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１．平成30年度保健事業について 

１．インセンティブ制度の開始 

（１）インセンティブ制度の概要について 
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・協会けんぽの加入者及び事業主の皆様の取組に応じて、インセンティブ（報奨金）を付与して、それを

『健康保険料率』に反映させる。具体的には、インセンティブ制度の財源として、新たに全支部（47支

部）の保険料率の中（後期高齢者支援金）に0.01％を盛り込む。（※） 

 そのうえで、特定健診・保健指導の実施率などの評価指標に基づき全支部をランキングし、上位過半数

に該当した支部に対して、支部ごとに得点数に応じて付与する報奨金によって健康保険料率を引き下げる

ことになる。 

（２）各保険者とのインセンティブ制度の違い 

保険者 
種別 

健康保険組合 
・共済組合 

協会けんぽ 
国保（都道府県・ 

市町村） 
後期高齢者医療 

広域連合 

共通指標 
①特定健診・保健指導、②特定健診以外の健診（がん検診、歯科健診など）、 
③糖尿病等の重症化予防、④ヘルスケアポイントなどへの個人へのインセンティブ等、 
⑤重複頻回受診・重複投薬・多剤投与等の防止対策、⑥後発医薬品の使用促進 

独自指標 

・被扶養者の健診 
 受診率向上 
・事業主との連携 
 (受動喫煙防止等)  
 の取組を評価 

医療機関への受診勧
奨を受けた要治療者
の医療機関受診率等 

保険料収納率向上
等 

高齢者の特性を踏
まえた保健事業の
実施等 

手法等 

後期高齢者支援金加
算・減算制度の見直し 
(加算率Ｈ32年度に最
大10％、減算率最大
10％～1％) 

評価指標に係る取組
の結果を都道府県ご
との保険料率に反映 

保険者努力支援制
度を創設(700～
800億円) 

各広域連合の取組
等を特別調整交付
金に反映 
(100億円) 



１．平成30年度保健事業について 

１．インセンティブ制度の開始 
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（４）インセンティブ制度の導入スケジュールについて 

平成30年度 

加入者等の行動変容 
支部の取組 

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31年度 

30年度の実績評価のうえ、 
平成32年度都道府県単位 

保険料率決定 

平成32年度 

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 

 具体的には、下記の評価指標の達成状況が反映される。 

①特定健診受診率（受診率、受診率の上昇幅、受診者数の上昇率） 

②特定保健指導の実施率（実施率、実施率の上昇幅、実施件数の上昇率） 

③特定保健指導対象者の減少率（前年度該当者で健診を受けた者のうち、非該当者となった人数） 

④医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率（対象者の受診率とその上昇幅） 

⑤後発医薬品の使用割合（使用割合とその上昇幅） 

（３）インセンティブ制度の評価指標 



【 第2期データヘルス計画における目標 】 

１．平成30年度保健事業について 

２．第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）について（30年度～35年度） 

 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を実施するための計画。 

②中位目標（上位目標を達成するため、6年後に達成する目標） 

【 愛知支部の特徴・健康課題 】 

③上位目標、中位目標達成に向けての取組 

①上位目標（10年以上経過後に達する目標） 
・入院医療費が全国で最も低く
なっているなど加入者一人当た
り医療費が少ない。 
 
・健診受診率は全国最低水準と
なっている。 
 
・健診結果は、ほとんどの項目
が全国平均を下回っており、良
好な結果となっている。 
 
・一方、糖尿病が強く疑われる
「HbA1c≧5.6％」の割合は全
国平均を上回っている（15位） 
 
・新規に人工透析を始める方の
割合は年々増加している。 
（割合 平成25年0.008％ 
    →平成28年0.013％） 
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・糖尿病による年間新規透析者割合を過去最も低い値
（0.008％）以下を目指す。 

