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 【議題】 １．平成27年度保健事業の実施状況について 

１）上期項目別実績 

実績（人数/率） 全国平均値（率） 全国順位 目標（人数/率） 値区分 1/4期 2/4期 上期計
189,810人 203,217人 目標 58,986 52,617 111,603

実績 58,830 51,332 110,162
目標比 99.7% 97.6% 98.7%

176,768人 187,000人 目標 57,405 50,889 108,294
実績 57,613 51,332 108,945
目標比 100.4% 100.9% 100.6%

12,992人 16,217人 目標 1,581 1,728 3,309
実績 1,217 0 1,217
目標比 77.0% 0.0% 36.8%

25,024人 26,500人 目標 4,489 11,779 16,268
実績 4,179 11,307 15,486
目標比 93.1% 96.0% 95.2%

3,661人 4,600人 目標 950 1,050 2,000
実績 757 735 1,492
目標比 79.7% 70.0% 74.6%

2,754人 3,400人 目標 650 750 1,400
実績 608 696 1,304
目標比 93.5% 92.8% 93.1%

1,037人 1,200人 目標 300 300 600
実績 149 39 188
目標比 49.7% 13.0% 31.3%

67人 80人 目標 21 24 45
実績 18 15 33
目標比 85.7% 62.5% 73.3%

21人 30人 目標 6 9 15
実績 7 3 10
目標比 116.7% 33.3% 66.7%

46人 50人 目標 15 15 30
実績 11 12 23
目標比 73.3% 80.0% 76.7%
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1.特定健康診査の推進

(1)被保険者：生活習慣病予防健診＋事業
　　者健診結果データ取得合計　（2）＋（3）

健診受診率

(2)被保険者：生活習慣病予防健診
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２）特定健康診査の推進（被保険者） 

生活習慣病予防健診・事業者健診結果データ取得事業 

事業名 主な取組内容 今後の取り組み等 

 
〈新規〉 
（１）新潟県・労働局との三者  
   連名による、「生活習慣   
   病予防健診の受診勧奨」 
   ・「事業者健診結果デー  
   タの提供同意」依頼文書  
   の事業主あて発送 

 

①新潟労働局長との面談（12/9支部長訪問の実施） 
②連名勧奨文書の送付（実施時期は検討中） 
③派遣職員による電話勧奨（連名勧奨文書送付後速やか 
 に） 
④職員による訪問勧奨（連名勧奨文書送付後速やかに） 
 
 
 
 

新潟県、労働局から連携協力ついてご理解をいただき、事業
主あて依頼文書への連名の協力を得ていく。 
 
 
 
 
 
 
 

〈新規〉 
（２）関係機関との連携による 
   受診促進 
 
 
 

①新潟県トラック協会への協力依頼 
 （8/20支部長訪問の実施） 
②新潟県トラック協会長との連名文書による、 
 会員事業所への受診勧奨 
 
 
 
 
 

新潟県トラック協会からの連携協力は得られなかった。 
他の関係機関への連携協力依頼について検討していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 

<継続> 
（３）新規健診委託機関の拡大 
 
 
 

①新潟万代逓信病院健診センター 
②上越地域医療センター病院 
（健診実施予定：28.4以降） 
 
 
 
 

健診委託機関が不足している地域の解消のため、新規健診委
託機関の拡大及び、既存の健診委託機関からカバーをしても
らうよう、働きかけを行う。 
 
 
 
 



3 

事業名 主な取組内容 今後の取り組み等 

〈新規〉 
（１）事業主と協会けんぽ支部 
   長との連名文書による受 
   診勧奨 
    
 

①事業主と協会けんぽ支部長の連名による受診勧奨文書を  
 15事業所（1,592名）へ送付 
②アンケートの実施と集計 
 （H27.7実施済） 
 
 
 

アンケート結果から、「受診券を利用する」が約68％、
「パート先で受診」が約17％、「人間ドック受診」が約5%
であり、全く健診を受診していない方は、全体の約10%と
いう事がわかった。 
今後、アンケート結果を分析し、協力事業所への報告を行う
予定。 
また、連名文書送付者の健診受診状況を確認し、今後の事業
の展開に活かしていく。 

〈新規〉 
（２）特定健診委託機関（かか 
   りつけ医）への受診勧奨 
   ポスターの配付と掲示依 
   頼及び受診促進依頼 
    
 
 

①新潟県健康づくり財団へポスターへ名義使用と県内の各 
 郡市医師会への周知等にかかる協力要請 
②新潟県医師会へ県内の各郡市医師会への周知等にかかる 
 協力要請 
 （H27.12実施済） 
  
（Ｐ4～Ｐ5参照） 
 
 

今後、地域を限定してアンケートを実施し、効果測定を行う
予定（Ｈ28.3実施予定） 
 
また、Ｈ28年度には、受診者へさらなる働きかけを行うた
め、集合契約を行っている他の保険者と協働し、ポスターを
作成の上、周知広報を行うことを検討していく。 
 
 
 

〈新規〉 
（３）協会けんぽ主催の集団健 
   診会場におけるがん検診 
   （新潟市）の同時実施 
    
 

①新潟市（東区）で、特定健診と乳がん検診を集団健診を 
 実施予定 
②特定保健指導も同日、同会場で実施予定 
 （Ｈ28.3実施予定） 
 
 
 
 

新潟市は、他の市町村と比較し、特定健診実施率が低調であ
り、集団健診を実施していないことが理由の一つと考えられ
る。 
他支部で集団健診を実施したところ、受診率の増加に繋がっ
たという実績があり、事業協定を締結した新潟市（Ｐ6参
照）で、連携事業の位置づけで実施する予定。 
Ｈ28.3はモデル実施とし、Ｈ28年度は新潟市各区へ範囲を
広げて実施予定。 
 

３）特定健康診査の推進（被扶養者） 



4 

特定健診委託機関（かかりつけ医）への受診勧奨ポスターの配付と 

掲示依頼及び受診促進依頼 

１. 背 景 

 特定健診受診券があれば、かかりつけ医でも受診可能であることを広くＰＲできる内容のポスターを作成し、約
540の新潟県内の病院・診療所（集合契約実施機関）の窓口に掲示を依頼した。 
 なお、ポスターと合わせて、特定健診の受診勧奨をしていただく為のチラシやＱ＆Ａを作成・送付し、かかりつけ
医から患者への受診勧奨も依頼した。 
 ポスター作成時には、集合契約Ｂをとりまとめている「公益財団法人新潟県健康づくり財団」に協力要請を行い、
名義使用の承諾をいただいた。  
 また、各実施機関へポスターの送付と受診勧奨の依頼をする前に「一般社団法人新潟県医師会」に協力要請を行っ

