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平成2７年度 保健事業実施結果 

１．協定自治体とのコラボ事業   

②名古屋５５がん征圧キャンペーン 

 名古屋市をはじめ関係団体と連携し、特定健診・がん検診 

 を啓発。 

 ・働く世代のがんサポートセミナー（２４７名参加） 

 ・中日健康フェア２０１５（脳年齢・ロコモチェック） 

 ・名古屋ピンクリボンフェスタ２０１５ 

 ・第３回がんサバイバーウォーク（約３００名参加） 

 ・イオンモール名古屋茶屋店にて特定健診とがん検診の同時実施および後日の健診結果 

  説明会及び特定保健指導の実施 
 （健診２１６名実施、説明会６０名参加、保健指導６名実施） 

①特定健診と市町村のがん検診の同時実施 

 名古屋市、豊橋市、小牧市、安城市、半田市について、個別案内を実施。その他の地域 

 については、協会けんぽホームページ、受診券送付時にがん検診同時実施を周知。 
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平成2７年度 保健事業実施結果 

④特定健診・保健指導と歯周病健康相談の同時実施 

 小牧市との連携で、集団健診及び保健指導両実施会場にて、 

 歯周病チェック・歯科健康相談を実施。 

 ・集団健診受診者１６２名中６６名参加。 

 ・小牧市在住の保健指導対象者２４名に勧奨し、４名参加。 

③事業所への出前講座 

 尾張北部医療圏の地域・職域連携の一環で、春日井保健所 

 運営の「健康づくり出前講座」に講師として派遣。 

 特定養護老人ホームゆうあいの従業員約３０名対象に講演。 

⑤イベントでの共同ブースの出展  
 岡崎城下家康公秋まつりで岡崎市と共同ブースを出展。  
 血管年齢を測定し、特定健診の啓発を図る。 
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平成2７年度 保健事業実施結果 

２．事業所に対する啓発 

①中部運輸局との連携 

 ・健康に起因した事故をなくすため、中部バス協会主催の安全講習会にて講演。 

 （約１００名参加） 

 ・運送事業者の健康管理コンサルティングとして、生活習慣病予防健診及び 

  特定保健指導の利用促進における連携。 

②社会保険委員会での講演 

 愛知県内の年金事務所主催の社会保険委員会において「健康診断結果から見た 

 健康づくり」について講演。豊田・大曽根・鶴舞・岡崎で実施。 

③企業向け指導者セミナーでの講演 

 愛知県健康づくり振興事業団主催の健康づくり指導者セミナーにて、コラボ事業 

 の取り組みについて講演。 
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平成2７年度 保健事業実施結果 

３．産学連携事業   

①名古屋大学 

 保健師・管理栄養士の連携強化、保健指導の質の向上を図るため、 

 名古屋大学の協力を得て、ＫＪ法やＳＥＡ（Significant Event 

 Analysis)シートを使った事例検討会を実施。 

②名古屋市立大学 

 県社会保険委員会連合会総会にて、鈴木教授にがん疫学と最新の 

 がん予防についてご講演いただいた。 

４．その他   

①名古屋医専の学生実習の受入れ（６名） 

 将来の保健師育成に関する社会貢献、講師として協会保健師・ 

 管理栄養士のスキルアップ、保健師募集時の就職課とのパイプ 

 作りなどを目的として実施。 
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平成2７年度 保健事業実施結果 

②特定保健指導の利用促進 

 ・保健指導外部専門機関への委託開始 

 ・未実施事業所に対する訪問による勧奨（２５事業所） 

 ・委託実施機関に対する文書・訪問による実施促進依頼 

 ・電話による利用勧奨のアウトソース試行 

 ・ヘルスケア通信簿、健康宣言を用いた事業所へのアプローチ 

④ウォーキング大会 
 須ケ口駅～名城公園駅 １００名参加 
 知多奥田駅～南知多ビーチランド １０３名参加 

 ⑤協会けんぽフットサル大会（約３００名参加）  

③奥様健診プロジェクト（参加事業所５４３社） 



都道府県 締結日 

愛知県 H27.11.1 

市区町村 締結日 市区町村 締結日 市区町村 締結日 市区町村 締結日 

名古屋市 H25.11.14 春日井市 H27.3.18 北名古屋市 H27.12.4 高浜市 28.2.15 

小牧市 H26.7.2 岡崎市 H27.3.23 武豊町 H27.12.14 碧南市 28.3.1 

安城市 H26.10.15 半田市 H27.9.17 日進市 H28.1.25 東海市 28.3.7 

一宮市 H26.12.15 知多市 H27.10.22 常滑市 H28.1.26 稲沢市 28.3.11 

豊橋市 H27.1.9 大府市 H27.11.25 豊明市 H28.2.3 刈谷市 28.3.22 

豊田市 H27.3.12 津島市 H27.11.27 知立市 28.2.8 瀬戸市 28.3.30 

関係団体等 締結日 

名古屋製鐵所
協力会 

H25.9.25 

愛知県 
歯科医師会 

H26.10.2 

愛知県 
薬剤師会 

H27.10.29 

名古屋大学大学
院医学系研究科 

H27.11.24 

中部運輸局 H28.2.1 

武豊町 津島市 

大府市 半田市 日進市 

豊明市 

愛知県薬剤師会 

常滑市 

県、24市町村、5団体と締結済 
（愛知支部加入者の79.3％をカバー） 

27年度締結 

稲沢市 瀬戸市 

他団体との協定締結状況 
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１．生活習慣病予防健診（被保険者）受診率向上策 

平成28年度 保健事業計画 
（新規・強化）について【健診】 

①集団健診の強化 

 従来上半期中心であった集団健診を下半期に企画 

 

