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平成２9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 29年 12月 15日（金） 15：00～１6：50 

会     場 万代シルバーホテル 3階 橘の間 

出 席 委 員 井上委員、小川委員、上村委員、土田委員、藤井委員、本間委員、  

山崎委員〔五十音順〕 

議     題  

１．平成 29年度上期保健事業の実施結果と平成 29年度下期保健事業取組みについて 

２．平成 30年度保健事業計画（素案）について 

議 事 概 要  

議 題 

1. 平成 29 年度上期保健事業の実施結果と平成 29 年度下期保健事業取組みに 

ついて 

○議題１について、資料に基づき説明 

 

  ■改正個人情報保護法の影響について 

【被保険者代表 1】 

・改正個人情報保護法の影響はどのくらいなのか 

≪事務局≫ 

・改正個人情報保護法施行後、事業主へ特定保健指導の対象者を通知しての案内ができなく

なったため、生活習慣病予防健診を受診された方全員に対して保健指導を実施する旨の案内

をし、特定保健指導の実施数は減少した。 

・8 月から事業主と協会けんぽで特定保健指導の対象者の情報を共同利用することに了承を

いただいた事業主へ特定保健指導対象者を通知しての案内ができるようになり、特定保健指

導の実施数も回復してきた。 

 

■事業者健診結果データ取得について 

【行政関係】 

・説明資料２ページに事業者健診結果データ取得の全国順位が 36 位となっているが、特に変

えたことはないか。 

≪事務局≫ 

・平成29年度下期より、民間業者に委託して約4,000事業所へ電話勧奨を実施し、事業者健

診結果データ取得の取組みをしており、昨年度の取得数を上回る見込みである。 

 

■重症化予防対策事業について 

【行政関係】 
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・重症化予防対策について、本人の同意なく要受診対象であることを事業主へ伝えることは不

可、という取扱いに変更はないのか。 

≪事務局≫ 

・本部に確認したところ、協会けんぽは健康保険法あるいは高齢者の医療の確保に関する法律

にのっとって、業務を遂行すべきであり、本人の同意なく要受診勧奨対象者という要配慮個人

情報を事業主に伝えることは難しいと回答があった。 

   【被保険者代表 1】 

・共同利用でも難しいのか。 

≪事務局≫ 

・特定保健指導対象者と要受診勧奨対象者では別の内容。特定保健指導の対象者について

は、共同利用という手段をとっているが、要受診勧奨対象者については同様の手段は利用でき

ないとの本部から回答があった。 

・かなり重症度の高い対象者もいるため、本部には引き続き受診勧奨方法について、働きかけ

ていきたい。 

 【保健医療関係者】 

・健診の実施については事業主に責任があることは、労働安全衛生法で決まっている。また、健 

診後の受診勧奨についても事業主が責任を負うことになっている。 

・事業主が健診後の受診勧奨に関知しないことは法律上ありえず、本部が間違っている。産業

医は事業主・衛生管理者を通じて受診勧奨を実施しており、また特定保健指導の対象者にも

同様に通知している。 

≪事務局≫ 

・医療保険者の立場で事業主へ要配慮個人情報を伝えてよいのか、本部も慎重になってい

る。ただ、今後も加入者の健康増進という立場から、本部には伝えていきたいと考えている。 

・市町村国保では、同じ保険者として、どのように実施しているのかご教示いただきたい。 

【行政関係】 

・国保は、市町村が保険者であり、また健診の実施者でもあるため、第三者が間に入らないため

問題がないと考えている。 

・公務員は共済組合を通して人間ドックを受診する際に、健診結果を保険者や事業主等にも提

供することについて同意しないと人間ドックを受診できない。 

・健診の申込書等に、健診結果の提供について同意する旨を含めることや、健診を受診する一

つの要件として同意書の提出を義務付けることはできないのだろうか。 

・国保の担当者に、オプトアウトではなく、本人からきちんと健診結果の提供を同意していただく

必要があることを確認した。 

【保健医療関係者】 

・労働安全衛生法に基づく健診は、事業主の責任で実施しているため、企業に採用された時点

で健診を受診するのは義務になっており、本人からの健診結果提供の同意は関係ない。 
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【学識経験者】 

