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平成２8年度 第 2 回 健康づくり推進協議会 議事概要 

 

開 催 日 時 平成 28年 12月 16日（金） 15：00～１7：00 

会     場 万代シルバーホテル 5階 万代西の間 

出 席 委 員 井上委員、小川委員、上村委員、近藤委員、竹井委員、土田委員、本

間委員、山崎委員、和田委員〔五十音順〕 

議     題  

１．平成 28年度保健事業の実施状況について 

２．平成 29年度保健事業の計画について 

３．報告事項 

議 事 概 要  

議 題 

1. 平成 28年度保健事業の実施状況について 

○議題１について、資料に基づき説明 

 

  ■事業者健診データについて 

 【学識経験者】 

・健診を受けてもらえると特定保健指導まで実施につなげられるということか。 

≪事務局≫  

・健診を受けていただくことがすべての始まりになるため、まずは健診を受けていただきたいという

思いが強い。 

【行政関係】 

・事業者健診データ取得率 26．6％ということだが、健診結果というのはデータで受け取る以外

の方法は何かあるのか。事業所健診データを取得するということが、結果的に受診率の向上に

つながるということか。 

≪事務局≫ 

・特定健診の受診率について、１つ目は生活習慣病予防健診の受診率、もう一つは事業者健

診のデータ取得率がある。こちらは労安法上の健康診断しか受けていない事業所については健

診結果をデータでいただくか、もしくは結果を紙でいただいて、こちらでシステムに取り込む、とい

う方法がある。 

・事業者健診データを取得することが特定健診の受診率向上につながるため、私たちはそれを

進めている。その後、特定保健指導の該当の方にはきちんと指導につなげて病気を予防しよう

ということで取り組んでいる。 
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・事業者健診は事業主が実施するということに労安法上なっているため、データ取得に関する

同意書をいただき、その事業所が受けた健診機関に問い合わせてデータ取得をしている。 

  

