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健診 

•生活習慣病予防健診
の受診勧奨 

•事業者健診データ取
得の推進 

•特定健診の受診勧奨 

特定保健指導 

•支部の特定保健指導 

•健診機関における当
日実施の推進 

•外部委託による県外
等での保健指導 

•被扶養者の保健指導 

その他の 

保健指導 

•事業所での集団指導 

•40歳未満の若年者の
ハイリスク者の個別保
健指導 

•特保対象外の人への
保健指導 

•スマートライフステイ
（宿泊型保健指導） 

重症化予防 

•糖尿病性腎症の受診
勧奨 

•肝炎重症化予防 

•未治療者への受診勧
奨 

 

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%）に減少させる。 

上位目標 

 

愛知支部の「空腹時血糖≧130mg/dlかつeGFRが50ml/分/1.73㎡未満の者」または 
「HbA1c≧7.0%かつeGFRが50ml/分/1.73㎡未満の者」の割合を0.13%以下にする 

中位目標 

健康課題の解決・加入者の健康増進 

第2期データヘルス計画 



（１）平成28年度～平成30年度の健診実施状況について 

  

平成28年度 平成29年度 平成30年度 
令和元年度 
（目標） 

実施数 実施率 順位 実施数 実施率 順位 実施数 実施率 順位 実施数 実施率 

本人 

生活習慣病 
予防健診 

受診者 350,186人 

41.8% 44位 

375,044人 

42.5% 44位 

402,066人 

43.9% 44位 417,834人 44.8% 

対象者 838,918人 882,702人 915,447人 

事業者健診 
結果データ 

受診者 48,048人 

5.7% 31位 

43,605人 

4.9% 37位 

64,612人 

7.1% 29位 79,276人 8.5% 

対象者 838,918人 882,702 915,447人 

合計 

受診者 398,234人 

47.5% - 

418,649人 

47.4% - 

466,678人 

51.0% - 497,110人 53.3% 

対象者 838,918人 882,702人 915,447人 

家族 特定健診 

受診者 58,947人 

21.8% 28位 

60,315人 

22.0% 30位 

70,465人 

25.7% 20位 72,234人 26.0% 

対象者 270,641人 273,892人 273,672人 

合計 

受診者 457,181人 

41.2% 44位 

478,964人 

41.4% 43位 

537,143人 

45.2% 43位 569,344人 47.0% 

対象者 1,109,559人 1,156,594人 1,189,119人 
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1.平成30年度保健事業実施結果について 



  
平成28年度 平成29年度 平成30年度 

令和元年度 
（目標） 

実施数 実施率 順位 実施数 実施率 順位 実施数 実施率 順位 実施数 実施率 

本人 

初回 11,016人 13.4% 41位 11,597人 13.4% 40位 15,077人 15.4% 42位 24,763人 25.3％ 

評価 6,827人 8.3% 41位 8,773人 10.1% 39位 10,571人 10.8% 42位 17,078人 17.5% 

家族 

初回 124人 2.7% 38位 163人 3.4% 34位 363人 6.7% 22位 600人 10.3％ 

評価 116人 2.6% 33位 128人 2.6% 35位 216人 4.0% 26位 350人 6.0% 
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（２）平成28年度～平成30年度の特定保健指導実施状況について 

1.平成30年度保健事業実施結果について 
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項目 事業概要 平成30年度実施内容・結果 事業評価 令和元年度 実施事業 

生活習慣病 
予防健診 

新規適用事業所へ
の受診勧奨の強化 

・新規加入事業所へ案内文書を送
付し、電話で受診勧奨を実施した。 
 
新規適用事業所：6,733社 
うち5人未満：6,412社(95.2％) 
受診対象者：13,823人 
受診者：3,826人(27.7％) 

・新規加入事業所の大半を占める
5人未満の事業所に対して、いか
に制度を知らせ、受診できる環境
を整えるかが課題である。 
・新規適用事業所は適用以前に健
診を受けていることが考えられ、
効果が翌年になることもあるため、
継続して実施する必要がある。 
（平成29年度は7,776社に案内し、
897社が受診。平成30年度はその
7,776社中1,886社が受診。） 

・年度中に新規加入する全ての事業
所に案内を送付し、電話にて受診勧
奨を実施する。また、上記の事業所
を対象とした説明会を開催し、受診
を促す。 

未受診事業所への 
勧奨 

・「平成29年度の受診率0％」か
つ「平成30年度も未受診」の事業
所へ受診勧奨文書を11月に送付し
た。 
 
勧奨事業所数：36,075社 
対象者数：61,744人 
受診事業所数：1,368社(3.8％) 
受診者：1,523人(2.5％) 

