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・平成28年度健診実施に関する課題点 

・被保険者と被扶養者の受診率について、支部目標を達成するために受診率の 

 向上が課題である。 
 

・被扶養者の受診について、受診への動機づけが弱いため、受診に結びつける 

 ための機会提供が課題である。 

１．平成29年度愛知支部保健事業実施状況（健診） 

【 議題１ 】 



（１）被保険者の生活習慣病予防健診の受診促進（健診推進経費を活用した健診事業） 

 ・目標を超えた件数に応じてインセンティブを支払い、健診機関に目標件数を意識させる 

  ことで受診率の向上を図る。 

 《4月～9月経過状況》 

 

 

 

 

 

 

（２）新規適用事業所への健診の勧奨強化 

 ・新たな加入者に対して、早期に受診勧奨をすることで、受診率の向上を図る。 

 《電話勧奨状況５月～９月》 

 

 

 

  約２５％の事業所が「利用する」・「検討する」と回答 

  実際に３１４事業所から申込あり（11/2時点）  利用率６．２％ 

 

 

 

 

  

１．生活習慣病予防健診の受診拡大   
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平成29年度 健診受診率向上に関する事業実施状況 

前年度より増 前年度より減 増割合 １機関平均 

実施機関（104機関） ８４機関 ２０機関 ８１％ 100人増 

未実施機関（41機関） ２８機関 １３機関 ６８％ 42人増 

利用する 検討する 利用しない その他（不通等） 

5,039社へ案内 242社 1,021社 564社 3,212社 
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平成29年度 健診受診率向上に関する事業実施状況 

（３）健康宣言事業所数の拡大 

・事業所における健康づくりを始めるきっかけとして、加入事業所に「健康宣言」の活用を促して 

 いる。 

 健康宣言の３要件の中で、「健診を全社員受診」があるため、健康宣言をする事業所は、健診を 

 全社員受診させる必要があり、健康宣言事業所数の増加により、健診受診者数の増加を図る。 

 平成27年度 57社 

 平成28年度 832社 

 平成29年度 1,647社（平成29年11月22日現在） 

（４）未受診事業所への健診案内勧奨 

・生活習慣病予防健診の受診拡大を図るため、未受診事業所に対して、健診案内文書を送付。 

 （昨年度送付件数37,000社（10月26日）、今年度送付件数20,000社（11月10日）） 
 

 昨年度まで新規適用事業所への案内を未受診事業所勧奨と併せて行っていたが、今年度は 

 新規適用事業所への案内を定期に実施し、また健診機関への受診勧奨業務委託により、 

 未受診事業所への受診勧奨を強化している。 

  

（５）外部委託業者による未受診事業所への電話勧奨（12月から2月）※予定 

・上記（４）の未受診事業所へ健診案内文書を送付後、電話で案内することにより、 

 昨年度受診促進に効果があったため、今年度も計画した電話勧奨件数を実施予定。 

 （昨年度電話勧奨件数10,000社 受診事業所数439社 割合4.39％） 

 （今年度電話勧奨予定件数10,000社） 



２．事業者健診データの取得勧奨   

（３）社会保険労務士会と連携した取得勧奨（12月から3月）予定 

・事業主から信頼の厚い社会保険労務士に同意書取得勧奨の協力を得るため、社会保険労務士会に 

 業務委託し、昨年度取得件数が増加したため、今年度も実施する。 

 昨年度（勧奨事業所 52社、同意書取得件数 18件） 

 今年度（勧奨事業所 52社） 
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平成29年度 健診受診率向上に関する事業実施状況 

（２）外部委託業者による電話・訪問勧奨（9月から3月） 

・データ提供件数の拡大を図るため、昨年度実施し取得件数が増加したことから、今年度も実施中である。 

 昨年度（勧奨事業所 3,332社、同意書取得件数 291件） 

 今年度（勧奨事業所 3,013社、同意書取得件数 301件（平成29年10月末）) 

 

（４）豊山町商工会と連携した取得勧奨 

・事業者健診を実施している商工会に同意書取得勧奨を依頼し、データ提供件数の拡大を図る。 

 （勧奨事業所 27社 同意書取得件数 2件（11月15日現在）） 

（１）事業者健診結果データの早期取得の促進（健診推進経費を活用した健診事業） 

・事業者健診結果データの提供件数の拡大と、早期提供によるタイムリーな保健指導の実施を図る。 

   《4月～9月経過状況》 

 

