 

【事務局】支部で、個別に統計分析に強い人材を育てるのは難しい状況です。専門的な分

野の研修ついては、本部主催で専門家並びに本部職員の講師による集合研修を行

っています。  

 

【学識経験者】ナッジ理論については非常に興味深く、自身の仕事関連にも生かすことが

できると感じました。これは、協会が独自に研究して開発しているものなのか、
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また支部の事業に活用していくのでしょうか。 

 

【事務局】ナッジ理論自体は、もともと海外で提唱された理論で、厚生労働省が健診受診

等に活用するということで周知されているものです。協会としては、来年度の生

活習慣病予防健診案内に取り入れるほか、支部ではこれからの事業に取り入れて

いく予定です。  

 

３．令和２年度保険者機能強化予算（案）について事務局より説明  

【事務局】資料の 22 ページ「令和 2 年度新潟支部保険者機能強化予算（案）について」ポ

イント踏まえてご説明をさせていただきます。  

23～26 ページについては、今年度から支部の予算体系等が見直しされ、「特別

計上予算」から「保険者機能強化予算」に変更し、経緯等について参考としてつ

けておりますが、説明済の部分もありますので割愛させていただきます。  

27 ページをご覧ください。令和 2 年度保険者機能強化予算の概要についてご説

明します。予算枠ですが、令和元年度の予算枠と同額。留意事項として、記載の

ある通り、加入者等の理解が得られない取り組みについては、NG となります。

具体的には、物品を購入し、イベント開催時に単なる「ばら撒き」となるもの、

出演料等が高額となる有名タレントの起用などがあげられます。  

保険者機能強化予算の区分になりますが、予算区分として 2 つに分かれます。

医療費適正化等予算と保健事業予算です。新潟支部の令和 2 年度予算規模としま

しては、昨年同額で医療費適正化等予算：約 1 千 700 万円、保健事業予算：約 8

千 750 万円となっています。  

29、30 ページをご覧ください。分野ごとの内訳、主な取り組み内容と所要見込

み額となります。  

31 ページをご覧ください。31 ページからは、先ほどの事業の内訳の詳細とな

ります。事業項目が多いため、新規事業のみご説明させていただきます。  

  （２）ジェネリック医薬品情報提供ツールの配布。こちらの事業は、ジェネリ

ック使用の促進として、医療機関、調剤薬局へ情報提供ツール、ジェネリックの

使用割合の状況を当該医療機関、調剤薬局ごとに見える化した資料ですが、こち

らの印刷製本、郵送するための封入封緘作業を外部に委託して行う事業となりま

す。今までは、この作業を支部職員で行っていました。  

37 ページをご覧ください。（４）特定健診受診券発送日前の受診勧奨。協会け

んぽでは、４月上旬に特定健診受診券ご家族の方向けを一斉に発送します。しか

しながら、受診券を発送していることについて知らない対象者が多いです。その

ため特定健診受診対象者に対し制度周知を目的として、①受診券発送前に新聞広

告による広報を実施する。②その後、令和２年度に新規で 40 歳に到達する特定

健診の受診対象者に対して、受診券発送前に予告の案内通知を発送業務となりま

す。 

39 ページをご覧ください。（８）大規模事業所の被保険者に対する受診勧奨。

生活習慣病予防健診の受診率が低い大規模事業所の被保険者に対する受診勧奨を
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行い、受診率の向上を図るものです。生活習慣病予防健診受診率が低い事業所へ