・継続的に受診していない事業所
に対して勧奨を実施するも、厳し
い結果となった。令和2年度の事
業計画において、事業の見直しも
含めた検討が必要である。 

・「平成30年度の受診率0％」かつ
「令和元年度も未受診」の事業所へ
受診勧奨文書を9月に送付予定であ
る。 

被保険者本人への 
受診勧奨 

・事業所に受診を勧奨しても、被
保険者へ情報が伝わっていない場
合があるため、前年度未受診で、
平成30年度も未受診の自宅へ直接
受診勧奨を実施した。 
 
受診勧奨者数：170,505人 
受診者数：7,171人(4.2％) 

・アンケートに回答した3,483人
のうち1,022人が「協会けんぽの
生活習慣病予防健診の存在を知ら
なかった」との回答であった。引
き続き、被保険者に対しても、直
接勧奨する必要性があると思われ
る。 

・平成30年度と令和元年度の両方
とも未受診の被保険者に対して、
12月に受診勧奨文書を送付予定で
ある。 

1.平成30年度保健事業実施結果について 

（３）平成30年度事業実施内容について 
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項目 事業概要 平成30年度実施内容・結果 事業評価 令和元年度 実施事業 

事業者健診 
データ取得 

事業者健診結果 
データ取得の 
勧奨強化 

・健診機関や外部委託業者、社会
保険労務士等を活用して同意書の
取得を行う。 
・職員による事業所訪問を実施し
て同意書の取得を行う。 
 
同意書取得事業所数 
 外部委託業者：5,576社 
 社会保険労務士：95社 
 職員による訪問：61社 

・外部委託を活用し多くの同意書
を取得することができ、総数は
10,997社となった。 
・対象者は約128,000人だが、紙
媒体で取得する事は困難であり、
まずはデータで取得できる部分
（約７割）を確実に取得すること
が課題である。 

・取得した同意書に基づく確実な
データ取得を行うため、健診機関と
の進捗確認等のやり取りを外部委託
業者に集約して実施。 
 
・健診機関や外部委託業者、社会保
険労務士等を活用して同意書の取得
を行う。 

被扶養者 
特定健診 

過去に健診受診歴
がある被扶養者に 
ターゲットを絞っ
た受診勧奨 

・過去5年以内に1回以上受診した
ことのある前年未受診者（平成30
年度も未受診）に対し受診勧奨を
実施。 
 
送付人数：20,000人 
受診者数：4,706人  
受診率：23.5％ 

・29年度未受診で、30年度も未
受診の可能性が高い者のみを対象
に行ったが、全体の受診率に近づ
く成果が得られた。 
 また、肌年齢、血管年齢測定
クーポンを同封したが、受診率に
影響を与えなかった。令和2年度
事業計画において再検討する。 
クーポン同封・受診率：23.3％ 
クーポンなし・受診率：24.2％ 

・過去5年以内に1回以上受診した
ことのある前年未受診者（令和元年
度も未受診）2万5千人に対し受診
勧奨を実施。 

女性の趣向を 
考慮した会場での 
集団健診の実施 

・ショッピングモールなど21会場
で集団健診を開催した。 
送付人数：176,489人 
受診者数：4,653人 
受診率：2.6％ 

・アンケートに回答した2,561人
中、1,539人（60.1％）が初めて、
または久しぶりに受診したと回答
があり、未受診者のすくい上げに
効果があった。 

・ショッピングモールなど30会場
で集団健診を開催し、5,000人の受
診を目指す。 

ご家族にも健診 
プロジェクトの 
拡大推進 

・事業主名で健診案内を送付。参
加事業所数、対象被扶養者数とも
に前年比+50％以上の伸びとなっ
た。 
参加事業所数：1,331社 
対象被扶養者：17,255人 

 受診した事業所数：989社 
 受診者数:4,896人 
 受診率：28.4％ 

・健康宣言事業所を中心に「ご家族
にも健診プロジェクト」の拡大を図
り、受診率向上を目指す。 

1.平成30年度保健事業実施結果について 

（３）平成30年度事業実施内容について 
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項目 事業概要 平成30年度実施内容・結果 事業評価 令和元年度 実施事業 