・どの時点で同意したとみなすのか。 

【保健医療関係者】 

・労働安全衛生法に基づいて、会社に入った段階。 

≪事務局≫ 

・生活習慣病予防健診申込書の結果については保健指導に活用する旨記載があるので、保

健指導だけではなく重症化予防対策にも同様に実施できないか、本部も工夫して欲しい。 

【行政関係】 

・受診勧奨も保健指導の一つではないか。ただ、勧奨を本人に直接実施するのか事業主を通

じて行うのか、勧奨相手が異なるだけで、受診勧奨自体に問題はない。 

【被保険者代表 2】 

・労働基準局が事業主に対して健診結果のデータを集めることはないのか。 

【保健医療関係者】 

・労働基準局は、健診の受診のみで、健診結果のデータについては関与していない。 

【被保険者代表 2】 

・労働基準局は、事業所が健診を実施しているか、という内容の調査も実施していないのか。 

【保健医療関係者】 

・事業主からの報告のみ。 

【事業主代表】 

・従業員の健診を実施後、健診結果で再受診が必要な者には、期限を決めて再受診後の報

告を必ず行うように指示している。 

・労働基準監督署からの勧めで、産業医の無料相談に従業員の健診結果を持参して、診断を

していただいている。 

・ただでさえ人手不足の中、貴重な労働をしていただいている従業員の健康を守るのは企業の

責任と考えている。 

【学識経験者】 

・個人情報は大切であるが、そのことで重症化予防ができないと企業として損失となる。 

【保健医療関係者】 

・50 人未満の企業に対して、地域産業保健センターが衛生管理者へ、健診結果に関するアド

バイスを行う仕組みとなっており、協会けんぽに加入しているような小規模な企業からの相談が

多く、有効である。 

・特定保健指導を受ける方は、健康に対しての意識が高い人が多く、本当に特定保健指導を

受けてほしい方は受診しない。 

・そのような状況で、新潟県は日本で一番メタボリックシンドロームが少なく、限られた資源をつぎ

込んでも、アウトプットはよいが、アウトカムとしては検討する必要がある。 

・アウトカムとして病気の方が少なくなり、医療費が抑えられるのが一番よいが、もともと新潟県は

医療費が全国的に安く、これ以上安くはならないため、今後アウトカム評価をどのように実施して

いくのか考えて事業計画を作成していただきたい。 

・説明資料の４ページにある新潟市・三条市で実施している特定健診のオプションとしての血管

年齢測定については、医学的に評価が難しい。実施については慎重に検討をしていただきた

い。 
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・前回の協議会でも説明したが、魚沼市が全国で一番国保の医療費が安かった背景として、人

工透析の導入者が全国平均よりも少なく、全体の医療費の抑制につながったと考えられる。そ

のようなことがアウトカムとして評価できるため、協会けんぽも何を評価していくか、という指標に

ついて検討していただきたい。 

２．平成 30年度保健事業計画（素案）について 

○議題 2について、資料に基づき説明 

   

   ■重症化予防対策について 

【学識経験者】 

・参考資料にある「未治療者の対象項目別 ワースト 30」にある対象者も、データをもとに改善 

するように厳しく言われても、どうすればよいのかわからない。改善方法を伝えるのが一番難し 

い。 

【保健医療関係者】 

・血糖や血圧のハイリスク者は受診することで、必ず良くなる。ハイリスク者は、本当に危険なの

で、即治療を開始する。そのため、まず医療機関に行っていただくことが必要で、対象者全員を

医療機関に結び付けることが非常に重要である。 

【事業主代表】 

・健診結果を活用して医療機関へ結び付けるには、事業主からの理解と危機感を持っていただ

くことが必要。 

・大企業は「健康経営」や「健康企業」という考え方を上層部が意識しており、従業員全員が健

診を受診することを目標に掲げているが、中小企業は、大企業程手厚くすることが困難。ただ、

事業主には、健診結果から、従業員が健康でなければ事業所の業績に響くことを理解してもら

い、従業員の健康について意識を持たせることで、健診結果を有効に活用できるのではないか

と思う。 

【行政関係】 

・事業主にどのように働きかけることが有効なのか。 

【事業主代表】 

・労働基準監督署の意見やチェックが効果的だと思う。法律などの強制的なものであれば、事

業主自身も素直に受け止められる。 

【学識経験者】 

・インセンティブでどう健康改善を事後目的にしてもらうかが重要で、インセンティブ制度を作っ

て医療費削減自体を事後目的にするとシステムは絶対にうまくいかない。企業の規模によって

も対応方法が異なってくると思うが、従業員の健康状態を事業主へうまくフィードバックすること

が難しい。 

【事業主代表】 

・そう思う。ただ、企業の規模だけではなく、企業の上層部の考え方による所が非常に大きい。 

≪事務局≫ 

・参考資料にある「未治療者の対象項目別 ワースト 30」の対象者について、その後の受診状
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況を確認すると、受診に繋がっていない方が多数いる。また、30名の方の中には脳出血等で入