たところ、県内の各郡市医師会へ協力に関する周知文書を出していただくことが出来た。                     

２. 実施状況 

 大分支部のアンケート調査によると、かかりつけ医で受診できることを知らない患者が約43％いた。また、かか
りつけ医からの受診勧奨により約67％の患者が特定健診を受診していた。 
 病院・診療所（集合契約実施機関）への受診時に、ポスター（Ｐ5参照）を見ることで、かかりつけ医で受診でき
ることを理解し、さらに、かかりつけ医からの健診の受診勧奨を実施してもらうことで、受診者の増加が見込まれる。 

〈新規〉 
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「家族が家族を
思いやる」を 

コンセプトに図
案化しました。 

「お得感」を 

アピールしまし
た。 

「ハートをモチーフ」に
することで、全体的に
柔らかいイメージとな
るよう工夫しました。 

「公益財団法人新潟県
健康づくり財団」のご協
力をいただきました。 

受診勧奨ポスター 
（サイズ：Ａ３） 



新潟市との「健康づくりの推進に向けた包括的連携協定」の締結 

 協会けんぽと新潟市が、職域と地域の医療保険者それぞれ
の立場から相互に連携・協力し、新潟市全体の健康づくりの
推進に向けた取り組みを行い、新潟市の住民、協会けんぽの
加入者の健康増進と健康寿命の延伸を図る。 

１. 目 的 

（１）特定健診、がん検診、歯科健診などの受診促進に関すること 
（２）生活習慣病の発症予防及び重症化予防に関すること 
（３）地域・職域連携による健康づくりに関する具体的な取り組みの検討及び実施に関すること 
（４）市民の健康状況を把握するために定期的な情報共有と調査・分析に関すること 
（５）「新潟市がん予防促進連携協定締結企業意見交換会」における医療保険者としての協会けんぽ 
   新潟支部の参画に関すること 
（６）その他協定の目的を達成するために必要なこと    

                         など 

協定締結日 ： 平成27年10月29日（木） 

２. 連携・協力事項 

6 



7 

事業名 主な取組内容 今後の取り組み等 

〈新規〉 
（1）事業所の受け入れ率 
    向上に向けた取組 
 

①事業所への電話勧奨マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 
②電話勧奨専門員の設置 
③電話勧奨ロールプレイによるスキルアップ 
④保健指導を受け入れたことがない事業所に向けた 
 支部長名の案内文送付（予定） 
 
 
 

①数字的な効果測定を実施する。 
②保健指導を受け入れたことがない事業所に対し、受け入れ 
 率向上対策を重点的に実施する。 
 
 
 
 
 

〈新規〉 
（２）リレー支援体制*の整備 
 

①リレー支援マニュアルの作成 
②リレー支援担当による定期的な打ち合わせ 
③初回面接担当保健師との情報共有（支部内研修会等） 
 
 
 
 

特定保健指導の効率化を図るため、稼働日数の少ない保健師
（13名中7名）は初回面接に専念し、管理栄養士（5名中3
名）がその後の継続支援を担当するリレー支援を実施してい
る。 
今後は、さらにリレー支援体制拡大を図る。 
 

 <継続> 
（3）保健指導技術向上のための  
   支部内研修会実施（年6   
   回） 

①顧問医師との事例検討会 
②他支部の保健師による講演 
 
 
 

顧問医師と事例検討会を通じ、すぐに保健指導に活かすこと
ができた。 
今後も保健指導の実践に結びつく研修会を実施し、保健指導
技術向上を目指す。 
 

４）特定保健指導の推進（被保険者） 

＊リレー支援体制とは・・・ 
 特定保健指導には、初回面接からその後の継続支援について、一貫して同じ保健師・管理栄養士が実施する「担当制」と、
初回面接とその後の継続支援を別々の保健師・管理栄養士が実施する「リレー制（リレー支援）」の２つの方法がある。 
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事業名 主な取組内容 今後の取り組み等 

<継続> 
（1）健診と同日の特定保健指導 
   の実施 
 

特定保健指導委託機関3機関へ委託し、人間ドック等の
受診者について、健診当日に特定保健指導を実施 
 
 
 
 
 
 

健診日当日に特定保健指導を実施することで、特定保健指導
対象者の利便性が上がり、利用率向上につながる。 
人間ドック受診者を対象とするため、対象者自体が少ないと
いう課題があり、実施方法を含めて検討していく。 
 
 
 
 

<継続> 
（２）休日の特定保健指導会 
 

集団健診会場（新潟市）と同会場での実施を予定 
（Ｈ28.3実施予定） 
 
（Ｐ3（3）「協会けんぽ主催の集団健診会場における 
 がん検診（新潟市）の同時実施」参照） 
 
 

休日に保健指導を受ける機会を設けることで、参加者の増加
が見込まれる。 
参加率向上に向け、肌年齢測定等のオプションや案内文書の
工夫等を検討する。 
 
 
 

５）特定保健指導の推進（被扶養者） 
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事業名 主な取組内容 今後の取り組み等 

（１）学校での健康づくり 
   教育 

①小中学校での生活習慣病予防に関する講演と親世代へ  
 の周知      ６校 626名(うち保護者55名)   
②新潟市教育委員会主催の健診会場における健康講話 
                     ３会場 
 
 

生徒のみではなく、親世代に対して生活習慣病予防のＰＲを
重視し、アンケートを工夫するなどの工夫を行った。 
次年度は効果効率性を考え、事業の在り方を含め検討する。 
 
 
 

（２）協会けんぽ新潟支部 
   主催のイベント 

職場の健康づくりに関連する、幅広い内容のセミナーを
一日に渡って行い、参加者の業務や職場に役立てていた
だくとともに、健康づくりや協会けんぽを身近に感じて
いただく。（一日丸ごと健康セミナー） 
 
（Ｐ10参照） 

参加者は事業所担当者であり、健診の重要性を説明する機会
とすることができた。また、Ｑ＆Ａ方式を取り入れたり、事
業所目線でのメリットを強調するなどの工夫を行った。 
今後も、魅力あるイベントでの保健事業の周知を継続して実
施する。 
 

（３）自治体等の健康づくり 
   イベントへの協賛・連携 

健康づくりに関する関係各市、団体との連携し、健康づ
くりに関する行動変容を起こさせるストーリー性をもっ
たイベントの企画を行った。 
①見附市「健幸フェスタ」 
②長岡市「健康いきいきセミナー」 
③新潟県社会保険協会「佐渡ウォーク」 
④長岡市「長岡ウォーキングイベント」 
⑤新潟市「乳がん講演会」 
⑥三条市「三条マルシェ」   
（Ｐ11～Ｐ16参照） 