 
28年度 29年度 増加率 

実施機関（40機関） 9,929人 13,235人 133.3％ 
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平成29年度 健診受診率向上のための事業実施状況 

３．特定健診の受診拡大   

（１）協定市町との特定健診・がん検診の共同案内・合同検診の実施 

①協定市町との特定健診・がん検診の共同案内の実施 

 （平成29年3月31日時点で４８市町村と締結） 

  (4月) 32市町と共同実施 （7月）28市町と共同実施 （10月）21市町と共同実施 

 

②協定市町との特定健診・がん検診の合同検診の実施（年度計画 ７市町 昨年度4市町）  

◇名古屋市 

  ・4～9月 ２６会場で合同検診を実施 

  ・10月  名古屋市と共同で特定健診とがん検診同時実施機関一覧を作成し、未受診者へ案内送付                                   

  ・11月  イオンモール名古屋茶屋店で合同検診を実施（314人受診 前年度実績266人） 

◇大治町  

 ・7月  大治町と合同検診を実施（今年度開始 1206人案内送付 122人受診） 

◇豊橋市（予定） 

 ・12月  豊橋市と合同検診を実施予定（前年度実績 3,053人案内送付 134人受診） 

◇愛西市（予定） 

 ・1月・2月 愛西市と合同検診を実施予定（前年度実績 1,711人案内送付 69人受診） 

 

  そのほか、半田市、西尾市、東浦町と合同検診の実施に向け、調整中である。 
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平成29年度 健診受診率向上のための事業実施状況 

（３）過去５年分の健診データを活用した特定健診の未受診者勧奨の実施（11月） 

 ・過去５年間で１回以上受診した未受診者に対し、５年間の健診結果を踏まえた健康情報を 

  グラフ等でわかりやすく表示した個人勧奨シートを、血管・肌年齢、骨健康度の測定 

  クーポン券と併せて送り、受診への動機づけを強化する。 

  今年度、名古屋市内の10,000人に対し実施。（11月20日に送付） 

（２）奥様も健診プロジェクトによる特定健診受診者数の拡大 

・昨年度に引き続き、事業主名による勧奨を実施し、被扶養者の特定健診率向上を図る。 

 

 
参加事業所数 対象被扶養者数 受診者数 受診率 

平成28年度 465社 6,019人 1,924人 31.9％ 

平成29年度 865社 11,533人 

前年比 186.0％ 191.6％ 

 平成28年度について、愛知支部の特定健診平均受診率（21.8％）と、参加企業の特定健診 
 平均受診率（31.9％）を比べると、１０.１％上回っている。 

未集計 

奥様も健診プロジェクトについて、厚生労働省が「スマートライフプロジェクト」の一環として実
施している厚生労働省主催の「第６回健康寿命をのばそう！アワード」において、厚生労働大臣優
秀賞を受賞した。今回の受賞もアピールして、参加企業の増加を図る。 



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 

822,523人 

575,766人 70.0％ 

事業者健診 
データ提供 

65,801 人   8.0 ％ 

被扶養者 特定健康診査 273,072人 70,988 人 26.0 ％ 

対象者 健診種別 28年上期(人) 29年上期(人) 前年比(％） 

被保険者 
（35歳以上） 

生活習慣病 
予防健診 

229,783 人 244,115人 106.2％ 

事業者健診 
データ提供 

15,872人 16,875人 128.3 ％ 

被扶養者 特定健康診査 27,974 人 27,241人    97.3％ 
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平成29年度 健診目標値 

平成29年度上期（4月～9月）実績 



8 

・28年度保健指導実施に関する課題点 

・特定保健指導実施率について、支部目標を達成するために実施率の向上が 
 課題である。 
 
・昨年度の初回面談から６か月評価までの継続率は66.2％となっており、 
 （全国平均65.4％）、一昨年の74.6％を下回った。中断者を減らすこと  
 が課題である。 