院されている方や亡くなった方もいる。やはり、このまま放っておくわけにはいかないと実感した。 

【保健医療関係者】 

・産業医がこのワースト30のデータを見たら、事業主へすぐに連絡して業務命令で受診させるよ

う指示する。それくらい危機的な数値である。 

【健康保険委員代表】 

・建築関係全体では、従業員の年齢層が高くなり、持病を持っている方が増えてきている。その

ような背景もあり、健診を受診し、産業医に依頼して日頃の健康状態を診ていただき、受診に

必要な休みを取ることができる体制を作っていくため、色々な取り組みを行っている。 

・ワースト 30 のような数値の方は現場での仕事が困難になるため、これからも従業員の健康を

支えていく必要がある。 

≪事務局≫ 

・協会けんぽで行っている「けんこう職場おすすめプラン」や特定保健指導を拒否する事業所が

ある。その中に重篤な未治療者がいた場合に、現在は個人への郵送等の勧奨しかできていな

いが、未治療者が勤務している事業所の担当者へ訪問し、重症化予防対策について説明し、

理解していただくようにしている。そのうえで、事業所の担当者事業主の方に受診しやすい環境

整備をしていただくためにも、協会けんぽとして、どのようなサポートをしていけばよろしいかご教

示いただきたい。 

【被保険者代表 2】 

・労働局や労働基準局の協力を得たほうが、事業主が協力しやすくなり、従業員も行動しやすく

なる。そのため、労働基準局側に積極的に関わってもらうためにも、何かできないのか。 

【行政関係】 

・地域の中では、行政や企業の代表、例えば商工会や労働基準監督署や労働基準協会と一

堂に会して、職域連携として話をしている地域もある。その中で、地域から何かアプローチできる

か、またアプローチした後の受診者数について、各機関の健診データを持ち寄り、お互いの要望

を伝え、地域の中でお互いに協力できることについて話し合う場を設けている地域もある。例え

ば、魚沼地域でも実施しているとのことだが、どのように労働基準監督署と接しているのか。 

【保健医療関係者】 

・労働基準監督署と話をする際に、もう少し事業所と関われないか依頼しているが、難しいのが

現状らしい。 

【被保険者代表 1】 

・ある程度業績が良い事業所は、従業員の健康についても目が向くが、業績が厳しい事業所で

は、従業員の健康の前に、事業運営への意識が強くなるため、事業所によって対応が千差万

別と思われる。 

・特定健診の受診や重症化予防については、事業主の責任が重くなる必要がある。 

・個人情報保護法については、法令に基づく場合除外規定があるため、問題を解決する方法が
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あると思われる。 

 

 ■事業者健診データの取得について 

   ≪事務局≫ 

   ・前年度と比較して、事業者健診結果データの取得状況は少しずつ実績が出ている。今年度は 

労働局の力を借りて連名での勧奨を再開したため、さらに実績につながると考えている。 

・インセンティブ制度の導入により、30年度の健診受診率から 32年度の健康保険料に反映し 

ていくため、今後も事業者健診結果データの取得に向けて労働局だけではなく、他の関係団体 

と協力して、さらに事業を進めていく。 

【学識経験者】 

・32年度の保険料率に向けて頑張っていただきたい。 

 