様々なイベントの協働により、関係団体との情報共有を図る
ことができた。 
ストーリー性をもった企画を心がけ、その場限りに終わらな
い仕掛けづくりに注力した。 
今後も地域にあった健康課題をテーマに、関係各市、団体と
連携して、実施する。 
 
 
 
 

（４）健康度向上事業 

①事業所あての健康情報[けんこうサポート通信]の発行  
                  毎月１回 
②三者間連携会議             
                                                      Ｈ28.２月(予定) 
③「けんこう職場おすすめプラン」のモデル実施  
                                                      15事業所 
 

けんこう職場おすすめプラン実施後の展開をどうしていくか
が課題。 
事業の在り方を含めて検討を重ねる。 
 
 
 
 

６）その他の保健事業 
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1. 目的 

2. 開催日・会場 

平成27年10月26日（月） 新潟ユニゾンプラザ （新潟市） 

平成27年10月27日（火） アミューズメント佐渡（佐渡市） 

 職場の健康づくりに関連する、幅広い内容のセミナーを
一日に渡って行い、参加者の業務や職場に役立てていただ
くとともに、健康づくりや協会けんぽを身近に感じていた
だく。 

一日丸ごと健康セミナーの開催 

イベント実施報告 

 
 
・「食事とメンタルヘルス」/笠井奈津子 氏 
・「労働安全衛生法改正、ストレスチェックについて」/新潟労働局、佐渡労働基準監督署 
・「聴いて納得！健康保険給付のQ＆A」/協会けんぽ 
・「知って得する 健康診断Q＆A」/協会けんぽ 

3. 内容 

４. 参加者数 

・新潟会場 168名  

・佐渡会場 062名 
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健幸フェスタ２０１５（主催：見附市） 

1. 目的 

2. 月日 

3. 場所 

4. 概要 

5. 来場客数 

 協会けんぽ加入者を含む見附市民に健康づくりの大切
さを実感していただく。 

平成27年６月２８日（日） 

街の駅「ネーブルみつけ」（見附市） 

①血管年齢測定、実年齢より若い人ランキング実施 
②健康相談 
③管理栄養士おすすめ「地産地消減塩レシピ」の配布 
④「ジェネリック医薬品Q＆A冊子」及び「メールマガジ 
 ンへの登録案内チラシ」の配布 
⑤「血圧に関するパネル」の展示 

①血管年齢測定 242名   
②健康相談     80名 

イベント実施報告 
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職場いきいき健康セミナー（共催：長岡市） 

1. 目的 

2. 月日 

3. 場所 

4. 概要 

5. 来場客数 

 (株)タニタと「多世代健康まちづくり」を展開している 
長岡市と共催し、地域において関心の高いタニタを活用 
したセミナーを開催することで、事業主・事業所担当者の 
健康意識を高め、ひいては事業所の健康増進に繋げる。  

平成27年9月3日（木） 

アオーレ長岡（長岡市） 

 ①事業説明 
 ・協会けんぽ新潟支部 
 「知って得する健康クイズ＆健康情報～食生活編～」 
  ・長岡市 
 「ながおかタニタ健康くらぶのご紹介」 
 ②講演「タニタ式・健康経営のススメ」 
  講師 ㈱タニタヘルスリンク 龍口知子氏 
 ③講演「職場のメンタルヘルスとコミュニケーション術」 

  講師 新潟薬科大学臨床准教授 南雲陽子氏  

９９名 

イベント実施報告 
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佐渡を歩こう!元気ハツラツ健康ウォーク（主催：一般財団法人新潟県社会保険協会）  
 

1. 目的 

2. 月日 

3. 場所 

4. 概要 

5. 参加者数 

 ウォーキング前後に血圧測定することで、血圧の変
化を実感いただき、ウォーキング（運動）の重要性を
認識していただくきっかけを提供する。また、「健
康」について楽しく実体験（血管年齢測定）いただく
ことで、健康意識を高め健康増進に繋げる。併せて協
会けんぽの知名度向上を図る。  

平成27年９月２７日（日） 

 佐渡市小木地区  

①受付（ウォーキング前）での「血圧測定」 
②佐渡島内移動中（バス内）での「血圧」についての説明 
③ゴール地点（ウォーキング後）での「血圧測定」 
④ゴール地点（ウォーキング後）での「血管年齢測定」  

 262名 
 

イベント実施報告 
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長岡ウォーキングイベント（主催：長岡市） 

1. 目的 

2. 月日 

3. 場所 

4. 概要 

5. 来場客数 

平成27年10月10日（土） 

アオーレ長岡（長岡市） 

①血管年齢測定 143名 
②健康相談    21名 

①血管年齢測定、実年齢より若い人ランキング実施 
②健康相談 
③「血圧に関する」パネルの展示 

イベント実施報告 

 来場者の方々から「健康」について楽しく実体験してい
ただくとともに、健康相談を通じて、健康への関心を高め
ていただく。また協会けんぽの知名度の向上も図る。 



15 

新潟市市民公開講座「乳がん講演会」（主催：新潟市） 

1. 目的 

2. 月日 

3. 場所 

4. 概要 

5. 来場客数 

 「がん検診」及び「かかりつけ医でも受診できる特定健診」 
 の受診をテーマにＰＲを行い、健診受診へ繋げる。併せて 
 協会けんぽの知名度の向上を図る。  

平成27年10月10日（土） 

岩室温泉 「ゆもとや」（新潟市西蒲区） 

８８名 

①乳がん講演会  
 講師 新潟市民病院 牧野春彦氏 
②体験談 
 講師 あけぼの会 塚田真紀氏 
③健診受診ＰＲ 
 ・協会けんぽ新潟支部 
  パネルを使った「がん検診」と「特定健診」受診のＰＲ 
 ・新潟市 
  乳がん検診受診ＰＲ 

イベント実施報告 
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三条マルシェ（主催：三条市） 

1. 目的 

2. 月日 

3. 場所 

4. 概要 

5. 来場客数 

 来場者の方々から「健康」について楽しく実体験してい
ただくとともに、健康相談を通じて、健康への関心を高め
ていただく。また協会けんぽの知名度の向上も図る。 

平成27年10月12日（月・祝） 

三条市一ノ木戸商店街 界隈 

①血管年齢測定、実年齢より若い人ランキング実施 
②健康相談 
③管理栄養士おすすめ「地産地消減塩レシピ」の配布 
④「血圧に関する」パネルの展示 

①血管年齢測定 128名 
②健康相談     70名 
 

イベント実施報告 
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事業名 主な取組内容 今後の取り組み等 

