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令和 3年度 事業計画（北海道支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 １．健全な財政運営 

○ 評議会における保険料率に関する議論 

○ 保険財政に関する周知広報 

○ 各審議会等の協議の場における意見発信 

 

２．サービス水準の向上 

○ サービススタンダード 100％の遵守 

○ 郵送による申請の促進 

○ お客様満足度の向上 

○ 年金事務所内の出張相談窓口の廃止に関する周知 

 ■ KPI：①サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

     ②現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする 

 

３．限度額適用認定証の利用促進 

○ 限度額適用認定証の利用促進に向けた各種取組の推進 

 

４．現金給付の適正化の推進 

○ 業務処理手順の標準化の徹底 

○ 傷病手当金と障害年金等との併給調整の適正履行 

○ 傷病手当金等の適正給付の推進 
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５．効果的なレセプト内容点検等の推進 

○ 査定率の向上につながる内容点検の実施 

○ 社会保険診療報酬支払基金北海道支部との情報共有 

○ 社会保険診療報酬支払基金改革を踏まえた対応 

○ 資格及び外傷点検の効果的な実施 

■ KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）を前年度以上とする 

（※査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額） 

②協会けんぽの再審査レセプト１件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

６．柔道整復施術療養費の照会業務等の強化 

○ 患者照会（負傷原因等）に関する照会業務の強化 

○ 施術管理者に対する照会業務の強化 

○ 適正受診に関する周知広報 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合を対前年度以 

下とする 

 

７．あんまマッサージ指圧・はりきゅう施術療養費の審査手順の最適化等の推進 

○ 審査手順の標準化の推進 

○ 審査業務の強化 

○ 適正受診に関する周知広報 
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８．返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

○ 保険証回収業務の強化 

○ 保険証の確実な回収に向けた事業所に対する周知 

○ 債権管理業務の効率化・回収業務の推進 

 ■ KPI：①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後１か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

９．被扶養者資格の再確認の徹底 

○ 被扶養者資格の再確認の実施 

○ 未提出事業所に対する提出勧奨の強化 

○ 未送達事業所に対する調査 

 ■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 

 

10．業務改革の推進 

○ 業務の標準化・効率化・簡素化の推進 

○ 生産性の向上の推進 
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２．戦略的保険者機能関係 １．第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

○ 「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２期保 

健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

○ 「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部別スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、第２期保 

健事業実施計画（データヘルス計画）の PDCAサイクルを効果的・効率的に回し、取組の実効性を高める。 

 

ⅰ）特定健診実施率・事業者健診データの取得率等の向上 

○ 被保険者の特定健診実施率の向上 

○ 事業者健診データ取得率の向上 

○ 被扶養者の特定健診実施率の向上 

■ KPI：特定健診実施率を 55.0％以上とする 

 （内訳） 

① 生活習慣病予防健診実施率を 52.4％以上とする 

・ 被保険者（40歳以上）：実施対象者数 791,721人、実施見込者数 414,600人 

② 事業者健診データ取得率を 10.1％以上とする 

・ 被保険者（40歳以上）：実施対象者数 791,721人、取得見込者数 79,700人 

③ 被扶養者の特定健診実施率を 28.4％以上とする 

・ 被扶養者（40歳以上）：実施対象者数 222,792人、実施見込者数 63,300人 
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ⅱ）特定保健指導の実施率及び質の向上 

○ 被保険者の特定保健指導実施率の向上 

○ 被扶養者の特定保健指導実施率の向上  

○ 特定保健指導の質の向上 

■ KPI：特定保健指導実施率を 19.5％以上とする 

（内訳） 

① 被保険者の特定保健指導実施率を 19.0％以上とする 

・ 被保険者（40歳以上）：特定保健指導対象者数 99,849人、実施見込者数 18,980人 

② 被扶養者の特定保健指導実施率を 27.7％以上とする 

・ 被扶養者（40歳以上）：特定保健指導対象者数 5,444人、実施見込者数 1,510人 

 

ⅲ）重症化予防対策の推進 

○ 医療機関を受診していない治療放置者に対する受診勧奨の推進 

 （未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数：12,000人） 

○ 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業の推進 

■ KPI：受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進 

○ 宣言項目や事業所カルテの見直し 

○ 宣言事業所数の拡大 

○ 宣言事業所等における健康づくりに関する取組の質の向上 

○ 行政等との連携の強化 

○ ヘルスリテラシーの向上 

○ メンタルヘルス対策の推進 

■ KPI：健康宣言事業所数を 2,400事業所以上とする 
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ⅴ）支部独自の保健事業の推進 

○ 喫煙率の減少に向けた取組（ポピュレーションアプローチ関係） 

○ 喫煙率の減少に向けた取組（ハイリスクアプローチ関係） 

■ KPI：被保険者の喫煙率を 38.28％以下とする 

 

２．広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

○ 支部広報計画に基づく広報活動の推進 

○ 健康保険委員の委嘱拡大及び活動の活性化 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 43.5％以上とする 

 

３．ジェネリック医薬品の使用促進 

○ 課題分析の推進 

○ 医療機関・薬局へのアプローチ 

○ 加入者へのアプローチ 

○ 北海道・北海道薬剤師会・他の保険者等との連携 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）を年度末時点で対前年度以上とする 

（※医科、DPC、歯科、調剤） 

 

４．インセンティブ制度の実施及び検証 

○ インセンティブ制度の見直し等に関する評議会における議論 

○ 周知広報の確実な実施 
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５．地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信 

○ 医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

○ 医療提供体制に係る意見発信 

○ 医療保険制度の持続可能性の確保等に向けた意見発信 

○ 上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デー 

タ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

６．調査研究の推進 

○ 支部による医療費分析 

○ 外部有識者を活用した調査研究の実施 

○ 調査研究の推進並びに研究成果の社会的還元に向けた各種施策の検討及び実施 
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３．組織・運営体制関係 Ⅰ）人事・組織に関する取組 

 

１．人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

○ 評価者研修等を通じたグループ長補佐のマネジメント能力強化 

○ 適切な人員配置 

 

２．人事評価制度の適正な運用 

○ 評価者研修等を通じた人事評価制度の適正な運用の徹底 

 

３．OJTを中心とした人材育成 

○ 支部独自研修等を通じた人材育成 

 

Ⅱ）内部統制に関する取組 

 

４．リスク管理 

○ リスク意識や危機管理能力の向上 

○ 業務実施状況等に係る自主点検の確実な実施 

○ 大規模自然災害等に備えた定期的な訓練の実施 

 

５．コンプライアンスの徹底 

○ コンプライアンスの遵守の徹底 
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Ⅲ）その他の取組 

 

６．費用対効果を踏まえたコスト削減等 

○ 調達における競争性の向上 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合を 20％以下とする 

 

 

- 10-



 

 

令和 3年度 事業計画（青森支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準化、効率

化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。 

 

（１）健全な財政運営 

① 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏まえ、支部評

議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

② 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今後の見通しに関

する情報発信を行う。 

③ 各審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

 

（２）サービス水準の向上 

① 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10 日間）を遵守する。 

② 手続きの利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進することとし、各種広報や健康保険委員研修会等において周

知に努める。 

③ お客様満足度調査やお客様の声など加入者・事業主の意見等を踏まえた適格な対応に努め、お客様サービスの向上を図る。 

④ 高額療養費の未申請者に対し、あらかじめ申請内容を印字した支給申請書を送付し、申請を勧奨する。 

 

■KPI：ア.サービススタンダードの達成状況を 100％とする。 

イ.現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする。 

 

（３）限度額適用認定証の利用促進 

① オンライン資格確認の実施状況を踏まえつつ、引き続き医療機関・事業所及び市町村窓口にリーフレットと一体になった申請書の設置

依頼を文書や電話などで実施する。また、事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報を実施し利用促進を図る。 

② 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 
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（４）現金給付の適正化の推進 

① 不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。また、不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて議論を

行い、事業主への立入検査を積極的に行う。 

② 本部から提供される「不正が疑われる事案の抽出データ」を活用し現金給付の適正化に努める。 

③ 傷病手当金と障害年金等との併給調整について、事務手順書に基づき確実に実施する。 

 

（５）効果的なレセプト点検の推進 

① 診療報酬が正しく請求されているか確認を行うとともに、医療費の適正化を図るために資格・外傷・内容の各点検を実施する。 

② レセプト内容点検効果向上計画に基づき、システムを有効に活用し、協会のノウハウを最大限に活かした効果的なレセプト点検を推進

する。 

③ 高額査定事例の収集・共有化を図り、高点数レセプトを優先したスケジュールで、効率的なレセプト点検を実施する。 

④ 支部策定の「レセプト点検員育成計画書」に基づき、点検員の点検技術の底上げを図る。 

 

■KPI：社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする。 

■KPI：協会けんぽの再審査レセプト 1 件当たりの査定額を対前年度以上とする。 

 

（６）柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

① 多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）及び部位ころがし（負傷部位を意図的に変更することに

よる過剰受診）の申請について、加入者に対する文書照会を実施する。 

② 柔整審査会において厳格に内容審査を行うとともに、必要に応じて施術管理者への照会や注意喚起文書の送付、更には、面接確認

委員会への呼び出しを実施する。 

③ 加入者への照会時にパンフレットを同封し、柔道整復施術受診について適正受診の促進を図る。 

④ 青森県柔道整復師会等と連携し患者への注意喚起・周知広報を実施することで、適正受診の向上を図る。 

 

■KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対前年度以

下とする。 

 

（７）あんまマッサージ指圧・はりきゅう施術療養費の適正化の推進 

① 受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施する。 
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② 不正疑い事案については、厚生局へ情報提供を行い、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

（８）返納金債権の発生防止のための保険証回収強化 

① 日本年金機構の資格喪失処理後 2 週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、「被保険者証回

収不能届」を活用した電話催告等により強化を図る。 

② 保険証の未回収の多い事業所に対し、文書や電話、訪問により、資格喪失時の保険証回収の徹底を依頼する。 

③ 資格喪失時の保険証回収について、リーフレット等で広報するほか、届の提出先である年金事務所に対し、定期的に保険証回収の協

力依頼を行う。 

 

■KPI：日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1 か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする。 

 

（９）債権管理回収業務の推進 

① 文書や電話、訪問による催告のほか、顧問弁護士名による文書催告を積極的に活用するとともに、法的手続きによる回収を強化するこ

とにより、債権の早期回収に努める。 

② 資格喪失後受診の返納金債権について、国民健康保険との保険者間調整スキームを積極的に活用し、確実な債権回収を図る。 

③ 交通事故等の損害賠償金債権について、損害保険会社等に対して早期に折衝を図り、より確実な回収に努める。 

④ 傷害事故や自転車事故等の加害者本人あての求償事案において、漏れなく適正に請求する。 

 

■KPI：返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする。 

 

（10）被扶養者資格の再確認の徹底 

① 被扶養者資格確認リストの提出率を高めるため、積極的に社会保険労務士の受託分の向上を図る。 

② 被扶養者資格確認リストの未提出事業所への電話や文書による提出勧奨を実施する。 

③ 未送達事業所については、所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

■KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 95.8％以上とする。 

 

（11）業務改革の推進 

現金給付業務等について、勉強会等による業務マニュアルに基づく統一的な事務処理の徹底、及び各職員の業務量・スキルに基づく柔軟・
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最適な事務処理の定着化に努め、職員の多能化及び生産性の向上を図る。 

２．戦略的保険者機能関係 （１）第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

 「特定健診・特定保健指導の推進」「重症化予防の対策」「コラボヘルスの取組」を基本的な実施事項とする第２期保健事業実施計

画（データヘルス計画）に基づく取組を、計画前半の評価（中間評価）を踏まえ、着実かつ効果的、効率的に実施する。 

なお、「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部別スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、第２期保健事業実施

計画（データヘルス計画）の PDCA サイクルを効果的・効率的に回し、取組の実効性を高める。 

 

【上位目標】 

脳血管疾患、心疾患、糖尿病の入院医療費に占める割合を 1.5％引き下げる。 

【中位目標】 

喫煙対策を柱とした事業を展開し、生活習慣病リスク保有者の割合を減少させる。 

① 習慣的に喫煙する者を５％減少させる。 

② Ⅲ度高血圧（180/110mmHg 以上）の者を２割減少させる。 

③ 空腹時血糖 160mg/dl(HbA1c 8.4%) 以上の者を２割減少させる。 

【下位目標】 

・禁煙に取り組む人及び受動喫煙対策に取り組む事業所を増やす。 

・Ⅲ度高血圧（180/110mmHg 以上）の未治療者を減らす。 

・空腹時血糖 160mg/dl(HbA1c 8.4%) 以上の未治療者を減らす。 

 

 i）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

〇被保険者（40 歳以上）（実施対象者数：194,757 人） 

・生活習慣病予防健診 実施率 61.5％（実施見込者数：119,700 人） 

・事業者健診データ  取得率 11.0％（取得見込者数： 21,420 人） 

〇被扶養者（実施対象者数： 54,805 人） 

・特定健康診査    実施率 31.5％（実施見込者数： 17,260 人） 

（被保険者・被扶養者合計実施率：63.5％） 

〇健診実施率等の向上に向けた取組 

・契約健診機関の少ない地域において、被保険者及び被扶養者を対象とした集合バス健診（検診車による出張健診）を実施する。 
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・健診・保健指導カルテ等の活用により実施率への影響が大きいと見込まれる事業所や業態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけ

ることで、効果的・効率的な受診勧奨（事業者健診データの取得）を行う。 

・事業者健診データ取得率向上に向け、事業所に対するアンケートの実施及び提供手順書の作成・活用を行い、勧奨業務の外部委託

と組み合わせて効果的な取得勧奨業務を実施する。 

・被扶養者の特定健診実施率向上に向け、ナッジ理論やＧＩＳを活用し、効果的な受診勧奨を実施する。 

・次年度 40 歳到達者（特定健診デビュー年齢対象者）に対する特定健診受診勧奨を実施する。 

・ショッピングセンター等における「まちかど健診」（特定健診）を実施する。 

 

■KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 61.5％以上とする 

     ② 事業者健診データ取得率を 11.0％以上とする 

     ③ 被扶養者の特定健診実施率を 31.5％以上とする 

 

ii）特定保健指導の実施率及び質の向上 

〇被保険者（特定保健指導対象者数： 28,500 人） 

・特定保健指導    実施率 25.7％（実施見込者数：7,320 人） 

〇被扶養者（特定保健指導対象者数： 1,484 人） 

・特定保健指導    実施率 22.0％（実施見込者数：326 人） 

（被保険者・被扶養者合計実施率：25.5％） 

〇特定保健指導の実施率向上に向けた取組 

・生活習慣病予防健診委託機関に働きかけ、健診当日の特定保健指導実施を推進する。 

・ＩＣＴを活用した特定保健指導を導入し、特定保健指導の利用拡大を図る。 

・好事例、効果、体験談等をまとめたパンフレットを作成・活用し、特定保健指導利用勧奨を効果的に実施する。 

・ショッピングセンター等における「まちかど保健指導」を実施する。 

 

■KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を 25.7％以上とする 

     ② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 22.0％以上とする 

 

 iii）重症化予防対策の推進 

〇未治療者に対する受診勧奨 
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・事業所を通じて血圧値及び血糖値が重症域にある方に勧奨通知を送付し、医療機関への受診勧奨を行う。 

・生活習慣病リスクが高い方に健診結果に応じた生活習慣病の発症予測等を情報提供し、生活習慣の改善や医療機関受診などの行

動変容を促す。 

○糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・医師会との連携協定による糖尿病性腎症重症化予防プログラムを実施する。 

 

■KPI：受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

iv）コラボヘルスの推進 

「データヘルス計画」による協働事業や健康宣言事業所の更なる拡大により、保健事業の実効性を高め、事業主を支援することで、従

業員の健康の維持・増進に最大限努める。 

また、健康宣言事業所に対するフォローアップの強化を図る。 

① 健康宣言未実施事業所への文書及び訪問勧奨 

② 健康宣言による事業所に対するインセンティブの充実および周知広報 

③ 健康宣言事業所への事業所健康度診断書（事業所カルテ）の発行 

④ 健康教育（身体活動・運動や食生活・栄養）を通じた若年期からの新たなポピュレーションアプローチや、事業所等と連携したメ

ンタルヘルス予防対策等について検討する 

 

■KPI：健康宣言事業所数を 1,600 事業所以上とする。 

 

（２）広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

① 支部ホームページやメールマガジンによるタイムリーな情報発信を継続する。 

② 自治体との共同広報の実施、自治体や関係団体との健康セミナー等の共同開催など、連携による広報や各種メディアへの情報発信

を強化する。 

③ アンケート等により、加入者・事業主から直接意見を聞くとともに、ナッジ理論等を活用した、わかりやすく、加入者・事業主の行動変容

に結びつく広報を行う。  

④ 本部が作成する全支部共通のパンフレットや youtube 等の動画を活用した広報を行う。 

⑤ 健康保険委員の活性化のため、委員を対象とした研修会、広報を通じた情報提供の充実を図る。 
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⑥ 健康保険委員表彰を実施する。 

⑦ 日本年金機構や関係団体と協力・連携を図りながら、新規適用事業所や未選任事業所に対する勧奨を行う。 

⑧ 健康宣言の実施にあたり健康保険委員の登録を必須とし、健康宣言未実施事業所への勧奨と連動した文書・訪問勧奨を行う。 

 

■KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 50.0％以上とする。 

 

（３）ジェネリック医薬品の使用促進 

＜課題分析＞ 

・本部より提供される「ジェネリックカルテ」および「データブック」を活用し、阻害要因を分析のうえ施策の検討などを目指す。 

＜医療機関・薬局へのアプローチ＞ 

・青森県薬剤師会と連携して公立病院等への広報を行う。 

・青森県薬剤師会と連携して、ジェネリック医薬品希望の意思表示をしたお薬手帳カバーを作成のうえ、薬局において切り替え意思表示

のツールとして使用する。 

・個別の医療機関・調剤薬局に対する見える化ツールの活用に際しては、上記課題分析の結果に基づき効果的なアプローチを行う。 

＜加入者へのアプローチ＞ 

・本部が年度内に２回実施するジェネリック医薬品軽減額通知サービスの効果を着実なものとするよう、広報誌やメールマガジン、WEB

広告等あらゆる媒体を活用した周知広報を行う。 

・ジェネリック医薬品希望シール、Ｑ＆Ａ、リーフレット等の配布、関係団体と連携のうえ各研修会等での説明など、きめ細かな普及啓発

を行う。 

＜その他の取組＞ 

・青森県後発医薬品安心使用促進協議会へ積極的に参画し、意見発信を行う。 

・医療機関・薬局へのアプローチをスムーズにするため、必要に応じて県担当部局、関係機関への働きかけを行う。 

 

■KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）を対前年度以上とする。 

（※）医科、DPC、調剤、歯科における使用割合 
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（４）インセンティブ制度の実施及び検証 

令和２年度の実施結果を迅速に検証し、その後の検討につなげるとともに、引き続き、制度の周知広報を丁寧に行う。 

 

（５）地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信 

① 医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・医療審議会や医療費適正化計画に係る懇話会へ参画し、現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把

握しつつ、医療計画及び医療費適正化計画が着実に推進されるよう意見発信を行う。 

② 医療提供体制に係る意見発信 

・効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等へ積極的に参画し、協会における医療

データの分析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国・都道府県等から提供された医療データ等を活用するなど、エビデ

ンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

③ 医療保険制度の持続可能性の確保等に向けた意見発信 

・健康づくりに関する協議会等において、加入者の健康増進や医療保険制度の持続可能性の確保等に関する意見発信を行う。 

④ 上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの「上手な医療

のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

⑤ 各種審議会における意見発信のほか、ホームページ等により加入者や事業主へ意見発信を行う。 

⑥ 地方自治体や医療関係団体等との間で医療情報の分析や保健事業における連携を強めるとともに、関係機関と共同して加入者の健

康増進や医療費の適正化、各種広報を実施するなどの連携推進を図る。 

 

■KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療データ等を

活用した効果的な意見発信を実施する。 

 

（６）調査研究の推進 

① 支部における医療費分析 

・協会が保有するデータを活用し、加入者の受診傾向や医療費の動向等について地域別・職域別の分析を行う。また、地域別に分析

する際には GIS を活用するなど視覚効果も取り入れる。 

② 外部有識者を活用した調査研究の実施 
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・外部有識者の意見を取り入れることにより、分析の質の向上を図る。 

③ 調査研究の推進並びに研究成果の社会的還元に向けた各種施策の検討及び実施 

・分析成果等を発表するため、本部が主催する調査研究フォーラムや調査研究報告書、公衆衛生学会等へ積極的に応募する。 

 

３．組織・運営体制関係 （１）人事・組織に関する取組 

① 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・人員の適正配置により、業務の効率化・平準化を徹底する。 

 

② 人事評価制度の適正な運用 

・評価者研修などを通じて、評価者を中心として個人目標の設定や評価結果のフィードバックによる人材育成の重要性など、職員の人

事評価制度に関する理解を深めるとともに、評価結果を適正に処遇に反映させることにより、実績や能力本位の人事を推進する。 

 

③ ＯＪＴを中心とした人材育成 

・ＯＪＴ・集合研修・自己啓発を組み合わせた研修、定期的なジョブローテーションの実施により、組織基盤の底上げを図る。 

 

（２）内部統制に関する取組 

① リスク管理 

・大規模自然災害や個人情報保護・情報セキュリティ事案への対応などについて、最新の防災情報等に即し、より幅広いリスクに対応で

きるよう各種リスクを想定した訓練を実施する。 

・情報セキュリティ対策については、情報セキュリティインシデント対処手順書に基づき迅速かつ効率的な初動対応を行う。 

・平時から有事に万全に対応できるよう、危機管理能力の向上のための研修や訓練を実施する。 

 

② コンプライアンス、個人情報保護等の徹底 

・業務マニュアル等統一的処理ルールの順守・徹底により事務処理誤り発生ゼロを目指すほか、個人情報保護や情報セキュリティに関す

る規程等の順守、アクセス権限パスワードの適切な管理に努める等、職員研修等およびコンプライアンスマニュアル・自己点検チェックシー

トを活用してコンプライアンスのさらなる徹底を図る。 

 

（３）その他の取組 

費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期

までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組みを行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 
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・一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査等を実施し、次

回の調達改善につなげる。 

・また、少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札または見積競争公告（ホームページ等で調達案件を公示し広く

見積書の提出を募る方法）を実施する。 

 

■KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする。 
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令和 3年度 事業計画（岩手支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 ○健全な財政運営 

・保険料率に関して中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、評議会において丁寧な説明、議論を実施 

・事業主、加入者へ決算及び保険財政の見通しに関する情報を発信 

・岩手県医療審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見を発信 

 

○サービス水準の向上 

■ KPI：Ⅰ.サービススタンダードの達成状況を１００％とする 

Ⅱ.現金給付等の申請に係る郵送化率を９５．０％以上とする 

・サービススタンダード（10日間）の遵守率 100％を継続する 

・加入者、事業主へ郵送による申請の利便性を周知し、申請時の負担軽減を図る 

・お客様満足度調査やお客様の声を活用し、サービス水準の向上を図る 

 

○限度額適用認定証の利用促進 

・オンライン資格確認に係る業務影響（限度額認定証の提示が不要）に係る検証の実施 

・事業主や健康保険委員、関係機関等へのチラシやリーフレット等による広報の実施 

 

○現金給付の適正化の推進 

・審査業務の正確性と迅速性を高めるために標準化された業務プロセスを徹底し、更なる適正化を推進する 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整の適正な履行 

・疑義のある申請等について、保険給付適正化プロジェクトチーム会議での協議、および、事業所に対する立ち入り調査の

適宜実施 

 

○効果的なレセプト内容点検の推進  
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■ KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする 

②協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

・レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、高点数レセプトや高額査定事例を中心とした点検とシステムを活用

した効率的な点検の推進 

・社会保険診療報酬支払基金との連携強化 

 

○柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

■KPI: 柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月１５日以上の施術の申請の割合について 

対前年度以下とする 

・多部位や頻回、長期施術（部位ころがし）に対する受診者および柔道整復師への文書照会の強化 

・加入者へ正しい受診方法についての広報の実施 

 

○あんまマッサージ指圧・はりきゅう施術療養費の審査手順の最適化の推進 

・手順書に基づき、医師の再同意の確認を徹底するとともに、厚生局へ不正が疑われる事案について情報提供を行い、適正

化を図る 

 

○返納金債権発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

■KPI:Ⅰ.日本年金機構回収分も含めた資格喪失後１か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

Ⅱ.返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

・保険証未回収者への早期催告の実施、被保険者証回収不能届を活用した電話催告等の強化 

・無効保険証の早期回収に向けた広報および保険証適正利用に向けた制度周知 

・無資格受診により生じた返納金に対する保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施 

 

○被扶養者資格の再確認の徹底 
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■KPI:被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を９４．７％以上とする 

・マイナンバーの活用および未提出事業所への勧奨を徹底 

・未送達事業所の所在地情報について、年金事務所や事業所へ確認を行い、送達を徹底 

 

○業務改革の推進 

・マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・簡素化を推進 

・職員の意識改革を促進し、あらゆる状況に柔軟かつ最適な対応ができる事務処理体制を構築することで、さらなる生産性

の向上を図る 

 

２．戦略的保険者機能関係 ○第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

 

地域ごとの健康課題等を踏まえ策定した、「特定健診・特定保健指導の推進」「コラボヘルスの取組」「重症化予防の対策」

を柱とするデータヘルス計画の目標達成に向けて、下記のとおり取り組みを着実に実施する 

 

i) 特定健診実施率・事業者健診データ取得率の向上 

■KPI：①生活習慣病予防健診実施率を５９．６％以上とする 

・被保険者（40歳以上）（受診対象者数：１７９，１０１人） 

・生活習慣病予防健診 実施率５９．６％（受診見込者数：１０６，７４４人） 

◆生活習慣病予防健診受診者数の拡大 

・生活習慣病予防健診実施委託機関の拡大 

・健診推進経費を活用した実施数拡大に係る取組の実施 

・新規適用事業所を対象とした受診勧奨の実施 

・外部委託機関を活用した生活習慣病予防健診未利用事業所に対する受診勧奨の実施 

・生活習慣病予防健診未受診者に対する受診勧奨の実施 

・健診機関過疎地域事業所等への集合バス健診実施日程広報の実施 

・健診実施機関会議、実地調査訪問時を活用した、定期健診申込み事業所への生活習慣病予防健診への切替え、受け入れ人
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数拡大の要請 

・健診機関を活用した生活習慣病予防健診未利用事業所に対する受診勧奨の実施 

・全加入事業所に対して、生活習慣病予防健診パンフレット等を発送（年次発送）  

・経済団体等を活用した生活習慣病予防健診広報の実施 

・納入告知書同封チラシ、ハピネス、社会保険いわて等の広報誌を活用した広報の実施 

・健康保険委員研修会等を活用した広報の実施 

 

■KPI：②事業者健診データ取得率を１８．４％以上とする 

・事業者健診データ  取得率１８．４％（取得見込者数：３２，９５４人） 

◆事業者健診結果データ取得数の拡大 

・労働局との連名通知による受診勧奨の実施（外部委託機関を活用した電話勧奨と連動して実施） 

・外部委託機関を活用した電話勧奨の実施 

・データ提供契約健診機関の拡大交渉の実施 

・納入告知書同封チラシ、ハピネス、社会保険いわて等の広報誌を活用した広報の実施 

・健康保険委員研修会等を活用した広報の実施 

 

■KPI：③被扶養者の特定健診実施率を２７．８％以上とする 

・被扶養者（受診対象者数：５０，３９９人） 

・特定健康診査 実施率２７．８％（受診見込者数：１４，０１０人） 

◆被扶養者の特定健康診査受診者数の拡大 

・商業施設を活用した集合健診（まちかど健診）の更なる拡大 

・GISを活用した誘導型健診の実施 

・特定健診プラス（特定健康診査受診券を活用して生活習慣病予防健診並みのセット健診を提供する健診）、特定健診プラス

レディース（特定健康診査受診券を活用して生活習慣病予防健診並みのセット健診に乳がん検診、子宮頸がん検診をプラス

して提供する健診）の更なる推進 

・オプショナル健診（血管年齢測定、肌年齢測定等）を含めた集団健診の更なる拡大 
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・全対象者に対して特定健診パンフレット等を発送（年次発送） 

・新規適用被扶養者を対象とした受診勧奨の実施 

・特定健診とがん検診の同時受診の促進（年次発送時に特定健診受診機関の情報とともにがん検診の情報も同封） 

・納入告知書同封チラシ、ハピネス、社会保険いわて等の広報誌を活用した広報の実施 

 

ii)特定保健指導の実施率及び質の向上 

■KPI：①被保険者の特定保健指導の実施率を２４．１％以上とする 

・被保険者（特定保健指導対象者数：２８，２３３人） 

    ・特定保健指導    実施率２４．１％（実施見込者数：６，８０５人） 

（内訳）協会保健師実施分  １６．１％（実施見込者数：４，５４６人） 

     アウトソーシング分  ８．０％（実施見込者数：２，２５９人） 

◆支部直営（支部保健指導者）による特定保健指導実施者数の拡大 

・大口拒否事業所のリストアップと支部幹部職員による訪問勧奨の実施 

・事業者健診データ提供事業所への早期及び確実な特定保健指導案内の実施 

・新規適用事業所を対象とした利用勧奨の実施 

・過去の特定保健指導受け入れデータ等に基づく、効率的な特定保健指導日程の構築 

・外部委託機関を活用した積極的支援の継続支援の更なる実施（支部保健指導者が初回面談に注力するため継続支援の範囲

を動機づけ支援にも拡大） 

・保健師、管理栄養士等の積極的な採用と適正配置による保健指導実施体制の充実 

・研修等での保健指導者のスキルアップ等による初回面談中断率、途中中断率の低減 

・特定保健指導拒否事業所に在籍する被保険者を対象とした特定保健指導受診勧奨 

・オプショナル保健指導（通常の特定保健指導に AGA検査等追加）の実施 

・納入告知書同封チラシ、ハピネス、社会保険いわて等の広報誌を活用した広報の実施 

・生活習慣病予防健診年次発送時を活用した広報の実施 

 

◆外部委託機関活用による特定保健指導実施者数の拡大 
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・契約健診機関との特定保健指導実施者数拡大に向けた打合せの実施 

・生活習慣病予防健診実施機関での特定保健指導の外部委託拡大勧奨の実施 

・直営保健指導者不在地域、休日・夜間等の特定保健指導を希望する事業所の専門機関への外部委託の実施 

・納入告知書同封チラシ、ハピネス、社会保険いわて等の広報誌を活用した広報の実施 

・生活習慣病予防健診年次発送時を活用した広報の実施 

 

■KPI：②被扶養者の特定保健指導の実施率を８．０％以上とする 

・被扶養者（特定保健指導対象者数：１，１９４人） 

 ・特定保健指導    実施率８．０％（実施見込者数：９６人） 

◆被扶養者の特定保健指導実施者数の拡大 

・協会主催の集合健診時を活用した利用勧奨の更なる実施 

（健診機関による健診日当日の特定保健指導のほかに後日呼び出し方式での特定保健指導も検討） 

・特定保健指導利用券発送時を活用した利用勧奨の実施 

・支部保健指導者による ICT面談の推進 

 

iii)重症化予防対策の推進 

■KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を１１．８％以上とする 

○未治療者に対する受診勧奨（一次勧奨実施予定人数 ５，３３５人） 

（二次勧奨実施予定人数 １，００５人） 

・外部委託機関を活用した受診勧奨の実施 

 

○糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・血糖未治療者のうち、岩手県の基準により選定した対象者への腎症予防プログラム利用勧奨（文書）の実施 

・治療開始者への専門委託機関による糖尿病性腎症重症化プログラムの実施 

 

iV)健康経営（コラボヘルス）の推進 
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■KPI：健康経営宣言事業所数を１，３００事業所以上とする 

○「いわて健康経営宣言」事業の宣言登録事業所数の拡大 

○宣言登録事業所へのチェックシート結果のフィードバック 

○事業所健康度診断シートの提供 

○健康づくりに関する情報提供の実施 

○「いわて健康経営宣言」登録事業所に対するインセンティブ付与の充実 

○「いわて健康経営宣言」登録事業所ロゴマークのブランド化 

 

V)その他保健事業 

○関係団体との連携によるウォーキング大会、イベントへのブース出展等を通じた健康づくり事業の推進 

○歯科医師会等と連携した歯科健診事業の実施 

○健診結果の分析作業及び分析結果を活用した加入者への広報を実施 

○事業所健康づくりの推進 

 

〇広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

i)広報関係 

・日本年金機構との連携による広報の実施（納入告知書用チラシ） 

・「社会保険いわて」への記事提供 

・健康保険委員専用広報紙による広報の実施 

・メールマガジンの定期（臨時号含む）の発行および納入告知書等広報チラシ、各種研修会等の様々な機会を活用した登録

者数拡大 

・岩手日報への「健康経営」推進等に関する広告の掲載 

・WEB広告を活用した特定健診等、協会けんぽの各事業にかかる広報の実施 

・動画配信サイトを活用した健診受診率向上のための広報を実施 

・LINEを活用した加入者（被保険者、被扶養者）を対象とする広報の実施 

・研修用 DVDの作成 
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ii)健康保険委員関係 

■KPI:全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を５１．２％以上とする 

・文書による委嘱勧奨 

・外部委託業者を活用した委嘱勧奨 

・社会保険委員会、社会保険協会、および日本年金機構と連携した研修会の開催及び支部事業運営への協力依頼 

・健康保険委員表彰の実施 

・納入告知書同封チラシ等を活用した定期的な委嘱勧奨 

・新規適用事業所に対する委嘱勧奨 

・事業所訪問の際の委嘱勧奨 

・健康川柳コンクール受賞作品の選定における健康保険委員による協力 

・年金事務所算定説明会や各種研修会における委嘱勧奨 

・健康保険委員アンケート等の実施による加入者の意見の把握およびその意見を活かした事業の推進、次年度事業計画への

反映 

・健康保険委員の委嘱拡大を進めるため、新規委嘱登録に対するインセンティブを付与 

 

iii)その他 

・県とのより一層の連携体制の強化と、県民の健康的な生活実現のための取組みの推進 

・医療費・健診等データを活用した県との共同分析 

・医療関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会）との県民の健康づくりに関する覚書に基づく、県民の健康的な生活実現

のための連携した取組みの推進 

・経済関係５団体（商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、経営者協会、経済同友会）との覚書に基づく、県民の健康的

な生活実現のための取組みの推進 

・地方自治体との連携体制の構築と、住民の健康的な生活実現のための取組みの推進 

・その他、保険者協議会における他保険者などの関係団体との連携体制の構築と、県民の健康的な生活実現のための取組み

の推進 
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・岩手日報と連携した健康川柳コンクールの実施 

・関係団体等が開催するセミナー等の機会を捉えた協会けんぽのＰＲ活動の推進 

・マスコミ・関係団体等を通じた情報、意見発信 

 

○ジェネリック医薬品の使用促進 

■KPI：ジェネリック医薬品使用割合を年度末時点で対前年度以上とする ※医科、DPC、調剤、歯科における使用割合 

・県内医療機関・薬局への使用促進の依頼 

・ジェネリック医薬品に切り替えた際の軽減額通知の送付 

・関係団体と連携した使用促進の取組みの実施 

・セミナー等における参加者に対する使用促進の取組みの実施 

・乳幼児のいる家庭へのジェネリック医薬品使用促進等の医療費適正化啓発 

 

○インセンティブ制度の実施及び検証 

・各種広報媒体を活用したインセンティブ制度及び各インセンティブ指標の結果の周知、結果に基づいた次年度広報等への

活用 

 

○パイロット事業への積極的な応募 

・支部パイロット提案委員会を定期開催し、採用されるべく職員からの提案内容の精査、本部への提出 

 

○地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度の持続可能性の確保に向けた意見発信 

■KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、 

医療データ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

i)医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・岩手県医療審議会、岩手県医療審議会医療計画部会での意見発信 

 

ii)医療提供体制に係る意見発信 

- 29-



 

 

 

・地域医療構想調整会議への参加及び意見発信 

・地域医療構想調整会議における被用者保険参加枠拡大に向けた取組みの推進 

・保険者協議会での情報共有、連携した取組みの推進 

・標準化レセプト出現比（SCR）のデータ及び可視化ツールを活用した分析結果及び岩手県から提供される医療データ等を活

用した意見発信 

 

iii)医療保険制度の持続可能性の確保等に向けた意見発信 

・健康いわて２１プラン推進協議会、岩手県がん対策推進協議会、岩手県循環器病対策推進協議会、岩手県後発医薬品安心

使用促進協議会、保険者協議会における情報、意見発信 

 

iV)上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・かかりつけ医、休日時間外受診、後発医薬品使用促進等について医療計画や医療提供体制の協議の場で意見発信 

 

〇調査研究の推進 

i)医療費分析 

・医療費適正化に向けた事業実施につなげるため、岩手支部医療費の状況について分析を実施。分析結果を広報等で活用 

・ジェネリック医薬品使用促進に係る分析の実施、岩手県後発医薬品安心使用促進協議会等での意見発信 

  

ii)外部有識者を活用した調査研究の実施 

・分析方法、手法等について外部有識者を活用した調査研究の検討 

 

iii)調査研究の推進並びに研究成果の社会的還元に向けた各種施策の検討及び実施 

・協会けんぽ調査研究報告書、調査研究フォーラムへの応募を検討、研修成果を広報等で活用 

・健診受診率や特定保健指導に関する分析を行い、加入者に対する広報及び保健事業計画へ反映 

・地域における患者流出入の状況等を分析し、地域医療構想調整会議等の場で意見発信 
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３．組織・運営体制関係 I)人事・組織に関する取組 

○人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・マネージャー会議を活用した管理職の育成 

 

○人事評価制度の適正な運用 

・組織目標、役割定義に基づく適切な目標設定の実施 

・目標達成に向けた業務管理、業務改善の徹底 

・人材育成につながることを意識した評価結果のフィードバック 

 

○OJTを中心とした人材育成 

・本部研修の伝達および支部独自研修によるコンプライアンス、個人情報保護の順守徹底、ハラスメント発生の防止 

・現場の創意工夫や発想を活かして業務の効率化、業務の標準化、業務品質の向上を推進 

・本部研修へ職員の参加と伝達研修の実施 

・接遇等サービス向上、レセプト点検、保健師スキルアップ等について支部独自の研修等を実施 

・事業所訪問、各研修会での事業説明による営業力・発信力等の向上 

 

○リスク管理 

・個人情報保護および情報セキュリティ研修の実施 

・本部で実施する情報セキュリティ確認テストの実施とフィードバック 

・自主点検の着実な実施（半期に１回） 

 

○コンプライアンスの徹底 

・コンプライアンス研修の実施 

・コンプライアンス委員会の実施（半期に１回以上） 

 

○費用対効果を踏まえたコスト削減等 
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■KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20%以下とする 

一般競争入札件数が４件以下となる場合は一者応札件数を一件以下とする 

・入札案件の業者への声掛け、公告期間や納期までの期間の十分な確保 

・調達の執行における見積競争・企画競争の推進 
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令和 3年度 事業計画（宮城支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準

化、効率化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。 

 

① 健全な財政運営 

・ 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏ま

え、運営委員会や支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

・ 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今

後の見通しに関する情報発信を行う。 

・ 各審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

 

② サービス水準の向上 

・ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

・ 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・ お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から協会の課題を見いだし、迅速に対応する。 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.7％以上とする 

 

③ 限度額適用認定証の利用促進 

・ オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並びに

地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

・ 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に医療機関へ職員が訪問するなど周知と配置依頼を行

う。 

・ 令和 3年上期に実施予定の医療機関従事者向け研修会の際に、健康保険制度について説明し、限度額適用認定証の利用
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促進について、積極的に周知を図る。 

 

④ 現金給付の適正化の推進 

・ 標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・ 傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

・ 不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。

また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

⑤ 効果的なレセプト内容点検の推進 

・ 自動点検マスタ等のメンテナンスを行い、システム点検の効果的な活用や点検員のスキルアップを目指し、レセプト内

容点検効果向上計画に基づき効果的なレセプト点検を推進する。 

・ 支払基金支部との打ち合わせ会を定期的に開催し、疑義事例について説明を求めるとともに、審査に関する不合理な支

部間の審査差異については積極的に協議を行い解消を図る。 

■ KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

② 協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

⑥ 柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

・ 多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる

「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。 

なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術受

診についての正しい知識の普及を図る。 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について対前年

度以下とする 

 

⑦ あんまマッサージ指圧・はりきゅう施術療養費の審査手順の最適化の推進 
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・ 審査手順の標準化を推進する。 

・ 受領委任払制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った

不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

⑧ 返納金債権発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・ 日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保

険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・ 未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・ 債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施によ

り、返納金債権の回収率の向上を図る。 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

⑨ 被扶養者資格の再確認の徹底 

・ マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・ 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・ 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 

 

⑩ 業務改革の推進 

・ 現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・

簡素化を推進する。 

・ 職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟か

つ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 
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２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】  

Ⅰ 加入者の健康度の向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化 

 

① 第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２期保

健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

・ 「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部別スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、第２期保

健事業実施計画（データヘルス計画）の PDCAサイクルを効果的・効率的に回し、取組の実効性を高める。  

・ 喫煙、運動習慣及び減塩の対策について、宮城県全体で加入者（県民）に対する啓発活動を実施することができるよう、

宮城県及び関係団体に働きかけを行う。 

 

ⅰ）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

・ 特定健診実施率の向上に向けて、事業所検索機能を活用して抽出する未受診事業所（未受診者）に対し、重点的かつ優

先的に働きかけることで、効果的・効率的な受診勧奨を行う。 

・ 被扶養者の特定健診実施率の向上に向けて、地方自治体との連携を推進し、市町村が行うがん検診情報を加入者に提供

した上で、がん検診との同時実施等の拡大を図る。また、支部主催の「オプショナル健診」の実施拡大等、加入者の特性

やニーズに応えていく。 

・ 事業者健診データの取得促進に向けて、宮城県や宮城労働局と連携して勧奨を行う。 

 

〇 被保険者（40歳以上）（受診対象者：311,984人） 

・生活習慣病予防健診実施率 70.0％（実施見込者数：218,389人） 

・事業者健診データ 取得率 7.7％（取得見込者数：24,023人） 

〇 被扶養者（受診対象者：87,793人） 

・特定健康診査受診率 36.0％（実施見込者数：31,606人） 
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■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 70.0%以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 7.7％以上とする 

③ 被扶養者の特定健診実施率を 36.0％以上とする 

 

ⅱ）特定保健指導の実施率及び質の向上  

・ 健診実施機関等への外部委託による特定保健指導の更なる推進を図り、健診・保健指導を一貫して行うことができるよ

う健診当日の初回面談の実施を推進する。また、実施率への影響が大きいと見込まれる事業所等を選定し、重点的かつ優

先的に利用勧奨を行う。併せて、遠隔保健指導（Web面談）の利用拡大により、特定保健指導対象者の更なる利便性の向

上を図る。 

・ 平成 30 年度からの特定保健指導の実施方法の見直しにより可能となった新たな手法による特定保健指導を引き続き実

施するとともに、効果検証を行う。 

・ 特定保健指導の質の向上のため、支部内外における研修により、特定保健指導実施者のスキルアップを図る。 

 

〇 被保険者（受診対象者：48,967人） 

・特定保健指導実施率 29.9％（実施見込者数：14,642人） 

〇 被扶養者（受診対象者：2,718人） 

・特定保健指導実施率 12.8％（実施見込者数：348人） 

■ KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を 29.9％以上とする 

② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 12.8％以上とする 

 

ⅲ）重症化予防対策の推進 

・ 未治療者に対する受診勧奨を確実に実施する 

〇 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 3,000人 

・ かかりつけ医との連携等による糖尿病の重症化予防に取り組む。 

〇 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業勧奨実施予定人数 400人 

■ KPI：受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 
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ⅳ）コラボヘルスの推進 

・ 事業主が主導して会社ぐるみで健康づくりに取り組む宮城支部版健康経営の形である「職場健康づくり宣言」事業の普

及を目的として、テレビ、Web、YouTubeや新聞等に広告を掲載し、事業主及び加入者に対する広報を行う。 

・ 「職場健康づくり宣言」事業所の拡大を図るため、宮城県、関係機関・団体と連携した取り組みを行う。 

・ 健診受診者における血圧リスク保有者割合が多い、運輸業及び運送業については、業界団体と連携した取り組みを行

う。 

・ 宣言事業所の取組の質を向上させる観点から、「職場健康づくり宣言サポートシート」の送付、取組の振り返りを行う

ためのチェックシートの送付や他事業所の取組を紹介する「好事例集」の作成等、フォローアップの強化を図る。 

■ KPI：健康宣言事業所数を 2,050事業所以上とする。 

 

② 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 本部において作成したパンフレットや YouTube等の動画等を活用しつつ、引き続き、地域の実情や時節柄等に応じた広

報を行う。 

・ 健康保険委員の委嘱拡大に向けた取り組みを強化するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るための研修や広報誌

等を通じた情報提供を実施する。 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 51.8％以上とする 

 

③ ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉 

＜課題分析＞ 

・ 「ジェネリックカルテ」及び「データブック」を活用し宮城県内の地域別、年齢階級別や薬効分類別に取り組むべき課

題（阻害要因）を明確にし、対策の優先順位を付けて取り組む。 

＜医療機関・薬局へのアプローチ＞ 

・ 「医療機関・薬局向け見える化ツール」及び「医薬品実績リスト」等を活用して、使用割合の低い医療機関・薬局に対

して個別の働きかけを強化する。 

＜加入者へのアプローチ＞ 

・ 加入者にジェネリック医薬品を正しく理解していただけるよう、ジェネリック医薬品軽減額通知や希望シールの配布、
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イベント・セミナーの開催などにも着実に取り組む。 

・ 宮城県、関係団体や他の保険者等と連携した取組を実施する。 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合(※)を年度末時点で対前年度以上とする。 

※ 医科、DPC、歯科、調剤 

 

④ インセンティブ制度の実施及び検証〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組みや意義を理解していただけるよう、周知広報を行う。 

 

⑤ パイロット事業及び調査研究事業の提案〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 既存の枠組みに捉われない斬新かつ全国展開の実現可能性が認められる提案を検討する。 

 

⑥ 地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信〈Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・ 現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、医療計画及び医療費適正化計画が着実に

推進されるよう意見発信を行う。 

 

ⅱ）医療提供体制に係る意見発信 

・ 効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、協会における医

療データの分析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国・宮城県から提供された医療データ等を活用するな

ど、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

 

ⅲ）宮城県、他保険者や関係団体と連携した働きかけ 

〇 上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・ 令和２年度に実施した「上手な医療のかかり方」に関する通知事業について、効果検証を行い、検証結果を保険者協議

会で共有する。 

・ 検証結果を基に、宮城県、他保険者や関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 
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〇 多剤・重複服薬者に対する適切な服薬に係る働きかけ 

・ 適切な服薬に繋げ、本人の健康被害の抑制を図るため、宮城県、他保険者や関係団体とも連携しつつ、加入者に対して

効果的な働きかけを行う。 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デー

タ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

⑦ 調査研究の推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療費分析 

・ 医療費適正化に向けた事業の実施につなげるため、地域差の要因等について、外部有識者の知見等も活用して分析を実

施する。 

 

ⅱ）調査研究の推進並びに研究成果の社会的還元に向けた各種施策の実施 

・ 令和２年度に実施した、要治療者の受診行動の有無によるその後の医療費推移等に関する分析結果について、調査研究

報告書への投稿等を通じ、広く情報発信する。 

３．組織・運営体制関係 Ⅰ）人事・組織に関する取組 

① 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置  

・ 支部ごとの業務量に応じた標準人員に基づく適切な人員配置により、業務の効率化等の状況を踏まえた支部運営を行

う。 

 

② 人事評価制度の適正な運用 

・ 評価者研修などを通じて、評価者を中心として個人目標の設定や評価結果のフィードバックによる人材育成の重要性な

ど、職員の人事評価制度に関する理解を深めるとともに、評価結果を適正に処遇に反映させることにより、実績や能力本

位の人事を推進する。 

 

③ ＯＪＴを中心とした人材育成 
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・ ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 

・ 戦略的保険者機能の更なる発揮に向けて、外部講師及び外部研修会等を積極的に活用し、人材育成を行う。 

 

④ 本部支部間の連携の強化 

・ 支部において実施した加入者の健康増進のための取組結果について、本部に対して積極的に情報提供を行う。 

 

⑤ 支部業績評価項目の進捗管理  

・ 各評価項目について、目標指標を意識した取り組みを行うとともに、目標指標の達成に向けた進捗管理を徹底する。 

 

Ⅱ）内部統制に関する取組 

① リスク管理 

・ 職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報の取扱いやリスクマネジメント

等の研修を行うとともに、各種リスクを想定した訓練を実施する。 

 

② コンプライアンスの徹底 

・ 法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

・ 職員のコンプライアンス意識の向上を図ること及び今後の啓発活動に活かすことを目的とし、職員に自己点検・アンケ

ートを実施する。 

 

Ⅲ）その他の取組 

＜費用対効果を踏まえたコスト削減等＞ 

・ 調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組を行

うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

・ 一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査等

を実施し、次回の調達改善に繋げる。 
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・ また、少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を公

示し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 
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令和 3年度 事業計画（秋田支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準化、

効率化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。 

 

（１）健全な財政運営 

・中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏まえ、

支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

・今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今後

の見通しに関する情報発信を行う。 

・各審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

 

（２）サービス水準の向上 

・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

・加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から協会の課題を見いだし、迅速に対応する。 

 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

    ② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.1％以上とする 

 

（３） 限度額適用認定証の利用促進 

・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並びに地

域の医療機関等に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

・医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

 

- 43-



 

 

 

（４）現金給付の適正化の推進 

・標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

・不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。ま

た、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

（５）効果的なレセプト内容点検の推進 

・レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検により、

査定率向上に取り組む。 

 

■ KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について対前年度以上とする 

     ② 協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

 

（６）柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月１５日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる「部

位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。なお、加入者に対する文書照会を行う

際には、柔道整復施術受診についての正しい知識の普及を図る。 

  

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月１５日以上の施術の申請の割合について 

    対前年度以下とする 

 

（７）あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

・審査手順の標準化を推進する。 

・受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不正

疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 
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（８）返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保険

者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、

返納金債権の回収率の向上を図る。 

 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後１か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

    ② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

（９）被扶養者資格の再確認の徹底 

・マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 96.1％以上とする 

 

（１０）オンライン資格確認の円滑な実施 

・オンライン資格確認の円滑な実施のため、加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、加入者のマイナンバー収録率向上

を図る。 

    

（１１）業務改革の推進 

・現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・簡

素化を推進する。 

・職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟かつ

筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 
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２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】  

Ⅰ 加入者の健康度の向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化 

 

（１）第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２期保健事

業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

加入者の健康・医療データをもとに分析を行い、第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の PDCAサイクルを効果的・

効率的に回し、取組の実効性を高める。 

 

ⅰ）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

・自治体・労働局・県医師会・県歯科医師会・県薬剤師会・その他関係団体に協力を要請しながら特定健診受診率等の向上

に最大限努力する。 

・生活習慣病予防健診については、新規医療機関の開拓や、すでに契約している医療機関の実施件数の増加を図る。 

・事業者健診データ取得については、トップセールスや県・労働局・県医師会・社会保険労務士会・商工会議所・その他関

係団体の協力を得て効果的なデータ取得に努める。また、データの取得から入力作業を民間業者へ委託し、効率的な取得

を図る。 

・被扶養者の特定健診については、被扶養者にとって受診しやすい環境を提供するため、ナッジ理論等を活用した受診勧奨

や各地区でのオプショナル項目を追加した集合健診の実施回数の拡大、市町村で行うがん検診との同時受診などの連携を

強化する。併せて、郡市医師会の協力のもと、医療機関側から未受診者に対して受診勧奨を実施する。 

 

○ 被保険者（40歳以上）（実施対象者数：148,633人） 

   ・生活習慣病予防健診 実施率 51.3％（実施見込者数：76,200人） 

   ・事業者健診データ  取得率 17.4％（取得見込者数：25,900人） 
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○ 被扶養者（実施対象者数：41,825人） 

  ・特定健康診査    実施率 33.4％（実施見込者数：13,989人） 

 

■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 51.3％以上とする 

     ② 事業者健診データ取得率を 17.4％以上とする 

     ③ 被扶養者の特定健診実施率を 33.4％以上とする 

 

ⅱ）特定保健指導の実施率及び質の向上 

・健診当日に初回面談の実施及び分割実施ができるよう健診実施機関へ働きかける。 

・事業所の業態区分別・市町村別健診データ等の分析結果を活かし、健康課題の特性を見極めながら、関係団体と連携して

保健指導を推進する。 

・対象者に特定保健指導の重要性を認識していただくよう積極的な啓発活動に取り組む。 

・被保険者・被扶養者の保健指導終了者の増加を図るため、積極的に外部委託を促進するとともに、被扶養者については集

合健診時や健診実施後に特定保健指導を実施する。 

・被扶養者を対象にナッジ理論を活用した特定保健指導の受診勧奨を実施する。 

・保健指導委託機関との合同研修会等を開催して積極的に情報発信を行い、保健師・管理栄養士のスキルの底上げを図るこ

とによって加入者の健康度を高める。 

・支部保健師・管理栄養士のスキルの向上と PDCAを意識した事業を展開するため、チームカンファレンスによる情報交換や

研修会の機会を設け、特定保健指導の継続率の向上を図る。 

 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数：21,032人） 

   ・特定保健指導    実施率 32.9％（実施見込者数：6,918人） 

 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数：1,203人） 

   ・特定保健指導    実施率 16.3％（実施見込者数：196人） 
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■ KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を 32.9％以上とする 

     ② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 16.3％以上とする 

 

ⅲ）重症化予防対策の推進 

・現役世代の重症化予防対策として、eGFR値など血圧値や血糖値以外の検査値等にも着目し、医療機関受診率をより高めて

いくべく積極的に民間業者へ委託し、未治療者への受診勧奨を確実に実施する。 

・事業所訪問時やあらゆる機会をとらえて、支部保健師・管理栄養士による受診勧奨を実施する。 

・糖尿病性腎症に係る重症化予防については、県で作成するプログラムと大館市立病院等で実施している事業に関して医師

会の協力のもと効果的に実施し、糖尿病性腎症による透析を予防もしくは延期し、加入者にとっての QOL を維持すること

で健康寿命の延伸を図る。 

・健診実施当日、高血圧値が異常値を示す受診者に対してリーフレットを配布し、医療機関による受診勧奨を実施する。 

 