特定 
保健指導 

健診当日（初回一
括・初回分割）の 
保健指導を推進と 
3か月後評価を活
用した特定保健指
導の推進 

・特定保健指導担当者連携会議を
開催し初回分割（初回一括含む）、
3か月後評価を実施に向けてのグ
ループワークを実施。 
→結果を全委託機関へ情報共有。 
 
・動機づけ支援は原則3か月後評
価。 
・積極的支援はポイントの確保等
を考慮し、6か月未満の評価実施
を推進した。 

・健診当日の保健指導実施状況 
 102機関中60機関が実施。 
 
・3か月後評価の実施状況 
 106機関中37機関は30年度評価
実績なし。残りの69機関のうち
34機関が実施。 
 未実施機関は、他保険との兼合
いや積極的と動機づけで異なる支
援期間で計画を立てることに抵抗
を感じており、好事例の情報提供
等を引続き行っていく必要がある。 

・健診当日（初回一括・初回分割）
の保健指導推奨（連携会議・実地監
査等） 
・集団健診時の初回分割実施の推進 
・後日来所指導機関に対する初回分
割実施の勧奨 
 
・特定保健指導担当者連携会議にて
「動機づけ支援相当」（3か月後評
価）の推進 
（システム利用しての実施方法の説
明） 

集団指導（体験型
含む）後の特定保
健指導の実施 

・集団指導実施事業所：80事業所 
うち特定保健指導実施：45事業所 
・特定保健指導実施人数：317人 

・集団指導を実施することにより
事業所担当者の保健指導に対する
理解が深まり、後日の対象者への
保健指導に繋がった。 
・昨年集団指導を受けた事業所か
ら今年も受けたいと依頼があるな
ど事業所からは好評であり、継続
して取り組むことが必要である。 

・集団指導実施事業所：32事業所 
うち特定保健指導実施：21事業所 
・特定保健指導実施人数：65人 
（～8/15時点） 

重症化予防 

未治療者に対する 
二次勧奨の実施と 
糖尿病性腎症等へ
の受診勧奨 

・より重症域な者に対して外部委
託機関の他、委託健診機関（55機
関）による電話勧奨を実施。 
 受診勧奨：3,853名 
 
・委託健診機関（52機関）による
受診勧奨（保健指導含む）を実施。 
 受診勧奨：153名 
 保健指導終了：3名 

未治療者受診勧奨 
 受診者数：515人 
 受診率：13.4％ 
糖尿病性腎症受診勧奨 
 受診者数：36人 
 受診率：23.5％ 
・勧奨対象者のほとんどは特定保
健指導の対象者であり、受診勧奨
を進めると同時に保健指導を行う
ことが重要である。 

・委託健診機関を拡大して実施 
 未治療者受診勧奨：65機関 
 糖尿病性腎症受診勧奨：64機関 
 
・保健指導を実施する際に受診勧奨
対象者がいれば、同時に受診勧奨も
実施する。 

1.平成30年度保健事業実施結果について 

（３）平成30年度事業実施内容について 



（４）保健指導の効果について 
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 平成29年度に特定保健指導を受けた被保険者のうち約4割が、翌年の健診結果で保健
指導レベルが低下している。 
 また、特定保健指導を受けた被保険者の腹囲・体重は男女ともに改善している。 

保健指導実施あり 保健指導実施なし 

男性 女性 男性 女性 

腹囲 -0.61cm -0.14cm +0.04cm +0.24cm 

体重 -0.67kg -0.55kg +0.01kg +0.02kg 

 平成29年度からの腹囲、体重の変化（男女平均） 

1.平成30年度保健事業実施結果について 
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（1）生活習慣病予防健診 

（2）事業者健診データ取得 
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令和元年度目標 

目標実施率：44.8％ 

目標実施者数：417,834人 

令和元年度実施状況 

取得者数：12,257人（対前年同月比+31.3％） 

※令和元年6月分まで 

令和元年度実施状況 

実施者数：125,069人（対前年同月比+2.3％） 

※令和元年6月請求分まで 

令和元年度目標 

目標取得率：8.5％ 

目標取得者数：79,276人 

２.令和元年度 保健事業実施状況について（4月～6月） 
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人 

人 

（3）特定健診（被扶養者） 

令和元年度実施状況 

受診者数：15,345人（対前年同月比+40.7％） 

※令和元年6月分まで 

令和元年度目標 

目標受診率：26.0％ 

目標受診者数：72,234人 
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平成30年度 令和元年度 

特定保健指導実施者数 
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（4）特定保健指導 

令和元年度目標 

目標実施率 被保険者：17.5％ 被扶養者：6.0％ 

目標実施者数：17,428人（被保険者、被扶養者合計） 

令和元年度実施状況 

実施者数：3,444人（対前年同月比+75.1％） 

※令和元年6月実施分（評価面談）まで 

２.令和元年度 保健事業実施状況について（4月～6月） 
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３.新しく保健指導対象者となる人を減らすための取り組みについて（新規事業） 

