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【 第1期データヘルス計画における目標 】 

 加入者の健康の保持増進と医療費の適正化を図るため、健康・医療情報を活用し、加入者の健康課題を 

明確化するとともに、課題に対する効果的かつ効率的な保健事業として、27年度から29年度の3か年で実施。 

【 着目した健康課題 】 

（２）下位目標 

（１）上位目標 

・愛知県は健康寿命トップ３であるが、特定健診受診率は全国平均を下回る状況である。 

・意識調査によると「健康に気をつけるよう意識している者」は13.9％と全国平均より3.9ポイント低く、 

 将来的な健康度の低下が懸念され、健康取り組みの促進と受診率向上が課題である。 

・重症化予防対策は、糖尿病による服薬者が全国平均を上回って上昇傾向にあり、透析患者のうち糖尿病 

 性腎症を原因とする者は4割に及ぶことから、効果的な糖尿病対策が求められる。 

1 

１．第1期保健事業実施計画（データヘルス計画）について 

①ヘルスアップ通信簿等を活用した事業所の 

 健康取り組み数の増加 

②事業所コラボヘルスを活用した特定健診受診率の向上 

③医療機関等と連携したリスク別介入による重症化予防 

（３）第１期の総括 

①ヘルスアップ通信簿等を活用した事業所への 

 健康宣言の勧奨 

②特定健診受診率の向上 

③糖尿病未治療者への受診勧奨 

①健康経営の普及について、健康宣言
事業所が1740社まで拡大し、経済産
業省の優良認定事業所として52社認定 
された。 
 
②特定健診受診率は、26年度の
38.4％から29年度41.4％まで 
向上した。 
 
③重症化予防について、要治療者に対
する受診勧奨を委託業者と健診機関で
実施し、約22％の未治療者を受診に誘
導することができた。 

機密性２ 



１．生活習慣病予防健診の受診拡大（被保険者） 

平成29年度健診受診率向上に関する事業実施結果 

（１）健診機関に対する受診拡大の協力要請 

・健診機関に目標件数を設定し、28年度を上回る受診者数の拡大を要請した。 
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２．平成29年度愛知支部保健事業実施結果（健診） 

（２）新規加入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、受診率の向上を図った（29年度開始） 
（実施期間 29年5月～30年2月） 

実施件数 受診者数 

29年度 7,624社 2,146人 ※受診者数（平成30年1月時点） 

対象健診機関 受診者数 

29年度 142機関 21,144人増加 
※請求ベース 



１．生活習慣病予防健診の受診拡大（被保険者） 
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 平成29年度健診受診率向上に関する事業実施結果 

（４）外部委託業者による未受診事業所への電話勧奨 

・未受診事業所へ案内を送付後、電話勧奨を実施。 

 （11月健診案内送付 12月から2月電話勧奨実施）  

電話勧奨件数 受入事業所 受診者数 

平成28年度 10,000件 565社 974人 

平成29年度 10,000件 1,049社 1,267人 

（３）健康宣言事業所数の拡大 

・事業所における健康取り組みを始めるきっかけとして、 

 加入事業所に「健康宣言」の活用を促進している。 

 健康宣言は、「健診を全社員受診」を必須要件としている 

 ことから、健康宣言の事業所数の拡大を図った。 

（908社増加 うち受診者数 9,937人 平成30年1月分まで） 

 

57 

832 

1740 

0

500

1000

1500

2000

27年度 28年度 29年度 

健康宣言事業所数 

27年度 

28年度 

29年度 

※受入事業所・・・受診希望及びすでに受診済と回答した事業所数 

平成29年度受診者数は、平成30年1月分まで 



２．事業者健診データの取得勧奨（被保険者） 
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 平成29年度健診受診率向上に関する事業実施結果 

