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平成 30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 30年 6月 22日（金） 15：00～１7：00 

会     場 協会けんぽ新潟支部 会議室 

出 席 委 員 
小川委員、上村委員、久我委員代理、土田委員、中村委員代理、    

藤井委員、本間委員、山崎委員〔五十音順〕 

議     題  

１．平成 29年度保健事業実施結果について 

２．平成 30年度以降の事業運営の方向性について 

３．平成 30年度保健事業計画について 

議 事 概 要  

議 題 

1. 平成 29年度保健事業実施結果ついて 

○議題１について、資料に基づき説明 

 

■インターネットによる生活習慣病予防健診予約状況サービスについて 

  【被保険者代表１】 

・説明資料 4ページの取組み内容の（4）のインターネットによる生活習慣病予防健診予約状況 

サービスとは具体的にどのようなサービスなのか？ 

 

≪事務局≫ 

・協会けんぽ新潟支部のホームページに生活習慣病予防健診実施機関の予約状況が月ごとに 

分かるページを設置した。それを加入者の方々に閲覧していただき、健診実施機関に予約する 

際の参考にしていただくもの。 

 

■被保険者の特定保健指導の結果について 

【学識経験者】 

・説明資料 3ページの平成 29年度項目別実施結果にある被保険者の特定保健指導について 

アウトソーシング分は増えているのに対して、協会指導分が減少しているのは何故か。 

 

≪事務局≫ 

・平成 29年 5月から改正個人情報保護法の影響で、事業主の同意が得られなければ、特定保 

健指導対象者を事業主に通知し案内することができなくなった。 

・8月に事業主へ共同利用の案内を送付し、共同利用することに了承いただいた事業主へ特定 

保健指導対象者を通知して案内をすることができるようになった。 
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・事業主に共同利用の案内を送付するまでは、生活習慣病予防健診受診者全員に特定保健指 

導の案内をしていたためか、特定保健指導対象者の初回面談数が伸びず、そのため半年後の 

実績評価が伸び悩んでしまった。 

・アウトソーシングについては、個人の同意を得ることができれば、健診当日に特定保健指導を実 

施することができるため、改正個人情報保護法の影響はなかったと考えている。 

 

■事業者健診結果データ取得について 

【学識経験者】 

・説明資料 5ページの事業者健診結果データ取得の拡大は困難だったのか。 

 

≪事務局≫ 

・説明資料 5ページにある様々な関係団体との連携や、委託業者による電話勧奨の実施により、 

全国的な（暫定）順位は上がったが、実際には目標値と比較しても伸び悩む結果となった。 

・平成 30年度については、別々の事業として実施したものを組み合わせるなどして、より効率的・ 

効果的に事業を実施していきたい。 

 

 ■重症化予防事業の実施状況について 

【学識経験者】 

・説明資料 9ページの「ワースト 30対象者」の方への受診勧奨の状況はどうだったか？ 

 

≪事務局≫ 

・今回「ワースト 30対象者」への事業に関して、対象者の許可が得られた場合に、事業主又は担 

当者の方へ直接連絡するということを新たに実施した。実施した結果、事業主が要受診対象者を 

把握していないケースもあった。 

 

【保健医療関係者】 

・健診機関でも健診結果が特別に悪い対象者には、医療機関への紹介状を送付する取組みをし 

ているところもある。 

・本当に健診結果が悪い対象者には様々な方法を駆使して、受診勧奨をしていくことが、健診機 

関の役割であり、保険者の役割でもあると思う。健診だけ受診させればいいということではない。 

・新潟県は１人あたり医療費が全国で１番安く、糖尿病に対する取組みについて厚労省からも評 

価されているが、保険者の取組みよりも、もともとの県民の食生活等が影響しているためだと思 

われる。もう１つの理由として、かかりつけ医が適正な治療をしている、ということがあげられる。 

・重症化予防に関しては、透析医療費の上昇を防ぐため、市町村との取組みを実施しているが、 

対象者を広げていかないと重症化予防の成果に繋がらない。 
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・重症化予防事業を実施していくうえで、医療機関との連携が重要であり、連携の仕方を検討して 

みたらどうか。 

・糖尿病で合併症を発症する方は、未受診や治療を中断するなど、通院していない方が圧倒的に 

多く、この未受診者の把握が課題と思われる。 

・医療機関は受診者には対応できるが、受診を中断した方にまで電話勧奨をしない。受診を中断 

したかどうか確認ができるのは保険者であるため、その仕組み作りを検討してみたらどうか。 

 

