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全国健康保険協会船員保険協議会（第38回） 

 

 

日 時：平成30年１月24日（水）10：00～11:31 

場 所：アルカディア市ヶ谷 ５階 大雪 

出席者：岩村委員長、江口委員、遠藤委員、門野委員、菊池委員、立川委員、田中委員、

内藤委員、中出委員、長岡委員、平岡委員、渡邊委員（五十音順） 

議 題： 

１．平成30年度の保険料率について 

２．平成30年度事業計画（主な施策）の骨子（案）について 

３．その他 

 

岩村委員長： 

おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから第38回船員保険協議会を開催

することにいたします。 

 議事に入ります前に、まず委員の交代があったということでございますので、これにつ

きまして事務局のほうからご案内いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

前島船員保険部次長： 

今回の交代に入ります前に、前回、協議会を欠席されておりまして、10月１日で任命され

ております中出委員がいらっしゃっていますので、中出委員をご紹介します。 

 

中出委員： 

中出です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

前島船員保険部次長： 

続きまして、１月23日付で厚生労働大臣より任命されております全日本海員組合の遠藤委

員でございます。 

 

遠藤委員： 

遠藤です。よろしくお願いします。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 本日の出席状況でございますけれども、委員全員、皆様ご出席とは伺っております。た

だ、長岡委員におかれましては若干おくれて到着されるということでございます。 
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 また、岡村理事は、所用によって途中退席されるというご予定と伺っております。 

 それでは、早速議事に入りたいと存じます。お手元の議事次第をご覧いただければと存

じます。 

 最初の議題は、平成30年度の保険料率についてということになっております。まず、事

務局から説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議題１．平成30年度の保険料率について 

 

前島船員保険部次長： 

それでは、平成30年度の保険料率についてご説明を申し上げます。資料１－１と１－２を

使いまして説明をさせていただきたいと思います。 

 まず資料１－１をご覧いただければと存じます。平成30年度の船員保険の保険料率に関

しましては、昨年11月13日に開催いたしました第37回の船員保険協議会におきまして、そ

の方向性についてお諮りし、疾病保険料率、災害保健福祉保険料率、被保険者負担軽減控

除率のいずれにつきましても、現行の料率を据え置くとの方向性のご意見をいただいたと

ころでございます。 

 その後に示されました政府予算案等も踏まえまして、今回改めまして平成30年度の船員

保険の保険料率（案）を作成いたしております。 

 右側に平成30年度の保険料率（案）をお示ししておりますが、一般保険料率につきまし

ては、平成29年度と同じく、疾病保険料率につきましては、被保険者負担率4.55％、控除

率0.50％、船舶所有者負担率5.05％の計10.10％でございます。 

 それから、災害保健福祉保険料率につきましては1.05％でございまして、合計11.15％

というご提案になってございます。 

 なお、疾病保険料率の被保険者負担分と船舶所有者負担分を合計いたしました9.60％の

内訳となります特定保険料率と基本保険料率についてですが、表の下で米印でお示しして

おりますとおり、前期高齢者納付金ですとか、後期高齢者支援金に充てる保険料率であり

ます特定保険料率が2.84％、それから若人の医療費を負担いたします基本保険料率が

6.76％ということになっておりまして、それぞれ0.02％ずつ前後いたしております。 

 また、疾病任意継続被保険者、独立行政法人等被保険者、後期高齢者医療被保険者の保

険料率につきましても、平成29年度と同じく、疾病任意継続被保険者が9.93％、独立行政

法人等被保険者が0.33％、後期高齢者医療被保険者が0.88％というご提案になってござい

ます。 

 次に介護保険料率でございます。介護保険料率につきましては、介護納付金の額及び介

護保険２号被保険者の総報酬額により算出するということになってございまして、平成29

年度の1.59％から0.02％引き上がって1.61％に変更するという案になってございます。 

 なお、保険料率が変更されます介護保険料率の変更時期につきましては、４月に納付を
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いただきます３月分保険料から、疾病任意継続被保険者の方は４月保険料から変更させて

いただく案となってございます。 

 この保険料率に基づきました各部門の収支見込みを資料１－２でお示しさせていただい

ております。資料１－２をご覧いただきたいと思います。 

 各部門の収支見込みにつきましては、前回11月の協議会にもお示しさせていただきまし

たが、収支見込みのもととなります直近の実績値を、前回は平成28年度の実績値から、今

回は平成29年度上期の実績値に見直しをしております。 

 また、国から示される数値についても、概算要求ベースから政府予算案ベースにそれぞ

れ置きかえて見直しを行ったものでございます。 

 まず１ページ目ですが、疾病保険分となってございます。備考欄に基礎係数を記載して

ございますが、被保険者が５万7,115人、加入者が11万9,685人、平均標準報酬月額が42万

4,852円、加入者１人当たり医療給付費が14万7,695円という見込みになってございます。 

 これらの基礎係数に基づく平成30年度の収支見込みといたしましては、収入合計が358

億6,400万円の収入に対しまして、支出が316億6,300万円と見込んでおるところでござい

ます。 

 平均標準報酬月額につきましては、平成29年度上期実績値の対平成28年度の伸びが前回

お示しした見込みを上回る結果となってございまして、昨年11月時点の見込みと比較いた

しますと4,022円増加してございます。 

 また、加入者１人当たり医療給付費につきましては、平成29年度上期実績値を入れた数

字が、平成28年度伸び率が、前回お示した数値よりも下回っているということに加えまし

て、診療報酬改定率の影響を見込んだ結果、昨年11月時点の見込みと比較いたしますと

4,368円の減少となってございます。 

 その結果ですが、保険料収入が約１億6,000万円ほど増加いたしております。また、医

療給付費につきましては６億円強の減少ということになっております。 

 このほか、前期高齢者納付金ですが、約５億7,000万円ほど増加しておるという状況

で、昨年11月時点でお示しした段階では、約39億円の黒字と見込んでおりました収支です

が、今回お示ししたとおり、約42億円の黒字と見込んでおるところでして、平成30年度末

の準備金残高につきましては約315億円を見込んでおるところでございます。 

 ２ページをご覧いただければと思います。２ページは災害保健福祉保険分でございま

す。こちらにつきましては、平成30年度の単年度収支で見込まれる約５億3,000万円の赤

字を、準備金を取り崩して対応することによりまして、平成30年度末の準備金残高といた

しましては約172億円を見込んでおるところでございます。 

 こちらにつきましては、11月時点では約３億6,000万円の赤字と見込んでおりました

が、その後の見直しにおきまして保健事業経費というところですが、健診事業につきまし

て健診受診率の向上のための新たな取り組みを実施させていただきたいということで経費

を追加計上させていただいておりますため、この保健事業経費が約２億円強増加いたした
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ことが単年度収支の主な悪化の要因となってございます。 

 なお、船員保険の平成30年度の予算案につきましては、次回の３月に予定しております

協議会におきましてお諮りさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たしたいと思います。 

 続きまして３ページですが、介護保険の料率の算定方法ということでございます。介護

保険料率につきましては、介護納付金の額を、船員保険の介護保険２号被保険者の報酬の

総額の見込みで割って出すことで算出いたすことになってございます。 

 資料の真ん中あたりにございますとおり、平成30年度介護保険料率（案）の内訳の(1)