まずアンケートを実施します。その結果、被保険者へ生活習慣病予防健診を周知

していない事業所の被保険者に対し、自宅へ勧奨文書を送付し、生活習慣病予防

健診の周知および受診勧奨を図る事業です。  

40 ページをご覧ください。（１）大規模事業所への特定保健指導実施勧奨訪問。

特定保健指導を受入れていない大規模事業所に支部職員が訪問し、特定保健指導

の実施に向けて勧奨を実施する事業です。費用については、旅費となります。大

規模事業所、20 社ほど予定しています。  

44 ページをご覧ください。（２）事業所カルテを活用した健康宣言事業所の勧

奨。 

  新潟支部の健康宣言事業である「けんこう職場おすすめプラン第 6 期（仮）」を

実施します。おすすめプランのエントリー事業所数の獲得が課題であるため、情

報提供ツール、事業所カルテを活用し、健康宣言へとつなげる事業となります。

この事業は、事業所カルテの抽出から郵送するまでの封入封緘作業の業務委託と

なり、3,000 事業所の勧奨を見込んでいます。  

46 ページをご覧ください。（３）職場の受動喫煙防止対策への支援事業。受動

喫煙の防止、並びに喫煙率の低減を図ることを目的としています。新潟支部のリ

スク保有率は全国と比較しても低い中、喫煙者割合は全国的には高い位置にあり

ます。喫煙は、がんや脳血管疾患・心疾患など様々な病気に関連しており、新潟

支部第２期データヘルス計画の上位目標『脳血管疾患の発症を防ぐ』を達成する

ためには、喫煙に関するアプローチが必要となります。そこで、受動喫煙対策の

実効性を高めるため、ポピレーションアプローチとして「職場の受動喫煙対策に

向けた環境整備に関する支援」と、ハイリスクアプローチとして「GIS を活用し

た禁煙治療に関する情報提供」「喫煙者へのアプリを使った禁煙プログラム」を併

せた事業を行うものです。対象事業所は、3 社程度を見込みでいます。 

 

≪質疑・議論≫ 

【被保険者代表】コラボヘルスなど各予算がある中で、「その他の経費」の歯科ブラッシン

グ指導については、事業所としても歯科保健協会と協力しています。利用の事業

所が少ないようだが、今後拡大していくのでしょうか。歯の健康は大事であり、

事業主としても重要なものと考えています。 

 

【事務局】口内環境が血圧、血糖に影響することや、口の状況と喫煙の関係が深いことな

どから、支部としても重要で拡大したいと思っています。課題としては、「口・歯

の健康の講演会」と勧奨を行うと、事業所としては「口の健康」と「生活習慣病」

が結びつきにくいため利用数が伸びていないことがあります。実際に講演会を実

施した事業所のアンケート結果では、満足度 100％と高い評価をいただいており、

内容として非常に充実しているため今後も勧奨を行っていきます。  

 

【被保険者代表】出張窓口の開設状況について、今後どうなるでしょうか。 
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【事務局】現在のところは当面開設予定です。  

 

【学識経験者】例えば年金事務所があるので、日を指定して巡回型にしたり、一部を社労

士に委託するなど方法はあると思います。問題は、窓口を開けているときと開け

ていないときとの差が何か分析できているかどうか。窓口を開設し続けるために

は、協会としても理由が必要かと思います。必要性、またはそういった状況があ

ればぜひ事務局に情報提供してください。 

 

【被保険者代表】事業所としては、手続きは郵送で良いと思っています。窓口は、分から

ない制度を質問するための場だと思います。  

 

【被保険者代表】人事評価制度について、事業所の状況をみると、評価者の人事考課の訓

練が行われていないことが非常に多いのですが、協会ではそういった部分につい

て、どのような状況でしょうか。  

 

【事務局】協会では、人事評価制度を取り入れており、評価者となるグループ長補佐以上

については当該役職に昇格の際に本部で評価者の研修を受講しています。また、

被評価者個人の目標設定や評価時には個人面談を行い、評価者からのフィードバ

ックを行っています。  

 

【事業主代表】全体的な事業計画は毎年同じようなものになっていると思います。予算に

ついて、昨年からカットした事業について状況を教えてください。  

 

【事務局】健診経費のその他健診経費に含まれますが、「健診推進経費」を縮小しています。

これは、健診機関に対して協会けんぽが設置した受診の目標を超えた場合に、イ

ンセンティブを付与するというもので、来年度は条件や目標を変えたことから縮

小しています。また、保健指導経費の一部になりますが、薬剤師会の健康サポー

ト薬局での保健指導事業についても縮小しています。昨年度の実績より薬剤師会

と協議し、廃止となりました。  

 