２．平成 30年度以降の事業運営の方向性について 

３．平成 30年度保健事業計画について 

○議題 2・3について、資料に基づき説明 

 

 ■重症化予防対策の受診率について 

【保健医療関係者】 

・特定健診の受診率は全国的に良いが、課題は未治療者の受診。医療機関の受診勧奨を受け 

ても受診率が低いことが課題。説明資料 24ページでは、「未治療者の医療機関受診率 20％ 

にする」ことが目標のようだが、新潟支部の受診率は全国で何％か教えていただきたい。 

 

≪事務局≫ 

・現在の医療機関への受診率は 8.4％となっており、全国順位は 45位。また、全国平均は約 10％。 

 

 ■特定保健指導について 

【保健医療関係者】 

・説明資料 33ページの特定保健指導のどの対象項目で対象者が多く、翌年改善した対象者の 

中で、どの項目が改善したかというような調査データはあるか。また対象項目別の解析はあるか。 

 

≪事務局≫ 

・調査データはない。また対象項目別に関しても本部から提供されていない。 

 

【保健医療関係者】 

・どの項目で特定保健指導対象者が多く、どの項目で改善した人が多いのかということがわかれば、 

どの項目を重点的に特定保健指導を行ったらいいのかがわかるので、そういった解析ができると 

いいと思う。 

 

≪事務局≫ 

・本部に確認する。 
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【保健医療関係者】 

・新潟県は肥満者が少ないが、特定保健指導の対象者の改善率を上げるための血圧対策など、 

考えはあるか。 

 

≪事務局≫ 

・全国の割合からすると、喫煙というのもリスクの一つ。喫煙が改善されて特定保健指導の対象者 

から外れるというのが、血圧を下げる以上に簡単に改善率が上がる。 

 

 ■重症化予防の地域別・職域別の受診率について 

【保健医療関係者】 

・受診勧奨を受けた未治療者の医療機関受診率が、全国 45位とのことだが、地域別・職種（業 

態）別の受診率はわかるのか。 

 

≪事務局≫ 

・対象者の一覧が本部から提供され、そこに住所や対象者の人数の記載があるため、地域別の 

受診率を出すことはできる。また、事業所名称がわかるのでそこから業態番号を調べることで職 

種別の受診率も出すことができる。 

 

 ■高血圧予防・改善コースについて 

【学識経験者】 

・禁煙を職場内で実施している場合でも、オフィスワークの方は禁煙が進むが、職場内での拘束 

がない運輸関係は、難しいと思う。 

 

≪事務局≫ 

・未受診者が多い事業所へ、「高血圧予防・改善コース」を勧奨したが、受け入れが悪いため、訪 

問することで、事業所の意識を変えていくことが大切と感じている。 

 

【学識経験者】 

・禁煙は、個人の意思が作用するため、比較的やめるための取組みは行いやすいが、塩分摂取 

量等の普段の食生活や運動習慣などは、意識を変えないと行動が変わらない。 

・血圧計を事業所に置いても、高い人はおそらく測らないか、こっそりと測るため、自宅に１個置い 

てもらうまで徹底しないと血圧に対しての意識を変えるのは難しい。 

 

■ジェネリック医薬品について 

【被保険者代表１】 

・後発医薬品の推進活動についてどのような考えか。 
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≪事務局≫ 

・後発医薬品に関しては、国の方針で平成 30年度に 80％まで上げるという指針があり、それに 

ならって、協会も 80％を目標としている。 

・新潟支部の取組みとして、現在医療機関別に、ジェネリック医薬品の使用割合がわかるようにデ 

ータ分析を進めており、使用割合の低い医療機関に対して、勧奨して使用割合を増やすという取 

組みを進めている。 

・先月、保険者協議会の場で、ジェネリック医薬品について、今後連携した取組みを進めていきた 

いと意見発信してきた。 

・加入者に対しては、現在使用している医薬品を後発医薬品に切替えた場合の軽減通知を８月と 

２月の年に２回発送している。 

 

【保健医療関係者】 

・ジェネリック医薬品は、医師会の中でかなり不信感をもった医師が多くいる。ジェネリック医薬品 

に切替えたことで、調子が悪くなったという方がいる。 

・国は医療費を抑えるためにジェネリック医薬品を推進している。保険者として、加入者の負担軽 

減のため、加入者自身に働きかけるのはいいが、医療機関に働きかける時は相当注意しないと 

反感を買うことになる。医師会の中で相当不信感を持った医師がいることを承知していただきた 

い。 

 