にお示ししておりますとおり、平成 30年度単年度の介護保険料率といたしましては

1.608％を見込んでおるところでございます。平成30年度の介護納付金の予定額につきま

しては、収支見込みの支出欄に記載してございますとおり30億3,500万円というものが政

府から示されているところでございます。こちらを船員保険の介護２号被保険者の報酬の

総額で割りますと、この1.608％という数値が出てくるところでございます。 

 (2)で記載しておりますとおり、平成29年度末に若干の準備金が残るという見込みでご

ざいまして、こちらの0.006％を控除いたしまして、端数を整理した結果、平成30年度の

介護保険料率につきましては1.61％と算出しておるところでございます。 

 なお、介護保険の収支見込みですが、下にございますとおり保険料収入が30億4,500万

円に対しまして納付金の額が30億3,500万円となってございまして、単年度で1,000万円の

黒字と見込んでおるところでございます。 

 結果、平成30年度末の準備金の残高といたしましては1,600万円と見込んでおるところ

でございます。 

 これら各部門の収支見込みも踏まえまして、先ほどご覧いただいた資料１－１の平成30

年度の船員保険の保険料率（案）を作成させていただいたところでございます。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 平成30年度の保険料率の方向性につきましては、前回のこの船員保険協議会でご確認を

いただいたところでございます。今、事務局からご提案をいただいたところではございま

すが、この提案は前回確認しました方向性に沿ったものになっていると存じます。何かご

意見、ご質問があればお出しいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 では、立川委員どうぞ。 

 

立川委員： 

基本的な方向性については前回お話をしておりますので、その方向については、また後で

意見というか、お願いをさせていただきたいと思っているところですが、今回のといいま
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すか、前回もこの資料だったと思いますが、改めて確認をさせていただきたい部分があり

ます。 

 疾病保険部分の基礎数値関係、係数関係ですね。そこの被保険者数は５万7,115人とい

うことで、災害保健福祉保険関係のところでは５万8,397人ということで、この差異がど

こから生まれてくるのか改めてご確認をさせていただければと思っております。 

 それから、それに伴う平均標準報酬月額が同額で表示されていますが、差異があるのか

ないのか、その辺の経緯を教えていただければと思います。細かい質問で申しわけござい

ませんが、基礎的な理解として必要かなと思いまして質問させていただきました。 

 

岩村委員長： 

では、事務局いかがでしょうか。 

 

前島船員保険部次長： 

ありがとうございます。 

 まず、被保険者の差異につきましてですが、独立行政法人にお勤めの被保険者の方です

とか、後期高齢者医療に加入されている船員保険の加入者の方につきましては、基本的な

医療給付につきましてはそれぞれの別に加入されている保険のほうから給付をされるとい

うことで、この疾病保険分の基礎係数にはこの２つの被保険者の方を除いたものが表示さ

れているといったところでございます。そして、災害保健福祉のほうは、健診ですとか、

それ以外の船員保険独自の給付が受けられるといったことから、災害保健の被保険者につ

きましては、この方々を入れた被保険者の数ということで表示をさせていただいていると

ころでございます。 

 標準報酬月額につきましては、厳密に計算いたしますと若干の差異は出るというところ

はございますが、ここは影響が非常に小さいということで、その疾病、こういった方々の

標準報酬を加味せずに、同一のものを使用させていただいているといったところでござい

ます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 立川委員、よろしいでしょうか。 

 

立川委員： 

そうしますと、標準報酬月額については、疾病部分ではなくて災害のほうを使っていると

言われているのか、どちらの数字が基本的にベースになっているのでしょうか。 

 

前島船員保険部次長： 
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失礼いたしました。災害保険分の標準報酬月額を疾病にも使用させていただいているとい

うところでございます。 

 

立川委員： 

細かい質問で申しわけございませんが、どのくらいの差異があるのでしょうか。 

 

前島船員保険部次長： 

標準報酬月額で申し上げますと、大体500円程度の差異というところでございます。 

 

立川委員： 

この数値の中で500円というのはどういう意味合いを持つのでしょうか。全体としての標

準報酬月額の500円というのは、６万を掛けると、ちょっと大きな数字になってくるので

はないかという気もするのですが、厳密にわかっているのであれば、ある程度そのまま表

示していただいてもよいのかなという気がするのですが、いかがでしょうか。 

 それと、独立行政法人であるとか後期高齢者という部分について、しっかり表記をして

いただいて資料をつくっていただいたほうが、この協議をする中での論議としては、よく

理解できるのではないかと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

岩村委員長： 

いかがでしょうか。 

 

前島船員保険部次長： 

独立行政法人の被保険者の方、それから後期高齢者の被保険者の方が、比較的その数が少

ないといった点から、この方々の標準報酬を除かずに、災害保険の分を使用させていただ

いているというところでございまして、影響額としては、保険料収入に計算しますと、大

体3,000万円から4,000万円ぐらいにはなるのではないかという見込みでございます。 

 

岩村委員長： 

その差が、結局、料率にどの程度の率で反映するかということだと思うので、目の子でど

の程度の反映ということになりますか。１％とか0.5％動くとか、そういうような話なの

でしょうか。 

 

前島船員保険部次長： 

数字はちょっとまた検証をさせていただきたいと思いますが、料率にいたしますと0.01％

程度に相当するのかなということだと思っております。 
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岩村委員長： 

まあ、財政に影響を及ぼすようなレベルではないと思いますので、来年度以降どうするか

ということはありますが、今年度についてはこれでお認めいただければというようには思

いますが、いかがでございましょうか。 

 

立川委員： 

大体数字はわかりましたので、料率の決定について、影響のない範疇かなと思いますが、

資料の表示としては、ある面でそういうことがこの委員会の中で明らかになるような資料

をつくっていただくことも１つ要点かなと感じますので、今後検討ないしはご配慮いただ

ければとは思います。 

 それから、全体の保険料率の問題ですが、以前から申し上げておりますが、突然基礎数

値が大きく変わる、ないしは今後大きく変わるだろうというような予想がつく場合は、激

変的な料率の変更というのは避けたいと考えておりますので、基礎数値の分析であるとか

シミュレーションを、いろいろな状況、船員をこれからふやそうという状況があります

が、少子高齢化という問題で船員不足、後継者不足の問題もございます。そのような状況

を踏まえながら、細かなシミュレーション、細かな数値を出していただいて、保険料率の

急激な変動が起きないようにご配慮いただければと思います。今日はこの料率の形で進め

ていただきたいと思いますが、今後の料率の変更については、そういうことをご配慮いた

だきながら料率の決定を委員会の中でしていただければと思います。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 では、事務局のほうも。 

 

前島船員保険部次長： 

ご指摘ありがとうございます。ご指摘のとおり、緻密な推計というところは必要だと我々

も認識しておりまして、今回のご指摘を踏まえまして、次年度以降、推計をする際の参考

にさせていただきたいと考えております。 

 また、被保険者の見込み等につきましては、我々といたしましては、これまでの船員保

険の加入者の実績値を使いまして推計をさせていただいているところでございますが、政

策的な増減の関係については、またご意見等をいただければ、できる限り反映をさせてい

ただくような形も検討させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 
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よろしくお願いいたします。 

 ほかにはいかがでございましょうか。よろしゅうございましょうか。 

 それでは、平成30年度の保険料率の案につきましては、事務局からの提案のとおり、こ

の協議会としては了承するということにいたしたいと存じますが、よろしゅうございまし

ょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 それでは、事務局から今後の手続についてご説明いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

前島船員保険部次長： 

本日お諮りいたしました平成30年度の保険料率（案）につきましては、１月29日に予定さ

れております運営委員会の議を経まして、厚生労働大臣に対しまして認可申請を行うこと

となります。また、特定保険料率、基本保険料率、それから介護保険料率が変更されます

が、この変更に伴いまして協会の定款の変更をすることになります。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 それでは、次に議題２に入りたいと思います。事務局から平成30年度事業計画（主な施