２．平成29年度保健事業実施状況（特定保健指導） 



（３）支部来所相談の強化 

（２）保健指導専門機関の有効活用 

・肌年齢や血管年齢測定など健康相談の内容を充実させ、アクセスが良い支部健康相談室で 

 保健指導の利用拡大を図る。また、任意継続被保険者や被扶養者への勧奨も実施。 

 ・支部移転前 27年度112人 

 ・支部移転後 28年度339人、今年度232人（11月24日現在） 

・保健指導未実施の事業所や夕刻・土曜日等を希望する事業所、県外にいる対象者に勧奨を行い、 

 保健指導の利用拡大を図る。（昨年度上期初回面談168人、今年度初回面談188人） 
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平成29年度 保健指導実施率向上に関する事業実施状況 

１．保健指導の利用拡大 

（１）支部保健師による保健指導未実施事業所への訪問勧奨 

①新適事業所への保健指導の訪問勧奨（今年度開始） 

 今年度新規に健康保険の適用事業所となり、健診を受けた最初の年に保健指導の実施を促す 

 ことで、保健指導の利用意識を定着させる。 

 （勧奨事業所23社 実施4社 保健指導実施数10人（11月2日現在） 

②事業所での集団指導による保健指導の実施強化 

 保健指導対象者のいる事業所に対し、対象者だけでなく従業員全員に対して健康づくりなどの   

 アドバイスを訪問して行い、健康づくりへの意識づけを行う。同時に訪問した事業所にいる保健 

 指導対象者には、保健指導を実施する。 

 （昨年度実施事業所22社 集団指導実施数1149人 保健指導実施数28人） 

 （今年度実施事業所19社 集団指導実施数919人 保健指導実施数41人）（11月22日現在） 

 



（２）保健指導委託機関との担当者間の連携 

・昨年度保健指導委託機関との担当者間の連携会議を実施し、実績の良い委託機関に好事例を紹介 

 してもらい、保健指導のより良い実施方法を共有した結果、29年度は委託機関の保健指導実施数 

 が伸びている。 

 そのため、今年度も特定保健指導担当者連携会議の開催して、委託機関の担当者との連携を図り、 

 委託機関における保健指導の質の向上・利用拡大につなげる。（平成30年1月25日予定） 
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平成29年度 保健指導実施率向上に関する事業実施状況 

（３）実施率の低い保健指導委託機関への訪問アドバイス・保健指導委託未実施の     
   健診機関への保健指導業務委託の促進 

・保健指導の質の向上のため、実施率の低い委託機関に訪問し、保健指導の実施に関して、 

 効率的な方法や指導方法などをアドバイスする。（11月末現在  7委託機関実施） 

 また、健診委託機関で保健指導を実施していない健診機関に、保健指導の業務委託の 

 実施を促した。（11月末現在 ７機関訪問実施 、来年度希望申出機関  １機関） 

２．保健指導の「質の向上」対策 

（１）保健指導の質の向上に関する取組み 

・今年度から名古屋大学の平川講師と保健指導に関する顧問医師契約を結び、2か月に1回開催して  

 いる支部保健師戦略会議において、行動変容しない人への保健指導方法について、グループワー  

 クを行い、スキルアップを図っている。 



・改正個人情報保護法に関する取扱いについて 

 保健指導情報（対象者であること、保健指導を受けたこと）が要配慮個人情報に該当することに 

 なり、従来のオプトアウト（黙示の同意）による同意の確認ができなくなった。 

 

 

 事業主と協会けんぽで保健指導情報を共同利用する。 

 共同利用を希望しない事業所へは、対象者名簿を送れないため、保健指導の案内が入った健診 

 受診者宛ての親展封書を事業所に送付し、各個人への配布をお願いしている。 
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平成29年度 保健指導実施における新たな課題について 



対象者 内 容 対象者数(人） 目標者数（人） 目標率（％） 

被保険者 
（40歳以上） 

協会保健師 

133,445人 

10,275人 7.7％ 

外部委託 8,674人  6.5％ 

被扶養者 契約機関 5,253人 367人  7.0％ 

対象者 内容 
平成28年度上期 平成29年度上期 前年比

（％） 協会 外部委託 協会 外部委託 

被保険者 
（40歳以上） 

初回面談
（人） 

2,552人 2,591人 1,979人 3,028人   97.3％ 

6ヶ月評価 
終了者（人） 

1,641人 1,339人 2,556人 2,215人 160.1％ 

被扶養者 
利用者数
（人） 

6 124 人 9人 107人  89.2％ 
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平成29年度 特定保健指導目標値 