・空腹時血糖≧126㎎/dlの割合 
 男性：8.0％、女性：2.4％以下を目指す。 

人工透析治療が必要となる理由の4割以上が、「糖尿病性腎症」と言
われているため、人工透析を防ぐために「糖尿病性腎症」を予防する
ことが重要である。 

加入者の健康寿命延伸、保険財政健全化のため新規に人工透析を始める
方の減少を目指します。 

（１）特定健診、特定保健指導の推進 
 
（２）糖尿病、高血圧症の重症化予防対策 
 
（３）コラボヘルスの推進 



１．平成30年度愛知支部保健事業計画目標値（健診） 

■健診 

対象者 健診種別 対象者数 目標者数 受診率 

被保険者 

生活習慣病 
予防健診 

872,771人 

375,291人 43.0％ 

事業者健診 
データ提供 

69,821人 8.0％ 

被扶養者 特定健康診査 274,547人 65,891人 24.0％ 
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２．平成30年度愛知支部保健事業計画（健診） 
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①健診機関に生活習慣病予防健診の受け入れを増加させる。 

②事業者健診結果データの取得拡大をよりいっそう図る。 

③被扶養者の特定健診について、受診しやすい場所などの選定により、受診への動機づけを強化する。 

２．平成30年度愛知支部保健事業計画（健診） 

２．平成29年度実施からの課題点と方針（健診） 

【 29年度実施からの課題点 】 
・被保険者受診率は前年度比では上昇しているが、支部目標を達成するため、さらなる健診受診率の向上 
 が課題である。 
 
・被保険者について、生活習慣病予防健診を業務内容や勤務形態等の事情でご利用いただけない事業所も 
 多く存在することから、生活習慣病予防健診の受診者数の増加だけではなく、事業者健診の結果データ 
 の取得数を増加させる方策が鍵である。 
 
・被扶養者特定健診受診率は前年度比では上昇しているが、被保険者と比べて低く、未受診者に対する 
 受診への動機づけが課題である。 

【 30年度 健診の方針 】 
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（１）生活習慣病予防健診の主な受診率向上対策 

２．平成30年度愛知支部保健事業計画（健診） 

３．健診受診率向上に関する取り組み 

②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 

①健診機関への受診拡大の協力要請 

③新規加入事業所への受診勧奨の強化 

【内容】健診機関が受診者数増加を積極的に取り組むようにするため、健診機関に目標件数を設定して、 

    29年度を上回る受診者数の獲得を要請。 

    ・対象健診機関144機関 

【内容】事業所へ生活習慣病予防健診を説明しやすいツールとして、勧奨用リーフレットを作成し、 

    これを活用した受診勧奨を健診機関にて実施。 

【内容】新規加入事業所へ早期に健診の案内と電話勧奨を実施して、翌年度以降の継続した受診に 

    つなげる。・年間10,000社予定 

強化事業 

新規事業 

①新規加入任意継続被保険者への受診勧奨 

【内容】新規に加入する任意継続被保険者へ早期に健診の案内を送付し、健診受診への意識づけを行う。 

    ・年間で7,000人予定 
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２．平成30年度愛知支部保健事業計画（健診） 