策）の骨子（案）についてご用意いただいておりますので、その説明をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

議題２．平成30年度事業計画（主な施策）の骨子（案）について 

 

前島船員保険部次長： 

平成30年度事業計画（主な施策）の骨子（案）についてということでお示ししておりま

す。資料２－１から２－３を使いましてご説明をさせていただきたいと思います。 

 骨子（案）をお諮りするところですが、まず資料２－２をご覧いただければと存じま

す。平成30年度の事業計画の策定に当たりまして、事業計画の体系を見直すこととしてお

りますので、その考え方等についてこの資料でご説明をさせていただきます。 

 「事業計画の基本的な考え方」に記載しておりますが、協会の役割等につきまして３つ

に分類した上で、それぞれの〈目的・目標〉を定めることといたしております。 



9 

 

 １つ目は、給付費の審査とか支払いを行う、それから保険料率の設定を行うなど保険者

としての従来からの基本的な業務・機能である「基盤的保険者機能」、２つ目は、健診、

保健指導を実施するとか、ジェネリックの推進をするとか、能動的に加入者に働きかけを

行う役割である「戦略的保険者機能」、３つ目は、これら２つの保険者機能の本格発揮を

確実なものとしていくための「組織体制の強化」の３本立てで事業計画を策定することと

させていただいております。 

 まず(1)基盤的保険者機能の〈目的・目標〉を記載してございますが、レセプトとか現

金給付の審査・支払いを適正かつ効率的に行うことによりまして、加入者に良質なサービ

スを確実に提供することと、医療費適正化を通じまして船員保険の財政を含めた制度の維

持可能性を確保していくことを〈目的・目標〉とさせていただいております。 

 〈主な重点施策〉としては、保険給付等の業務の適正な実施、効率的なレセプト点検の

推進、それから返納金発生防止のための保険証回収強化、債権が発生した場合の債権回収

業務の推進、それから健全な財政運営及び保険料率の設定、福祉事業の着実な実施といっ

たものを〈主な重点施策〉として位置づけさせていただいているところでございます。 

 次に(2)戦略的保険者機能でございますが、船舶所有者とも連携いたしまして、加入者

の健康維持増進を図ること、効率的かつ無駄のないサービスが提供されるよう働きかけを

行うこと、これらによりまして加入者・船舶所有者の利益の実現を図っていくといったこ

とを〈目的・目標〉とさせていただいております。 

 裏面ですが、〈主な重点施策〉といたしまして、データ分析に基づいたデータヘルス計

画、特定健康診査等実施計画の着実な実施、情報提供・広報等の充実、ジェネリック医薬

品の使用促進といったものを重点施策として位置づけをさせていただいております。 

 最後に(3)組織体制の強化ですが、基盤的保険者機能と戦略的保険者機能の本格発揮を

確実なものにするために、人材育成による組織力の強化を図って組織基盤を強化していく

といったことを〈目的・目標〉とさせていただいております。 

 〈主な重点施策〉といたしましては、健康保険と共通の項目ということで、人事評価制

度の適正な運用とか、ＯＪＴを中心とした人材育成、費用対効果を踏まえたコスト削減と

いったものを重点施策として位置づけさせていただいているところでございます。 

 それでは資料２－１にお戻りいただければと思います。先ほどの体系の見直しを踏まえ

ました平成30年度事業計画（主な施策）の骨子（案）をお示しさせていただいておりま

す。 

 船員保険事業につきましては、船員保険事業を通じ、我が国の海運と水産を支える船員

と家族の皆様の健康と福祉の向上に全力で取り組むという基本的な考え方のもとでこれま

で実施してきているところでございまして、平成30年度の事業計画につきましても、次回

協議会で平成30年度予算とあわせてお諮りしたいと考えておりますが、基本的な考え方は

一緒でございます。今回は、平成30年度の事業計画を策定するに当たりまして、重点的な

事項の骨子につきまして記載させていただいているところでございます。 
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 資料に記載してあります事項につきましては、事業計画の中で位置づける事項を抜き出

したものでございまして、平成30年度の事業計画を策定するに当たりまして、［改］と記

載させていただいております事項につきましては、その取り組み内容等について見直し等

を行いたいと考えている事項でございます。 

 それ以外の項目につきましては、平成29年度の考え方及び取り組み内容等につきまして

引き続き踏襲していくということで記載してございます。 

 まず(1)基盤的保険者機能についてでございます。記載のとおり９つの事項について取

り組むとさせていただいております。 

 ①保険給付等の業務の適正な実施、②効果的なレセプト点検の推進、③柔道整復施術療

養費等の照会業務の強化、④返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権回収業

務の推進、⑤サービス向上のための取組み、⑥高額療養費制度の周知、⑦職務上の事由に

よる休業手当金等の上乗せ給付等の申請勧奨、⑧被扶養者資格の再確認、⑨福祉事業の着

実な実施といった項目を(1)基盤的保険者機能として取り組む予定としております。 

 ②に記載してございます効果的なレセプト点検の推進ですが、昨年11月から内容点検に

つきまして外部委託を実施してございます。平成30年度につきましては１年を通じてこの

外部委託を実施させていただくということにしておりますので、ここに［改］と記載させ

ていただいております。この外部点検委託を含めまして効果的なレセプト点検業務の推進

に努めてまいりたいと考えております。 

 次に(2)戦略的保険者機能についてでございます。裏面も含みます記載の３つの項目に

ついて取り組むこととしております。 

 まず１つ目ですが、①データ分析に基づいた第２期船員保険データヘルス計画及び第３

期特定健康診査等実施計画の着実な実施ということで記載をしてございます。 

 データヘルス計画及び特定健康診査等実施計画につきましては、それぞれの計画がこの

平成29年度で終了することになってございます。平成30年度以降につきましてはそれぞれ

新しい計画を立てて実施していくということになってございますが、計画の詳細につきま

しては、次回の３月に予定しております協議会にまたお示ししたいと考えてございます。 

 後ほど、これらの骨子等につきまして別の資料でご説明させていただく予定でございま

す。 

 このデータヘルス計画につきましては、第１期につきまして、メタボリックシンドロー

ムリスクの保有率の減少と、喫煙率の減少の２つを２本の柱といたしまして、平成27年度

から３年間の取り組みを行ってきたところでございます。 

 第２期のデータヘルス計画につきましても、基本的にはこの２つの柱を基本といたしま

して、また新たな計画として実施していきたいという内容でございます。 

 それから裏面ですが、この細かい項目のまず１つ目ですが、ⅰ)特定健康診査等の推進

という項目でございます。こちらにつきましては健診受診率の向上を図るために、生活習

慣病予防健診の個人負担の無料化を実施するということで１つ目に記載させていただいて
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おります。 