■被扶養者に対する特定保健指導について 

【事業主代表】 

・自分の妻は喜んでいるが全国的には拒否的な方が多いのではないか。被保険者あてに届くの

か。 

≪事務局≫ 

・特定保健指導利用券を被保険者ではなく被扶養者本人宛で自宅に送付している 

・健診受診後 3～4か月後になってしまうこと、文書だけでは面倒だと思われてしまうのか、受診

率はよくない。 

・新潟支部では昨年度末に新潟市の集団健診の際、結果説明時に特定保健指導の案内をし

たところ、通常 2％程度の受診率であるが 13％の実績が出た。今年度も引き続き拡大事業とし

て行っているため今後も実績が上がっていくことが予想される。 

・利用券を定期発行して速やかに送付していることも効果があると思う。 

【事業主代表】 

・保健指導を受ける機会は少ないのでとても良い取り組みである。 

・利用券を発行する時間は短縮できないのか。 

≪事務局≫ 

・健診受診後、支払基金を経由してデータを取得し、その後階層化をするため、どうしても 2～3

か月かかってしまう。 

・健診を受診した時が最も健康への関心が高いため、被保険者に関しては健診当日に階層化

を行い特定保健指導の初回面接を実施するよう、保健指導委託機関と契約している。 

【学識経験者】 

・私の妻は私が申し込みをしなければ保健指導は受けられない。協会けんぽのシステムはとて

も丁寧だと思う。 

【保健医療関係者】 

・新潟県のメタボ率は全国でも低い県であり、あまりこだわる必要はないと思う。メタボの方々は

健康に興味がない方々であるため、そこにエネルギーを注ぎ込むよりも要治療者を減らすことの

方がアウトカムとしては評価できると思う。 

・健診受診率について、目標に対して実績という形ででているが、被保険者数の過去５年間くら

いの推移とそれに対しての実績はどうか。 

≪事務局≫ 

・5 年間の実績は手元にないが昨年度は 40 歳以上の被保険者で 29 万 2000 人程度であっ

た。28年度が 30万 1000人であり、事業所数の増加に伴って被保険者数も増えている。 

【保健医療関係者】 

・被保険者数の増加に伴い目標数も増やしており、そこでの昨年度の実績が全国８位ということ

でよろしいか。 

≪事務局≫ 

・そのとおりである。 
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【保健医療関係者】 

・全国で上位であることは喜ばしいが、65％という数字で良いのかということについては疑問が残

る。 

・新潟県の方は素直で、健診で受診の該当になると病院にいく方が多いため、まずは健診を受

けてもらうことが大切。 

・健診後、指導者の言うことを聞かない方やあまり成果の上がらない方が特定保健指導の対象

になる。私も特定保健指導の対象になる方を見ているが、そこに勢力を注ぎ込む必要はないと

思う。無駄な労力は使わず、健康に興味のない方は放っておいてもよいのではと思う。ただ、重

症化予防に関しては医療保険者としての立場からもしっかり実施するべき。まずは健診受診に

つなげる取り組みを実践し、受診率を増やしてほしい。 

 

■重症化予防対策事業について 

【学識経験者】 

・上越市と提携した人工透析予防サポートは経済的・身体的に負担が大きいことを伝えるため、

かなり強烈な印象を受ける。申し込み人数に関してはどのように評価しているか。 

≪事務局≫ 

・数としては不十分であると認識している。もっと増やしていきたいが、上越市としてもキャパシテ

ィも関係する。年間 20名程度としていただいており、大変ありがたいと思っている。 

・より多くの方に、取り組んでみたい、と思っていただけるようなチラシづくりを上越市と検討してい

る。 

【保健医療関係者】 

・透析になると年間 500～600 万という医療費がかかるため、小さな市町村の国保の場合、10

年間で 10人いれば 5千万とか 5億とかいう医療費になってしまい、国保が破綻してしまうという

状況であり、国も危機感を持っている。 

・新潟県は糖尿病による透析率が全国に比べて非常に低いが、1 人でも 2 人でも透析への導

入を遅らせることができれば非常に効果が大きいということで力を入れている。 

・透析導入を遅らせることの出来るエビデンスのある薬剤が幾つかあるが、それに対して市町村

独自で補助金をつけているところもある。魚沼市でも取り組みたいと考え、先進地域の保健師と

ドクターを招き、研修会を開く予定。協会けんぽと魚沼市は協定を結んだため、そのような事業

も一緒にできればと思っている。 

 

２．平成 29年度保健事業の計画について 

○議題 2について、資料に基づき説明 

   

  ■健康経営優良法人認定制度について 

【学識経験者】 

 ・法人税が下がるなどのインセンティブはあるのか。 

≪事務局≫ 

・まだ一部だが他の支部で該当の企業に対して銀行が貸付を優遇するなどがあるが、健康経
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営推進銘柄としてのＰＲの意味合いが強い。 

 

■重症化予防対策事業について 

【学識経験者】 

・一次勧奨該当者の多い事業所はいつわかるのか。業態により違いはあるのか。 

≪事務局≫ 

・一次勧奨は健診から約半年後に本部から文書の発送により行い、そのリストが支部にも届く。 

・1つの事業所で対象者が複数名いらっしゃる事業所にお伺いをして未治療者への受診勧奨を

するということで計画中。 

 ・業態により違いがあるかどうかはリストが業態別に分かれていないので不明。 

【保健医療関係者】 

  ・受診勧奨対象者とは血圧・血糖値に関して要治療で未受診の方という意味か。業種別となると

やはり運送業か。 

≪事務局≫ 

・詳細は不明だが、そもそも生活習慣病予防健診受診に関して、運送業の方は少ない印象。

健診受診率が低く、要受診者の割合が高い方々のような印象を受ける。 

 