（１）重症化予防の取り組み 

①上越市との連携による糖尿病性腎症予防事業 
 上越市在住の協会けんぽ加入者について、上越市保健師  
 が人工透析予防サポートを実施する仕組みを構築 
 （Ｈ28.2実施予定） 
②一次勧奨事業 
 本部において、健診で血圧・血糖値が高く、医療機関へ 
 の受診勧奨文書を発送している。 
③支部における二次勧奨事業 
 より重症域と判断される方に対して、電話での受診勧奨 
 を実施（予定） 
 
 
 
 
 
 

①においては、対象者からの参加率をどう上げるかが課
題。参加したくなる案内資料の工夫等を行い、より多く
の方への実施を目指す。 
上越医師会に対して、協力を依頼する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７）重症化予防事業 



 データヘルス計画とは？ 
 

目的：日本国民の健康寿命の延伸 
内容：日本再興戦略を受けて加入者の健康保持増進の取組みを推進するよう法整備されたもので、各医療保険者（協会けんぽや健康保険組合など）が 
   持っている、加入者の健診結果データ・レセプトデータ（医療機関を受診した記録）を分析し、健康課題を把握したうえで、効果的かつ効率的な 
   健康づくりの計画を立て、皆さまと共に実施するというもの 
特徴：➊３年を１つの区切りとして、ＰＤＣＡサイクルにより、計画の評価と改善を繰り返しレベルアップする 
   ➋コラボヘルス（事業主との協働）により進める 

 新潟支部の目指すところ 
   

協会けんぽと市町村の連携により、「健康づくりメニュー」チャレンジ事業所において、各種リスク（腹囲・血圧・脂質・代謝・喫煙）保有者率の減少を図る。 

 データ分析結果から着目した新潟支部の健康課題（平成24年度特定健診結果による） 

 

➊入院外医療費に占める生活習慣病関連疾病の割合が全国平均を上回っている。また、上位３位までが生活習慣病である。（新潟20.7％／全国20.3％） 
➋男性の拡張期（下の）血圧の平均値が高い（特に45～49歳）。（拡張期血圧85mmHg以上の割合：新潟29.6％／全国27.1％） 
➌45～49歳の男性は、加入者一人当たり医療費において、全国平均との乖離が大きい。 
 →リスク保有率が高いことから、受診に結びついていないと考えられる。 

１ 事業主・加入者向け広報物の作成（作成中） 

目的：事業主・加入者の健康意識向上 
内容：高血圧、がん対策、糖尿病、肥満、喫煙などの健康リスクごとに冊子を順次作成 
特徴：新潟支部の特徴を、できる限りビジュアルで分かりやすく伝える 

２ 県・市町村をはじめとした関係機関へ示す、加入者統計データの作成（作成中） 

目的：関係機関との連携強化により、地域・職域両面からの健康づくりを推進する 
内容：健康リスク等の分布地図など、地域ごとのアカデミックな資料を作成 
特徴：関係機関のニーズを把握 

３ 「けんこう職場おすすめプラン」の実施（モデル実施中） 

目的：➊職場での具体的な健康づくりをアシストし、事業主の健康意識 
    変容を促すとともに、健康経営に取り組む事業所を増やす 
   ➋従業員の健康づくりの「きっかけ」としていただき、将来的に 
    本人や家族、または地域の健康につなげる 
内容：事業主へ支部オリジナルの「健康づくりメニュー」をおすすめし、  
   職場でチャレンジしていただく 
特徴：➊「健康づくりメニュー」は、普段の行動を少しだけ変えてみる 
    「スモールチェンジ」をコンセプトに医師監修の下作成。全100 
    種類以上あり、レストランのメニューのように、自由に選べる 
    のが最大の特徴。将来の健康づくりへの「きっかけ」となるよ   
    う、楽しみながら取り組める 
   ➋事業所の手間をできる限り省き、頻繁なやりとりを要しない仕 
    組みとした 

新潟支部データヘルス計画における３つの柱 

８）協会けんぽ新潟支部のデータヘルス計画 

18 



「けんこう職場おすすめプラン」の実施状況 

三条モデル 
対  象 三条市内34連携事業所 

エントリー事業所 15事業所 

チャレンジ期間 ４ヶ月半（２週間、１ヶ月、３ヶ月） 

チャレンジ開始 平成２７年７月～ 

チャレンジ結果 終了、アンケート回収中。集約後、平成28年度版へ展開予定 

塩沢信用組合モデル 
対  象 職域サポート提携先企業＊100事業所 

エントリー事業所 30～40事業所（予定） 

チャレンジ期間 ３ヶ月 

チャレンジ開始 平成２８年２月～（一斉にスタート予定） 

チャレンジ結果 終了後、アンケートを実施・分析し、平成28年度版へ展開予定 
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＊職域サポート提携先企業とは・・・ 
 塩沢信用組合と取引先事業所の間で従業員の福利厚生のひとつとして契約しているもの。提携先従業員に対して、定期預金・定
期積金の金利上乗せの他、ローン利用時の金利優遇や、生活資金面での相談に応じている。 



 【議題】 ２．保険者機能強化アクションプラン（第3期）について 

１）保険者機能の更なる強化に向けて 

 全国健康保険協会（以下「協会」という。）は、保険者として健康保険事業を行い、加入者の健康増進を図ると
ともに、良質かつ効率的な医療が享受できるようにし、もって加入者や事業主の利益の実現を図ることを基本使命
としています。 
 
 協会は、設立以来、地域の実情を踏まえ、加入者や事業主の意見を反映した、自主自律・都道府県単位の運営に
より保険者機能を十分に発揮できる新たな保険者をつくる、すなわち「創建」するため、組織基盤の整備に取り組
んできました。 
 
 設立から８年目を迎える27年度は、医療保険制度改革法により協会の国庫補助率16.4％が期限の定めなく維持さ
れ、協会の財政基盤の当面の安定化が実現するとともに、６月には業務・システムの刷新を行いました。この２つ
の大きな変化によって、協会の設立目的である保険者機能を発揮するための主体的な条件が整いました。 
 また、平成26年の医療法改正により、地域医療構想の策定にも参画することになるなど、医療保険者が新たに地
域の医療提供体制に関与することが法律上、位置付けられました。 
 このことを受けて、協会は27年度以降、保険者としての基礎固めに注力していたこれまでの延長線上にはない、
新たなステージに入ることとなります。 
 
 第３期の「保険者機能強化アクションプラン」は、この新たなステージで保険者機能を発揮する協会にとっての
３年間の中期的な計画であり、保険者が果たすべき役割を実現するため、保険者としての機能を「基盤的な機能」
及び「戦略的な機能」と分類することで明確にし、「戦略的な機能」である加入者及び事業主に対してあるいは地
域の医療提供体制に対して、協会から直接的に働きかけを行う業務をさらに強化することを目的としています。 
 