 現行におきましては、生活習慣病予防健診を受けていただいた方につきましては、受診

機関によって若干異なりますが、大体7,000円程度の自己負担をいただいておるところで

ございます。これを無料化いたしまして健診受診率の向上につなげていきたいと考えてお

るところでございます。 

 それから、次の［改］という項目ですが、船員保険の被保険者につきましては男性が圧

倒的に多いということと、年齢の高い被保険者が比較的多いという特性を踏まえまして、

前立腺がんを検査のオプショナル項目として追加したいということで考えてございます。 

 生活習慣病予防健診につきましては、基本的ながん、胃がんとか肺がん、それから大腸

がんにつきましては基本の検査項目となってございますが、女性の子宮頸がんとか乳がん

検査につきましてはオプション検査となっているところでございます。今回、前立腺がん

の検査につきましても、このオプション検査ということで項目を追加したいと考えておる

ところでございます。 

 それからⅱ)特定保健指導の実施率の向上につきましては、平成30年度からこの保健指

導の運用方法の見直しが予定されておるというところでございまして、この運用方法の見

直しを最大限活用いたしまして実施率の向上を図っていきたいと考えております。 

 細かくは、保健指導については初回面談を実施するということになってございますが、

現在では、検査結果がそろわないと、初回面談が実施できないことになってございます。

平成30年度からは血液検査等の結果がそこで出なくても、体重、腹囲、血圧等といったも

のでメタボリックのリスクの保有の可能性があるという方には、その場で初回面談ができ

るといった見直しがされますので、こういった方法を利用しまして実施率の向上に努めて

いきたいと考えているところでございます。 

 それからⅲ)船舶所有者等と協働した加入者の健康づくりという項目でございます。こ

ちらにつきましては、協会と船舶所有者で協働して、船舶所有者に加入者の健康づくりを

意識していただいて、一緒に活動できるような内容を今現在検討しているところですが、

具体的な方法を模索しまして、平成30年度からパイロット的に実施していきたいというこ

とでございます。 

 それからⅳ)加入者の健康増進等を図るための取組みの推進でございます。こちらも事

業の見直しを考えてございまして、これまでも禁煙、喫煙率の減少を目指しておりまし

て、禁煙支援に関しましては、情報提供とか啓発活動を中心に実施してきたところでござ

います。しかしながら、なかなか喫煙率の減少につながっていかないといった実態もござ

いまして、この禁煙支援の具体的な方策について整理、検討するということにさせていた

だきたいと考えております。 

 念頭にございますのは、加入者の方が禁煙したいということで禁煙外来を受診された場

合に、その一部負担を船員保険のほうから支援できないかといったところを念頭に置いて

いるところでございます。 
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 それから大きな②情報提供・広報の充実という項目でございます。こちらにつきまして

は平成30年８月から実施されます70歳以上の高齢者に係る自己負担限度額の見直しにつき

まして広報をしっかりして周知を図っていきたいというところでございます。 

 それから③ジェネリック医薬品の使用促進につきましては、これまでと同様に事業を推

し進めていきたいと考えてございます。 

 それから(3)組織体制の強化につきましては、健康保険と共通の事項といたしまして、

①人事評価制度の適正な運用、②ＯＪＴを中心とした人材育成、③費用対効果を踏まえた

コスト削減といったところに取り組むということにさせていただいております。 

 引き続き、資料２－３をご覧いただければと存じます。先ほど若干触れましたが、第２

期船員保険データヘルス計画の骨子（案）と第３期特定健康診査等実施計画における目標

数値をお示しさせていただいております。それぞれの計画の詳細については、先ほど申し

ましたとおり次回の３月の協議会にお示しさせていただきたいと考えております。 

 まず１ページ目ですが、第２期船員保険データヘルス計画の骨子（案）ということでお

示ししてございます。 

 第１期の計画では、先ほど申し上げたとおりメタボリックシンドロームリスクの保有

率、それから喫煙率の減少という２つの柱を目標といたしまして、加入者の健康づくりの

情報提供とか啓発活動に努めてきたところでございます。 

 次期、第２期の計画につきましては、またこの２つの項目を柱といたしまして、新たに

取り組みを開始させていただきたいと考えております。 

 下に【取組みの柱】ということで３つ掲げさせていただいております。①健診事業等の

推進、②船舶所有者等との連携、③健康づくりに関する情報提供及び啓発活動、これらに

一体的に取り組みまして、この減少につなげていきたいというところでございます。 

 【具体的な取組み】で、①健診事業等の推進のところですが、先ほどございましたとお

り、生活習慣病予防健診の自己負担の無料化ですとか、オプショナル検査の項目として前

立腺がんの検査を追加したりというところがございます。それから、先ほどございました

とおり、保健指導の運用方法の見直しを最大限活用いたしまして、保健指導の実施率の増

加を図っていくということを考えてございます。 

 それから②船舶所有者等との連携ですが、船舶所有者に船員の健康について、より意識

を高めていただいて、協会と船舶所有者で協働した加入者の健康づくりの支援ができない

かということで取り組んでいきたいと考えてございます。それから、出前講座ですとか船

員養成校での健康づくりの支援につきましては、これまでも実施してきましたが、今後も

引き続き実施していきたいと考えてございます。 

 それから③健康づくりに関する情報提供及び啓発活動ですが、禁煙支援に対する情報提

供、啓発はこれまでも行ってきましたが、先ほども申し上げたとおり、具体的な方法につ

いて整理・検討いたしまして実施をしていきたいと考えてございます。それから、健診結

果に応じたオーダーメイドの情報提供ですとか、地方自治体が主催いたします漁港イベン
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ト等について参加するということにつきましても、これまでと同様に引き続き実施してい

きたいということでございます。 

 それから、２ページ目が第３期特定健康診査等実施計画の目標数値ということで記載さ

せていただいております。 

 第３期特定健康診査等実施計画につきましては、平成30年度から平成35年度までの６年

間の計画ということで策定することになっておりまして、その目標数値をそれぞれお示し

しております。 

 目標数値については、厚生労働省に設置されております検討会において合意されており

まして、船員保険につきましては第２期計画の目標値を維持するということで示されてお

りまして、健診の実施率は平成35年度までに65％以上、特定保健指導実施率につきまして

は平成35年度までに30％以上を達成するということで示されているところでございます。 

 お示ししてございますのは、この目標値を達成いたしますために、各年度の目標値をそ

れぞれ項目ごとに記載してございます。直近の実績値から平成35年度にそれぞれ目標を達

成いたすために、健診受信率につきましては毎年大体３％ずつの上積み、特定保健指導の

実施率につきましては毎年２％ずつの上積みが必要となってくるという目標を設定させて

いただいているところでございます。 

 被保険者の健診受診率につきましては、生活習慣病予防健診と船員手帳健診の目標値を

それぞれ設定させていただいております。健診の受診につきましては法律により保険者が

加入者に対して行うということが定められておりまして、船員保険といたしましては、被

保険者に対しましては、生活習慣病予防健診、被扶養者の方に対しましては、生活習慣病

予防健診と特定健診を実施させていただいております。 

 この受診率が本来の健診受診率ということになるわけですが、それ以外に、特定健診に

相当するものを加入者の方が受診されて、健診結果が保険者のほうに提供された場合に

は、この特定健診を受診したものとして、健診結果と同様に扱うことができるということ

にされておりまして、被保険者の方が船員手帳健診を受けていただいて、この結果を協会

のほうに提供していただくといった場合には、この健診受診率に加算するという仕組みに

なってございます。 

 それぞれの目標値をここに定めまして、健診受診率につきましては、この手帳健診を含

めて平成35年度までに65％を達成するということで設定させていただいているところでご

ざいます。 

 先ほど説明がもれていましたが、第２期データヘルス計画につきましても、６年間の計

画を今後立てていくということで、それぞれの計画の詳細につきましては次回の協議会で

お示しさせていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 
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ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました平成30年度事業計画の骨子（案）につきまし

て、ご意見あるいはご質問がありましたらお願いをしたいと思います。 

 では、まず平岡委員どうぞ。 

 