平成29年度 特定保健指導上期（平成29年4月～9月）実績 



１．重症化予防事業 
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３．平成29年度保健事業実施状況（健康づくり事業） 

 今年度は健診機関に協力いただき、健診機関でカバーできないところを外部委託で実施し、 

 事業を効率的に図るようにした。３５健診機関の協力が得られ実施中。 

 

 ①未治療者に対する二次勧奨（協力健診機関および外部委託による電話受診勧奨） 

  対象者 

  収縮期血圧180 mmHg以上、拡張期血圧110 mmHg以上、空腹時血糖160 mg/dl以上、 HbA1c 8.4 ％以上の 

  いずれか一つ以上該当する、健診前１か月から健診受診後３か月目までに医療機関を受診していない者。 
 

 《4月～9月経過状況》 

 

昨年度の課題（未治療者に対する二次勧奨） 

 対象者の連絡先がわからないケースがほとんどのため、事業所に連絡して本人に取り次いで 

 もらうが、不在であったり、本人や事業所担当者の理解が得られず、対象者の約半数としか 

 話ができない状況であった。 

勧奨数 勧奨結果回答済 受診済･予定 受診拒否 不通 受診率 備考 

35機関 661人 16機関269人 62人 63人 110人 23.0％ 34人 

外部委託 703人 703人 201人 208人 294人 28.5％ ― 

※備考の数字は、保健指導の実施人数 
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３．平成29年度保健事業実施状況（健康づくり事業） 