 ○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 1,112人 

 

■ KPI：受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合 11.8％以上とする 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進 

・経済団体や関係機関等と連携し、健康経営宣言事業所数の更なる拡大を図るとともに、取組みの質を向上させる観点から、

宣言後のフォローアップの強化を図る。 

・「健康経営宣言」事業を活用し、県や関係団体との連携を深め、共同で保健事業の実効性を高める。 

・コラボヘルスの推進を図るため、協定締結先と共に加入者の健康管理の支援活動を実施する。 

・事業主や加入者に健康の大切さを認識いただき、より多くの加入者が健診、保健指導を受けることができるよう、「事業所

健康度診断（事業所カルテ）」を活用した事業主への働きかけを行う。更に、加入事業所へ「健康経営宣言」を勧奨し、事

業主と加入者に健康づくり・健康意識の向上を促す。 

・加入者のヘルスリテラシーを高めるため、禁煙・減塩・運動に関する動画やポスター等を作成して広報を行う。  
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■ KPI：健康宣言事業所数を 1,300事業所以上とする。 

 

（２）関係機関等との協力連携による健康づくり事業の推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・自治体・医療関係団体・各業界団体等と締結した「健康づくりの推進に向けた包括的連携協定」に基づき、共同して加入

者の健康増進や医療費等の適正化、各種広報を実施する等連携推進を図る。併せて協定の締結先の拡大を図る。 

 

（３）広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・健康保険委員を通じた WEB による加入者アンケート調査を実施し、加入者の理解度の現状を把握するとともに、啓発的要

素を取り入れ、さらなる理解度の向上を図る。 

・健康保険委員の委嘱拡大に向けた取り組みを強化するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るための研修や広報誌等

を通じた情報提供を実施する。 

  

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 52.5％以上とする 

 

（４）広報の推進 〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・定期発行物などの紙媒体による広報のほか、ホームページやメールマガジンの広報内容を充実させる。更に、幅広く情報

発信するため、WEBを通じた広報を強化する。 

・中小企業関係団体と連携して、各種行事やライフイベント等の場を活用したブース出展や、学校等での健康教育、出前健

康相談を行う等、年齢層ごとにターゲットを絞った健康へのアプローチを更に進めるための効果的な啓発活動を実施する。 

 

（５）ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉 

＜課題分析＞ 

・協会で作成した「ジェネリックカルテ」及び「データブック」により重点的に取り組むべき課題（阻害要因）を明確にし、

対策の優先順位を付けて取り組む。 

＜医療機関・薬局へのアプローチ＞ 

・協会で作成した「医療機関・薬局向け見える化ツール」及び「医薬品実績リスト」等を活用して、個別の医療機関・薬局
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に対する働きかけを強化する。 

＜加入者へのアプローチ＞ 

・加入者にジェネリック医薬品を正しく理解していただけるよう、ジェネリック医薬品軽減額通知や希望シール等の配布に

も着実に取り組むとともに、ジオターゲティングによる WEB広告を使ってターゲットを絞った効果的な広報を実施する。 

・東北厚生局、秋田県、医療関係団体、他の保険者等と連携した取組を実施する。 

＜その他の取組＞ 

・保険者としての立場から関係方面へ情報発信を行うため、秋田県医薬品等安全安心使用促進協議会へ参画し、意見発信を

行っていく。 

 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合を年度末時点で対前年度以上とする。 

 

（６）インセンティブ制度の実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組や意義を理解していただけるよう、周知広報を行う。 

 

（７）地域の医療提供体制等への働きかけや意見発信〈Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、医療計画及び医療費適正化計画が着実に推

進されるよう意見発信を行う。 

ⅱ）医療提供体制に係る意見発信 

・効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、協会における医療

データの分析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国・都道府県等から提供された医療データ等を活用するな

ど、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

ⅲ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの「上

手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 
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■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療 

     データ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

（８）調査研究の推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療費分析 

・加入者の健康度の向上や医療費適正化に向けた事業の実施につなげるため、大学等の外部有識者の協力を得ながら分析を

実施する。 

３．組織・運営体制関係 （１）人事・組織に関する取組 

人事評価制度の適正な運用 

評価者研修などを通じて、評価者を中心として個人目標の設定や評価結果のフィードバックによる人材育成の重要性など、

職員の人事評価制度に関する理解を深めるとともに、評価結果を適正に処遇に反映させることにより、実績や能力本位の人

事を推進する。 

ＯＪＴを中心とした人材育成 

ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 

 

（２）内部統制に関する取組 
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内部統制の強化 

権限や体制の整備等により効率的な業務運営を行えること及び事故等が発生しない仕組みを構築することを目指して、内部

統制基本方針に則り、内部統制の整備を着実に進める。 

リスク管理 

職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報の取扱いやリスクマネジメント等の

研修を行うとともに、各種リスクを想定した訓練を実施する。 

コンプライアンスの徹底 

法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

職員のコンプライアンス意識の向上を図ること及び今後の啓発活動に活かすことを目的とし、職員に自己点検・アンケート

を実施する。 

 

（３）その他の取組 

① 費用対効果を踏まえたコスト削減等 

調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間

や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組みを行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査等を実

施し、次回の調達改善に繋げる。 

また、少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を公示し

広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 
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令和 3年度 事業計画（山形支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準

化、効率化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。 

 

（1）健全な財政運営 

① 健全な財政運営に資するため、基盤的・戦略的保険者機能を発揮した医療費適正化等の事業を着実に実施するとと

もに、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況も踏まえ、評議会において保険料率に関する議論

を行う。 

② 今後厳しさが増すことが予想される協会財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今後の

見通しに関する情報発信を行う。 

 

（2）サービス水準の向上 

① お客様満足度調査を活用したサービス水準の向上に努める。 

② 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

③ 窓口に足を運ばずとも手続きが可能となるような質の高い広報や電話応対を行う。 

■ KPI：サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

■ KPI：現金給付等の申請に係る郵送化率を 97.0％以上とする 

 

（3）業務改革の推進に向けた取組 

  ・ 現金給付等の業務処理手順の更なる標準化の徹底と役割を明確にした効率的な業務処理体制の定着により、業務の

生産性の向上を目指す。 

 

（4）現金給付の適正化の推進 

  ① 審査事務手順書に基づく、標準化した業務プロセスの徹底による業務の正確性と迅速性の向上を図る。 
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② 不正の疑いのある事案については、保険給付適正化プロジェクトチームにて議論を行い、必要に応じ事業主への立 

入検査を実施する。また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

③ 傷病手当金と障害年金等との併給調整について、確実に実施する。 

 

（5）効果的なレセプト点検の推進 

① 協会システムを最大限活用した、効果的なレセプト点検を実施する。 

② 定期的な研修等を実施するほか、事例の収集と活用や点検観点の共有を行い、点検員のスキルアップを図る。 

③ 支払基金支部と審査結果に関する協議の機会を設け、審査基準の差異にかかる議論を積極的に行い、その解消を図

る。 

■ KPI：社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率(※)について対前年度以上とする 

 （※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額 ÷ 協会けんぽの医療費総額 

■ KPI：協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

 

（6）柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・ 多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）及び部位ころがし（負傷部位を意図的に変更

することによる過剰受診）の申請について、加入者に対する文書照会や適正受診の啓発を強化する。 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について 

対前年度以下とする 

 

 

（7）あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

  ・ 受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、不正の疑いがある案件に

ついては厚生局への情報提供を行う。  
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（8）返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 

① 日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、協会けんぽから保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底する。 

② 被保険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

③ 資格喪失届への保険証の添付率が低い事業所等に対し、退職時における保険証の早期回収を図るため、保険証の正

しい使用に関する周知、広報を強化する。 

④ 電話や訪問による催告のほか、弁護士名による文書催告や内容証明郵便などによる催告を速やかに行うとともに、

法的手続きによる回収を積極的に実施し、債権の早期回収を図る。 

⑤ 債務者の資格情報を早期に確認し、保険者間調整を積極的に活用し確実な債権の回収に努める。 

■ KPI：日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

■ KPI：返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

 

（9）限度額適用認定証の利用促進 

① 事業主や健康保険委員へのチラシ等による広報や県内の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置し利用促進を図

る。 

② 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を行う。  

 

（10）被扶養者資格の再確認の徹底 

① 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

② 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 96.4％以上とする 

 

 

（11）オンライン資格確認システムの円滑な実施 

・ マイナンバーカードの保険証としての使用を推進するため、広報誌やホームページ等により、オンライン資格確認

の周知やマイナンバーカードの取得促進等に関する広報を行う。 
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２．戦略的保険者機能関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特定健康診査及び特定保健指導の実施率の向上、コラボヘルスの推進、ジェネリック医薬品の使用促進、医療費分析等に

着実に取り組み、第５期保険者機能強化アクションプランに掲げる３つの目標であるⅠ. 加入者の健康度を高めること、Ⅱ．

医療等の質や効率性の向上、Ⅲ．医療費等の適正化の実現を目指す。 

 

（1）第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

・ 第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組みを着実かつ効果的に実施する。 

   【上位目標】循環器系疾患の発症を抑制する 

【中位目標】県内全域建設業事業所における特定保健指導対象者の割合を 20％まで減らす 

 

（2）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

① 生活習慣病予防健診の受診率向上に向けて、実施率への影響が大きい事業所や業態等を選定し効率的な受診勧奨を

行う。 

② 事業者健診データの取得率向上に向けて、労働局と連携し事業所に対するデータ提供依頼を行う。 

③ 特定健診実施率向上に向けて、未受診者へ効果的な受診勧奨を行う。 

40歳以上の健診受診対象 被保険者見込者数 167,924人 

             被扶養者見込者数 47,254人 

■ KPI 【被保険者】生活習慣病予防健診 実施率 78.9％以上とする（実施見込者数：132,500人） 

    【被保険者】事業者健診データ  取得率 10.1％以上とする（取得見込者数： 17,000人） 

【被扶養者】特定健診        実施率 41.3％以上とする（実施見込者数： 19,500人） 

 

 

（3）特定保健指導実施率及び質の向上 

① 健診当日の特定保健指導の実施者数拡大に向け、健診機関との連携強化を図る。 

② 専門事業者による特定保健指導の実施者数の拡大を図る。 

③ 実施率への影響が大きい事業所などへ効果的な利用勧奨を行う。 

④ 情報通信技術を活用すること等により、特定保健指導対象者の利便性の向上を図る。 
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40歳以上の特定保健指導対象 被保険者見込者数：30,199人 

               被扶養者見込者数： 1,677人 

■ KPI：被保険者の特定保健指導の実施率を 31.1％以上とする（実施見込者数：9,400人） 

被扶養者の特定保健指導の実施率を 10.7％以上とする（実施見込者数：180人） 

 

 

（4）重症化予防対策の推進 

① 未治療者に対する医療機関への受診勧奨を行う。 

② 山形県版「糖尿病及び慢性腎臓病（ＣＫＤ）重症化予防プログラム」に則り、かかりつけ医との連携等による糖尿病

性腎症重症化予防に取り組む。 

 

 

（5）コラボヘルスの推進 

 ① 健康宣言事業所数の拡大 

・ 山形県や市町村、経済団体等の関係機関と連携した広報活動等を行うことにより、健康宣言事業所数の更なる拡大

を図る。 

② 健康宣言事業所における取組支援の強化 

・ 「事業所健康度診断票」による事業所単位での健康・医療データの情報提供や、外部事業者等を活用した事業所訪

問型の健康づくりセミナーの提供等により、健康宣言事業所における健康づくりの取組みに対する支援を強化する。 

・ データヘルス計画に基づき、健康宣言事業所のうち大規模事業所など一部の建設業事業所に対し担当の保健師を配

置し、健康づくりのサポートを行う。 

 

■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

■ KPI：健康宣言事業所数を 1,300社以上とする 
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（6）広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

① 広報活動の推進 

・ ホームページやメールマガジン、本部より提供される動画等を活用したタイムリーな情報提供、納入告知書同封チ

ラシや広報誌を活用した定期的な広報等により、わかりやすく丁寧な情報発信を行う。 

・ テレビ・新聞などメディアへの発信力を強化するとともに、県や市町村、関係団体と連携した広報を実施すること

により、幅広い層への情報発信を行う。 

・ ＳＮＳやＷｅｂを活用した効果的な広報の実施方法を検討する。 

 

② 健康保険委員の活動強化と委嘱者数拡大 

・ 定期的な広報誌の発行や研修会の開催等を通じて、健康保険委員活動に必要な情報提供を行う。 

・ 健康保険委員の永年の活動や功績等に対する健康保険委員表彰を実施する。 

・ 健康保険委員委嘱者数の拡大に向け、大規模事業所や新規適用事業所を中心に委嘱の勧奨を実施する。 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 53.1％以上とする 

 

 

（7）ジェネリック医薬品の更なる使用促進  

① ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額の軽減効果をお知らせする「軽減額通知」を年 2回実施する。 

② 医療機関や調剤薬局ごとのジェネリック医薬品使用割合等のデータを活用し、医療機関及び薬局等への働きかけを実

施する。 

③ 各種広報媒体やお薬手帳カバー配付の機会を活用し、ジェネリック医薬品に関して幅広く周知広報を実施する。 

④ 県や自治体等と連携し、ジェネリック医薬品使用割合の低い乳幼児・小児層の保護者に対する周知広報を実施する。 

⑤ ジェネリック医薬品希望者の切替意思を、本人に代わって医師等に伝達することにより、医師等と本人との話し合い

の機会を創出する。 

⑥ ジェネリック医薬品の使用促進にかかる支部ごとの阻害要因を数値化した「ジェネリックカルテ」を活用し、課題に

沿った取組みを重点的に実施する。 
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■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合(※)を対前年度以上とする 

   ※ 医科、DPC、調剤、歯科における使用割合 

 

 

（8）インセンティブ（報奨金）制度に係る周知広報の強化 

・ 加入者や事業主から制度の仕組みや意義に対する理解を得るため、協会けんぽの広報誌、メールマガジン、ホーム

ページや各種研修会、関係団体と連携した広報のほか、マスメディア等も活用した積極的かつ丁寧な周知広報を実

施し、行動変容を促す。 

 

（9）地域の医療提供体制への働きかけや意見発信 

 ① 医療費データ等の分析 

・ 協会が保有するレセプトデータや健診結果データ等を分析するためのツール等を活用し、適切な医療機能の分化・

連携に向けた意見発信のための分析を行う。 

② 外部への意見発信や情報提供 

・ 医療データや健診結果データ等の分析結果を踏まえ、医療費の動向等について、加入者や事業主等へ情報提供を行

う。 

・ 地域医療構想調整会議等において、医療データ等の分析結果や国、都道府県等から提供された医療データ等を活用

し、エビデンスに基づく意見発信等を行う。 

・ 地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用し、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの「上

手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携して、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

 ■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療 

データ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

 

（10）医療費適正化に向けた取組み 

① お薬手帳一冊化に向けたお薬手帳カバーの作成・配付 

- 59-



 

 

 

 

 

 

・ 重複投薬や禁忌服薬を防止するため、お薬手帳を一人一冊化することを目的として、お薬手帳カバーを作成し、希

望に応じて「やまがた健康企業宣言」の宣言事業所や健康保険委員登録事業所に配付する。 

② 市販薬への切替促進による医療費適正化 

・ セルフメディケーションに関する情報を提供することにより、加入者のヘルスリテラシーや健康への意識を高め、

市販薬を利用した自己健康管理を促す。 

 

（11）関係機関との連携強化 

・ 山形県や市町村、医療関係団体（医師会・歯科医師会・薬剤師会）、経済団体、保険者協議会等の関係団体との連携

をさらに強化し、加入者の健康度を高めるための様々な取組みを推進する。 

 

 

３．組織・運営体制関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基盤的保険者機能・戦略的保険者機能の基盤となる組織体制について、人的資源の最適配分を行うとともに、ＯＪＴを 

中心としつつ効果的な研修を実施して職員の質の向上を図り、組織基盤を底上げする。また、協会の安定運営に関わるリス

クが多様化・複雑化していることなどを踏まえ、内部統制を強化するための体制整備を進める。 

 

（1）実績や能力本位の人事の推進 

・ 協会理念の実現に向けて、組織目標を意識した個人目標を設定し、各職員が日々の業務遂行を通じて目標を達成で

きるよう人事評価制度を適切に運用する。また、人事評価の結果を適切に処遇に反映することにより、実績や能力

本位の人事を推進する。 

 

（2）人材育成の推進 

  ・ OJT を中心としつつ、支部の課題を踏まえた独自研修等の集合研修、及びオンライン研修や通信教育講座の斡旋な

どにより職員の研修機会を確保し、自己啓発を支援する。 

 

（3）適切な組織運営  

① 業務の標準化・効率化・簡素化を徹底し生産性向上を目指す。また、必要に応じ組織運営体制を見直す。 
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② 組織運営体制の強化 

・ 全管理職が参加するグループ長・補佐会議による情報共有や、業務改善委員会の開催等を通じて支部内の部門間連

携を強化する。 

③ 職員の健康づくりの推進 

・ 職員に対する健診及び特定保健指導の受診の徹底、再検査や治療のための医療機関受診の勧奨、衛生委員会におけ

る職場の作業環境等の確認及び改善等を通じて、職員の健康づくりを推進する。 

 

（4）内部統制に関する取組みの推進 

① 内部統制の強化 

・ 効率的な業務運営を行えること及び事故等が発生しない仕組みを構築することを目指して、内部統制基本方針に則

り、内部統制の整備を着実に進める。 

② コンプライアンス・個人情報保護等の徹底 

・ 全職員を対象とした研修の実施、コンプライアンス委員会・個人情報保護管理委員会の開催、各種規程の遵守やア

クセス権限、パスワードの適切な管理等を徹底する。 

③ リスク管理の徹底 

・ 支部の業務全般にわたる自主点検を半期ごとに行い、各種規程の遵守状況等を確認することにより、事務処理誤り

や事故等の発生を防止する。 

・ 防災点検、防災訓練への参加、消防計画書の整備等により、有事に対応できるリスク管理体制を整備する。 

 

（5）費用対効果を踏まえた経費の節減等の推進 

① 職員一人一人のコスト意識を高めるとともに、適切な在庫管理の徹底等により経費削減に努める。 

 ② 調達審査委員会の適切な運用やホームページによる調達結果等の公表を徹底し、調達における透明性の確保に努める。 

 ③ 調達における競争性を高めるため、十分な公告期間や履行期間を設定する。また、一者応札となった入札案件につい

ては、入札に参加しなかった業者へのアンケート調査などの取り組みにより、次回の調達改善に努める。 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について 20.0％以下とする。 
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令和 3年度 事業計画（福島支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 〇適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準

化、効率化、簡素化の取り組みを進める。 

（１）サービス水準の向上 

・お客様満足度調査を活用したサービス水準の向上に努めるとともに、現金給付の申請受付から支給までの標準期間 

（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

・郵送による申請を促進するための周知・広報を行う。また、退職者向けの任意継続の制度チラシと送付用封筒をセットに

した「任継セット」を公的機関を中心に展開し、窓口混雑の軽減及び郵送化を図る。 

・加入者等のご意見・苦情等に迅速に対応し、サービスの改善に努める。 

・本部研修や支部内研修により、職員の能力・接遇レベルの向上に努める。 

【KPI】①サービススタンダードの達成状況を 100％とする。 

②現金給付等の申請に係る郵送化率を 97.5％以上とする。 

 

（２）限度額適用認定証の利用促進 

・事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並びに医療機関及び薬局への申請書の設置依頼により利用促

進を図る。 

・国のオンライン資格確認の仕組みについて、積極的に周知を図る。 

 

（３）現金給付の適正化の推進 

・標準化された業務プロセスを徹底し、審査業務を正確かつ迅速に行う。 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について、「傷病手当金と年金の併給調整に係る事務手順書」に従い、事務処理を確

実に行う。 

・不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。ま

た、不正の疑われる申請について重点的に審査を行うことで、現金給付の適正化を推進する。 
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（４）効果的なレセプト点検の推進 

・レセプト内容点検効果向上計画に基づき、システムを活用した効率的な点検による査定率向上及び高額査定事例の共有化、

点検分野・領域の更なる拡大を図り、レセプト内容点検の質的向上に取り組む。 

【KPI】①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする 

   ②協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

・レセプト資格点検・外傷点検を的確に行い、給付の適正化を図る。 

 

（５）柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる「部

位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会や施術者に対する注意書の発行、及び適正受診の啓発

を強化する。 

【KPI】柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について対前年度

以下とする。 

 

（６）あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の徹底 

・審査手順に沿った審査を徹底する。 

・受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、不正の疑いがある事案は厚生局

への情報提供を行い、療養費の適正化を図る。 

 

（７）返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 

・保険証未回収者に対しては保険証回収不能届による早期電話催告及び日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、協会

けんぽから返納催告を行う。更に保険証未回収者及び喪失後受診による返納金の発生者が多い事業所に対する電話催告及び

広報等の取り組みを強化する。 

・返納金・損害賠償金に関わらず、発生した債権の早期回収に取り組むとともに、各種催告、顧問弁護士による催告、保険

者間調整の積極的な実施、費用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、返納金債権の回収率の向上を図る。 

【KPI】①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする。 
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②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする。 

 

（８）被扶養者資格の再確認の徹底 

・マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を行う 

・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

・回収率を高めるため、積極的に社会保険労務士の受託分の向上を図る。 

【KPI】被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする。 

 

（９）オンライン資格確認の円滑な実施 

・オンライン資格確認の円滑な実施のため、加入者へのマイナンバーカード登録促進のための周知等を行う。 

 

（10）業務改革の推進 

・現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・簡

素化を推進する。 

・職員の意識改革促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化による生産性の向上

を推進する。 

 

（11）震災に対する協会けんぽ業務取扱いに基づく関連業務の実施 

・健康保険一部負担金免除証明書の迅速な発行を行う。 

・医療機関等への健康保険一部負担金免除証明書の確認に関する周知を行う。 

・健康保険一部負担金還付金の迅速な支給決定を行う。 

・東日本大震災に伴う自己負担相当額還付金（生活習慣病予防健診、特定健康診査）の迅速な支給決定を行う。 
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２．戦略的保険者機能関係 （１）データ分析に基づいた第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

 i）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

〇被保険者（40歳以上）（受診対象者数：277,669人） 

・生活習慣病予防健診 受診率 60.1％ 

（受診見込者数：166,811人） 

・事業者健診データ  取得率 8.9％ 

（取得見込者数：24,590人）  

〇被扶養者（受診対象者数：78,137人） 

・特定健康診査    受診率 35.1％ 

（受診見込者数：27,420人） 

〇健診の受診勧奨対策 

・新規適用事業所に生活習慣病予防健診の受診勧奨を行う。 

・生活習慣病予防健診未受診事業所、新規適用事業所に対する受診勧奨を健診実施機関に委託する。 

・生活習慣病予防健診実施機関の少ない県南地域において、集合型バス健診を実施する。 

・県や労働局との三者連名文書による事業者健診データの取得勧奨を外部委託機関で実施するとともに、健診機関へのデー

タ提供勧奨・進捗管理を保健グループ内で徹底し、確実にデータを取得する。 

・健診推進経費を活用し、事業者健診データの早期提供を健診機関に促す。 

・新規被扶養者に対する受診勧奨のため、視認性の高い広報媒体を作成する。 

・市町村集団健診の日程に合わせ、会場および時間を記載した受診勧奨ダイレクトメールを送付する。 

・福島県内 12市と連携し、がん検診と特定健診の同時受診を促す広報媒体を作成する。 

・市町村集団健診と重ならない時期に、ショッピングセンター等で支部独自健診を企画する。併せてナッジ理論等を活用し

たダイレクトメールを送付する。 

・支部独自健診と同時に行う「オプショナル健診」を加入者の興味を引く内容で企画する。 

・市町村ホームページに、協会けんぽ加入者向けの受診方法等の掲載を依頼する。 

【KPI】：① 生活習慣病予防健診受診率を 60.1％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 8.9％以上とする  
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③ 被扶養者の特定健診受診率を 35.1％以上とする 

 

ii）特定保健指導の実施率の向上 

〇被保険者（特定保健指導対象者数：38,663人） 

・特定保健指導 実施率 29.8％（実施見込者数：11,540人） 

（内訳）協会保健師実施分 20.8％（実施見込者数：8,078人） 

     アウトソーシング分 8.9％（実施見込者数：3,462人） 

〇被扶養者（特定保健指導対象者数：2,358人） 

 ・特定保健指導 実施率 6.4％（実施見込者数：151人） 

〇保健指導の受診勧奨対策 

・生活習慣病予防健診と一緒に特定保健指導を実施できる機関との新規契約を進める。 

・健診と一緒の特定保健指導実施を事業所や加入者向けに周知する広報物を作成し、当日保健指導の利用促進を図る。 

・特定保健指導実施機関会議を開催し、初回面談数増加及び保健指導の質の向上を促す。 

・健診機関による特定保健指導の課題解決を行い月次進捗管理の徹底を図る。 

・情報通信技術（Ｗｅb 会議システム）を活用した遠隔による特定保健指導を実施することにより、対象者の利便性の向上

を図る。 

・被扶養者の特定保健指導を支部独自健診の会場で行う。 

・被扶養者に対し支部窓口で行う特定保健指導を、対象者の希望日時で幅広く実施する。 

・加入者の喫煙率減少に向け、疾病発症確率を用いた禁煙勧奨通知書の発行及び対象者の勤務先への禁煙ポスターの送付を

同時期に行うことで行動変容（禁煙）を促す。 

【KPI】：特定保健指導の実施率を 28.5％以上とする 

 

 iii）重症化予防対策の推進 

〇未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 1,500人 

・保健師による特定保健指導の事業所訪問時に、その他保健事業として重症域の対象者への指導、受診勧奨を行う。 

・ナッジ理論の活用や個人のリスク等を記載した個別性の高い二次勧奨文書を作成し、効果的な受診勧奨を行う。 
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・二次勧奨で保健師による電話勧奨を行う。 

○糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・かかりつけ医と連携した糖尿病性腎症重症化予防の個別指導と「慢性腎臓病（ＣＫＤ）予防連携システム」の運用を実施

する。 

【KPI】受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

iv）コラボヘルスの推進 

○健康事業所宣言の取り組み支援の体制強化による質の確保と、関係機関と連携した宣言事業所数の拡大に努め、宣言事業

所に対するフォローアップの強化を図る。 

・宣言事業所に対し取り組み支援として、関係団体と連携したセミナー講師派遣を行うことに加え加入者の健康意識の向上、

意識醸成を目的として出前講座の提供を行う。 

・「ふくしま健康経営優良事業所 2021」及び「経済産業省の「健康経営優良法人 2022」の認定を目指す宣言事業所に対し取

り組み支援を行う。 

・事業所及び加入者の健康意識の向上、健康づくりの支援として、レンタル健康機器の貸し出し及び支部で保有する健康づ

くりに関する DVDの貸出を行う。 

・全宣言事業所に対して「事業所健康度カルテ」の発行を行い、意識醸成を図る。なお、10人以上の健診受診者のいる事業

所については順位付けしたものとする。また、健康事業所宣言にエントリーしていない健康保険委員事業所への配布により

宣言事業所数の増加を図る。 

・県認定制度「ふくしま健康経営優良事業所」の広報をとおした認定制度の普及、関係団体と連携した健康経営の普及を図

る。 

【KPI】健康宣言事業所数を 1,800事業所以上とする。 

 

（２）広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

加入者を対象とした理解度調査の前年度の結果や各種アンケート調査等の結果を踏まえて広報計画を策定する。 

①広報活動による理解促進 

・各種広報ツールを効果的に活用した広報活動を展開し、理解促進を図る。 

- 67-



 

 

 

・メールマガジンによるタイムリーな情報提供を実施する。 

・ホームページの利用数を高め広く加入者の周知に努める。 

・各種研修会やアンケート等により、加入者・事業主の要望を踏まえた取り組みに努める。 

・適正な届出・医療機関の適切な利用等、健康保険事業の円滑な実施を図るため広く加入者への積極的な広報の実施に努め

る。 

・メディアを活用し、より多くの加入者への情報提供に努める。 

・Web媒体を活用した「医療費の節約につながる上手な医療機関のかかり方」の啓発広報を実施する。 

・健康の理解促進を図るために二校の小学校において健康教室等を開催する。 

 

②健康保険委員を通じた理解促進 

・広報誌、健康づくり手引き等による情報提供を通じ、健康保険事業、協会けんぽの財政状況、健康づくり等について加入

者、事業主の理解促進に努める。 

・関係団体（年金事務所等）と連携した講習会を開催する。 

・健康保険委員の表彰を通じ、広く活動の周知を行う。 

・効果的な勧奨を行い委嘱数拡大に努める。 

【KPI】全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 51.0％以上とする。 

 

（３）ジェネリック医薬品の使用促進 

・ジェネリックカルテ等を活用し、阻害要因を分析・検証のうえ、更なる使用促進に向けた施策の検討を行う。 

・県担当部局、関係機関等と連携し、医療機関・調剤薬局に対して各種協議会やタウンミーティング等を活用した情報提供・

意見発信を行う。 

・個別の医療機関・調剤薬局に対して見える化ツールを活用し、効果的なアプローチを行う。 

・ジェネリック医薬品軽減額通知を送付する。（年 2回） 

・加入者への啓発広報、希望シールを配布する。 

・医療機関の窓口負担免除対象者に対し、保険料負担の軽減につながる旨のチラシを作成し、免除証明書に同封のうえ送付

する。 
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【KPI】ジェネリック医薬品使用割合（※）を対前年度以上とする※医科、DPC、歯科、調剤 

（４）インセンティブ制度の着実な実施 

・制度について広報媒体を活用し、事業所、加入者に対して広く丁寧な周知を行う。 

・令和 2年度の実施結果を迅速に検証し、その後の施策の検討を行うことにより、上位過半数の支部に入ることを目指す。 

 

（５）地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度に係る意見発信 

・関係団体や各種調整会議等において医療費データ等を活用した効果的な意見発信を行う。 

・他保険者と連携した調査分析の実施を行う。 

・医療に係る分析結果について、加入者や事業主へ情報提供を行う。 

【KPI】効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療データ等

を活用した効果的な意見発信を行う。 

 

（６）調査研究の推進 

・データを活用した分析を実施し、その研究成果を学会等で発表するなどの意見発信を行う。また、研究成果を活用し、中

長期での具体的な事業の検討を行う。 

・医療費適正化に向けた事業の実施につなげるため、地域差の要因等について、外部有識者の知見等も活用して分析を実施

する。 

３．組織・運営体制関係 （１）人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・保険者機能強化を図るために企画業務の強化を図る。 

・事務の効率化を目的とした山崩し方式の定着化を図る。 

 

（２）人事評価制度の適正な運用 

・研修等により人事評価制度の理解を深め、目標設定や結果評価等の適正な運用に努める。 

 

（３）ＯＪＴを中心とした人材育成 

・「OJT（On the Job Training）」を中心に「集合研修」「自己啓発」を組み合わせることで、関係機関との調整・協働、適切
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な意見発信などができる人材育成に努め、組織基盤の底上げに努める。 

・職員一人ひとりが成長意欲を持ち、日々の業務を通じて職員を育てる組織風土の醸成に努める。 

 

（４）費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

参加が予想される業者に広くＰＲを行う等周知に努める他、十分な公告期間や履行期間を設定することにより、多くの業者

が参加しやすい環境を整備する。 

また、一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査

等を実施し、次回の調達改善につなげる。 

・職員に対してコスト意識の徹底を図り、経費節減に努める。 

【KPI】一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする。 

 

（５）コンプライアンスの徹底 

・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

 

（６）リスク管理 

・大規模自然災害や個人情報保護・情報セキュリティ事案への対応など、幅広いリスクに対応できるリスク管理体制の強化

を図る。また、危機管理能力の向上のための研修や訓練を実施し、平時から有事に万全に対応できる体制の構築に努める。 
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令和３年度 事業計画（茨城支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係  適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準

化、効率化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。 

   

（１） 健全な財政運営 

○ 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を

踏まえ、支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

○ 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算

や今後の見通しに関する情報発信を行う。 

○ 各審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

  

（２）サービス水準の向上 

○ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：１０日間）を遵守する。 

○ 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

○ お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から協会の課題を見いだし、迅速に対応す

る。 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を１００％とする 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を９５．０％以上とする 

 

（３）限度額適用認定証の利用促進 

○ オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並

びに地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を設置するなどにより利用促進を図る。 

○ 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

 

（４）現金給付の適正化の推進 

○ 標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 
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○ 不正の疑いのある事案については、保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。ま

た、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

○ 傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

 

（５）効果的なレセプト点検の推進 

○ 診療報酬が正しく請求されているか確認を行うとともに、医療費の適正化を図るために資格・外傷・内容点検の各

点検を実施する。レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用

した効率的な点検により、査定率向上に取り組む。 

【具体的な取組み】 

  以下の取組みを強化することで点検員の意欲を高め、点検効果額の更なる向上を目指す。 

  ・支払基金との会議を毎月開催し、点検方法や疑義案件について協議するとともに、改善を図る。 

  ・毎月、再審査結果の確認会を開催（点検員全員出席）のうえ情報共有を徹底し、点検員のスキルアップに努める。 

  ・毎月、内容点検員との個別面談を実施のうえ業績（点検件数、再審査件数、容認件数、容認額、容認率等）を本人に

通知し、点検技術向上に対する意欲を高める。 

  ・レセプト点検員を対象とした研修会を年２回開催し、点検員の人材育成（スキルの向上）を目指す。 

  ・自動点検マスタ等システムを活用した効率的な点検を徹底する。 

 ■KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について前年度以上とする 

     （※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

     ②協会けんぽの再審査レセプト１件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

 

（６）柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

○ 柔道整復施術療養費の適正化のため、多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月１５日以上）

の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対す

る文書照会を強化する。なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレット

を同封するなど、柔道整復施術受診についての正しい知識の普及を図る。 
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 ■KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月１５日以上の施術の申請の割合について対前年

度以下とする 

 

（７）あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

○ 受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を

行った不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

（８）返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 

○ 資格喪失後受診等による返納金債権の発生防止のため、日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、協会け

んぽから保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保険者回収不能届を活用した電

話催告等を強化する。 

○ 未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

○ 文書や電話、さらに弁護士名による催告等を着実に実施することにより債権の早期回収に取り組むとともに、

保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、返納金債権の回収率の向上

を図る。 

【具体的な取組み】 

  ・時効の中断措置及び償却処理を的確に行うとともに、債権回収に係る法的手続きを実施する。 

  ・毎月、支部長をトップとする債権回収対策会議を開催し、進捗状況の共有化を図るとともに、積極的に対応策を協議

する。 

  ・返納金等の各種債権について、引き続き新規発生分の早期回収に重点を置き、回収率の向上を図る。 

  ・債権回収率を向上させるため、催告状の送付（定期的に再送付）及び電話による納付勧奨を徹底実施する。 

  ・再三の文書催告で無反応である債務者に対し、弁護士名を活用した催告状を送付し、回収率の向上を図る。 

  ・債務者に対して早期に保険者間調整の周知を実施し、積極的に活用することで債務者の負担軽減を図り、確実な回収

に努める。 

 ■KPI：①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後１か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

      ②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 
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（９）被扶養者資格の再確認の徹底 

○ マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

○ 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

○ 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う 

 ■KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を９３．２％以上とする 

 

（１０）オンライン資格確認の円滑な実施 

○ オンライン資格確認の円滑な実施のため、システムの機能改善及び加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、加

入者のマイナンバー収録率向上を図る。 

○ また、「保険者におけるマイナンバーカードの取得促進策等（令和元年９月３日デジタル・ガバメント閣僚会議にて

公表）」等に基づき、国が進めるマイナンバーカードの健康保険証としての利用の促進に協力する。 

 

（１１）業務改革の推進 

○ 現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率

化・簡素化を推進する。 

○ 職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔

軟かつ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 

 

 

 

 

 

- 74-



 

 

 

２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】  

※第３期アクションプランの目標と同一 

Ⅰ 加入者の健康度の向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化 

 

（１）第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

○ 「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２期

保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

○ 「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部別スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、第 2 期

保健事業実施計画（データヘルス計画）の PDCAサイクルを効果的・効率的に回し、取組の実効性を高める。 

上位目標：生活習慣病の発症予防により、茨城支部の入院医療費・入院外医療費（調剤含む）に占める生活習慣病 

（がんを除く）の医療費割合・件数割合を全国平均以下に減らす。（生活習慣病（がんを除く）に係る医療費・ 

件数を入院について２億円・４６２件、入院外について６.６億円・３５，４４２件、減らす。） 

  中位目標：茨城支部被保険者のメタボリックリスク保有割合を減らす。（平成２７年度茨城支部１５．５％を 

全国平均１３．９％以下に１．６％改善する）（メタボリックリスク保有者を１，８７４人改善する） 

 

ⅰ）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

○ 茨城県、茨城労働局、経済団体等の関係団体との一体的な広報連携を通じて、茨城県内に「健康経営」思想を広

め、特定健診実施率の向上、事業者健診データの取得率の向上を図る。 

○ 特定健診実施率の向上に向けて、「健診・保健指導カルテ」等の活用により実施率への影響が大きいと見込まれる

事業所や業態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけることで、効果的・効率的な受診勧奨を行う。併せてナ

ッジ理論等を活用した受診勧奨を行う。 

○ 被扶養者の特定健診実施率の向上に向けて、市との協定締結を進めるなど地方自治体との連携を推進する。 

 

 

○ 被保険者（４０歳以上）（実施対象者数： ２９２，９９２人） 

   （a）生活習慣病予防健診 実施率 ５６．５％（実施見込者数： １６５，６６４人） 
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  ＜生活習慣病予防健診実施率向上施策＞ 

 ・事業所への受診勧奨（職員による事業所訪問） 

 ・健診機関との意見交換、連携強化（健診機関との情報共有、実地調査などの指導強化） 

 ・新規適用事業所への保健事業案内送付（毎月、対象事業所に健診案内パンフレット等を送付） 

 ・新聞広告やラジオ広報を活用して、広く加入者、事業主に情報発信を行う。 

 ・新規契約健診機関の拡大（自宅や事業所の近くで受診しやすい環境を整備する） 

 ・健診機関へのインセンティブの付与（目標件数を上回った場合の報奨金付与）により、各健診機関の受診者数の上積 

みを図る。 

・生活習慣病予防健診のメリットを広め、切替えを促進するため、茨城県、茨城労働局との連名の漫画リーフレットを 

作成し発信する。 

 

   （b）事業者健診データ  取得率 １３．４％（取得見込者数： ３９，２６１人） 

 ＜事業者健診データ取得率向上施策＞ 

・データ提供の同意のあった事業所からの健診データの確実な取得 

  ・新規のデータ提供事業所獲得（県、労働局、経済団体、茨城県トラック協会との連携） 

・生活習慣病予防健診を利用していない福祉・医療の業種を中心に、健診結果（紙）の回収を強化 

・生活習慣病予防健診受診率の低い事業所に対し、紙の健診結果取得を強化する。文書通知、電話勧奨、さらに職員に

よる訪問等、一連の枠組みで勧奨する。 

・事業者健診結果データ作成契約健診機関の拡大（事業所の負担の少ない提供方法による対応の拡大） 

 

○ 被扶養者（４０歳以上）（実施対象者数： ８２，４４８人） 

（c）特定健康診査    実施率 ３１．５％（実施見込者数： ２５，９７１人） 

＜特定健診実施率向上施策＞ 

 ・県、市町村と連携した広報（県・市町村広報紙への掲載）やラジオＣМの実施 

 ・県内全ての市町村で市町村主催の集団検診と協会けんぽの特定健診を同時実施し、特定健診の受診券送付時に市町村

ごとのスケジュールを同封 
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 ・特定健診未受診者に対しては、新型コロナの影響を見極めつつ、市町村の集団検診日程を案内するなどして、再度、

受診勧奨を行う。 

 ・３９歳被扶養者への翌年度から始まる健診の案内送付 

■KPI：①生活習慣病予防健診実施率を５６．５％以上とする 

    ②事業者健診データ取得率を１３．４％以上とする 

    ③被扶養者の特定健診実施率を３１．５％以上とする 

 

 

ii）特定保健指導の実施率の向上 

○ 健診実施機関等への外部委託による特定保健指導の更なる推進を図り、健診、保健指導を一貫して行うことができる

よう健診当日の初回面談の実施を推進する。また、保健指導実施率への影響が大きいと見込まれる事業所等を選定し、

重点的かつ優先的に保健指導の利用勧奨を行う。併せて、情報通信技術を活用すること等により、特定保健指導対象者

の更なる利便性の向上を図る。 

 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数： ４１，３９５人） 

   ・特定保健指導実施率 ２４．７％（実施見込者数： １０，２２０人） 

（内訳）協会保健師実施分    １０．９％（実施見込者数： ４，５００人） 

       アウトソーシング分   １３．８％（実施見込者数： ５，７２０人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数： ２，２３４人） 

   ・特定保健指導実施率 １０.３％（実施見込者数： ２３０人） 

 

＜保健指導の実施率向上施策＞ 

・被保険者への施策（保健指導未実施事業所への訪問、外部委託先健診機関拡大、特定保健指導専門機関の活用、保健

指導リレー制の活用、保健指導者のスキルアップ研修） 

・被扶養者への施策（未利用者への保健指導案内で対象者を招集して集団保健指導を実施、集団健診会場での健診当

日の初回面談の実施） 
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■ KPI：①被保険者の特定保健指導の実施率を２４．７％以上とする 

②被扶養者の特定保健指導の実施率を１０．３％以上とする 

 

 iii）重症化予防対策の推進 

○ 生活習慣病の重症化を防ぎ、医療費適正化及びＱＯＬの維持を図るため、健診の結果、要治療域と判定されながら

治療していない者に対して、確実に医療に繋げるべく、受診勧奨を確実に実施する。 

 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨を保健指導者及び外部委託事業者による電話や文書により実施す

る。 

 未治療者に対する受診勧奨について被扶養者にも実施する（茨城支部独自事業）。 

 保健指導の中においてもこれまで以上に受診に結びつくよう働きかけを強める。 

 メタボ予備群に対するメタボ流入抑止、保健指導未実施者対策のため、生活改善アドバイスリーフレットを送

付する。 

 肝炎ウイルス検査の実施率向上のため広報を実施する。 

○ 茨城県・茨城県医師会・保険者協議会と連携し、茨城県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに参加し、慢性腎臓病

（ＣＫＤ）を予防する。また、かかりつけ医との連携等による糖尿病の重症化予防に取り組む。 

■ KPI：受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合を１２．５％以上とする 

 

 

 iv）コラボヘルスの推進 

○ 健康宣言事業所数の更なる拡大を図るとともに、家族を含めた事業所における健康づくりを推進するため、協会け

んぽによる事業所支援等を拡充する。 

○ 事業所単位での健康・医療データの提供について、事業所健康度診断シート（事業所カルテ）を活用し、事業所の

健康課題把握を促す。 

○ 健康教育（身体活動・運動や食生活・栄養）を通じた若年期からのヘルスリテラシー向上を図るため、新たなポピ

ュレーションアプローチについて検討する。 

○ 保険者として、事業所等と連携したメンタルヘルス予防対策の推進に努める。 
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 保健指導訪問時やセミナー・研修会等にて、健康経営や「健康づくり推進事業所認定制度」について周知し、

宣言を促す。 

 健康宣言事業所での実践的な取組内容を広報紙等で好事例として紹介し、健康経営を一層推進する。 

 健康経営に取り組むための課題抽出や取組事例の共有のためにワークショップ（体験学習）形式の研修会を開

催する。 

 茨城県の「いばらき健康経営推進事業所認定制度」により健康宣言事業所の取組をフォローアップし、国の「健

康経営優良法人認定制度」への申請を促す。 

■ KPI：健康宣言事業所数を８００事業所以上とする 

 

 

ⅴ）その他の保健事業 

 ○茨城県の健康長寿日本一を目指し、ヘルスケアポイント事業推進等の取り組みを連携して実施する。 

・ ウオーキング推進事業（茨城県立健康プラザと連携したウオーキング推進） 

・ 茨城県公式健康アプリ「元気アっプ！リいばらき」の周知広報とアプリの団体ランキング機能を活用したウオ

ーキングイベントの実施 

 

 

（２）広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

○ 加入者の視点に立った広報を行うため、広報委員会の毎月開催により広報内容を協議し、効果的な発信に努めるとと

もに、広報分野におけるＰＤＣＡサイクルを適切に回し、加入者を対象とした理解度調査の結果を踏まえて広報計画

を策定する。 

○ 保健事業や医療費適正化など保険者機能を発揮した協会の取組や、地域ごとの医療提供体制や健診受診率等を視覚的

にわかりやすくした情報について、加入者・事業主や関係機関等、更には県民一般に広く理解していただくため、積極

的な情報発信を行う。 

○ ナッジ理論等を活用したリーフレットやチラシを作成し、特定健診等の効果的な受診勧奨を行う。 

○ 加入者を含めより幅広く情報発信するため youtube等の動画を活用し、地域の実情や時節柄等に応じた広報を行う。 

- 79-



 

 

 

【具体的な取組み】 

 納入告知書同封チラシやメールマガジン、社会保険いばらき等により定期的に広報を行うほか、加入者にとってわ

かりやすいホームページ作成による情報発信の強化を図る。 

 各種広報誌への広告記事掲載、市町村広報誌、リーフレット・ポスター等を活用した広報の実施 

 支部の事業に関するプレスリリースを行い、マスメディアを通じた広報を行うなど新聞、ラジオＣＭ、インターネ

ット等のメディアを活用した広報展開 

 健康イベントへの参加による協会事業のＰＲ 

 加入者の医療費及び健診結果のデータをもとに支部医療費等の状況を分析し加入者及び事業主に情報発信 

 加入者に対し、かかりつけ医や小児救急電話相談（♯８０００）・おとな救急電話相談（♯７１１９）の利用、かか

りつけ薬局やお薬手帳の活用など医療機関の適正な受診を啓発する。 

 インセンティブ制度について、茨城支部の実情を踏まえた周知広報を十分に行い、加入者・事業主の行動変容につ

なげる。 

 感染症予防に関する啓発の実施。 

 

 

○健康保険委員の委嘱拡大に向けた取り組みを強化するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るための研修や広報誌等

を通じた情報提供を実施する。 

【具体的な取組み】 

 新規適用事業所を中心に、文書等にて健康保険委員の委嘱拡大を図る。 

 四半期ごとに健康保険委員向けの広報誌等を送付し、加入者や事業主へ定期的な情報提供を行う。 

 健康保険委員の資質向上のため、社会保険委員、社会保険協会及び日本年金機構と連携し、委員表彰式及び研修会

を開催する。 

■KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を５９．０％以上とする。 
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（３）ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉 

○ ジェネリック医薬品の使用促進（更なる数量ベースの引上げ）により、医療費の適正化を図る。 

＜課題分析＞ 

 協会で作成した「ジェネリックカルテ」及び「データブック」により重点的に取り組むべき課題（阻害要因）を

明確にし、対策の優先順位を付けて取り組む。 

＜医療機関・薬局へのアプローチ＞ 

 協会で作成した「医療機関・薬局向け見える化ツール」及び「医薬品実績リスト」等を活用して、個別の医療機

関・薬局に対する働きかけを強化する。 

＜加入者へのアプローチ＞ 

 加入者にジェネリック医薬品を正しく理解していただけるよう、ジェネリック医薬品軽減額通知やジェネリック

医薬品希望シール、ジェネリック医薬品Ｑ＆Ａ冊子を加入者や薬局に配布することで周知を図り、利用しやすい

環境整備に着実に取り組む。 

 茨城県や茨城県薬剤師会、他の保険者等と連携した取組により加入者に対する効果的な働きかけを行う。 

＜その他の取組＞ 

 茨城県後発医薬品の使用促進検討会議に参画し、取組み事例等について意見発信を行い、茨城県内の関係団体と

連携しジェネリック医薬品の使用促進を図る。 

 地域別や薬効分類別の使用割合を分析し、県、関係団体等へ意見発信するなど、効率的な使用促進を働きかける。 

 ジェネリック医薬品のさらなる使用促進を図るため、広報誌等様々な機会を捉えて積極的に広報を実施する。 

■KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）を年度末時点で７９．５％以上とする 

※医科、ＤＰＣ、歯科、調剤 

 

（４）インセンティブ制度の実施及び検証〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

 ○加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組や意義を理解していただけるよう、周知広報を行う。 
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（５）地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度に係る意見発信〈Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

○ 現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、医療計画及び医療費適正化計画が着実

に推進されるよう意見発信を行う。 

 

ⅱ）医療提供体制に係る意見発信 

○ 効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、協会における医

療データの分析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国・都道府県等から提供された医療データ等を活用す

るなど、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

 

ⅲ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

○ 地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの

「上手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対しての効果的な働きかけを行う。 

■KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療データを

活用した効果的な意見発信を実施する。 

 

（６）調査研究・パイロット事業の推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

○ 調査研究・パイロット事業の積極的な提案を通じて効果的な施策を検討する。 

○ 医療費適正化等に向けた事業の実施につなげるため、地域差等の要因について、外部有識者の知見等も活用して分析

を実施する。 

○ 協会が保有しているレセプトデータ等を活用し、加入者の受診行動や医療機関が提供する医療の内容等について医療

費等の分析を行い、二次医療圏別や業態別の医療費やリスク保有割合について、経年比較など更に分析を進める。 

 

（７）各種業務の展開〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

 ○関係団体との積極的な連携を図り、具体的な事業展開を図る。 

・保険者協議会の活性化（保健事業の推進に向け積極的に保険者間の連携を図る） 
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・覚書締結団体（茨城県/茨城県医師会/筑波銀行/常陽銀行/茨城労働局/茨城県社会保険労務士会/茨城県経営者協会/茨城

県商工会議所連合会/茨城県商工会連合会/茨城県中小企業団体中央会/健康保険組合連合会茨城連合会/茨城県歯科医師

会/茨城県薬剤師会/茨城産業保健総合支援センター）と積極的に事業連携を図る。 

・その他、日本年金機構、厚生局、支払基金、地方自治体、各保険者等との連携を強化し、効率的・効果的な事業運営を

推進する。 

３．組織・運営体制関係 Ⅰ）人事・組織に関する取組 

① 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

○ 役割等級制度に基づき、役割に応じた適正な業務を推進するとともに、標準人員に基づく適切な人員配置を行う。 

 

② 人事評価制度の適正な運用 

○ 組織目標を意識した個人目標を設定し、適正にその達成状況を評価するとともに、評価者研修などを通じて評価者

を中心として個人目標の設定や評価結果のフィードバックによる人材育成の重要性など、職員の人事評価制度に関

する理解を深め、同制度を適正に運用する。 

 

③ ＯＪＴを中心とした人材育成 

○ ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 

 

Ⅱ）内部統制に関する取組 

① 内部統制の強化 

○ 権限や体制の整備等により効率的な業務運営を行えること及び事故等が発生しない仕組みを構築することを目指し

て、内部統制基本方針に則り、内部統制の整備を着実に進める。 

 

② リスク管理 

○ 情報セキュリティ対策については、迅速かつ効率的な初動対応を行う。 

○ 職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報の取扱いやリスクマネジメン

ト等の研修を行うとともに、各種リスクを想定した訓練を実施する。 
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③ コンプライアンスの徹底 

○ 法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

 

 

Ⅲ）その他の取組 

① 費用対効果を踏まえたコスト削減等 

○ サービス水準の確保に留意しつつ、引き続き競争入札を実施するとともに、消耗品の発注システムを活用した随時

発注による適切な在庫管理等により、経費の節減に努める。 

○ 調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。入札案件においては、業者への声掛けの徹底、

公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組みを行うことで、多くの業者が参加しやすい環

境を整備する。 

○ 一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調

査等を実施し、次回の調達改善につなげる。 

○ 少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を公示

し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

○ 年間を通して光熱費削減策に取り組む。 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、２０％以下とする。ただし、入札件数の見込み件数が４件

以下の場合は一者応札件数を１件以下とする。 
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 令和 3年度 事業計画（栃木支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 １. 健全な財政運営 

  ・いわゆる 2025年問題をはじめとした現役世代の減少への課題に加え、今後の経済情勢が協会財政へ与える影響等につ

いて、支部評議会に必要な情報を提供し丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

・加入者や事業主に協会財政への理解をより深めていただくため、協会決算や今後の見通しに関する情報を発信する。 

・各審議会等の協議の場において、協会財政の安定化に資する意見を積極的に発信する。 

 

 

２．サービス水準の向上 

・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

・加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見等から課題を見いだし、迅速に対応する。 

■ KPI：①サービススタンダードの達成率を 100％とする 

②現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％とする 

【具体的取組み】 

①事務処理手順書に則った業務の標準化・効率化・簡素化を徹底し、現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サ

ービススタンダード：10日間）を遵守する。 

 ②加入者・事業主からのご意見や苦情等について、迅速かつ正確に支部内で情報共有し、更なるサービスの改善に結

びつける。また、サービス水準向上のため、お客様満足度調査の結果に沿った支部内研修を行う。 

 ③事務処理誤りを防止するため、統一的処理ルール（業務マニュアルや事務処理手順書等）を遵守・徹底する。また、

統一的処理ルールを遵守・徹底するという意識向上や情報共有のため、毎月ミーティング等を行う。 

④加入者が申請書等を郵送で提出できるよう、広報を行うとともに加入者の立場に立った、よりきめ細やかな電話応

対・窓口応対を行う。 
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３．限度額適用認定証の利用促進 

    ・オンライン資格確認の実施状況をふまえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報や、

地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなど利用促進を図る。 

・   ・医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

【具体的取組み】 

 ①医療機関窓口への限度額適用認定申請書の設置依頼を引き続き行う。 

②医療機関や市町村の窓口担当者が制度説明を容易にできるようにするため、支部で作成した限度額適用認定申請に

係るチラシ等を積極的に活用する。 

③医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度の広報を、事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットを活用

し、積極的に行う。 

 

４．現金給付の適正化の推進 

  ・標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

・不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。 

また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

【具体的取組み】 

①事務処理手順書に則った業務の標準化・効率化・簡素化を徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

