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平成２9年度 第 1 回 健康づくり推進協議会 議事概要 

 

開 催 日 時 平成 29年 6月 23日（金） 15：00～１6：50 

会     場 万代シルバーホテル 5階 昭和東の間 

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

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結果について 

２．平成 29年度保健事業の計画について 

議 事 概 要  

議 題 

1. 平成 28年度保健事業の実施結果について 

○議題１について、資料に基づき説明 

 

  ■目標値の策定について 

【行政関係 1】 

・説明資料１ページに前年比などが出されており、実際の件数は示されているが、目標値はどの

ように決めているのか。 

≪事務局≫ 

・目標値に関しては、本部より、前年度の実績に応じた実施率が示され、それにより決定する。 

 

■重症化予防対策事業について 

【行政関係 1】 

・重症化予防事業の複数年該当者についての資料（説明資料 6ページ）について、協会けんぽ

ではこれをどのような意味に読み取っているのか。 

≪事務局≫ 

・説明資料の 6ページは年度末に全国支部長会議で示された数字。 

・健診受診者のうち、約 4％程度の方が受診勧奨の対象になるということがわかる。 

・連続して受診勧奨対象に該当した方について、2～3 年連続該当すると 30〜40％の方が二

次勧奨対象者に、4年連続になると 60％もの方が二次勧奨対象者になる。 

・新規該当の方は比較的、生活習慣の改善がしやすいため、早いうちにアプローチをして重症

化させないことが重要。ただ、個人情報の絡みもあり、事業所には個人名についてお伝えできな

い。 

・実際に受診勧奨をしても医療に結びついているのは全体の約 8％。皆様からご意見をいただ

き、効果的なアプローチ方法を考えたい。 

 【学識経験者】 
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・本人に危機意識を持ってもらってもらう必要があるのではないか。 

・自分のレベルがどのような状態にあるのかを把握し、透析になることなどに対して、どう危機感

を持っていただくかが重要。 

【保健医療関係者】 

・二次勧奨対象の基準が HｂA1c8.4％以上、というのがどういう基準かは謎だが、魚沼市では

「プロジェクト 8」という事業をやっており、受診勧奨は事業主を介して実施している。健診は事業

主に実施の責任があるため、事業主は要受診者を把握しておく必要がある。 

・事業主に、対象者の結果を通知しての受診勧奨は何も問題ないはずだが、協会けんぽはなぜ

実施していないのか。地域産業保健センターをもっと活用するべき。 

≪事務局≫ 

・本部でストップされている 

【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り、本部が間違っている。労働局に問題がないか確

認もとっている。魚沼市では、「このままでは職員がいつ倒れるかわからない」ということも事業主

に伝え、業務命令として受診させている。 

【学識経験者】 

・事業主の立場としてはどうか。 

【事業主代表 1】 

・健診を受けず、気になっている従業員がいたが、本日健診を受けた、と言っていた。本人の意

識によるところが大きいのではないか。 

【事業主代表 2】 

・法律的に問題あるか疑問だが、私どもの会社も、健診結果の内容を確認し、強制で受診させ

ている。法律的に問題あるか。 

【保健医療関係者】 

・問題ないはず。 

≪事務局≫ 

・本部に伝えて確認する。 

 

■被扶養者の特定健診受診率について 

【保健医療関係者】 

・対前年比は上がっており、全国でも上位とは言うものの、被扶養者の健診受診率が非常に少

ない。受診しやすい状況を作ることが必要。 

・個別健診しか行っていない市町村と、集団健診を行っている市町村の受診者数の違いはある

か。 

≪事務局≫ 

・新潟市は集団健診を実施していないため、個人医やクリニックで受診している。新潟市以外の

市町村では集団健診を実施しているので健診を受けやすい体制が整っている。 

・受診率については、集団健診を行っている市町村の方が数字的に高い。参考資料の 11ペー

ジに市町村ごとの特定健診の受診率が示されている。 
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【保健医療関係者】 