■特定保健指導専門業者への業務委託について 

【行政関係】 

・1 回目の会議の時に特定保健指導を委託する先がないという話を聞いた。今回はすでに魚

沼・十日町地域で何人か委託したとのことだが委託先があったということか。 

≪事務局≫ 

魚沼・十日町地域では委託先が少数しかないため、特定保健指導の専門業者・民間業者に委

託した。ベネフィットワンヘルスケアという会社。その業者所属の各地域に在宅している管理栄

養士や保健師に特定保健指導を担当していただいている状況。 

【行政関係】 

・結果についてはこれからか。 

≪事務局≫ 

委託をしたばかりのため実績はこれから。他支部で 14 支部ほど委託をしており、新潟支部は 8

月 29日に委託契約を行っている。 

・現在までに 27 事業所分の勧奨を依頼したところ、17 事業所が保健指導を受け入れており、

受け入れ率としては 63％となった。他支部と比べると、一番新潟支部が受け入れ率が高くなっ

ている。 

・協会保健師の不在地域、健診機関の委託の進まない地域（中越地域）において、更に来年

度、委託を拡大していきたい。 

・業者だけではなく、特定保健指導の体制の整備ということに関しては被扶養者の特定保健指

導に取り組んでくださる自治体もあるため、そちらも増やしていきたい。 

・来年度は上越市が集合契約Ｂで手を上げてくださることになっており、上越市が行う結果説明
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会などを行う場を利用して、特定保健指導の実施率を上げていきたい。 

 

■その他の保健事業について（歯の健康づくり事業） 

【事業主代表】 

・フッ素塗布率が高いということから新潟県は虫歯率が全国で一番低い。職業柄、歯科保健協

会の役員になっている。協会けんぽ独自に取り組みを行うのは効率が悪いため連携協力すると

いいのでは。 

≪事務局≫ 

・今年度、歯の健康づくりに関する事業に初めて取り組むため、知識不足ということもあり、新潟

県歯科保健組合に業務委託をしている。 

・事業所に勧奨を行い、申し込みにより健康講話とブラッシング指導を行っている。ただ、健康

保険委員がいる 300程度の事業所に案内をしたが申し込みが 3事業所しかなかった。 

・想定よりも、歯の健康が生活習慣病につながるという認識が薄いということを実感した。文書と

電話で勧奨をしたが申し込みが少なかった。 

・開始時期も遅かったため、来年度は業務委託先と年度当初から委託できるように進めていき

たい。 

【事業主代表】 

・電子タバコについて保健医療関係者にお聞きしたい。副流煙がないということで、ある政令指

定都市では、電子タバコについては路上で吸っても良いというところもあるようだが、少しは禁煙

に役に立つのか。率直な意見をお聞きしたい。 

【保健医療関係者】 

・副流煙がないため受動喫煙防止にはある程度の効果はあるが、喫煙者にとってはニコチン依

存症が全く改善されないので健康被害はかわらない。 

・喫煙対策については、東京オリンピックに向けてあらゆるところが無煙化されればいいと思う。 

・厚労省が受動喫煙防止に関して分煙室を設置するために補助金を出しているが喫煙者のた

めに税金を使わないでほしい。喫煙者に対して何か補助をするという余裕はないはずであり、あ

らゆるところから締め出していけばいいと思う。 

・新潟県は虫歯の率は低いが、歯の喪失原因は歯周病。歯の喪失率に関して決して良くはな

い。 

・歯がなくなり、口腔機能が落ちると肺炎を起こしやすくなり、子供も柔らかい物しか食べていな

いため歯周病は増えている。高齢者も歯磨きの実施率は高くないため口腔の状態は決して良く

ない。 

・8020 と言うが昔に比べ 60 歳で自分の歯が 20 本ないという方が結構多い。歯周病があると

いうことは歯をなくすだけではなくて口腔内に常に炎症があるということを意味し、心筋梗塞とか

循環器系の疾患を起こしやすくなるということは明らか。歯の健康づくりというのはとても大切だと

思う。 
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【行政関係】 

   ・歯の健康については、特定健診などの待ち時間を活用して指導するということはしているか。 

≪事務局≫ 

   ・していない 

【行政関係】 

   ・していないようであればしてみてはどうか。三条市では待ち時間を利用して歯の健康に関する

指導を行っている。 

 