②資格取得から請求までの期間が短期間である場合、療養担当者意見欄、レセプト等の内容確認と併せて、年金事務

所と連携のうえ、資格取得が適正かどうかの確認を行う。 

   ③不正請求の疑いのある申請に対しては、保険給付適正化ＰＴにおいて支給の適否を判断するとともに、年金事務所

と連携のうえ、事業主への立入検査を行う。 

   ④システムで抽出される障害及び老齢年金との併給調整対象者について、事務処理手順書に則り抽出後 3 カ月以内に

併給調整処理を確実に行う。 

   ⑤傷病手当金支給後の併給調整を減少させるため、同一傷病による障害年金との併給調整及び、資格喪失後の老齢年

金との併給調整に関する広報を積極的に行う。 
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   ⑥傷病手当金と労災保険の休業補償給付との適正な併給調整のため、事務処理手順書に則った進捗管理を徹底する。

また、休業補償との併給調整に関する広報を積極的に行う。 

 

５．効果的なレセプト点検の推進 

  ・医療費の適正化を図るために、資格・外傷・内容点検の各点検を実施する。 

  ・レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検に

より、査定率向上に取り組む。 

■ KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）を対前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

       ②支部の再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

【具体的取組み】 

 ①資格・外傷点検については、システムスケジュールに基づき効率よく点検を実施する。 

②内容点検については、ＰＤＣＡサイクルにより効果額向上を図り、社会保険診療報酬支払基金の一次審査と合算し

たレセプト点検の査定率及び協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を前年度以上とする。 

③レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効果的な点検を実施するための勉強会を開催するとともに、各種研

修会受講後に伝達等を確実に行うことにより、点検員のスキルアップを図る。 

  

６．柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる

「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。 

なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術

受診についての正しい知識の普及を図る。 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対

前年度以下とする 

【具体的取組み】 

   ①加入者への文書照会については、多部位施術（3 部位以上）または頻回傾向施術（1 カ月あたり 10 回以上）の申請
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に対象範囲を拡大し照会を行う。 

②12ケ月間に 10ケ月以上の支給記録があり、初検日が複数回動いている加入者に対し照会を行う。 

③加入者への文書照会の結果、不正請求の疑いが強いものについては、保険給付適正化ＰＴを経て、厚生局への情報

提供を積極的に行う。 

   ④事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットを活用し、適正な受診に関する広報を行う。 

 

７．あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

・審査手順の標準化を推進する。 

・文書化された医師の再同意の確認を確実に実施する。 

【具体的取組み】 

 ①本部から示されている、審査手順書に基づく標準化を徹底し、特に医師による再同意の確認を確実に行う。 

②不正の疑いがある案件は厚生局に情報提供を行う。また、厚生局へ情報提供を行った不正疑い事案については、逐

次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

８．返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被

保険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・未返納の多い事業所データを活用した、事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施によ

り、返納金債権の回収率の向上を図る。 

■ KPI：①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

【具体的取組み】 

 ①広報媒体や各種研修会等を通じて、資格喪失時の保険証回収に係る周知を行うとともに、日本年金機構、社会保険

労務士会等へ保険証早期回収の依頼を行う。 

②未返納の多い事業所データを活用し、資格喪失届提出時に保険証の添付がない事業所へ、資格喪失時の保険証回収
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に係る注意喚起を文書等にて行う。 

③文書・電話・訪問による催告を強化し、返納金債権の早期回収を図るとともに、法的手続きを徹底する。 

④資格喪失後による返納金債権については、国民健康保険との保険者間調整を積極的に活用し、確実な債権回収を行

う。 

⑤損害賠償金債権については、損害保険会社等に対し早期に折衝を行い、確実な債権回収に努める。 

  

９．被扶養者資格の再確認の徹底 

・マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 

【具体的取組み】 

 ①マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

②未提出の事業所に対して、早期に文書や電話、訪問による勧奨を行う。 

③未送達事業所については、年金事務所から事業所情報の提供を受け、再送付を行う。それでもなお、所在不明の事

業所については、年金事務所等へ実態調査の依頼を行う。 

④高齢者医療制度納付金等に係る拠出金の算定方法が毎月の加入者の人数等に応じて算出されることから提出された

被扶養者異動届については、届書の内容確認、年金事務所への引き継ぎを速やかに行う。 

  

１０. 業務改革の推進 

・現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・

簡素化を推進する。 

・職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟

かつ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 

【具体的取組み】 

 ①業務マニュアルや事務処理手順書に基づく統一的な事務処理を遵守・徹底する。 
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②統一的な事務処理を遵守・徹底するという意識向上や情報共有のため、毎月ミーティング等を行い、現金給付等の

業務処理手順の更なる標準化・効率化・簡素化を徹底する。 

③職員の知識レベルや処理速度を随時確認し、多能化と生産性向上を目的とした人材育成計画に基づき、業務担当ご

とのユニットの編成、及び日々の業務の割振りを実施する。 

④経験の浅い職員に対し、OJTによる研修に加え、勉強会を毎週実施しスキルレベルの底上げを図る。 
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２．戦略的保険者機能関係 １．第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

上位目標：健康経営の考え方を普及し、保健指導の徹底、健診受診率アップによりメタボリックシンドローム該当者お

よび予備群に該当する者を 25%減らす。（2017 年度メタボリックシンドローム該当者 15.8％、予備群 13.4％か

ら 2026 年度に向けて該当者 11.9％、予備群 10.1％とする）～メタボリックシンドローム起因の疾病を予防す

る～ 

 

（１）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

■ KPI：①生活習慣病予防健診実施率を 65.6％とする  

②事業者健診データ取得率を 7.8％とする 

③被扶養者の特定健診受診率を 30.5％とする 

●被保険者（40歳以上）（受診対象者数：221,517人） 

   ・生活習慣病予防健診 実施率 65.6％（実施見込者数：145,375人） 

    ・事業者健診データ  取得率 7.8％（取得見込者数：17,278人） 

●被扶養者（受診対象者数：62,335人） 

  ・特定健康診査    実施率 30.5％（実施見込者数：19,012人） 

【具体的取組み】 

 ◆生活習慣病予防健診 

①生活習慣病予防健診未利用事業所へ、定期健康診断からの切り替えを促すよう事業所訪問及び健診機関からの受診

勧奨を実施する。 

②生活習慣病予防健診の受診者数増加のため、健診機関毎に目標値を設定し、健診機関による受診勧奨を促す。 

③生活習慣病予防健診の利点を伝え、利用を促すことを目的に、小規模事業所の加入者個人を対象に受診勧奨を行う。 

④新規適用事業所へ健診案内送付後、制度説明及び受診確認の電話勧奨を実施する。 

◆事業者健診データ取得 

⑤同意書取得済み事業所の健診機関情報を再確認し、効果的に事業者健診結果データの取得・管理を行う。また、労

働局・栃木県との連名による同意書新規取得を継続して行う。 

⑥健診結果作成についての契約を締結していない健診機関・医療機関へ契約締結の働きかけを行い、データ取得に結

- 91-



 

 

 

び付ける。また、検査・問診の必須項目不足によりデータ取得に至らない健診機関へは、全項目実施を事業所へ案

内するよう働きかける。 

◆被扶養者の特定健診 

⑦市町の集団健診を最大限に活用できるよう、市町毎の健診日程を受診券に同封して周知する。 

 ⑧経済団体や市町と連携した集団健診等を実施する。 

 ⑨支部独自の集団健診（オプショナル健診）の場を県内全域をカバーするように設け、特に未受診者の多い地域の回

数を増やすことで受診者アップを図る。 

   ⑩被扶養者で定期健康診断を受診している場合に、受診券を使用して特定健診として実施できるよう健診機関に働き

かけ実施方法を検討する。 

 

（２）特定保健指導の実施率の向上 

■ KPI：①被保険者の特定保健指導の実施率を 27.2％とする 

       ②被扶養者の特定保健指導の実施率を 12.4％とする 

●被保険者（実施対象者数：32,855人） 

    ・実施率 27.2％（実施見込者数：8,936人） 

（内訳）協会保健師実施分 15.0％（実施見込者数：4,936人） 

         アウトソース分 12.2％（実施見込者数：4,000人） 

   ●被扶養者（実施対象者数：1,635人） 

    ・実施率 12.4％（実施見込者数：203人） 

（内訳）協会保健師実施分 5.5％（実施見込者数：90人） 

         アウトソース分 6.9％（実施見込者数：113人） 

【具体的取組み】 

①外部委託をより一層推進するため、健診機関の経営層に対し、健診当日の初回面談・分割実施への体制整備・強化

に向けた働きかけを行う。 

②健康経営の取り組みの一環としての保健指導実施が定着するよう、対象者数の多い事業所を訪問し、事業主・経営

層に働きかけを行う。 
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③外部委託機関との連携強化のため、委託機関の保健指導担当者との意見交換の場を設け情報共有を図る。 

④被扶養者の保健指導については、支部主催の集団健診の機会を最大限に活用して実施する。また、各地域での来所

相談の場を設けるなど、対象者が利用しやすい環境を整える。 

⑤健診結果の改善が見られない対象者へ検査値の経年変化と改善対策を示すことで保健指導の利用につなげ、行動変

容を促す。 

⑥保健指導対象者の更なる利便性の向上を図るため、ＩＣＴ技術を活用する。 

 

（３）重症化予防対策の推進 

■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

【具体的取組み】 

①本部からの一次勧奨通知発送後に電話勧奨を実施する。その後の受診状況を確認し、受診を確認できない対象者に

ついては再度勧奨する。 

②二次勧奨対象者には、健診結果に受診勧奨文書を同封することで、検査値の意味や受診の必要性についての理解を

促し、受診に結び付ける。 

③二次勧奨対象者へは、医師会との連名による文書勧奨を遅滞なく行うと同時に、支部の保健師による電話勧奨を実

施する。 

④特定保健指導の対象者のうち、医療機関への受診が必要な方に対しての受診勧奨を徹底して実施する。 

⑤糖尿病重症化予防、糖尿病性腎症患者への保健指導については、栃木県糖尿病重症化予防プログラムに則り、健診

データやレセプト情報から該当者を抽出し、郡市医師会や他の保険者と連携して効果的に事業を進める。 

 

（４）保健指導を担う人材の育成 

  【具体的取組み】 

   ①対象者に響く質の高い保健指導の実施、要治療者への確実な受診勧奨、糖尿病重症化予防の推進など、各々に必要

な知識・スキルを身に着けるため、支部所属保健師・管理栄養士の研修内容の充実を図り、個人の実績に基づいた

育成を行う。 

   ②健康宣言事業所のフォローアップ等事業所と連携した健康づくりの実施に向けて、保健師・管理栄養士の専門性を
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活かした取組みを検討する。 

（５）コラボヘルスの推進 

・とちぎ健康経営宣言事業所数の更なる拡大を図るとともに、事業所において家族を含めた健康づくりを推進するよう、

事業所支援等を拡充する。 

・保険者として、事業所等と連携したメンタルヘルス予防対策の推進に努める。 

 

■ KPI：健康宣言事業所数を 1,100事業所以上とする 

【具体的取組み】 

 ①とちぎ健康経営宣言事業所の拡大およびフォロー 

  ・関係団体と連携し、健康宣言事業所数を拡大させる。 

  ・健診実施率などの実績が高い事業所に対し、積極的に健康宣言への働きかけを行う。 

  ・健康経営への取組みの評価あるいは健康経営に取組む必要性を事業主に理解いただくため、事業所訪問などによ

り事業所カルテ等を提供する。 

・健康経営に基づく他事業所の好事例など取組みの具体策を提供する。 

  ・身体活動量増加セミナーや YouTube等の動画を活用した運動支援を実施する。 

  ・関係団体と連携し、経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」のフォローを実施する。 

 ②とちぎ健康経営事業所認定制度の実施 

  ・栃木県及び健康保険組合連合会栃木連合会と協働し、従業員等の健康管理、増進に積極的に取組む事業所を「と

ちぎ健康経営事業所」として認定する。 

 ③効果検証 

  ・取組みを振り返るアンケート及び健診結果による健康リスク等を集計し効果を検証する。 

   ④メンタルヘルス予防対策の推進 

・内外の資源を活用し、事業所のメンタルヘルス予防対策を推進する。 

 

２．広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

・「①協会の概要・財政状況」「②申請手続き」「③医療費適正化への取組、」「④健康づくり」を主な広報テーマとし、事
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業主、加入者へ引き続き分かりやすくタイムリーな情報を発信する。 

・健康保険委員の委嘱拡大に向けた取り組みを強化するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るための研修や広報

誌等を通じた情報提供を実施する。 

 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 60.0％以上とする 

【具体的取組み】 

 ①定期広報誌（協会けんぽ栃木支部からのお知らせ、社会保険とちぎ、協会けんぽとちぎ）やホームページ、メール

マガジン等を活用し、「①協会の概要・財政状況」「②申請手続き」「③医療費適正化への取組」「④健康づくり」を

柱とした広報を実施することで、協会の事業や医療費適正化、健康づくりの理解を促進する。 

 ②マスメディアへの情報提供により、各種メディアを通じた広報を実施する。 

   ③令和２年度に事業主に対し実施したアンケート調査結果や広報実施結果に基づき、有効な媒体を活用し、広報を実

施する。 

   ④YouTube広告を活用し、幅広い層へ周知し、加入者の制度理解を促進する。 

   ⑤商工会議所等、関係団体の機関誌へ広報記事の定期掲載を実施する。 

   ⑥ウィズコロナを前提とした、広報や研修、啓発方法を検討、実施する。 

   ⑦事業所へ文書、電話、訪問による健康保険委員の委嘱およびメールマガジンの登録勧奨を実施する。 

   ⑧申請書の提出先や記入例や保健事業等について掲載した「協会けんぽのしおり」の内容を充実させ提供することで、

健康保険委員活動の活性化を図る。 

  

３．ジェネリック医薬品の使用促進 

＜課題分析＞ 

・本部作成の「ジェネリックカルテ」及び「データブック」によりに重点的に取り組むべき課題（阻害要因）を明確に

し、対策の優先順位を付けて取り組む。 

＜医療機関・薬局へのアプローチ＞ 

・「医療機関・薬局向け見える化ツール」及び「医薬品実績リスト」等の情報提供ツールを活用して、医療機関・薬局に

対する働きかけを継続する。 
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＜加入者へのアプローチ＞ 

・加入者にジェネリック医薬品を正しく理解していただけるよう、ジェネリック医薬品軽減額通知や希望シールの配布、

若年層への重点的な広報等を実施する。 

 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）を 80.0％以上とする 

（※）医科、DPC、調剤、歯科における使用割合 

【具体的取組み】 

 ①ジェネリックカルテや年齢別、地域別、医療機関別の使用割合等のデータを用い、また、医療機関及び保険薬局へ

訪問すること等により情報収集を行い、支部の課題を把握する。 

②ジェネリック情報提供ツールを活用し、医療機関及び保険薬局へ訪問及び文書による働きかけを行う。 

  また、医療機関あて情報提供文書を栃木県保健福祉部長と栃木支部長の連名、薬局あて文書においては栃木県薬剤

師会長を含め 3者連名で送付することにより、ジェネリック医薬品の使用促進を図る。 

③15歳未満のジェネリック医薬品使用割合が低いことから、15歳未満の被扶養者がいる家庭へ、健康保険制度への財

政効果や安全性などの情報提供を行うことで、親世代の理解を促進する。 

④栃木県薬剤師会等の関係団体と連携し、地域における積極的な啓発活動を実施する。 

⑤ジェネリック医薬品希望シールやリーフレット等の配布、また、YouTube や SNS を活用した広報により加入者の理解

を促進する。 

 

４．インセンティブ制度の着実な実施 

・加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組や意義を理解していただけるよう、周知広報を行う。 

【具体的取組み】 

 ①評価指標に対する実績が低い事業所等へインセンティブレポートを配布し、事業主や加入者の理解を促進すること

で、行動変容を促す。 

 ②令和２年度に事業主に対し実施したアンケート調査結果や広報実施結果に基づき、有効な媒体を活用し、広報を実

施する。 
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５. パイロット事業 

  ・保険者機能の発揮による総合的な取組を推進するための提案を行う。 

【具体的取組み】 

 ①全国展開の実現可能性を踏まえて、より質の高い事業となるよう十分議論、精査を行ったうえで提案する。 

 

６．地域の医療提供体制等への働きかけ 

・地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療データ等を活用し効果的な意見を発信する。 

・地域医療を守る観点から、不要不急に時間外受診や休日受診を控えるなどの「上手な医療のかかり方」について、加

入者や事業主に対して働きかけを実施する。 

 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デ

ータ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

【具体的取組み】 

 ①協会が保有するレセプトデータ等を活用し、適切な医療機能の分化・連携に向けた意見発信のための分析を行う。 

 ②定期広報誌（協会けんぽ栃木支部からのお知らせ、社会保険とちぎ、協会けんぽとちぎ）やホームページ、メール

マガジン等を活用し、「上手な医療のかかり方」について、周知、広報を実施する。 

   ③マスメディアへの情報提供により、各種メディアを通じた広報を実施する。 

   ④YouTube広告を活用し、幅広い層へ周知し、加入者の制度理解を促進する。 

 

７. 調査研究の推進 

・本部及び支部が保有するレセプトデータ等を分析し、医療費適正化等に向けた情報発信を行う。 

・医療費適正化に向けた事業の実施につなげるため、栃木県や他保険者等と連携するとともに、外部有識者の知見等も

活用して分析を実施する。 

【具体的取組み】 

 ①事業主及び加入者へ、分析結果に基づく医療費適正化に向けた情報発信を行う。 
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②栃木県民の健康意識向上を目的に栃木県や保険者協議会等と連携し、医療費・特定健診データの分析を実施し、事

業主及び加入者へ発信する。 
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３．組織・運営体制関係 １. 人事・組織に関する取組 

（１）人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・支部内人事ローテーションを計画的に行い、職員個々の能力を向上させることにより、更なる保険者機能の発揮に向

けた組織体制を整える。 

 

（２）人事評価制度の適正な運用 

・人事評価制度を適正に運用するため、人事評価要領を職員に再周知し、組織目標を達成するための「個人目標の設定」

や職員の役職に応じた「役割定義」等、職員の人事評価制度に関する理解を深める。 

 

（３）ＯＪＴを中心とした人材育成 

・組織基盤の底上げのため、職員の能力・スキルを的確に把握し、階層や経験、職場状況に応じたＯＪＴによる人材育

成を行う。また、外部講座等の集合研修を効果的に組み合わせる。 

  ・通信講座等により自己啓発を積極的に行う組織風土を醸成する。 

 

２. 内部統制に関する取組 

（１）内部統制の強化 

・内部統制基本方針に則り、効率的な業務運営及び事故等が発生しない仕組みの構築に取組む。 

 

（２）リスク管理 

  ・職員のリスクに対する意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、各種リスクを想定した訓練を

実施する。 

  ・個人情報保護について、情報セキュリティ教育、情報セキュリティ対策の自己点検を確実に実施し、職員の保有個人

情報の取り扱いに関する理解の深化、意識の高揚を図る。 

 

（３）コンプライアンスの徹底 

  ・重点目標、活動内容など活動の指針となる年間活動計画を策定し、進捗確認のための委員会を定期的に開催する。 
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・コンプライアンス事案が発生した場合には委員会を速やかに開催し、委員会における決定事項を確実に職員に周知す

る。 

・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

・法令遵守を組織に浸透させ、不正が発生しない組織づくりのため、自主点検について点検方法を順守した点検を確実

に行う。 

・職員のコンプライアンス意識の向上を図ること及び今後の啓発活動に活かすことを目的とし、職員に自己点検・アン

ケートを実施する。 

 

３．費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組み

を行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

・一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査

等を実施し、次回の調達改善に繋げる。 

・また、少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を

公示し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

  ・消耗品の発注システムを活用した随時発注による適切な在庫管理等により経費削減に努める。 

 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下にする 
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令和 3年度 事業計画（群馬支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係   適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標

準化、効率化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。 

 

１ 健全な財政運営 

（１）中長期的な視点から、健全な財政運営に努める。 

（２）中長期的には楽観視できない協会の保険財政等について、加入者や事業主に対して情報発信を行う。 

 

２ サービス水準の向上 

（１）現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

（２）加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

（３）お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から支部の課題を見いだし、迅速に対応する。 

 ■KPI：サービススタンダードの達成状況を 100％とする。 

   ■KPI：現金給付等の申請に係る郵送化率を 96.9％以上とする。 

 

３ 業務改革の推進 

（１）現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・

簡素化を推進する。 

（２）職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応するため柔軟かつ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上

を推進する。 

 

４ 現金給付の適正化の推進 

（１）標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

（２）傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

（３）不正の疑いのある事案については、保険給付適正化ＰＴにて議論を行い事業主への立入検査を行う。また、不正の疑
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われる申請について重点的に審査を行う。 

 

５ 効果的なレセプト点検の推進 

（１）内容点検については、レセプト内容点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、研修及び勉強会の更なる強化により、

レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検を推進し、査定率向上に取り組む。 

■KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率※について対前年度以上とする。 

※ 査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

② 協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする。 

（２）資格点検については、資格エラーレセプトの点検を確実に行う。 

（３）外傷点検については、負傷原因届の速やかな提出を励行するとともに、特に交通事故の場合は早期に損害保険会社と

折衝し、確実な回収を図る。 

 

６ 柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる

「部位ごろがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会や適正受診の啓発を強化する。 

   ■KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3 部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対

前年度以下とする。 

〔目標〕多部位頻回及び長期受療の申請割合を減少させる。 

 

７ あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

標準化された審査手順に基づき、受領委任制度導入により、文書化された医師の同意および再同意の確認を確実に実施

するとともに、厚生局へ情報提供を行った不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

８ 返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 

（１）保険証未回収者（任意継続を含む）に対し、日本年金機構の資格喪失処理後 2週間以内に返納催告（2次）を行う。 

また、被保険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化するとともに、回収率の低い事業所の回収状況を定期的に

把握し、文書等による確実な回収依頼を行う。 
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 ■KPI：日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする。 

 

（２）発生した債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続の実

施により、返納金債権の回収率の向上を図る。 

■KPI：返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする。 

 

９ 限度額適用認定証の利用促進 

（１）オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並び

に地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

（２）医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

 

10 被扶養者資格の再確認の徹底 

（１）マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

（２）事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

（３）未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

■KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする。 

 

11 オンライン資格確認の円滑な実施 

オンライン資格確認の円滑な実施のため、加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、加入者のマイナンバー収録率向

上を図る。 
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２．戦略的保険者機能関係 【 戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標 】 

ⅰ 加入者の健康度の向上 

ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

ⅲ 医療費等の適正化 

 

１ 第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施（ⅰ,ⅱ,ⅲ） 

（１）特定健診実施率・事業者健診データ取得の向上 

   特定健診実施率及び事業者健診データ取得の向上のため、次の事業を効果的・効率的に実施する。 

① 健診・保健指導カルテ等を活用した受診勧奨 

② 事業者健診結果データの取得数向上のため、関係団体、健診機関等と協力連携の強化 

③ 外部委託による生活習慣病予防健診の受診勧奨や事業者健診結果データの提供依頼の強化 

④ 自治体との連携による、がん検診との同時実施の拡大 

⑤ 健診車による特定健診の集団健診の拡大（特定保健指導及びオプショナル健診を組ませての実施） 

⑥ ＧＩＳと経年的受診状況を活用した特定健診の受診勧奨 

⑦ マスメディア広報等による分かりやすい効果的な受診勧奨 

■KPI：① 生活習慣病予防健診受診率を 61.0％以上とする。 

② 事業者健診データ取得率を 10.0％以上とする。 

③ 被扶養者の特定健診受診率を 30.1％以上とする。 

 

（内訳） 

被保険者（対象者数：259,725人） 

① 生活習慣病予防健診 受診見込者数：158,432人 

② 事業者健診データ 取得見込者数：25,973人 

被扶養者（対象者数：73,087人） 

③ 特定健康診査 実施見込者数：21,999人 
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（２）特定保健指導の実施率及び質の向上 

   特定保健指導の実施率及び質の向上のため、次の事業を更に推進する。 

① 健診実施機関への外部委託化及び健診当日の初回面談 

② 情報通信技術（ICT）を活用した特定保健指導 

③ 大規模事業所や健康宣言事業所に対する重点的かつ優先的な利用勧奨 

④ モデル実施による特定保健指導の拡大 

⑤ 保健指導推進経費を活用した実施数拡大の取組 

⑥ SNS等を活用した映像広告による特定保健指導の利用勧奨 

⑦ 特定健診の集団健診における当日保健指導の拡大 

⑧ 協会と委託機関の合同スキルアップ研修会や実践者会議等の開催 

■KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を 22.2％以上とする。 

② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 8.0％以上とする。 

 

（内訳） 

① 被保険者（対象者数：39,463人） 

実施見込者数：8,749人 

② 被扶養者（対象者数：1,958人） 

実施見込者数： 157人 

 

（３）重症化予防対策の推進 

① 未治療者の受診勧奨 

民間事業者を活用し、未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨の取組の強化を図る。 

■KPI：受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする。 

（内訳）勧奨対象者数：7,893人・実施見込者数：932人 

② 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

県の糖尿病性腎臓病重症化予防プログラムに基づいた対象者に対して受診勧奨を行い、主治医と連携した生活習慣
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病の重症化予防のための保健指導を実施する。 

 

（４）健康経営（コラボヘルス）の推進 

① 健康宣言事業所の拡大 

ア 「生き活き健康事業所宣言」の普及促進を目的とした協業企業（生損保等の関係団体）との連携を強化・拡大す

る。 

イ 未宣言事業所への電話勧奨及び訪問勧奨を行う。 

ウ 健康経営セミナー等を開催して効果的な広報を実施する。 

② 健康宣言事業所へのフォローアップ 

取組状況について、健康事業所宣言事業所にアンケートを行って把握するとともに、健診データ及び医療データを

活用して事業所ごとの健康課題の「見える化」を行うことにより、各事業所の特徴に合わせたフォローアップを行う。 

③ 健康宣言事業所の表彰等 

ア 健康事業所宣言事業所のうち、健診・保健指導の実施率を含む健康ベースプランの取組状況が特に優良な事業所

について表彰を行う。 

イ 健康経営事例集を作成して良好な取組を周知することにより宣言事業所の取組促進を図る。 

■KPI：健康宣言事業所数を 1,100事業所以上とする。 

 

（５）健康づくり推進協議会の開催及び地方自治体との連携 

① 健康づくり推進協議会を開催し、加入者の疾病予防や健康増進のための必要な意見や助言を得ることにより、

地域の実情を踏まえた保健事業の総合的かつ効果的な推進を図る。 

② 地方自治体と連携した健康づくり事業を推進し、加入者の健康度の向上を図る。 

 

２ 医療費適正化の取り組み（ⅱ,ⅲ） 

（１）ジェネリック医薬品の使用促進 

① 医療機関等へのアプローチ 

医療機関等へ見える化ツールを活用した情報提供を行うとともに、使用率が低い医療機関等へは個別にアプローチ
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を行う。 

② 加入者へのアプローチ 

ジェネリック医薬品軽減額通知書の発行（本部一括：２回/年）のほか、使用率の低い年代へ個別アプローチを行

う。 

 ③ その他の取組 

ア デジタルサイネージを活用して既存動画を配信し、ジェネリック医薬品の使用を啓発する。 

イ 医療関係団体（医師会・歯科医師会・薬剤師会）及び群馬県（薬務課）等の関係団体との連携を強化し、各種協

議会等で情報発信を行う。 

■KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）を年度末時点で 80.7％以上とする。※医科、ＤＰＣ、歯科、調剤 

 

（２）適正受診の啓発と勧奨 

レセプトが 20枚/月以上となる多受診者に対して、適正受診を促す。 

 

３ インセンティブ制度の周知・広報の強化（ⅰ,ⅱ,ⅲ） 

（１）加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組みや意義を理解していただけるよう周知広報を行う。 

（２）令和 2 年度の実施結果を検証し、検証結果をその後の施策及び広報に反映させることにより、加入者の行動変容を促

す。 

 

４ 外部への意見発信（ⅰ,ⅱ,ⅲ） 

（１）地域での効率的かつ充実した医療提供体制の実現に向けて、群馬県保健医療計画会議や地域保健医療対策協議会、そ

の他各種協議会において、医療データ等を活用したエビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

（２）関係団体と連携して群馬県民の健康づくりを進めるため、保険者協議会や国民健康保険運営協議会、その他各種協議

会において、積極的に意見発信を行う。 

 ■KPI：効果的・効率的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デ

ータ等を活用した効果的な意見発信を行う。 
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５ 調査研究の推進等（ⅰ,ⅱ,ⅲ） 

（１）大学や自治体等の外部有識者と連携協力を図り、医療データや健診データの調査研究を実施する。 

（２）支部において、各種データを基にした分析や GIS（地理情報システム）を活用した分析を行い、地域ごとの健康特性や

医療費等の状況を把握する。 

（３）分析結果については、加入者・事業主や関係機関等へ視覚的にもわかりやすい分析結果を提供するなど広く情報発信

するとともに、各種事業の効果検証や新たな施策の検討等に活用する。 

 

６ 広報の推進（ⅰ,ⅱ,ⅲ） 

地域の実情、時節柄、広報対象者等を意識して伝わりやすい広報を行うとともに、アンケート等を活用して広報の効果

検証及び改善を行うことにより、加入者・事業主の認知度及び理解度向上を図る。 

（１）加入者等に対する広報 

ホームページやメールマガジンのほか、インスタグラムや YouTube 等の Web を活用し、分かりやすい内容で加入者に

伝わるように情報を発信する。 

（２）事業所に対する広報 

① 定期広報物「ぐんまだより」「社会保険ぐんま」を利用した広報を行う。 

② 健康保険制度等の動画教材を作成し、各種制度や手続き方法等の理解を深めていただくとともに、健康保険委員を通

じた広報を行い、事業運営の円滑化を図る。 

（３）健康保険委員を通じた広報 

① 事業所への電話勧奨及び訪問勧奨を強化し、健康保険委員の委嘱拡大に取り組む。 

② 健康保険委員活動の活性化を図るため、研修会や広報誌等を通じた情報提供を行う。 

（４）その他の広報 

① 新聞・テレビ・ラジオなどのメディアを活用し、県・市町村・関係団体と連携して、健康増進等の啓発を行う。 

② 公共交通機関にポスター等を掲示することにより情報発信を行う。 

■KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 51.0％以上とする。 
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３．組織・運営体制関係 １ 人事評価制度の適正な運用と人材育成の推進 

（１）人事評価制度を適正に運用する。 

（２）人事評価制度に係る本部研修の情報共有等により評価者の育成に努める。 

（３）「自ら育つ」職員の育成を目指して、ＯＪＴを中心としつつ、研修機会の確保や通信教育の受講促進等により人材育成

に努めるほか、本部研修参加者による支部内伝達研修を確実に行う。 

（４）多能化による人材力の底上げを目指して計画的にジョブローテーションを行う。 

 

２ 内部統制の強化及びリスク管理、コンプライアンスの徹底 

（１）研修等により、コンプライアンス、個人情報保護、情報セキュリティ等の意識を向上させるとともに、定められてい

る手続き等の順守を徹底する。 

（２）各種リスクを想定したマニュアル等を適宜更新・周知するとともに、定期的に訓練を実施する。 

 

３．費用対効果を踏まえたコスト削減 

（１）調達における競争性を高めるため、入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分

な確保、仕様書の見直し等の取組みを行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

（２）一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査

等を実施し、次回の調達改善に繋げる。 

（３）少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告(ホームページ等で調達案件を公示し広

く見積書を募る方法）を実施する。 

（４）消耗品使用量削減について、支部内において定期的な周知に努めるなど、コスト意識の向上を図るとともに、超過勤

務時間の削減を図ることにより光熱費等の節減に努める。 

■KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について 20％以下とする。 
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令和 3年度 事業計画（埼玉支部） 

 埼玉支部の基本方針と重点施策 

  
【基本方針】 

 
・保険者機能のさらなる強化 

・基本に立脚した事務処理 

・リスク管理の徹底 
 

【重点施策】 
 

・地域との連携強化 

・データに基づいた保健事業の推進 

・健康経営の推進 

・レセプト、現金給付金等の審査強化と債権回収強化 

・医療費適正化の推進 

・組織運営の強化 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 （1）サービス水準の向上 

① 適切な進捗管理を行い、サービススタンダード（受付日から 10営業日以内の支払い）を遵守する。 

■ 令和 3年度目標（KPI）：サービススタンダードの達成状況 100％（令和 2年度見込み 100％） 

 

② 限度額適用認定証の利用促進 

・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主等へのチラシやリーフレットによる広報を実施。また、医

療機関より加入者(患者)へ限度額適用認定証の利用を案内していただくよう、様々な機会を通して医療機関等に働き

かけを行い利用促進を図る。 
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・医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、加入者等に周知を図る。 

 

③ 高齢者医療費にかかる拠出金等の適正化のため、被扶養者資格の再確認を適切に実施する。 

■令和 3年度目標（KPI）：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率 92.7％以上（令和元年度 89.9％） 

 

④ 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、現金給付申請等に係る郵送化を促進する。 

■令和 3年度目標（KPI）：現金給付等の申請に係る郵送化率 96.0％以上（令和 2年度見込み 95.5％） 

 

（2）窓口体制の適正化及び電話対応体制の質の向上 

① 年金事務所に設置した協会窓口について、利用状況等の実情を勘案し、見直しを行う。 

② 顧客対応スキルの向上を図るための研修や勉強会を定期的に実施する。また、お客様満足度調査結果の分析および 

課題の抽出を行い、お客様サービス向上のための取り組みを行う。 

 

（3）適正な給付業務等の推進（現金給付の審査強化） 

① 高額標準報酬月額（83万円以上）及び長期支給案件等で不正の疑いのある申請については、保険給付適正化ＰＴ 

にて議論を行い、事業主への照会や立入検査を実施する等、重点的な審査を行う。 

② 傷病手当金と障害年金等の併給調整を確実に実施する。 

③ 柔道整復施術療養費における多部位かつ頻回の申請等について、加入者に対する文書照会を強化し、給付の適正化

を図る。 

④ あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費について、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施する。また、不

正疑義案件については加入者に対する文書照会を実施し、厚生局への情報提供を行う。 

■令和 3年度目標（KPI）：柔道整復施術療養費の申請に占める施術箇所 3部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請割

合対前年度以下（令和 2年度見込み 1.55％） 

 

（4）債権発生防止と管理・回収の強化 

① 債権発生防止に向け、保険証の早期回収を図る。 
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・資格喪失処理後 2週間以内に加入者への文書催告を実施する。 

・被保険者証回収不能届等を活用した保険証未回収の多い事業所への文書・電話等による改善要請を実施する。 

・被保険者証回収不能届に連絡先が記載されている保険証未回収者への返納催告業務を実施する。 

・退職後速やかな保険証回収に関する周知チラシを関係機関等へ、設置・配布の協力依頼を実施する。 

   ■令和 3年度目標（KPI）：資格喪失後 1か月以内の保険証回収率 対前年度以上 (令和 2年度見込み 91.80％) 

 

② 発生した債権の早期回収及び未納者に対する効果的な催告を実施する。 

・定期催告（調定後 1.5・3・4・10カ月）、弁護士による催告を実施する。 

・資格喪失後受診による返納金催告時に保険者間調整の案内を全件に同封し送付する。 

・事業所を通じて債務者への文書、電話等による催告を実施する。 

・定期催告に使用する封筒・チラシを一部変更(色を変える)し、債務者に債務があることを強く認識させ支払いを 

促すことで債権回収の促進を図る。 

■令和 3年度目標（KPI）：資格喪失後受診に係る返納金債権の回収率 対前年度以上 (令和 2年度見込み 55.02%) 

 

③ 支払督促等法的手続きの積極的な推進、弁護士との連携、業務アドバイザーの活用により、債権の回収強化につな 

げる。 

 

（5）効果的なレセプト点検の推進 

① 資格点検 

・点検事務手順書等に基づいた業務の標準化・効率化・簡素化を徹底し、生産性の向上を図る。 

 

② 外傷点検 

・点検事務手順書等に基づいた業務の標準化・効率化・簡素化を徹底し、生産性の向上を図る。 

 

③ 内容点検 

・点検効果向上計画を引き続き策定し、実施する。 
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・他支部査定事例の活用強化により自動点検マスタの追加等を行い、効果的な再審査請求につなげる。 

・再審査結果の分析を強化し、支部全体及び点検員個人ごとの課題を把握し、点検員のスキルアップを図るとともに 

効果的な再審査請求を行う。 

■令和 3年度目標（KPI）：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率 対前年度以上 

（令和 2年 9月末 0.274％） 

②協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上 

（令和 2年 9月末 4,481円） 

 

 

２．戦略的保険者機能関係 （1）地域とのさらなる連携強化 

① 加入者が良質な医療を享受できるよう、県の政策関係部局をはじめ、県及び市町村が開催する各種協議会等に参加

するなど、県や市町村の保健医療計画等の立案に積極的に参加し、協会けんぽの情報を発信していく。 

② 県、市町村と協会けんぽとの間で医療情報の分析や保健事業等における協働事業を実施するなど、情報の共有及び

連携の強化を図る。 

③ 協会けんぽの財政状況や医療保険制度の現状等の情報を地域の経済団体等に対し発信するとともに、連携の強化を

図る。 

 

（2）地域医療体制への働きかけ強化 

① 関係会議等において、レセプト情報や健診データ等の分析結果や地域の医療状況を見える化したデータベースの活

用等、効果的な意見発信や働きかけを実施する。 

 

■令和 3 年度目標（KPI）：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の

場において、医療データ等を活用した効果的な意見発信を実施。 

 

（3）ジェネリック医薬品のさらなる使用促進 

① ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担の軽減効果を通知するサービスを実施するほか、ホームページ、
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メールマガジンや納入告知書同封チラシ等により加入者へ適切な広報を実施する。 

② 医療機関や調剤薬局ごとのジェネリック医薬品使用割合等のデータを活用した「ジェネリック医薬品に関するお知

らせ」を作成し、医療機関や調剤薬局等へ働きかけを行う。 

③ 使用割合の低い若年層に対して、ジェネリック医薬品に関する本部提供データやＧＩＳ等を活用した分析、ならび

に周知広報、工場見学など啓蒙活動に取り組み、使用割合の低い層や大学病院、診療所等への使用促進への働きかけ

を強化する。 

④ 県や関係団体と連携して、県民、協会けんぽ加入者や医療関係者等への啓発活動を強化する。 

■令和 3年度目標（KPI）：ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース）（※）80.5％以上（令和 2年度見込み  

79.5％）※医科、DPC、調剤、歯科における使用割合 

 

（4）医療費適正化の取組みの推進 

  ① 日頃の健康管理や生活習慣の改善等のセルフケアや、上手な医療のかかり方等の広報を実施する。 

② 加入者の健康づくりへの意識醸成を促進するほか、多剤服用者に対し、心身への影響や医療費に与える影響等を伝

え、適正服用につなげる。 

 

（5）広報の有効活用と加入者サービスの充実 

① 加入者等に対する情報提供や広報については、ホームページやメールマガジン等により、加入者の立場から分かり

やすい各種情報を発信するほか、広報リーフレット「埼玉だより」等を定期的に発行する。また、メールマガジンの

登録者数の拡大を図る。 

② 県・市町村・関係団体との連携による広報、新聞・テレビ・ラジオなどのメディア等を活用し、保健事業や医療費

適正化に対する取り組み等について、加入者・事業主・関係機関等へ情報発信を行う。 

③ さいたまスーパーアリーナへの横断幕掲示、駅構内におけるデジタルサイネージによる広報や電車内における中吊

り広告等や、大手検索サイトにおけるディスプレイ（バナー）広告他、YouTube 等の動画共有サービスを活用した広

報、並びに SNSを活用した広報等を実施する。 

④ 新規加入事業所を対象にした説明会を開催し、健康保険制度等の理解を深めてもらうとともに協会けんぽと事業所

との距離を縮めることで事業運営の円滑化を図る。 
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⑤ 健康増進や介護に関するサービスを提供する取り組みである「協会けんぽメンバーシップ特典サービス」の参加企

業数を増やし、よりよいサービスを加入者等に提供する。 

⑥ アンケート等を実施し、加入者・事業主から直接意見を聞き、創意工夫を凝らした事業を実施する。 

 

（6）健康保険委員と連携した事業の推進 

① 健康保険事業等に対する理解をさらに深めるため、研修会を開催する。 

② 健康保険委員との連携を強化するため、健康保険委員向けの情報誌「健康保険委員だより」を定期的に発行するほ

か、健康保険事業等に関するパンフレットを作成する。 

③ 健康保険委員登録事業所に対して、健康づくり・医療費適正化に対する意識の向上を図るため、リーフレット・カ

レンダー等広報媒体を作成し、配布する。 

④ 健康保険委員を通じ加入者等へ保健事業や医療費適正化に関する取り組み等について周知を図るため、事業所訪問

の際に健康保険委員の委嘱勧奨を行うなど、健康保険委員の委嘱者数の拡大及び全被保険者数に占める健康保険委員

が委嘱されている事業所の被保険者数の割合の拡大に努める。 

■令和 3年度目標（KPI）：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合 40.3％ 

以上（令和 2年 11月末 37.3％） 

⑤ 健康保険委員のこれまでの活動や功績に対して表彰を実施する。 

 

（7）調査分析能力の向上と推進 

  ① 歯科医師会と連携し、健康宣言事業所等に歯科健診等を働きかけ、歯科健診等と生活習慣病リスクとの分析を行う。 

② レセプト情報や健診データ等を分析して、地域ごとの健康特性や疾病動向・受療動向、医療費等の現状を把握し、 

効果的な保健事業を実施する。 

 

（8）特定健診の推進及事業者健診データの取得促進 

 

〔被保険者（生活習慣病予防健診）〕 

① 埼玉県が実施している事業を活用して受診を促進する。 
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② 健診・保健指導カルテから事業所規模、業態等で勧奨対象を選定し、協会けんぽ主催の集団健診や健診推進イン 

センティブの活用により受診を促進する。 

③ 新規健診機関の拡大を図るとともに、既存健診機関における受診者数増加の働きかけを行う。 

④ 新規加入事業所及び新規任意継続健康保険加入者への生活習慣病予防健診の受診を勧奨する。 

⑤ 支部ホームページ上に、生活習慣病予防健診予約状況が確認できるシステムの導入を検討する。 

 

〔被保険者（事業者健診データ）〕 

① データの取得促進に向け事業所規模別に勧奨策を実施する。（40歳以上被保険者） 

[大規模事業所] 支部職員による電話及び訪問により健康経営と併せた勧奨を推進する。 

[中規模事業所] 専門知識を有する外部委託業者を活用した、文書・電話・訪問等による勧奨を推進する。 

[小規模事業所] 文書による勧奨を実施する。 

[新規加入事業所] 生活習慣病予防健診の受診勧奨と併せて勧奨を行い、データ提供を依頼する。 

② データの提供を積極的に取り組む健診機関と連携し、健診推進インセンティブを活用したデータの早期提供を促進

する。 

③ データ提供契約が未締結の健診機関に対する契約勧奨を引き続き実施するとともに、契約済みの健診機関に対して

データ提供状況の確認を実施し、確実にデータ取得を行う。 

④ 同意書提出済み事業所に対するフォローを実施し、確実なデータ取得を行う。 

⑤ 経済団体等と連携した、データ提供に関する同意書の取得を促進する。 

 

〔被扶養者（特定健診）〕 

① 自治体と連携し、協会加入者の特定健診と自治体でのがん検診及び国保特定健診との同時受診が可能な集団健診の

実施を推進する。 

② 埼玉県全域において、歯科健診等の付加価値を付けた協会けんぽ主催の集団健診を実施し、受診を促進する。 

③ 新規加入被扶養者への特定健診受診勧奨を実施する。 

 

〔特定健診受診率・事業者健診データ取得率〕 
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◆被保険者（40歳以上）（受診対象者数：588,779人） 

  ・生活習慣病予防健診 実施率 48.0％（実施見込者数：282,614人） 

（令和 2年度見込み：200,000人） 

 

  ・事業者健診データ  取得率 17.4％（取得見込者数：102,448人） 

（令和 2年度見込み：60,000人） 

 

◆被扶養者（受診対象者数：165,684人） 

  ・特定健康診査    実施率 27.2％（実施見込者数：45,066人） 

（令和 2年度見込み：26,000人） 

■令和 3年度目標（KPI）：生活習慣病予防健診受診率 48.0％以上 

事業者健診データ取得率 17.4％以上 

被扶養者の特定健診受診率 27.2％以上 

 

（9）保健指導の拡充と質の向上 

  〔被保険者〕 

① 支部内保健師、管理栄養士の充足を図るとともに、保健指導者のスキルを向上させ、保健指導体制の確立を図る。 

② 新規保健指導機関の拡大を図るとともに、既存保健指導機関における実施者数増加及び情報通信技術（ICT）を活用

した保健指導の実施についても働きかけを行う。 

③ 対象者数の多い事業所や健康宣言している事業所の職域における保健指導の実施を促進する。 

④ 特定保健指導非対象者への情報提供と健康づくり支援として文書支援を実施し、生活習慣改善の意識付けを行う。 

 

〔被扶養者〕 

① 集団健診と同日に初回面談を実施し、特定保健指導に繋げる。 

② 市町村や健康づくり推進の協定を締結している関係団体等と連携した特定保健指導を実施する。 

③ 支部窓口等で付加価値を付けた特定保健指導を実施し、実施率向上を図る。 
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〔特定保健指導の実施率〕 

◆被保険者（対象者数：77,782人） 

  ・特定保健指導    実施率 18.4％（実施見込者数：14,312人） 

（令和 2年度見込み：3,600人） 

（内訳）協会保健師実施分  7.7％（実施見込者数：5,989人） 

（令和 2年度見込み：1,600人） 

       アウトソーシング分 10.7％（実施見込者数：8,323人） 

（令和 2年度見込み：2,000人） 

◆被扶養者（受診対象者数：3,876人） 

  ・特定保健指導    実施率 10.0％（実施見込者数：388人） 

（令和 2年度見込み：160人） 

      ■令和 3年度目標（KPI）：特定保健指導の実施率 14.7％以上 

 

（10）健康経営の推進（コラボヘルス） 

① 県・市町村・関係団体等と連携し、事業所への健康経営の普及及び経営者の社員への健康づくり意識の醸成を促す

ような環境づくりを推進する。 

・事業所の健康経営をより一層推進するため、埼玉県、さいたま市、健康保険組合連合会と共同で設置した健康経

営埼玉推進協議会の活動を充実させ、健康宣言参加事業所の拡大を図るとともに、継続的なフォローアップ及び

優良な取り組み事例の共有を図る。 

・埼玉県信用保証協会との連携事業や「健康経営サポートカルテ」を活用しながら経営者の社員への健康づくり意

識の醸成を図る。 

・社会保険労務士、中小企業診断士等と連携した経営者の社員への健康づくり事業を推進する。 

・経営者の社員への健康づくり意識の醸成を図るため、県・市町村・関係団体等と連携して、健康経営やメンタル

ヘルス予防対策をテーマとしたセミナーを開催する。 

・健康経営が加入者の健康増進に有効であるか検証レポート作成し配布。、検証結果を元に加入者の健康増進の取組
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みを図ることにより企業の生産性の向上につなげる。 

 ■令和 3年度目標（KPI）：健康宣言事業所数を 700事業所以上とする 

 

（11）データヘルス計画の推進（糖尿病重症化予防等） 

 ① 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨 

・未治療者及び治療中断者へ文書や電話等による効果的な治療勧奨を実施する。 

・未治療者に対して健診機関からの 0次勧奨を実施する。 

 

    ② 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・糖尿病重症化予防プログラムを活用し、かかりつけ医と連携した糖尿病等重症化予防事業を推進するとともに、プ

ログラム修了者への継続的なフォローアップを行う。また、経営者の理解を求め、プログラムに参加しやすい職場環

境づくりをサポートする。 

※目標：プログラム利用者 100人（令和 2年 12月現在参加者申込者数：94名） 

・医療関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会）等との連携により、効果的な糖尿病等の重症化予防事業を推進す

る。 

■令和 3年度目標（KPI）：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 13.0％以上とする 

 

（12）その他保健事業 

地方自治体や関係団体等と連携して健康相談や健康教育を実施するほか、「がん検診」や「歯科検診」等の各種検診を

実施し、健康づくりに関する保健事業を推進する。 

・保健所等と連携した研修会等を通じ、事業所での健康づくり事業の働きかけを実施する 

・市町村における「がん検診」との合同健診を推進するとともに、事業所における「歯科検診」を推進する。 

・埼玉県や医療関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会）等と連携したイベントを実施し、健康相談を通じて特定 

健診の受診促進を図る。 

・埼玉県等と連携して禁煙、受動喫煙対策を推進する。 
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３．組織・運営体制関係 １）組織運営の強化 

① 本部と支部、支部内のグループ間の連携を強化するとともに、必要に応じ組織体制を見直し、組織運営体制の強化

を図る。 

 

（２）リスク管理の徹底 

① 支部の事業運営を脅かす様々なリスクの点検やリスク管理能力の向上のための研修の実施、リスク管理委員会の開

催などにより、職員のリスクに対する意識の醸成を図るとともに、支部のリスク管理体制を強化する。 

 

（３）適正な業務体制の確立 

① 業務の標準化・効率化・簡素化を徹底し、生産性の向上を図る。 

② 業務改善検討委員会を開催（四半期に 1回以上）し、職員からの改善提案を検討・実施し、業務改革・改善の推進を

図る。 

 

（４）人事制度の適正な運用と人材育成の推進 

① 人事評価制度を適切に運用するとともに、評価者の育成に努める。 

② ＯＪＴを中心としつつ、支部研修計画に基づいた外部講師による研修を実施するとともに、本部研修参加者による

支部内伝達研修を実施する。また、関係団体主催の研修に積極的に参加する。 

③ 職務に関する幅広い知識や視野を養うため、計画的なジョブローテーションを実施する。 

 

（５）コンプライアンスの遵守 

① コンプライアンス委員会及び個人情報保護委員会を開催（年 4 回）するとともに、コンプライアンスの遵守を徹底

する。また、個人情報保護や情報セキュリティについては、自主点検（年 2回）を行い、各種規程の遵守を徹底する。 

 

（６）支部における健康づくりの推進 

① 職員の健康づくりに係る「スモールチェンジ活動」や「こころのＡＢＣ活動」を実施するとともに、スポーツイベ

ントへの参加や支部内コミュニケーションサークル活動を推進し、支部としての健康経営を実践する。 
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② 衛生委員会、定期健診及びストレスチェック等を確実に実施し、職場環境の整備や職員の健康増進を図る。 

 

（７）費用対効果を踏まえた支部運営 

① 調達における競争性を高めるため、公告案件の周知方法を工夫する等、一者応札案件の減少に努める。 

■令和 3年度目標（KPI）：一般競争入札に占める一者応札案件の割合 20％以下。（令和 2年 12月末 14.3％） 

ただし、入札件数が 4件以下の場合は一者応札件数を 1件以下とする。 

② 電気使用量の実績等を職員に周知するなど、コスト意識の向上を図るとともに、超過勤務時間の削減及び光熱費等

の事務所管理費の節減に努める。 

③ 消耗品の適切な在庫管理等により経費の節減に努める。ペーパーレス化の推進による効果的・効率的な業務運営を

図る。 
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令和 3年度 事業計画（千葉支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 （１）サービス水準の向上 

〇現金給付のサービススタンダード（10日間）の遵守 

〇郵送申請の促進  

〇お客様満足度調査等を踏まえたサービス向上の取組の推進  

 

■ ＫＰＩ：①サービススタンダードの達成状況を 100％とする  

②現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする 

 

（２）限度額適用認定証の利用促進 

〇事業主、健康保険委員を通じた限度額適用制度に関する積極的な広報 

〇医療機関等との申請書配置にかかる連携強化 

 

（３）現金給付の適正化の推進 

〇標準化した業務処理手順に基づく適正な審査 

〇傷病手当金と障害年金等との併給調整の適正な履行 

〇不正申請が疑われる事案の重点審査と給付適正化プロジェクトチームによる対応 

 

（４）レセプト点検の推進 

〇レセプト内容点検効果向上計画に基づいた内容点検の推進 

〇効率的な資格・外傷点検の実施 

 

■ ＫＰＩ：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする 

②協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 
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（５）柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

〇多部位かつ頻回受診及び過剰受診（所謂「部位ころがし」）の加入者に対する文書照会の強化 

〇柔道整復施術受診にかかる正確な知識の普及 

 

■ ＫＰＩ：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対

前年度以下とする 

 

（６）あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進  

〇不正申請が疑われる事案の速やかな厚生局への情報提供  

 

（７）無資格受診等による債権の発生防止のための保険証の回収強化、積極的な債権回収業務の推進 

〇未回収の保険証の文書催告、電話催告の着実な実施 

〇保険証の適正使用の広報の実施 

〇債権管理を徹底し、優先度に応じた対応の推進 

〇保険者間調整の積極的な活用 

 

■ ＫＰＩ：①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

（８）被扶養者資格の再確認の徹底 

〇被扶養者資格確認業務の確実な実施  

 

■ ＫＰＩ：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 93.3％以上とする 

 

（９）オンライン資格確認の円滑な実施 
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〇オンライン資格確認の円滑な実施に向けた加入者へのマイナンバー登録の促進にかかる周知・広報を実施 

 

（１０）業務改革の推進 

〇マニュアルや手順書に基づく業務の標準化・効率化・簡素化の推進 

〇業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化と生産性向上 

 

２．戦略的保険者機能関係 （１）第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

上位目標：糖尿病による新規透析者の透析導入時の平均年齢を 55.7歳から 60歳以上に改善する。 

・「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２期保健

事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。  

 

ⅰ）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上   

◇被保険者（40歳以上）（実施対象者数：412,450 人） 

生活習慣病予防健診実施率 60.6％（実施見込者数：250,000人） 

事業者健診データ取得率 6.5％（取得見込者数：26,830人） 

〇生活習慣病予防健診実施機関の拡充 

〇健診・保健指導カルテを使用した効果的・効率的な受診勧奨 

〇事業者健診データの取得勧奨 

〇初めて健診対象の年齢を迎える加入者への意識付け 

 

◇被扶養者（実施対象者数：116,064人） 

特定健康診査実施率 30.2％（実施見込者数：35,000人） 

〇協会けんぽ主催のオプショナル集団健診の実施 

〇地方自治体との連携を推進し、がん検診との同時実施等の拡大 

〇GIS（地理情報）等を活用した受診勧奨 
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【健診実施率合計】 