・かかりつけ医を受診している方の血液検査値などのデータを、そこから吸い上げて、特定健診の

内容として魚沼市では取り扱っているが、そのような取り組みを協会けんぽは実施しているか。 

≪事務局≫ 

・現時点では行っていない。協定市とその内容について話をしたことがあるが、吸い上げても不備

が多く、実際に登録できるような状況にない、ということを聞いているので今のところ実施はしてい

ない。今後、新潟県の医師会と協定を結ぶ予定でいるため、その後実施を検討する。 

【保健医療関係者】 

・ぜひ実施していただきたい。 

 

■データヘルス計画について 

【学識経験者】 

・「けんこう職場おすすめプラン」とはどういうものか。 

≪事務局≫ 

・新潟支部ではデータヘルス計画の一つとして「けんこう職場おすすめプラン」というものをオリジ

ナルで作り、最初はデータの改善というよりは、「健康づくりのきっかけ作り」をコンセプトとして行っ

た。今年度以降はデータを改善する仕組みづくりを実践していきたいと思っている。現時点では

データを改善するまでに至っていない状況である。 

【学識経験者】 

・意識付けが重要。 

 

 

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 

   

   ■30年度からの制度改正について 

【学識経験者】 

・30年度制度が変わるということについて、変更点のポイントはどんなところか。 

≪事務局≫ 

・30年度は様々な制度が変わる。参考資料の22・23ページにあるが、大きな変化としては、特

定保健指導の実施方法が変わるということが挙げられる。 

・保健指導実施方法については、本部でも検討中とのことである。 

・夏頃、本部での説明がなされる予定であり、秋には健診機関などに対しても説明会を行う予定

である。 

・データヘルス計画については、30年度から第 2期に入るので、29年度のデータ分析をしっか

り行い、30年度につなげていきたいと思っている。 

・協会けんぽにおける、保険者機能アクションプランも第 4 期に入るため、ますます保健事業を

充実させていくつもりである。 
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・30年度からの変更点について、具体的な部分としては、「特定保健指導の実施期間が 6ヶ月

経過しなくても実績評価できる」とか、「積極的支援対象者であっても、改善していれば動機づ

け支援並みの支援に変更になる」ということなどは分かっているが、確定ではない。 

 

■新規事業について 

【保健医療関係者】 

・国が目指しているのは医療費を減らすということだろうが、地域医療構想でも単価の高いベッド

を減らそうという取り組みが盛り込まれている。前回からお伝えしているが、新潟県はメタボが少

ないため、そこに力を入れるのはあまり効率的ではない。 

・メタボ対策よりも、自殺率が高い、ということが問題。せっかくストレスチェックを行っているのだ

から、協会けんぽとして、その情報は活かすべき。 

・医療費は全国で一番安い。また、市町村別の医療費は魚沼医療圏が全国で一番安い、なぜ

なら医者が少なく、多くの方がかかりつけ医を通し、必要な方のみ他院に紹介をしているため無

駄な 医療費が発生しない。かかりつけ医を持つことをもっと推進する必要がある。 

・都市部に関してはかかりつけ医を持っている方が少なく、個人で複数の病院を受診するため、

ドクターショッピングが起こっている。さらに都市部では患者の囲い込みをしている状況も見られ

る。 

・健診を受けていれば健康になれるわけではないため、健診にばかり力を注いでいるのではな

く、新規の事業として、もっと違うものを考えていただきたい。 

 