３．健診受診率向上に関する取り組み 

（２）事業者健診結果データの主な取得率向上対策 

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） 

【内容】事業者健診結果データの取得を30年度の最重点課題として、健診機関に協力を要請。 

    30年度は、同意書勧奨用リーフレットや対象者情報のデータを健診機関に提供するなど、 

    勧奨からデータ作成・請求手続までの環境を整備して、健診機関の負担軽減を図り実施する。 

    対象健診機関82機関 

③社会保険労務士による同意書取得勧奨 

【内容】事業者健診結果データの取得拡大のため、社会保険労務士より顧問先事業所からの同意書取得 

    を行う。 

②外部委託業者による電話・訪問勧奨 

【内容】データ取得拡大のため、外部委託業者による電話・訪問勧奨を実施して、同意書取得拡大を 

    図る。 

    29年度名古屋市内の事業所への電話勧奨の効果が薄いと分析し、30年度について、名古屋市 

    内は訪問勧奨を中心に勧奨方法を変更して実施する。 

強化事業 



２．平成30年度愛知支部保健事業計画（健診） 

３．健診受診率向上に関する取り組み 

新規事業 

②健診機関への訪問勧奨によるデータ取得等の促進 

【内容】健診機関には、事業者健診を受けたデータはあるが、保険者に提供されない事業者健診結果が 

    多くある。 

    健診機関に訪問し、生活習慣病予防健診の受診者数増加を要請しつつ、事業者健診を受けている 

    事業所がある場合、同意書取得のアドバイス等を行い、データ取得を促進させる。 

（訪問件数）全衛連の会員機関（15機関）（平成30年3月から4月） 

（訪問件数）健診機関（30機関）（30年３月から30年5月） 

訪問実績（３０年度） 

①事業所訪問による同意書取得勧奨 

【内容】事業者健診のデータ取得を拡大するため、健診対象者の多い事業所や、運輸局、バス・ 

    トラック・タクシー各協会と連携して事業所リストからピックアップした運輸事業所へ 

    訪問して、同意書取得を勧奨する。（約300社予定） 

（訪問時の所感）健診機関から支部へ事業者健診結果の提供する際に、データ作成業務の繁雑さ等の 

        実情を聞き、支部から健診機関に、磁気媒体で対象者情報のデータを配付する対策 

        をとることとした。 8 

（２）事業者健診結果データの主な取得率向上対策 



  29年度：ドラッグスギヤマ 
      イオンモール名古屋茶屋店 

２．平成30年度愛知支部保健事業計画（健診） 

３．健診受診率向上に関する取り組み 

①特定健診とがん検診の共同案内・合同健診の拡大 

【内容】特定健診を受けない１つの理由に「検査項目が少ない」という声があり、協定自治体のがん検診 

    との共同案内や合同健診の実施を拡大。 

    ・合同健診を29年度の７市町から、30年度10市町に増やす。 

②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 

【内容】過去に健診受診実績がある被扶養者にターゲットを絞り、受診率向上を図る。29年度は効果検証 

    中だが、対象者からの反響が大きかったこと、他支部で約20％の受診につながった実績があるこ 

    とから、30年度は名古屋市と名古屋市以外に在住の未受診者で、20,000人を対象とする。 

③商業施設を活用した集団健診の実施 

・30年度の商業施設での集団健診の実施結果 

【内容】受診機会の利便性向上を図るため、買い物など集客力のある商業施設を活用した集団健診を実施 

    して、受診者数の増加を図る。 

【実施場所】リーフウォーク稲沢 【実施日】6月10日 【受診者数】198人 9 

強化事業 

【市町村】大治町 【実施日】6月7日 【受診者数】175人 

・30年度 合同健診の実施結果 

（３）特定健診の主な受診率向上対策 

30年度実施予定：リーフウォーク稲沢、ドラッグスギヤマ 

         イオンモール名古屋茶屋店、スギ薬局 
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２．平成30年度愛知支部保健事業計画（健診） 

３．健診受診率向上に関する取り組み 

②新規加入者への早期の健診案内の実施 

①「無料」の集団健診実施 

③女性の趣向を考慮した会場での集団健診の実施 

【内容】新規に加入する被扶養者へ早期に特定健診の案内を送付し、健診受診への意識づけを図る。 

    ・年間で40,000人予定（毎月対象者を抽出し送付） 

【内容】受診への動機づけが難しく被扶養者の受診率が伸びない中、公共施設等での集団健診において、 

    特定健診の自己負担額を「無料」とすることで、健診受診への動機づけを図る。 

    ・30年度予定 96会場184回 

【内容】被扶養者は女性が多い中、他の保険者の好事例であるホテルや結婚式場等女性の趣向を考慮 

    した会場での集団健診を実施する。 

新規事業 

（３）特定健診の主な受診率向上対策 



対象者 対象者数 目標者数 目標数 

被保険者 
協会保健師 

92,319人 
6,924人 7.5％ 

外部委託 6,924人 7.5％ 

被扶養者 5,367人 268人 5.0％ 

■保健指導 
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２．平成30年度愛知支部保健事業計画（保健指導） 