（報告事項）  

【事務局】報告事項は 2 点ありますが、いずれも 11 月 22 日にありました運営委員会の報

告となります。  

まず報告事項１、令和 2 年度保険料率についてです。２ページをご覧ください。

令和元年 10 月に開催した各支部の評議会の意見ですが、意見書の提出ありが 34

支部、うち、平均保険料 10％を維持するべきという支部が 21 支部、引き下げる

べきという支部が 2 支部でありました。運営委員会での意見としては、「昨年、一

昨年より 10％維持が増えている」「これには 10％が限界という意味もあり、これ

以上の負担は難しい」「そのため医療費の適正化・抑制について進めていただきた
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い」とありました。以上から、「今回で支部と運営委員会の意見は出尽くしたと思

う、次回の運営委員会において意見の集約を図る方向で検討していく。」とありま

した。 

次に報告事項２、インセンティブ制度についてです。6 ページをご覧いただく

と「確定値」となっております。速報値と異なるのは指標 4 について、速報値で

は 4 月から 12 月の実績値であったのが確定値では 4 月から 3 月に変わったこと

などによります。12 ページに確定値のデータを用いた実績が載っております。新

潟支部は 5 位となっております。  

13、14 ページに実施率が載っており、全国平均より低かったのは指標 4 のみと

なっております。15、16 ページに偏差値及び順位が載っております。速報値と大

きく違うのは指標 4 の順位が速報値では 27 位でしたが、確定値では 21 位となっ

ております。また、総得点では速報値を上回ったものの、順位では 4 位から 5 位

へとひとつ落ちました。 

17 ページ以降に検証が載っております。インセンティブ制度は令和元年度事業

計画において、平成 30 年度の実績結果を検証することとしております。平成 30

年度実績が確定したことから以下の視点に基づき検証を行いました。 

検証の視点①評価割合では、伸び率をより重点的に評価するよう見直す必要が

あるかです。現行の評価割合を設定する際に「すでに特定健診等の実施率が高い

支部は今後の大幅な上昇は見込みづらいため、これまでの実績も考慮し、伸びの

評価割合を高く設定しすぎないで欲しい」との意見から「実績を積み上げてきた

支部及び加入者の取り組みも評価する観点から設定した」とのことで、このよう

な経緯や制度創設から間もないことを踏まえ、現行の評価割合を維持してはいか

がとの検証結果です。  

検証の視点②指標の配点では、5 つの指標の中で特に重点的に取組む指標の配

点を高くするなどの重みづけを行う必要があるかです。それに対して「配点が高

い指標に注力することとなり、その他の指標が疎かになることが懸念される」「5

つの指標はいずれも欠かすことができないものであり、優劣をつけることは好ま

しくないことから、現行のままとしてはいかがか」との検証結果です。  

検証の視点③インセンティブ制度の導入による行動変容への影響では、理解度

調査において意識の変化を確認しました。結果として、インセンティブ制度がス

タートしていることについての理解度は約 9％と低いが、知っていると回答した

加入者のうち、「行動が変わった」等の回答者が 7 割を超えており、この結果を踏

まえ、引き続き理解度の向上も含め関連事業の実績向上に取り組んでまいりたい、

との検証結果でした。 

検証結果①から③に対する運営委員会の意見としては、「数年見てからの変更

でいいのではないか」「インセンティブ制度を知れば行動変容につながるので、引

き続き広報を頑張るように」とありました。  

今回の意見を踏まえて事務局で更に検討し、次回の運営委員会で結論を得る予

定です。 
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≪質疑・議論≫ 

（その他・全体について）  

【学識経験者】資料 3、P32 でメディアを活用した広報とあり、評議会でもネットを活用

した広報についての意見があったと思いますが、既存の新聞媒体でも、スマホ・

PCと連動して電子版を購読することができるようになっています。そうなると、

新聞広告も電子版で見れるようになるため、スマホを通して若い人たちも広告に

触れる機会が増えるようになります。今後、そういったメディアを活用していく

と良いのではないかと思います。  

 

 