３．報告事項（ジェネリック医薬品に関して） 

○事務局より資料に基づき説明 

 

【保健医療関係者】 

・マスメディアによるコマーシャルもされており、自分もかなり処方している。 

・有効成分に関しては同等と認められているが安全性に関する検査は先発医薬品に比べて不

十分な検査しかしていない。 

・例えば、湿布だとノリの部分の成分がかなり安いものを使っているため、かぶれる方も多く、剥

げやすいケースも多いため、使用した多くの方から先発のものに戻してほしいと要望が出る。 

・コレステロールや血圧の薬は自分では効果がわからず、検査しないとわからないためそのまま

飲んでいる方が多いが、睡眠薬は効果が自分でわかる。溶けるのが遅くなって朝方になってや

っと溶けて、寝つきが悪いのに目覚めが悪いという不都合が出たために先発品に切り替える方も

いる。 

・先発品とジェネリックは必ずしも同じものではないため、理由があって先発品に戻した方にジェ

ネリック促進の案内が届くと自分が悪いことをしているような気分になるようで、少し気の毒であ

るため、案内の言葉には気をつけていただきたい。 

・新潟県のジェネリック医薬品の使用率が高いのは院外処方率が高いため。薬局でジェネリック

医薬品に切り替えると薬局にインセンティブがついているため、薬局がどんどん進めているという

現状がある。 

【被保険者代表】 

・ジェネリックに関して、県ごとにばらつきがあるのは病気の種類とか要因が何かあるのか 

≪事務局≫ 

・詳細は不明だが、医師や医師会の考えがジェネリック医薬品に向かない、といった傾向が使

用率の低い県に関してはあるかもしれない。 

【事業主代表】 

・医療保健関係者のジェネリックについての話はとても衝撃的。自分も持病があるためジェネリッ

クを積極的に使用していたが、少し怖くなった。 

・先日の案内の減少額が 80 円だった。送料と手間の方が高くついてしまうのではないか。協会
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けんぽの財政的に負担が多いのではないか。 