４．平成30年度愛知支部保健事業計画目標値（保健指導） 
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２．平成30年度愛知支部保健事業計画（保健指導） 

５．平成29年度実施からの課題点と方針（保健指導） 

【 29年度実施からの課題点 】 

・特定保健指導実施率を向上させるためには、委託実施機関による実施者数の増加が不可欠である。 

 

・実施率向上のためには、新たな特定保健指導対象者の減少を図ることも課題である。 

 

・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。 

【30年度 保健指導の方針】 

①第3期特定健診等制度運用見直しに伴い、「初回面談分割実施」の積極的な実施を委託実施機関に 

 促して、委託実施機関による実施率をさらに向上させる。 

 また、中断者の減少のため、「3か月後評価」を推進していく。 

②支部保健師・管理栄養士による保健指導実施分について、「動機づけ支援相当」の支援実施及び 

 ポイント検証モデルの実施を積極的に行い、中断者の減少を図る。 

③事業所における集団指導の強化をして、新たな保健指導対象者の減少を図る。 



２．平成30年度愛知支部保健事業計画（保健指導） 

６．保健指導実施率向上に関する取り組み 

強化事業 

①外部委託業者を活用した保健指導の実施 

【内容】29年度支部から保健指導の案内で実施に至らなかった事業所を中心に、平日日中に保健指導を 

    受けづらい事業所の中で、夕刻・土曜日等を希望する事業所、県外在住者に対して、外部委託 

    業者による保健指導を実施する。 

     
②保健師・管理栄養士のスキルアップによる保健指導中断率の減少 

【内容】年に6回開催する支部保健師等研修会の中で、保健指導顧問医師の名古屋大学平川准教授の講義 

    やグループワークなどを30年度も実施して、保健師等のスキルアップ及び保健指導の質の向上を 

    図り、保健指導中断率の減少につなげる。 

    また、委託実施機関に対しては、担当者連携会議を通じて、好事例などの情報共有を図り、保健 

    指導中断率の減少や実施率の向上を図る。 
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③事業所での集団教育の強化（体験型集団指導の展開） 

【内容】保健指導対象者がいる事業所で、全従業員対象に行う集団指導を、30年度は講義型から体験型 

    の指導に変える。具体的にはソルセイブ検査による味覚（塩分濃度）チェックを体験実習とし 

    て取り入れることで、対象者を個別の保健指導につなげ、従業員の健康意識を向上させること 

    で、新たな保健指導対象者の減少を図る。 



２．平成30年度愛知支部保健事業計画（保健指導） 

６．保健指導実施率向上に関する取り組み 

①健診当日の保健指導実施推進 

【内容】健診当日の実施ができていない委託実施機関を訪問し、制度改正を率先して運用している委託 

    実施機関のスキームを参考にアドバイスして、健診当日の保健指導実施を推進する。 

14 

新規事業 

②3か月後評価の推進による中断者の減少 

【内容】実績評価の3か月後評価が可能となったことを生かして、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支部保健師等による動機づけ支援相当並びにポイント検証モデル実施による中断者の減少 