平岡委員： 

意見と質問ということで３点聞きたいと思います。 

 まず骨子のところで、基盤的保険者機能というところの④返納金債権の発生防止のため

の保険証回収強化、債権回収業務の推進とありますが、債権回収業務の推進ということに

なりますと、未納保険料とか、その辺のところがあって、その回収を推進していくという

ようなことなのかどうなのかということです。 

 あと、ⅰ)特定健康診査等の推進ということで、生活習慣病予防健診の個人負担無料化

ということ、これはぜひお願いしたいということです。 

 あと、禁煙支援に関する、禁煙支援の具体的な方法について整理、検討するということ

で、事務局から、この部分については禁煙外来の一部負担ということも考えているという

ようなお話があったわけですが、禁煙外来は結構高い額でございますので、この辺につい

ても一部負担、その辺のところができるのであれば検討をお願いできればと思っておりま

す。 

 あと、資料２－３の第２期の、②船舶所有者等との連携というところで、船員養成校等

での若年層に向けた健康づくり支援ということで、これから船員を目指す学生に、船員保

険とはということで、その辺のレクチャーということは大変よいことではないかと思って

いますが、平成29年度でどのぐらいの学校に対してこの説明が行われたのかと、今後、平

成30年度ですが、どのような拡大をしていくのか、その辺について教えていただければと

思います. 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。多分２点ご質問で、もう１点はご要望ということだったと思いま

す。では、ご質問のほうをよろしくお願いします。 

 

前島船員保険部次長： 

まず債権回収業務の推進のところでのご質問ということでございまして、協会におけます

債権につきましては、資格を喪失した後に受診された方に対しまして、給付費の債権が発

生するといったことが基本的なところでございますが、船員保険に関しましては、それ以

外に、下船後の療養補償という制度がございまして、一定の要件がそろいましたら、下船

後３カ月は個人負担なしで受診ができるといった制度がございます。この制度を正確に活

用していただいていないケースもありまして、こういった場合には、下船後療養補償に該
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当しないといった場合に、本来負担いただきます一部負担の３割分をその受診された方に

対しまして返納金ということでお支払いいただくという債権が船員保険の独特な債権とし

て発生するといった要因がございます。こういったものを早急に回収していくということ

で、我々としては事業を進めているところでございます。 

 もう１つは、養成校の、平成29年度にどれだけやったかというところですが、平成29年

度につきましては、まだ予定の部分もございますが、海技教育機構が運営されております

海上技術学校、海上技術短期大学校、海技大学校の合計８カ所において実施させていただ

くということで平成29年度、予定を立ててやってきておるところでございます。 

 今後も引き続きこういったことを基本に考えておりますが、平成29年度の実施状況を見

ながら今後を検討していきたいと考えております。 

 

岩村委員長： 

平岡委員、よろしいでしょうか。 

 

平岡委員： 

はい。 

 

岩村委員長： 

では、遠藤委員がお手が挙がっていたと思います。よろしくお願いします。 

 

遠藤委員： 

２点あります。まず資料２－３で、これはちょっと確認なんですが、２ページ目の【健診

目標率】の被保険者、船員手帳健診というところで６年間のパーセンテージが書かれてい

るのですが、船員手帳健診というところで、船員手帳の健診は、船員であれば、これは

100％でないと船に乗れないと認識しておるのですが、この辺の数字がどこから出てきた

数字なのかということを１つ教えてほしいのと、あと、その同じ資料の１ページの②船舶

所有者等との連携のところの【具体的な取組み②】ですが、出前健康講座の開催というと

ころがあるのですが、船舶所有者等とのあくまでも連携した出前健康講座の開催なのか、

それとも、よくやられていた、以前からある、船員労働安全衛生月間のときの部分の活用

の出前健康講座なのか、この辺も含めて、今後どういった取り組みをやっていくのかとい

うところを教えてほしいと思います。 

 以上です。 

 

岩村委員長： 

では、事務局、お願いいたします。 
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前島船員保険部次長： 

ありがとうございます。まず健診の件で、船員手帳健診の数値につきましてですが、委員

おっしゃるとおり、船員については乗船前に必ず船員手帳健診を受けるということで、船

員保険の被保険者で乗船されている方は、必ずこの健診を受けられているということは事

実でございます。 

 この数値ですが、この手帳健診を受けられた方で、その数値結果を我々協会にご提出し

ていただいた方の割合が、今大体28％ぐらいで、このいただける数値の目標ということ

で、こちらに６年間の計画を立てさせていただいているところでございます。なかなか個

人情報といったことですとか、それから手続、コピーをとって送っていただくといったこ

とで、お手を煩わせるということもございます関係上、なかなか我々のところにデータを

提供いただく率が少ないといった実態というところでございます。 

 それから２点目の出前講座ですが、平成29年度から船員災害防止協会とも連携いたしま

して、その船員労働安全衛生月間の中で、今年度、主にメンタルヘルス講座を実施させて

いただいてきているところでございます。実施はほぼ終わったのですが、ほぼほぼ好評と

いうこともございまして、引き続きやるかどうかは今後の検討というところでございま

す。 

 それ以外に、これまでも船舶所有者の方から要請を受けまして、その会社の船員さんに

対しまして出前講座をやってきたところでございまして、こういったものをあわせて実施

していければと考えてございます。 

 

岩村委員長： 

遠藤委員、よろしゅうございましょうか。 

 

遠藤委員： 

はい。 

 

岩村委員長： 

ほかにはいかがでございましょうか。 

 では、立川委員どうぞ。 

 

立川委員： 

重複した質問になるかもしれないのですが、それを含めましてご質問したいと思います。 

 まず返納金関係の債権回収の件ですが、確かに保険証を回収するという部分の行動とい

いますか業務の推進は非常に必要なわけですが、的確にどう回収していくのか。いろいろ

な状況があって、保険証を回収できない状況が生まれてきているのではないかと。例えば

何らかの問題があってご主人と奥様が離婚された。離婚された後、離婚する原因があるわ
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けですが、夫婦としての連絡が全くとれない中で、保険証をそのまま持たれて使われたと