被保険者＋被扶養者（実施対象者数：528,514 人） 

実施率 59.0％（実施見込者数：311,830人） 

    

■ ＫＰＩ：①生活習慣病予防健診実施率を 60.6％以上とする 

②事業者健診データ取得率を 6.5％以上とする  

③被扶養者の特定健診実施率を 30.2％以上とする   

 

ⅱ）特定保健指導の実施率及び質の向上   

◇被保険者（特定保健指導対象者数：55,934 人） 

特定保健指導実施率 21.1％（実施見込者数：11,803人） 

〇特定保健指導実施機関等の拡充 

〇当日保健指導の実施機関の拡充 

〇ICT（情報通信技術）を活用した特定保健指導による利便性の向上 

 

◇被扶養者（受診対象者数：2,984人） 

特定保健指導実施率 9.4％（実施見込者数：281人） 

〇集団方式での健診と特定保健指導のセットによる当日指導の実施 

〇特定保健指導実施機関の拡充 

 

【特定保健指導実施率合計】 

被保険者＋被扶養者（実施対象者数：58,918 人） 

実施率 20.5％（実施見込者数：12,084人） 

 

■ ＫＰＩ：①被保険者の特定保健指導の実施率を 21.1％以上とする  

②被扶養者の特定保健指導の実施率を 9.4％以上とする  
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ⅲ）重症化予防対策の推進  

◇未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 3,437人 

〇外部委託による二次勧奨の確実な実施 

〇医師会との連携による CKD（慢性腎不全）疑い者への受診勧奨 

   

◇糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

〇千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに則った取組の実施 

〇健診実施機関及び腎臓専門医療機関との連携 

 

■ ＫＰＩ：受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進 

〇健康経営の普及促進及び健康な職場づくり宣言事業所の拡大 

〇健康な職場づくり宣言事業所に対する充実したフォローアップの実施 

〇関係団体等との連携強化 

 

■ ＫＰＩ：健康宣言事業所数を 700事業所以上とする 

 

（２）広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

〇健康保険制度や協会けんぽの取組内容について、各種広報媒体による分かりやすくタイムリーな情報を発信 

〇SNS等を利用した新たな情報提供体制を構築 

〇健康保険委員の委嘱拡大に向けた取組の強化 

 

■ ＫＰＩ：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 35.0％以上とする 
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（３）ジェネリック医薬品の使用促進 

〇ジェネリックカルテ等により阻害要因を明確にし、医療機関や調剤薬局に対する働きかけを強化 

〇関係団体等との協力連携を強化し、統一感を持った広報を展開しオール千葉体制の取組を推進 

 

■ ＫＰＩ：ジェネリック医薬品使用割合を年度末時点で 80.9％以上とする 

 

（４）インセンティブ制度の周知 

〇インセンティブ制度の仕組や意義の理解を深める周知広報を実施 

 

（５）医療データの分析に基づく効果的な取組の推進、地域の医療提供体制への働きかけ 

〇医療費分析を行い、地域の課題を明らかにするとともに効果的な取組の企画・立案を図る 

〇地域における効率的かつ充実した医療提供体制の構築に向けて、各種会議において被用者保険の保険者の立場から意見

を発信 

 

■ ＫＰＩ：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デ

ータ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

３．組織・運営体制関係 （１）OJTを中心とした人材育成 

〇管理者のマネジメント力や職員の企画力の更なる向上による組織全体の生産性向上及び人材力の底上げ 

 

（２）コンプライアンス及びリスク管理の徹底 

〇法令等規律の遵守（コンプライアンス）の徹底 

〇個人情報保護や情報セキュリティの適切な管理 

〇大規模自然災害発生時に備えた訓練の実施 

 

（３）費用対効果を踏まえたコスト削減等 
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〇調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める 

 

■ ＫＰＩ：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について 20％以下とする 
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 令和 3年度 事業計画（東京支部） 

分 野 令和 3年度 

基本方針  加入者の健康度の向上、医療費の抑制・適正化に資する施策の実施 

 ・加入者の健康度向上のため、保健事業を推進・実施するとともに、事業主・加入者への働きかけ（予防・診断・治

療・予後）を強化する。 

・医療費の抑制・適正化を図るため、医療提供体制の在り方に係る意見発信、ジェネリック医薬品の使用促進に資す

る施策などを実施するとともに、医療関係団体への働きかけを強化する。 

 効率的かつ無駄のない価値あるサービスの提供 

・基盤的保険者機能を盤石なものとするため、業務の効率化を推進する。併せて、業務量、優先度に応じた柔軟な対

応ができる業務処理体制を構築し、業務の生産性を向上させる。 

 保険者機能発揮の基盤となる人材及び組織体制の強化 

・人材育成による組織基盤の底上げを行い、組織力の更なる強化を図る。 

  

１．基盤的保険者機能関係 ①サービス水準の向上 

・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10 日間）を遵守する。 

 ・加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

 ・お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から課題を見いだし、迅速に対応する。 

■KPI：①サービススタンダートの達成状況を 100％とする。【全支部一律】 

      ②現金給付等の申請に係る郵送化率を 98.3%以上とする。【支部】 

②最適な事務処理体制（山崩し方式）による生産性の向上 

 ・「業務マニュアル」や「手順書」に基づく統一的な事務処理を徹底し、業務プロセスの標準化・効率化・簡素化を

推進する。 

 ・業務量の多寡や優先度に対応する柔軟な事務処理体制（いわゆる山崩し方式）を実践し、職員の多能化を図り、更

なる生産性の向上を目指す。 

③限度額適用認定証の利用促進 

・ オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報

（別添 1-1） 
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並びに地域の医療機関及び区市町村窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

・ 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

④現金給付の適正化の推進 

・不正の疑いのある申請について重点的な審査を行う。また、不正が疑われる事案については、保険給付適正化ＰＴ

の議論を経て事業主への立入検査を実施する。 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

⑤効果的なレセプト内容点検の推進 

・レセプト内容点検効果向上にむけた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効果的な点

検により、査定率向上に取り組む。具体的には、毎月のスケジュールで入院・高額レセプトの一斉点検期間を一定

期間確保することによる高額査定確保と、自動点検システムを活用した点検・テンプレートの充実による点検範囲

の拡大に努める。 

■KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする。【全支部一律】 

     ②協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする。【全支部一律：新設】 

⑥柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・柔道整復療養費審査委員会で適正かつ効率的な審査を行う。 

・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）の申請や「部位ころがし」と呼ばれる、負

傷部位を意図的に変更することによる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。 

・加入者に対する文書照会などを通じて制度の仕組みについての広報を行い、柔道整復施術にかかる受診について、

正しい知識を周知する。 

・多部位頻回や部位ころがしの施術が多くみられる施術者に対しては、柔道整復療養費審査委員会に設置されている

面接確認委員会を活用して、施術の事実を確認する。 

・請求内容に不正または著しい不当の事実が認められる案件について、地方厚生局へ情報提供する。 

 

■KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対

前年度以下とする。【全支部一律】 

⑦あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の適正化の推進 
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・受領委任制度導入に伴い義務化された、医師の文書による同意の確認を確実に実施する。 

 

⑧返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・ 日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、

被保険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・ 返納金債権の発生状況や保険証の未返納者が多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届へ

の保険証や回収不能届の添付の徹底を周知するとともに、保険証の適正使用にかかる加入者への啓蒙・啓発活動

に取組む。 

・ 債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施

により、返納金債権の回収率の向上を図る。 

■KPI：①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1 か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする。【全支部一律】 

②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする。【全支部一律】 

⑨被扶養者資格の再確認の徹底 

・ マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・ 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・ 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

■KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする。【支部】 

⑩オンライン資格確認の円滑な実施 

・ オンライン資格確認の円滑な実施のため、システムの機能改善及び加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、

加入者のマイナンバー収録率向上を図る。 

・ また、「保険者におけるマイナンバーカードの取得促進策等（令和元年 9月 3 日デジタル・ガバメント閣僚会議に

て公表）」等に基づき、国が進めるマイナンバーカードの健康保険証としての利用の推進に協力する。 

２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 ※第３期アクションプランの目標と同一 

Ⅰ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅱ 加入者の健康度を高めること 

Ⅲ 医療費等の適正化 
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①第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

・「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第 2

期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

・本部提供データを分析し、外部有識者の専門的見地からの意見・助言等を活用しながら、第 2 期保健事業実施計画

（データヘルス計画）の PDCAサイクルを効果的・効率的に回し、取組の実効性を高める。 

 

【上位目標】 

・40 歳以上の加入者について、性年齢層別の「心不全」（虚血性心疾患）/「脳卒中」（脳梗塞・脳出血・一過性脳虚血

発作）/「腎不全」（腎症 4期以降）の新規発症者の割合が事業開始時点（平成 29年度期初）を下回ること。 

 

 

ⅰ）加入者の属性に合わせた勧奨による特定健診・特定保健指導の受診率向上 

＜被保険者の健診受診率向上に向けた施策＞ 

・事業所規模、新規加入、健康企業宣言事業所等対象者の属性に応じて外部委託等を活用し、効果的、効率的な受

診勧奨を実施する。 

＜事業者健診データの取得率向上に向けた施策＞ 

・協会管掌の健診を未受診の事業所に対し、事業所の規模、業態に応じた効率的なデータ取得勧奨を実施する。 

＜被扶養者の健診受診率向上に向けた施策＞ 

・集団健診の実施地域を拡大するとともに、実施済の地域についても実施結果を踏まえて会場の設置や回数調整等

を行い需要に応じた適正化を図る。また、他県在住者に対するアプローチを推進する。 

 

 それぞれの事業実施に当たっては、広報物の訴求力を高め一層の効果が得られるように工夫する。 

 

【健診数値目標】 

○ 被保険者（40歳以上）（実施対象者数：2,142,220 人） 

  ・生活習慣病予防健診 実施率 52.7％（実施見込者数：1,130,000人） 
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  ・事業者健診データ  取得率 3.7％（取得見込者数：79,300人） 

○ 被扶養者（実施対象者数：602,827人） 

 ・特定健康診査    実施率 25.0％（実施見込者数：151,000人） 

 

 

■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 52.7％以上とする。【支部】 

② 事業者健診データ取得率を 3.7％以上とする。【支部】  

③ 被扶養者の特定健診実施率を 25.0％以上とする。【支部】 

 

＜被保険者の特定保健指導実施率向上に向けた施策＞ 

・外部委託を活用した事業所への電話勧奨を実施し、協会保健師等による実施者数の拡大を図る。 

・健診機関による健診受診当日の実施（一括・分割）の推進および進捗管理の徹底。 

・事業所経由での保健指導の実施について、過去ご協力の了承を得られなかった事業所に対して、保健指導の重要

性を訴える等の再アプローチにより了承を得られるよう働きかけを行う。 

・健康企業宣言事業所を切り口とした勧奨により、効果的に保健指導の実施者数の拡大を図る。 

＜被扶養者の特定保健指導実施率向上に向けた施策＞ 

・ＩＣＴを活用した特定保健指導を推進し、実施者数の拡大を図る。 

 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数： 244,279 人） 

   ・特定保健指導   実施率 19.6 ％（実施見込者数：47,903 人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数： 12,986 人） 

   ・特定保健指導    実施率 7.5 ％（実施見込者数： 978人） 

 

 

■ KPI：被保険者の特定保健指導の実施率を 19.6％以上とする。【支部】 

       被扶養者の特定保健指導の実施率 7.5％以上とする。【支部】 
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ⅱ）未治療者に対する重症化予防対策の推進 

 ＜健診受診後の未治療者に対する受診勧奨＞ 

・通知内容を変え、三次勧奨まで行うことで行動変容を促し確実な医療機関受診へ繋げる。 

 ＜CKD（慢性腎臓病）未治療者に対する受診勧奨＞ 

  ・通知内容を工夫し対象者への訴求力を高めることで受診へ誘導する。 

・健診当日に健診機関からの勧奨実施について検討する。 

 ＜糖尿病性腎症に係る重症化予防事業＞ 

  ・重症化予防事業の参加者数を拡大するため、参加勧奨のタイミングや媒体等を工夫する。 

  

 各事業において過去実施データの追跡により対象者の経年変化等の観察を行う 

 

■ KPI：受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする。【支部】 

ⅲ）健康企業宣言を柱としたコラボヘルスの推進 

・事業所の健康意識向上のため、広報および勧奨を実施し健康企業宣言事業所の拡大を図る。 

・事業所の健康づくりのフォローアップの施策として、健康づくりセミナーを開催する。 

・新たな事業所の健康づくりのフォローアップ施策として、健康優良企業の健康づくり取組事例集を作成する。 

・事業所の健康課題を見える化し、順位付けした「健康企業レポート」を作成、配布する。 

 ・自治体や各関連団体と連携をとり、協同での働きかけ等健康づくりの裾野拡大を推進する。 

  ■ KPI：健康宣言事業所数を 1,400事業所以上とする。【支部：新設】 

②広報活動を通じた事業主及び加入者等の理解促進 

・協会の保険財政について、事業主や加入者に理解いただくため、協会決算や事業取組に関する広報を実施（支部ツ

ウシントーキョー等を発行）する。 

・各種の広報媒体を通じ、インセンティブ制度の仕組みや意義を理解していただけるよう周知広報を行い、評価指標

の現状と課題や協会の取組みについて、理解度の向上を図る。 

・「①協会の概要・財政状況」「②申請手続き」「③医療費適正化への取組」「④健康づくり」を主なテーマとして、広

報誌「協会けんぽ times」を用いて時節柄に応じた広報を実施する。また支部ホームページや健康サポートサイト、
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メールマガジン等により、事業主及び加入者に対し幅広く情報を発信する。 

・加入者の健診受診率向上や健康づくりに寄与するため、紙媒体のほかラジオや動画を用いて、積極的に啓発を行う。 

・健康保険事業の推進及び広報のため、健康保険委員の委嘱拡大に向けた取り組みを強化する。また、健康保険委員

活動の活性化を図るため、健康保険委員のニーズを把握・分析し、実効性のある広報物発刊や研修会を実施する。 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 34.5％以上とする。【支

部】 

 

③ジェネリック医薬品の使用促進 

・「ジェネリックカルテ」などを活用し、東京都内のジェネリック医薬品使用促進の阻害要因を明確にし、阻害要因

の改善に資する効率・効果的な施策を検討・実施する。 

・東京支部加入者のレセプトデータをもとに「ジェネリック（後発）医薬品実績リスト」を作成し、保険薬局・保険

医療機関がジェネリック医薬品を選定するうえでの参考となるよう、ホームページに掲載するなど情報提供を行

う。 

・医療供給側への対応として、保険薬局・保険医療機関に対し、「薬局・医療機関向け見える化ツール」を活用した

働きかけを行う。 

・ジオターゲティング広告やリスティング広告等の新たな広報手段を用いて、ジェネリック医薬品の使用率が低い地

域や医療機関周辺に対して重点的な広告活動を行い、保険薬局・保険医療機関等の医療供給側と加入者双方にジェ

ネリック医薬品のメリット等を周知し使用率向上を図る。 

・「All Tokyo」でのジェネリック医薬品使用促進の取り組みを推進していくため、「東京都保険者協議会」及び「東

京都後発医薬品安心使用促進協議会」などにおいて、関係機関等への働きかけ・意見発信を行う。 

 ■   ■KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）を年度末時点 80.0％以上とする。【支部】  

 ※医科、DPC、歯科、調剤 

④地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度にかかる意見発信 

・地域医療構想調整会議等の場において、協会の医療データの分析結果や国・都道府県等から提供された医療データ

等を活用するなどエビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 
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 ・東京都保険者協議会等の場において、加入者の健康増進や医療保険制度の持続可能性の確保に向けた意見発信を行

う。 

 ・地域医療を守る観点から、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの「上手な医療のかかり方」について、

関係団体とも連携しつつ、事業主や加入者に対して効果的な働きかけを行う。 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療

データ等を活用した効果的な意見発信を実施する。【全支部一律】 

 ⑤関係団体との事業連携の推進【新設】 

 ・東京支部と健康づくり等の協定を締結している東京都や区市町村、医療・経済団体等について、現状を踏まえたう

えで、事業内容を精査・構築し、より実効性のある事業を推進する。 

３．組織運営体制関係 ①ＯＪＴを中心とした人材育成 

・東京支部が目指す理想の職員像「保険と保健のプロフェッショナルたる職員」になるため、職場における人材育成

（OJT）、集合研修・自己啓発（OFF-JT）によって、自ら意識・行動を変え、役職ごとに必要とされる知識・スキル

等の習得を図っていく。 

 ・支部の課題を踏まえた、職員からの業務改革・改善提案により、独自性を活かした「パイロット事業」等を提案す

る。 

 ・業務に関する幅広い知識を養い視野を広げるため、計画的なジョブローテーションを実施する。 

②リスク管理 

・大規模自然災害発生時や新型コロナウイルス感染症罹患時の対応など、各種リスクを想定した訓練や行動計画の策

定等により、有事に対応できる体制を整備する。 

・個人情報保護・情報セキュリティ対策については、研修の実施や個人情報保護委員会の開催等により、職員のリス

クに対する意識の醸成を図るとともに、支部のリスク管理体制を強化する。 

③コンプライアンスの徹底 

・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

 ・職員のコンプライアンス意識の向上を図るため、コンプライアンスにかかる、自己点検やアンケート等を実施する。 
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④費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組

みを行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

・一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調

査等を実施し、次回の調達改善に繋げる。 

・少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札または見積競争公告（調達案件を公示し広く見積書の

提出を募る方法）を実施する。 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする。【全支部一律】 
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令和 3年度 事業計画（神奈川支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係  

主な重点施策と具体的な取組 

 

１.基盤的保険者機能関係 

  適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準化、効率

化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営について加入者や事業主へ情報提供を行う。 

 

（１） 健全な財政運営 

・ 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏まえ、

支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

・ 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今後の見

通しに関する情報発信を行う。 

（具体的な取組） 

・ 評議会において協会の保険財政について丁寧な説明を行う。 

・ 保険財政についての情報を納入告知書同封チラシに掲載するほか、関係団体を通じた広報等により加入者、事業主に対して情報

発信する。 

 

（２） サービス水準の向上 

・ お客様満足度調査を活用したサービス水準の向上に努める。 

・ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10 日間）を遵守する。 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

【参考】令和２年度実績 100％（10 月末現在） 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 96.5％以上とする 

【参考】令和２年度実績 96.3％（10 月末現在） 

（具体的な取組） 

・ お客様満足度調査を活用したサービス水準の向上に努めるとともに、傷病手当金等は申請受付から 10 営業日以内に支払うことを

継続し、療養費(立替、装具)は申請受付から 21 営業日以内での支払いに努める。 

・ 令和３年 5 月の年金事務所出張相談窓口閉鎖を踏まえ、現金給付等の郵送による申請を促す広報を実施するとともに、電話応
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対時に郵送による申請を依頼する。 

・ サービス水準の向上のため、OJT を積極的に行い職員の多能化と業務の生産性の向上を図る。 

・ 「お客様の声」について本部提供の報告書を分析し、サービス改善に活かす。 

 

（３） 限度額適用認定証の利用促進 

・ オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報や、地域の医療機関等に

申請書を配置するなど利用促進を図る。 

・ 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

（具体的な取組） 

・ 加入者及び事業所を対象に、限度額適用認定証の利用促進にかかる広報を行う。 

・ 医療機関等と連携し、窓口に限度額適用認定申請書を配置するなどして利用を促進する。 

 

（４） 現金給付の適正化の推進 

・ 不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。ま

た、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

・ 傷病手当金と障害年金等との併給調整について、確実に実施する。 

（具体的な取組） 

・ 現金給付を受けるためだけの資格取得が疑われる申請について重点的な審査を行う。 

・ 傷病手当金と障害年金・労災保険等との併給調整について、会計検査院からの指摘も踏まえ、確実に実施する。 

・ 本部から提供されるリストを活用し適正化に取組む等、本部との連携を強化する。 

・ 日本年金機構等関係機関との現金給付適正化にかかる連携を強化する。 

 

（５） 海外療養費支給申請の審査の強化 

・ 海外療養費の給付適正化のため、支給申請の審査を強化する。 

（具体的な取組） 

・ 外部委託を活用した診療明細の精査や翻訳内容の再確認、医療機関への文書照会を実施する。 

・ 被扶養者の国内居住要件等に関する審査については、より重点的に実施し、給付適正化を図るとともに、件数等の削減効果につい

ての分析を進める。 

 

（６） 効果的なレセプト点検の推進 

・ システム点検の効果的な活用や点検員のスキルアップを目指した、レセプト内容点検効果向上計画に基づき効果的なレセプト
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点検を推進する。 

・ 社会保険診療報酬支払基金改革の効果を見据え、レセプト点検のあり方を検討する。 

■ KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率※について対前年度以上とする 

【参考】令和 2 年度実績 0.307％（10 月末現在） 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

② 協会けんぽの再審査レセプト 1 件当たりの査定額を対前年度以上とする 

【参考】令和 2 年度実績 3,881 円（10 月末現在） 

（具体的な取組） 

【効果的な内容点検の実施】 

・ 点検員のスキルアップを図るため、分析および面談により点検員の能力の棚卸を行い、定期的に研修や勉強会を実施する。 

・ 集計ツール等を活用した再審査結果の分析により、支部の強み弱みおよび点検員の能力を把握する。 

・ 自動点検マスタのメンテナンスや汎用任意抽出の有効的活用により、システム点検の精度向上を図る。 

・ 原審査の精度向上や支部間差異の解消を図るため、支払基金と連携することで再審査の効率化を図る。 

・ 進捗会議を活性化しＰＤＣＡを徹底することで、継続的な業務改善を図る。 

・ 内容点検について個人による審査から組織的な審査に切り替えることにより、効率的および効果的な点検を実施し、再審査レセプト

１件当たりにかかる査定額の向上を図る。 

 

【効果的な資格点検の実施】 

・ 効率的かつ効果的な資格点検により、全件調定について毎月計画的に実施する。 

 

【効果的な外傷点検の実施】 

・ 負傷原因照会について毎月確実に実施し、未回答者には催告状を 6 か月ごとに送付することにより効果額の向上を図る。 

・ 業務上による返還及び第三者行為による加害者求償について、全件調定することにより請求漏れを防止し適切に実施する。 

・ 求償の事務処理について、システムを活用した効率的かつ効果的な事務処理を実施する。 

 

【多受診者への適正受診指導の強化】 

・ 毎月１回システムからデータ取得し、対象者へ照会文書を送付するとともに、その後の受診状況を管理する。受診回数が減らない対

象者については、再度文書を送付し適正化を図る。 

 

（７） 柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・ 多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）及び部位ころがし（負傷部位を意図的に変更
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することによる過剰受診）の申請について、加入者に対する文書照会や適正受診の啓発を強化する。 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対前

年度以下とする 

【参考】令和 2 年度 1.23％（10 月末現在） 

（具体的な取組） 

・ 多部位かつ頻回の申請について、加入者に対する文書照会を強化するとともに、いわゆる「部位ころがし」と呼ばれる、負傷部位を意

図的に変更することによる過剰受診に対し費用対効果を考えた照会を実施する。 

・ 施術箇所３部位以上かつ月 15 日以上の施術が多い傾向の施術所に対し警告文書を送付する。 

☆ 適正受診を促すため、受診歴のある被保険者が在籍する、被保険者 10 人以上の事業所を対象に、リーフレットを配布する。 

 

（８） あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

・ 受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不正疑

い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

（具体的な取組） 

・ 本部より示された審査事務手順書により審査を行い、給付の適正化を図る。 

 

（９） 返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 

・ 日本年金機構の資格喪失処理後 2 週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保険

者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・ 未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書等により、資格喪失届提出時に保険証を添付することおよび退職日以

降は保険証の使用ができないことについて、事業所担当者および加入者あての周知徹底を図る。 

・ 債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施および費用対効果を踏まえた法的手続の実施により、返

納金債権の回収率の向上を図る。 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1 か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

【参考】令和２年度実績 92.78％（10 月末現在） 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする  

【参考】令和 2 年度実績 29.89％（10 月末現在） 

（具体的な取組） 

① 保険証回収強化 

・ 保険証の使用期限に関する周知を促すため、事業所へポスターやリーフレットなどを配布し、資格喪失届出時の保険証添付の周知

徹底を図る。 
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・ 事業所担当者および加入者等に対し、保険証の使用期限に係る認知度を高めるため、資格喪失届の保険証添付率の低い事業

所や返納金が多く発生する事業所に対し周知ポスターおよびリーフレットを毎月送付する。 

 

② 返納金回収率の向上 

・ アウトソースにより催告状（一次・二次）を早期に送付し、債務者の納付意識の高揚を図る。 

・ 催告状を送付してもなお納付のない債務者に対し、弁護士名催告状を毎月送付する。 

・ 弁護士名催告状を送付してもなお納付のない債務者に対し、法的手続きを毎月計画的に実施する。 

・ 納付約束不履行者に対し、文書や電話による催告を早期に実施する。 

・ 高額債務者に対して電話催告を計画的に実施するとともに、保険者間調整を積極的に実施する。 

 

（10） 被扶養者資格の再確認の徹底 

・ 被扶養者の国内居住要件等に対応した被扶養者資格再確認を確実に実施する。 

・ 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・ 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 

【参考】令和２年度実績 41.2％（11 月末現在） 

（具体的な取組） 

・ 日本年金機構と連携し未送達事業所の所在地調査を行い、送達の徹底を図り確認書の提出を促す。また、未提出事業所への勧

奨を実施する。 

 

（11） 業務改革の推進に向けた取組 

・ 現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・簡素

化を推進する。 

・ 職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟かつ

筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 

（具体的な取組） 

・ ミーティングの頻度を高め、問題意識や情報等を共有するとともに、OJT を積極的に行い、職員の多能化・業務の生産性の向上を図

る。 
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２．戦略的保険者機能関係  

（１） データ分析に基づいた第 2 期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉     

・ 「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２期保健事

業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

・ 「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、第２期保健事業実施

計画（データヘルス計画）の PDCA サイクルを効果的・効率的に回し、取組の実効性を高める。 

（具体的な取組） 

・ 上位目標を「循環器系疾患の 1 人当たり医療費を令和 4 年度時点で 26,222 円以下とする」としたデータヘルス計画を着実に推

進する。 

・ 「健診・保健指導カルテ」等の活用により、健診受診率等の向上を図る。 

 

ⅰ）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

・ 特定健診受診率の向上に向け、「健診・保健指導カルテ」等の活用により受診率への影響が大きいと見込まれる事業所や業態等

を選定し、重点的かつ優先的に働きかけることで、効果的・効率的な受診勧奨を行う。 

・ 被扶養者の特定健診実施率の向上に向けて、市町村との協定締結を進めるなど地方自治体との連携を推進し、がん検診との同

時実施等の拡大を図る。 

・ 事業者健診データの取得促進に向けて、神奈川労働局との連携など、関係団体に対する働きかけを行う。 

■ KPI：① 生活習慣病予防健診受診率を 62.5％以上とする 

【参考】令和元年度実績 53.9％ 

② 事業者健診データ取得率を 5.8％以上とする 

【参考】令和元年度実績 3.7％ 

③ 被扶養者の特定健康診査受診率を 26.2％以上とする 

【参考】令和元年度実績 25.7％ 

（具体的な取組） 

【生活習慣病予防健診】 

☆ 新規適用事業所に対して生活習慣病予防健診の案内等をタイムリーに送付する。併せて新規適用事業所および効果が高いと思

われる大規模事業所に訪問等による受診勧奨を実施する。 

☆ 任意継続被保険者に対し文書勧奨を実施する。 

☆ 事業所や加入者を対象とした、健診（検診車を含む）および保健指導の受診勧奨のリーフレットを作成する。 

☆ 地理情報システム（GIS）を活用し、未受診者に対し居住地の近隣にある健診機関を掲載した DM の送付対象を拡大する。 

☆ 契約健診機関が少ない地域において、被保険者の集団健診（検診車）を案内し、サービスの向上、実施率の上昇を図る。 
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☆ 健診推進経費を活用し未受診事業所への生活習慣病予防健診の勧奨を実施する。 

・ 健診の質の確保及び健診機関との情報交換のため、健診実施機関への監査を実施する。 

☆ 生活習慣病予防健診実施機関における、健診予約状況照会サービスを支部ホームページにおいて提供する。あわせて参加健診機

関の拡大を図る。 

☆ 健康づくりイベントへの出展により、自治体等との連携を強化するとともに、保健事業の啓発を行う。 

 

【事業者健診データ】 

☆ 事業者健診データ取得について専門業者にデータ作成を含む一括業務委託をさらに拡充することでマンパワー不足を補い、効果

的・効率的に取得を促進する。 

☆ 健診推進経費を活用し訪問による勧奨事業を健診機関への委託により実施する。 

・ 対象事業所を規模や業態等でセグメント分けしたうえで、大規模事業所等には職員が直接訪問することで関係を強化し、事業者健

診データの取得を推進する。 

 

【特定健康診査】 

☆ 任意継続被扶養者に対し受診券を発送する。 

☆ 新規加入者に対し受診券を送付する。 

☆ 未受診者対策としてオプショナル検査等を含めた自己負担無料集団健診（会場健診）を 2 サイクル案内する。 

・ 市町村とがん検診の契約をしている健診機関であり、協会の特定健診と同時受診ができる健診機関の情報を集約し、支部ホームペ

ージ等にて広報する。また、GIS を活用して、被扶養者の自宅近隣で同時受診ができる健診機関情報を掲載した DM を送付する。 

・ 健診機関の協力のもと、被保険者の生活習慣病予防健診と同等の健診を被扶養者に提供し、受診拡大を図る。 

 

ⅱ）特定保健指導の実施率の向上 

・ 健診実施機関等への外部委託による特定保健指導の更なる推進を図り、健診、保健指導を一貫して行うことができるよう健診当

日の初回面談の実施を推進する。また、保健指導実施率への影響が大きいと見込まれる事業所等を選定し、重点的かつ優先的

に保健指導の利用勧奨を行う。あわせて、情報通信技術を活用すること等により、特定保健指導対象者の更なる利便性の向上

を図る。 

・ 平成３０年度からの特定保健指導の実施方法の見直しにより可能となった新たな特定保健指導の手法を検討し実施する。 

■ KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を 18.2％以上とする 

         【参考】令和元年度実績 8.4％ 

② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 25.1％以上とする 

【参考】令和元年度実績 20.5％ 
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（具体的な取組） 

・ 当日保健指導の実施機関を確保し、初回分割実施などによる保健指導の利用拡大を推進する。実施機関確保に当たっては、委

託機関への説明をはじめ、定期監査や随時の訪問における情報交換の場を活用し推進する。 

・ 委託機関事務説明会では、委託実績が上がっている機関からの好事例発表を行う等、委託機関間の情報交換を活発にして委託

件数の底上げを図る。 

・ 実績が上がっていない委託機関については、支部保健師を派遣し、体制や具体的な当日保健指導の流れ等オーダーメイド的な指導

および監督を行うことで実績向上を目指す。 

・ 民間委託機関および ICT を活用し特定保健指導の周知と利用拡大を図る。 

・ 保健指導未実施の事業所や保健指導受け入れ拒否の事業所に訪問や架電を実施し実施率向上を図る。 

・ 厚生労働省が検討している ICT を活用した集団保健指導（グループ面談）について、今後の実行可能性および効率性等を検討

し、枠組み作成に着手する。 

☆ 特定保健指導実施の動機づけとして、一定規模以上の健診機関を対象に、目標を達成した場合報奨金を支払う。 

・ 集団健診の際、初回面談（分割実施）を実施する。 

☆ 特定保健指導初回面談から３か月経過した対象者に対し、ステップアップ検査を実施し、効果的な保健指導を展開する。 

 

ⅲ）重症化予防対策の推進 

・ 未治療者に対する受診勧奨を確実に実施する。また、かかりつけ医との連携等による糖尿病の重症化予防に取り組む。 

■ KPI：受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

【参考】令和元年度実績 10.7％（平成 30 年 4 月～31 年 3 月受診分） 

（具体的な取組） 

☆ 健診結果で要治療と判定されながら医療機関を受診していない者に対して電話等による受診勧奨を、一次勧奨対象者を含めた

対象者全員に委託で実施する。 

☆ 糖尿病患者にかかりつけ医と連携し、糖尿病性腎症重症化予防指導プログラムを委託で実施する。実施する地域については、県や

市町村、医師会等と連携し、拡大を目指す。 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進 

・ 健康宣言事業所数の更なる拡大を図るとともに、取組の質を向上させる観点から、事業所への支援等を拡充する。 

・ 保険者として、事業所等と連携したメンタルヘルス予防対策の推進に努める。 

■ KPI：健康宣言事業所数を 700 事業所以上とする。 

【参考】令和２年度実績 486 事業所（1１月末現在） 

（具体的な取組） 
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・ 加入事業所への文書勧奨および健康づくりの推進に係る覚書を締結した団体等と連携した勧奨により、健康宣言事業所数の更な

る拡大を図る。 

☆ 健康宣言事業所に対するフォローアップの強化の一環として、メンタルヘルス予防対策を含めた健康づくり講座を実施する。 

・ 事業所カルテを活用し、健康度の改善状況をデータとして健康宣言事業所へ定期的に提供することで、事業所の健康経営に対する

取組意欲の向上を図る。 

 

（２） 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 本部で作成した動画等も活用し、支部広報誌や WEB 等により、地域の実情や時節柄等に応じた広報を行う。 

・ 健康保険委員の委嘱拡大に向けた取り組みを強化するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るための研修や広報誌等を

通じた情報提供を実施する。 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 47.3％以上とする 

【参考】令和 2 年度実績見込み 47.1％（3 月末見込み） 

（具体的な取組） 

☆ 事業所に対して、協会けんぽの事業運営、法律改正、手続き案内等について、事業等の実施時期に合わせた広報を実施する。 

☆ 加入者等に対して、協会けんぽの事業等について、WEB を活用した広報を実施する。 

☆ 新規適用事業所に健康保険給付の内容が掲載されたシートを配布することにより、申請漏れや申請書の記載誤りを防止する。 

・ 新規適用事業所向けの制度周知とあわせた健康保険委員勧奨を継続するとともに、事業所の規模別等における委員委嘱率の差

について分析を行ったうえで、委嘱率の低い層等に向けた勧奨を実施する。 

・ 健康保険委員活動の活性化を図るため、協力関係にある自治体等との協働で、健康保険委員研修会開催を継続するとともに、広

報紙等を通じた情報提供を実施する。 

・ 健康保険委員の活動や功績に対し健康保険委員表彰を実施する。 

 

（３） ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅰ、Ⅲ〉 

＜課題分析＞ 

・ 協会本部で作成した「ジェネリックカルテ」および「データブック」により重点的に取り組むべき課題（阻害要因）を明確にし、対策

の優先順位を付けて取り組む。 

＜医療機関・薬局へのアプローチ＞ 

・ 協会で作成した「医療機関・薬局向け見える化ツール」および「医薬品実績リスト」等を活用して、個別の医療機関・薬局に対す

る働きかけを強化する。またアプローチをスムーズにするために、必要に応じて神奈川県担当部局、関係機関等への働きかけを行

う。 

＜加入者へのアプローチ＞ 
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・ 加入者にジェネリック医薬品を正しく理解していただけるよう、各種広報を積極的に実施するほか、ジェネリック医薬品軽減額通知

や希望シールの配布などにも着実に取り組む。 

・ 県や薬剤師会、他の保険者等と連携した取組を実施する。 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合(※)80％という目標に向けて、年度末のジェネリック医薬品使用割合を 79.7％以上と

する 

※ 医科、DPC、歯科、調剤 

【参考】令和 2 年度実績 78.1％（7 月末現在） 

（具体的な取組） 

・ 「ジェネリックカルテ」および「データブック」により重点的に取り組むべき課題（阻害要因）を明確にし、広報等を実施する。 

☆ ホームページ、メールマガジン、納入告知書同封チラシ等の既存の媒体に加え、ＷＥＢなどを利用した各種広報、健康保険委員研

修会、ジェネリック医薬品希望シールの配布等を通じた周知広報を行い、更なる使用促進を図る。 

・ 上記の使用促進にあたっては、県や健健康保険組合連合会等との連携を図る。 

・ ジェネリック医薬品に切替えた場合の自己負担額の軽減効果を通知するサービスの年２回送付を継続実施する。 

・ 薬剤師会との連携等による加入者への情報提供やジェネリック医薬品希望シール配布を行う等、積極的な啓発活動を推進する。 

・ 神奈川県後発医薬品使用促進協議会において、ジェネリック医薬品の更なる使用促進に向けた意見発信を行う。 

 

（４） インセンティブ制度の周知〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組や意義を理解していただけるよう、周知広報を行う。 

（具体的な取組） 

・ 支部広報誌を活用するなど引き続き制度の周知広報を丁寧に行う。 

☆ インセンティブ制度や評価指標について、被保険者だけではなく、被扶養者へも制度を周知し、行動変容を促すために、WEB を活

用した広報を行う。 

 

（５） パイロット事業の立案〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

（具体的な取組） 

・ 神奈川支部案の初採用を目指し、既存の枠組みに捉われない新たな取組を立案し、パイロット事業又は支部調査研究事業として

応募する。 

 

（６） 地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信〈Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・ 現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、医療計画及び医療費適正化計画が着実に
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推進されるよう意見発信を行う。 

ⅱ）医療提供体制に係る意見発信 

・ 効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議等の場において、国・県等から提供された医療デー

タ等を活用するなど、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

ⅲ）医療保険制度の持続可能性の確保等に向けた意見発信 

・ 神奈川支部が参画する会議等において、加入者の健康増進や地域包括ケアの構築等に関する意見発信を行う。 

ⅳ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・ 地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの「上手

な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デ

ータ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

（具体的な取組） 

・ 神奈川県から提供されたデータ等を活用し、地域ごとの医療提供の実態や偏りも踏まえ、他の保険者と連携しエビデンスに基づく意見

発信を行う。 

☆ 「上手な医療のかかり方」について、薬剤師会等と連携し、会員薬局でのポスター掲示などを通じて加入者や事業主に対して働きか

けを行う。 

 

（７） 調査研究の推進＜Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ＞ 

・ 医療費適正化に向けた事業の実施につなげるため、地域差の要因等について、外部有識者の知見等も活用して分析を実施す

る。 

（具体的な取組） 

・ 医療費や健診結果等の集計を行い、医療費やリスク保有割合等の地域差について、県や健康づくりの推進に係る協定を締結してい

る市の意見等を反映させた分析を実施する。 

・ かながわ健康企業宣言の参加事業所における一人当たり医療費の推移について、分析を実施する。 

 

３．組織・運営体制関係  

３.組織・運営体制関係 

 

（１） 組織や人事制度の適切な運営と改革 

・ 標準人員をベースとし、業務の効率化等の状況を踏まえた人員配置を行う。 

（具体的な取組） 
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・ 業務処理手順の標準化と効率的な業務処理体制の定着により生産性のさらなる向上を図り、標準人員に基づく適切な人員配置を

行う。 

 

（２） 人事評価制度の適正な運用 

・ 評価者研修などを通じて人事評価制度に関する理解を深め、同制度を適正に運用する。 

（具体的な取組） 

・ 協会の理念の実現に向けて、日々の業務遂行を通じて組織目標を達成するための適切な個人目標を設定する。 

・ 評価者研修などを通じて人事評価制度に関する理解を深め、被評価者に対し適切な評価およびフィードバックを行う。 

 

（３） ＯＪＴを中心とした人材育成の推進 

・ ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 

（具体的な取組） 

・ 「ＯＪＴ」「集合研修」「自己啓発」を効果的に組み合わせて人材育成を推進する。 

・ 役割定義を踏まえた職員のキャリア形成を計画的かつ効果的に行うための本部研修へ多くの職員を参加させる。 

・ 支部におけるＯＪＴ研修を充実させ、職員の業務知識、ビジネススキル等の向上を図る。 

 

（４） 支部業績評価への対応 

・ 他支部との比較を通じて支部の業績を向上させる。 

（具体的な取組） 

・ 支部業績評価を通じて、支部の強み弱みを把握するとともに、職員の目標達成意識を向上させることで、神奈川支部の業績の向上

を図る。 

 

（５） 内部統制の強化 

・ 内部統制基本方針に基づき、効率的な業務運営を行い、また、事故等の発生防止に努める。 

（具体的な取組） 

・ 積極的に「山崩し定着活動」に取り組むとともに、ＲＰＡ等を活用して効率的な業務を行う。 

・ 事故等が発生しないよう、規程やマニュアル等に基づいた業務を徹底する。 

 

（６） リスク管理 

・ 有事の際に万全に対応できるよう、職員のリスク意識や危機管理能力を高める。 

（具体的な取組） 
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・ 個人情報の取扱いや情報セキュリティに関する研修等を行う。 

 

（７）コンプライアンス・個人情報保護等の徹底 

・ 法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

・ 平時から有事に万全に対応できるよう、危機管理能力の向上のための研修や訓練に参加する。 

（具体的な取組） 

・ 支部内研修やコンプライアンスマニュアルの読み合わせ等を通じ、法令等規律の遵守（コンプライアンス）を徹底する。 

・ アクセス権限やパスワードの管理について常時点検を行い、個人情報保護や情報セキュリティを徹底する。 

・ チェックツール等の活用により、個人情報の管理を強化する。 

 

（８）費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・ 調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

・ 各種経費の削減に努める。 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする。 

【参考】令和 2 年度実績 18.8％（12 月末現在） 

（具体的な取組） 

・ 調達審査委員会において予算執行等の適正化を図るとともに、ホームページ等で調達結果を公表することにより、透明性の確保に努

める。 

・ 調達にあたっては、参加が予想される業者に広く周知を行うほか、十分な公告期間や履行期間を設定することにより、多くの業者が参

加しやすい環境を整備する。 

・ 一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査を実施し、次回

の調達改善につなげる。 

・ 消耗品等について適切な在庫管理を徹底するほか、電気使用量、郵送料等についてはコスト意識を持って業務を遂行する。また、

事務所賃借料の適正水準維持に努める。 

・ 業務の標準化・効率化・簡素化の徹底、業務進捗管理・労務管理の強化等を行い超過勤務時間の縮減を図る。 
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令和 3年度 事業計画（新潟支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 （１）健全な財政運営 

○中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏ま

え、支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

○今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今

後の見通しに関する情報発信を行う。 

 

（２）サービス水準の向上 

○サービス向上のため、業務処理の効率化による給付金の迅速な審査・決定及びお客様の意見を踏まえたサービスの向上

を推進する。 

【具体的事項】 

・現金給付支給申請の受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：１０日間）を遵守する。 

・「お客様満足度調査」の結果及び「お客様の声」を基に改善を図り、ＣＳ向上を目指す。 

・申請書類の郵送化を促進するため、各種広報や研修会等において周知を図る。 

■ ＫＰＩ：①サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

       ②現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする 

 

（３）限度額適用認定証の利用促進 

 ○加入者の医療機関窓口負担軽減のため、オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、限度額適用認定証の利用を促進す

る。 

【具体的事項】 

・事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報や、地域の医療機関に申請書を配置するなど利用促進を図

る。 
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（４）現金給付の適正化の推進 

①保険給付の適正化のため、不正が疑われる申請について重点的に審査を行う。 

【具体的事項】 

・現金給付を受給するためだけの資格取得が疑われる申請について特に重点的に審査を行う。具体的には、資格取得日か

ら資格取得処理日まで相当期間経過し、その間に申請期間を含むものを特に留意し重点的に審査を行う。 

・会社役員の報酬減額による現金給付の請求について特に重点的に審査を行う。 

・疑義があるものは毎月の「保険給付適正化プロジェクト会議」に諮り、調査が必要と判断した場合は立入検査を実

施する。 

②傷病手当金と障害年金等の併給調整について、手順書に基づき迅速・確実に実施する。 

 

（５）効果的なレセプト点検の推進 

①内容点検については、レセプト点検効果額向上を目的とした行動計画に基づき、協会のノウハウを最大限活用した効果

的なレセプト点検により、査定率向上に取り組む。 

②資格点検を手順書および毎月のスケジュールに基づきシステムを活用して効率的・効果的に実施する。また、医療機関

照会を遅滞なく実施する。 

③外傷点検を手順書および毎月のスケジュールに基づきシステムを活用して効率的・効果的に実施する。また、負傷原因

照会をしたうえで、第三者行為等については第三者行為届を確実に取得し求償する。 

【具体的事項】 

・システムを活用した効率的・効果的な点検を実施する。 

・内容点検担当点検員のスキルアップのための勉強会および研修会を実施する。 

・社会保険診療報酬支払基金の一次審査および協会けんぽの再審査について支払基金との十分な連携・協議を強化する。 

■ ＫＰＩ：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について前年度以上とする 

      ①協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 
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（６）柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

①多部位・頻回（３部位かつ月１５日以上）、２部位請求の割合が高い施術所の申請について加入者に対する文書照会

を行う。また、負傷部位を意図的に変更する、いわゆる「部位ころがし」と疑われる過剰受診の申請についても文

書照会を行う。 

②柔道整復施術受診における正しい知識を普及させるための広報を実施する。 

■ ＫＰＩ：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対

前年度以下とする 

 

（７）あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進   

○審査手順の標準化の推進の実施状況を踏まえ、受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実

施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

（８）返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

①資格を喪失した加入者の保険証について、未回収者に対する催告と事前の周知広報を実施する。 

②発生した債権については、事務処理マニュアルに基づき早期の回収を図る。 

【具体的事項】 

・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内の保険証返納催告を確実に行い、スケジュールに基づき三次催告まで迅速に

行うことを徹底する。また、被保険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・就職を控えた学生等、間もなく保険証が切替わる者を対象に、説明やチラシ配布による周知を実施する。 

・資格喪失後受診による返納金債権については、国民健康保険との保険者間調整を積極的に活用し確実な回収に努める。 

・文書催告のほか、電話や訪問による催告を行うとともに、費用対効果を考慮の上、法的手続きにより回収に繋げる。 

・交通事故等が原因による損害賠償金債権については、損害保険会社等に対して早期に折衝を図り着実な回収に努める。 

■ ＫＰＩ:①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後１か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 
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（９）被扶養者資格の再確認の徹底 

○被扶養者資格確認対象事業所からの提出率を上げるため、未提出事業所に対する勧奨を確実に実施する。また、未送達

事業所は日本年金機構との連携により確実に送達する。 

【具体的事項】 

・未提出の事業所に対し、文書や電話で早期の提出を促す。 

■ ＫＰＩ：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 94.1％以上とする 

 

（10）オンライン資格確認の円滑な実施 

○オンライン資格確認の円滑な実施のため、加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、加入者のマイナンバー収録率向

上を図る。 

 

（11）業務改革の推進 

○現金給付業務等の業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・簡素化を

推進し、最適な業務処理体制の定着により、業務の生産性の向上を目指す。 

 

２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 ※第３期アクションプランの目標と同一 

  Ⅰ 加入者の健康度の向上  Ⅱ 医療等の質や効率性の向上  Ⅲ 医療費等の適正化 

 

（１） 第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

 ⅰ）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

（加入者 40歳以上 実施対象者数：439,877人  実施見込者数：318,920人 実施率：72.5％） 

○被保険者（40歳以上）（実施対象者数：343,278人） 実施見込者数 281,920人 実施率 82.1％ 

   ・生活習慣病予防健診 実施率 69.9％（実施見込者数：240,000人） 

   ・事業者健診データ  取得率 12.2％（取得見込者数：41,920人） 

○被扶養者（実施対象者数：96,599人） 

  ・特定健康診査    実施率 38.3％（実施見込者数：37,000人）   
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【具体的事項】 

○被保険者 

・生活習慣病予防健診受診率の低い事業所を対象とした県央地域での協会主催の生活習慣病予防健診と健診当日の特定保

健指導分割実施を行う。【新規】 

・生活習慣病予防健診予約状況照会サービスの参加健診機関の拡大を図るとともに利用拡大に繋がる周知広報を行う。 

・事業所カルテ等の可視化データを活用し、健診実施率への影響が大きいと見込まれる事業所等へ幹部職員等の訪問によ

る受診勧奨を行う。 

・新適事業所に対する業務委託による文書・電話での受診勧奨を行う。 

・大規模委託健診機関の受入れ態勢の拡大を働きかける。 

・健診委託機関の不足地域での受入れ態勢の拡大や新規委託契約に向けた営業活動を行う。 

・関係団体との連携などによる事業者健診データの取得促進に向けた積極的な働きかけを行う。 

・健診委託機関や民間業者を活用した電話による生活習慣病予防健診の受診勧奨並びに事業者健診結果データの取得を促

進する。 

 

○被扶養者    

・デジタル広告による受診勧奨広報を行う。併せて 40歳代の被扶養者へのはがきでの特定健診制度の周知と受診勧奨 

を行う。【新規】 

・過去２年間健診未受診者へ新潟市在住の男性への特定健診受診勧奨を行う。【新規】 

・新規加入者への健診案内・受診券を送付する。 

・協定市（新潟市・見附市・三条市・上越市・柏崎市・魚沼市）との連携による特定健診とがん検診の同時を実施する。 

・協定市以外の未受診者の多い市における協会主催の集団会場での特定健診を実施する。 

・自治体主催の未受診者対象の集団健診を広報周知する。 

■ＫＰＩ：①生活習慣病予防健診実施率を 69.9％以上とする（2年度 67.8％以上）  

②事業者健診データ取得率を 12.2％以上とする （2年度 10.9％以上） 

③被扶養者の特定健診実施率を 38.3％以上とする（2年度 41.5％以上） 
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ⅱ）特定保健指導の実施率及び質の向上 

 （加入者 40歳以上 特定保健指導対象者数：57,910人 実施見込者数 14,190人 実施率 24.5％） 

○被保険者（特定保健指導対象者数：54,690人） 

   ・特定保健指導 実施率 25.3％（実施見込者数：13,860人）  

○被扶養者（特定保健指導対象者数：3,220 人） 

   ・特定保健指導 実施率 10.3％（実施見込者数：330人） 

【具体的事項】 

○被保険者 

＜協会保健師等への対策＞ 

・「健診・保健指導カルテ」等の活用し、保健指導実施率への影響が大きいと見込まれる事業所を選定し、幹部職員等 

が訪問による保健指導の利用勧奨を行う。 

・支部内勧奨体制の整備や勧奨方法の改善により、訪問事業所数を増やす。 

・健康宣言事業所での特定保健指導を拡大する。 

・人材育成プログラムを活用した個別研修と支部内研修会での集合研修を併せて行い、協会保健師等の育成を実施する。 

・戦略会議の開催、協会保健師等と保健グループ長・支部保健師との個別面談による進捗確認を行う。 

＜外部委託への対策＞ 

・健診機関や民間業者を活用した委託を促進する。 

・委託機関での健診当日の初回面接を実施促進、並びに分割実施の拡大を働きかける。 

・委託機関の実施計画・実施状況の把握と委託機関との話しあいを行い、進捗管理の徹底を図る。 

・健診機関や民間業者によるＩＣＴを活用した特定保健指導を実施する。 

・特定保健指導支援者への血液検査等検査を実施する。 

○被扶養者 

・協会主催の集団会場での特定健診当日に特定保健指導分割実施をする。【新規】 

 ・協定市との個別契約による健診結果説明会での特定保健指導を実施する。 

・新潟市との特定健診実施の委託機関による健診結果手渡し方式での特定保健指導を実施する。 

■ＫＰＩ：被保険者の特定保健指導の実施率を 25.3％以上とする 

        被扶養者の特定保健指導の実施率を 10.3％以上とする 
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ⅲ）重症化予防対策の推進 

 ○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 1,900人 

 【具体的事項】 

・連続該当者の在勤事業所へ訪問し、インセンティブ制度を切り口として、受診勧奨への取組み依頼を行う。【新規】 

・病院を併設する健診委託機関にて、健診結果通知時等における医療機関受診勧奨を強化する。【新規】 

 ・委託による電話での受診勧奨を新潟支部適用の一次・二次勧奨対象者（新潟支部適用のみに変更）へ実施する。 

併せて事業主への受診勧奨協力依頼文書を送付し、その後に委託による電話での依頼を行う。 

（前年度未受診者在勤事業所 約 4,300社） 

・契約保健師による事業所訪問時に未受診者へ受診勧奨、並びに事業主・担当者へ受診勧奨協力依頼を行う。 

・関係団体との連携による積極的な受診勧奨を行う。 

・協定締結に基づく上越市・魚沼市・見附市在住の協会加入者への人工透析予防サポートを実施する。 

 なお、人工透析予防サポート未申込者へは契約保健師による電話での受診勧奨を行う。 

 

○糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

【具体的事項】 

・南魚沼地域との連携による CKD専門医への受診勧奨を行う。  

なお、CKD専門医未受診者へは契約保健師による電話での受診勧奨を行う。 

  ■ＫＰＩ：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進 

 ○健康宣言について、宣言からフォローアップまでのプロセス（どのような手順で行うか）及びコンテンツ（何を行うか）

の観点から、宣言項目として必ず盛り込む内容や、事業所カルテに示すべき項目等の標準化を図り、家族を含めた事業

所における健康づくりを推進するため、協会けんぽによる事業所支援等を拡充する。 

○健康教育（身体活動・運動や食生活・栄養）を通じた若年期からのヘルスリテラシーの向上を図るため、新たなポピュ

レーションアプローチについて検討する。 

○保険者として、事業所等と連携したメンタルヘルス予防対策の推進に努める。 
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【具体的事項】 

 ・データヘルス計画促進のため、「にいがた健康経営宣言」事業所拡大に向けた事業所訪問・電話勧奨を実施する。 

・「にいがた健康経営宣言」事業所に「事業所カルテ」を提供し、健康度や課題点を確認してもらう。 

・健康経営普及に向け、経済団体、新潟県、新潟市、保険会社等と連携した事業を実施する。 

・自治体、関係団体と協力連携し、事業所でのメンタルヘルス対策窓口設置と広報による案内周知を行う。【新規】 

（目標）「健康経営優良法人 2022」認定 大規模法人部門 5件、中小規模法人部門 150件 

  ■ＫＰＩ：健康宣言事業所数を 500事業所以上とする 

 