【事業主代表】 

・患者から医師にジェネリック医薬品にして欲しいとは言いづらい。 

 

【保健医療関係者】 

・医薬分業のところでは、薬局でジェネリック医薬品への切替えが認められている。薬剤師が患者 

本人の希望に沿って決めることができる。ただし医師からジェネリック医薬品に切替え不可とい 

う指示を出す場合もある。 

 

 ■二次勧奨対象者への受診勧奨 

【学識経験者】 

・ワースト 50に範囲を広げても、対象項目の数値は悪いのか。 

 

≪事務局≫ 

・平成 28年度の健診結果で、昨年度ワースト 30の事業を実施したが、35位や 40位の対象者 

でも命に直結する疾病を引き起こしている状況だったため、今年度は平成 29年度の健診結果で 

ワースト 50を実施する。 
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■特定保健指導の実施状況について 

【行政関係１】 

・新潟は特定健診の受診率に比べて、特定保健指導の実施率は低いという課題がある。 

実施率が低い理由として、もともと特定保健指導につながらないという場合が多いのか、中断し 

て実施率が上がらない場合が多いのか。 

・平成 30 年度から特定保健指導の実績評価時期が 6 か月後から 3 か月後に短縮されたので、全

国的にも実施率は上がることが見込まれるが。また、新たに血液検査も導入するとのことなので、き

っかけという意味で、特定保健指導を受ける方も増えていくのではないか。 

 

≪事務局≫ 

・特定保健指導については、事業所へ訪問して実施しているが、その案内を出したうち、4割程度 

しか事業所に受け入れてもらえない状況になっているため、中断率が高いというよりは、そもそも 

面談ができていない。また、共同利用に不同意している事業所が 1000以上もあり、最初から保 

健指導が出来ない場合も多い。 

・アウトソーシング先の健診機関が、健診当日に特定保健指導を実施するという委託事業に注力 

していくことで、改善率にもつなげたいと思っている。 

・協会保健師の勧奨についても、事業所を訪問することで事業主と関係づくりができるうえに、事 

業所に入っていけるというのは、保険者ならではの立場だと思うため、こちらのほうも勧奨方法を 

改善しながら継続していく。 

・専門業者への外部委託については、平成 28年度から、協会保健師の不在地域である十日町、 

魚沼地域から開始し、平成 29年度には長岡、小千谷地域に範囲を拡大した。平成 29年度は、 

対象 361名中、初回実施された方が 94名、残った 267名に対して継続していた結果、途中終 

了した人は 5名のみであった。 

 

【事業主代表】 

・このような会合等で健康経営を知る機会があり、自社に落とし込みをした場合に大企業の方が取 

組みはしやすいと思う。ただ、まだ特定保健指導を知らない加入者が多いと思われる。 

 

 

【保健医療関係者】 

・健診を受診する際の問診にある「生活習慣を変えるつもりはあるか」という質問に対して、「生活 

習慣を変えるつもりはない」との回答が多いとのことだが、それについてのデータはあるか。 

 

≪事務局≫ 

・生活習慣の改善を希望する受診者のデータはすぐに回答できないが、保健指導を希望する受 

診者については、新潟支部は、男性も女性も全国と比較して低い。 
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【保健医療関係者】 

・産業医が不在な小規模事業所については、地域産業保健センターを介して、衛生管理者に産 

業医から保健指導する取組みをしている。 

・今後地域産業保健センターとの連携は考えているのか。 

 

≪事務局≫ 

・現在実施に至っていない。地域産業保健センター等、社会資源を活用しながら保健指導を実施 

していく必要があると考えている。 

 

【保健医療関係者】 

・保険者からも地域産業保健センターを活用するように事業所へ案内するべきでは。 

 

≪事務局≫ 

・新潟支部で実施している保健師等の研修会でも、産業医が不在の事業所について、地域産業 

保健センターを案内するように伝えているため、保健師等が訪問している事業所は地域産業保 

健センターを知っていると思われる。 

 

 ■健診委託機関との関係について 

【被保険者代表２】 

・今回示された 30年度以降の新潟支部の事業計画を実施するうえで、健診機関と打合せ等の 

場を設けているのか。 

 

≪事務局≫ 

・健診機関には、年に１、２回事務説明会を実施している。また、健診推進経費事業に参加してい 

る健診機関に対しては別途協議等を実施している。 

 

【被保険者代表２】 

・健診機関から未治療者への健診結果を通知する際に工夫してもらうことで、受診率が上がるの 

ではないか。また、特定保健指導についても健診機関から勧奨することで実施率が上がるのでは 

ないか。 

  