いうようなことについても、これは多分回収の対象になると思うのですね。この場合に、

その請求はご主人のほうへ行く。ご主人に払う義務は本当にあるのですかというような問

題がよく、ほかの審議会でも問題になってくる場合がございます。 

 その場合に、いかに使えない保険証であるかというのを、医療機関が早くつかめるか、

そういう状況をつくることが一番重要だと考えているわけですが、そういうお話は以前か

らもお話しして、なるべくそういう判断が早くできるようなシステムを、厚労省さんも含

めて努力していただくというお話を聞いているのですが、このような方向は今どこら辺ま

で進んでいるのでしょうか、いつごろそういうことができるようになるのでしょうか。そ

れが早くシステム化されれば、この回収という部分に非常に有効な効果が発せられると思

うのですが、その辺の状況はいかがでしょうか。 

 それから、資料２－３で、先ほどお話のありました生活習慣病の関係、被保険者の健診

項目の目標ですが、船員手帳の健診については１年に１回の健診義務がある中で28％、そ

れを32％ということで、これは結果として、報告された部分についての数字ですというこ

とで今お話を伺ったのですが、生活習慣病との関係の中ではどういう形になっているの

か。生活習慣病予防健診を受ける中で、その中に船員手帳の健康診断の部分が含まれてい

る場合があるのかないのか、その関係はこの中でどう整理されているのかということを教

えていただけませんでしょうか。 

 それに際して、例えば船員手帳の健診ということで今お話があったわけですが、この健

診の条件、報告、表記されている数字の条件というものを、先ほどの基本数値の話ではな

いですが、どういう形で表記されて、どのパーセントだということを、やはりしっかり表

記していただいたほうがよろしいのではないか。委員会の論議の中で、どういう条件の数

字なのだということを基本的に理解する必要があるのではないかと思いますので、その辺

の配慮をいただければと思います。 

 それから、資料２－１へ戻りますが、ちょっと耳なれない言葉が少し出てきております

ので、その辺の環境について教えていただければと思います。柔道整復施術療養費の関係

の照会業務の強化と。多分整骨院さんのようなところでやる業務だと思うのですが、この

業務はなかなか判断がどこまで、医者と施術師との関係というのは非常に難しい関係にあ

ると思うのですが、その中で業務の強化というのは何を言わんとしているのか。突然これ

を言われても、多分どういう業務の強化なのか、なかなかわかりませんので、その辺のお

話を伺えればと思います。 

 それから、費用の関係で、生活習慣病予防の個人負担の無料化ということで、7,000円

の無料化というお話が出てきておりますが、これは予算の中ではどういうところでどう反

映されているのでしょうか。 

 それから、前立腺のほうの問題もありまして、この費用はどのくらいの個人負担になる

のでしょうか。 
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 大分細かい点を含めてのお話になってしまいましたが、そのようなところを教えていた

だければと思います。よろしくお願いします。 

 

岩村委員長： 

何点かご質問でしたので、わかるところはお願いします。わからないところについては、

また後日ということでお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

前島船員保険部次長： 

ありがとうございます。 

 まず１点目の保険証の回収関係でございます。船員保険につきましても資格関係の業務

については、基本的には日本年金機構で実施していただいておりまして、その資格喪失の

手続についても日本年金機構にてお手続をいただくということで、その際に保険証を添付

して手続を行っていくことが基本となってございますが、その際に添付をいただけなかっ

た際には、まず１回目は日本年金機構のほうから、その被保険者の方々に対しまして督促

をさせていただいています。それでもなお回収ができないといった場合には、船員保険の

ほうから改めてまた督促をさせていただいているといった状況でございまして、何回か督

促を重ねることによりまして回収の強化に努めているというところでございます。 

 先ほど立川委員からありました個別な、いろいろな難しい場合もございまして、なかな

かその100％の回収には至っていないといったところもございます。その個別の事案につ

きましては、いろいろとその個別対応は必要かなと思っております。 

 そこで出ました医療機関での資格確認につきまして、政府で検討されていると伺ってお

りますが、その状況、いつ実施されるかといったところにつきましては、まだ我々として

は伺っていないというところでございます。 

 それから、２点目の船員手帳健診と生活習慣病予防健診の関係でございます。まず、お

っしゃられるとおり、船員さんについては、乗船前に必ず手帳健診を受けられているとい

うところですが、その結果を我々船員保険のほうにいただいた場合に、この健診の実施率

に加算するといったところでございまして、それが大体20％後半ぐらいを今いただいてい

るというような状況でございます。 

 生活習慣病予防健診については、ほとんどの実施機関において、この手帳健診の項目を

含んだ形で実施させていただいてございまして、機関によってはこの健康証明も発行でき

るといった形で実施させていただいているというところでございます。 

 この数値の関係ですが、生活習慣病予防健診を受けていただいた方の数値、こちらで船

員手帳の代替で受けていただいている方もいらっしゃるかと思いますが、その生活習慣病

予防健診を受けていただいた方を、この生活習慣病予防健診の実施率ということで我々は

表記しておりまして、この目標数値を平成35年までに50％にしたいという目標を立ててい

るところでございます。 
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 それ以外に、手帳の健康証明の結果をいただくというものを、それ以外のところで32％

程度いただけないかという目標を立てておりまして、被扶養者と合わせて65％を目指すと

いうふうに考えているところでございます。 

 それから、柔道整復施術療養費ですが、いわゆる接骨院とか骨つぎとかいったところ

で、船員保険の給付を療養費という形で受けられるという制度がございます。こちらに関

しましては、照会業務を今後強化するというところですが、この柔道整復施術療養費を受

けていらっしゃる方で、月に15日以上受診されている方とか、比較的多い部位の施術を受

けていらっしゃる方、こういった加入者の方々に対しまして、受診をこれだけされていま

すかといった照会業務をして適正化につなげていきたいといったところでございます。 

 それから、最後に生活習慣病予防健診の無料化とオプショナル検査の追加によってどれ

だけの予算的な影響があるのかといったご質問ですが、先ほどの資料１－２の災害保健福

祉分、２ページ目の保健事業経費というところに、これらの経費を見込んでおるところで

ございまして、収支見込みのところでもご説明申し上げましたが、こちらに２億円強の追

加で経費を計上させていただいてございます。 

 個人負担の無料化につきましては、この見込みでは約1.2億円程度の影響と、前立腺が

んにつきましては約1,000万円程度の影響額というところで計上させていただいていると

ころでございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 厚労省保険課長、お願いします。 

 

安藤保険課長： 

１点だけ補足ですが、先ほど立川委員のほうからの説明の中にもございましたが、この債

権回収業務のところに関しての、いわゆるオンラインで医療機関の窓口で即時に資格確認

をするという仕組みの状況ですが、まさに今検討を進めているところで、一旦、昨年にな

りますが、社会保障審議会の医療保険部会にも、全体のおおむねの工程感みたいなところ

をラフな形でお示しさせていただいているところですが、現時点におきましては平成32年

の８月から、いきなり全面というのはなかなか難しいかもしれませんが、段階的にでもス

タートするべく、もちろんそれまでにいろいろ検討すべき事項はございますので、その検

討作業を順次進めていくという方向で今、作業を進めているところでございます。 

 

岩村委員長： 

立川委員、一通りお答えいただいたと思いますが。いかがでございましょうか。 

 

立川委員： 
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一通りお伺いして、大体理解してきたところですが、平成32年８月の話が今出ましたが、

これはもっと前倒しにならないのですかね。ほかの面でも、これについては問題がいろい

ろあるのではないかと思うのですが、今回この会議の中でも、債権回収というのは非常に

努力していただいているとは思っているのですが、なかなか進まないのが現実で、進まな

い原因はいろいろあると思います。それをつくらない方法を早く講じてしまったほうが、

これは解決が非常に早いし、債権がどんどん減っていくという方向になると思いますの

で、これはぜひとも早く実現していただきたいと、改めて要望をさせていただきたいと思

います。 

 それから、資料関係で少し、再度教えていただきたい部分がございまして、資料２－３

の、例えば平成30年度でも平成35年度でもよろしいのですが、被保険者と被扶養者の関係

で、被保険者の部分の合計は確かに平成30年度でいけば40と28を足して68％という数字が

出てきます。そして被扶養者の部分を20入れていって、パーセントだけの表示なので、50

という数字が出てくるのですが、この関係はどういう形の中から生まれてくるのでしょう

か。実際の数値の中でどう言われているのかという部分の表記がありませんので、なかな

かこれは理解ができない、どういう関係の中で50という部分が出てくるのかをちょっと教

えていただければと思います。 

 それから、認識不足なので、改めて教えていただきたいと思いますが、被扶養者のほう

の特定健診の中身をちょっと細部で教えていただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

岩村委員長： 

では、２点ということで、事務局のほうでお願いいたします。 

 