ⅴ）各種保健事業の展開 

  加入者の疾病予防や健康増進を図るため、地域の実情に応じて、創意工夫した取組みを進める。 

【具体的事項】 

・健診委託機関と協働した要治療者への受診勧奨を強化する【新規】 

・事業所における歯科衛生士による歯の健康講話とブラッシング指導と併せて、歯科健診の普及に関する周知広報 

を実施する 

・協定締結に基づく自治体等と連携事業を実施する   

 

（２）広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

○健康保険委員の委嘱拡大に向けた取り組みを強化するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るための研修や広報誌

等を通じた情報提供を実施する。 

【具体的事項】 

〈広報〉 

・本部で作成したパンフレット（「①協会の概要・財政状況」「②申請手続き」「③医療費適正化への取組」「④健康づくり」

を主な広報テーマとし、主に事業主をターゲットとした全支部共通のパンフレット）と動画等を活用した広報を行う。 

・加入者や事業主が必要としている情報を伝えるため、健康保険委員アンケートの回答を基にした広報活動を実施する。 

・理解度調査の結果等をもとに、新聞・ラジオ・デジタルメディア等を活用した重点広報を実施する。 

・年間を通じた広報誌を発行する。 ◆けんぽ通信 ◆社会保険にいがた（一般財団法人新潟県社会保険協会発行） 

・広報誌において、協定締結をしている、歯科医師会、薬剤師会へ記事提供を依頼し、内容の充実を図る。 
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・ホームページ、メールマガジンの登録数の拡大と内容の充実を図る。 

（加入者の視点に立ったわかりやすく工夫した誌面作り） 

・関係団体と連携し、各種行事やイベントの場を活用したブース出展、健康相談、年齢層ごとにターゲットを絞った健康

へのアプローチを進めるための啓発活動を実施する。 

〈健康保険委員〉 

・新適事業所における委嘱を迅速に勧奨する。また、業種別・規模別に効果的・効率的な委嘱勧奨を行う。 

・健康保険委員向けインセンティブを拡大する。 

（けんぽ通信 Premiumの定期発行・協会けんぽのしおりの発行・動画等作成） 

■ＫＰＩ：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 54.0％以上とする 

 

（３）ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉 

【具体的事項】 

＜課題分析＞ 

・協会で作成した「ジェネリックカルテ」及び「データブック」により重点的に取り組むべき課題（阻害要因）を明確

にし、対策の優先順位を付けて取り組む。 

・「新潟県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会」において分析結果を踏まえ、使用促進に向けて意見発信する。 

＜医療機関・薬局へのアプローチ＞ 

・協会で作成した「医療機関・薬局向け見える化ツール」及び「医薬品実績リスト」等を活用して、個別の医療機関・

薬局に対する働きかけを強化する。 

＜加入者へのアプローチ＞ 

・ジェネリック医薬品を正しく理解してもらうため、ジェネリック医薬品軽減額通知や希望シール・冊子を配布する。 

・県や薬剤師会、他の保険者等と連携した取組を実施する。 

・加入者が安心して使用できるような記事を広報誌・ホームページ・メルマガに掲載する。 

■ＫＰＩ：ジェネリック医薬品使用割合を年度末時点で対前年度以上とする。 
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（４）インセンティブ制度の実施及び検証〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

【具体的事項】 

・支部の重点広報の位置づけとして新聞・ラジオ・デジタルメディア等による広報を実施する。 

・事業所訪問によりインセンティブ制度の重要性を伝える。 

・広報誌・ホームページ・メールマガジンを活用した広報を実施する。 

 

（５）地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信〈Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、医療計画及び医療費適正化計画が着実

に推進されるよう意見発信を行う。 

ⅱ）医療提供体制に係る意見発信 

・効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議等の場において、協会における医療データの

分析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国・都道府県等から提供された医療データ等を活用するなど、

エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

ⅲ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの

「上手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

【具体的事項】 

・健診結果データから二次医療圏別、市町村別に分析し、ＨＰ掲載や意見発信を行う。 

・上手な医療のかかり方について、広報誌・ホームページ・メルマガ等で記事を掲載、各種研修会でのチラシの配布、

動画等の作成を行う。【新規】 

■ＫＰＩ：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療

データ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

３．組織・運営体制関係 Ⅰ）人事・組織に関する取組 

① 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・支部ごとの業務量に応じた標準人員に基づく適切な人員配置を行うとともに、次期システム構想等の実現による業務
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の効率化等の状況を踏まえた、標準人員の見直しについて検討する。 

 ※山崩し方式の確実な定着に向け、日々の進捗管理と業務処理マニュアルに沿った事務処理の正確迅速な業務処理体

制の構築を図る。 

 

② 人事評価制度の適正な運用 

・評価者研修などを通じて、評価者を中心として個人目標の設定や評価結果のフィードバックによる人材育成の重要性 

など、職員の人事評価制度に関する理解を深めるとともに、評価結果を適正に処遇に反映させることにより、実績や

能力本位の人事を推進する。 

③ＯＪＴを中心とした人材育成（On The Job Training） 

・ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 

   ※自ら育つ職員の育成に向けて本部研修及び支部必須研修の実施だけでなく、支部の課題に応じた研修を実施する。 

 

④本部・支部間の連携の強化 

・加入者の健康増進のための新たな取組の推進など、戦略的保険者機能を更に強化していくため、本部機能の強化や本

部支部間の更なる連携の強化に向けた検討状況を踏まえた対策を進める。 

 

⑤支部業績評価の実施 

・支部業績評価の評価項目や評価方法を必要に応じ見直し、他支部との比較を通じて各支部の業績を向上させ、協会全

体の取組の底上げを図る。 

   ※各部門における評価項目の進捗状況管理や定期的に他支部との比較を行いながら業績向上を図る。 

 

Ⅱ）内部統制に関する取組 

①内部統制の強化 

・権限や体制の整備等により効率的な業務運営を行えること及び事故等が発生しない仕組みを構築することを目指し

て、内部統制基本方針に則り、内部統制の整備を着実に進める。 
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②リスク管理 

・職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報の取扱いやリスクマネジメ

ント等の研修を行うとともに、各種リスクを想定した訓練を実施する。 

 

③コンプライアンスの徹底 

・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

・職員のコンプライアンス意識の向上を図ること及び今後の啓発活動に活かすことを目的とし、職員に自己点検を実

施する。 

Ⅲ）その他の取組 

費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組

みを行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

・一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対する聴き取り調査

等を実施し、次回の調達改善に繋げる。 

・また、少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件

を公示し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

■ＫＰＩ：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について 20％以下とする。ただし、入札件数の見込み件数が４件

以下の場合は一者応札件数を１件以下とする。 
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令和 3年度 事業計画（富山支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 ①健全な財政運営 

・健全な財政運営に努めるとともに、協会の保険財政等について加入者や事業主の理解が得られるよう情報発信を行う。 

 

②サービス水準の向上 

・現金給付等の業務の標準化・簡素化・効率化を徹底し、日々の業務量や優先度に応じて柔軟に対応できる業務処理体制を

構築することにより、業務の生産性の向上を目指す。 

・傷病手当金等の現金給付の支給申請の受付から給付金の振込までの期間について、10営業日以内とする。 

・加入者等の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者等の意見から支部の課題を見いだし、迅速に対応する。 

■KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

    ② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする 

 

③限度額適用認定証の利用促進 

・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き加入者等に対してチラシやリーフレットによる広報を実施するととも

に、医療機関や市町村と連携し、窓口に限度額適用認定申請書を配置し利用促進を図る。 

・医療機関の窓口で自己負担限度額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

 

④現金給付の適正化の推進 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について、マニュアルに基づき適正に履行する。 

・不正の疑いのある事案について、保険給付適正化プロジェクトチーム会議にて議論を行い、積極的に事業主への立入検査

を実施するなど、重点的な審査を行う。 

 

⑤効果的なレセプト内容点検の推進 

・システム点検の効果的な活用や点検員のスキルアップを目指した、レセプト内容点検効果向上計画に基づき、システムを

活用した効果的なレセプト点検を推進する。 

■KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について対前年度以上とする 
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（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

    ② 協会けんぽの再審査レセプト 1 件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

⑥柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

・多部位（施術箇所が 3部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる「部

位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会や適正受診の啓発を強化する。 

■KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対前年度

以下とする 

 

⑦あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

・審査手順を最適化し、審査手順を徹底する。 

・受領委任払制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不

正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

⑧返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・日本年金機構の資格喪失処理後 2週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保険

者証回収不能届を活用した電話催告を強化する。 

・債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整及び法的手続きの積極的な実施により、返納金債権の回収率の向上を

図る。 

■KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする  

 

⑨被扶養者資格の再確認の徹底 

・マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を確実に実施する。 

・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

■KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 93.6％以上とする 

 

⑩オンライン資格確認の円滑な実施 
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・オンライン資格確認の円滑な実施のため、加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、加入者のマイナンバー収録率向上

を図る。 

 

２．戦略的保険者機能関係 ①第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

  上位目標：メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合（27.3％：平成 28 年度国への報告）を減少させ、全

国平均以下（参考 27.0％：平成 28年度国への報告）にする。 

※ 該当者・予備群約 400人減らす（平成 28年度国への報告より算出） 

 

 ⅰ）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上（支部目標 70.0％） 

Ａ.被保険者（40 歳以上） 

(a)生活習慣病予防健診 実施率 68.7％ 

〈実施勧奨対策〉 

・健診実施率の向上に向けて、健診・保健指導カルテ等の活用により実施率への影響が大きいと見込まれる事業所や業態

等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけることで、効果的・効率的な受診勧奨を行う。 

 ・健診機関に対し、健診の実施件数が目標を上回った際にインセンティブ（報奨金）を支払うことで健診の実施率向上を

図る。 

 

(b)事業者健診データ 取得率 12.2％ 

〈取得勧奨対策〉 

・事業者健診データ提供依頼について、富山労働局及び富山県と連携した文書により勧奨を行うとともに、電話等により

勧奨を行う。 

・事業所に対する事業者健診データの提供勧奨を健診機関等に委託する。 

 

Ｂ.被扶養者 

(a)特定健康診査 実施率 31.3％ 

〈実施勧奨対策〉 

・被扶養者の特定健康診査実施率向上のため、富山県内で 33回以上の出張健診を実施する。 

・自治体及び健診機関と連携し、特定健診とがん検診の同時実施会場を設け、被扶養者が受診しやすい環境を整備する。 
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・宣言事業所等の事業主と連携し、文書等による被扶養者への受診勧奨を実施する。 

■KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 68.7％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 12.2％以上とする 

③ 被扶養者の特定健診実施率を 31.3％以上とする 

 

ⅱ）特定保健指導の実施率及び質の向上（支部目標 30.5％） 

Ａ.被保険者 

・特定保健指導 実施率 30.9％ 

（内訳）協会保健師実施分 7.5％ 

アウトソーシング分 23.4％ 

 

Ｂ.被扶養者 

・特定保健指導 実施率 20.2％ 

 

〈保健指導の実施勧奨対策〉 

・健診実施機関等への外部委託による特定保健指導の更なる推進を図り、健診・保健指導を一貫して行うことができるよ

う健診当日の初回面談の実施を推進する。 

・実施率への影響が大きいと見込まれる事業所等を選定し、重点的かつ優先的に利用勧奨を行う。 

・情報通信技術を活用すること等により、特定保健指導対象者の更なる利便性の向上を図る。 

・検診車で健診を受けた被保険者に対して、健診当日における遠隔による特定保健指導の初回面談分割実施の利用拡大を

図る。 

・特定保健指導該当者の減少のため、前年度の特定保健指導対象者に対し、健診 3 ヶ月前に生活習慣改善等を促す勧奨を

行う。 

〈保健指導の質の向上対策〉 

・保健師、管理栄養士のスキルアップを図る研修を行う。 

■KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を 30.9％以上とする 

② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 20.2％以上とする 
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ⅲ）重症化予防対策の推進 

Ａ.未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨 

・健診結果（血圧値・血糖値）で、「要治療」等と判定されながら医療機関を受診していない治療放置者に対して、面談、

電話、文書により医療機関への受診勧奨を継続し勧奨結果の検証を行う。 

■KPI：受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合を 14.0％以上とする 

 

Ｂ.糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・糖尿病未治療者及び治療中断者のうち、糖尿病性腎症の可能性が高い者に受診勧奨を実施する。また、自治体及び主治

医と連携し、保健指導を実施する。 

 

Ｃ.「血圧治療薬」または「血糖治療薬」を服薬中だが血圧または血糖の値が高い方への注意喚起 

・服薬しているが健診結果で血圧または血糖の値が一定以上の方に対し、適切に服薬するよう注意喚起を行う。また、治

療中断者に対しては医療機関への受診勧奨を行う。 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進 

Ａ.健康経営の普及啓発 

・自治体及び経済団体等と連携した事業主への啓発を行い、第 2 期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づき、宣

言事業所を 600社、Step1認定事業所を 240社まで拡大する。また、Step2認定事業所についても、随時進捗を管理し

て拡大を図る。 

 

Ｂ.健康企業宣言事業の充実 

・事業所健康度診断を用いて、宣言事業所をはじめとする加入事業所における従業員の健康度の見える化を支援する。 

・宣言事業所に対して、電話及び訪問により取組支援を行う。 

・宣言事業所に対して、一層健康づくりの取組が進むよう事業やツールの導入を行う。 

■KPI：健康宣言事業所数を 600事業所以上とする 

 

ⅴ）その他の保健事業 

・健康づくり推進協議会を開催し、効果的な保健事業につなげる。 
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・富山県内で開催される市町村等が主催するイベントに参画し、健康測定・健康相談を行うことで健康づくりの啓発及び

特定健診の重要性の周知を行う。 

・各種研修会や事業所へ積極的に講師を派遣し、事業所での健康づくりのための啓蒙啓発を行う。 

・県歯科医師会と連携し、歯科口腔衛生に対する意識向上と歯周病予防に向けて歯科健診受診の啓発を行う。 

・県薬剤師会と連携し、事業所に対して禁煙に関する啓発等の事業を行う。 

 

②広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

・納入告知書同封チラシやメールマガジン、社会保険とやまにより定期的に広報を行うほか、加入者にとって丁寧でわかり

やすいホームページの作成に努める。 

・支部の事業に関するニュースリリースを行い、マスコミを通じた広報を行う。 

・保険者協議会や県、市町村など関係機関と連携した広報を行う。 

・健康保険委員の拡大に向けた事業所への勧奨や、健康保険委員を対象とした健康づくり等に関する研修会を開催する。 

■KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 71.7％以上とする 

 

③ジェネリック医薬品の使用促進 

・ジェネリック医薬品軽減額通知を行うほか、加入者に対してリーフレットやジェネリック医薬品希望シールを配布する。 

・年齢階級別や薬効別、地域別の使用状況や本部から提供されたツールを活用し、医療機関や調剤薬局等への働きかけを行

う。 

・富山県ジェネリック医薬品使用促進協議会において、支部の取組等を積極的に発信する。 

■KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）を年度末時点で 81.5％以上とする 

※ 医科、DPC、歯科、調剤 

 

④インセンティブ制度の実施 

・インセンティブ制度の内容及び支部の課題について周知広報を行う。 

 

⑤パイロット事業 

・令和 4 年度へ向けたパイロット事業を検討し、本部へ提案を行う。 

 

⑥地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信 
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ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、計画が着実に推進されるよう意見発信を

行う。 

 

ⅱ）医療提供体制に係る意見発信 

・効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、県及び 4圏域で開催される地域医療構想調整会議や医療審議会等にお

いて積極的に意見発信を行う。 

・国民健康保険制度改革（都道府県による財政運営等）の進捗状況を確認しつつ、加入者・事業主を代表する立場で関与

し、他保険者と連携しながら関係機関への働きかけや意見発信を行う。 

・健康寿命日本一推進会議や保険者協議会、健康づくり県民会議、がん対策推進県民会議、地域・職域連携会議など各種

協議会において加入者・事業主を代表する立場で積極的に意見発信を行う。 

 

ⅲ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・レセプト情報から多剤服用者等を抽出し、医薬品の適正使用に係る働きかけを行う。また、関係団体との連携の下、地

域特有の医薬品使用状況等の把握を目的とした調査を実施する（令和 3年度パイロット事業）。 

・加入者に対し、かかりつけ医やかかりつけ薬剤師・薬局、こども医療電話相談（＃8000）、薬剤情報の一元管理等、適

正受診の啓発を行う。 

■KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療データ

等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

⑦調査研究の推進 

・自治体の国民健康保険加入者と協会けんぽ富山支部加入者のデータを用いて共同分析を行う。 

・加入者の医療費及び健診結果データをもとに支部医療費等の状況を分析する。 

・外部有識者との協力連携を図り、調査研究を推進する。 

 

３．組織・運営体制関係 ①人事評価制度の適正な運用 

・本部が実施する評価者研修の伝達を行い、人事評価制度に関する職員の理解を深め、同制度を適正に運用する。 

 

②ＯＪＴを中心とした人材育成 
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・階層別研修や重点的な分野を対象とした業務別研修を通して、必要なスキルを習得する。 

・支部内の部門間連携を強化するため、職員の係替えや勉強会等を実施する。 

・職員の互換性の向上を図り、業務の効率化を推進する。 

 

③支部業績評価の実施 

・運営方針を理解し、協会のミッションや目標への取組を徹底する。 

・目標と進捗状況の見える化を徹底する。 

 

④リスク管理 

・大規模自然災害や個人情報保護・情報セキュリティ事案への対応など、より幅広いリスクに対応できるリスク管理体制の

強化を図る。特に、情報セキュリティ対策については迅速かつ効率的な初動対応を行う。加えて、平時から有事に万全に

対応できるよう、危機管理能力の向上のための研修や訓練を実施する。 

 

⑤コンプライアンス・個人情報保護等の徹底 

・法令等の規律の遵守（コンプライアンス）については、職員に研修等を行い徹底する。 

・自主点検等の実施により、個人情報保護や情報セキュリティについて徹底する。 

 

⑥費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・適切な在庫管理等により経費の削減に努める。 

・調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

・調達審査委員会のもと、調達や執行を適切に管理するとともに、ホームページにより調達結果等を公表することにより、

透明性の確保に努める。 

■KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について 20％以下とする。ただし、入札件数の見込み件数が 4 件以下の

場合は一者応札件数を 1件以下とする。 
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富山支部事業計画 KPI一覧 

１．基盤的保険者機能関係 
  

令和 3 年度富山支部事業計画（KPI 項目） 令和 3 年度 KPI 
（参考） 

令和 2 年度 KPI 

②サービス水準の向上 

【KPI】① サービススタンダードの達成状況 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率 

 

①100％ 

②95.0％以上 

 

①100％ 

②93.1％以上 

⑤効果的なレセプト内容点検の推進 

【KPI】① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率 

    ② 協会けんぽの再審査レセプト 1 件当たりの査定額 

 

①前年度以上 

②前年度以上 

 

①前年度以上 

（新設） 

⑥柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

【KPI】柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3 部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合 

 

前年度以下 

 

前年度以下 

⑧返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

【KPI】① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1 か月以内の保険証回収率 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率 

 

①前年度以上 

②前年度以上 

 

①95.7％以上 

②前年度以上 

⑨被扶養者資格の再確認の徹底 

【KPI】被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率 

 

93.6％以上 

 

92.0％以上 
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２．戦略的保険者機能関係   

令和 3 年度富山支部事業計画（KPI 項目） 令和 3 年度 KPI 
（参考） 

令和 2 年度 KPI 

①－ⅰ）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

【KPI】① 生活習慣病予防健診実施率 

② 事業者健診データ取得率 

③ 被扶養者の特定健診実施率 

 

①68.7 以上 

②12.2％以上 

③31.3％以上 

 

①66.0％以上 

②12.1％以上 

③27.8％以上 

①－ⅱ）特定保健指導の実施率及び質の向上 

【KPI】① 被保険者の特定保健指導の実施率 

② 被扶養者の特定保健指導の実施率  

 

①30.9％以上 

②20.2％以上 

 

27.8％以上（全体） 

 

①－ⅲ）重症化予防対策の推進 

【KPI】受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合 

 

14.0％以上 

 

12.9％以上 

①－ⅳ）コラボヘルスの推進 

【KPI】健康宣言事業所数 

 

600 事業所 

 

（新設） 

②広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

【KPI】全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合 

 

71.7％以上 

 

64.0％以上 

③ジェネリック医薬品の使用促進 

【KPI】ジェネリック医薬品使用割合 ※ 医科、DPC、歯科、調剤 

 

81.5％以上 

 

81.1％以上 

⑧地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信 

【KPI】効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けた、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場における医療

データ等を活用した効果的な意見発信 

 

実施 

 

実施 

３．組織・運営体制関係 
  

令和 3 年度富山支部事業計画（KPI 項目） 令和 3 年度 KPI 
（参考） 

令和 2 年度 KPI 

⑥費用対効果を踏まえたコスト削減等 

【KPI】一般競争入札に占める一者応札案件の割合 

 

20％以下 

 

前年度以下 
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令和 3年度 事業計画（石川支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準化、

効率化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。 

 

ⅰ）健全な財政運営 

・ 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を 

踏まえ、支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

・ 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や 

今後の見通しに関する情報発信を行う。 

・ 各審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

 

ⅱ）サービス水準の向上 

・ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10 日間）を遵守する。 

・ 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・ お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から課題を見いだし、迅速に対応する。 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

②  現金給付等の申請に係る郵送化率を 96.7％以上とする 

 

ⅲ）限度額適用認定証の利用促進 

・ オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員への広報並びに地域の医療機関での申請書の配

置などにより利用促進を図る。 

・ 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 
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Ⅳ）現金給付の適正化の推進 

・ 標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・ 傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。また、県内年金事務所の協

力のもと、年金受給者へリーフレットを利用して広報を行う。 

・ 不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を行う。 

また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

Ⅴ）効果的なレセプト点検の推進 

〇 内容点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、質的向上と効率的な点検により査定率向上を目指す 

  ・手術を伴う入院や高額薬剤等の高額なレセプトの重点的な点検を実施する 

  ・医療行為に関する知識習得のための勉強会や研修を実施する 

〇 社会保険診療報酬支払基金の「支払基金業務効率化等・高度化計画」における審査支払新システム導入による点検内

容の高度化を見据えた点検体制構築を目指す 

  ・査定事例、システムスキル等の情報が活発に共有される体制を構築する 

  ・診療項目毎に担当を振り分けた点検体制を検討する 

  ■ KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について前年度以上とする 

    （※）査定率＝レセプト点検により査定した額÷協会けんぽの医療費総額 

② 協会けんぽの再審査レセプト１件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

Ⅵ）柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

・ 多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる 

「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診を防止するため、加入者に対する文書照会や柔整師に対する面接確認による実態把

握を強化する。なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、

柔道整復施術受診についての正しい知識の普及を図る。 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について 

対前年度以下とする 

- 174-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ）あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

・ 審査手順の標準化を推進する。 

・ 受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施し適正化を図る。 

 

Ⅷ）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 

〇 保険証未回収者に対する催告等の強化 

  ・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を実施する 

  ・被保険者証回収不能届を活用した電話催告を実施する 

  ・未回収の多い事業所に対し、文書等により資格喪失届への被保険者証の添付の徹底と早期届出を周知する 

〇 債権の早期回収、保険者間調整及び法的手続きによる返納金債権の回収率の向上 

  ・債権調定後２か月以内の催告を実施する 

  ・保険者間調整が可能な債権にかかる納付書や催告文書には全件保険者間調整案内文書を同封する 

  ・費用対効果が見込まれる債権に対しては積極的に法的手続きを実施する 

  ■ KPI：①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後１か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする  

 

Ⅸ）被扶養者資格の再確認の徹底 

・ マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・ 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・ 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 93.8％以上とする 
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 Ⅹ）業務改革の推進 

・ 現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・簡素化を 

推進する。 

・ 職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、 

柔軟な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 

 

２．戦略的保険者機能関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 第 2 期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

 i）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

● 「健診・保健指導カルテ」等の活用により実施率への影響が大きいと見込まれる事業所や業態等を選定し、重点的かつ

優先的に働きかけることで、効果的・効率的な受診勧奨を行う。 

● 健診受診促進、事業者健診結果データ取得に向けた関係団体との連携を推進する。 

● 被扶養者の特定健診実施率の向上に向け、地方自治体との連携を推進し、がん検診との同時実施等の拡大を図る。 

①生活習慣病予防健診実施率の向上 

・新規適用事業所、新規任意継続加入者に対する受診勧奨 

・事業所あて案内時における健診機関ＰＲ記事掲載 

・事業所及び個人向け受診勧奨の実施 

・商工会との連携による受診勧奨 

・閑散期における受診者数増加に向けた事業所及び健診機関へのアプローチ 

・新規委託契約に向けた働きかけ 

②事業者健診データ取得による健診実施率の向上 

・外部委託業者による健診結果データ取得勧奨 

・健診結果データの早期提供事業の推進 

③被扶養者の健診実施率の向上 

・自治体が主催する集団健診への受診勧奨 

・自治体と連携した支部独自の集団健診の拡大 
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○ 被保険者（40 歳以上）（実施対象者数：１８３，３４９人） 

   ・生活習慣病予防健診 実施率６０．５％（実施見込者数：１１０，９００人） 

   ・事業者健診データ  取得率１５．６％（取得見込者数：２８，６００人） 

○ 被扶養者（実施対象者数：５１，５９５人） 

  ・特定健康診査    実施率３２．７％（実施見込者数：１６，８５０人） 

■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を６０．５％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を１５．６％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診実施率を３２．７％以上とする 

 

ii）特定保健指導の実施率及び質の向上 

● 健診実施機関への外部委託による特定保健指導の更なる推進を図り、健診、保健指導を一貫して行うことができるよう

健診当日の初回面談の実施を推進する。 

● 民間専門機関による情報通信技術等を活用した保健指導を推進する。 

● 保健指導実施率への影響が大きいと見込まれる事業所等を選定し、重点的かつ優先的に保健指導の利用勧奨を行う。 

①特定保健指導の実施率の向上 

＜支部保健師等＞ 

・支部内研修及び検討会で継続率（実施率）を高めるための事例検討及び支援ツールの活用 

・健診・保健指導カルテ等を活用した事業所訪問による受入勧奨 

＜委託機関、市町保健師等＞ 

・経年実績の見える化及び経営的視点に基づくツールを活用しての実施者数増加に向けた働きかけ 

・人的資源が限られた中での効率的な保健指導に向けた支部保健師による個別訪問サポートの実施 

・新規委託契約に向けた働きかけ 

・遠隔地に在住する支部加入者に対する保健指導の推進 

・集団健診会場における支部保健師等による特定保健指導の利用勧奨（予約）ならびに市町及び健診委託機関の保健師

等による特定保健指導の実施 
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②特定保健指導実施者の翌年度健診結果の改善率の向上 

・メタボ改善率の向上及びリバウンドの予防に向けた支部内研修会及び検討会での事例検討 

・特定保健指導基準値付近の者に対する健診結果の推移の見える化及び生活習慣改善アドバイスパンフレットの送付

によるメタボ減少者への働きかけ 

 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数：２８，１７９人） 

   ・特定保健指導    実施率２９．１％（実施見込者数：８，２００人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数：１，４４９人） 

   ・特定保健指導    実施率７．０％（実施見込者数：１０１人） 

■ KPI：被保険者の特定保健指導の実施率を２９．１％以上とする 

      被扶養者の特定保健指導の実施率を７．０％以上とする 

 

 iii）重症化予防対策の推進 

 ● 未治療者に対する受診勧奨対象を血糖及び血圧リスク者に拡大し、早期治療を推進する。 

● 医療機関との連携による糖尿病の重症化予防に取り組む。 

①未治療者の勧奨受診率の向上 

・外部委託業者等による案内文書の送付及び電話勧奨の実施 

・石川労働局と連携した受診勧奨の実施 

 ○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数３，０００人 

■ KPI：受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合を１１．８％以上とする 

 

 ②糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

   ・医療機関（糖尿病専門医等）と連携した、糖尿病性腎症（3～4期）で治療中かつ行動変容困難な者に対する生活改善

サポートの実施 
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ⅳ）コラボヘルスの推進 

〇 健康宣言事業所への活動支援 

・運動習慣の定着に向けた健康出前講座の提供 

・事業所カルテの提供による経年での健康度の見える化 

・宣言事業所への継続的な取組事例紹介 

・「かがやき通信」による健康経営関連情報の提供 

・事業所担当者の事務効率化（共通様式の使用、窓口一本化）を考慮した石川県の健康宣言事業との連携 

・健康器具の貸出 

・外部委託業者による健康宣言事業所に対する健康づくりサポート 

〇 健康宣言事業所への付加価値の創出 

  ・経済産業省・石川県の認定・表彰制度の紹介、申請情報の提供 

  ・認定・表彰制度への申請に向けた説明会の開催、申請書提出支援 

〇 健康宣言事業所の拡大 

  ・民間企業との連携による健康経営セミナーの開催 

  ・民間企業と連携した健康宣言事業所の拡大 

  ・各種広報媒体、事業所訪問によるエントリー勧奨 

  ■ KPI：健康宣言事業所数を１,１００事業所以上とする 

 

ⅴ）広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

〇 広報を通じた健康増進意識の高揚、支部事業の理解促進 

・個々の加入者に向けたインセンティブ制度の周知広報 

・健康増進情報（お役立ち情報、イベント案内）の提供 

・支部メールマガジン新規登録者数の拡大 

・アクセス者の利便性を優先したホームページづくり 
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〇 健康保険委員の委嘱拡大と活動強化 

・新規適用事業所に対する委嘱勧奨 

・事業所訪問による委嘱の拡大 

・健康増進情報や支部分析情報を中心とした他の広報媒体との差別性を持った広報誌記事の掲載 

・健康保険委員研修会の開催 

 ■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 66.5％以上とする 

 

ⅵ）ジェネリック医薬品をはじめとする医療費適正化の促進 

〇 ジェネリック医薬品の使用促進 

  ・支部独自でのジェネリック医薬品切替案内 

  ・薬剤師会と連携したジェネリック医薬品希望お薬手帳カバーの配布 

  ・医療機関、薬局への訪問による使用促進協力依頼 

  ・低使用割合層向けへの広報 

   ■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）を年度末時点で 80.0％以上とする ※医科、DPC、歯科、調剤 

 

ⅶ）地域の医療供給体制への働きかけや県民の健康増進に向けた意見発信・連携 

〇 医療計画推進協議会での意見発信 

〇 関係団体協議会等での意見発信 

・自治体（石川県、市町）主催協議会、審議会における意見発信 

・保険者協議会における意見発信及び共同事業の働きかけ 

〇 関係団体との共同事業の推進 

・自治体（石川県、市町）との健康増進・医療費適正化事業の実施 

・医療関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会）との医療費適正化事業の実施 

・県内教育機関と連携した健康保険制度等の講義 
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３．組織・運営体制関係 

 

 

 

 

 

 

■ KPI：地域医療構想調整会議や審議会等の場において、効果的な意見発信を実施する。 

 

ⅰ）適切な組織運営 

〇 週次での幹部ミーティングによる支部内ガバナンスの徹底 

〇 月次進捗会議による組織目標達成に向けた進捗状況の管理 

 

ⅱ）人材育成の推進 

〇 本部指定研修に支部独自研修を組み合わせた組織基盤の底上げ 

 

ⅲ）費用対効果を踏まえたコスト削減 

〇 参加業者数の増加に向けた十分な公告期間及び履行期間の確保 

〇 競争性促進を考慮した契約内容及び調達方法の見直し 

〇 一者応札への対応 

・入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対し聞き取り調査等を実施 

〇 ペーパーレスを推進し、コピー用紙等の使用量を削減 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 

 

ⅳ）コンプライアンスの徹底 

〇 職員研修等を通じた遵守の徹底 

 

ⅴ）リスク管理 

〇 訓練や研修を通じた大規模自然災害や個人情報保護・情報セキュリティ事案への管理体制の強化 

〇 個人情報保護や情報セキュリティ対策 

・各種規程の遵守やアクセス権限、パスワードの適切な管理等についての点検を実施 
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令和 3年度 事業計画（福井支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機

能関係 

１. サービス水準の向上 

・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

・加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から課題を見いだし、迅速に対応する。 

 

 

２. 限度額適用認定証の利用促進 

・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並びに 

   地域の医療機関に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

・医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

 

３. 現金給付の適正化の推進 

・標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

・不正の疑いのある事案については、保険給付適正化 PTにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。また、 

不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

４. 効果的なレセプト内容点検の推進 

・レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検に 

より、査定率向上に取り組む。 

KPI：サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

KPI：現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする 
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５. 柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月１５日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる 

   「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。なお、加入者に対する文書照会 

   を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術受診についての正しい知識の普及 

   を図る。 

 

 

６. あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

  ・審査手順の標準化を推進する。 

・受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った 

不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

７. 返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・日本年金機構の資格喪失処理後 2週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保 

険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施に 

より、返納金債権の回収率の向上を図る。 

KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月１５日以上の施術の申請の割合について 

   対前年度以下とする 

。 

KPI：社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について前年度以上とする 

  （※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

KPI：協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 
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８. 被扶養者資格の再確認の徹底 

  ・マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

 

９. 業務改革の推進 

・現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・ 

簡素化を推進する。 

・職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟 

   かつ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 

 

２．戦略的保険者機

能関係 

１． 第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく健康づくり事業の推進 

（１）加入者の健康志向の向上 

i）加入者に向けた広報事業の展開 

  ・メルマガやホームページを充実させ、行動変容につながるタイムリーな健康情報を発信する。 

  ・協会の事業について、データに基づいた情報によりプレスリリースを行う。 

  ・無関心層に健康づくりへの関心が浸透するよう、新聞・テレビ・ラジオなどマスメディアを活用して広報を行う。 

 ii）事業所を通じたコラボヘルス事業の展開 

  〇健康づくり宣言事業（健康経営）の推進 

  ・積極的に事業所を訪問し、インセンティブ指標を中心とした健康づくりの取り組みを勧め、健康づくり宣言への参加を勧奨

KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 93.0％以上とする 

KPI：日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

KPI：返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

- 184-



 

 

 

する。 

  ・業態別の健康課題を分析し、業界団体と連携して健康経営を推進し健康度の向上を目指す。 

  ・経済団体や市町と連携して、健康経営の地域的な広がりを推進する。 

  〇健康づくり宣言事業所(健康保険委員)の取り組み支援 

・健診結果により健康度を経年比較できる「事業所健康度診断カルテ」を提供し、これまでの健康づくりの取り組みを振り返

りながら、健康課題の改善に向けた取り組みを事業所とともに検討する。 

・生活習慣の見直しや健康リテラシー向上に資する各種講習会を事業所のニーズに応じて実施できるよう、対面実施やＤＶＤ

配布、Ｗｅｂ配信などで提供する。また、健康課題に応じたポスターを提供する。 

・チーム単位でエントリーできるアプリを利用して、運動習慣の定着とコミュニケーション醸成を目的とした「事業所対抗ウ

ォーキングラリー」を実施する。 

 ・「健康経営優良法人」及び「ふくい健康づくり実践事業所」の認定に向け、各制度の評価項目に適合する取り組み実践を後押

しする。 

  

 

（２）疾病予防事業の推進 

i）特定健診受診率、事業者健診データ取得率の向上 

 ・健診機関が実施している生活習慣病予防健診の巡回健診を活用する。 

・事業者健診にかかる同意書提出のあった事業所から着実にデータを取得する。 

・特定健診の早期受診者に特典クーポンを提供する事業を実施し、受診促進を図る。 

・健診機関主催の特定健診にかかる集団健診を県内全域で実施する。 

KPI：健康づくり宣言事業所数を 900事業所以上とする。 

KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 61.5％以上とする。 
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ii）特定保健指導の実施率及び質の向上 

  ・検診車を利用する事業所を選定し健診当日の特定保健指導を実施する。 

・特定保健指導が未実施である大規模事業所や健診実施機関を抽出し訪問勧奨をする。 

・県外の適用事業所に加入する県内在住者を抽出し特定保健指導を勧奨する。 

・価値を付加した特定保健指導を勧奨する。（被扶養者） 

・事業所に訪問できなかった指導対象者本人あてに情報通信技術を活用した特定保健指導を勧奨する。 

  ・特定保健指導対象者に漫画を活用したわかりやすいパンフレットを作成し利用増加を図る。 

  

 

KPI：特定保健指導の実施率を 26.0％以上とする 

＜参考＞被保険者（特定保健指導対象者数：19,259人） 

        ・特定保健指導実施率 26.4％（実施見込者数：5,084人） 

（内訳）協会保健師実施分  22.8％（実施見込者数：4,391人） 

             アウトソーシング分 3.6％（実施見込者数： 693人） 

＜参考＞被扶養者（特定保健指導対象者数：757人） 

        ・特定保健指導    実施率 15.6％（実施見込者数：118人） 

 

KPI：生活習慣病予防健診受診率を 65.6％以上とする 

KPI：事業者健診データ取得率を 13.0％以上とする  

＜参考＞被保険者（40歳以上）（受診対象者数：121,303人） 

        ・生活習慣病予防健診 受診率 65.6％（受診見込者数：79,575人） 

        ・事業者健診データ  取得率 13.0％（取得見込者数：15,769人） 

KPI：被扶養者の特定健診受診率を 25.8％以上とする 

＜参考＞被扶養者（受診対象者数：34,135人） 

       ・特定健康診査    受診率 25.8％（受診見込者数：8,807人） 
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ⅲ）重症化予防対策の推進 

  〇未治療者に対する受診勧奨の徹底 

  ・福井県医師会との連名による「かかりつけ医紹介はがき」を活用し早期受診を図る。 

  〇糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・持続血糖測定器を活用して保健指導を実施する。 

・治療中断者に対して受診を勧奨する。 

 

 

ⅳ）喫煙者対策 

  ・喫煙者に対し禁煙外来等の情報を提供し、禁煙に対する動機付けを高める。 

 

ⅴ）生活習慣病予防を目的とした歯科受診の啓発 

・歯周病と生活習慣病との関係や歯周病予防の重要性を周知し、定期的な歯科受診を勧める。 

  ・福井県歯科医師会と連携して、事業所へ訪問して歯科健診を実施する。 

 ・糖尿病治療者や糖尿病リスク者の重症化を予防するため、歯科受診を勧奨する。 

 

２．医療給付費適正化の推進 

（１）ジェネリック医薬品使用促進などの医療費適正化の広報 

 ・ジェネリック医薬品使用割合が低い若年層へ漫画を活用したジェネリック医薬品希望シールを配布し、「こども医療」の制

度周知と合わせてジェネリック医薬品の使用を促す。 

 ・子育て世代の健康リテラシー向上とジェネリック医薬品使用促進などの医療費適正化を目的に、広報誌を発行する。 

  ・お薬手帳の携行を目的としたお薬手帳カバーを福井県薬剤師会と連携して配布し、かかりつけ薬局推進による重複投薬と禁

忌服薬の防止、ジェネリック医薬品の使用を促す。 

  ・近畿厚生局福井事務所及び福井県保険者協議会と連携して、医療機関、薬局へ「見える化ツール」を配布し、全県的なジェ

KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 18.0％以上とする 

    ＜参考＞未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 3,000人 

 

- 187-



 

 

 

ネリック医薬品使用割合向上を図る。あわせて、医療機関及び薬局に訪問し使用促進を働きかける。 

   

 

（２）関係協議会等での意見発信  

・医療審議会、地域医療構想調整会議、国民健康保険運営協議会等に積極的に参画し、あるべき医療提供体制や加入者の健康

づくりについて、データに基づいた効果的な意見発信を行い、関係機関と広く連携して事業を推進する。 

 

 

３．組織・運営体制関

係 

１．人材育成 

（１）定期的なジョブローテーションの推進 

  ・基礎的業務力の広範囲な習得を図るため、新入職員の OJTと若手職員の業務ローテーションを計画的に実施する。 

  ・ジョブローテーションを通じて、これまでの業務内容を再点検するとともに、先入観なく発信された問題意識を業務改善に

つなげる。 

・課題に応じて、関係する職員に対して情報を周知するほか、様々な職員から意見を聴く機会を通じ、業務の連携を図りなが

ら知識とスキルを習得する。 

 

（２）研修の実施 

  ・ハラスメント防止研修、情報セキュリティ研修、個人情報保護研修、コンプライアンス研修、メンタルヘルス研修、ビジネ

ススキル研修を計画的に実施する。 

    

２．コンプライアンス 

（１）マネジメントの拡充 

  ・事業計画の各事業における個々の役割と責任を明確にしたうえで具体的な目標を設定し、目標管理を通じて事業を計画的に

KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療データ等

を活用した効果的な意見発信を行う。 

KPI：「経済・財政と暮らしの指標「見える化」データベース」などを活用した効果的な意見発信を実施する 

KPI：ジェネリック医薬品使用割合を令和 4年 3月診療分時点で 80.0%以上とする 
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着実に推進する。 

・日常的なコミュニケーションを通じ、自主性の育成やリスクの感知に努める。 

 

（２）管理職による点検の実施 

  ・個人情報保護管理委員会、コンプライアンス委員会を定期的に実施し、個人情報保護活動計画及びコンプライアンス推進計

画を着実に推進する。 

・定期的な自主点検と月次の確認により、各種規程の遵守を徹底する。 

 

３．費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・関係業者へ広く公告を周知し、十分な公告期間や履行期間の設定により、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

・印刷物の作成や事務作業が大量となるような業務については、事務の効率化を見据え外部委託を進める。 

 

 

KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について 20％以下とする。 
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令和 3年度 事業計画（山梨支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準

化、効率化、簡素化の取組みを進める。また、健全な支部財政運営に努める。 

 

(1)健全な支部財政運営 

・中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏ま

え、支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

・協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今後の見通しに関する情報発信を行う。 

・保険者協議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

 

(2)サービス水準の向上 

・お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から支部の課題を見出し、支部に設置した「Ｃ

Ｓ向上検討委員会」を活用してサービス水準の向上に努める。 

・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード:10日間）を遵守する。 

・電話対応時や研修会等において、申請書等の郵送での提出を案内するとともに、関係機関に働きかけ、郵送化率の向上

を目指す。 

 ■KPI：①サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

②現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする 

 

(3)限度額適用認定証の利用促進 

 ・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並びに

医療機関及び市町村窓口に申請書を配置することなどにより利用促進を図る。 

 ・医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 
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(4)現金給付の適正化の推進 

・標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について、適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

・不正の疑いのある事案については、保険給付適正化ＰＴ（プロジェクトチーム）にて議論を行い、必要に応じて事業主

への立入検査を積極的に行う。また、不正が疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

(5)効果的なレセプト内容点検の推進 

・レセプト内容点検効果向上計画に沿って点検業務を実施することにより、無駄がなく効果が高いレセプト点検を推進し、

査定率向上に取り組む。 

■KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について前年度以上とする      

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

②再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする。 

  

(6)柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・多部位（施術箇所が 2部位以上）かつ頻回（施術日数が月 10日以上）及び部位ころがし（負傷部位を意図的に変更する

ことによる過剰受診）の申請について、加入者に対する文書照会や適正受診の啓発を強化する。 

 なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術受

診についての正しい知識の普及を図る。 

■KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3 部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対前年

度以下とする 

 

(7)あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

・審査手順の標準化を推進する。 

・受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不

正の疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 
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(8)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 

・日本年金機構の資格喪失処理後２日以内に、協会けんぽから保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底すると

ともに、被保険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・未返納者データ等を活用して事業所に文書送付等を行い、資格喪失届への保険証添付の周知徹底を図る。 

・債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、

返納金債権の回収率の向上を図る。 

■KPI：①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

②返納金債権（資格喪失後受診にかかるものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

(9)被扶養者資格の再確認の徹底 

 ・マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・未送達事業所については、所在地調査により、送達の徹底を行う。 

 ■KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 

 

(10)業務改革の推進 

・現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・

簡素化を推進する。 

・職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、生産性

の向上を推進する。 
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２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 

Ⅰ 加入者の健康度の向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化    

 

(1)第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 <Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ> 

・「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組み」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２期保

健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組みを着実かつ効果的、効率的に実施する。 

・「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、第２期保健事

業実施計画（データヘルス計画）の PDCAサイクルを効果的・効率的に回し、取組みの実効性を高める。 

・データヘルスの上位目標については、「対象者が必要な治療等を受けることによって糖尿病による人工透析者の新規発生

が 10％減少する」とする。 

 

ⅰ)特定健康診査受診率・事業者健診データ取得率の向上     

○健診の受診率向上のための取組み 

・「健診・保健指導カルテ」等の活用により、受診率への影響が大きいと見込まれる事業所や業態、地域等を選定し、重点

的かつ優先的に働きかけることで、効果的・効率的な受診勧奨を行う。併せてナッジ理論等を活用した受診勧奨を行う。 

 

<生活習慣病予防健診> 

・市町村や商工会等と連携し、受診受入人数が不足している地域を中心に生活習慣病予防健診を受診できる機会を増や

す。 

・新規加入の事業所、任意継続被保険者に対し、速やかに対象者を印字した健診対象者一覧表等を送付し、受診を促す。 

・各健診機関の健診実施者数に係る目標値を設定し、インセンティブを活用して目標達成を促す。 

・コラボヘルスエントリー事業所について、健診受診率 100％となるよう「事業所カルテ」や健康情報誌配布等を利用

し、受診勧奨を行う。 
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<事業者健診データ> 

・事業者健診データ取得促進のために、事業主に対し、山梨労働局と連名の案内文を送付するとともに山梨県産業安全

衛生大会等で案内文の配布を行う。 

・同意書を取得している事業所分について、データの提出期限を設定し、インセンティブを活用することにより、早期

かつ確実なデータ取得を図る。 

・同意書未取得の事業所について、健診機関が同意書に代わる委任状の取得勧奨を行うことにより、事業者健診データ

取得率の向上を図る。また、対象人数別の区分けを行い、優先順位を付けたうえで訪問や文書による提出勧奨を行う。 

 

<特定健康診査（被扶養者）> 

・オプショナル測定等を利用した魅力ある特定健康診査や商業施設での特定健康診査を行い、受診行動につなげていく。 

・次年度から特定健康診査の対象となる方（39歳）に対し、健診の受診勧奨を行う。 

・受診率が低い市町村を中心に市町村の健診に合わせた受診勧奨を実施するとともに、特定健康診査を共同で実施する

こと等新たな提案を市町村に対して行う。 

 ・新規加入の被扶養者に対し、速やかに受診券等を送付し、受診を促す。 

 

○被保険者（40歳以上）（受診対象者数： 106,454人） 

■KPI 

①生活習慣病予防健診 受診率 73.8％以上とする   （受診見込者数：78,600人） 

②事業者健診データ  取得率 4.6％以上とする    （取得見込者数：4,900人） 

 

○被扶養者（受診対象者数：29,956人） 

■KPI 

・特定健康診査    受診率 49.1％以上とする   （受診見込者数：14,700人） 

 

ⅱ)特定保健指導の実施率の向上 

○特定保健指導実施率向上への取組み 
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・健診実施機関等への外部委託による特定保健指導の更なる推進を図り、健診、保健指導を一貫して行うことができる

よう健診当日の初回面談の実施について、健診機関に働きかける。 

・保健指導実施率への影響が大きいと見込まれる事業所等を選定し、重点的かつ優先的に保健指導の利用勧奨を行う。

併せてナッジ理論を活用した利用勧奨を行う。 

・情報通信技術を活用すること等により、特定保健指導対象者の更なる利便性の向上を図る。 

・平成 30 年度からの特定保健指導の実施方法の見直しにより可能となった新たな特定保健指導の手法（健診当日指導

等）を実施する。 

 

〈被保険者〉 

・特定保健指導未実施者に向けて、健診結果データを分析した「個別アドバイスシート」を同封した保健指導勧奨を行

う。 

・コラボヘルスエントリー事業所について、保健指導実施率 100％となるよう健康情報誌の配布時等を利用し、実施勧

奨を行う。 

・運送業等、生活習慣病予防健診以外に特殊健康診断を実施している事業所に働きかけ、健診日に特定保健指導を実施

する。 

・対象者が 70人以上いる事業所で、特定保健指導の利用がない事業所を訪問等により勧奨し、利用を促す。 

〈被扶養者〉 

・市町村や健診機関と連携し、健診時に保健師等を派遣して健診当日指導を実施する。 

・健診機関と連携し、商業施設等を利用した健診実施日に特定保健指導の初回面接分割実施を行う。 

・市町村や健診機関の協力のもと、健診結果説明会を利用した効果的な特定保健指導の手法等について検討する。 

 

○特定保健指導対象者減への取組み 

・令和元年度に実施した複数年の特定健康診査結果に基づく生活改善勧奨の効果検証を基に今年度以降の事業を検討

し、保健指導対象者の削減を図る。 

・支部内研修等を通じて、協会保健師・管理栄養士のスキルアップを図り、対象者のニーズに合わせたより質の高い保
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健指導を実施する。 

・評価終了者及び支援中断者へアンケートを実施し、その結果に基づき、より効果的な指導方法を検討する。 

■KPI：特定保健指導の実施率を 25.0％以上とする 

（実施見込者数： 4,524人 実施対象者数： 18,131人） 

 

○被保険者（受診対象者数：16,867人） 

・特定保健指導  実施率 26.0％とする（実施見込者数：4,380人） 

（内訳）協会実施分         15.2％（実施見込者数：2,560人） 

              アウトソーシング分 10.8％（実施見込者数：1,820人） 

  

○被扶養者（受診対象者数：1,264人） 

・特定保健指導   実施率 11.4％とする（実施見込者数：144人） 

（内訳）協会実施分          7.7％（実施見込者数：97人） 

                アウトソーシング分  3.7％（実施見込者数：47人） 

  

ⅲ)重症化予防対策の推進 

・外部委託を利用することにより、未治療者に対する受診勧奨をこれまでの二次勧奨のみではなく、一次勧奨者にも再度

働きかけを行う等して、確実に実施する。 

・他の団体と連携し、加入者に対する糖尿病重症化予防についても周知広報を検討する。 

 

○未治療者に対する受診勧奨における勧奨予定人数 4,300人 

（内訳） 

文書勧奨：4,300人（本部が実施した一次勧奨実施者のうち、保健指導実施者、不達者以外） 

■KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

○糖尿病性腎症に係る重症化予防事業予定実施人数  7人 
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・治療コントロールが不良な方に対し、かかりつけ医と連携した改善指導を実施する。 

 

ⅳ)コラボヘルスの推進 

① 健康宣言事業所数の拡大 

・健康保険委員委嘱事業所を中心に、文書や電話による勧奨を行う。 

・山梨県の健康経営認定制度（やまなし健康経営優良企業認定事業）と連携して広報やセミナーを行う。 

・健康経営を支援・推進する団体との連携により、健康宣言事業所の拡大を図る。 

② 健康宣言事業所に対するフォローアップ 

・健康情報誌や本部が提供する事業所健康度診断シート「事業所カルテ」等を配布することを含め、健康宣言事業所に対

するフォローアップの強化を図り、事業所の健康づくりの推進をサポートする。 

・本部が実施する施策について適宜対応する。 

■KPI：健康宣言事業所数を 450事業所以上とする。 

 

(2)広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 <Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ> 

・広報誌の定期発行等を通じて、加入者に対して分かりやすくタイムリーな情報を発信する。また、加入者を含めより幅

広く情報発信するため、youtube等の動画を活用した広報も行う。 

・リーフレットやチラシを作成する際、ナッジ理論等を活用するなど、加入者の行動変容に結びつく効果的な広報を行う。 

・山梨県、市町村、関係団体との連携による広報を実施するとともに、これらの団体が開催するイベントに関与し、協会

の取組みを一般の方々にも広く発信していく。 

・新生児のいる被保険者を対象に、適正受診や育児等の情報を掲載した小冊子を送付し、医療機関の適切な利用を周知す

る。 

・健康保険委員の委嘱者数の拡大を図るとともに、研修会や健康づくりイベントの開催、「健康保険委員だより」など定期

的な健康情報の提供等を通じて、健康保険委員活動を活性化する。 

・広報の専門家による研修・セミナーの参加等を通じて広報担当者の広報スキル向上を図る。 

■KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 50.0％以上とする 
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(3)ジェネリック医薬品の使用促進 <Ⅱ・Ⅲ> 

・協会の目標（ジェネリック医薬品使用割合を 80%にする）に向けた各種取組みを着実に実施する。 

＜医療機関・薬局へのアプローチ＞ 

・医療機関や薬局毎の使用割合等のデータを活用し、関係者への働きかけを行う。 

・ジェネリック医薬品の特長を記載した「お薬手帳カバー」を作成し、薬剤師会と連携のうえ、薬局を通じて協会加入者

に配布する。 

＜加入者へのアプローチ＞ 

・ジェネリック医薬品軽減額通知サービスの効果がさらに着実なものになるように、広報や情報提供等を行う。 

・支部の特徴や傾向を踏まえ、若年層の使用割合向上に向けて、若年層の親世代の被保険者や被扶養者に対し、ジェネリ

ック医薬品の周知や切り替え、選択を促す広報を行う。 

＜その他の取組み＞ 

・マスメディアや公共交通機関を活用し、ジェネリック医薬品の特長を広く訴え、ニーズを喚起する。 

・保険者協議会を通じて他保険者と情報を共有し、山梨県、市町村、関係団体との連携による広報を実施し、山梨県全体

の使用促進を図る。 

・研修会や健康づくりイベントでの広報物配布、施設での広報物備付け、公用車へのＰＲ用マグネットシール貼付等、あ

らゆる場を広報活動に活用する。 

・県が作成した「汎用性後発医薬品リスト」を活用したツールを作成し、医療機関や薬局へのツール配布を通じて県内の

一般名処方箋の拡大及び使用割合の向上を図る。 

■KPI：支部のジェネリック医薬品の使用割合(※)を 80.0％以上とする 

※ 医科、DPC、歯科、調剤 

 

(4)インセンティブ制度の実施及び検証 <Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ> 

・平成 30年度及び令和元年度の実施結果を踏まえ、評価（順位）向上に向けた効果的な取組みを行う。特に評価の低い指

標については、結果を分析し、戦略的な方針を検討するなど取組みを強化する。 

・制度について周知するとともに、事業主や加入者が実践すべき行動を具体的に示し、行動変容を促す。 

・評価項目の進捗状況を定期的に検証し、必要に応じて取組みの見直しを行う。 

- 198-



 

 
 

 