■重症化予防事業について 

【学識経験者】 

・周知は大事。重症化の方については明日死んでしまうこともあり得る数値。 

・重症化予防に関しても事業所ごとに行っていただくことが重要なのではないか。 

・個人レベルでは嫌な話は聞きたくないのではないかと思う。また、本当にハイリスクの方は健診

自体を受けないため、受診率の向上だけでは勧奨は不十分。 

【事業主代表 1】 

・私どもの従業員は高齢者が多い。また、施設も分かれている。受診勧奨をまとめて実施するこ

とは物理的に難しい。 

【事業主代表 2】 

・私どもの会社は平均年齢 40 歳。比較的若い従業員が多いので、重症化が懸念されるような

状態ではないが、一人欠けただけでも非常に損失が大きい。データがあればぜひお示しいただ

き、ご指導いただきたい。 

【学識経験者】 

・人事管理にもかかわってくるため、重症化予防事業は非常に大切。 

【健康保険委員代表】 

・建設業だと、現場単位で健康管理をしなければならない。社内周知に関して意識はしている

が個々の病気となると難しい。高齢者が多くなってきているので気をつけていかないといけない
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が、職場異動もあるため、しっかりやっていかないといけない。 

【保健医療関係者】 

・二次勧奨の対象者は今日倒れてもおかしくない方々であるため、すぐにでも医療に結びつけて

いただきたい。 

・自分は産業医を担っているため、小さい事業所から健診結果を見せられ、衛生管理者に指導

することがある。地域産業保健センターを利用することが重要。受診の必要な方を漏らさないこ

とが重要。 

【学識経験者】 

・医師会とも協定を結ぶということであるし、受診勧奨をしっかり進めていただきたい。 

【行政関係 2】 

・重症化予防は非常に大切。三条市では要受診に該当しても受診しない方が多い。 

・健診を、自分の健康の安心のために受ける方も多い。でも受けただけでは健康にならないた

め、事業所を通してアプローチをしていくことが大切。 

【学識経験者】 

・連続で 4 年間、受診勧奨対象に該当した方は本当に危機感を持つべき。そういう方はインタ

ーネットなどの情報から、自分に都合がいいように解釈をする。不確かな健康情報で左右される

方が多い。健診受けない方が何よりも危険。 

【行政関係 2】 

・実際に受診勧奨をしていると、なんでこんなものを送ってくるのかという方もいる。 

 

■データヘルス計画について 

【被保険者代表 1】 

・一般の方の理解度がどれだけあるか、ということが非常に気になる。データヘルスって何、と聞

かれても答えられる方は少ないのではないかと思う。今やっていることも十分周知されていない

ことが多い。その周知もしっかりしていかないといけない。 

≪事務局≫ 

・協会けんぽはたくさんのデータをもっているが、それをどれだけ一般の方に可視化してみていた

だくか、ということが必要。以前からデータ提供などの事業を通して新潟県と共同して取り組みを

しているが、その中でも話が出ている、「健康マップ」を作っていきたい。私たちの地域は他の地

域と比べてどうか、ということが示せるといいと思う。県の方々にもご協力いただいて、ぜひ作成し

ていきたい。 

【行政関係 1】 

・ビックデータという名前だけが一人歩きしているが、これから一緒にデータ分析を行っていくうえ

で、どのように読み取っていくかは今後検討していく。 

・集団についての結果の見方と、個人の結果についての見方がある。個人については、その個

人の経年結果を見せることが重要なのではないかと思う。 

・データの見せ方は本当に工夫が必要。体重が増えている方は、数字を見たくないと思うのが

通常ではないかと思う。自分の現状をわかっていただくようなデータの見せ方が重要だということ
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を実感している。 