前島船員保険部次長： 

まず数値のほうですが、それぞれの被保険者の実施割合、被扶養者の実施割合ということ

で、それぞれ人数の推計をしながら、この実施率を算出しておるわけでございまして、数

がそれぞれ違うというところで、合計が足したものにならないということでございます。 

 具体的な数値については、被保険者の見込み等の関係もございますが、平成35年度の目

標で申しますと、被扶養者が大体２万人強の対象者がいらっしゃると推計しておりまし

て、35％ですので、大体7,000人強受診をしていただくと。それから、被保険者のほうで

すが、対象者が大体３万5,000人強の方がいらっしゃると考えておりまして、約３万人程

度受診をしていただかなければいけないといったもので考えているところでございます。 

 

岩村委員長： 

では、篠原理事、お願いします。 
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篠原理事： 

細かいことは、また別途お示ししますが、生活習慣病予防健診は、当方では、先ほど申し

上げましたように、がんを含めて実施しております。特定健診と申しますのは、まさに生

活習慣病のことなので、血圧とか脂質異常とか、それから血糖値とか、そういった法律に

定められた必要最小限の項目だけを実施しているものということでございます。 

 

岩村委員長： 

システムのほうは、多分膨大なシステム構築になるのでというのと、ちょうどこの４月か

ら国民健康保険の新しい制度への移行とか、そういったいろいろなものが重なっていて、

その中でシステム改修を既にやったりとか、そのような事情とか、先ほど課長がご説明に

なったように、まだいろいろ検討しなければいけない点があるとか、そういったことがあ

るので、皆さん早くやらねばいけないと思いつつ、なかなかそう早くはいかないというこ

とだろうと理解しております。何せ、とにかく保険者だけで結構な数があるものですか

ら、それを全体を包括するシステムをつくるということだけで結構大変な話だとご理解を

いただければと思います。 

 ほかにはいかがでございましょうか。 

 では、田中委員どうぞ。 

 

田中委員： 

同じ点について、もう一度確認をしたいのですが、資料２－３の２ページ目の、今の特定

健康診査の表ですが、まずここに挙げている数字が【健診目標率】というという項目が挙

げられていますが、先ほどの説明では、船員手帳の健診は、船員保険被保険者は全員受け

て、船員保険法で既に受診をしているわけで、あくまでもそのデータの回収率を上げたい

というご説明だったのですね。 

 であるとすると、いわゆる検査、健診を促して健康促進につなげるということと本質的

に違うだろうと思います。要するに、船員の場合、船員手帳の健康診断を受けなかったら

雇い入れしてもらえないので、そもそも船に乗れないわけで、必ず全ての船員が１年に１

回、期限を切らさないように健診を受けているわけです。ですから、そのデータを集める

ことの意味は否定はしないですが、それを健診の目標率として挙げるということは、実態

に合っていない、違うものを目標値に挙げているのではないかなということをちょっと指

摘しておきたいと思います。 

 その上で、ここで目標に挙げている、その全体の数字を50％から65％に上げるという中

には、船員保険の健診のデータを集めている部分は含まれていないという理解でよろしい

のでしょうか。もし含まれているとしたら、ここの数字そのものが余り意味のない数字で

はないかなと思います。 

 要は健康診断、健診を受ける被保険者、被扶養者を含めて、受診率を上げることが目標
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でありますから、そのことと、船員法で定められている船員手帳の健診は100％なわけで

すが、それを直接リンクさせる必要はないのだろうと思います。 

 むしろ船員の被保険者の立場からすると、船員保険の確認の健診を受ける際に、それが

いわゆる生活習慣病の予防健診であったり、あるいは船員保険の健診以上の検査項目が含

まれた特定健診ですか、そういったものであれば非常に合理的なわけです。要するに１回

検査に行けば、船員手帳の交付も受けられ、さらにいわゆる生活習慣病とか、そういう付

加された検査もできるのであれば効果的であると思います。 

 さらに言うと、そこに先ほどあった、いわゆる船員保険で一定程度の補助がなされると

か、そういうワンストップというか、被保険者の立場に立った、インセンティブと言うと

言葉はちょっと適当ではないですが、どのみち１年に１回必ず船員保険の健診を義務づけ

られているわけですから、それがいわゆる生活習慣病の予防健診であったり、特定健診で

すか、そういうより検査を促すような、そういった形につながるような制度設計にしてい

ただきたいと思います。その上で、その目標値を定めて上げていくということは、より効

果的だと思います。 

 若干の質問と、意見を述べさせていただきました。 

 

岩村委員長： 

では、事務局のほうでお願いいたします。 

 

前島船員保険部次長： 

ありがとうございます。この健診につきましては、単に健診を受けていただくということ

だけを目標にしているわけではございませんで、その結果、リスクを保有されている方に

保健指導等も実施して、健康になっていただくといったことが最終目的というところでご

ざいます。 

 船員につきましては、その船員手帳健診を受けられているというところですが、その検

査結果が我々のところにないと、そのつなぎができない、健康なのか、リスクを保有され

ているのかといったことが我々に把握できなくて、次につなげていけないというところ

で、この手帳健診の結果をいただいた上で、健康増進につなげていくといったところが最

終的な目標ということで、こういった手帳健診のデータをいただいた方を、こういった健

診の受診率に追加しているというところでございます。 

 我々といたしましては、先ほど田中委員おっしゃったように、項目が充実しております

生活習慣病予防健診を受けていただいて、ほとんどの健診実施機関ではこの健康証明もで

きますので、できればこちらにシフトしていただくということも踏まえまして、次年度か

らこの自己負担の無料化等を実施させていただいて、この率を上げていきたいという趣旨

でございます。 
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岩村委員長： 

内藤委員、どうぞ。 

 

内藤委員： 

今、田中委員がおっしゃった関連ですが、船舶所有者の立場から言って、やはり１年に１

回健康診断は義務づけられている。ただ、健康診断の結果が、よほど数値的な問題があっ

て乗船はできないよと言わない限り、我々は雇用義務と乗船の義務があるので、なかなか

乗船してはいけないよというデータがドクターのほうから出てこない。今おっしゃったよ

うに、例えば血圧の高い人、生活習慣病がある人は、会社のほうで気をつけて乗船を控え

ていかないと、高齢化社会、特に船員の高齢化が進んでいきますと、やはり、そこまでチ

ェックしていかないと、職務外に傷病が発生してしまうというのが現状でございます。 

 今、労働組合側からおっしゃった、どこかのチェックポイントで、これ以上になった

ら、我々が受けている人間ドックのように、再検査の必要というものを出していただき、

乗船をおくらせることによって、未然に災害を防ぐことができるのではないかと考えま

す。 

 ご指摘のとおり、現実に乗船中に傷病になってしまった場合もございますし、やはりど

こかで、データベースでルール化をしていただければ、未然に防げるのではないかと考え

ます。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。これは、少なくとも私の理解では、前段の健診目標率というのは

生活習慣病の予防健診という形で船員保険が行っているものと、それから船員手帳健診と

いうことで、これは船員法に基づいて行っているものとを、それぞれ情報を集めて、そこ

から、現在の医療保険法で一番力を入れている特定保健指導のところに結びつけていくと

いう、そこに一番の重点があるのだと理解しています。 

 ですから、船員さんについて言えば、生活習慣病予防健診と、それから船員手帳の健診

というところから、既に生活習慣病になっていらっしゃるか、もうこのままでいくとなり

そうだという方をピックアップした上で、特定保健指導に結びつけていくという考え方だ

と思いますので、ただ単にデータを集めているということではなく、集めたデータの中か

ら、将来、生活習慣病、さらにそこから悪化していくという方をピックアップして予防し

ましょうという仕組みかなと理解しているところでございます。 

 そういう意味で、先ほど田中委員、それから今、内藤委員がおっしゃったような、この

生活習慣病の予防健診というものと船員手帳の健診というものとの間のリンケージをどう

考えるかという、その問題は、また工夫の余地があると思うのですが、全体の構造は今申

し上げたようなところかなと思っていますので、そういうことで理解をしていただいた上
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で、工夫の余地については、また検討させていただくというようなことにすると、もちろ