(5)地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信 <Ⅱ・Ⅲ> 

・加入者が効率的な医療を享受できるよう、山梨県国民健康保険運営協議会、地域医療構想調整会議、国民健康保険運営

協議会、地域職域保健事業連携推進協議会、後期高齢者医療懇話会等において意見発信を行う。 

・保険者協議会や覚書を締結した市町等と協働で、医療データ等を分析し、県民の健康保持・増進に向けた取組みを行う。 

・県民の健康増進のため、医師会、歯科医師会、薬剤師会と連携協力し、効率的・効果的な事業を実施する。 

・地域医療構想調整会議において、医療保険者の立場から健康・医療情報を「見える化」したデータ等を活用して意見発

信を行う。 

・その他、本部や厚生労働省等の検討や指示の状況を踏まえて対応する。 

■KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議等の場において、医療データ等を活用した

効果的な意見発信を実施する。 

 

(6)調査研究の推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

①支部による医療費分析 

・医療費適正化に向けた事業の実施につなげるため、地域差の要因等について、外部有識者の知見等も活用して分析を実

施する。 
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３．組織・運営体制関係 (1)人事・組織に関する取組み 

①業務処理体制の検証 

・業務処理体制の検証を行い、戦略的保険者機能に係る業務強化のための人員へのシフトを行う。 

・各グループにおいて管理者が適切に業務量・配分を把握・管理し、特定の職員への偏重や不公平感の発生の防止に努め

る。 

 

②人事評価制度の適正な運用 

・個々の職員が組織目標の理解を深め、その達成に必要な個人目標を設定し、与えられた役割を遂行することで組織目標

の達成につなげていく。 

 

③ＯＪＴを中心とした人材育成 

・ＯＪＴ（On the Job Training）を中心に据えるほか、各種研修等も効果的に組み合わせて「自ら育つ」職員を育成する。 

・支部の課題等に応じた支部研修を実施し、職員のスキルアップを図る。 

 

(2)内部統制に関する取組み 

①リスク管理 

・適切な運営を脅かす様々なリスクの点検や分析、リスク管理能力の向上のための研修の実施、平時からの訓練等を通じ

て、リスク管理体制の整備を図る。 

 

②コンプライアンスの徹底 

・コンプライアンス・個人情報保護について、研修等により法令等規律の遵守を徹底する。 

 

(3)その他の取組み 

①費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・調達見込み額が１００万円を超える案件は原則として一般競争入札とし、随意契約が適当な案件は調達委員会に置いて

妥当性の審査を行い、調達結果等をホームページに公表する。 
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・参加が予想される業者への周知に努めるほか、十分な公告期間や履行期間を設定し、多くの業者が参加しやすい環境を

整備することで一者応札案件の減少に努める。また、入札の際に入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者へ

の調査や、公告後の業者への声掛けを行う。 

・事業担当と財務担当の連携を密にし、適切な調達等を行う。 

■KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について 20％以下とする。ただし、入札件数の見込み件数が 4 件以下

の場合は一者応札件数を 1件以下とする。 
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令和 3年度 事業計画（長野支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 ●サービス水準の向上 

・現金給付（療養費、高額療養費を除く）の申請受付から支給までの標準期間である 10日間（サービススタンダード）を遵

守する。 

・各種説明会・広報を活用し、届書の郵送促進、「届書・申請書作成支援サービス」の利用促進を図る。 

・業務改善委員会を中心にお客様満足度調査の結果やお客様の声の分析を行い、問題点改善に向けた対応を検討し実施する。 

・研修又はＯＪＴにより職員のお客様に対する対応スキルを高め、質の高いサービス提供に努める。 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 96.8％以上とする 

 

●限度額適用認定証の利用促進 

・引き続き、各種説明会・広報を活用し利用促進を図る。 

・医療機関及び市町村窓口への申請書の配置を継続する。 

・医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度（オンライン資格確認）について、積極的に周知を図る。 

 

●現金給付の適正化の推進 

・高額報酬（標準報酬月額 830千円以上）、資格取得直後（資格取得日から 90 日以内）を中心に不正の疑われる申請につい

て重点的に審査を行う。 

・不正の疑いのある事案について、保険給付適正化会議を毎月開催し事案の共有、議論を経て事業主への立ち入り検査を積

極的に行う。 

・傷病手当金と障害年金・老齢年金、労災給付との併給調整が必要な事案については、申請書の記載内容、添付書類、日本

年金機構から提供されるデータに基づき遅滞なく確実に実施する。 

 

 

- 202-



 

 

 

●効果的なレセプト点検の推進 

（内容点検） 

・レセプト内容点検効果向上計画を策定し、点検の質を向上させるとともに効率的なレセプト点検を実施する。 

・点検員毎のそれぞれの結果に応じた具体的点検方針等を指示し、ＰＤＣＡを回すことによりスキル向上を図る。 

・他支部査定事例の自動点検マスタや汎用任意抽出テンプレート等への反映状況の管理とその効果測定を実施する。 

・支払基金との定例打合せで事例を共有することにより効率かつ効果的な点検の実施を図る。 

 

（外傷点検） 

・外傷性病名のレセプトについて負傷原因の照会を行う。 

・負傷原因照会の未回答者に対し、回答期限から 1週間経過後に初回催告を実施し、少なくとも 6か月おきに再催告を行い、

未回答者の減少に努める。 

■ KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする 

     ②協会けんぽの再審査レセプト 1 件当たりの査定額を対前年度以上とする。 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

 

●柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・多部位（施術箇所が 3部位以上）かつ頻回施術（施術日数が月 15 日以上）の申請について、加入者に対し施術部位・施術

日を確認する文書照会を実施する。 

・部位ころがし（負傷部位を意図的に変更し長期に施術）等過剰に施術を受けていると思われる加入者に対し適正受診のた

めの啓発文書を送付する。 

・多部位頻回施術、部位ころがし施術が著しく疑わしい施術者の情報を柔道整復療養費審査委員会に提供し、該当施術者の

申請書を重点的に審査する。また、保険給付適正化会議において情報の共有、対応の検討を行う。 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3 部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対

前年度以下とする 

 

●あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 
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・審査事務手順書に基づいた審査手順の標準化を推進する。 

・不正の疑いのある施術者について厚生局に情報提供し、その後の状況を追跡する。 

 

●返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 

（保険証回収強化） 

・資格喪失届への保険証未添付者に対し、日本年金機構の喪失処理 3 営業日後に保険証の返納催告文書を送付し、その後 7

営業日以内に 2回目、さらにその後 7 営業日以内に 3回目の催告文書を送付する。 

・日本年金機構から回送される保険証回収不能届により、受付から 7営業日以内に電話催告を実施する。 

・資格喪失届への保険証未添付が多い事業所に対し、文書または訪問により保険証回収の啓発を行う。 

（債権管理回収業務の推進） 

・支部で定めた債権回収スケジュールに沿った催告等を確実に実施するとともに管理者による進捗管理を徹底する。 

特に 10 万円（過年度 50万円）を超える債権については、債権進捗会議により支部内で情報共有し、対応方法を検討する。 

・10 万円を超える資格喪失後受診にかかる返納金については、直接債務者に保険者間調整について説明し同制度利用により

確実に回収する。 

・回収率向上のため、弁護士による文書催告を継続する。 

・なお残る未納者に対しては、内容証明による文書催告及び法的手続きによる回収を実施する。 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする  

 

●被扶養者資格の再確認の徹底 

・マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・被扶養者資格の再確認の必要性を周知し、就職などによる被扶養者資格削除事由発生後早期の届出を促すための広報を実

施する。 

・未提出事業所に対し提出勧奨を行う。また、所在不明により未送達となった事業所の所在調査を日本年金機構と連携して

行い確実に送付・回収する。 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 93.2％以上とする 
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●オンライン資格確認の円滑な実施 

・オンライン資格確認の周知と円滑な実施に向けた広報活動等を行う。 

 

●業務改革の推進に向けた取組 

・現金給付等の業務の「標準化」「効率化」「簡素化」を徹底する。 

・職員の多能化と管理者のきめ細かい指示・采配により、日々の業務量、業務の優先度に応じた柔軟な処理体制を定着化さ

せ、さらなる生産性の向上を図る。 

 

２．戦略的保険者機能関係 ● 第 2 期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

 i）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

○ 被保険者（40 歳以上）（実施対象者数：273,732 人） 

   ・生活習慣病予防健診 実施率 58.4％（実施見込者数：159,860人） 

   ・事業者健診データ  取得率 15.5％（取得見込者数：42,497人） 

○ 被扶養者（実施対象者数：77,029人） 

  ・特定健康診査    実施率 33.2％（実施見込者数：25,574人） 

 

■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 58.4％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 15.5％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診実施率を 33.2％以上とする 

 

〇健診実施率・取得率向上策 

（被保険者） 

・年度当初の生活習慣病予防健診の案内のほかに、新規適用事業所への文書案内を実施する。加えて、送付したうち対象
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者 10人以上の事業所へは電話勧奨も行い、健診受診を勧める。 

・外部委託による①事業者健診データ取得勧奨②令和 2 年度紙データを取得した事業所に対する取得勧奨③紙データから

のデータ作成④新規適用事業所に対する生活習慣病予防健診利用電話勧奨の各業務の実施。 

・事業所検索（抽出）等機能、支部別スコアリングレポートを活用し、ターゲットを絞った受診勧奨を行う。特に、生活

習慣病予防健診受診率、事業者健診データ取得率ともに低い二次医療圏および業種を洗い出し、優先的に受診勧奨する。 

・労働局、運輸支局との連携による、健診受診および事業者健診データ提供勧奨事業を継続する。 

・事業者健診を実施している医療機関に対し、データ提供に関する同意書取得勧奨業務を委託する。加えて、データ提供

件数向上のため、より魅力的なインセンティブを設定する。 

・事業主、加入者が協会の健診（生活習慣病予防健診）を利用したくなる広報の実施。 

・上記各施策推進のための幹部職員との事業所訪問の実施。 

（被扶養者） 

・年度途中に被扶養者認定をされた対象者に対して随時受診券を送付し、健診受診を勧める。 

・市町村（国保）と実施する集団健診の日程に合わせ、対象地区の被扶養者に受診勧奨を行う。また、市町村に対し集団

健診で協会加入者も受診できる旨を案内していただくよう依頼する。 

・協会単独の集団健診を実施する。実施にあたり、令和２年度実施内容について効果検証を行い、より魅力的な実施内容

とする。 

・慢性疾患等で医療機関へ定期受診をしているため、健診未受診者となっている対象者への受診勧奨を実施する。 

 

ii）特定保健指導の実施率及び質の向上 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数：37,436人） 

   ・特定保健指導    実施率 29.4％（実施見込者数：10,992人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数：2,020 人） 

   ・特定保健指導    実施率 22.3％（実施見込者数：450人） 

 

■ KPI：被保険者の特定保健指導の実施率を 29.4％以上とする 

      被扶養者の特定保健指導の実施率を 22.3％以上とする 
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〇特定保健指導実施率向上策 

（被保険者） 

・特保の初回面談者数向上のため、特保利用案内文発送の対象事業所を拡大する。 

・特定保健指導専門業者への業務委託及び特定保健指導委託健診機関数を拡大する。 

・特定保健指導委託健診機関の特定保健指導実施率向上に向け、年度内 2 回を目途に委託先の保健指導者間の情報交換会

（研修会含む）を行う。 

・産業保健師設置企業の情報を収集し特定保健指導委託を拡大する。 

・勤務形態等の理由により訪問面談が困難である事業所の、健診当日の特定保健指導分割実施について、支部保健師を派

遣しての実施も含めて健診機関に働きかける。 

・企画 Gと協働し、健康づくりチャレンジ宣言事業所のうち、実施率の低い事業所への個別アプローチを実施する。（新規

宣言事業所・既宣言事業所とも） 

・キャンセル理由を精査し、リモートでの初回面談を推進する。 

・支部への来所による特定保健指導を推進する。 

・講習会メニューにて集団学習の依頼があった事業所へ特保の実施を働きかける。 

・特定保健指導対象の喫煙者に対する禁煙指導を強化し、特定保健指導対象者の減少に結びつける。 

（被扶養者） 

・協会単独の集団健診当日に特定保健指導の初回面談を分割実施する。 

・長野市等特保対象者が多い地域の未利用者に対し、公民館等を活用し協会指導者による特保を実施する。 

・県・市町村等と連携し、市町村への特定保健指導の委託拡大を図る。 

（その他） 

・保健指導者の指導力向上のため、隔月の保健指導者研修会及び禁煙対策等の各種会議を計画し実施する。 

 

 iii）重症化予防対策の推進 

 ○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 1,340 人 

  ・生活習慣病予防健診により要治療と判定されながら 3 か月以内に医療機関を受診していない方へ本部から受診勧奨文
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書を送付後、その翌月に支部から二次勧奨文書を送付したうえで、電話勧奨を行う。 

  ・血圧値及び血糖値が高い方へは、脂質値の情報も追加して受診勧奨を実施する。 

・特定保健指導対象者で受診勧奨対象者への事業所訪問を実施する。 

  ・事業主に対し、要治療者の治療促進に向けた事業所としての対応（受診勧奨、受診環境整備等）を働きかける。 

  ・未治療者に対して、次回の健診結果に注目させ再び要治療と判定された場合には確実に医療機関を受診するよう、前

回の健診受診月の前月に文書勧奨を行う。 

・（生活習慣病予防健診契約機関でかつ、）保健師が在職している特定保健指導委託健診機関に対し、経年的に二次勧奨

対象者としてリストアップされる者の情報共有を図り、受診への行動を促す。 

  ・健診機関による未治療者への受診勧奨の実施状況をまとめ、ガイドラインを策定する。（支部調査研究事業） 

 

 ○ 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

  ・保険薬局薬剤師による「運動」「食事」「服薬」の行動目標設定と 6か月間にわたる行動変容の継続支援を柱とした「重

症化予防プログラム」（松本市との共同事業）を継続実施する。 

  ・市町村が実施している重症化予防事業に参画し国民健康保険と一体となった枠組みで実施できるよう情報収集・協議

を進める。 

■ KPI：受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進 

 〇 健康づくりチャレンジ宣言（健康宣言）事業の推進  

・健康保険委員委嘱事業所に対して健康宣言を勧奨する。 

・後期高齢者支援金にかかるインセンティブ指標（健診受診率、特定保健指導実施率、特定保健指導対象者の減少率、

要治療者の医療機関受診率、後発医薬品使用割合）の数値が低い事業所に対して健康宣言を勧奨し、健康経営を通し

て協会事業に対する理解を促す。 

・県内の商工会議所をはじめ、各関係機関と連携し、事業主等へのセミナーを開催する等の啓発事業を行うことにより

健康経営の地域的な広がりを推進する。 
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 ○健康づくりチャレンジ宣言事業所の取り組み支援 

  ・事業所の健康度を経年変化によって「見える化」した事業所健康度診断カルテの提供により、これまでの取り組みの

振り返りを行い、健康度向上の実効が期待できる取り組み内容（宣言内容）をアドバイスする。 

  ・「食事・生活習慣」、「運動」、「メンタルヘルス」、「がん対策」及び「歯科口腔」に関する講習会を関係機関と協力し合

計 80社で実施する。 

  ・運動習慣の定着とコミュニケーションの醸成を目的とした 3 名 1 組のチーム単位でのウォーキングラリーを、協会や

県・経営者団体などで構成する「事業所の健康づくりプロジェクト委員会」で実施する。 

  ・長野県歯科医師会と連携し、歯科口腔が全身に与える影響や歯科検診の重要性について啓発する。また、歯科検診の

受診者を増やすきっかけとすべく歯科検診の受診費用補助を行う。 

  ・健康経営優良法人認定制度の認定基準に適合する取り組みを実践するよう推奨し、健康経営優良法人 2022認定企業を

320 社にする。 

  ・事業所内での取り組みが継続するよう広報チラシ等により定期的に健康づくりに関する情報を発信する。 

  ■ KPI：健康宣言事業所数を 950事業所以上とする 

 

●広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

・インセンティブ制度や長野支部の健康課題やその対策を加入者及び事業主に向けて周知広報する。 

・「健康保険委員のひろば」（季刊誌）、「協会けんぽ News」（毎月）などの広報誌やメールマガジン（毎月 10日配信）による

定期的な広報を行う。メールマガジンについては、現状に加えて効果的な登録勧奨方法を工夫し、配信件数拡大につなげ

る。 

・無関心層を含めて広く発信するためメディアを活用した広報を行う（本部作成予定の動画等活用を含む）。 

・外部研修や協会内研修参加等により効果的な広報手法を研究し実践する。 

・広報、文書、事業所訪問等の方法により健康保険委員の委嘱勧奨を行う。 

・広報物、健康経営セミナーや健康保険委員研修会を通じ、信州ＡＣＥプロジェクトの取り組み【Ａction（体を動かす）、

Ｃheck（健診を受ける）、Ｅat（健康に食べる）】の紹介、普及に努める。 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 54.4％以上とする 
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●ジェネリック医薬品の使用促進 

〈医療機関・薬局へのアプローチ〉 

・医療機関・薬局ごとに使用状況を可視化した「お知らせ」を送付し、主要な医療機関等は個別に訪問することによりジェ

ネリック医薬品使用促進を働きかける。 

・アンケート文書を工夫し「お知らせ」送付を希望する医療機関を増やす。 

・医療機関、調剤薬局に対し「医薬品実績リスト」を案内し活用を促す。 

〈加入者へのアプローチ〉 

・ジェネリック医薬品軽減額通知サービスや希望シールの配布事業を継続実施する。 

・ジェネリック医薬品使用促進などによる医療費適正化と合わせ子育て世代の健康リテラシーを向上させるため、新生児の

親を対象に広報誌を贈呈する。 

・薬局を通じて患者にお薬手帳カバーとジェネリック医薬品希望シール、Q&A を配布する事業を継続し、ジェネリック医薬

品の使用促進や重複投薬の防止を図る。 

・適正受診の啓発及びジェネリック医薬品使用を促進させるため、県薬剤師会や市町村、関係団体と連携してセミナーを実

施する。 

〈その他の取組〉 

・ジェネリックカルテ等のデータを活用し、低使用割合地域対策を実施する。 

・ジェネリック医薬品使用割合について、事業所健康度診断カルテを通じて事業主に情報発信する。 

・保険者協議会、ジェネリック医薬品使用促進連絡会など他の保険者等が参画する団体を活用し、団体名でのポスター、啓

発文書作成により加入者や医療提供者に対する働きかけを行う。 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合を対前年度以上とする 

     ※医科、DPC、調剤、歯科における使用割合 

 

●地域の医療提供体制への働きかけ 

・医療審議会、地域医療構想調整会議、国民健康保険運営協議会、保険者協議会等に参画し、医療データ等を活用しながら、

あるべき医療提供体制や加入者の健康づくり等について、データに基づいた効果的な意見発信を行う。なお、すべての地

域医療構想調整会議に健康保険組合と連携し被用者保険者が参加する体制を維持する。 
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・協会が保有する医療費データ等をタイムリーに分析し、医療費適正化に向けた情報を評議会、関係機関、ホームページ等

で定期的に発信する。 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デ

ータ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

３．組織・運営体制関係 ●人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・①役職に応じた役割を理解し、能力を発揮し役割に合った実績を上げた職員を適正に評価するため、具体的な目標を設定

する。 

  ②目標の進捗管理を上司による部下の目標達成支援のため、月次の振り返りを行う。 

③目標管理を通じ、業務の進捗確認を行うことにより、事業計画を着実に推進する。 

・業務の「標準化」「効率化」「簡素化」を徹底し、複数業務遂行可能な職員を育成したうえで、戦略的保険者機能を発揮す

べく柔軟に人員を配置する。 

 

●ＯＪＴを中心とした人材育成 
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・新入職員のＯＪＴと若手職員の業務ローテーションを計画的に実施し、広範囲に基礎的業務力を修得させる。 

・人材育成を通じ業務を再点検するとともに、先入観なく発信された問題意識を業務改善につなげ、組織を活性化させる。 

 

●リスク管理の徹底 

・コンプライアンスや情報セキュリティ、個人情報保護に関する研修を全職員に実施し、制度及び取扱いについての理解を

深め、規程等の遵守を徹底することにより、加入者から信頼される組織運営を行う。 

・各種規程、業務マニュアル等に沿って業務を遂行するとともに、これまで発生した事務処理誤りの再発防止策の実行状況

を逐次点検すること等により、確実で誤りのない事務処理を実践する。 

・事務処理誤りゼロ期間を定期的に設定し、常に正確な事務処理を行う職員意識の維持・向上を図る。 

・大規模自然災害発生時等の安全管理やＢＣＰ（事業継続計画）対応のための研修や訓練を実施する。 

 

●費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・調達における競争性を高めるために公告内容を広く告知するように努める。 

・公告期間や納期までの期間の十分な確保や仕様書の見直し等の取組みを行うことにより、多くの業者が参加しやすい環境

を整備する。 

・一般競争入札案件の過去の入札状況を検証し、必要に応じ個別案件単位で一者応札を回避するための対策を実施する。 

・コスト削減を意識して行動し、光熱費や消耗品費などの事務経費を対前年度 5％削減させる。 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20.0％以下とする 
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令和 3年度 事業計画（岐阜支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 １ 健全な財政運営 

 ・経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏まえ、中長期的な視点による今後の見通しについて、 

  加入者や事業主に情報発信を行う。 

 

２ サービス水準の向上および現金給付の適正化の推進 

 ・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

・標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行する。 

・不正の疑いのある事案については、保険給付適正化会議にて議論し、事業主への立入検査を積極的に行う。 

 ・加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から協会の課題を見いだし、迅速に対応する。 

 ■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

     ② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 95％以上とする 

 

３ 柔道整復施術療養費の照会業務の強化およびあんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化 

・柔道整復施術療養費については、多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月10日以上）の申請や負傷 

 部位を意図的に変更するいわゆる「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。  

 なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術 

 受診についての正しい知識の普及を図る。  

・柔道整復療養費審査委員会において、疑義のある申請書を重点的に審査するとともに、面接確認委員による柔道整復師 

 からのヒアリングを積極的に実施する。 

・あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費については、審査手順の標準化を推進し、受領委任制度導入により、文書化 

 された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不正疑い事案については、逐次 
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 対応状況を確認し適正化を図る。 

 ■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について 

     対前年度以下とする  

 

４ 被扶養者資格の再確認の徹底 

・マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

 ■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.8％以上とする 

 

５ 限度額適用認定証の利用促進 

・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並びに 

 地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

・医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

 

６ 効果的なレセプト点検の推進 

・資格点検では、手順書に則り全件点検を実施する。 

・外傷点検では、第三者行為の事跡管理の徹底を図り速やかな求償を行う。 

・内容点検では、システム点検の効果的な活用や点検員のスキルアップを目指した、レセプト内容点検行動計画管理表に 

基づき効果的なレセプト点検を推進する。また、社会保険診療報酬支払基金と協議強化を行い原審査の査定率向上を 

目指す。 

 ■ KPI：社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする。 

   （※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

  ■ KPI：協会けんぽの再審査レセプト１件当たりの査定額を対前年度以上とする。 

 

７ 返納金債権の発生防止のため保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 
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・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保 

 険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。また、オンライン資格確認の円滑な実施のため制度周知を行う。 

・債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整及び法的手続きの積極的な実施により、返納金債権の回収率の向上 

を図る。 

 ・外国人加入者及び適用事業所へ健康保険制度の啓蒙を図り、債権発生の抑制及び発生後の回収に繋げる。 

  ■ KPI：日本年金機構回収分も含めた資格喪失後１か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする。 

 ■ KPI：返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする。 

 

２．戦略的保険者機能関係 １ 第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

 （上位目標）・循環器系疾患を減少させる。 

 （中位目標）・血圧の受診勧奨域人数を 17％にする。 

       ・受動喫煙なし事業所を 50％以上にする。 

 

 i）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

  ○ 被保険者（40歳以上）（実施対象者数：310,507人） 

    ・生活習慣病予防健診 実施率 56.2％（実施見込者数：174,500人） 

    ・事業者健診データ  取得率 14.2％（取得見込者数：44,000人） 

○ 被扶養者（実施対象者数：87,377人） 

    ・特定健康診査    実施率 25.4％（実施見込者数：22,200人） 

○ 健診の受診勧奨対策 

    ・生活習慣病予防健診：新規適用事業所へ案内発送後に健診機関から勧奨 

               民間事業者へ電話勧奨等を委託 

               小規模事業所へ電話勧奨 

    ・事業者健診：事業所訪問による提供依頼 

           岐阜労働局、岐阜県との三者連名の提供依頼 

           民間事業者へ電話、訪問勧奨等を委託 
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    ・特定健診：無料オプショナル集団健診の開催地域と実施回数をさらに拡大 

          被扶養者のパート先での健診結果の取得 

          医師会との連携による治療中者の検査結果の情報提供依頼 

  ■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 56.2％以上とする 

      ② 事業者健診データ取得率を 14.2％以上とする  

      ③ 被扶養者の特定健診実施率を 25.4％以上とする 

 

ii）特定保健指導の実施率及び質の向上 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数：44,137人） 

    ・特定保健指導    実施率 33.3％（実施見込者数：14,695人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数：1,909人） 

    ・特定保健指導    実施率 26.2％（実施見込者数：500人） 

○ 保健指導の受診勧奨対策 

    ・委託医療機関との連携により健診当日保健指導を拡大 

    ・民間事業者へ訪問勧奨等を委託 

    ・無料オプショナル集団健診の拡大による当日面談を徹底 

  ■ KPI：被保険者の特定保健指導の実施率を 33.3％以上とする 

      被扶養者の特定保健指導の実施率を 26.2％以上とする 

 

 iii）重症化予防対策の推進 

   ○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 1,750人 

   ○ 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

     ・民間事業者へ電話勧奨を委託 

    ・健診機関へ受診勧奨を委託 

    ・特定保健指導の訪問機会を活用した面談による受診勧奨 

  ■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 
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 iv）コラボヘルスの推進 

    ・「ぎふ健康経営認定事業所」の推進により健康経営の普及促進を図る 

    ・事業所における健康課題抽出に役立つ「事業所健康度カルテ」を配付する。 

    ・民間事業者による出張型の運動講座を実施する。 

    ・調査研究事業を参考に減塩対策を実施する。 

    ・関係団体や民間協力事業者と連携し、事業所への健康づくり事業を展開する。 

 ■ KPI：健康宣言事業所数を 950事業所以上とする。 

     （岐阜労働局「新はつらつ職場づくり宣言」 岐阜県「清流の国ぎふ健康経営宣言」との合計数） 

 

２  広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

・定期的な広報誌発行に加え、対象者に最も効果的なメディアを活用した広報を展開する。 

 また、加入者一人ひとりに直接届けられる広報ツールであるホームページ、メールマガジンを充実させる。 

・健康保険委員の委嘱拡大を行う。また、タイムリーかつ有益な情報提供を行う。 

・岐阜支部の課題や医療費の特徴等について、積極的な意見発信を行う。 

・加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組や意義を理解していただけるよう、周知広報を行う。 

 ■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 62.5％以上とする 

 

３ ジェネリック医薬品の使用促進 

・自治体及び県内高校等と連携し、若年層に対してジェネリック医薬品についての啓発を行う。 

・「出産おめでとうセット」を送付し、保護者に対し出生時からのジェネリック医薬品使用を促進する。 

・影響度の高い医療機関・薬局を訪問し、見える化ツール等を活用のうえ、使用率向上への協力を求める。 

・ジェネリック医薬品に切替えた場合の自己負担額軽減通知を年 2回送付する。 

 ■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合を 79.2％以上とする 
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４ 地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信 

 ・地域医療構想調整会議等の場において、医療データ分析結果等のエビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

 ・地域医療を守る観点から、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの「上手な医療のかかり方」について、 

  関係団体とも連携のうえ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

   ■KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療 

       データ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

３．組織・運営体制関係 １ 人的資源の柔軟な運用 

・業務の効率化の状況等を踏まえて、適切な人員配置を行う。 

 

２ 人事評価制度の適正な運用 

・協会の理念の実現に向けて、組織目標を達成するための個人目標を設定し、日々の業務遂行を通じて目標達成  

 できる仕組みとした人事評価制度を適切に運用する。 

 

３ ＯＪＴを中心とした人材育成 

 ・日々の業務遂行を通じて「自ら育つ」「現場で育てる」という意識づけを行い、組織基盤の底上げを図る。 

 

４ 支部業績評価への対応 

 ・他支部の実績と比較することにより、自支部の状況を、エビデンスに基づいて的確に把握するとともに、 

  そこで認識された課題について要因を分析することで、効果的な課題解消の施策を立案する。 

・認識された課題とその対策を職員全員で共有することで、支部全体の業務改善・改革への意識を向上させる。 

 

５ 費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・入札案件について、参加が見込まれる業者への周知に努める他、十分な公告期間や履行期間を設定することにより、 

 多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

・入札案件以外についても、可能な限りホームページ等で公示し、広く見積書の提出を促す。 
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 ■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 

 

６ コンプライアンスの徹底 

 ・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修や自己点検・アンケートを実施し、その徹底を図る。 

  

７ リスク管理 

 ・個人情報保護や情報セキュリティについては、各種規程の遵守やアクセス権限、パスワードの適切な取扱い等 

  を定期的に点検し、管理を徹底する。 

 ・職員のリスク意識や危機管理能力を高めるため、研修及び各種リスクを想定した訓練を実施する。 

 

 

- 219-



 

 

 令和 3年度 事業計画（静岡支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係  適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準化、

効率化、簡素化の取組みを進める。また、健全な財政運営に努める。 

 

○ 健全な財政運営 

 ・中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏まえ、 

運営委員会や支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

 ・今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今後 

の見通しに関する情報発信を行う。 

 ・各審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

 

○ サービス水準の向上 

 ・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

 ・加入者、事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から協会の課題を見いだし、迅速に対応する。 

 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする。 

        ② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 99.1％以上とする。 

 

○限度額適用認定証の利用促進 

 ・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並びに 

地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

・医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 
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○ 現金給付の適正化の推進 

 ・標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

・不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。 

また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

○ 効果的なレセプト内容点検の推進 

・レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検により、

査定率向上に取り組む。 

・社会保険診療報酬支払基金の「支払基金業務効率化等・高度化計画」に基づいた、令和３年９月の審査支払新システム導

入等による支払基金改革を踏まえ、今後のレセプト点検の在り方について検討する。 

 

■ KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について前年度以上とする。 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

② 協会けんぽの再審査レセプト 1 件当たりの査定額を対前年度以上とする。 

 

○ 柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

 ・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる 

「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。 

なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術受診 

についての正しい知識の普及を図る。 

 

 ■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対前年

度以下とする。                     
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○ あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

 ・審査手順の標準化を推進する。 

・受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不正

疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

○ 返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保険

者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、

返納金債権の回収率の向上を図る。 

 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする。 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする。 

 

○ 被扶養者資格の再確認の徹底 

 ・マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

 ■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする。 

                                          

○ オンライン資格確認の円滑な実施 

 ・オンライン資格確認の円滑な実施のため、システムの機能改善及び加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、加入者の

マイナンバー収録率向上を図る。 

・また、「保険者におけるマイナンバーカードの取得促進策等（令和元年 9月 3 日デジタル・ガバメント閣僚会議にて公表）」
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等に基づき、国が進めるマイナンバーカードの健康保険証としての利用の推進に協力する。 

 

○ 業務改革の推進 

 ・現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・簡

素化を推進する。 

 ・職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟かつ

筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 

 

２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 

Ⅰ 加入者の健康度の向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化 

 

○ 第 2 期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

 i）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

○ 被保険者（40 歳以上）（実施対象者数：427,965 人） 

   ・生活習慣病予防健診 実施率 65.8％（実施見込者数：281,602人）  

   ・事業者健診データ  取得率 7.6％（取得見込者数：32,525人）   

○ 被扶養者（実施対象者数：120,430人） 

  ・特定健康診査    実施率 26.1％（実施見込者数 31,432人）   

 

○ 健診受診勧奨対策 

  （被保険者） 

   ・受診率の向上に向け、加入事業所、健診機関、関係団体等との連携を強化した健康意識の啓発活動を通じて、健診受

診から保健指導を受けるまでの一貫した体制を構築し、加入者の利便性の向上及び受診者の増加を図る。 

   ・事業所における健診受診状況を確認し、事業者健診結果データ提供の利点（メタボリスク有無の発見及び必要な人に
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は特定保健指導を実施）を事業主に周知し、従業員への健康づくりの重要性とデータ提供の促進を図る。 

・新規加入事業所及び加入者への健診案内を確実に実施する。 

（被扶養者） 

 ・市町村が行うがん検診と連携した「特定健診とがん検診の同時実施可能な集団健診」、協会主催の「オプショナル測

定器付の集団健診」等、加入者の特性やニーズに応じた集団健診を設定し、受診者の増加を図る。 

・スマートフォンアプリ LINEのお友達登録機能を活用した受診勧奨、健康情報の発信。 

 

■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 65.8％以上とする。 

② 事業者健診データ取得率を 7.6％以上とする。  

③ 被扶養者の特定健診実施率を 26.1％以上とする。 

 

 

ii）特定保健指導の実施率及び質の向上 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数：63,454人） 

   ・特定保健指導    実施率 21.2％（実施見込者数：13,452人） 

（内訳）協会保健師実施分   8.5％（実施見込者数： 5,381人） 

                 アウトソーシング分  12.7％（実施見込者数： 8,071人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数：2,703 人） 

   ・特定保健指導    実施率 16.5％（実施見込者数：446人）  

 

○ 特定保健指導の利用勧奨対策 

  （被保険者） 

   ・健診当日の特定保健指導実施可能な委託機関及び初回面談分割実施可能な健診機関を増やす。 

   ・特定保健指導を契約できていない健診機関に、協会保健指導者が入り、特定保健指導の実施ノウハウ等を健診機関に

指導する。    

・支部における保健指導利用勧奨の実施及び指導受入れ意思確認を、早期に実施する。 
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・保健指導勧奨を一部外部委託し、特定保健指導実施者数を効果的に増やす。 

 

（被扶養者） 

   ・健診当日に特定保健指導初回面談分割実施が可能な健診機関を増やす。 

   ・オプショナル測定付集団健診等での健康相談において、特定保健指導対象予定者に対しアプローチを行う。 

 

■ KPI：被保険者の特定保健指導の実施率を 21.2％以上とする。 

     被扶養者の特定保健指導の実施率を 16.5％以上とする。 

 

iii）重症化予防対策の推進 

 ○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 2,764人（※） 

・対象者に対し、文書勧奨と併せて電話勧奨を実施する。 

 ・未治療者を放置しない取組みとして、健診機関から未治療者へのアプローチを強化する。 

（※）高血圧（収縮期血圧 180mmHg以上または拡張期血圧 110mmHg以上）、高血糖（空腹時血糖値 180mg/dl以上または HbA1c8.4％以上）に該当する者 

 

 ○ 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

    ・静岡市糖尿病性腎症予防プログラムに則り、静岡市在住の糖尿病性腎症の対象者（空腹時血糖値 126mg/dl以上また 

は HbA1c6.5%以上主傷病名に糖尿、糖代謝、耐糖能と入っていない者で、1)もしくは 2)に該当する者 

1)尿たんぱく（＋）以上 

2)腎機能低下者（健診受診年齢） 

（49歳以下）  eGFR：60ml/分/1.73㎡未満 

（50～69歳）  eGFR：50ml/分/1.73㎡未満 

（70歳以上）  eGFR：40ml/分/1.73㎡未満 

に対し、受診勧奨を文書で実施する。その際に、受診ハガキを同封し、受診状況を確認する。 

■ KPI：受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする。 
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ⅳ）コラボヘルスの推進 

 ・健康宣言について、宣言からフォローアップまでのプロセス（どのような手順で行うか）及びコンテンツ（何を行うか） 

の観点から、宣言項目として必ず盛り込む内容や、事業所カルテに示すべき項目等の標準化を図り、家族を含めた事業  

所における健康づくりを推進するため、協会けんぽによる事業所支援等を拡充する。 

・健康教育（身体活動・運動や食生活・栄養）を通じた若年期からのヘルスリテラシーの向上を図るため、新たなポピュ 

レーションアプローチについて検討する。 

・保険者として、事業所等と連携したメンタルヘルス予防対策の推進に努める。 

・健康経営の実践により、実際の経営状況や財務状況にどのような影響が出るのかという視点から、事業所調査を行い、 

結果を事業所へ発信する。 

 

  ■ KPI：健康宣言事業所数を 5,500事業所以上とする。 

 

○ 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進＜Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ＞ 

 ・本部で作成した動画等を活用し、引き続き、地域の実情や時節柄等に応じた広報を行う。 

・健康保険委員の委嘱拡大に向けた取組みを強化するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るための研修会や広報誌等 

を通じた情報提供を実施する。 

 

 ■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 58.0％以上とする。 

 

 

○ ジェネリック医薬品の使用促進＜Ⅱ、Ⅲ＞ 

 ・ジェネリック医薬品の使用状況を可視化した「ジェネリックカルテ」及び「データブック」により、支部の課題（阻害要 

因）を明確にし、対策の優先順位を付けて取り組む。 

 ・医療機関、薬局ごとの可視化ツール及び医薬品実績リスト等を活用し、課題となる医療機関・薬局に対する働きかけを強

化する。 

・加入者にジェネリック医薬品を正しく理解していただけるよう、ジェネリック医薬品軽減額通知や希望シールの配布等の
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取組みを着実に行う。 

・県や他の保険者と連携した「ジェネリックお見積り」事業を展開し、薬局の店頭においてジェネリック医薬品に切り替え

た際の軽減額を即時に試算できる取組みを実施する。 

 ・医療保険制度や診療報酬上の課題等について、情報を収集し、事業対応の検討を行う。 

 ■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）を年度末時点で 81.0％以上とする。 

（※）医科、DPC、調剤、歯科における使用割合              

 

○ インセンティブ制度の実施及び検証＜Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ＞ 

 ・加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組みや意義を理解していただけるよう、周知広報を引き続き丁寧に行う。 

 

○ パイロット事業の実施 

 ・後発医薬品の使用促進にあたり、支部の事前分析、及び緊急対策における訪問実績より、複数店舗にまたがる系列薬局は

低迷傾向が強く、また店舗個別のアプローチよりも、施設管理者へ一括したアプローチ及び情報提供ツールが有効である

ことから、系列店の使用状況を一元化した見える化ツールにより施設管理者（経営者）への直接的なアプローチを行う。 

 

○ 地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信＜Ⅱ、Ⅲ＞ 

i）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組みの進捗状況を把握しつつ、医療計画及び医療費適正化計画が着実に 

推進されるよう意見発信を行う。 

 ⅱ）医療提供体制に係る意見発信 

 ・効率的、効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、協会における医療 

データの分析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国、県等から提供された医療データ等を活用するなど、エ

ビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

 

 

ⅲ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

- 227-



 

 

 

・地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの「上  

手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

 

ⅳ）基幹病院におけるフォーミュラリー促進 

 ・経済財政再生計画の「改革工程表」に示された医薬品の適正使用の推進のため、基幹病院におけるフォーミュラリーの策 

定促進を図る。 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デー 

タ等を活用した効果的な意見発信を実施する。 

 

○ 調査研究の推進＜Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ＞ 

i）レセプトを活用した医療分野の調査研究の促進 

・バイオ製剤の後続品を推進するにあたり、患者への差額通知を念頭に、その対象となる薬剤の使用実態と対象疾患の関連 

をレセプト情報から抽出し、バイオ後続品差額通知対象ラインの調査を行う。 

 

ⅱ）国の研究機関、県と連携した薬剤耐性（AMR）対策  

 ・抗菌薬が効かない薬剤耐性の問題が世界中で深刻化している中、協会けんぽのレセプトを用い国の研究機関、県感染症発 

生動向調査委員会と連携した分析、可視化ツールによる働きかけを行う。さらに、保険者協議会と連携し、NDBデータと

保険者の持つレセプト情報から共同分析を行い、ミクロとマクロの両視点から検証を行う。 

 

ⅲ）調査研究の推進及び積極的な発信 

 ・医療分野におけるレセプト分析の研究レベルを向上させ、学会への発表を積極的に行い、内外に広く情報発信する。 

 

３．組織・運営体制関係 ○ 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

 ・標準人員に基づく適切な人員配置を行とともに、次期システム構想等の実現による業務の効率化等の状況を踏まえた、標

準人員の見直しについて検討する。 

○ 人事評価制度の適正な運用 
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・評価者研修などを通じて、評価者を中心として個人目標の設定や評価結果のフィードバックによる人材育成の重要性など、 

職員の人事評価制度に関する理解を深めるとともに、評価結果を適正に処遇に反映させることにより、実績や能力本位の

人事を推進する。  

 

○ ＯＪＴを中心とした人材育成 

・ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 

・戦略的保険者機能の更なる発揮に向けた人材育成の具体的方策について、検討を進めるための情報収集を行う。 

 

○ 費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

 入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組みを行

うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

・一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査等を 

実施し、次回の調達改善に繋げる。 

 ・少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を公示し広く 

見積書の提出を募る方法）を実施する。 

 ■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20.0％以下とする。 

（入札件数の見込み件数が 4件以下の場合は、一者応札件数を 1件以下とする）  

 

○ コンプライアンスの徹底 

・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

 

○ リスク管理 

 ・職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報の取扱いやリスクマネジメント等 

の研修を行うとともに、各種リスクを想定した訓練を実施する。 
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令和 3年度 事業計画（愛知支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 （１）健全な財政運営 

【新】協会の保険財政について、加入者・事業主にご理解いただくため、広報誌等を通じて協会決算や今後の見通しについ

て情報発信を行う 

（２）サービス水準の向上 

ⅰ）現金給付において、申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する等、速やかな支

払いを行う 

 ⅱ）自治体や医療機関への申請書類の備付け等により郵送化を促進し、加入者や事業主の利便性の向上および負担の軽減

を図る 

KPI：①サービススタンダードの達成状況 100％維持 

②現金給付等の申請に係る郵送化率 98.2％以上 

（３）限度額適用認定証の利用促進 

   オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員等に対して広報誌やチラシを活用して繰り

返し広報を行うとともに、医療機関への文書依頼や市町村との連携等を通じて、加入者へ限度額適用認定証の利用を案

内する 

（４）現金給付の適正化の推進 

 ⅰ）不正の疑われる申請について重点的に審査を行う 

 ⅱ）不正の疑いのある事案について、保険給付適正化プロジェクト会議等による協議を経て、事業主への立入検査等を実

施する 

 ⅲ）傷病手当金と障害年金等の併給調整を確実に実施する 

（５）効果的なレセプト点検の推進 

 ⅰ）レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検に

より、査定率向上に取り組む 

 ⅱ）無資格や業務上等、給付適用外の請求への対応および第三者行為に係る求償事務を適切に実施し、保険給付の適正化
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を推進する 

KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について前年度以上とする 

     （※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

②【新】協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

（６）柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

   多部位（施術箇所が 3部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）等の申請について、患者や施術者への文書照会

を積極的に行うとともに、柔整審査会において重点的に審査を実施する等、適正受診の啓発を強化する 

  KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3 部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対前年

度以下 

（７）あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

   受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った

不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る 

（８）返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 

 ⅰ）日本年金機構の資格喪失処理後 2 週間以内に、保険証未回収者への返納催告を行うことを徹底する。また、事業主等

への保険証回収の周知徹底、および保険証回収不能届を活用した電話催告等により、債権の発生を未然に防ぐ 

 ⅱ）【新】保険証の未回収が多い事業所に対し、データを活用して文章等による資格喪失届への保険証の添付の徹底を周知

する 

 ⅲ）納付期限および納付約束期日の管理を徹底し、債権回収を確実に行うとともに、保険者間調整の積極的活用や高額債

権や悪質な債務者に対して法的手続きの実施により、返納金債権の回収率の向上を図る 

 ⅳ）外国人加入者に対して 8か国語でのチラシを用いて資格喪失時の保険証返却の必要性を周知する 

  KPI：①資格喪失後 1か月以内の保険証回収率対前年度以上 

     ②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上 

（９）被扶養者資格の再確認の徹底 

 ⅰ）【新】マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する 

 ⅱ）被扶養者資格の確認対象事業所からの回答率を高めるため、未提出事業所への勧奨による回答率の向上、未送達事業

所の調査による送達の徹底を行う 
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   KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率：92.7％以上 

（10）業務改革の推進に向けた取組み 

 ⅰ）【新】現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効

率化・簡素化を推進する 

 ⅱ）【新】業務量の多寡や優先度を考慮した事務処理体制の定着化により、生産性の向上を推進する 

２．戦略的保険者機能関係 （１）データ分析に基づいた第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

     上位目標：糖尿病性腎症による年間新規透析患者数の減少を目指す 

 ①特定健診受診率：事業者健診データ取得率の向上 

■被保険者（40歳以上）（受診対象者数：981,956人） 

   ・生活習慣病予防健診 受診率 54.0％（実施見込者数：530,000人） 

   ・事業者健診データ  取得率 10.2％（取得見込者数：100,000人） 

■被扶養者（受診対象者数：276,325人） 

  ・特定健康診査    実施率 36.2％（実施見込者数：100,000人） 

  ■健診の受診勧奨対策 

  《生活習慣病予防健診の受診率向上》 

   ⅰ）【強】健診受診環境の向上を促進するため、契約健診機関の増加を図る 

   ⅱ）外部委託業者を活用した新規適用事業所等に対する受診勧奨を実施する 

   ⅲ）被保険者個人に対する受診勧奨を実施する 

   ⅳ）集団健診を開催し、健診受診機会の拡大を図る 

 

  《事業所健診データ取得数の向上》 

   ⅰ）【強】外部委託業者を活用し、同意書を取得した事業者健診結果データの取り込みを実施する 

   ⅱ）健診機関や外部委託業者等を活用した同意書の取得を推進する 

   ⅲ）事業者健診データ提供に応じる健診機関を拡大する 
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  《特定健診の受診率向上》 

   ⅰ）【強】受診環境向上のため、女性の趣向を考慮した会場での集団健診や、商業施設等での集団健診を実施する 

   ⅱ）新規加入被扶養者に対する受診勧奨を実施する 

   ⅲ）未受診者への受診勧奨を実施する 

   ⅳ）協定自治体と連携した合同での集団健診を実施する 

   KPI：①生活習慣病予防健診実施率：54.0％以上 

      ②事業者健診データ取得率 ：10.2％以上 

      ③被扶養者の特定健診受診率：36.2％以上 

 ②特定保健指導の実施率の向上 

■被保険者（特定保健指導対象者数：127,260人） 

   ・特定保健指導    実施率 21.7％（実施見込者数：27,615人） 

    （内訳）協会保健師実施分 7.9％（実施見込者数：10,000人） 

       アウトソーシング分 13.8％（実施見込者数：17,615人） 

■被扶養者（特定保健指導対象者数：8,600人） 

   ・特定保健指導    実施率 11.0％（実施見込者数：945人） 

 

  ■特定保健指導の受診勧奨対策 

   ⅰ）【強】健診機関における健診当日の保健指導の実施および初回面談の分割実施、3か月評価、ICT（情報通信技術）

を活用した保健指導を推進する 

   ⅱ）外部委託業者を活用した特定保健指導（平日、夜間休日、県外在住者）の拡充を図る 

   ⅲ）体験型集団指導による特定保健指導を実施する 

   ⅳ）集団健診と特定保健指導の同時実施を推進する 

   KPI：特定保健指導の実施率：21.0％以上 
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 ③重症化予防対策の推進 

  ■未治療者のうち、より重症域と判定される者への受診勧奨（二次勧奨）実施見込者数 5,160人 

   【強】外部委託を活用し、受診勧奨を実施する 

   KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合：11.8％以上 

  ■糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

    外部委託を活用し、受診勧奨および保健指導を実施する 

 ④コラボヘルスの推進 

  ⅰ）【強】各種団体、生命保険会社等との連携並びに新聞広告等を行い、健康宣言事業所の拡大を図る 

  ⅱ）事業所の健康経営に対する意識を高めるため、健診結果データを見える化したヘルスアップ通信簿を送付する 

  ⅲ）【強】健康宣言後の継続的な取組みを支援するため、好事例の取組みの水平展開や、関係団体・自治体と協働した表

彰等の各種フォローアップ事業を行う 

   KPI：健康宣言事業所数を 5,400事業所以上とする 

 ⑤保健師の専門性を活かした加入者の健康増進育成プログラムを活用して保健師の育成を図り、加入事業所に対し健康づ

くり支援を行う 

 

（２）広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

  ⅰ）広報計画に基づき、協会が実施する事業等を加入者や事業主へわかりやすく広報する。また、広報の効果を高める

ために、必要に応じてプレスリリースの実施、並びに関係団体や自治体との連携を図る 

  ⅱ）【新】医療資源を効果的に活用するため、自治体と連携し、加入者に対してこども医療費の仕組み等の啓発を行う 

  ⅲ）協会と事業所の橋渡し役となる健康保険委員を増加させるため、大規模事業所や新規適用事業所、および健康宣言

事業所等を中心に勧奨を行う 

  ⅳ）健康保険委員に対し、オンライン研修等の実施や委員向け広報誌の配信により情報提供を行う 

  ⅴ）外国人加入者に対して健康保険制度の案内チラシを活用することにより、健康保険委員のサポートを行う 

  ⅵ）健康保険制度をはじめとした協会けんぽ事業の理解促進のため、学生等の若年層に出前講座を実施する 

  ⅶ）小学生およびその保護者世代に健診の重要性を啓発するため、愛知県等と連携し、小学生を対象としたポスターコ

ンクールを実施する。なお、優れたポスターについては、商業施設等に掲示し、健診普及啓発の広報を行う 
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    KPI：健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数割合：46.2％以上 

 

（３）ジェネリック医薬品の使用促進 

  ⅰ）【強】協定自治体と連携し、医療機関や薬局向けに、自院のジェネリック医薬品の使用割合を見える化したリーフレ

ットを送付し、ジェネリック医薬品の使用割合の向上を図る 

  ⅱ）【強】加入者にジェネリック医薬品軽減額通知等を送付し、ジェネリック医薬品の使用を促進する 

  ⅲ）【強】ジェネリック医薬品の使用割合が低い小児に対して、広報誌により啓発を行う 

  ⅳ）「ジェネリックカルテ」等の分析結果を活用した広報や意見発信を行う 

   KPI:ジェネリック医薬品使用割合：79.5％以上 

 

（４）インセンティブ制度の取組み 

   インセンティブ制度の 5項目について、広報誌等を活用し、加入者・事業主にわかりやすく広報を行う 

 

（５）医療データを活用した地域の医療提供体制等への働きかけ 

  ⅰ）協会の保有データや地域ごとの診療行為の分析ツール等を活用し、加入者の受診傾向や医療費動向についての要因

分析を行う 

  ⅱ）医療データ等の分析結果を踏まえ、加入者が必要とするサービスを適正に享受できる医療提供体制となるよう、引

き続き全区域の地域医療構想調整会議（推進委員会）に参画し、エビデンスに基づく意見発信を行うとともに、加入

者や事業主等へ情報提供を行う 

  ⅲ）口腔ケアの生活習慣病等への効果を計る 3 か年コホート調査の最終年度にあたり、1 年目に協力いただいた事業所

に対して、再度出張歯科健診および歯科保健指導を行い、効果を検証する 

  ⅳ）健康課題を見える化した「自治体カルテ」等を自治体へ提供し、自治体が行う地域住民への健康増進事業をサポー

トする 

    KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療 

データ等を活用した効果的な意見発信を実施する 
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（６）医療費適正化に向けた取組み 

  ⅰ）【新】医療資源を効果的に活用するため、花粉症薬等の処方を継続的に受けている加入者に対して、セルフメディケ

ーションを促進する 

  ⅱ）【新】医療資源を効果的に活用するため、お薬手帳の持参率が低い加入者等に対してお薬手帳の持参やかかりつけ薬

局等のメリットの案内文書を送付し、お薬手帳の持参を促す 

 

３．組織・運営体制関係 （１）人材育成 

  ⅰ）「職場で育てる」組織風土と「自ら育つ」成長意欲を醸成するため、OJTを中心に各種研修を効果的に組み合わせ、

人材育成を行う 

  ⅱ）【強】グループ長補佐が中心となり、職員の多能化と生産性の向上を図る活動を進めることにより、グループ長補佐

をはじめとする管理職のマネジメント能力の向上を図る 

 

（２）リスク管理 

   情報セキュリティ規定に基づく適切な管理運営により、加入者情報を厳格に取り扱い、リスク管理の徹底を図る 

 

（３）コンプライアンスの徹底 

   コンプライアンスを遵守し、加入者や事業主から信頼される事業運営を行う 

 

（４）費用対効果を踏まえたコスト削減等 

  ⅰ）調達における競争性を高めるため、多くの業者が参加しやすい環境を整備するとともに、応札の少ない案件につい

ては参加しなかった業者にアンケート等を実施し、一者応札案件の減少に努める 

  ⅱ）少額であっても可能な限り一般競争入札、またはホームページ等で調達案件の公示により広く見積書を募り、経費

の削減に努める 

  ⅲ）倉庫保管書類の整理を進め、経費の削減に努める 

   KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合を 20％以下 
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令和 3年度 事業計画（三重支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係  適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準

化、効率化、簡素化の取組を進める。 

（１）健全な財政運営 

○ 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏

まえ、支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

○ 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や

今後の見通しに関する情報発信を行う。 

○ 医療審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

（２）サービス水準の向上 

○ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

○ 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

○ お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から協会の課題を見いだし、迅速に対応する。 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 95％以上とする  

（３）限度額適用認定証の利用促進 

○ オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並び

に地域の医療機関及び市町窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

○ 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

（４）現金給付の適正化の推進 

○ 標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

○ 傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 
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○ 不正の疑いのある事案については、保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査等を実施する。 

また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

（５）効果的なレセプト点検の推進 

○ レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検に

より、査定率向上に取り組む。 

■ KPI：① 診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率
※
について対前年度以上とする 

        ※査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

② 協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

（６）柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

○ 多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる

「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。 

○ なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術

受診についての正しい知識の普及を図る。 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について 

対前年度以下とする 

（７）あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

○ 審査手順の標準化を推進する。 

○ 受領委任払制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行っ

た不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

（８）返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

○ 日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、  

被保険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

○ 未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

○ 債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施に 
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より、返納金債権の回収率の向上を図る。 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

（９）被扶養者資格の再確認の徹底 

○ マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

○ 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

○ 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 

（10）オンライン資格確認の円滑な実施 

○ オンライン資格確認の円滑な実施のため、システムの機能改善及び加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、加入