 このプランにおいては、さらに創造的な活動を拡大するため、支部においては対外的な発信力の強化、本部にお
いては内部的な牽引力の強化に重点を置き、今後、保険者として実現すべき目標「医療等の質や効率性の向上」
「加入者の健康度を高めること」「医療費等の適正化」それぞれの目指すべき姿に向けて、支部・本部それぞれで
具体的に講じていくべき施策を明確にしました。 
 第３期の「保険者機能強化アクションプラン」に基づき、平成29年度までを目途に保険者機能の強化を図ります。 

（平成27年10月1日制定） 
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２）保険者機能強化アクションプラン（第３期）の全体像 

協会の基本理念 

 保険者として、健康保険及び船員保険事業を行い、加入者の皆様の健
康増進を図るとともに、良質かつ効率的な医療が享受できるようにし、
もって加入者及び事業主の皆様の利益の実現を図ることを基本使命とし
ています。 

基 本 
コンセプト 

○ 加入者及び事業主の皆様の意見に基づく自主自律の運営 
○ 加入者及び事業主の皆様の信頼が得られる公正で効率的な運営 
○ 加入者及び事業主の皆様への質の高いサービスの提供 
○ 被用者保険の受け皿としての健全な財政運営 

保険者機能の実施 

 協会の基本理念の実現 
 （＝保険者が果たしている（果たすべき）役割・機能の実現） 

戦略的な機能 

○ 医療の質や効率性向上のための
医療提供体制への働きかけ 

○ 保健事業等を通じた加入者の健
康管理、健康増進 

○ 広報活動による加入者への 
 医療情報の提供、疾病予防 

基盤的な機能 

○ 加入者の加入手続きと 
 資格管理、加入者サービス 

○ 保険給付額等に見合った 
 保険料の設定、徴収 

○ レセプトと現金給付の 
 審査及び支払 

Ⅰ  医 療 等 の 質 や 効 率 性 の 向 上 

Ⅱ  加 入 者 の 健 康 度 を 高 め る こ と 

Ⅲ    医 療 費 等 の 適 正 化  

H27年度～ 

○ 医療保険制度改革による 
 国庫補助率16.4％の恒久化等 
 
○ 業務・システムの刷新 

運営に対するPDCAサイクル 

アクションプランを通じて実現すべき目標 

Plan 
計画の策定 

目標指標の設定 

Do 
施策の実施 

Action 
課題の解決に向け
た検討・見直し 

Check 
実施状況の 

分析・課題把握 

実施期間 

○ 期間については平成29年度まで 
の３年間を想定。 

 
○ 定期的に実施状況の確認を行う。 

アクションプラン 
策定による 

戦略的な機能の強化 
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アクション 

プラン 

を通じて 

実現すべき目標 

 Ⅰ 医療等の質や 

 効率性の向上 

 Ⅱ 加入者の健康度を 

   高めること 
 Ⅲ 医療費等の適正化 

目標実現に 

向けた 

着目点 

 

・加入者の医療の選択の質の向上 

・患者（加入者）の満足度の向上 

・必要な医療・介護サービスの確保 

・医療提供体制等を効率化するため

の働きかけ 

・加入者の健康状態の把握 

・加入者の健康増進、疾病予防 

・事業所における健康づくりを 

 通じた健康増進 

・早期治療の促進 

・データヘルス計画の実施 

・加入者の健康増進、疾病予防 

（再掲） 

・医療提供体制等を効率化 

するための働きかけ（再掲） 

・同質ならばより安価な手段の選択 

・不適切な利用や不正行為の防止 

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通の目標を達成するための保険者機能強化アクションプランの基盤強化 

３）保険者機能強化アクションプラン（第３期）の骨子 

基盤強化に向けた 

着目点 

・人材育成等による組織力の強化           

・調査研究に関する環境整備  

・加入者・事業主との双方向の 

 コミュニケーション   

・外部有識者との協力連携 
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受診行動 

地域の 
医療提供体制 診療行動 

４）保険者としての活動範囲の拡大と関係機関との連携強化 

「協定・覚書締結」による包括的な連携 

都道府県  市区町村 

医療関係者 
   ・医師会  
     ・歯科医師会 
   ・薬剤師会  等 

保険者 
・健保連  ・国保連 
・後期高齢者広域連合 

等 

医療保険 
関係団体等 

  ・業界団体 
  ・研究機関  等 

地域医療への 
意見発信 

健診・保健指導受
診勧奨 

データヘルス 
コラボヘルス 

≪目標Ⅰ≫  
医療等の質や 
効率性の向上 

≪目標Ⅱ≫ 
加入者の健康度 
を高めること 

≪目標Ⅲ≫ 
医療費等の適正化 

レセプト再審査・ 
支払 

給付の審査・ 
支払 

加入者 事業主 医療機関 

協会けんぽ 

連 携 先 
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５）具体的な施策 ≪目標Ⅰ 医療等の質や効率性の向上≫ 

＜目指すべき姿＞ 

(１) 医療等の質や効率性の向上のための調査研究等 

＜具体的な施策＞ 

≪支部≫ 
○ 人口構造の高齢化や疾病構造の変化を踏まえ、地域ごとの受療行動、医療提供体制等の

現状とそれらの相互関係、今後の動向を把握する。 
 
○ 支部の取組みに必要な知見・データの集積・検証を図り、必要に応じて、それらの集

積・検証結果を自らの取組みに反映するとともに本部に意見発信を行う。 
 
≪本部≫ 
○ 医療提供体制等に係る国や都道府県をはじめとする関係者の動向を情報収集し、各支部

での対応の支援を行う。 
 
○ 支部に対して、医療提供体制等に係る地域の実情を可視化した統計データの一覧の提供

を検討する。 
 
○ 経済・社会、国における政策等の動向を見ながら必要な対応が適切にとれるよう、知

見・データの集積・検証を図る。 

○ 医療・介護を必要とするすべての人に対して地域の実情に応じて質が高く効率的な医
療・介護サービスが提供される。 

○ 医療提供体制等の在り方について、保険者として加入者・事業主を代表した立場で関与
し、他の保険者と連携しながら関係機関へ働きかけや意見発信を行う。 

＜アウトカム指標＞ 

● 今後指標を検討 
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（２）意見発信及び政策提言に必要となる加入者・事業主への情報提供 

≪支部≫ 
○ 医療提供体制等に係る分析結果や病床機能報告をホームページに公表する等、医療・介護に関

する情報を提供する。 
 
≪本部≫ 
○ 支部が各種情報提供を行うための基礎となるデータを提供する。 
○ 医療の質を可視化するための指標に関する調査研究について検討を行い、分析結果をホーム