 ②糖尿病性腎症等重症化予防（協力健診機関による電話受診勧奨および保健指導） 

  対象者 

  空腹時血糖130 mg/dl以上またはHbA1c 7.0 ％以上に該当し、かつ、尿蛋白２+ またはｅ-ＧＦＲ50 （mL/ 

  分/ 1.73m2）未満に該当する、健診前１か月から健診受診後３か月目までに医療機関を受診していない者。 
 

 《4月～9月経過状況》 

 
勧奨数 勧奨結果回答済 受診済･予定 受診拒否 不通 保健指導 受診率 

35機関 34人 16機関13人 1人 3人 6人 3人 7.6％ 

 今年度、健診機関には協働事業として無償で協力いただいているため、お願いできる 

 業務内容に限度がある。 

 平成30年度は委託事業としての実施を計画し、業務内容の拡大を図りたい。 

 また、重症化予防事業も個人情報保護法改正の影響があり、事業所に連絡して本人に 

 取次いでもらう場合は、保健指導同様、共同利用についての確認が必要となっている。 



市町村 締結日 市町村 締結日 

津島市 H27.11.27 刈谷市 H28.3.22 

北名古屋市 H27.12.4 瀬戸市 H28.3.30 

武豊町 H27.12.14 新城市 H28.6.24 

日進市 H28.1.25 犬山市 H28.7.1 

常滑市 H28.1.26 尾張旭市 H28.7.20 

豊明市 H28.2.3 蟹江町 H28.7.25 

知立市 H28.2.8 清須市 H28.8.1 

高浜市 H28.2.15 岩倉市 H28.8.1 

碧南市 H28.3.1 愛西市 H28.8.3 

東海市 H28.3.7 田原市 H28.9.1 

稲沢市 H28.3.11 蒲郡市 H28.9.9 

市町村 締結日 市町村 締結日 

美浜町 H28.10.1 江南市 H29.1.11 

西尾市 H28.10.3 弥富市 H29.2.1 

幸田町 H28.11.1 南知多町 H29.3.1 

豊川市 H28.11.1 阿久比町 H29.3.1 

みよし市 H28.11.1 設楽町 H29.7.1 

長久手市 H28.11.18 豊根村 H29.7.1 

飛島村 H28.12.1 東栄町 H29.10.1 

大治町 H28.12.7 

東郷町 H28.12.14 

あま市 H28.12.20 

東浦町 H29.1.4 

市町村 締結日 

名古屋市 H25.11.14 

小牧市 H26.7.2 

安城市 H26.10.15 

一宮市 H26.12.15 

豊橋市 H27.1.9 

豊田市 H27.3.12 

春日井市 H27.3.18 

岡崎市 H27.3.23 

半田市 H27.9.17 

知多市 H27.10.22 

大府市 H27.11.25 

H26年度以前 

都道府県 締結日 

愛知県 H27.11.1 

H27年度 

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 

愛知県商工会連合会 H28.6.2 

健康保険組合連合会愛知連合会 H28.7.1 

愛知県社会保険労務士会 H28.7.6 

愛知県中小企業診断士協会 H28.8.1 

あいち健康の森健康科学総合センター H28.12.1 

愛知県トラック事業健康保険組合 H29.2.28 

愛知県経営者協会 H29.3.31 

愛知県商工会議所連合会 H29.5.9 

愛知銀行 H29.6.1 

中京銀行 H29.6.1 

名古屋銀行 H29.6.1 

愛知県信用保証協会 H29.6.29 

H28年度 

H29年度 

東栄町 

 「健康づくりの推進に向けた包括的連携事業に関する協定」の締結 
 愛知県、51市町村、17団体と協定を締結済 （H29年10月1日現在） 
 県内の被保険者カバー率  ➠   99.0％  

H29.6.1 覚書締結式 

２．健康づくり等協定締結状況 

15 

３．平成29年度保健事業実施状況（健康づくり事業） 



16 

３．協定締結自治体との連携 

◇ 名古屋市 

①中日健康フェア2017への出展（平成29年9月2日～3日） 

  参加者：脳年齢測定 508人 ・ロコモ度チェック 906人 

②「がんサポートセミナー」の開催（平成29年9月20日） 

 内容：「働く世代のがん予防と職場のがん対策」をテーマに、がん検診の重要性・ 

     治療と仕事の両立支援を講演 

 参加者：280名（健康保険委員、健診機関関係者、がん体験者等） 

・開催日  
 平成29年5月18日～19日 
・参加者 
 血管年齢測定 436人 

◇安城市ものづくりコンベンション2017 

・開始日 
 平成29年11月3日 
・参加者  
 256人（肌年齢測定、ポスター掲示） 

◇ 瀬戸市健康福祉フェア 
◇津島市健康まつり2017 

・開催日  
 平成29年10月29日 
・参加者 
 肌年齢測定 130人 

その他協定市町と連携して、市町が主催の健康イベント等に出展し、加入者に健康づくりへの意識づけを行っている。 

◇蒲郡まつり「健康がまごおり21実践隊」 

・開催日  
 平成29年7月30日 
・参加者 
 血管年齢測定 195人 

３．平成29年度保健事業実施状況（健康づくり事業） 
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◇健康サポート薬局研修会 

日時: 平成29年5月21日 
参加人数：100人 
主催：愛知県薬剤師会 
内容：保険者の取り組みとして、協会けんぽの健康づくり事業 
   について紹介 

◇「禁煙週間」及び「歯と口の健康週間」における街頭キャンペーン 

日時：平成29年5月31日 
場所：名古屋駅前 ナナちゃん人形周辺 
参加団体：愛知県健康対策課、愛知県医師会等 計13団体 
内容：街頭において「禁煙週間」及び「歯と口の健康週間」 
   の呼びかけを行う。 

（グランパス君も参加） 

◇健康経営セミナー 
 
日時: 平成29年6月28日 
場所: 中小企業振興会館 ７階大ホール 
参加人数 ：204人（申込者数：228人） 
参加団体：主催 愛知支部  
     後援 健康保険組合連合会愛知連合会等 
内容 ・前段 健康取組優秀事所を表彰（金賞５社、銀賞１５社）  
   ・１部 金賞受賞事業所による取組事例の講演 
   ・２部 支部が行う事業所コラボヘルス事業の周知 
   ・３部 専門家より「健康経営」についての講演 

３．平成29年度保健事業実施状況（健康づくり事業） 

４．関係団体との連携 
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◇特定健診強化月間（平成29年度） 

 

 