・諦めずに事業所にも勧奨をしていく必要がある。 

≪事務局≫ 

・昨年、新潟市に分析を主に行う部署ができ、協会けんぽのデータ提供を行い、各区の特徴な

どを把握しようとしている。そこからデータを読み取り、データヘルス事業を行っていくような使い

方を考えている。協定市とデータのやり取りも同じようにすすめていきたい。 

・データヘルス計画の周知について、直接事業所の方と会うのは困難であり、健康保険委員の

研修会などでお伝えはしているが、まだまだ周知は不十分。ただ、優良法人認定制度に登録し

たい事業所からの問い合わせが少しずつだが増えてきている。伝え続けることが必要であるし、

少しずつではあるが、周知を行っていくのでこれからもご協力をよろしくお願いしたい。 

【学識経験者】 

・データは、個人情報なので扱いも難しいのではないかと思う。情報の周知も事業所ごとに行っ

ていただくことが重要なのではないか。 

【被保険者代表 2】 

・先日、NHK で放送していたなかで、「睡眠負債」について放送されていた。たとえ自分がすっき

り起きられるくらい寝ていても、7～8 時間は寝ておかないと年齢を重ねてから「負債」となって健

康被害になるという話。最低そのくらいは睡眠時間が必要とあり、びっくりした。科学的なものであ

るとしたら健康づくりメニューの中に入れるのもいいのではないか。スマホをベッドで見ながらだと

睡眠の質が悪い、ガンにつながる、という話も聞いたことがある。 

【学識経験者】 

・中高生の寝る前のスクリーンタイムが非常に健康に悪いという話がある。子供もそうだが、大人

も同様。飲んだ勢いで寝るのもよくない。 

  

■事業者健診結果データの取得について 

≪事務局≫ 

・生活習慣病予防健診を受けない事業所にデータ取得のための勧奨を実施しているが、データ

提供は法律で義務づけられているものの、個人情報のことが気にかかるのか、同意をいただけ

ないことが多い。おすすめプラン参加事業所の中からアンケートで同意の得られた事業所に勧

奨したところ、98％の事業所からデータをいただけたということがあり、今後も行っていく予定だ

が、それ以外の事業所に対して、どういったフレーズが効果的なのか、ご意見があればいただき

たい。 

【保健医療関係者】 

・事業者健診を受ける際の費用に、けんぽの補助は入っていないのか。入っていればデータの

提供は当然。初めからデータの提供を加入の時の条件に入れてしまえばいいのではないか。 

≪事務局≫ 

・最初は生活習慣病予防健診を進めている。がん検診も含んでいるし、断然お得なのだが事業

者健診を受ける事業所もなかなか減らない。 
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【保健医療関係者】 

・データの提供が事業所にとっての負担になると思うのだが、何か事業所の得になるようなイン

センティブはないのか。 

【行政関係 2】 

・提供してもらったデータを分析した結果を返すことは行っているか。 

≪事務局≫ 

・特定保健指導を受けることができるということをお伝えはしているが、そのようなことはやってい

ない。 

【行政関係 2】 

・なぜ健診を受ける必要があるのか、ということを広報する必要がある。提供していただいた事

業所には引き換えに何か分析したものなどを渡してはどうか。 

≪事務局≫ 

・「けんこう職場おすすめプラン」に参加している、比較的大きい事業所には事業所の状況を分

析したレーダーチャートをお送りしている。 

・ツールはできているため、そこに提供されたデータの入力を行っていけば作成できる。参考資

料の 15ページに示されている内容となる。 

・運輸業などではバリウムの検査などが負担になるようで生活習慣病予防健診には拒否的。 

それぞれの業態によって拒否の理由があると思う。ターゲットを決めてそれぞれの方法でやって

いきたい。 

・運輸業に関しては健康度が悪いので、健康度を事業所に示して勧奨を行っていきたい。 

 

   ■健診業務について 

【被保険者代表 2】 

・13ページのⅲ）にあるように、協会けんぽと共同で商工会での事業をすすめている。労働安全

衛生法の関係で、商工会館を使って集団健診を行うことであれば協力できる。 

・所属事業所が約 25,000 社あり、その内の約 4 割が法人会員なので、そのほとんどが協会け

んぽの事業所。 

≪事務局≫ 

・3 月に商工会の事務担当者に説明会を行い、アンケートをとった結果、今年度すぐには難しい

が今後、協会けんぽと連携していきたい、というところもあった。事業者健診データ結果取得に

関しても同意をいただいていく。今後ともよろしくお願いしたい。 

特 記 事 項   

・傍聴者 1名  

・次回は平成 29年 12月開催予定 

 