ページに公表する等、医療・介護に関する情報を提供する。 

（３）医療・介護の情報に基づく意見発信及び政策提言 

≪支部≫ 
○ 都道府県の医療審議会や地域医療構想調整会議等の医療提供体制等に係る検討の場に参画し、

加入者・事業主の意見を反映した意見発信を行う。 
 
○ 保険者協議会において、医療提供体制等に応じて他の保険者と可能な範囲内でデータを共有し

分析を行う。健保連、国保連、後期高齢者広域連合等の他の保険者と連携・協同した政策提言を
行う。 

 
≪本部≫ 
○ 中央社会保険医療協議会をはじめとする各種審議会において、質が高く効率的な医療・介護

サービスが提供できる体制ができるように意見発信を行う。 
 
○ 各支部が医療審議会等の医療提供体制等の検討の場へ参画できるよう、国に対して働きかけを

行う。 
 
○ 健保連、国保連、後期高齢者広域連合等の他の保険者と連携・協同した政策提言を行う。 

＜関連指標＞ 

● 医療計画策定の
場への参画支部数 

 
● 地域医療構想調

整会議への参画数 
 
● 政策提言の実施

回数 
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５）具体的な施策 ≪目標Ⅱ 加入者の健康度を高めること≫ 
＜目指すべき姿＞ 

＜具体的な施策＞ 

（３）特定健康診査・特定保健指導の着実な実施 

（１）データヘルス計画の実現［施策（２）～（６）の実現に向けた包括的な計画の着実な実施］ 

≪支部≫ 
○ 本部が提供する業種・業態別の健診データ、市町村別の健診データを用いて、地域の実情に応じた
分析を実施する。 

≪本部≫ 
○ 健診データによる保健指導の改善効果を分析し、エビデンスを構築する。 
○ 健康づくりに関する取組みが事業所間で比較できるような仕組み、評価指標を構築する。 
≪本部・支部共通≫ 
○ 公衆衛生学会や産業衛生学会等に参加し、医療費分析や健診・保健指導の成果等の政策研究を発表
する。 

＜関連指標＞ 

 
● 学会での発表 
  回数 
 

● 特定保健指導利用者 
の改善率 

● メタボリックシンド
ローム該当者および予
備軍の減少率 

● 人工透析移行者の割
合（（５）関連） 

 

○ 加入者の健康管理をサポートし健康に関する情報や健康相談を早期に受けられるようにする。 
○ 従業員の健康づくりに取り組む事業所が自らの取組みを評価でき、健康づくりの取組みが優れた事

業所が評価される仕組みを構築する。 
○ 健康づくりに関するエビデンスの構築や指標づくり、インセンティブの付与を行うことで加入者に

とってより良い選択ができる。 
○ 加入者の生活習慣病の発症予防、重症化予防の推進を中期的な期間で計画的に行い、医療費等の適

正化に寄与する。 

≪支部≫ 
○ 26年度に策定したデータヘルス計画について、ＰＤＣＡサイクルを的確に回し、地域の実情に応じ
た効果的な保健事業を進める。 

≪本部≫ 
○ 各支部のデータヘルス計画の進捗状況を確認し、計画が円滑に実施できるように支援する。 

（２）データ分析による効果的な保健事業の実施 

● 各支部のデータヘル
ス計画の目標指標の
達成状況 

 

≪支部≫ 
○ 特定健康診査実施率、保健指導実施率が低い支部においては、更なる実施率向上に向けた施策を検

討する。 
○ 支部における先進的な取組みについては、本部にフィードバックする。 

＜アウトカム指標＞ 

● 特定健康診査実施率 
● 保健指導実施率 
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（６）国や関係機関と連携した保健事業の推進 

（４）事業所における健康づくりを通じた健康増進 

≪支部≫ 
○ 事業主が主導して会社ぐるみで健康づくりに取り組む健康宣言等、事業主による従業員の健康づくり

をサポートする。 
○ 都道府県等と連携し、健康づくりに積極的に取り組んでいる事業所の認定及び表彰を行う。 
≪本部≫ 
○ 事業所カルテの指標を充実させるとともに、事業主が従業員の健康課題等を把握できるツールの導入

を検討する。 
○ 健康宣言等、従業員の健康づくりに事業主が積極的に取り組める施策の展開を図る。 
○ 健康づくりに関する取組みが事業所間で比較できるような仕組み、評価指標を構築する。 

≪支部≫ 
○ 地方自治体、医師会等の医療関係団体、中小企業団体との間で包括的な協定等を締結し、連携の強化

を図るとともに、健診・重症化予防等の保健事業を協同で実施する。 
○ 地方自治体や大学等の教育機関と連携し健康づくりに関するセミナーやシンポジウムを開催する。 
≪本部≫ 
○ 協会の健康づくりの取組みを保健事業に係る検討会等で積極的に発信し、国の政策に反映させる。 
○ 従業員の健康づくりを普及するため、経済団体等の関係機関や国との調整、連携を進める。 

（５）重症化予防等の先進的な取組みの実施 

≪支部≫ 
○ 保険者が医療機関と連携して保健指導を実施する取組みとして、糖尿病性腎症患者の重症化予防等の

対策を検討する。 
≪本部≫ 
○ 支部で実施している先進的な重症化予防等の取組みの全国展開を検討する。 

＜関連指標＞ 

● 健康宣言等
の事業所数 

● 認定及び表
彰事業所数 

≪本部≫ 
○ 特定健康診査実施率、保健指導実施率の支部間格差について、原因分析を行い、実施率向上に向けた

施策を検討する。 
○ 支部による特定健康診査実施率、保健指導実施率向上のための積極的な取組みを促す仕組みを検討す

る。 
○ 保健師、管理栄養士の採用や、保健指導の外部委託先の拡充を通じて、加入者への保健指導、健康相

談等の提供体制の整備を進める。 

● 事業主が従
業員の健康課
題等を把握で
きるツールの
導入支部数 

● セミナー
やシンポジ
ウムの開催
回数 

● 特定健康診査
実施率、保健
指導実施率の
支部間格差 

● 外部委託先の 
  機関数 

● 実施支部
数 

● 人工透析
移行者の割
合 
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５）具体的な施策 ≪目標Ⅲ 医療費等の適正化≫ 
＜目指すべき姿＞ 