特定保健指導対象外の人への保健指導（注意喚起） 

86,861  

97,880  

41.4% 

45.2% 
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保健指導対象者 健診受診率 
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健診受診率と保健指導対象者の推移 メタボになりそうな方の健診結果の推移 

（１）背景 

 健診受診率の向上に伴い、保健指導の対象者は 

年々増え続けている。 

 対象者に対する保健指導は継続して実施していくが、 

同時に新しく保健指導対象者になる人を減らすための 

取り組みを行う必要がある。 

メタボにならないためのアドバイスシートの送付 
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目的：メタボになりそうな人を抽出し、注意喚起を行い新たな保健指導対象者を減らす 

【事業概要】 
 過去3年分の健診結果から今後メタボになる可能性のある対象者を抽出し、過
去3年の健診結果や日常の健康づくりの重要性等を記載したアドバイスシートを
送付する。 

【対象者】 
 過去3年の健診連続受診者で健診結果からメタボリックシンドロームの診断基
準にもう少しで該当しそうな数値の方（血糖・血圧・脂質の追加リスクのうち2
つ以上が基準値超え、腹囲－3ｃｍ）、約10,000人を対象とする。 

３.新しく保健指導対象者となる人を減らすための取り組みについて（新規事業） 

（２）事業概要 

【ポイント】 
 もう少しで「メタボになりますよ」と伝えることにより、特定保健指導の対象
になりますと言うよりも分かりやすく、対象者に響きやすい。 
 メタボになることに抵抗感のある方へのアプローチとなるため通常よりも高い
効果が見込まれる。 



12 

（3）メタボリックシンドロームの診断基準 

内臓脂肪型肥満 腹囲 男性85ｃｍ以上 ／ 女性90ｃｍ以上 

①高血糖 空腹時血糖が110mg/dl以上 

②高血圧 収縮期血圧が130ｍｍHg以上 または 
拡張期血圧が85ｍｍHg以上 

③脂質異常 
中性脂肪が150ｍg/dl以上 または 
HDLコレステロール値が40mg/dl未満 

腹囲の異常 

①～③のうち 
2項目以上が該当 

メタボ 

３.新しく保健指導対象者となる人を減らすための取り組みについて（新規事業） 

①～③のうち 
1項目が該当 

メタボ予備群 
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健常域 受診勧奨 保健指導 
入院・透析・ 

手術 重症化予防 

特定保健指導 

受診勧奨 

重症化予防 

←

肥
満 

悪化→ 

●
腹
囲
＝
基
準
値
未
満
（
3

セ
ン
チ
） 

●
血
糖
・
血
圧
・
脂
質
＝
基
準
値
超
え 

 

（
2

項
目
以
上
） 

（4）案内対象者（イメージ） 

アドバイスシート案内対象者 

３.新しく保健指導対象者となる人を減らすための取り組みについて（新規事業） 
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協会けんぽ愛知支部 委託業者 
1 

委託契約締結 

事業所 被保険者 

２ 
対象者抽出・健診結果データ提供 

3 
アドバイスシート作成・納品 

（5）アドバイスシート送付までの流れについて 

広報 アドバイスシートの送付 

4 

被保険者への周知 

３.新しく保健指導対象者となる人を減らすための取り組みについて（新規事業） 
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（6）実施スケジュールについて 

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
4月 
以降 

健康づくり推進協議会 
実施方法の検討・協議 ● 

委託業者の選定 
（企画競争） ● 

事業所・加入者向け広報 ● 

契約締結 ● 

データ抽出・対象者選定 ● 

アドバイスシートの送付 ● 

効果検証 ● 

３.新しく保健指導対象者となる人を減らすための取り組みについて（新規事業） 
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（7）ご意見をいただきたい内容について 

・アドバイスシート送付後のフォローアップについて 

 （現時点の案：健診結果や、食生活・運動等についての問い合わせ窓口を設置） 

 

・効果検証の方法について 

① 送付した約1万人の健診結果の変化を確認する。 

  →次回の健診結果でメタボになった人の割合が前年度同条件の人と比べて 

   どう変わっているか 

② 抽出条件を広げて2万人を抽出し、半分づつ送付群・非送付群に分け 

  翌年の健診結果をそれぞれ比較する。 

  →２万人抽出する場合の条件：腹囲は基準値-２ｃｍ、血圧・血糖・脂質のうち 

   １項目が基準値超え（メタボ予備群を含む） 

 

・新しく保健指導対象者となる人を減らすための取り組みについて 

（その他、気が付いたことがあればご意見をお願いいたします。） 

３.新しく保健指導対象者となる人を減らすための取り組みについて（新規事業） 