【内容】「動機づけ支援相当」は、2年連続の積極的支援対象者のうち、1年目に比べ2年目の状態が改善 

    している場合、動機づけ支援相当の支援で保健指導実施とみなすことができる。 

    また、「ポイント検証モデル」は、積極的支援対象者のうち、厚労省のモデル要件に該当した場 

    合、支援のポイントが180ポイント未満でもその時点で実績評価を行うため、制度改正を活かし、 

    中断率の減少を図る。 

④新規適用事業所への保健指導利用勧奨 

【内容】保健指導の利用を定着させるため、新規適用事業所で対象者がいる事業所に、訪問や電話で勧奨 

    する。 



２．平成30年度愛知支部保健事業計画（保健指導） 

６．保健指導実施率向上に関する取り組み 

◎宿泊型集団指導による保健指導の実施（パイロット事業） 

・第３期特定健康診査・特定保健指導標準的なプログラムにおいて、宿泊型保健指導を標準的な特定保健指導の 

 手法の一つとして位置づけている。 

 27年度に実施された厚生労働省の宿泊型保健指導のモデル事業では、一定の効果が証明されており、30年度は 

 パイロット事業として実施し、全国展開に向けた検証を行う。 

【愛知支部での実施内容】 

・委託先：愛知県健康づくり振興事業団（あいち健康プラザ） 

・日時：平成30年9月29日（土）～30日（日） 

・募集：20名 

・あいち健康プラザは、健康チェックルーム、アスレチックルーム、プールなど 

 あらゆる角度から健康をとらえた機能性総合施設。 

【 宿泊型保健指導のねらい 】 

・生活習慣改善のため食事や運動を体験的に学ぶことで、本人の気づきに繋がり、効果的な動機づけができる。 

・集団指導とすることで、参加者間の仲間づくりにつながり、保健指導終了後にも行動継続が期待できる。 

・医師、保健師、管理栄養士、健康運動指導士等、多職種が関わることで、総合的な保健指導が可能となる。 
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【プログラムの内容（具体例）】 

 1日目 ・バランスランチ（実食して、自分の適量を知る） 
・グループワーク（自分にあった行動目標、 
           モニタリングツールの使い方） 

2日目 ・1日3回の血糖値測定 
・公園内ウォーキング（正しい姿勢でウォーキング） 
・ヒノキの箸づくり体験 
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３．平成30年度愛知支部保健事業計画（重症化予防事業） 

・重症化予防に関する取り組み 

【 29年度の課題 】 

 29年度は健診機関に協働事業として無償で協力いただいたため、依頼できる業務内容に限度があった。 

 30年度は委託事業として実施し、業務内容の充実を図る。 

①未治療者（重症域）への受診勧奨 

【内容】健診結果で要治療と判定されながら医療機関に受診していない者に対して、健診機関の医療 

    従事者（医師・看護師等）から電話による受診勧奨を行い、確実に治療につなげる。 

    30年度は委託業者と健診機関（55機関）で実施。 

②糖尿病性腎症等重症化予防 

【内容】糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者に対して、健診機関より受診勧奨や医療機関と連携 

            した保健指導を実施することで、糖尿病の重症化や糖尿病性腎症による腎不全及び人工透析へ 

            の移行を防止する。30年度は6か月間の保健指導と受診勧奨を健診機関（52機関）で実施 

③ウイルス性肝炎重症化予防（新規） 

【内容】ウイルス性肝炎の重症化を防ぐため、生活習慣病予防健診の

予約があった方に対して、健診機関より問診票等に肝炎ウイルス検査

申込書を同封し、肝炎ウイルス検査を積極的に推奨する。 

申込書は名古屋市立大学病院 井上医師の監修のもと作成した。 

他支部において、同医師の監修のもと申込書の書式を変えたところ、

検査受診者が対前年度比で約10倍に増えた。 
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４．平成30年度愛知支部保健事業計画（健康づくり事業） 

（２）関係団体との連携 

（３）産官学連携事業 

・健診ポスターコンクール 

・特定健診強化月間 

・健康経営セミナーの実施 など 

 健保連、運輸局、愛知労働局、医師会、歯科医師会、薬剤師会等関係団体と連携して、加入者に 

 健康づくりの意識づけを行う。 

・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、レセプトデータ等の分析指導、助言 

（１）協定自治体との連携 

・30年度も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 

 意識づけを行う。 

○「いきいきいなざわ健康春フェスタ」（リーフウォーク稲沢） 

【日時】平成30年5月19日、20日 2日間 

【内容】肌年齢462人、骨密度967人、ソルセイブ検査565人 

   （2日間延べ人数） 

・健康づくり事業に関する取り組み 