＜具体的な施策＞ 

○ 医療・介護に関する情報を提供することで、加入者が疾病予防等を図り、医療等を
受ける際は質が高く安価な医療等の選択ができる。 

○ 医療費等の負担が将来的に過大とならないように、医療費等の伸びを抑え、加入者
が安心して医療・介護サービスが受けられる。 

○ 医療費等の適正化を通じて、協会の保険財政の安定化を図る。 

（１）ジェネリック医薬品の使用促進 

≪支部≫ 
○ ジェネリック医薬品の使用割合が低い支部では、更なる使用促進に向けた施策を検討する。 
○ 地域ごとのジェネリック医薬品の使用状況の分析を実施し、新たな施策の取組みや都道府

県をはじめとする関係者への意見発信に活用する。 
○ ジェネリック医薬品に関するセミナーの開催により、使用促進を図る。 
 
≪本部≫ 
○ ジェネリック医薬品の使用割合の都道府県間格差について分析し、格差縮小のための取組

みを検討する。ジェネリック医薬品軽減額通知の対象者を拡大するなどの使用促進策を検討
する。 

 
○ ジェネリック医薬品の使用促進のため、国への働きかけを推進する。国や関係機関と連携

したジェネリック医薬品の広報や普及啓発に努める。 
 
≪本部・支部共通≫ 
○ ジェネリック医薬品の使用促進のために、医療機関や調剤薬局ごとの使用割合等のデータ

を活用し、医療提供側への働きかけを行う。 

＜アウトカム指標＞ 

● ジェネリック医
薬品使用割合
（都道府県間格
差） 

 
● 軽減額通知によ

る軽減効果額 

＜関連指標＞ 

● ジェネリック医薬
品の使用割合 

 
(その他の指標は今後

検討） 
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（２）レセプト、現金給付等の審査強化 

≪支部≫ 
○ 柔道整復施術療養費の照会業務の強化などを含めた、適正受診のための利用者への働きか

けを強化する。 
 
≪本部・支部共通≫ 
○ レセプト点検、現金給付の審査、債権回収等の業務の能力向上を図る。 
 
○ 医療費適正化をさらに推進するため、レセプト点検、現金給付の審査、債権回収等の業務

の強化を図る。 

（３）医療機関の適切な利用を促す広報活動 

≪本部・支部共通≫ 
○ 加入者や患者に対し、疾病予防・健康情報、医療機関の選択に役に立つ情報を提供する。 
 
○ 医療機関の適切な利用、はしご受診の防止等、加入者に対し医療・介護サービスを適切に

利用するための啓発に努める。 

（４）各種審議会での意見発信 

≪支部≫ 
○ 各支部が都道府県の医療費適正化計画に係る検討会、後発医薬品使用促進協議会等の審議

会へ参画し意見発信を行う。 
 
≪本部≫ 
○ 保険財政の安定を図るため、知見・データの集積を図るとともに医療・介護保険制度の改

善のための検討を進める。 
 
≪本部・支部共通≫ 
○ 関係する審議会において、加入者・事業主の利益が反映されるような意見発信を行う。 

＜関連指標＞ 

● レセプト点検効果
額 

● 柔道整復施術療養
費にかかる文書照会
件数 

● 債権回収率 

● 医療費適正化計画
に 係る検討会の参
画支部数 

 
● 後発医薬品使用促

進協議会の参画支部
数 
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 ５）具体的な施策 ≪Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの目標を達成するための基盤強化≫ 

○ 保険者機能強化アクションプランの目標を達成するため、「人材育成等による組織力の強化」、「調査
研究に関する環境整備」、「加入者・事業主との双方向のコミュニケーション」、「外部有識者との協力
連携」等から基盤強化を行う。 

＜具体的な施策＞ 

（１）人材育成等による組織力の強化 

≪本部≫ 
○ 組織の要となる人材を育成するために支部担当者の研修を充実させる。特に重要性が増大する創造的な

活動に必要となる人材育成及び予算の配分を充実させる。 
 
○ 支部が参画する審議会、協議会等において、適切な意見発信を行うための基盤整備、人材育成に努める。 
 
≪支部≫ 
○ 責任感をもって創造的な活動ができる人材を育成する。創造的な活動に携わる各支部の実務者レベルの

担当者を増やす。 
 
○ 関係機関と調整・協働ができる交渉力をもった人材、関係する審議会、協議会等において適切な意見発

信できる人材を育成し、地方自治体等の施策に反映させる。 

（２）調査研究に関する環境整備 

≪本部≫ 
○ 協会が保有するレセプトデータや健診データを効果的・効率的に分析ができる環境整備を行う。 
 
≪支部≫ 
○ 医療の質や効率性の向上、生活習慣病リスクに応じた行動変容の状況、保健指導の効果、医療費適正化

等、業務の発展に資する調査研究を図る。 

＜基盤強化に向けた着目点＞ 
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（４）外部有識者との協力連携 

≪本部・支部共通≫ 
○ 協会が主体となり、大学等の研究機関の有識者と協力連携し、業務に資する政策指向的な調

査研究を実施する。 

（３）加入者・事業主との双方向のコミュニケーション 

≪本部≫ 
○ 加入者アンケートや協会のモニター、ＳＮＳ等を活用し、加入者・事業主との双方向のコ

ミュニケーションを行い、加入者・事業主のニーズに合致した施策の検討、実現を図る。 
 
≪支部≫ 
○ 健康保険委員研修会やセミナー、対話集会、メールマガジン等の機会をとらえて加入者・事

業主との双方向のコミュニケーションを行い、加入者・事業主のニーズに合致した施策の検討、
実現を図る。 

（５）パイロット事業の積極的な実施と全国展開 

≪本部≫ 
○ パイロット事業を活用して、新たに効果的な施策を検討し、協会において有益な事業につい

ては全国展開を図り、成果を外部へ発信する。 
 
≪支部≫ 
○ パイロット事業の提案を通じて、新たに効果的な施策を検討し、実施する。 

＜関連指標＞ 

● メールマ
ガジンの新
規登録件数 

● パイロッ
ト事業で全
国展開した
件数 
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27年度 28年度 29年度 30年度 