ん、できるだけ一番効率よく、船員の皆様方がきちっと健診を受けていただいて、自分の

健康状態というものをよく把握した上で、必要があれば、きちっと予防のためのいろいろ

な指導を受けたり、あるいは自分で努力をしたりということを、船員さんの場合は船に上

がってしまうので、非常に難しいということはよくわかるのですが、それを考えていただ

くというところに結びつけていくということが、恐らく船員保険として、この戦略的な役

割として一番取り組むべき事項なのだろうなと思います。 

 そういう意味で、船員手帳のほうは制度上、別途の縛りがあるので、これをいじること

はなかなか難しいと思いますが、船員保険のほうで何か工夫ができるのかどうかというよ

うなことは、きょうご指摘がありましたから、ちょっと事務局のほうでご検討いただくと

いうことでお願いできればと思いますが、よろしいでしょうか。 

 では、田中委員どうぞ。 

 

田中委員： 

今の説明で、よくわかりました。 

 しかし、そうすると、ちょっとこの表の表現というのは非常にわかりにくいので、もう

一度確認をしたいのですが、資料２－３の２ページの【健診目標率】の表ですが、被保険

者の一番上の生活習慣病予防健診というのは、船員手帳健診の一部を含むという理解だと

思うので、それでは、そこに（船員手帳健診の一部を含む）と付記していただけたらわか

りやすいと思います。 

 それからもう１つ、先ほど申しましたように、その船員手帳の健診というのは100％の

受診率が既にあるわけですから、船員手帳健診（報告率）とか、そういう付記をしていた

だくと、受診はもう100％しているわけで、その報告をされている、要するにデータとし

て健康保険協会のほうでつかめているデータ数という表記をしていただければ、よりわか

りやすいだろうと思います。 

 以上です。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。今の点は、ちょっとまた事務局のほうでわかりやすい表記という

ことでご検討いただければと思いますし、生活習慣病予防健診を受ければ、それでもって

船員手帳の健診をしたことになりますというような、そういう制度的なリンケージが図れ

ると、かなり有効なのかなという気もしますので、コストの問題があるから、ちょっとあ

れなのですが、その辺も含めて、次年度以降にまた検討いただければと思いますが、もし

何かあれば。 

 

前島船員保険部次長： 
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ありがとうございます。この表の表記につきましては検討させていただくこととしたいと

思います。 

 そして、生活習慣病予防健診を受けていただければ、ほとんどの機関でこの手帳健診を

受けた健康証明もお出しできるということになっておりますので、そこは既にリンクして

いるところがほとんどだというところと、それから費用の面につきましても、今後全て船

員保険のほうから補助をするといった形で、費用の面もこれからメリットが出るのではな

いかということで、できるだけこちらにシフトしていただければということで我々として

は考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。そうしますと、要は船員の皆様に対する、あるいは船主の皆様に

対する広報が、多分これから重要になるのだと思いますので、要は生活習慣病予防健診を

受ければ、それで結局、手帳にもつながりますという形で、１回で済みますという先ほど

田中委員がおっしゃったように、そういう形になることが一番よいのだと思いますので、

その辺はまた広報活動の問題もあるので、全体を含めてご検討いただければと思います。

ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局のほうは、きょういろいろご意見も頂戴したところですので、平成30

年度の事業計画の案を、これを踏まえて作成していただくようお願いしたいと思います。 

 それでは、次に議題３．その他でございます。事務局のほうから説明をお願いいたしま

す。 

 

３．その他 

 

前島船員保険部次長： 

参考資料を３つご用意させていただいております。 

 まず参考資料１でございます。昨年の年末に平成30年度の診療報酬改定等につきまして

公表されておりましたので、改めてこちらでご報告させていただいているところでござい

ます。 

 診療報酬の改定率につきましては、ここに記載のとおりでございまして、診療報酬本体

の改定率がプラス0.55％、薬価等ということで、薬価の改定がマイナス1.65％、材料価格

の改定がマイナス0.09％ということになってございます。 

 それから２ページ目ですが、介護報酬も同時に改定されておりまして、介護報酬につき

ましてはプラス0.54％ということで決定されております。 

 今後具体的な診療報酬、介護報酬の改定につきましては議論されると伺っております。 
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 それから、参考で３ページ目、４ページ目ですが、６つの医療保険者関係団体の長から

厚生労働大臣宛てに、この改定率が決まります前に要請書を提出しているというところで

ございますので、あわせてご報告させていただきました。 

 それから、続きまして参考資料２でございます。前回の協議会におきまして、被保険者

の年齢等に関するご質問がありましたので、そのご回答ということでございます。表面に

被保険者の平均年齢の推移ということで、平成21年度から平成28年度までの実績をグラフ

にしております。ご覧のとおり、徐々にですが、平均年齢は下がってきているという実態

でございます。医療給付費の推計に当たりましては、こういった年齢構成も加味した実績

をもとに推計をしているところでございまして、実態に即した推計を行っているところで

ございます。 

 それから裏面ですが、被保険者の年齢構成の割合と実数をグラフ化してございます。や

はり船員保険につきましては、この55歳から64歳のところが一番ピークの山だというとこ

ろで、今後こういった方々が引退されるといったときには、若者が入ってこないと被保険

者の減少につながっていく可能性があるというところで、今後とも注視していきたいと考

えてございます。 

 それから、最後に参考資料３ですが、こちらも前回の協議会でご質問をいただいたもの

でございます。健康保険組合における保険料の負担割合に関するものでございまして、こ

ちらは健康保険組合連合会さんが出版されております出版物からの抜粋でございます。労

使折半で保険料を負担されている組合の割合が34％、それ以外ということで、事業主が２

分の１以上を上回る負担をしていらっしゃる組合が66％という結果ですが、この事業主が

２分の１以上と負担している中でも、55％も含めまして９割以上は大体６対４までの負担

ということでおさまるといったところでございました。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 ただいま説明いただきました資料について何かご意見あるいはご質問がありましたらと

思いますが、いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございましょうか。健康保険組合の件については、多分、安藤理事長が一番

詳しいと思いますが、事業主のほうが割合が高いというところは、大体多くの場合、デフ

ォルトの保険料率が低いんですね。そういうことから事業主の割合が高くなっているとい

うことがあるかなというようには思います。健康保険組合の財務状況は非常に多様なの

で、そう単純に、今のように、全部が全部そういうわけではありませんが、一般的な傾向

としてはそういうことかなとは思っています。 

 よろしゅうございましょうか。それでは、本日の船員協議会はここまでということにさ

せていただきたいと思います。 
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 次回の日程等について事務局から説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

前島船員保険部次長： 

 本日はありがとうございました。次回の船員保険協議会につきましては３月12日月曜日

でございますが、15時から、こちらの建物、アルカディア市ヶ谷にて開催させていただき

ます。議題につきましては、平成30年度事業計画及び予算（案）についてご審議をいただ

く予定としております。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。それでは、本日の船員保険協議会はこれで閉会とさせていただ

きたいと思います。多様なご意見をいただきまして、まことにありがとうございました。

どうもありがとうございます。（了） 