≪事務局≫ 

・ジェネリック医薬品に関して、自己負担軽減額が医科 600 円以上、調剤で 100 円以上見込

まれる方にお送りしている。ジェネリックに批判的な方については本人からの申し出により登録を

行い、通知が届かないよう注意をして対応している。 

【保健医療関係者】  

・ジェネリックを否定しているわけではないが人によって、薬によって違いがあるということを承知

していただきたい。ジェネリックを使いなさいと強く言われるのは気の毒かな、と思うことがある。 

・国の方針の中でそもそも薬価を高く設定している。例えばコレステロールの薬は海外から並行

輸入で入荷したほうが、同じ日本で開発した薬であるにもかかわらず、安いという時期があった。

それくらい日本の薬価は高い。国が薬価を高く設定し、品質の良くないジェネリックの使用をす

すめるのはおかしい。それを是正するように伝えているが、国も製薬業界と繋がっているため早

期の変化は難しい。 

・あまりにも高い抗がん剤が出たため半額にしたが、今後国が相当切り込んでくることが予想され

る。そのため今後は今ほどジェネリック、ジェネリックと言わなくなるかもしれない。 

・同等の効果で安いものがあるのであればそちらに切り替えることは決して悪いことではない。 

   ・協会けんぽの事業の中で、評価の指標が、健診の受診率や保健指導の実施率やジェネリック

医薬品についてということで全国一律の評価指標で行っていること。新潟県の医療費分析を是

非していただきたい。新潟県は医療費についてはとても安いがその中でどこが問題なのか、新潟

県の 1人あたりの医薬品の値段がどれくらいなのかということを分析して対策を考えるべき。 

・前回も話したが新潟県は１人あたりの湿布の使用量が全国トップだったが現在は、一律一回

70枚という制限がかかった。これについては良い対策だったのではないかと思う。 

・新潟県の医療費が安い理由は医者が少ないため。医者が少ないと数種類の医薬品を同時に

処方する。都会であれば数箇所の医療機関を受診し、再診料などがかかる。かかりつけ医がい

ることで医療費が安く済む。かかりつけ医を持ち、そこを受診することが医療費抑制のための選

択になると思う。 

・新潟県の協会けんぽの医療費分析を行う中で、どこに重点を置くか、ジェネリックなのか、特定

保健指導をするのか、保健指導よりは何を重点に置くかを考えていただきたい。 

≪事務局≫ 

・今後に活かしていきたい。 

 

意見交換 

 

【事業主代表】 

・今回初めて参加したが自分のことについて考えてみても何かきっかけがないと受診はしない。

きちんと健診は受けなければいけないと実感した。 

【学識経験者】 

・どれだけ危機感を持っていただけるかということが大切。私たちの業界では「椅子は殺し屋」と

いうキャッチコピーがある。1日12時間座っていることで代謝が悪く循環が悪く、椅子に殺される

ということ。危機感を持って健診に行っていただくことが大切。 
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・口腔関係に関して、子供の体に関する全国研修会に参加したが、ネグレクト・虐待・口腔崩壊

など怖い話題があった。新潟県は子供の虫歯が少ないという話があったが、虫歯が何本もある

口腔環境の悪い子供はネグレクトなどの虐待の可能性があるということだった。新潟県も歯周病

などの口腔環境があまり良くないとのことであるため、健診の待ち時間にブラッシング指導などの

ビデオを見る等の事業はとても良い案だと思う。 

【行政関係】 

新潟県では健康づくり関係の計画が今ちょうど切り替えの時期で立案しているところ。職域の

方々の健康づくりに関する部分が抜けていることがいつも課題となる。協会けんぽは一生懸命や

っていただいているためどのように連携していくのか一緒に考えたい。 

・特定健診を保険者等で行う以前は、皆市町村で健診を受け、配偶者の方々の健康も市町村

が担っていたため、現在はどうなっているのかと心配をしていた。上越市が協会けんぽと組み、

被扶養者の特定保健指導について市の保健師が請け負っているということを今回聞き、必要な

保健指導を拒否する市町村はないのではないかと思う。 

・職域の健康づくりは事業主の考えによるところが大きいため、健康づくりに協力的な事業所の

登録もすすめていけると良いし、県でもそのような企業の登録も行っていきたい。 

・協会けんぽと新潟県は協定を結んだこともあり、成果を見せていければと思う。 

・歯科の部分でも一緒に考えさせていただけるとありがたい。 

【保健医療関係者】  

・魚沼市では健康づくりポイント制度というものを始める予定。協定を結んだということもあり、協

会けんぽの保健事業とも組み合わせて進めていっていただきたい。 

 

■ その他意見 

○メンタルヘルスについて 

【医療保健関係者】 

・協会けんぽの直接の事業ではないが昨年 12 月からストレスチェックが始まっている。実施率

は把握していないと思うが医療費分析をすると精神疾患の医薬品がかなりの割合を占めている

はず。そういったメンタルヘルスに関しても、何らかの取り組みがあってもよいのではないか。 

【学識経験者】 

・新潟県における精神疾患の医療費は高い。 

【健康保険委員代表】 

・自分の会社でもストレスチェックを実施したが結局面談希望者はいなかったようだ。 

【被保険者代表】 

・医療保険者や市町村、事業所等でさまざまな健康事業を行っているが結びつきがよくわから

ない。地方における連携の場があったほうが良いと思う。 

・研修を企画する場面で事業所にアンケートを取ると、メンタルヘルスについての内容のほうがメ

タボについてよりも 5倍以上の講演希望がある。新潟ではメタボよりもメンタルヘルスに興味のあ

る事業所が多い。 
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特 記 事 項   

・傍聴者１名  

・次回は平成 29年 6月開催予定 

 