愛知県の特定健診普及啓発強化月間である6月に愛知県、健保連、国保連と連携し、 
多様な媒体を通して集中的に特定健診の広報を実施し、広く普及啓発を行った。 
 
①Jリーグチーム名古屋グランパスとのコラボによる 
 特定健診普及啓発強化月間PR 
②ラジオ放送 
③地下鉄ステッカー広告 

◇若年層への啓発活動（健診ポスターコンクール） 

 

 

 愛知県、健保連、名古屋市との連携事業として、小学5年生対象の健診ポスター 
コンクールを開催。愛知県・健保連・協会による選定委員会で決定した最優秀賞 
ポスターを利用して、特定健診強化月間に広報を実施。（応募児童数 1,059人） 
・松坂屋名古屋店にてデジタルサイネージ広報（6月中） 
・イオン、アピタなどの商業施設、健診機関、名古屋市区役所等 
でポスター掲示。（6月中） 

最優秀作品 

◇フットサル大会  

 

 

加入者の健康づくりと事業所内・事業所間の親睦を目的に、健康保険委員登録事業所を対象に
チームを募集し、実施。 
日時: 平成29年8月5日（準決勝まで）、9月17日（決勝） 参加人数 32チーム約500人  

◇ウォーキング大会の開催（名鉄ハイキングと共催）  

 

 
加入者の健康づくりと意識づけを目的に実施。 
日時:平成29年4月8日 参加人数 加入者112人（全体1,963人） 
    平成29年10月28日 参加人数 加入者110人（全体2,009人）  

３．平成29年度保健事業実施状況（健康づくり事業） 
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（１）平成29年度健診上期実施からの課題点 

  ・被保険者受診率が上昇しているが、支部目標を達成するため、健診受診率の向上や 

  受診への動機づけが課題。 

 ・被扶養者特定健診受診率が、対前年度上期で下がっており、特定健診受診率向上が 

  課題である。 

 

 

 

 

 

４．平成30年度愛知支部保健事業取組み方針 

１、健診  

 ・平成30年度保健事業にかかる変更点  

１）第３期特定健診等制度運用見直しにかかる主な変更点 

２）第2期データヘルス計画の策定について 

 ①特定保健指導の評価時期変更 

 現行6か月後評価 → 3か月後評価でも可能となる。 

 
 ②健診当日に結果が揃わなくても、初回面接の分割実施を可能とする 
 ※１ 腹囲・体重、血圧、質問票の結果等から、対象者へ健診当日の保健指導を実施。 
    後日、全ての健診結果を踏まえ、電話等で行動計画を完成する方法を可とする。 
 ※２ 健診当日の保健指導の実施により、受診者の利便性を向上。 
       

平成30年4月から、第2期データヘルス計画が開始されるため、支部の課題を整理して、 

データヘルス計画を策定する。 

【 議題３ 】 
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 ③新規適用事業所への健診の勧奨強化 

    約25％の事業所が「利用する」「検討する」と回答しており、実施状況から一定の効果が 

     出ているため、来年度も実施する。 
 

 ④過去５年分の健診データを活用した特定健診の未受診者勧奨の実施 

  送付直後対象者からの電話が多く入っており反響が大きい。また、他支部の実施結果では一定 

  の効果が出ているため、30年度も実施する。 

  今年度は名古屋市在住の未受診者10,000人を対象に実施したが、30年度は名古屋市以外 

  に在住の未受診者も含め、20,000人を対象に実施したい。（時期は10～11月を予定） 

 

 

（２）健診受診率向上対策 
 

【強化継続事業】 
 ①特定健診とがん検診の共同案内・合同検診の拡大 

  検査項目の物足りなさが特定健診のウイークポイントの一つであるため、自治体の 

   がん検診との共同案内や集団検診の実施は来年度も不可欠であり、すべての協定市町と 

   実施できるように拡大していく。 
 

 ②健診推進経費を活用した健診事業の推進（被保険者の生活習慣病予防健診の受診促進・ 

  事業者健診結果データの早期取得の促進） 

   前年度より増加している健診機関が8割あるなど一定の効果が出ているため、実施 

       健診機関を増やし来年度も実施する。   

 

４．平成30年度愛知支部保健事業取組み方針 
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 ⑤勧奨用リーフレットを活用した健診機関による受診勧奨の強化 