②電話による受診勧奨 

 健診機関や外部委託会社を利用 

 

③健診機関による訪問勧奨 

 訪問勧奨の際に使用する健診勧奨ツールを作成 

２．事業者健診データ取得向上に向けた取組み 

①外部委託会社を利用した訪問勧奨 
 
②関係団体（社労士会、中部運輸局、労働局）と連携したデータ取得勧奨 
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平成28年度 保健事業計画 
（新規・強化）について【健診】 

３．特定健康診査（被扶養者）受診率向上策 

①受診券送付時に協定自治体のがん検診等案内チラシを同封 

 （２７年度７市   ２８年度１７市町） 

 

②未受診勧奨の強化 

 ・集団健診に血管年齢測定器、肌年齢測定器を導入  

 ・下半期における集団健診の企画 

  

③特定健診と市町村がん検診の合同健診の拡大 

  

④健診スタートお知らせレターの送付 
 今年度４０歳となる対象者に受診券と一緒に「初めて健診 
 ハンドブック」を送付。１０月、2月に受診勧奨を実施。 
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平成28年度 保健事業計画 
（新規・強化）について【保健指導】 

１．名古屋駅前移転のメリットを活かした支部来所相談の強化 

２．専門機関による利用勧奨の強化 

３．保健指導委託機関との担当者間の連携 

①血管年齢測定器、肌年齢測定器の導入 

②被扶養者や任意継続被保険者への利用勧奨 

・協会から案内し、利用に繋がらなかった事業所への勧奨 

 利用者のニーズに応える   専門機関の強みを活用 

 （訓練されたオペレーターによる電話勧奨。 
  夕刻や土曜日の実施。ＩＣＴを使った保健指導など） 

・第１回特定保健指導担当者連携会議を８月２日に開催予定（講義形式） 

 第２回は11月～1月にグループ分けして開催予定（グループワーク形式） 
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平成28年度 保健事業計画 
（新規・強化）について【保健指導】 

４．その他の保健指導実施率向上策 

①マンガを使った事業主に対する保健指導の必要性の周知 

 ・チラシやホームページを使った広報 

 ・保健指導の案内封筒の見直し 

 

②集団健診と保健指導のセット実施の強化 

 ・集団健診と後日の健診結果説明会と組み合わせた 

  保健指導の実施 

 

③保健師・管理栄養士による事業所の訪問勧奨 

 ・案内を送り回答用紙の返信がなかった事業所を主に訪問し勧奨 



11 

平成28年度 保健事業計画 
（新規・強化）について【データヘルス】 

１．ヘルスケア通信簿の配布、健康宣言へ 

２．奥様健診プロジェクトの実施 

・過去の健診結果から事業所単位での健康度を見える化 
 １９０社に配布後、５７社より健康宣言 

優秀な取組みをした事業所を表彰予定 

・平成２７年度参加事業所５４３社。 
 被扶養者あて案内をさらに充実し、受診促進を図る。 
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平成28年度 保健事業計画 
【協定先とのコラボ事業】 

・運動プログラム（名古屋大学監修のもと、医学部学生にプログラムの作成を依頼 

 予定）や、協定自治体の運動・スポーツ施設を紹介 

・名古屋市との連携し、疾病や検査項目ごとに効果的な食事や若者の食育推進 

１．運動・食事パンフによる加入者への健康増進のための情報提供 

２．中部運輸局と連携した運輸関係の事業所に対する取組み 

・運輸関係の事業所の加入者に対し、生活習慣病に対する意識調査を行う 

 （監修は名古屋大学を予定）。調査と併せて保健指導の実施を依頼。 
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課題（検討事案） 

② 協定締結自治体と新たな共同事業の展開 

① 生活習慣病予防健診の実施率の増加 
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対象者 健診種別 平成26年度 平成27年度 前年度対比 

被保険者 

生活習慣病 
予防健診 

（35歳以上） 
363,571 人 400,433 人 110.1 % 

事業者健診 
データ提供 

41,372 人 43,146 人 104.3 % 

被扶養者 特定健康診査 49,818 人 53,675 人 107.7 % 

生活習慣病予防健診・ 
特定健康診査の実施推移 
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対象者 健診種別 対象者数 目標者数 目標率 

被保険者 
(40歳以上) 

生活習慣病 
予防健診 

775,397 人 

425,600 人 54.9 ％ 

事業者健診 
データ提供 

62,000 人 8.0 ％ 

被扶養者 特定健康診査 268,501 人 69,800 人 26.0 ％ 

平成28年度 生活習慣病予防健診・ 
特定健康診査目標数値 
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 特定保健指導実施件数の推移 

対象者 平成25年度 平成26年度 平成27年度 前年度対比 

被保険者 
6ヶ月評価 
終了者数 

協会保健師 3,349 人 3,438 人 3,539 人 102.9 ％ 

外部委託 1,439 人 1,521 人 1,714 人 112.7 ％ 

被扶養者利用者数 
（請求ベース） 

199 人 190 人   243 人 127.9 ％ 
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対象者 対象者数 
目標者数 

(27年度実施者数) 
目標率 

(27年度実施率) 

被保険者 
(40歳以上) 

協会保健師 

82,192 人 
（78,545 人） 

3,775 人 
（3,539 人） 

4.6 ％ 
（4.5 ％） 

外部委託 
2,800 人 

（1,714 人） 
3.4％ 

（2.2 ％） 

被扶養者 
（請求ベース） 

4,564 人 
（4,520 人） 

297 人 
（243 人） 

6.5 ％ 
（5.4％） 

平成28年度 特定保健指導目標数値 