（１）健診機関に対する協力要請（事業者健診結果データの取得拡大と早期取得） 

・早期取得によるタイムリーな保健指導の実施を図るため、事業者健診結果データ取得件数の拡大と、 

 受診から3か月以内にデータ提供するように健診機関へ要請した。 

28年度 29年度 

実施機関（40機関） 30,110人 27,673人 

（２）外部委託業者による電話勧奨 

・データ提供件数の拡大を図るため、9月から3月 

 にかけて実施し、同意書を取得した。 

（３）社会保険労務士による取得勧奨 

・社会保険労務士より顧問先事業所からの同意書取得を 

 12月から3月にかけて実施した。 

勧奨 
事業所 

同意書 
取得件数 

取得者数 

28年度 3,332社 291件 4243人 

29年度 3,013社 761件 4219人 

勧奨事業所 
同意書 
取得件数 

取得者数 

28年度 52社 18件 147人 

29年度 52社 25件 87人 



３．特定健診の受診拡大（被扶養者） 

 平成29年度健診受診率向上に関する事業実施結果 

（１）協定市町との特定健診・がん検診の共同案内・合同健診の実施 

①協定市町との特定健診・がん検診の共同案内の実施（48市町と締結 29年度3月31日時点） 

 (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（28年度4市町 29年度7市町）  

主な実施内容 

【大治町】協会けんぽ特定健診とがん検診の同時受診を勧奨（今年度開始） 
 →同時受診による検査項目の充実をアピールして受診を促す。 
  【会場】大治町保健センター          
  【健診実施日】7月26日・10月3日（案内送付数2,115人 受診者数2日間合計 154人受診） 

【豊橋市】協会けんぽ特定健診とがん検診の同時受診を勧奨           
 →同時受診による検査項目の充実をアピールすることで、受診を促す。 
  【会場】豊橋市保健所・保健センター        
  【健診実施日】12月13日・12月21日（案内送付数4,011人 受診者数140人 昨年度134人） 

（２）商業施設における特定健診の集団検診 

・買い物など集客力のある商業施設を活用して、受診を促進。 

【会場】イオンモール名古屋茶屋店（11月7日～9日）【受診者数】294人受診 

            （名古屋市との合同健診） 

【会場】ドラッグスギヤマ 植田店（2月19日実施）  【受診者数】39人受診 

                        （40人枠 予約電話90人） 5 

※名古屋市、愛西市、半田市、豊明市、東浦町でも同様の内容で実施。 



３．特定健診の受診拡大（被扶養者） 
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 平成29年度健診受診率向上に関する事業実施結果 

（３）「奥様にも健診プロジェクト」による特定健診受診者数の拡大 

（４）過去5年分の健診データを活用した未受診者勧奨の実施 

・28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った。 

 

 
参加事業所数 対象被扶養者数 

平成28年度 465社 6,019人 

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。 

 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」で、厚生労働大臣優秀賞を受賞。 

・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を表示した個人勧奨シートを、血管 

 年齢・肌年齢・骨健康度の測定クーポン券と併せて同封。 

 名古屋市内の10,000人に対し11月に送付して実施した。 

 （愛知支部での効果は検証中） 

過去の結果 
を掲載 



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 対象者数 28年度 29年度 受診率 

被保険者
（40歳以上） 

生活習慣病 
予防健診 

882,426人 

350,025人 371,477人 42.0％ 

事業者健診 
データ提供 

45,622人 46,812人 5.3％ 

被扶養者 特定健康診査 273,804人 58,943人 60,325人  22.0％ 

                    7 

 平成29年度健診目標値 

 平成29年度健診実績 

※29年度生活習慣病予防健診受診者数は、請求ベースより40歳以上を推計 



１．保健指導の利用拡大 
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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結果 

（１）特定保健指導委託実施機関の拡大 

（４）支部来所相談の強化 

・保健指導の利用拡大のため、委託実施機関の拡大を図った。 

 29年度新規機関 16機関増加     合計102機関 

・保健指導対象者のいる事業所に対し、対象者も含めて従業 

 員全員に対して健康づくり講座を実施することで興味を誘 

 い、同時に訪問事業所の保健指導対象者に保健指導を実施。 

実施 
事業所 

集団指導 
実施数 

保健指導 
実施数 

平成28年度 22社 1149人 28人 

平成29年度 47社 1362人 106人 

・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った。 

平成28年度 平成29年度 

実績評価 238人 870人 

・アクセスの良さと肌年齢や血管年齢測定など付加価値をＰＲ 

 することで、支部「健康相談室」での保健指導の利用拡大を  

 図った。 

平成28年度 平成29年度 

来所相談 339人 637人 

（３）保健指導専門機関の有効活用 

３．平成29年度愛知支部保健事業実施結果（保健指導） 

（２）支部保健師による事業所での集団指導による保健指導実施強化 

平成28年度 平成29年度 

実績評価 3,035人 4,288人 



２．保健指導の「質の向上」対策 
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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結果 

（１）保健指導の質の向上に関する取組み 

（２）保健指導委託実施機関の担当者間との連携強化 

・年6回開催する支部保健師等研修会で、行動変容しない人への 

 保健指導方法について、名古屋大学平川准教授より講義を受け、 

 グループワークを行い、スキルアップを図ったことで、 

 支部保健師・管理栄養士実施分の保健指導中断者が減少した。 

・28年度保健指導委託実施機関との担当者間の連携会議を実施し、実績の良い委託実施機関の好事例など   

 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初回面談数が28年度比で20％伸びた。 

 29年度においても、30年度に向けて、制度改正を活用した健診当日の初回面談を拡大し、保健指導実施 

 率を向上させるため、平成30年1月に開催。 

 