   平成28年度に作成したリーフレットの追加希望が多数あり、有効に活用していただいて 

   いると考えられるため、30年度用に内容を改訂し実施する。 

 

 ⑥生活習慣病予防健診未受診事業所への再案内および電話勧奨 

   今年度は11月に送付し、電話勧奨が12月から開始のため効果検証はできないが、昨年度の 

   電話勧奨をした結果、439社が健診を受診したため、一定効果があると考え、来年度も 

   実施する。 

 

 ⑦新規加入者（被扶養者、任意継続）への健診案内の強化 

   新たに加入した被扶養者や任意継続被保険者を毎月に抽出し、新規加入者にタイムリーな 

   勧奨を行い、受診率の向上を図る。 

【新規事業】 
     

 ①女性の趣向を考慮した会場での集団検診の実施 

  被扶養者の多くは女性であるため、ホテルや結婚式場など女性の趣向を考慮した会場を 

  設定することで、集団検診の機会を増やし、受診率の向上を図る。 
 

４．平成30年度愛知支部保健事業取組み方針 
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（１）平成29年度特定保健指導上期実施からの課題点 

  ・改正個人情報保護法に関する取扱いを踏まえた初回面談の実施率の向上が課題である。 

  ・被扶養者の保健指導実施率が低く、実施率の向上が課題である。 

  ・初回面談から評価までの継続率を向上させるため、中断者を減らすことが課題である。 

【強化継続事業】 
 ①事業所での集団指導の強化 

  初回面接のハードルを下げるため 、事業所の全従業員を対象に集団指導を行い、対象者は集団 

  指導後に個別でフォローし実施率につなげる。また、30年度は集団指導を講義型から体験型の 

  指導に変えることにより、対象者の意識の高揚を図る。（例えば、食塩含浸濾紙を使った 

  ソルセイブ検査を取り入れるなど） 

 

 ②県外対象者への利用勧奨の強化 

  愛知支部加入者で県外に在住する対象者に対する勧奨を、本社訪問や保健指導専門機関を活用 

  して強化し、実施率の向上を図る。 

２．保健指導  

（２）保健指導実施率向上対策 

４．平成30年度愛知支部保健事業取組み方針 
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【新規事業】 
 ①健診当日の保健指導実施の拡大 

   保健指導が健診当日にできる・できないにより健診機関の保健指導実施数に大きな差が 

   でている。 

   ３０年度は腹囲・体重、血圧、質問票の結果等から健診当日の保健指導が可能になる 

   ことから、積極的に推進し、実施率の向上を図る。 

  

 ②3か月評価の推進 

  30年度は3か月後評価が可能となることから、短い期間で中身の濃い保健指導の実施を 

  推進し、中断者の減少を図る。 

 

 ③被扶養者集団検診時の保健指導の実施 

   被扶養者の保健指導の実施率が低い。30年度の運用の見直しにより集団検診当日の保健 

   指導を推進するよう、集団検診を委託する健診機関に働きかけを行い、実施率の向上を図る。 

４．平成30年度愛知支部保健事業取組み方針 



 ３．健康づくり事業  
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 ①糖尿病性腎症等重症化予防 

  協力健診機関を増やし、継続実施する。 

   今年度は協働事業で実施しているが、保健指導を含めた内容で委託事業を検討する。 

  

 ②ウイルス性肝炎重症化予防（新規） 

  愛知県と連携しウイルス性肝炎検査の推進および陽性者のフォローアップを図る。 

 

 ③奥様も健診プロジェクトをはじめとする配偶者に焦点を当てた健康づくり事業 

  家族の健康管理のキーマンである配偶者に対して健康教育を進めることにより、ご主人やお子様 

  などご家族全員に健診受診や生活習慣改善の意識づけを図る事業を検討する。 

 

 ④中部運輸局など関係団体と連携した事業 

  運輸事業者に対する健診・保健指導の勧奨や健康教育の実施など関係団体と連携する。 

 

 ⑤産官学連携事業 

     学術研究や調査分析を進めることで、保健事業の推進を図る。 

  【名古屋大学】保健指導の質の向上、生活習慣病や健診についての意識調査 

  【名古屋工業大学】健診・保健指導結果の分析等 

４．平成30年度愛知支部保健事業取組み方針 