者のマイナンバー収録率向上を図る。 

○ また、「保険者におけるマイナンバーカードの取得促進等（令和元年 9 月 3 日デジタル・ガバメント閣僚会議にて公

表）」等に基づき、国が進めるマイナンバーカードの健康保険証としての利用の推進に協力する。 

（11）業務改革の推進 

○ 現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率

化・簡素化を推進する。 

○ 職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟

かつ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 

 

２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 

Ⅰ 加入者の健康度の向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化 
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（１）第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

○ 「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第

２期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

○ 「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、第２期保

健事業実施計画（データヘルス計画）の PDCAサイクルを効果的・効率的に回し、取組の実効性を高める。 

【上位目標※】空腹時血糖値における糖尿病型及び境界型への増加率の抑制 

         ※重大な疾患の発症を防ぐ、10年以上経過後に達する目標 

  ⅰ）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

○ 被保険者（40歳以上）（実施対象者数：209,733人） 

  ・生活習慣病予防健診 実施率 64.5％（実施見込者数：135,278人） 

  ・事業者健診データ  取得率 13.6％（取得見込者数：28,530人） 

○ 被扶養者（実施対象者数：59,019人） 

・特定健康診査    実施率 28.0％（実施見込者数：16,525人） 

 ○ 実施率向上に向けた主な取組 

・特定健診実施率の向上に向けて、健診・保健指導カルテ等の活用により実施率への影響が大きいと見込まれる事業所

や業態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけることで、効果的・効率的な受診勧奨を行う。 

・事業者健診データの取得促進に向けて、三重県、三重労働局及び商工経済団体等と連携して事業主への働きかけや健

診機関からのデータ提供数を増やすための連携を強化する。 

・事業者健診データの取得について、事業主・健診機関・協会けんぽ（3者間）での新たな提供・運用スキームを構築

し、事業者健診データが健診機関を通じて確実に協会けんぽに提供されるよう、関係団体等と連携した円滑な運用を

図る。 

・被扶養者の特定健診実施率の向上に向けて、ナッジ理論等を活用した案内を送付し、ショッピングモール等受診しや

すい場所における集団特定健診や自治体と連携したがん検診同時実施の集団特定健診を実施する。 

・新規適用事業所に対する生活習慣病予防健診、特定健診の案内及び特定保健指導の利用勧奨を実施し、制度の普及と

利用拡大を図る。 
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■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 64.5％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 13.6％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診実施率を 28.0％以上とする 

ⅱ）特定保健指導の実施率及び質の向上 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数：33,089人） 

  ・特定保健指導    実施率 24.3％（実施見込者数：8,033人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数：1,421 人） 

・特定保健指導    実施率 20.0％（実施見込者数：284人） 

 ○ 実施率向上に向けた主な取組 

・健診実施機関と特定保健指導専門業者への外部委託を活用した特定保健指導を推進する。特に、健診実施機関に向け

ては健診当日に初回面談を実施するよう働きかけ、実施数の増加及び利用者の利便性を向上させる。 

・集団特定健診実施時における当日の初回面談や利便性の高い会場を使用しての集団特定保健指導を実施する。 

・WEB面談など情報通信技術を活用した特定保健指導を支部および外部委託にて実施し、実施数の増加及び利用者の 

利便性の向上を図る。 

■ KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を 24.3％以上とする 

      ② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 20.0％以上とする 

ⅲ）重症化予防対策の推進 

 ○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 3,915人 

・外部委託による二次勧奨として支部独自で対象者を選定し、医療専門職からの文書・電話による受診勧奨を確実に  

実施する。 

・健診実施機関や事業所と連携し、健診受診直後の早期受診勧奨を実施する。 

 ○ 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・糖尿病予備群に対する啓発事業として、健診結果から悪化予防に関する文書勧奨等を実施し、生活習慣改善を促す。 

・かかりつけ医と連携した糖尿病の重症化予防に取り組む。 

■ KPI：受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合を 12.7％以上とする 
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ⅳ）コラボヘルスの推進 

○ 健康宣言事業所数の更なる拡大を図るとともに、宣言からフォローアップまでのプロセス（どのような手順で行う

か）及びコンテンツ（何を行うか）の観点から、宣言項目として必ず盛り込む内容や、事業所カルテに示すべき項目

等の標準化を踏まえ、家族を含めた事業所における健康づくりを推進するため、協会けんぽによる事業所支援等を拡

充する。 

○ 三重とこわか県民健康会議や関係団体と連携し、若年期からのヘルスリテラシーの向上を図るための新たなポピュレ

ーションアプローチについて検討する。 

○  三重県や三重労働局と連携し、職場のメンタルヘルス予防対策の推進に努める。 

  ■ KPI：健康宣言事業所数を 950事業所以上とする 

（２）広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

○ 加入者を含めより幅広く情報発信するため、youtube等の動画やインターネット広告を活用した戦略的な広報を実施

しつつ、引き続き、地域の実情や時節柄等に応じた広報などにより事業主及び加入者の行動変容を促す。 

○ 健康保険委員の委嘱拡大に向けた取り組みを強化するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るため、長年活躍し

た健康保険委員の表彰や関係団体と連携した効果的な情報提供を実施する。 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 46.1％以上とする 

（３）ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉 

○ 協会けんぽが作成した「ジェネリックカルテ」及び「データブック」により重点的に取組むべき課題（阻害要因）を

明確にし、対策の優先順位をつけて取組む。 

＜医療機関・薬局へのアプローチ＞ 

・協会けんぽが作成した「医療機関・薬局向け見える化ツール」及び「医薬品実績リスト」等を活用し、関係団体と 

連携して医療機関・薬局に対する働きかけを強化する。 

＜加入者へのアプローチ＞ 

・加入者にジェネリック医薬品を正しく理解していただけるよう、ジェネリック医薬品軽減額通知や希望シールの配布

に加え、インターネット広告を活用した効果的な広報を実施する。 
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＜その他の取組＞ 

・三重県、三重県医師会及び三重県薬剤師会並びに保険者協議会等との連携した取組を実施する。 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合※を年度末時点で 79.5％以上とする  

※医科、DPC、歯科、調剤 

（４）インセンティブ制度の実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

○ 加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組や意義を理解していただけるよう、引き続き制度の周知広報を丁寧に

行う。 

（５）地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

 ○ 現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、医療計画及び医療費適正化計画が着実

に推進されるよう意見発信を行う。 

ⅱ）医療提供体制に係る意見発信 

 ○ 効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等において、協会けんぽの医療

データの分析結果や国・三重県等から提供された医療データ等を活用し、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行

う。 

ⅲ）医療保険制度の持続可能性の確保等に向けた意見発信 

 ○ 医療審議会等において、加入者の健康増進や医療保険制度の持続可能性の確保及び地域包括ケアの構築等に関する意

見発信を行う。 

ⅳ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

 ○ 地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの

「上手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療 

データ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

（６）調査研究の推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 
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○ 支部の調査研究事業として、特定保健指導における行動変容と個人特性（性格）との関連性の研究を行い、心理学的

な根拠に基づく指導方法を検証し特定保健指導の質の向上を図る。また、協会けんぽが所有するデータ等を用いた分

析結果を発表する。 

 

３．組織・運営体制関係 [Ⅰ] 人事・組織に関する取組 

（１）人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

○ 支部の業務量に応じた標準人員に基づく適切な人員配置を行うとともに、次期システム構想等の実現による業務の効

率化等の状況を踏まえつつ、契約職員も含めた人員シフトを検討する。 

（２）人事評価制度の適正な運用 

○ 評価者研修などを通じて、評価者を中心として個人目標の設定や評価結果のフィードバックによる人材育成の重要性

など、職員の人事評価制度に関する理解を深めるとともに、評価結果を適正に処遇に反映させることにより、実績や

能力本位の人事を推進する。 

（３）OJTを中心とした人材育成 

○ 「自ら育つ」職員を育成するために OJTを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで、組織基盤の底上げを

図る。 

○ 戦略的保険者機能の更なる発揮に向けた人材育成のため、支部独自の研修を行い、人材育成を図る。 

（４）支部業績評価の実施 

○ 支部業績評価に基づき、他支部との比較を通じて自支部の業績を向上させ、協会全体の取組の底上げを図る。 

[Ⅱ] 内部統制に関する取組 

（１）内部統制の強化 

○ 権限や体制の整備等により効率的な業務運営を行えること及び事故等が発生しない仕組みを構築することを目指し

て、内部統制基本方針に則り、内部統制の整備を着実に進める。 
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（２）リスク管理 

○ 職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報の取扱いやリスクマネジメン

ト等の研修を行うとともに、各種リスクを想定した訓練を実施する。 

（３）コンプライアンスの徹底 

○ 法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

○ 職員のコンプライアンス意識の向上を図ること及び今後の啓発活動に活かすことを目的とし、職員に自己点検・アン

ケートを実施する。 

[Ⅲ] その他の取組 

（１）費用対効果を踏まえたコスト削減等 

○ 調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公

告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組を行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整

備する。 

○ 一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査

等を実施し、次回の調達改善に繋げる。 

○ また、少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を

公示し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 

ただし、入札件数の見込み件数が４件以下の場合は一者応札件数を１件以下とする 
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令和 3年度 事業計画（滋賀支部） 

分野 具体的施策等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．協会けんぽの事業計画について  

 ３年間の中期計画である保険者機能強化アクションプラン（第５期）と単年度の計画である事業計画を連動させ、ＰＤＣ

Ａサイクルの推進を図るため、同プランにおいて、３年後を見据えた重要業績評価指標（KPI）を定め、事業計画においては、

それを単年度の進捗に置き換えて KPIを設定し、進捗状況を確認しつつ、取組を進めることとした。 

 このため、事業計画においては、保険者機能強化アクションプラン（第５期）の施策ごとに、主な重点施策及びそれに係

る重要業績評価指標（KPI）を定める。 

 なお、令和３年度は、保険者機能強化アクションプラン（第５期）の初年度であり、また、６年間の計画である第２期保

健事業実施計画（データヘルス計画）の後半がスタートする年度でもあることから、これらの終了時点（令和５年度末）で

KPI を確実に達成できるよう、主な重点施策に着実に取り組む必要がある。 

 

Ⅱ．令和３年度の協会けんぽ滋賀支部運営の基本方針 

 

１．加入者の健康度向上、医療費の抑制・適正化に資する施策の実施 

 基本的な役割を確実に果たした上で、より発展的な機能を発揮することにより、「Ⅰ.加入者の健康度の向上」、「Ⅱ.医療等

の質や効率性の向上」、「Ⅲ.医療費等の適正化」を目指す。 

 具体的には、事業主や関係団体等とも連携して、特定健診・特定保健指導やコラボヘルスなどの保健事業の充実・強化に

取り組むとともに、加入者・事業主のヘルスリテラシーの向上を図る。 

 また、ジェネリック医薬品の使用促進や医療費等のデータ分析に基づく意見発信・働きかけなどにより、質が高く無駄の

ない医療を実現するとともに、加入者が正しい情報に基づき適切に行動できるよう、協会けんぽの活動や医療保険制度等に

関する理解の促進を図る。 

２．効率的かつ質の高い医療サービスの実現 

 保険者の基本的な役割である加入者の加入手続き・資格管理や医療費及び現金給付の審査・支払などを迅速かつ適正に行

う。 
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１．基盤的保険者機能関係 

 あわせて、不正受給対策などの取組を強化することにより、協会けんぽや医療保険制度に対する信頼の維持・向上を図る。 

 また、これらの取組を実現するためには、基本業務の効率化・簡素化を徹底することが不可欠であり、不断の業務改革を

推進する。 

３．保険者機能発揮の基盤となる組織体制の強化 

 基盤的保険者機能と戦略的保険者機能の本格的な発揮を確実なものとするため、人材育成による組織力の強化を図るとと

もに、標準人員に基づく人的資源の最適配分や支部業績評価による協会けんぽ全体での取組の底上げなど、組織基盤を強化

していく。 

 

Ⅲ．主な重点施策  

 

（１）基盤的保険者機能関係 

適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準化、

効率化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。 

 

① 健全な財政運営 

・ 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏ま

え、評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

・ 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今後

の見通しに関する情報発信を行う。 

・ 各審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

（実施策） 

・ 評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

・ 協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今後の見通しに関する情報をホームページ

等を活用し発信する。 

 

② サービス水準の向上 
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・ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10 日間）を遵守する。 

・ 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・ お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から協会の課題を見いだし、迅速に対応する。  

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

      ② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする 

【参考①】 令和元年度実績 100％ 

      令和２年度実績 100％（令和２年度上期） 

【参考②】 令和元年度実績 91.2％ 

      令和２年度実績 93.7％（令和２年度上期） 

（実施策） 

・ お客様満足度調査に基づいた「支部カルテ」により問題・課題を把握し、改善策を策定し、全職員に対し研修等により周

知を図る。 

・ 退職者の多い適用事業所に対し「任意継続保険セット」を、また現物化の遅れている医療機関に対し「限度額認定証セッ

ト」を適宜配布し、現金給付等の申請に係る郵送化率の向上を図る。 

 

③ 限度額適用認定証の利用促進 

・ オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並びに地

域の医療機関及び市町窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

・ 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

（数値指標） 

・ 高額療養費制度に占める限度額適用認定証の使用割合について、前年度を上回る。 

【参考】 令和元年度実績 79.8％   

      令和２年度実績 80.4％（令和２年 10月現在） 

（実施策） 

・ 納入告知書同封チラシや、メールマガジンでの広報とともに、健康保険委員研修会や算定基礎届説明会等の説明機会毎に

リーフレット等による周知広報を実施する。 
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・ 医療機関や市町と連携し、窓口に限度額適用認定申請書の配置を依頼することにより利用を促進する。また、申請書が配

置できていない医療機関や、現物給付化が低い医療機関への申請書の配置や利用の働きかけを実施する。 

・ 医療機関の窓口へ掲示していただく限度額適用認定証の利用促進ポスターを作成して、窓口に掲示依頼することにより、

加入者への制度周知や利用促進を図る。 

・ 公費受給者の高額療養費請求者に対する限度額適用認定申請の個別届出勧奨を実施し、効果的な利用促進を行う。 

 

④ 現金給付の適正化の推進 

・ 標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・ 傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

・ 不正の疑いのある事案については、保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。また、不

正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

（実施策）  

・ 資格取得から２か月以内の手当金請求と資格喪失後の継続給付について重点的に審査を行う。 

・ 支給済分についても、本部から提供される疑義リストの再点検を実施する。 

・ 日本年金機構・労働基準監督署等関係機関と連携し、早期に併給調整を実施する。 

 

⑤ 効果的なレセプト点検の推進 

・ レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検によ

り、査定率向上に取り組む。 

・ 社会保険診療報酬支払基金の「支払基金業務効率化等・高度化計画」に基づいた、令和３年９月の審査支払新システム導

入等による支払基金改革を踏まえ、今後のレセプト点検のあり方について検討する。 

■ KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

② 協会けんぽの再審査レセプト 1 件当たりの査定額を対前年度以上とする 

【参考①】 令和元年度査定率実績 0.376％ 

           令和２年度査定率実績 0.328％（令和２年８月現在） 
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【参考②】 令和元年度実績 3,690 円  

           令和２年度実績 4,994円（令和２年度上期） 

 

ⅰ）効果的な内容点検の実施 

（実施策） 

・ レセプト内容点検効果向上計画に基づき、協会システムを最大限活用した効果的なレセプト点検を実施する。 

・ レセプト内容点検効果向上計画の実施施策より、実施内容、向上を妨げた問題点や改善策について検討し、効果額を向上

させる。 

・ 点検員個別の目標達成状況について、個別面談時に伝達、強み弱みを踏まえた内容を指導し、審査力の向上を図る。 

・ 専門的な内容点検研修及び近隣支部との定期的な勉強会の実施により、点検員のスキルアップを図り、点検効果額の向上

につなげる。 

・ 支払基金との連携を強化し、協会の査定事例を提案、また、協会の原審・査定事例についての協議を定例開催し議論する。 

（数値指標） 

・ 診療内容等査定効果額 

・ 加入者一人当たりの前年度実績を上回る。 

【参考】 令和元年度実績 75円  

     令和２年度実績 32円（令和２年度上期） 

ⅱ）効果的な資格点検の実施 

（実施策）  

・ 点検体制等を見直し、効率的に点検を行い、債権発生後の速やかな回収を図るための迅速な調定を実施する。 

・ 資格点検の進捗管理を確実に実施する。 

ⅲ）効果的な外傷点検の実施 

（実施策） 

・ 負傷原因照会について毎月実施し、未回答者には再送付のうえ提出を促し効果額の向上を図る。 

・ 負傷原因回答により、業務上災害及び第三者行為による加害者求償について、迅速に調定を実施する。また請求漏れを防

止するため進捗管理を確実に実施する。 
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ⅳ）多受診者への適正受診指導の強化 

（実施策） 

・ システムから多受診データを取得し、対象者へ適正受診の照会文書を送付するとともに、その後の受診状況を管理する。 

（数値指標） 

・ 多受診者の対象者が前年度を下回る。 

   対象者 ７名 

【参考】 令和元年度対象者 ５名 

          令和２年度対象者 ６名（令和２年度上期） 

 

⑥ 柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

・ 多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる「部

位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。 

なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術受療に

ついての正しい知識の普及を図る。 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について対前年度

以下とする 

【参考】 令和元年度実績 504件 0.47％ 

          令和２年度実績  320件 0.52％（令和２年度上期） 

（実施策） 

・ 多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）の申請について、加入者に対する文書照会を実施

するとともに、本部提供データを活用し、いわゆる「部位ころがし」が疑われる申請に対する照会を強化する。 

・ 柔整審査会等を活用し、請求内容が作為的、不正又は著しい不当である施術所の改善を図る。 

（数値目標） 

・ 患者照会件数について令和 2年度を上回る。 

【参考】 令和元年度実績 3,452件  

          令和２年度実績 2,251件（令和２年度上期） 
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⑦ あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

・ 審査手順の標準化を推進する。 

・ 受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不正

疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

⑧ 返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・ 日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保険

者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・ 未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・ 債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、

返納金債権の回収率の向上を図る。 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

     ② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

【参考①】 令和元年度実績 95.06％   

                  令和２年度実績 93.82％（令和２年度上期） 

【参考②】 令和元年度実績 55.22％   

                  令和２年度実績 67.41％（令和２年度上期） 

（実施策） 

・ 債権回収計画に基づき以下の施策を実施する。 

ⅰ 保険証未返納者への文書催告を資格喪失処理後、１か月以内に３回実施する。（日本年金機構実施分含む） 

ⅱ 保険証未返納者への電話催告を実施する。 

ⅲ 債権回収計画を策定し、計画的に文書や電話、訪問による催告を実施する。 

ⅳ 保険者間調整を積極的に活用するため、債務者にアウトソースを活用した利用勧奨を行う。 

・ 保険証返納及び適正利用、資格喪失届への保険証の添付を周知するための広報活動を行う。 

・ 未反応や不履行な債務者に対し、法的手続きを実施する。 
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（数値指標） 

・ 債権残高（返納金）について前年度より下回る。 

【参考】 令和元年度実績 59,302,028円   

          令和２年度残額 58,156,427円（令和２年度上期） 

・ 債権管理・保険者間調整による返納金回収件数（債務者数）について前年度を上回る。 

【参考】 令和元年度実績 123件 

          令和２年度実績 132件（令和２年度上期） 

 

⑨ 被扶養者資格の再確認の徹底 

・ マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・ 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・ 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 93.0％以上とする 

【参考】 令和元年度実績 92.8％    

          令和２年度実績 44.8％（令和２年度１１月１８日現在） 

（実施策） 

・ 本部による未提出事業所への１次勧奨の後、支部独自の２次勧奨を実施する。 

・ 未送達事業所について日本年金機構への照会等を実施し、送達を徹底する。 

（数値目標） 

・ 1次勧奨後の未提出事業所全件について 2次勧奨を実施。 

【参考】 令和元年度実績 １次勧奨 1,872件 

 

⑩ オンライン資格確認の円滑な実施 

・ オンライン資格確認の円滑な実施のため、加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、収録率向上を図る。 

■ KPI：加入者のマイナンバー収録率を対前年度以上とする。 

（実施策） 
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・納入告知書同封チラシや、メールマガジンでの広報とともに、健康保険委員研修会や算定基礎届説明会等の説明機会毎に

リーフレット等による周知広報を実施する。 

 

⑪ 業務改革の推進 

・ 現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・簡

素化を推進する。 

・ 職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟かつ

筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。  

（実施策） 

・ 山崩し方式定着活動を推進することにより、職員一人ひとりの多能化と生産性の向上を図る。 
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２．戦略的保険者機能関係  

（２）戦略的保険者機能関係 

 

【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 

Ⅰ 加入者の健康度の向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化 

 

① 第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２期保健

事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

・ 「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部別スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、第２期保健

事業実施計画（データヘルス計画）の PDCA サイクルを効果的・効率的に回し、取組の実効性を高める。 

（滋賀支部データヘルス計画） 

□上位目標（10年程度先に成果を評価する目標） 

滋賀県の健康寿命の延伸を見据え、虚血性心疾患及び他の心疾患の発症予防と医療費の適正化を図る。 

（目標：年間一人当たり入院医療費を 4,600円より下回る） 

□中位目標（6年後に達成すべき目標） 

生活習慣の改善による血圧のリスク因子保有率の減少 

（中間目標 ２０２０年度：36.6％） 

（実施策） 

・ 県及び市町との健康づくりの推進に係る覚書に基づき、自治体住民・加入者の健康増進を目的として協働で医療費分析を

行う。 

また、支部ごとの加入者の健康・医療データをまとめた支部別スコアリングレポートによるデータ分析を行う。 

・ 「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２期保健

事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 
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・ 実施に当たっては、定量的かつアウトカムを重視した目標の設定により、PDCA サイクルを一層強化する。 

・ アクション宣言事業所への事業所カルテの定期的な提供の実施を行う。 

 

ⅰ） 特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

・ 特定健診実施率の向上に向けて、健診・保健指導カルテ等の活用により実施率への影響が大きいと見込まれる事業所や業

態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけることで、効果的・効率的な受診勧奨を行う。 

・ 被扶養者の特定健診実施率の向上に向けて、市との協定締結を進めるなど地方自治体との連携を推進し、がん検診との同

時実施等の拡大を図る。 

・ 事業者健診データの取得促進に向けて、都道府県労働局との連携など国や関係団体に対する働きかけを行う。 

また、事業者健診データの取得について、事業主・健診機関・保険者（３者間）での新たな提供・運用スキームを構築し、

事業者健診データが健診機関を通じて確実に協会けんぽに提供されるよう、関係団体等と連携した円滑な運用を図る。 

■KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 67.7％以上とする 

    ② 事業者健診データ取得率を 12.8％以上とする 

    ③ 被扶養者の特定健診実施率を 37.1％以上とする 

○被保険者（４０歳以上 受診対象者数 141,216人） 

  ・ 生活習慣病予防健診 実施率 67.7％ （受診見込者数 95,603人） 

【参考①】 令和元年度実績 65.5％ （受診者数 89,002人）   

              令和２年度実績 37.1％ （受診者数 50,563人）（令和２年 10 月分まで） 

〇事業者健診データ 取得率 12.8％ （取得見込者数 18,075人） 

【参考②】 令和元年度実績 10.7％ （受診者数 14,501人）  

              令和２年度実績 2.2％ （受診者数 3,026人）（令和２年度 10月分まで） 

○被扶養者（受診対象者数 39,738人） 

   ・ 特定健康診査 実施率 37.1％ （受診見込者数 14,742人） 

【参考③】 令和元年度実績 34.3％ （受診者数 13,441人）   

              令和２年度実績 17.0％ （受診者数  6,662人）（令和２年度 10月分まで） 

（実施策） 
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○健診の受診勧奨対策 

・ 健診推進経費（インセンティブ）を活用し、健診機関のモチベーション向上につなげることで、生活習慣病予防健診の実

施率向上及び事業者健診データの提供につなげる。 

・ 生活習慣病予防健診を利用していない事業所や利用率の低い事業所へ、DM 送付や電話による利用勧奨を実施する。なお、

電話勧奨結果を分析等することで、利用しない要因等を把握し、ボトルネックに応じた対応策等を検討する。 

・ 事業者健診結果データの取得促進に向けて、滋賀労働局や関係団体と連携した取り組みを継続実施する。 

・ 事業者健診結果データの提供についての同意書をすでに協会けんぽへ提出している事業所の健診結果データの進捗管理

を行い、健診機関からのデータ提出漏れを防ぐ。 

・ 被扶養者の特定健診について、受診者の利便性の向上や内容の充実を図るため、市町との連携によるがん検診同時実施

や、オプショナル健診等の付加価値を活用した集団健診を継続実施する。 

・ 無料健診を最大限生かすため、申し込みの少ない会場へは再勧奨等を積極的に行う。 

・ 本部主導による特定健診実施率等の底上げを図るための調査研究結果を踏まえ、ボトルネックの類型に応じた対応方針を

検討する。 

・健診機関、健診会場での新型コロナウィルス感染症対策を万全なものとし、また対策内容について広報を積極的に行う。 

 

ⅱ） 特定保健指導の実施率及び質の向上 

・ 健診実施機関等への外部委託による特定保健指導の更なる推進を図り、健診・保健指導を一貫して行うことができるよう

健診当日の初回面談の実施を推進する。また、実施率への影響が大きいと見込まれる事業所等を選定し、重点的かつ優先的

に利用勧奨を行う。併せて、情報通信技術を活用すること等により、特定保健指導対象者の更なる利便性の向上を図る。 

・ 平成 30 年度からの特定保健指導の実施方法の見直しにより可能となった新たな手法による特定保健指導を引き続き実施

するとともに、効果検証を行う。 

・ 特定保健指導の質の向上のため、アウトカム指標の設定及び身体活動・運動に関する指導マニュアル等の作成に着手す

る。 

・ また、事業主や加入者のニーズにより沿った保健事業を提供できるよう、企画立案能力等の向上を目指した協会保健師の

育成プログラムの策定に着手する。 

■ KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を 28.5％以上とする 
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        ② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 28.6％以上とする 

（実施策） 

○被保険者（特定保健指導対象者数 20,456人） 

・ 特定保健指導 実施率 28.5％ （実施見込者数 5,828人） 

（内訳）協会保健師実施分   15.5％（実施見込者数 3,171人） 

アウトソーシング分  13.0％ （実施見込者数 2,657人）  

【参考①】 令和元年度実績 22.1％ （実施者数 3,886 人）  

令和２年度実績  8.1％ （実施者数 1,554人） （令和２年度 10月分まで） 

○被扶養者（特定保健指導対象者数 1,386人） 

・ 特定保健指導 実施率 28.6％ （実施見込者数 396人） 

【参考②】 令和元年度実績 28.6％ （実施者数 381人）  

令和２年度実績 13.2％ （実施者数 169人） （令和２年度 10 月分まで） 

○特定保健指導の受診勧奨対策 

・ 健診、特定保健指導を一貫して行うことができるよう健診当日の初回面談について、健診機関への働きかけを行う。 

・ また、平成３０年度からの特定保健指導の実施方法の見直しにより可能となった新たな手法を検討し実施する。 

・ 特定保健指導の対象者が多くかつ実施率の低い事業所へのトップセールス（訪問勧奨）等を行う。 

・ 特定保健指導未委託機関への積極的な勧奨により、新規委託機関を増加することで、対象者の利便性向上を図る。 

 

ⅲ） 重症化予防対策の推進 

・ 未治療者に対する受診勧奨を確実に実施する。なお、現役世代の循環器疾患の重症化予防対策として、ＬＤＬコレステロ

ール値など血圧値や血糖値以外の検査値等にも着目した受診勧奨の必要性について検討する。 

・ また、かかりつけ医との連携等による糖尿病の重症化予防に取り組む。 

■ KPI：受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

【参考】令和元年度実績 10.4％ 

        令和２年度実績 未確定（令和２年度１１月末現在） 

（実施策） 
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○未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施人数 514人 

・ 協会けんぽ本部が実施する一次勧奨後に支部から、より重症域の対象者へ、文書勧奨及び電話勧奨の二次勧奨を実施す

る。 

・ 二次勧奨時の文書勧奨に使用するリーフレットの内容を見直し、より視覚的に医療機関への受診の必要性を感じてもらえ

るようにする。 

○糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・ 甲賀健康福祉事務所との連携協力により、健診受診後に、早期に診断し適切な治療を受けられる連携体制を作ることで

（勧奨文書に連携医リストを同封）、医師の指示に基づき、協会けんぽの保健師が保健指導を実施し生活改善の介入を図るこ

とで、重症化を予防する。 

・ この事業を継続し、他の圏域で連携医の協力体制等が整っている圏域への展開を検討する。 

・ 滋賀県、滋賀県医師会、滋賀県保険者協議会との連携による「糖尿病性腎症重症化予防に係る連携協定」の取り組みによ

り、滋賀県の未治療者の医療機関受診を高める。 

 

ⅳ） コラボヘルスの推進 

・ 健康宣言について、宣言からフォローアップまでのプロセス（どのような手順で行うか）及びコンテンツ（何を行うか）

の観点から、宣言項目として必ず盛り込む内容や、事業所カルテに示すべき項目等の標準化を図り、家族を含めた事業所に

おける健康づくりを推進するため、協会けんぽによる事業所支援等を拡充する。 

・ 健康教育（身体活動・運動や食生活・栄養）を通じた若年期からのヘルスリテラシーの向上を図るため、新たなポピュレ

ーションアプローチについて検討する。 

・ 保険者として、事業所等と連携したメンタルヘルス予防対策の推進に努める。 

■ KPI：健康宣言事業所数を 500事業所以上とする。 

【参考】令和元年度実績  287事業所 

        令和２年度実績 347事業所（令和２年度１１月末現在） 

（実施策） 

・優良法人認定を受けた事業所等の取組事例集を作成し、好事例の横展開を図る。 

・事業主や経営層を対象としたセミナーを開催し、健康経営の必要性を訴求する。開催にあたっては、オンライン方式など、
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新型コロナウィルス感染症の状況に合わせて柔軟に対応する。 

・健康教室を開催し、事業所における健康づくりを実施する。 

・血管年齢測定器などを事業所に貸出すことで、事業所内での健康意識を高め健康経営の活性化を図る。 

 

② 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 本部において、「①協会の概要・財政状況」「②申請手続き」「③医療費適正化への取組」とともに、「④健康づくり」を主

な広報テーマとし、主に事業主をターゲットとした全支部共通のパンフレットを作成するとともに、加入者を含めより幅広

く情報発信するため、youtube等の動画を活用した広報を行う。支部においては、本部で作成した動画等も活用しつつ、引き

続き、地域の実情や時節柄等に応じた広報を行う。 

・ 健康保険委員の委嘱拡大に向けた取り組みを強化するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るための研修や広報誌等

を通じた情報提供を実施する。 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 46％以上とする 

【参考】令和元年度実績 40.44％ 

        令和２年度実績 42.84％（令和 2年 9月末現在） 

（実施策） 

・ 定期的な DM 勧奨を継続すると共に、被保険者数が一定以上の未委嘱事業所については、訪問・電話による直接的な勧奨

を行う。 

 

③ ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉 

＜課題分析＞ 

・ 支部間格差を解消するため、協会で作成した「ジェネリックカルテ」及び「データブック」によりに重点的に取り組むべ

き課題（阻害要因）を明確にし、対策の優先順位を付けて取り組む。 

＜医療機関・薬局へのアプローチ＞ 

・ 協会で作成した「医療機関・薬局向け見える化ツール」及び「医薬品実績リスト」等を活用して、支部における個別の医

療機関・薬局に対する働きかけを強化する。 

＜加入者へのアプローチ＞ 
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・ 加入者にジェネリック医薬品を正しく理解していただけるよう、ジェネリック医薬品軽減額通知や希望シールの配布、イ

ベント・セミナーの開催などにも着実に取り組む。 

・ 本部及び支部において、都道府県や日本薬剤師会、他の保険者等と連携した取組を実施する。 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）80.9％以上とする。 

※医科、DPC、調剤、歯科 

【参考】令和元年度実績  77.0％ 

        令和２年度実績 79.5％（令和２年９月末現在） 

（実施策） 

・ 医療機関への年２回の見える化ツールの提供を継続して行う。 

・ 医療関係団体等への働きかけも継続し、使用促進に関するセミナーや広報への協力依頼を行う。 

・ 保険者協議会と協力して、県内の医療機関へ積極的に働きかけを行う。 

 

④ インセンティブ制度の実施及び検証〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・「成長戦略フォローアップ」（令和 2 年 7 月 17 日閣議決定）を踏まえ、成果指標拡大や配分基準のメリハリ強化等を検討

し、令和３年度中に一定の結論を得る。【本部実施】 

・ 加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組や意義を理解していただけるよう、周知広報を行う。 

（実施策） 

・ 加入者への周知として WEB やメディアを活用した広報を、事業主への周知としては経済団体の定期広報誌等を活用した広

報を行う。 

 

⑤ 地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信〈Ⅱ、Ⅲ〉 

 

ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・ 現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、医療計画及び医療費適正化計画が着実に推

進されるよう意見発信を行う。 

（実施策） 
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・地域ごとの診療行為別の標準化レセプト出現比（SCR）をはじめとした分析ツール等を活用し、地域差の要因分析を行う。 

 

ⅱ）医療提供体制に係る意見発信 

・ 効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議 や医療審議会等の場において、協会における医

療データの分析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国・都道府県等から提供された医療データ等を活用するな

ど、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

（実施策） 

・ 地域医療を見える化したデータベースも活用し、地域ごとの医療提供の実態や偏りも踏まえ、他の保険者と連携しエビデ

ンスに基づく意見発信を行う。 

・ これら分析結果については評議会・健康づくり推進協議会等で報告するとともに、加入者や事業主、関係機関への情報提

供を行う。 

（数値指標） 

 他の被用者保険者との連携を含めた、地域医療構想調整会議への被用者保険者の参加率を 100％以上とする 

【参考】 令和元年度実績  参加率 100％  （会議出席回数 6回/7回開催） 

         令和２年度実績  参加率 100％   （会議開催なし 令和２年１２月末現在） 

 

ⅲ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・ 地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの「上

手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療データ

等を活用した効果的な意見発信を実施する 

（実施策） 

・ 本部提供データ等を活用し、ホームページへの掲載や各広報媒体を利用し、滋賀支部の状況を発信する。 

・協定を締結している諸団体にも協力を依頼し、子ども医療費適正化の啓発を行う。 

 

⑥ 調査研究の推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 
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ⅰ）本部・支部による医療費分析 

・ 医療費適正化等に向けた情報発信を行うため、本部においてレセプトデータ等を活用し、加入者の受診行動や医療機関が

提供する医療の内容等について、主に支部ごとの地域差を中心に医療費等の分析を行う。【本部実施】 

・ 本部の分析では、外部有識者の意見を参考に分析テーマを選定するとともに、分析の中間段階等においても、外部有識者

より分析方法に対する技術的助言等を得て分析の精度を高める。【本部実施】 

・ 支部においては、医療費適正化に向けた事業の実施につなげるため、地域差の要因等について、外部有識者の知見等も活

用して分析を実施する。 

（実施策） 

・ 医療費適正化に向けた事業の実施につなげるため、地域差の要因等について、近隣の大学・研究機関など外部有識者の知

見等も活用して分析を実施する体制を整える。 

 

ⅱ）調査研究の推進並びに研究成果の社会的還元に向けた各種施策の検討及び実施 

・ 本部、支部における分析成果等を発表するため、調査研究フォーラムを開催するとともに、調査研究報告書を発行し、協

会が取組む調査研究について、内外に広く情報発信する。【本部実施】 

・ 統計分析研修等により協会の調査研究の底上げを図るとともに、調査研究を推進するための体制のあり方について検討す

る。 

（実施策） 

・ 統計分析研修等に積極的に参加し、調査研究を推進するための体制を整える。 

３．組織・運営体制関係 （３）組織・運営体制関係 

 

Ⅰ）人事・組織に関する取組 

 

① 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・ グループ長補佐への昇格後に受講する階層別研修において、外部講師による管理職としてのマネジメント業務の習得に関

する研修を実施するほか、様々な機会を捉えて、グループ長補佐のマネジメント能力の向上を図る。 
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・ 支部ごとの業務量に応じた標準人員に基づく適切な人員配置を行うとともに、次期システム構想等の実現による業務の効

率化等の状況を踏まえた、標準人員の見直しについて検討する。 

（実施策） 

・ 業務処理のあり方の見直しによる生産性のさらなる向上を図り、標準人員に基づく人員配置を定着させる。 

・ 業務改善委員会等での提案を基に業務の効率化・適正化に取り組む。 

・ 業務改善提案制度の活性化により、業務改革・改善を推進する。 

・ 職員のコア業務や企画的業務への重点化を図る。 

 

② 人事評価制度の適正な運用 

・ 評価者研修などを通じて、評価者を中心として個人目標の設定や評価結果のフィードバックによる人材育成の重要性な

ど、職員の人事評価制度に関する理解を深めるとともに、評価結果を適正に処遇に反映させることにより、実績や能力本位

の人事を推進する。 

（実施策） 

・ 協会の理念の実現に向けて、日々の業務遂行を通じて組織目標を達成するための適切な個人目標を設定する。 

・ 面談を通じ職員の理解を深め、組織目標を達成するための適切な進捗管理を行う。 

 

③ＯＪＴを中心とした人材育成 

・ ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 

・ 戦略的保険者機能の更なる発揮に向けた人材育成の具体的方策について、検討を進めるための情報収集を行う。 

（実施策） 

・ 「ＯＪＴ」「集合研修」「自己啓発」を効果的に組み合わせて人材育成を推進する。 

・ 「自ら育つ」という成長意欲を持ち、日々の業務遂行を通じて「現場で育てる」という組織風土を醸成する。 

また、役割定義を踏まえた職員のキャリア形成を計画的かつ効果的に行うための本部研修へ多くの職員を参加させる。 

・ 支部の研修を充実させ、職員の業務知識の向上を図る。 

・ 加入者本位、主体性と実行性の重視、自由闊達な気風と創意工夫に富んだ組織風土・文化の更なる定着に向けて、高い志

や新しい視点を常に持ち続け、協会のミッションや目標の実現を図る。また、研修の充実を図る。 
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・ 業務に関する支部内勉強会を定期的に実施し、支部職員全体の業務知識の底上げを図る。 

 

④支部業績評価の実施 

・ 支部業績評価の評価項目や評価方法を必要に応じ見直し、他支部との比較を通じて各支部の業績を向上させ、協会全体の

取組の底上げを図る。【本部実施】 

（実施策） 

・ 毎月実施している進捗会議において、支部業績評価項目の進捗管理を行う。 

・ 他支部との業績評価の比較を通じ、自支部の業績を向上させ、取組の底上げを図る。 

 

Ⅱ）内部統制に関する取組 

 

① リスク管理 

・ 職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報の取扱いやリスクマネジメント等

の研修を行うとともに、各種リスクを想定した訓練を実施する。 

（実施策） 

・ リスク管理に関する必須研修や、定期的な模擬訓練を確実に実施する。 

 

② コンプライアンスの徹底 

・ 法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る 

・ 職員のコンプライアンス意識の向上を図ること及び今後の啓発活動に活かすことを目的とし、職員に自己点検・アンケー

トを実施する。 

（実施策） 

・ 法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、コンプライアンスマニュアルを活用し研修等を通じ徹底する。また、

個人情報保護や情報セキュリティについては、各種規程の遵守やアクセス権限、パスワードの適切な管理等の常時点検及び、

個人情報等日次チェックリストの活用により、コンプライアンス及びリスク管理を徹底する。 
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Ⅲ）その他の取組 

 

① 費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・ 調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組みを行う

ことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

・ 一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査等を

実施し、次回の調達改善に繋げる。 

・ また、少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を公示

し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 

【参考】 令和元年度実績 66％ （一者応札 4 回/6回） 

          令和２年度実績 33％ （一者応札 3 回/9回）（令和２年度１１月末現在） 

（実施策） 

・ 調達審査委員会において予算執行等の適正化を図るとともに、ホームページ等で調達結果を公表することにより、透明性

の確保に努める。 

・ 調達にあたっては、常に複数の業者への声掛けを実施して、競争を促すことにより経費の節減を図る。 

・ 消耗品等について適切な在庫管理を徹底し、経費削減に努める。 

・ 電気使用量、郵送料等についてコスト意識を持って業務を遂行する。 

・ 業務の標準化・効率化・簡素化の徹底、業務進捗管理・労務管理の強化等を行い超過勤務時間の縮減を図る。 

・ 事務所賃借料の適正水準維持に努める。 

・ 継続的なムダの発掘により経費を削減する。 
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令和 3年度 事業計画（京都支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 ①健全な財政運営 

・中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響等について、支部評議会において丁寧

な説明を行い、保険料率に関する議論を行う。 

・今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今後の見通しに関す

る情報発信を行う。 

・経済団体をはじめとした関係団体に対して、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

 

②サービス水準の向上  

・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。  

・加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。  

・お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見等から協会の課題を見いだし、窓口・電話対応などのサービス水準の向

上に努める。 

 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を100％とする  

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を95％以上とする  

 

③業務改革の推進 

・現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・簡素化を推進す

る。 

・職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、生産性の向上を推

進する。 

・現金給付等における申請内容や事業状況について、分析や前年度との比較を行い、事業の展開や事業主への情報提供を行う。 

 

④現金給付の適正化の推進  
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・標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。  

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について確実に実施する。  

・不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化プロジェクトチームにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。 

また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

⑤柔道整復施術療養費の照会業務の強化  

・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月15日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる「部位ころ

がし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会や適正受診の啓発を強化する。 

また、過剰な施術が疑われる施術所に対しては文書により是正を促し、改善が見られない場合は、面接確認委員会による確認を実施する

などにより適正化に努める。 

 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月15日以上の施術の申請の割合について対前年度以下と

する 

 

⑥あんまマッサージ指圧・はりきゅう施術療養費の審査手順の最適化の推進  

・受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施し、不正の疑いのある事案については、保険給付適正化プロ

ジェクトチームにて議論を行い、厚生局に情報提供する。 

・厚生局へ情報提供を行った不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

⑦限度額適用認定証の利用促進  

・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き・事業主・加入者・健康保険委員へチラシ、リーフレットなど様々な広報を展開するととも

に、医療機関などの申請状況を検証し、さらなる利用促進を図る。 

・医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。  

 

⑧被扶養者資格の再確認の徹底  

・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。  
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・未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。  

 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 

 

⑧効果的なレセプト内容点検の推進 

・在宅勤務等による点検時間不足を補うため、１件あたりの査定額向上を目指したレセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な

点検により、査定率向上に取り組む。 

・社会保険診療報酬支払基金の「支払基金業務効率化等・高度計画」に基づいた支払基金改革を踏まえ、今後のレセプト点検の手法、

体制の見直しについて検討する。具体的には、今後の審査事務集約化を見据え、基金と連携することで、支部間差異に影響されない再

審査請求体制を目指す。 

 

■KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

②協会けんぽの再審査レセプト１件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

⑨返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保険者証回収

不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・未返納者の多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・国のオンライン資格確認が開始することをふまえ、債権の発生状況を注視しつつ、債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積

極的実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、返納金債権の回収率の向上を図る。 

 

■KPI：①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 
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２．戦略的保険者機能関係 ① 第 2 期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

 i）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

 

○ 被保険者（40 歳以上）（実施対象者数：356,771 人） 

・生活習慣病予防健診 実施率 63.9％（実施見込者数：228,087 人） 

・事業者健診データ  取得率  5.6％（取得見込者数： 20,000 人） 

○ 被扶養者（実施対象者数：100,396 人） 

・特定健康診査    実施率 28.4％ （実施見込者数： 28,500 人） 

○ 健診の受診勧奨対策 

・健診カルテ、業態等の選定による効果的・効率的な受診勧奨 

・事業主、加入者のヘルスリテラシーの向上を目指す広報 

・健診機関と連携した受診勧奨 

・契約健診機関、健診会場の拡大 

・ＧＩＳを活用した効果的な受診勧奨 

・行政と連携した「がん検診と同時申し込み」の推進による特定健診の拡大 

・京都府・京都労働局と連携した事業者健診データ提供勧奨 

 

■ KPI：健診受診率を 60.5％以上とする 

① 生活習慣病予防健診実施率を 63.9％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を   5.6％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診実施率を 28.4％以上とする 

 

ii）特定保健指導の実施率及び質の向上 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数：50,114 人） 

・特定保健指導    実施率 20.2％（実施見込者数：10,113 人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数： 2,451 人） 
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・特定保健指導    実施率 16.3％（実施見込者数：400 人） 

○ 保健指導の受診勧奨対策 

・健診当日の初回面談実施に向けた健診機関への働きかけ 

・事業所で受け入れできなかった保健指導対象者への効果的な個人勧奨 

・コロナ禍におけるＩＣＴ活用による特定保健指導の推進 

  他府県在住者（大規模事業所）へのＩＣＴ活用による特定保健指導の推進強化 

・職場の健康度向上をめざし「事業所健康診断書」を事業所訪問時に活用 

・令和元年度、２年度パイロット事業「健診サポート機関の設置によるワンストップヘルスケアサービスの提供」の全国展開に向けた提案 

 

■ KPI：特定保健指導の実施率を 20.0％以上とする 

① 被保険者実施率を 20.2％以上とする 

② 被扶養者実施率を 16.3％以上とする  

 

 iii）重症化予防対策の推進 

○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 2,058 人 

・文書勧奨をアウトソース、支部による電話勧奨の実施 

  健診機関を活用した受診勧奨の実施 

○ 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・かかりつけ医と連携による糖尿病性腎症患者への保健指導介入 

・京都府糖尿病重症化予防戦略会議での意見発信、情報交換 

○ 健康リスクの包括的管理（リスクの組合せ）による疾病予防 

・LDL値や年齢、血清クレアチニン等を勘案した心疾患入院リスクモデルを構築し、入院リスクが高い従業員を有している事業所や本人に対

して受診勧奨や健康づくり事業を実施する。 

 

■ KPI：受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

- 271-



 

 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進 

○ 「京(きょう)から取り組む健康事業所宣言」エントリー事業所数の更なる拡大 

・健康宣言事業所に対するフォローアップの強化 

・健康経営に向けた課題解決と取組みの質の向上を目的としたセミナーの実施 

・健康宣言事業所における健康づくりの定着及び若年期からのヘルスリテラシーの向上を目的とした健康測定機貸出および健康講座等の

開催 

・事業所等と連携した効果的なメンタルヘルス予防対策の検討 

・事業所の健康課題を見える化した「事業所健康度診断書」を活用した宣言事業所勧奨並びに宣言事業所のフォローアップ 

・モデル事業所における効果的な取組みの把握および横展開の実施 

○ 関係団体、自治体と連携した健康経営及び健康づくり事業の推進 

・市町村と連携した地域と職域をつなぐ健康づくりの実施 

・「きょうと健康づくり実践企業認証制度」とあわせた健康経営を進める事業所の拡大とフォローアップ 

・京都府等と連携したデータ分析によるエビデンスに基づく健康づくり事業の実施 

・京都府が主催する健康づくりイベント「ヘルス博 Kyoto」と連携した家族を含めた事業所における健康づくりの推進 

 

■ KPI：健康宣言事業所数を７００事業所以上とする 

 

② 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

○ SNS 等を利用した効果的な広報 

・定期広報誌やメールマガジン等の広報に加えて、SNS や YouTube による動画を活用した広報を展開する。 

○ オンライン資格確認及びマイナンバーカードの取得促進に向けた広報 

・事業主及び加入者に対して、定期広報誌や説明会等を通じてオンライン資格確認やマイナンバーカードの取得促進に向けた広報を行う。 

○ 近畿ブロックで連携した広報 

・近畿各支部の協働による効果的な広報実施に向けた検討を進める。 

○健康保険委員委嘱者数の更なる拡大と健康保険委員活動の活性化を図るための取組み 

・事業所規模別の健康保険委員勧奨の実施 
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・情報通信技術等を活用した健康保険委員研修会及び健康経営セミナーの開催 

・健康保険委員表彰の実施 

・セミナーや座談会などを通じ、生の声を聞くことで認識のギャップを埋め、ニーズにこたえる取組みを行う。 

 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 4２.２％以上とする。 

 

③ ジェネリック医薬品の使用促進 

○ ジェネリック医薬品軽減額通知の実施【年 2 回】 

○ 関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会、保険者協議会、京都府後発医薬品安心使用対策協議会、国民健康保険運営協議

会等）へのデータを活用した情報提供及び連携事業 

○ 事業主、健康保険委員へインセンティブ制度と併せた情報提供 

○ 紙媒体に加えて SNS の活用による広報の強化 

○ ジェネリック医薬品、服薬管理等に関するセミナーの実施 

○ 京都府後発医薬品重点地域使用促進モデル事業との連携 

○ 令和元年度パイロット事業「薬局に対する地域別ジェネリック医薬品処方状況のお知らせ」の全国展開に向けた提案 

・地域における医薬品使用実績が医療機関や保険薬局において後発医薬品選定に与える影響等の効果検証を行い、全国展開に向けた

提案を行う。 

○ SNS 等を利用したジェネリック医薬品の効果的な広報 

 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合を 77.３％以上とする。 

 

④ インセンティブ制度の着実な実施 

○ インセンティブ制度の周知広報 

・保健事業への参画やジェネリック医薬品の促進を目的に、各種広報媒体や研修会等を通じて広報することで、インセンティブに係る各指標

（受診率・実施率等）の向上を図る。 
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⑤ 地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度改正等に向けた意見発信 

○ 意見発信のための体制の確保 

・医療提供体制等に係る意見発信を行うために、必要な体制の確保（会議体への参画数拡大や意見発信できる仕組みの構築）を行

う。 

○ 医療審議会、地域医療構想調整会議での意見発信 

・地域医療構想調整会議等において、医療データ等の分析結果や地域医療を見える化したデータベース等を活用し、エビデンスに基づく意

見発信等を行う。 

 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療データ等を活用

した効果的な意見発信を実施する。 

３．組織・運営体制関係 ①組織や人事制度の適切な運営 

○ 事業運営方針発表会の実施【年 2 回】 

・組織目標及び事業計画を上位から下位まで浸透させ、職員一丸となって組織目標を達成する。 

○ 戦略的保険者機能の発揮に向けた適切な人員配置 

・業務部における山崩しの実施に加えて、企画総務部においても業務効率化を図り、より効率的な事務処理体制を整備することで、生産

性向上を目指した人員配置を行う。 

○ 人事評価制度の適切な運用 

・組織目標の達成を目的とした適切な人事評価の実施により、職員のモチベーションの向上及び効果的な事業運営を行う。 

○ コンプライアンス、個人情報保護の徹底及びリスク管理の実施 

・定期的にコンプライアンス及び個人情報保護に関する研修を実施するとともに、常時より注意喚起を行うことによって、インシデントの発生防

止及び拡大防止を図る。 

・災害発生時における対応について、研修や訓練を実施することでリスク管理の強化を図る。 

 

②職員の健康確保対策 

○ 新型コロナウイルス等の感染防止対策 
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・マスク着用や三密防止など、感染防止に向けた自己管理の徹底について注意喚起を行うとともに、事務室内における感染防止対策を徹

底する。 

○ 産業医と連携した職員の健康管理 

・要再検査者に対する受診勧奨を徹底するとともに、産業医との健康相談を活用した職員の健康管理を行う。 

 

③人材育成 

○ 職場での実践教育（OJT）と、研修・自己啓発（Off-JT）を効果的に組み合わせた人材育成の実施 

・OJT による人材育成を中心としつつ、効果的に研修（Off-JT）を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 

・新人育成のための六角会を通じた研修の実施 

○ 外部講師を活用した支部内研修の実施 

・支部内研修においては、外部リソースを有効に活用することで、職員の能力開発を促す。 

 

④費用対効果を踏まえたコスト削減等 

○ 調達コスト削減等の適切な調達の実施及び、調達結果の公表による透明性の確保 

・適宜調達審査委員会を開催することにより適切な調達及び費用削減を実現する。 

○ 適正な企画競争の実施 

・事業実施内容が事業結果に大きく影響する案件については企画競争に付することとし、その調達方法については適切なものとなるよう客観

的な評価基準を設定する。 

○ 複数社見積もりによる調達の実施 

・調達に当たっては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組みを行うことで、多くの

業者が参加しやすい環境を整備してコスト削減に努める。 

○ 消耗品の削減（前年比減）、節電（前年比減） 

・消耗品の適切な在庫管理及び不要な電力使用の削減によりコスト削減に努める。 

 

■KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、２０％以下とする。 
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令和 3年度 事業計画（大阪支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準

化、効率化、簡素化の取組を進める。また健全な財政運営を行う。 

 

①健全な財政運営 

・中長期的な視点から、健全な財政運営に努める。 

・中長期的には楽観視できない協会の保険財政等について、加入者や事業主に対して情報発信を行う。 

 

②サービス水準の向上 

・進捗状況を適切に管理し、傷病手当金等現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10営業

日）を遵守する。 

・お客様満足度調査による「支部別カルテ」を活用し、現状の課題を把握することにより、サービス水準の向上に取り組

むとともに、申請書の設置環境の拡大を図ることにより、現金給付等の申請に係る郵送化率を上昇させる。 

  

■KPI: ①サービススタンダードの達成状況を100％とする。 

②現金給付等の申請に係る郵送化率を96.0％以上とする。 

 

③限度額適用認定証の利用促進 

・オンライン資格確認の状況を踏まえ、事業主や健康保険委員に対して、各種研修会やリーフレットによる広報を実施す

るとともに、大阪府内の医療機関や薬局、商工会議所等と連携し、申請書の入手し易い環境を整備することにより限度

額適用認定証の利用促進を図る。 

  

④現金給付の適正化の推進 

・大阪支部「保険給付適正化ＰＴ調査等要領」に基づき選定した対象事案について、定期的（随時）開催する「保険給付
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適正化ＰＴ会議」において、調査方針等を議論・検討したうえで立入検査の要否を判断し、日本年金機構と連携・協力

し立入検査等を実施する。 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について、本部より示された「事務手順書」に基づき、確実に進捗確認を実施す

る。 

 

⑤効果的なレセプト内容点検の推進  

・医療費の適正化を図るため、診療報酬が正当に請求されているか確認を行い、財政効果額を向上させるため、資格・外

傷・内容点検の各点検においては、以下の取り組みを重点課題として強力に推進する。 

 