 ≪事務局≫ 

 ・参考にさせていただく。 

 

 【被保険者代表２】 

 ・健診機関ともう少し協議の場を設けた方がいいと思う。 
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【保健医療関係者】 

・健診機関ごとの要受診者の受診率の差についてデータはあるか。健診機関によって受診勧奨 

の仕方に差があるか確認したい。 

 

≪事務局≫ 

・データは無いが、実地調査等で健診機関へ訪問した際に、受診勧奨について確認すると、病院 

に併設された健診センターの場合には、すぐに病院を受診できるように勧奨している。 

・大規模の健診機関に要治療・要受診の方にどのように勧奨するかを確認したところ、ある健診機 

関では、緊急性の高い結果については、すぐに事業所へ連絡して、健診担当者へ受診勧奨を実 

施している。 

・また大きな健診機関の実態を把握したうえで、説明資料 40ページにもあるように、受診勧奨強 

化について取組みを進めていく。 

 

【学識経験者】 

・市はどのように進めているのか。 

 

【行政関係２】 

・市も保険者として同様のことを実施している。特定健診は、集団健診時に健診結果が出る前に 

保健指導に結びつく可能性が高い受診者には、保健指導へ誘導するコースがあり、まず面談を 

受けていただき、その際に保健指導の予告勧奨をしている。健診結果が出た後は保健指導への 

勧奨がスムーズにいく。また、緊急性がある場合は、健診結果を出す前に市に電話連絡が入り、 

保健師がすぐに本人へ連絡を取り、対応する。 

・65歳以上の場合は、各病院で健診を受診できるが、保健指導が実施できない病院もある。 

その場合、病院から保健指導を要するということが、健診結果に記載されるため、そのデータで 

保健指導への勧奨を実施することできる。 

・保健指導を中断したり、また面接に来所されなくなった方にもフォローするようにしている。 

 

■にいがた健康支援薬局と連携した特定保健指導の実施について 

【保健医療関係者】 

・説明資料 39ページの健康支援薬局と連携した特定保健指導とは具体的にはどのようなことを 

するのか。 

 

≪事務局≫ 

・にいがた健康支援薬局とは県内に約 180の薬局が登録されており、その薬局では薬の適正使 

用が必須相談事項であり、その薬局ごとに血圧や血糖、喫煙、アルコール等の項目に特化した 

相談を行っている。 
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・新潟市内のにいがた健康支援薬局から 9月開始を目指しているが、現在調整中のため、実施 

方法の詳細や状況については、次回の協議会で報告する。 

 

【学識経験者】 

・基本的に投薬されている方に対しての特定保健指導か。それとも健診結果から特定保健指導 

対象者が薬局へ行って、特定保健指導を受けられる仕組みか。 

 

≪事務局≫ 

・基本的に、特定保健指導の対象者へ利用券送付時に、薬局で健康相談できる旨の案内を同 

封し、薬局で相談をしていただいた対象者に、特定保健指導の案内をするよう協会けんぽへ連 

絡をもらう仕組みで検討している。 

 

 ■「高血圧予防・改善コース」について 

【学識経験者】 

・「高血圧予防・改善コース」にて、事業所に血圧計を常設することについて効果はあるのか。 

  

【健康保険委員代表】 

・日々血圧を測定している方は休憩時間等でも使用する。 

 

≪事務局≫ 

・「高血圧予防・改善コース」に取組んでいただく事業所には、血圧計を設置していただき、定期的 

に血圧測定を実施していただく予定。また、従業員全員に血圧手帳を配布し、ご自身の血圧を 

測定し、自己管理をしていただくということを考えている。血圧測定を習慣化していくことが狙いで、 

取組み実施後には、開始時と取組み終了後の血圧の変化を無記名で教えていただく予定。 

 

【保健医療関係者】 

・現在、高血圧学会では家庭血圧を最重要視しており、家庭での血圧測定を推奨している。 

・血圧が一番高くなるのは朝であることが多いため、朝の血圧測定を推奨している。 

・まずは自分で血圧を測定することに慣れること、そして普段の自分の血圧を知ってもらうことが重要。 

・事業所に対し、高血圧の方には家庭での血圧測定を推奨するよう伝えてもらい、そのうえで事業 

所に血圧計を置くことも意味があると考える。 

 

≪事務局≫ 

 ・参考にさせていただく。 

特 記 事 項   

・傍聴者 2名  

・次回は平成 30年 12月開催予定 
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