アクション 
プラン 

（第３期） 

事業計画 

６）実施状況の報告・評価について 

アクション 
プランの 
取組事項 

27年10月～28年度末 29年度末 

実施状況 
運営委員会での 
評価・意見 

実施状況 
運営委員会での 
評価・意見 

（１）実施状況の報告・評価のスケジュール 

（２）実施状況の報告フォーマット 

＜上半期＞ 
運営委員会へ 
実施状況を報告 
第４期に反映 

○ 保険者機能強化アクションプラン（第３期）の実施状況については、以下のスケジュールのとおり、定期的に運営委員
会に報告し、意見・評価を受ける。 

  評価にあたっては、アウトカム指標と照らし合わせて、どの施策が有効であったかを検討する。 
 
○ 具体的には、27年10月制定後から28年度末までの実施状況を29年度上半期に、29年度の実施状況を30年度上半期の運営

委員会に報告し、運営委員会での意見・評価については次年度の事業計画や保険者機能強化アクションプラン（第４期）
（仮称）に反映させる。 

 
○ 運営委員会への報告にあたっては、以下の報告フォーマットを使用する。 

＜上半期＞ 
運営委員会へ 
実施状況を報告 

28年度 
事業計画に反映 

29年度 
事業計画に反映 

30年度 
事業計画に反映 

10月 
制定 
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内 容 事業の目的・概要等 

〈継続〉 
（１）関係団体との協定締結の推進 

【目的】 
  地域・職域双方の立場から、健康づくりの推進や相互に情報提供を行うことにより、 
  住民や加入者の健康増進、健康寿命の延伸を図る。 
 
【概要】 
  健康づくりに関する協定締結を見据えた、新潟県・県内各市・医療関係団体等との 
  連携事業の実施 
 

１）関係団体との協定締結 

 【議題】 ３．平成28年度保健事業の計画（素案）について 

 キーワード 「関係団体との連携促進（コラボヘルス）」 
       「健康経営」 
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内 容 事業の目的・概要等 

〈継続〉 
（１）重症化予防にかかる取組み強化 

【目的】 
 健診結果が「血圧・血糖値が要治療または要精密検査」となったが未受診の被保険者 
 に対し、医療機関の受診を促進することで、生活習慣病の重症化を防ぎ、医療費適正 
 化及びQOLの維持を図る。 
 
【概要】 
 ①上越市と連携し、上越市内に在住している対象者に対し、上越市保健師の訪問に 
  よる受診勧奨の実施 
 ②一次受診勧奨対象者のうち、より重症域と判断される方へ電話・文書による受診 
  勧奨（二次勧奨）の実施 

３）重症化予防事業 

２）データヘルス計画 

内 容 事業の目的・概要等 

〈継続〉 
（１）新潟支部データヘルス計画 
   の実施 

【目的】 
 市町村・関係団体との連携等により「健康づくりメニュー」チャレンジ事業所におい 
 て、各種リスク保有者率の減少を図る。 
 
【概要】 
 ①事業主が従業員の健康課題を認識できる広報媒体の作成と健康づくりメニューの 
  提示（「けんこう職場おすすめプラン」の実施） 
 ②チャレンジ事業所へのインセンティブの付与 
 ③選べる健康づくりメニューの作成（更新）と内容の検討（監修） 
 ④チャレンジ事業所への案内送付と実施後のアンケート調査の回収、集計 
 ⑤事業主や加入者の健康意識向上を目的とした、生活習慣病リスクごとの冊子作成 
  を急ぐ 
 ⑥関係団体へ提示し連携事業を推進するための、健診結果データ・レセプトデータの 
  分析、資料作成を急ぐ 

① 

② 

③ 

新潟支部データヘルス計画の 
３本の柱 

①～③ 
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事業名 事業の目的・概要等 

〈新規〉 
（１）健診実施機関予約状況表（予約  
   サイト）の設置 

【目的】 
 健診実施機関予約状況表（予約サイト）を支部ホームページに設置し、受診促進に 
 繋げる。 
 
【概要】 
  健診実施機関予約状況表（予約サイト）を支部ホームページに設置する 

〈新規〉 
（２）新規適用事業所に対する勧奨 
   委託 

【目的】 
 新規適用事業所に対して受診勧奨を実施することで、受診率の向上を目指す。 
 また、業務委託することで効率化を図る。 
 
【概要】 
 新規適用事業所への委託業者による勧奨 
 （健診案内、申込書の送付、生活習慣病予防健診申込み及び事業者健診データ提 
 供同意書の取得勧奨） 

〈継続〉 
（３）生活習慣病予防健診、特定健診、 
   事業者健診、特定保健指導利用 
   勧奨 

【目的】 
 受診率・実施率の向上を目指す。 
 
【概要】 
 ①生活習慣病予防健診受診、特定健診受診、事業者健診、特定保健指導の勧奨チラ 
  シの作成、送付 
 ②かかりつけ医に特定健診受診勧奨ポスターを配布、掲示依頼をし、受診促進を 
  行う 
 ③事業主と支部長の連名文書を被扶養者に送付し、特定健診受診勧奨を行う 

４）特定健康診査の推進 
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事業名 事業の目的・概要等 

〈新規〉 
（１）特定保健指導の委託体制の拡大 
   （特定保健指導専門事業者への  
   委託）（被保険者・被扶養者） 

【目的】 
 特定保健指導実施体制整備と実施率向上を図る。 
 
【概要】 
 支部の保健師不在地域の事業所の従業員に対する特定保健指導を特定保健指導専門 
 事業者へ委託する。 

〈継続〉 
（２）事業所の受け入れ率向上に向け 
   た取組み（被保険者） 

【目的】 
 事業所の受け入れ率向上により、特定保健指導の実施率向上を図る。 
 
【概要】 
 ①電話勧奨スキル向上に向け、ロールプレイ、マニュアルの見直しを行う。 
 ②保健指導を受け入れたことがない事業所獲得に向けた取組を行う。（支部長名 
  文書送付など） 

〈新規〉 
（３）集団検診と合わせた特定保健指 
   導の実施（被扶養者） 

【目的】 
 実施率の向上を目指す。 
 
【概要】 
 特定健康診査の集団健診から特定保健指導まで一貫して委託することを検討する。 

５）特定保健指導の推進 

36 



事業名 事業の目的・概要等 

〈新規〉 
 （１）歯の健康に関する健康づく 
    り事業 

【目的】 
 加入者の歯・口腔内の健康づくりの推進に向けた取り組みを通じて、生活習慣病の 
 予防を図る。 
 
【概要】 
 ①新潟市との連携・協力による歯周病対策の推進、口腔ケアの普及啓発、及び無料 
  歯科検診対象者への受診勧奨 
 ②歯科医師及び歯科衛生士による事業所での健康講話とブラッシング実技指導 
  （業務委託） 

〈新規〉 
 （２）職場の喫煙対策推進事業 

【目的】 
 効果的な喫煙対策を推進し、受動喫煙防止の取り組みを通じて、加入者の健康の保持  
 増進を図る。 
 
【概要】 
  新潟市との連携・協力による喫煙対策への取り組み（セミナー協賛） 

〈継続〉 
 （３）関係団体との協働事業 

【目的】 
 関係団体との連携による加入者の健康増進及び協会けんぽ保健事業内容等の周知。 
 
【概要】 
 関係団体主催の健康イベント等を通じた血管年齢測定・血圧測定・健康相談等 

６）その他の保健事業 
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