■保健医療データプラットフォームについて 

【保健医療関係者】 

・平成 29 年１月に 2020 年に向けて保健医療データプラットフォームの検討会議が始まった

が、協会けんぽはどのように取組みを進めていくのか。 

≪事務局≫ 

・保健医療データプラットフォームに向けて、システム改修を実施するという話がある。 

【保健医療関係者】 

・保健医療データプラットフォームを実施する場合に、協会けんぽの課題である重症化予防未

受診者が受診したかどうか、ということに目を向けるべき。また、すぐに医療に結びつけることまで

実施しないと意味がないと思うが、どのように事業展開をしていくことを検討しているのか。 

≪事務局≫ 

・平成 30 年度の事業計画コンセプトにもあるが、データに基づいた保健事業ということで、協会

けんぽは健診・保健指導・医療のデータというビックデータを所持しているので、そのデータを迅

速に解析して健康課題を抽出して、それに対して成果が出るように事業を実施していきたい。 

・データヘルス計画では、今現在、健康課題として拡張期血圧が全国と比べて高いということが

新潟支部の特徴であるため、ハイリスクアプローチを実施していきたい。 

・ハイリスクアプローチだけではなく、コラボヘルスも重要。ポピュレーションアプローチとして今健

康である方々に健康づくりに取組んでいただくことで、病気にならないということも実施していきた

い。 

・これから新潟県ともデータを合わせて、新潟県の健康マップの作成を具体的に進めていく。健

康マップで情報を可視化することで、関係団体の方や関連者の方に見ていただき、健康政策に

反映させることも必要。また、当然県民にも新潟県の健康状態がわかるように展開していくことも

進めていきたい。 

・本部の保険者機能強化アクションプラン第４期の方針の中にある、ビックデータを活用した、個

人・事業所単位での健康医療データの提供を実施していく。また、データヘルス計画の推進、

データヘルス改革推進計画を踏まえて、加入者の個人単位での健康状況の見える化を実施
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することで、その導入に向けてシステム改修を実施する。 

・事業主に対しても、従業員の健康度を見える化した共通のフォーマットによる協会けんぽ版健

康スコアリングレポート（仮称）を導入する。このレポートは、支部独自の項目を掲載できるような

仕様として、職域地域の健康情報を事業主へ提供する。30 年度からのシステム改修開始と同

時に、各支部の健康レポートも作成する。 

 

■歯と口腔の健康に関する健康づくりについて 

【保健医療関係者】 

・来年度事業の計画で、歯と口腔の健康に関する健康づくり事業を実施するということだが、が

んの治療で口腔ケアをきちっとやった人とやらなかった人では、１５％以上医療費が削減できる

データとか、入院期間が短縮できるというデータがある。ただ、一般の方に口腔ケアの話をしても

虫歯予防、歯周病予防くらいの意識しかなく、ほかの生活習慣病や認知症の予防、全身の健

康に影響するという認識はないと思われる。残念ながら、生活習慣病と歯は別と思う方が多い

ため、健診の場所で歯の数を数えるなどの取り組みも検討していただきたい。 

≪事務局≫ 

・今年度４月に歯科医師会と協定を締結し、歯と体の中が関連していることについて、加入者の

方々や事業主の方々に対して広報等進めている。今までは加入者からあまり関心の高くなかっ

たが、さらに事業を進めていく。 

【保健医療関係者】 

・問診票に自分の残っている歯の数を書いてもらう項目があれば意識は変わると思う。 

【被保険者代表 1】 

・唾液検査と血液検査では、内容は異なるのか。 

【保健医療関係者】 

・唾液検査というのは、唾液の潜血検査という意味。歯周病があると口の中に歯茎から出た血 

 が出るため、唾液の検査をして歯周病があるかないかチェックするという検査。 

【行政関係】 

・新潟県は全国の中でも子供の歯は優秀ということがずっと言われているが、実は大人が意外

に良くない。事業所の中で歯の検診は実施せず、個人に任せていると思うが、成人の口腔内の

状態を表すデータがない。そのため、現在、県で歯科医師会と歯科関係の方と相談して、問診

のような形で、口腔内の状態を表す指標というか、聞き取りをできないかというのを研究している

ところ。まだ成果は出ていないが、今後健診の問診項目に活かせるものがあれば、協会けんぽ

と一緒に使用して成人の口腔内の状態について把握できればいいと考えている。 

・歯の数を数えるのが一番よいが、歯の数を数えるのは難しいらしく、本人の自己申告と歯科の

先生が見たのとでは多少違うらしく、そういうことも含めてなにかいい方法があれば、お知らせし

たい。 

≪事務局≫ 

・新潟市での協会けんぽ主催集団健診の中で、歯の健康づくり講演・ブラッシング指導を試行
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的に実施する予定です。 

特 記 事 項   

・傍聴者 5名  

・次回は平成 30年 6月開催予定 

 