【参加者】89機関 89人参加 
【講演内容】 
・第3期特定健診・保健指導の運用見直し（協会本部 六路参与） 
・実施機関の初回面談の実際と特定保健指導の課題（豊田厚生病院 保健師） 

・制度改正による「健診当日初回面談分割実施」や、初回面談実施率が90％ある豊田厚生病院の実施方法  

 を、今後取り入れたいと前向きな意見が多く、30年度も保健指導の実施率向上に結び付けていく。 

平成28年度 平成29年度 

支部保健師
等中断者 

874人 699人 

実施内容 

アンケート結果 

平成28年度 平成29年度 

初回面談 4,970人 5,968人 



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 
実績評価
終了者 
（人） 

対象者数 

平成28年度 平成29年度 
実績評価 
実施率 実施人数 合計 

実施人
数 

合計 

被保険者
（40歳以上） 

協会保健師 

86,840人 

3,554人 

6,827人 

4,373人 

9,531人 

5.0％ 

外部委託 3,273人 5,158人 5.9％ 

被扶養者 
利用者数
（人） 

4,835人 116人 107人 2.2％ 

 平成29年度 特定保健指導目標値 

 平成29年度 特定保健指導実績 
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 ４．平成29年度愛知支部保健事業実施結果（重症化予防事業） 
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・重症化予防事業 

（１）未治療者に対する重症化予防（協力健診機関及び外部委託による電話受診勧奨） 

・今年度は３５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委託業者で実施した。 

（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。 

勧奨数 勧奨結果回答済 受診済･予定 受診率 

35機関 1,338人 764人 195人 25.5％ 

委託業者 1,066人 988人 192人 19.4％ 

（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及び保健指導） 

（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。 

勧奨数 勧奨結果回答済 受診済･予定・保健指導 受診率 

35機関 72人 33人 6人 18.2％ 

【２９年度の結果】29年度、健診機関に協働事業として無償で協力いただいたが、お願いできる業務内容

に限度があるため、平成30年度は委託事業として、業務内容の拡大を図っていく。 

 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。 



 ５．平成29年度愛知支部保健事業実施結果（健康づくり事業） 

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 

愛知運輸支局 H29.11.24 

愛知県バス協会 H29.11.24 

愛知県タクシー協会 H29.11.24 

名古屋タクシー協会 H29.11.24 

愛知県トラック協会 H29.11.24 

住友生命保険相互会社 中部本部 H30.2.1 

東京海上日動火災保険株式会社 H30.2.1 

アクサ生命保険株式会社 H30.2.1 

  愛知県、51市町村、25団体と協定を締結済 （平成30年2月1日現在） 被保険者カバー率   98.9％  

H28年度 

H29年度 

【愛知県信用保証協会 
・健保連愛知との協定締結式】 東栄町 

【愛知運輸支局、愛知県バス協会、
愛知県タクシー協会、名古屋タク
シー協会、愛知県トラック協会、愛
知県トラック事業健康保険組合 
との協定締結式】 
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１．健康づくり等協定締結状況 



２．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 

 開催日 29年9月2日～3日 

 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」 

 開催日 29年9月20日 

 280名参加（健康保険委員、 

 がん体験者等） 

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。 13 

 ５．平成29年度愛知支部保健事業実施結果（健康づくり事業） 

・開催日 
 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 

◇蒲郡まつり「健康 
 がまごおり21 
 実践隊」 

・開催日 
 29年7月30日 
・血管年齢測定 195 人 

◇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 

・開催日 
 平成29年11月3日 
・参加者  
 肌年齢測定 256人 

◇ 瀬戸市健康福祉フェア ◇ にっしん市民まつり 

・開催日 
 平成29年11月19日 
・参加者  
 血管年齢測定 175人 



最優秀作品 

 ５．平成29年度愛知支部保健事業実施結果（健康づくり事業） 

◇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階メインホール 
参加人数 ：204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．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で、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） 



◇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）  
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◇職場のメンタルヘルスセミナー 

日時: 平成30年3月9日  場所: 中小企業振興会館 ７階メインホール 
参加人数 ：333人 
参加団体：主催 愛知支部、健康保険組合連合会愛知連合会 後援 愛知労働局 
講演内容 「4月から変わる雇用のルール」 
     「メンタル不調者を出さない職場づくり」 
     「知って安心！精神障害ある社員との接し方」 
     「使える支援・もらえる助成金 産保センター活用術」 

◇「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） 

 ５．平成29年度愛知支部保健事業実施結果（健康づくり事業） 

◇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した。 
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  