【資格点検】 

無資格受診における医療機関照会と返納金請求の確実な実施 

 【外傷点検】 

  損害賠償金請求及び労災による返納金請求の確実な実施 

 【内容点検】 

   内容点検行動計画に基づき、システム点検の効果的な活用や点検員の点検スキル向上施策等の実施。特に、高点数の 

レセプトを点検するなど、点検の質の向上に取り組む。 

 

■KPI: ①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする。 

     ②協会けんぽの再審査レセプト1件当たりの査定額を対前年度以上とする。 

 

⑥柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

・多部位、頻回施術及び長期施術の申請について、加入者に対する文書照会を強化する。あわせて、令和元年度行った調

査研究事業の結果に基づき、いわゆる「部位ころがし」の疑いがある者への照会事業を実施する。 

・柔道整復療養費審査委員会における審査強化を図るとともに審査会の指摘に基づき、不自然な申請が多い施術所に対す

る照会を継続実施する。 

・関係機関と連携した不正請求対策及び適正化に向けた啓発事業を強化する。 

- 277-



 

 

 

 

■KPI: 柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所3部位以上、かつ月15日以上の施術の申請の割合について対前年度

以下とする。 

 

⑦あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

・平成30年7月より添付が義務付けられた「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」をもとに長期頻回施術に対

する審査強化事業を継続実施するとともに、医師による再同意の確認を重点的に行う。また、審査により疑義が生じた

場合は、患者や同意医師に対して照会を行い、不正の疑いがある案件は厚生局に情報提供を行う。 

 

⑧返納金債権の発生防止のための保険証の回収強化、債権管理回収業務の推進 

・日本年金機構の資格喪失処理後2週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保

険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・保険証未返納率や返納金発生件数などの事業所データを活用した事業所への文書等による啓発等を実施し、資格喪失届

への保険証添付の徹底を周知する。 

・債権の早期回収に取り組むとともに、スケジュールに沿った定期的な催告や支部独自催告により債務者との接触率を高

めつつ、保険者間調整及び法的手続きの積極的な実施により、返納金債権の回収率の向上を図る。 

 

 ■KPI: ①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする。 

         ②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする。  

             

⑨被扶養者資格の再確認の徹底 

・マイナンバーを活用した被扶養者の国内居住要件等に対応した被扶養者資格再確認を確実に実施するとともに、事業所

からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を実施する。また、未送達事業所につい

ては所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

■KPI: 被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を92.7％以上とする。 
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⑩業務改革の推進 

・現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・

簡素化推進する。 

・職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化（山崩し方式定

着活動）により、職員の多能化による生産性の向上を推進する。 

・加入者等から寄せられた「お客様の声」を定例会議等で共有化を図り、サービス水準の向上や業務の改善に繋げる。 

２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 

Ⅰ：加入者の健康度の向上 

Ⅱ：医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ：医療費等の適正化 

 

◎ビッグ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〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

〇事業所単位での健康・医療データを活用した、事業所健康度を見える化した事業所健康度診断シート（事業所カルテ）

を事業所に提供し、コラボヘルスを推進する。 

〇支部スコアリングレポート等の分析ツールを活用し、効率的かつ効果的な保健事業を実施する。 

 

◎データ分析に基づいた第2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

〇関係機関との連携を推進し、糖尿病性腎症重症化予防にかかる受診勧奨の質を高める。 

〇最終評価に向けて、PDCAサイクルに沿い後半の計画を実施する。 

 

＜データヘルス計画の上位目標＞ 

■「糖尿病にかかる被保険者1人当たりの医療費を平成27年度実績（7,626円）以下にする」 

■「透析治療の新規患者数を平成27年度新規患者数（295名）以下にする」 
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①第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

i）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

□被保険者（40歳以上）（実施対象者数：1,365,008人） 

     生活習慣病予防健診 実施率 44.7％ （実施見込者数： 610,000人） 

    事業者健診データ  取得率  9.7％ （取得見込者数： 132,000人） 

□被扶養者      （実施対象者数： 384,117人） 

      特定健康診査     実施率 32.8％ （実施見込者数： 126,000人） 

 

□健診の受診勧奨対策 

【被保険者】 

・生活習慣病予防健診の未受診者を対象に集団健診を実施する。 

・生活習慣病予防健診の実施機関を拡大する。拡大は、受診率が低い地域、加入者1人あたりの実施機関が少ない地

域に重点を置く。 

・新規適用事業所を対象に電話勧奨を含めた生活習慣病予防健診の受診勧奨を実施する。 

・健診推進経費を活用し健診機関から受診勧奨を実施する等、健診機関との連携を強化する。 

・事業者健診データ勧奨業務に係る外部委託の拡大、強化を行う。また、労働局・経済団体や民間業者と連携し、勧

奨の効果向上及び勧奨機会の拡大を図る。 

 

【被扶養者】 

・自治体との連携を強化し、集団健診、院内受診双方において特定健診とがん検診の同時実施を推進する。 

・特定健診の未受診者を対象に過去の受診状況等を活用し受診勧奨を行う。 

・健康宣言を行っている事業主と連携し、事業主・支部長連名による特定健診の受診勧奨を行う。 

 

【共通】 

・年次案内・受診勧奨は、ナッジ理論等を活用し受診意欲の喚起を図る。 
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■ KPI：①生活習慣病予防健診実施率を44.7％以上とする。 

②事業者健診データ取得率を  9.7％以上とする 。 

③被扶養者の特定健診実施率を32.8％以上とする。 

      

ii）特定保健指導の実施率及び質の向上 

□被保険者（特定保健指導対象者数： 149,884人） 

特定保健指導 実施率 21.7％（実施見込者数：32,500人） 

 

□被扶養者（特定保健指導対象者数： 10,836人 

特定保健指導 実施率 18.5％（実施見込者数： 2,000人） 

 

□保健指導の受診勧奨対策 

【被保険者】 

・集団健診で、健診機関による健診当日の初回面談を強化する。 

・健診機関による健診当日の初回面談拡大及び中断率低下を図るため、各健診機関の年間目標数値を設定し、実施率

を向上させる。 

・専門機関等への外部委託による特定保健指導を推進し、遠隔面談や府外在住者を含め実施を拡大する。 

・年度当初に行う健康サポート等の特定保健指導案内にナッジ理論等を活用し、事業所の特定保健指導受け入れの拡

大を図る。 

・特定保健指導対象者が多く在職する事業所の勧奨を強化し、グループ支援等を実施する。 

・特定保健指導の受け入れが少ない健康宣言事業所を対象に、健康宣言後の事後フォローを含めた受診勧奨を実施す

る。 

 

【被扶養者】 

・集団健診で、健診機関による健診当日の初回面談を強化実施する。 

・集団健診案内時にナッジ理論等を活用した特定保健指導案内を行い、参加意欲の喚起を図る。 
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■ KPI：①被保険者の特定保健指導の実施率を21.7％以上とする。 

     ②被扶養者の特定保健指導の実施率を18.5％以上とする。 

     ＊①②の合計（特定保健指導実施率）を21.5％以上とする。 

 

iii）重症化予防対策の推進 

□未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数6,592人 

・未治療者を対象に文書・電話勧奨を実施する。 

・確実に受診へ繋げるため、特定保健指導とあわせた訪問による受診勧奨を実施する。 

・ナッジ理論等を活用したトークスクリプトやチラシを作成し、効果的な受診勧奨を行う。 

・未治療者が在職する事業所に対し、文書・訪問により受診勧奨への理解・協力を深める。 

  □糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・大阪府医師会と連携し電話・訪問による受診勧奨を実施する。 

・取組実績がある市町村と連携し、効果検証を実施する。 

 

■ KPI：受診勧奨後3か月以内に医療機関を受診した者の割合を11.8％以上とする。 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

□健康宣言事業所の拡大  

   ・経済団体、経済産業局、大阪府、市町村、協力事業者等と連携を図り、「オール大阪」による健康経営・健康宣言

の普及促進を行い、大阪支部加入事業所の健康増進を図る。 

・経済産業局、大阪府と連携し、健康経営優良法人の取得を目指す事業所に対して、セミナーや職員の派遣などフォ

ローアップを行う。 

・健康経営啓発セミナーを市町村、商工会議所と連携し開催する。また、健康経営促進に積極的なエリアをモデルケー

スとして、他のエリアにもセミナーの横展開を行う。 

 

■ KPI：健康宣言事業所数を3,000事業所以上とする。 
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②広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）広報活動 

・広報の年度計画を策定し、必要に応じて関係団体との連携による広報を実施する。                 

・外部委託を活用し、イラストやロゴを用いた分かりやすい広報物を提供する。 

・動画やデジタルサイネージを活用し、幅広い層に対して広報を行う。 

 

ⅱ）健康保険委員 

・文書や電話による勧奨を実施し、健康保険委員の委嘱拡大を図る。 

・健康宣言と健康保険委員の同時登録を推進する。    

・年4回の広報誌の発行及び研修会の開催により適時に分かりやすい情報を提供する。  

・協会けんぽに対して望んでいる「こと・もの」をアンケートを通じて正確に把握し、アンケート結果を事業に反映さ

せる。                              

・健康保険委員の表彰を実施することで、これまでの活動や功績を広く発信する。 

    

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を40.1％以上とする。 

 

③ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉 

・ジェネリックカルテを活用し、大阪支部の阻害要因を分析する。 

・個別の医療機関・薬局に対し、見える化ツールや後発医薬品実績リスト等を活用し、効果的な情報提供を行う。また、

円滑に実施するため、大阪府及び市町村との連携を図る。 

・新聞広告、youtubeでの動画配信、保険証送付時同封シールなど幅広い広報を行う。 

 ・ジェネリック医薬品軽減額通知により切替えを行わなかった方を対象に、ナッジ理論を活用した2次勧奨を実施し、切 

替えを促す。 

 ・国民健康保険等他の保険者と連携し、加入者に対する効果的な働きかけを行う。 

・「後発医薬品安心促進のための協議会」に参画し、積極的な意見発信を実施する。 
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■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合を年度末時点で77.8％以上とする 。 

 

④インセンティブ制度の実施及び検証〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

 ・5つの指標から強化が必要な事業を明確にし重点的に取組む。 

・制度の仕組みや意義について周知広報を丁寧に行う。 

 

⑤地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信〈Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

  ・安心かつ効率的な医療を受けられるよう、加入者の代表として意見発信を行う。 

・健診実施率向上等、大阪府医療費適正化計画の方針を事業に反映させ、PDCAサイクルによる取組に基づき意見発信を 

行う。 

ⅱ）医療提供体制に係る意見発信             

・地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、協会の医療データや国・都道府県等から提供された医療データ

等を活用し、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

ⅲ）医療保険制度の持続可能性の確保等に向けた意見発信 

  ・健診等の健康増進につながる行動や医療保険制度の現状について、他の保険者と連携し、大阪府保険者協議会として

広く府民に働きかけを行う。 

ⅳ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

  ・他の保険者と連携し、大阪府保険者協議会として広く府民に働きかけを行う。 

  ・事業所及び加入者に向け、医療保険制度の維持と適切な受診行動を結び付け、ナッジ理論を活用した広報を行う。 

  ・効果的な働きかけを行うため、医療データを活用する。 

 ■KPI ：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デー

タ等を活用した効果的な意見発信を行う。 

 

＊大阪支部が参画している各種協議会 

大阪府保険者協議会、大阪府地域医療構想調整会議、大阪府医療費適正化計画推進審議会、大阪府医療審議会、 
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後発医薬品安心使用促進のための協議会、大阪府地域職域連携推進協議会、大阪府高齢者医療懇談会、 

健康おおさか21推進府民会議、国民健康保険運営協議会（20市1町） 

 

⑥調査研究の推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

 ・医療データ等を活用し加入者の受診行動や医療機関が提供する医療の内容等について医療費等の分析を行う。 

 ・GISやSPSS等の本部提供ツールを活用し、調査研究の推進を図る。 

３．組織・運営体制関係 人事・組織に関する取組 

①人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・実績評価面談及び OJTを通じ、人事評価要領に定める役割定義に基づく人材育成を推進する。 

・基盤的業務の標準化、効率化、簡素化の取組により、コア業務や企画業務の重点化を進める。 

 

②ＯＪＴを中心とした人材育成 

ⅰ）内部・外部講師による効果的な職員研修 

  ・過去の研修内容、社会情勢を踏まえ、事業の生産性を高める研修を計画し実行する。 

  ・オンラインの活用やテキストを配布し理解度テストを行うなど、実行可能な方法を模索し実施する。 

ⅱ）日常業務の中での OJTを実施 

  ・コミュニケーションを取りやすい体制や環境づくりを推進し、職員間での意見交換や意見発信を活発にする。 

  ・自ら考え創意工夫する機会を設定し、戦略的保険者機能の発揮に貢献できる職員を育成する。 

 

③支部業績評価の実施 

・業績評価項目から強化が必要な事業を明確にし、重点的に取り組む。 

 

内部統制に関する取組 

①内部統制に関する取組 

・企画総務部、業務部間で業務の進捗を共有し、連携して事業運営にあたることができる体制と環境の整備を進める。 
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②リスク管理 

・個人情報保護・情報セキュリティについて研修を実施するとともに、平時から管理職が具体的な注意喚起を継続するほ

か、定期的に職員相互で遵守事項が徹底されているか確認する。 

 ・大規模自然災害等に備えた訓練を年 2回以上行い、初動対応の確認と想定されるリスクへの備えを充実させる。 

 

③コンプライアンスの徹底 

・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について研修を実施するとともに、管理職による日常点検を行いリスクの発見

とマネジメントを徹底する。 

 

その他の取組 

①費用対効果を踏まえたコスト削減等 

一般競争入札の一者応札案件の減少に努めるため、以下の取り組みを行う。 

  ⅰ）事業者の参加しやすい環境づくり 

   ・分かりやすい調達案件名の設定と仕様書等の作成。 

   ・公告から入札及び納期まで、十分な期間の確保。 

  ⅱ）競争参加者へのアンケート実施と分析 

   ・過去に実施した案件のアンケートを分析して仕様書作成に反映させる。 

   ・入札説明会での質疑応答等を活用し、事業者の入札参加の障壁となっている事象を聴取し、改善する。 

  ⅲ）参加者拡大への取り組み 

   ・入札参加資格保有の事業者への積極的な周知活動（ダイレクトメール（はがき）の送付による入札公告掲示案内） 

 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする。 
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令和 3年度 事業計画（兵庫支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 ○健全な財政運営 

・ 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏

まえ、評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

・ 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や

今後の見通しに関する情報発信を行う。 

 

○サービス水準の向上 

・ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

・ 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

なお、窓口来訪目的として最も需要が高い任意継続保険加入手続きについて、申請書とリーフレットと返信用封筒を

セットした「任継セット」を作製し、大規模事業所や自治体等に配置する等、申請書を入手し易い環境を整えること

により、郵送による申請を促進する。 

・ お客様満足度調査を活用したサービス水準の向上に努める。 

 

■KPI： 

①サービススタンダードの達成状況を 100％とする。 

②現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする。 

 

○限度額適用認定証の利用促進 

・ オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報を実

施するとともに、申請書一体型のリーフレットと返信用封筒をセットした「限度額セット」を作製し地域の医療機関

等に配置する等、申請書を入手し易い環境を整えることにより、利用促進を図る。 
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○現金給付の適正化の推進 

・ 標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・ 傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

・ 不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化プロジェクトチームにて議論を行い、事業主への立入検査

を積極的に行う。また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

○柔道整復施術療養費の照会業務等の強化 

・ 多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる

「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について審査を強化する。 

また、同様の傾向が強い施術者に対し文書指導及び面接確認を実施するほか、加入者に対する文書照会を強化する。 

なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説した冊子（※）等を同封する等、適正受診の啓発

を強化する。 

※柔道整復施術の仕組みや接骨院・整骨院への正しいかかり方等を掲載した冊子 

 

■KPI： 

柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について対前年度以下と

する。 

 

○あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

・ 受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意や施術報告書の算定の確認を確実に実施するとともに、不正が

疑われる申請については患者照会を行い、厚生局への情報提供を積極的に行う。 

 

○効果的なレセプト点検の推進 

・ 医療費の適正化を図るために、システムを活用した効果的なレセプト点検を実施する。 

【資格点検】 

・ 医療機関照会など、資格点検結果の確認を徹底し、レセプトの返戻または医療費の返還請求を確実に実施する。 
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【外傷点検】 

・ 負傷原因照会など、外傷点検結果の確認を徹底する。また、損害賠償金請求について、加害者や損害保険会社に対し

早期の折衝を実施する。 

【内容点検】 

・ 効果的なレセプト内容点検を実施するため、再審査結果の集計ツール等を活用し、個々の得意・不得意分野の洗い出

しを行い点検員に展開することによりスキルアップを図るとともに、高点数レセプトや高額査定事例を中心とした点

検を実施する。 

 

■ KPI： 

①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について対前年度以上とする。 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

②協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする。 

 

○返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 

・ 保険証回収強化のため、日本年金機構の資格喪失処理後 2 週間以内に、協会けんぽより保険証未回収者に対する返納

催告を確実に実施するとともに、事業所に対しても、事業所データ等を活用した文書・訪問により保険証の早期返却

依頼と資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・ 債権回収強化のため、文書・電話による催告を早期に取り組むとともに、保険者間調整及び費用対効果を踏まえた法

的手続きの積極的な実施や、分割納付中断者へのすみやかな催告を実施し、返納金債権の回収率の向上を図る。 

 

■KPI： 

①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする。 

②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする。 

 

○被扶養者資格の再確認の徹底 

・ マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 
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・ 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・ 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

■KPI： 

被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする。 

 

○オンライン資格確認の円滑な実施 

・ 国全体で実施するオンライン資格確認の円滑な施行のため、加入者へのマイナンバー登録の促進のための周知等を行

う。 

 

〇業務改革の推進 

・ 現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・

簡素化を推進する。 

・ 職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟

かつ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 
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２．戦略的保険者機能関係 ○データ分析に基づいた第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

・ 「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第 2 期

保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

・ 「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、第 2 期保

健事業実施計画（データヘルス計画）の PDCAサイクルを効果的・効率的に回し、取組の実効性を高める。 

 

【上位目標】 

平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加（全国平均の健康寿命を目標とする） 

 

i）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

○ 被保険者（40歳以上）（実施対象者数：615,847人） 

・ 生活習慣病予防健診 実施率 59.0％ 

（実施見込者数：363,350人） 

・ 事業者健診データ 取得率 8.0％（取得見込者数：49,268人） 

○被扶養者（実施対象者数：173,301人） 

・ 特定健康診査 実施率 28.3％（実施見込者数：49,045 人） 

○健診の受診勧奨対策 

・ 生活習慣病予防健診及び特定健診に係る広報について、ナッジ理論の活用等により、充実を図る。 

・ 生活習慣病予防健診について、事業主及び被保険者に対し、効果的・効率的な受診勧奨を実施する。 

・ 生活習慣病予防健診について、受診機会が少ない地域等で出張健診を実施し、その拡大を図る。 

・ インセンティブを活用し、生活習慣病予防健診実施機関による受診勧奨を効果的に実施する。 

・ 事業者健診データ取得勧奨業務を外部委託にて効果的・効率的に実施する。 

・ 事業者健診データ取得不可事業所に対して、生活習慣病予防健診への切り替え勧奨を実施する。 

・ 事業者健診データの早期提出を促すため、インセンティブを活用した、健診実施機関に対する勧奨を効果的・効率的

に実施する。 

・ 関係機関と連携し、生活習慣病予防健診及び事業者健診データ取得に係る広報を実施する。 
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・ 県・市町と連携し、特定健診とがん検診の同時実施体制の拡大を図り、同時受診による利便性の広報を実施する。 

・ 効果的な商業施設における被扶養者の無料集団健診の実施日程拡大を図る。 

・ 特定健診について、被扶養者に対し、効果的・効率的な受診勧奨を実施する。 

・ 生活習慣病予防健診の委託機関数の増加を図る。 

 

■ KPI： 

① 生活習慣病予防健診実施率を 59.0％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 8.0％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診実施率を 28.3％以上とする 

 

ii）特定保健指導の実施率の向上 

○被保険者（特定保健指導対象者数：83,349人） 

・ 特定保健指導 実施率 25.3％（実施見込者数：21,088人） 

○被扶養者（特定保健指導対象者数：4,218人） 

・ 特定保健指導 実施率 8.0％（実施見込者数：338人） 

○保健指導の受診勧奨対策 

・ 特定保健指導に係る広報について、健診結果送付時に広報する等、より充実を図る。 

・ 継続支援を専門機関へ外部委託することにより、初回面談の増加及び継続率の向上を図る。 

・ 情報通信技術を活用すること等により、特定保健指導対象者の更なる利便性の向上を図る。 

・ 外部委託を活用し、県外在住者等、支部保健師が対応できない特定保健指導対象者に対し、保健指導を着実に実施す

る。 

・ 来所型特定保健指導を実施し、保健指導の利用機会拡大を図る。 

・ 大規模事業所を中心に、特定保健指導利用促進に向けた訪問勧奨を実施する。 

・ 外部委託機関へ好事例を展開する等により、健診当日における初回面談の実施を推進する。 

・ 被扶養者の特定保健指導について、市町と連携し利用機会の拡大を図る。 

・ 被扶養者の特定保健指導について、無料集団健診時の健診当日における初回面談実施を推進する。 
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■ KPI： 

①被保険者の特定保健指導の実施率を 25.3％以上とする 

②被扶養者の特定保健指導の実施率を 8.0％以上とする 

 

iii）重症化予防対策の推進 

○未治療者に対する受診勧奨（二次勧奨実施予定人数 3,600人） 

・ 未治療者に対し文書勧奨を行い、併せて外部委託による電話勧奨を行うことで受診勧奨を効果的・効率的に実施する。 

・ より重症域と判定された未治療者に対し、保健師より電話勧奨を実施する。 

 

■ KPI： 

受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

○ 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・ 糖尿病治療中断者への受診勧奨を実施する。 

・ これまでの重症化予防事業を振り返り、専門医のアドバイスを受けながら、市町との連携やかかりつけ医との連携等

による今後の重症化予防事業を検討する。 

 

iv）コラボヘルスの推進 

・ ビッグデータを活用した事業所単位での健康・医療データの提供については、引き続き事業所健康度診断カルテなど

を活用し、事業所及び業態ごとの健康度の見える化を図る。 

・ 健康づくり包括協定を基軸に、各自治体の健康増進事業を協働し、兵庫県内の健康づくりの意識の向上を図る。 

・ 全職員による事業所訪問を継続実施し、経済団体等関係機関と連携を図りながら、わが社の健康宣言事業の更なる拡

大を図る。 

・ わが社の健康宣言事業の取り組みの質を向上させる観点から、宣言事業所に対するフォローアップを強化するととも

に、健康講座を提供し、事業所における社員ヘルスリテラシーの向上を図る。また、兵庫県と連携し、優良な取り組

みを実施している事業所を表彰する。 
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・ 健康経営セミナーを開催し、宣言事業所の健康経営優良法人取得を促すと共に、好事例について共有できるような環

境構築を図る。 

・ 喫煙者に対する効果的な禁煙啓発を実施することにより、喫煙率の低下を図る。 

・ 事業所担当者向けメンタルヘルスセミナーを開催する。 

 

■KPI：健康宣言事業所数を 1,200事業所以上とする。 

 

○広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

・ 支部広報会議で、兵庫支部広報計画を策定し、計画に基づいた広報を確実に実施する。 

・ メールマガジン登録者数の増加を図り、必要な情報を効果的に配信する。 

・ ホームページやメールマガジン等、協会が保有するツールを最大限活用する。また、動画や位置情報を活用した広報

を取り入れ情報提供を実施する。 

・ 関係団体と連携を図り、共同広報などを通じて加入者に対し多面的に情報提供を実施する。 

・ 健康保険委員活動の活性化を図るため、研修会を開催するとともに、広報誌の充実を図る。 

・ 健康保険委員の委嘱拡大に向けて、他支部の好事例を参考に委嘱勧奨を強化する。 

 

■KPI： 

全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 39.5％以上とする。 

 

○ジェネリック医薬品の使用促進 

・ ジェネリック医薬品を正しく理解していただけるよう、加入者に対し軽減額通知事業や希望シールの配布など着実に

取り組む。 

・ ジェネリックカルテやデータブックで取り組むべき課題を把握し優先順位を付けたうえで、見える化ツールを活用し、

個別の医療機関・薬局に対する働きかけを強化する。その際、必要に応じて県担当部局や関係機関と連携して実施す

る。 

・ 薬局へジェネリックに関するお知らせを送付する際に、ジェネリックに対する取り組みの好事例を掲載し、横展開を
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図る。 

・ 兵庫県薬剤師会と連携し、薬剤師学術大会やセミナーを通じて更なる使用促進を図る。 

 

■KPI： 

ジェネリック医薬品使用割合（医科、DPC、調剤、歯科）を年度末時点で 80.0％以上とする。 

 

○医療費適正化対策 

・ 多剤投与や重複投与などの加入者に対し、お薬手帳を持つことやかかりつけ医・かかりつけ薬局を持つことを啓発す

るとともに、医療機関等への相談を促すことにより適切な服薬につなげる。 

・ 定期的に医療機関を受診するお薬手帳未利用者に対し、お薬手帳の利用勧奨を実施する。 

 

○インセンティブ制度の着実な実施 

・ 加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組や意義を理解していただけるよう工夫した周知・広報を実施する。 

 

○パイロット事業への取組み 

・ 令和４年度に向けて、本部方針のもと、事業の検討を実施する。 

 

○医療データの分析に基づく地域の医療提供体制への働きかけ 

・ 県の医療審議会保健医療計画部会、地域医療構想調整会議等において、協会における医療データの分析結果（医療費

の地域差や患者の流出入状況等）や国・都道府県等から提供された医療データ等を活用するなど、エビデンスに基づ

く効果的な意見発信を実施していく。 

・ 医療費データ等の分析結果を踏まえ、医療費の地域間格差の要因等について、ホームページ等により、加入者や事業

主へ情報提供を実施する。 

・ 地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、かかりつけ医を持つことや小児救急電話相談＃8000

などの「上手な医療のかかり方」について、関係団体と連携し、加入者や事業主に対する効果的な働きかけを実施す

る。  
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・ 保険者協議会の機能を強化し、発信力を高める。 

 

■KPI： 

効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療データ等を活

用した効果的な意見発信を実施する。 

 

○調査研究の推進 

・ 令和 3年度調査研究事業（血圧・血糖の受診勧奨対象者の 3か月以内受診率実態把握）を確実に実施する。 

・ 令和 2 年度に実施した調査研究事業（社長の健康行動が従業員の健康に与える影響）を公衆衛生学会等で発表するな

どの意見発信につなげる。 

 

３．組織・運営体制関係 ○人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・ 管理職層の入口であるグループ長補佐の人材力の底上げを目指し、研修や会議などの様々な機会を捉えてマネジメン

ト能力の向上を図る。 

・ 標準人員への移行後における支部全体の配置状況を検証し、業務の効率化・標準化を推し進め、円滑な業務運営を実

施する。 

 

○人事評価制度の適正な運用 

・ 評価者研修などを通じて、評価者を中心として個人目標の設定や評価結果のフィードバックによる人材育成の重要性

など、職員の人事評価制度に関する理解を深めるとともに、評価結果を適正に処遇に反映させることにより、実績や

能力本位の人事を推進する。 

 

○ＯＪＴを中心とした人材育成 

・ 新規採用職員や経験の浅い職員等に対しては、計画的かつ継続的なＯＪＴ研修を実施し、協会職員としての基礎力を

養う。 
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・ 主体的に「考動」できる人材を目指し、本部実施研修に加え、支部独自研修や支部の課題に応じた研修を実施し、組

織基盤の底上げを図る。 

 

○本部支部間の連携の強化 

・ 加入者の健康増進のための新たな取組の推進など、戦略的保険者機能を更に強化していくため、本部との更なる連携

強化を図る。 

 

○支部業績評価の実施 

・ 他支部との比較を通じて支部の強みと弱みを把握し、支部全体の取組の底上げを図り、業績向上につなげる。 

 

○内部統制の強化 

・ 権限や体制の整備等により効率的な業務運営を行えること及び事故等が発生しない仕組みを構築することを目指し

て、内部統制基本方針に則り、内部統制の整備を着実に進める。 

 

○リスク管理 

・ 職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報の取扱いやリスクマネジメン

ト等の研修を行うとともに、各種リスクを想定した訓練を実施する。 

 

○コンプライアンスの徹底 

・ 法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

 

○費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・ 調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組み

を行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

・ 一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査
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等を実施し、次回の調達改善につなげる。 

・ また、少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を

公示し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

 

■KPI： 

一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 
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令和 3年度 事業計画（奈良支部） 

分野 具体的施策等 

令和 3 年度事業計画のコン

セプト 

 

 

 協会けんぽでは、「保険者として健康保険事業を行い、加入者の皆様の健康増進を図るとともに良質かつ効率的な医療が享

受できるようにし、もって加入者及び事業主の皆様の利益の実現を図る」ことを基本使命としている。 

 この使命を実現するため、平成 30年度からの 3か年計画「保険者機能強化アクションプラン(第 4期)」の結果を踏まえ、

令和 3 年度からは同プラン（第 5 期）がスタートすることから、これまでの事業計画の実施状況等を検証し、各 KPI を確

実に達成することを目指す。 

 また、平成 30年度から 6か年計画の「第 2期保健事業実施計画(データヘルス計画)」については、同計画の 3年目が終了

することから、その中間評価と見直し（PDCA）を図り、同計画における各事業を着実に実施する。 

 医療保険制度の持続性確保のため、中長期的な視点から健全な財政運営に努めるとともに、加入者及び事業主の皆様に、

今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政についてご理解いただくため、協会決算や今後の見通しに関する情

報発信を行う。 

 奈良支部の令和 3 年度の重点事項は、事業所及び加入者の健康度向上、並びに全国比較において低位にある指標を中心と

した次の 4つとする。 

 コラボヘルスの推進 

 生活習慣病予防健診の実施率向上 

 ジェネリック医薬品の使用促進 

 業務改革の推進に向けた取り組み 

 奈良支部の令和 3 年度のキーワードとして、「Data（データ）事実・根拠」「Design（デザイン）設計・構想」「Diversity

（ダイバーシティ）多様性」の「3D」を設定し、これを原動力に事業運営の最適化を図り、「SDGs」も意識して、加入者・

事業主の利益の最大化に努める。 
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１．基盤的保険者機能関係 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的保険者機能を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の

標準化・効率化・簡素化の取組を進める。 

 

①サービス水準の向上 

 ⅰ）現金給付の迅速な支払い 

 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10 日間）を遵守するため、引き続き、進捗状況

の適切管理及び着実な実施により、正確・迅速・丁寧な処理で安定した給付を提供する。 

 ⅱ）申請書の郵送化促進 

・引き続き、任意継続及び限度額適用認定申請セットの使用を促進するとともに、電話・窓口対応時における奨励や広報媒

体の活用により各種申請の郵送化を促進する。 

ⅲ）お客様満足度の向上 

・これまでのお客様満足度調査の結果を踏まえ、課題である電話相談の満足度が向上するよう、引き続き、奈良支部の弱み

を示した「私の電話対応チェックシート」を活用し対応の徹底を図る。また、加入者等の意見やニーズを適切に把握し、

創意工夫を凝らした更なるサービス改善と接遇向上を推進する。 

 

 ■KPI：①サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

     ②現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする 

 

②限度額適用認定証の利用促進 

・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、地域の医療機関に申請書を配置するなど利用促進を図る。 

・引き続き、事業主や健康保険委員に対し、チラシやリーフレットによる広報を実施する。 

 

③現金給付の適正化の推進 

ⅰ）現金給付審査の強化 

・標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・傷病手当金と障害年金・老齢年金の併給調整を確実に実施する。また、傷病手当金受給者のうち、労働者災害補償保険法
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に基づく給付を受けられる可能性のある者に対する進捗管理を徹底するとともに、労働者災害補償保険法に基づく給付を

受けた者に対しては併給調整を確実に実施する。 

 ⅱ）立入検査の実施 

・不正の疑いのある事案については、保険給付適正化プロジェクトチーム会議を開催し必要に応じ事業主へ立入検査を実施

する。また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 ⅲ）日本年金機構との連携 

・日本年金機構との連携により、立入検査等の実施にあたっては、情報提供や合同実施等の協力を求める。 

 

④効果的なレセプト点検の推進 

・診療報酬が正しく請求されているか確認を行うとともに、医療費適正化を図るために資格・外傷・内容点検の各点検を実

施する。特に内容点検は、支払基金の一次査定と併せて医療費の適正化を進めているが、協会においては、レセプト内容

点検効果向上計画を引き続き策定・実施し、自動点検等システム、査定事例の集約・共有化などシステム点検の効果的な

活用や点検員のスキルアップを目指した効果的なレセプト点検を推進する。 

・社会保険診療報酬支払基金の「支払基金業務効率化・高度化計画」に基づいた、令和 3年 9月の審査支払新システム導入

等による支払基金改革を踏まえ、協会本部により今後のレセプト点検の在り方の方針が示される予定となっていることか

ら、この方針に沿って適宜支部のレセプト点検の対応を進める。 

 

 ■KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について対前年度以上とする 

     （※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽ奈良支部の医療費総額 

     ②協会けんぽの再審査レセプト１件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

⑤柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

 ⅰ）受療者に対する照会の実施 

・多部位（施術箇所が 3 部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）の申請に加えて長期受療者など照会対象者を幅広

く設定し、引き続き、受療者に対する文書照会を強化する。また、照会時にパンフレットを同封し柔道整復施術受療に関

する正しい知識の周知を行い、適正受療の促進を図る。 
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 ⅱ）疑義申請への対応強化 

・傾向審査において縦覧点検を実施し、同一施術所における同一患者の負傷と治癒を繰り返す施術、いわゆる「部位ころが

し」等の傾向があるものを重点的に審査し施術者への照会等により適正化を図る。 

・申請書の書面審査や傾向分析等において疑義が生じた場合は、実地調査、文書照会、審査医師への照会等により適正化を

図る。 

・悪質な事案は、保険給付適正化プロジェクトチーム会議で対応を協議し、必要に応じ立入検査を実施する等不正請求を防

止する。また、受領委任の取扱いに反する事案等は、場合により監督行政官庁（厚生労働省）へ情報を提供する。 

・他の保険者と不正防止対策に関する情報交換や連携を図り、更なる適正化を図る。 

ⅲ）加入者への啓発 

・引き続き、各種広報媒体への記事掲載等により、広く加入者に対し、柔道整復師の施術を適正に受療することについての

周知を図る。 

 

 ■KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について対前年度

以下とする 

 

⑥あんまマッサージ指圧・はりきゅう施術療養費の審査手順の最適化の推進 

 ・審査事務手順書に則った適正な審査を徹底する。 

・受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施する。また、不正が疑われる事案等は監督行政

官庁（厚生労働省）へ情報提供を行うとともに、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

⑦返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 

・資格喪失後受診等による返納金債権の発生防止のため、資格を喪失した加入者の保険証の回収については、日本年金機構

の資格喪失処理後 2週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保険者証回収不能

届を活用した電話催告を強化する。 

・事業主や加入者に対しては、資格喪失後（または被扶養者認定解除後）は保険証を確実に返却していただくよう、関係団

体等と連携を図るとともに、広報誌などの広報媒体や健康保険委員研修会等を通じ周知を行う。 
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・返納金債権等について、納付期限前の架電を徹底することにより債務者との早期接触を図り、不適正に使用された医療費

等の回収に努める。 

・納付期限後も定期的に催告状を送付し、積極的に催告を行う。 

・再三の催告にもかかわらず納付なき債務者に対し、法的手続きによる債権回収を図る。 

・資格喪失後受診による返納金債権については、国保保険者との保険者間調整を積極的に活用し、回収に努める。 

・傷害事故や自転車事故等の加害者本人あての求償事案においても適正に請求する。 

・交通事故等が原因による損害賠償金債権については、損害保険会社等に対して早期に折衝を図り、より確実な回収に努め

る。 

・債権管理回収進捗会議を月次で開催することにより課題・問題点を整理し、今後の債権回収の促進を図る。 

 

 ■KPI：①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

     ②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

⑧被扶養者資格再確認の徹底 

 ⅰ）被扶養者資格再確認の的確な実施 

・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

・未提出事業所に対し、本部での一次勧奨に続き、支部で二次勧奨を実施し、KPIを達成する。 

 

 ■KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 

 

⑨オンライン資格確認の円滑な実施 

・オンライン資格確認の円滑な実施のため、システムの機能改善及び加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、収録率向

上を図る。 
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⑩業務改革の推進に向けた取組 

・引き続き、山崩し方式の定着活動を徹底することにより、現金給付等の業務処理手順の更なる標準化の徹底と役割を明確に

した効果的な業務処理体制の定着を図り、職員の多能化の推進や業務の生産性の向上を目指す。また、職員が端末で行う作業

を自動化する RPA の導入（令和 2 年 11 月に本格導入）等による業務量の変化を検証し、適切な事務処理体制への見直しを行

う。 

 

２．戦略的保険者機能関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 

 Ⅰ 医療等の質や効率性の向上 

 Ⅱ 加入者の健康度を高めること 

 Ⅲ 医療費等の適正化 

 

①データ分析に基づいた第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

 上位目標：虚血性心疾患による入院外受診率を 10％減らす。 

 上位目標に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

学識経験者による助言を得ながら PDCAサイクルを回すことにより、効果的、効率的に施策を実施する。 

 

ⅰ）生活習慣病予防健診・事業者健診データ取得・被扶養者の特定健康診査受診率の向上 

○ 被保険者（40歳以上）（受診対象者数：131,684人） 

   ・生活習慣病予防健診 受診率 51.8％（受診見込者数： 68,212人） 

   ・事業者健診データ  取得率 14.5％（取得見込者数： 19,094人） 

○ 被扶養者（受診対象者数： 37,056人） 

  ・特定健康診査    受診率 31.5％（受診見込者数： 11,673人） 

○ 健診の受診勧奨対策 

・特定健診受診率（生活習慣病予防健診・事業者健診データ取得・被扶養者の特定健康診査）の中で、受診率が低い生活習

慣病予防健診の受診率向上に最大限努力すると同時に、令和 5 年度の計画終了時に 65％の実施率を達成できるよう、対

象者へのアンケート実施等により、課題の洗い出しと対策の検討を行う。 
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■ KPI：① 生活習慣病予防健診受診率を 51.8％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 14.5％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診受診率を 31.5％以上とする 

 

【生活習慣病予防健診】 

・上半期に生活習慣病予防健診を受診されていない加入者個人に対し、11 月頃にダイレクトメールによる健診受診勧奨を

行う。 

・健診受診機会の拡大を目的として、健診機関と連携を図り、休日等に県内各地の公共施設等で検診車を活用した集団健診

を拡大する。（夏期を増やす） 

・支部独自で作成する健診パンフレットの内容充実を図るために、外部有識者等に助言をいただき、行動に影響を与えられ

るような広報に努める。 

・実施率への影響が大きいと見込まれる事業所等を選出し、健診・保健指導カルテ等を活用して、事業所訪問等の効果的・

効率的な受診勧奨を行う。また、事業主に対して、令和 4年 3月に発送する年次案内で、生活習慣病予防健診のメリット

や受診方法を積極的に広報する。 

・分析・調査プロジェクトチームで、学識経験者の助言に基づいて、過去 3 年間の受診回数が 0 回と 1、2 回の未受診者の

分類を行い、対象者に対して受診勧奨案内を行うとともに、分類ごとに異なる質問事項のアンケートを実施して課題の洗

い出しを行うことにより、受診率向上の対策の検討を行う。 

 

【事業者健診データの取得】 

・同意書提出済事業所の健診データの取得について、提供可能な健診機関を増加させ、効率的かつ定期に提供を受ける体制

を構築する。 

・奈良労働局、商工会議所や商工会等の関係機関と引き続き連携を図り、同意書の取得を推進する。 

・事業主に対して、事業者健診結果データ（紙）及び、同意書の提供の働きかけ行い、事業者健診データ取得を推進する。 
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【被扶養者の特定健康診査】 

・協会主催の集団健診について、県内全市町での会場設置、人口密集地・商業施設等での実施により受診機会を充実させる。

また、オプショナル検査の充実を図り、魅力的な健診実施により受診率の向上に努める。 

・協会主催の集団健診時に、受診者にアンケートを実施して課題の洗い出しを行い、受診率向上に向けて対策の検討を行う。 

・集団健診受診の申し込みの受付について、従来から実施している返信用はがきの申し込み記載内容の簡略化等を行うこと

により申し込みやすい環境を整備するとともに、二次元バーコード等の Webを活用した、申し込み方法の検討を行い受診

率向上に努める。 

 

ⅱ）特定保健指導の実施率の向上 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数：17,636人） 

   ・特定保健指導    実施率 26.6％（実施見込者数： 4,692人） 

（内訳）協会保健師実施分  24.5％（実施見込者数： 4,321人） 

                 アウトソーシング分  2.1％（実施見込者数：  371人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数：1,004人） 

   ・特定保健指導    実施率 34.0％（実施見込者数：341人） 

○ 保健指導の受診勧奨対策 

   ・特定保健指導実施率の向上に最大限努める。 

 

■ KPI：①被保険者の特定保健指導の実施率を 26.6％以上とする 

②被扶養者の特定保健指導の実施率を 34.0％以上とする 

 

【被保険者への保健指導】 

・アウトソースによる事業所への保健指導案内を拡大し、効率化を図ることで、1日当たりの特定保健指導実施数の更なる

増加に努める。 

・特定保健指導継続支援の外部委託を更に推進させるとともに、外部委託業者との情報共有を図り、特定保健指導の途中中

断率減少に努める。 
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・健診当日に特定保健指導を実施している健診機関に、特定保健指導実施率向上を目的として、実施率向上の好事例の情報

提供やトップセールスを実施する。併せて、課題の共有と解決策検討を実施する。 

・特定保健指導外部委託機関数を増加させ、大規模健診機関を中心に健診当日の特定保健指導の推進を図る。また、外部委

託機関との合同研修会を実施し、好事例の共有を行い、特定保健指導の実施数及び質の向上を図る。 

・特定保健指導専門業者による外部委託により、初回面談からの特定保健指導を更に推進させる。 

・Wed会議システムを活用した協会保健指導者による遠隔面談の試行実施を行う。 

 

【被扶養者の特定保健指導】 

・加入者の利便性などに配慮し、集団健診当日に初回面談を実施する等、身近な場所で保健指導を受けることができる体制

を整備する。 

 

ⅲ）重症化予防対策の推進 

 ○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数（約 620人） 

・二次勧奨後の受診率を上げるために、効果的な再勧奨方法の検討を行い実施する。 

 ・一次勧奨域の対象者に対しても、本部受診勧奨の約 1か月後に文書で、受診勧奨を実施する。 

  

■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 12.5％以上とする 

 

【未治療者への受診勧奨】 

・奈良県医師会と連携して、生活習慣病予防健診の結果、血圧及び血糖高値、かつ服薬がない未治療者に対して、健診結果

と同時に受診勧奨文書（レッドカード）を送付する。 

・健診機関に対する説明会等を通じて、レッドカード事業契約健診機関数を増やす。 

・特定健康診査の結果、血圧及び血糖高値の家族（被扶養者）に対して文書にて受診勧奨を実施する。 

・慢性腎臓病（CKD）の重症化対策を目的に、対象者に文書で受診勧奨を実施する。 
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【糖尿病性腎症重症化予防】 

・糖尿病性腎症患者の透析導入を防ぐためにかかりつけ医の指示に基づき保健指導を行う。実施にあたり奈良市及び奈良市

医師会と連携して奈良市在住在勤加入者への保健指導を実施する。 

・奈良県下での実施については、奈良県医師会等の関係団体と連携を図りアウトソースにより実施する。 

 

【慢性閉塞性肺疾患（COPD）予防】 

・奈良市・奈良市医師会と連携して、COPD予防として、喫煙者へ禁煙外来の受診啓発事業を実施する。 

 

iv）コラボヘルスの推進 

 ・「職場まるごと健康宣言」について、本部が示す健康宣言事業の標準モデル等を参考に実施方法の見直しを行い、宣言事

業所に対してのサポートを充実させることにより「質の向上」を図る。また、当面は「宣言事業所数の拡大」にも並行し

て力を入れることにより、県内加入事業所の健康経営の普及促進に努める。 

・「職場まるごと健康宣言」及び健康経営優良法人認定事業所の更なる拡大に向け、商工会議所等の経済団体や社会保険労

務士会、生保・損保会社等協力事業者との連携により健康経営の普及促進を図る。 

・健康経営の推進及び健康経営優良法人認定事業所数の拡大を図るため、関係団体との連携によりセミナーを開催する。 

・外部委託により保健師、管理栄養士、健康運動指導士などの専門職を加入事業所へ派遣して行う健康講座について、従来

の事業所を訪問して実施する講座に加え、ICT（ZOOMなど）を活用した講座も利用できるようにすることにより、加入事

業所に利用していただきやすい環境を整える。 

・健康経営に積極的に取り組む事業所の好事例紹介をテレビ・SNS 等により広報し、「職場まるごと健康宣言」の普及促進

を図る。 

・健康経営に取り組む事業所が健康課題を把握できるよう事業所単位で健康診断データ等を見える化した「事業所カルテ」

を健康宣言事業所に配布するとともに、支部職員及び保健師・管理栄養士が事業所訪問する際に活用することにより事業

所へのサポートを強化する。 

 

■ KPI：健康宣言事業数を 400事業所以上とする 
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②インセンティブ制度の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・保険料率に直接影響のあるインセンティブ制度について、様々な広報媒体（プレスリリース・ホームページ・定期広報物

等）を活用することにより加入者及び事業主に理解していただくことに努め、インセンティブ制度の指標となっている各

事業の実施率や使用割合等の向上を図る。 

 

③ジェネリック医薬品の使用促進等〈Ⅱ、Ⅲ〉 

・県及び医療関係団体（医師会・歯科医師会・薬剤師会）との連携を強化し、低迷する県内ジェネリック医薬品の使用割合

の向上を図る。 

・ジェネリック医薬品の薬効分類別の使用割合や県・全国平均との乖離、年齢別の使用割合等を、医療機関・調剤薬局ごと

に見える化した情報提供ツールを、各医療機関等に配布することにより使用促進を図る。 

・また、使用割合が低く影響力の大きい医療機関・調剤薬局については、訪問によりジェネリック医薬品の使用についての

協力依頼を行う。 

・県及び医療関係団体（医師会・歯科医師会・薬剤師会）と連携し、医師・薬剤師を対象としたジェネリック医薬品使用促

進並びに医薬品適正使用に係るセミナーを開催する。 

・ジェネリック医薬品の使用やお薬の適正使用を促すため、「ジェネリック医薬品希望シール」や「お薬手帳」を事業所・

加入者へ積極的に配布する。 

・ジェネリックカルテ（本部提供）などを活用し、奈良支部の阻害要因を分析し、プレスリリースなどによりタイムリーな

広報を行う。 

・様々な世代の加入者へ、効果的な広報媒体を活用し（SNSを活用したインストリーム広告、新聞、デジタルサイネージ広

告、新大宮駅構内看板、県民だより等）使用を促す。 

・奈良支部が参加する会議等において、ジェネリック医薬品の使用促進の意見発信を強化する。 

・抗菌薬の適正使用を促すことを目的に、県及び医療関係団体（医師会・歯科医師会・薬剤師会）との連携により、医師・

薬剤師・加入者等へ情報提供を行う。 

 

■KPI：協会けんぽ奈良支部のジェネリック医薬品使用割合を 76.5％以上とする 
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④広報活動や健康保険委員を通じた加入者・事業主等への理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・「加入者理解度調査」の結果に基づき、ターゲット（事業所・加入者向け）を明確にした効果的な媒体の活用による広報

を実施する。 

・健康保険委員委嘱者数の拡大に向け、郵送や訪問により未登録事業所や新規適用事業所への登録勧奨を行う。 

・健康保険委員活動の活性化を図るため、関係団体と連携して研修会の開催並びに定期広報誌「けんぽ IZM（年 4 回）」に

よる情報提供を行う。 

・健康保険制度や健康づくり情報をタイムリーに届けるメールマガジンについて、内容の充実を図る。また、メールマガジ

ンを情報提供ツールとして積極的に活用するため、新規に健康保険委員の登録をする際や健康保険委員でメールマガジン

未登録の方に対して積極的に登録勧奨を行う。 

 

 ■KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 51.0％以上とする 

 

⑤地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信〈Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、医療計画及び医療費適正化計画が着実に推

進されるよう意見発信を行う。 

ⅱ）医療提供体制に係る意見発信 

・効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、協会における医療

データの分析結果や国・都道府県等から提供された医療データ等を活用するなど、エビデンスに基づく効果的な意見発信

を行う。 

ⅲ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの「上

手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

 

 ■KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療データ

等を活用した効果的な意見発信を実施する 
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⑥統計分析データの活用及び調査研究の推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）統計データの分析と活用 

・各事業を効果的に推進するため、本部提供データやツールの活用、目的に応じた分析・見える化を図る。 

ⅱ）調査研究の推進とパイロット事業の提案 

・学識経験者及び外部有識者のアドバイスに基づき、生活習慣病予防健診未受診者に係る分析及びアンケート調査を実施す

る。調査研究の結果については、本部研究室の助言を受け、分析及びアンケート結果をまとめ学会発表を行う。 

・学識経験者及び外部有識者のアドバイスも参考に、支部の重点課題の解決に向けた事業の企画立案を行い、令和 4年度パ

イロット事業の本部提案を行う。 

 

３．組織・運営体制関係 ①組織運営体制の強化 

・「Data（データ）事実・根拠」「Design（デザイン）設計・構想」「Diversity（ダイバーシティ）多様性」の「3D」を原動

力に事業運営の最適化を図り、加入者・事業主の利益の最大化に努める。 

・業務処理の更なる標準化、効率化、簡素化を推進し、保険者機能強化に向けた組織体制を整備する。 

・インセンティブ制度や業績評価等の評価点数の低い項目を中心に取り組みを強化し、支部全体の底上げを図る。 

・事業計画の進捗状況は、毎月の定例ミーティングを通じて、事業進捗・事業実績の確認を行い、PDCA サイクルを回すこ

とで KPI並びに目標達成を目指す。 

 

②ＯＪＴと研修計画に基づく人材育成の確実な実施 

・ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで、保険者機能の更なる発揮に向けた人材の育成を図る。 

 ・「お客様満足度調査結果」により明確となった課題に対し、ＯＪＴ及び外部講師による研修を効果的に組み合わせること

で、加入者サービスの向上を図る。 

 

③費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・調達における競争性を高めるため、十分な公告期間及び履行期間の確保を図り入札参加業者数の増加に努めるとともに、

一者応札となった入札案件については、その要因の検証を行い、一者応札案件の減少に努める。 

・契約内容及び調達方法の見直しを行うことで、費用対効果及び競争性を高めると共に事務の効率化を図る。 
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・支部の事務経費（消耗品や光熱費等）の管理徹底、支部内の手続き事務の簡素化等により職員のコスト意識を高める。 

 

■KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 

 

④コンプライアンスの徹底 

・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修やコンプライアンス通信の発行（毎月）、ヒヤリハット事案

の共有等を通じてその徹底を図る。 

 

⑤リスク管理 

・大規模自然災害や個人情報保護・情報セキュリティ事案対応など、本部の指示に基づき、より幅広いリスクに対応できる

リスク管理体制の強化を図る。 

・初動対応マニュアルを活用した定期訓練及び安否確認模擬訓練、リスク管理規程に基づく自主点検（個人情報に関する事

項/毎月、全項目/年 2回）等を通じて、日頃からのリスク対応に関する意識付けを行う。 
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KPI一覧表 １．基盤的保険者機能関係 

①サービス水準の向上 ①サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

②現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする 

 

④効果的なレセプト点検の推進 ①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について

対前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽ奈良支部の医療費総額 

②協会けんぽの再審査レセプト１件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

⑤柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3部位以上、かつ月 15日以上

の施術の申請の割合について対前年度以下とする 

 

⑦返納金債権の発生防止のための保険証回

収強化、債権管理回収業務の推進 

①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1 か月以内の保険証回収率を対前

年度以上とする 

②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上

とする 

 

⑧被扶養者資格再確認の徹底 被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 
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２．戦略的保険者機能関係 

①ⅰ）生活習慣病予防健診・事業者健診デ

ータ取得・特定健診受診率の向上 

① 生活習慣病予防健診受診率を 51.8％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 14.5％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診受診率を 31.5％以上とする 

 

①ⅱ）特定保健指導の実施率の向上 ①被保険者の特定保健指導の実施率を 26.6％以上とする 

②被扶養者の特定保健指導の実施率を 34.0％以上とする 

 

①ⅲ）重症化予防対策の推進 受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 12.5％以上とする 

 

①ⅳ）コラボヘルスの推進 健康宣言事業数を 400事業所以上とする 

 

③ジェネリック医薬品の使用促進等 協会けんぽ奈良支部のジェネリック医薬品使用割合を 76.5％以上とする 

 

④広報活動や健康保険委員を通じた加入

者・事業主等への理解促進 

全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の

割合を 51.0％以上とする 

 

⑤地域の医療提供体制等への働きかけや

医療保険制度に係る意見発信 

効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療

審議会等の場において、医療データ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

 

３．組織・運営体制関係 

③費用対効果を踏まえたコスト削減等 一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 
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令和 3年度 事業計画（和歌山支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 （１）サービス水準の向上 

①現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

 

  ②お客様の利便性向上や負担軽減の観点から郵送による申請を促進する。 

郵送による申請方法を電話対応時や各種広報媒体において、丁寧に案内する。 

 

③お客様満足度調査、申請書郵送時のアンケート等からお客様の声を分析することで課題を見出し、サービス改善及び

お客様満足度の向上を図る。 

 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする。 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする。 

 

（２）限度額適用認定証の利用促進 

①オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並び

に地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

 

②医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

 

  ③ホームページなど支部の広報媒体を通じて限度額適用認定証の利用促進の広報を行う。 

 

（３）現金給付の適正化の推進 

①標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 
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②傷病手当金と障害年金等の併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

 

③不正の疑いのある事案については、保険給付適正化プロジェクトチームの議論を経て事業主への立入検査を積極的に

行う。また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行い、不正請求を防止する。 

 

（４）効果的なレセプト点検の推進 

  ①内容点検については、レセプト内容点検効果向上計画に基づき、システム点検の効果的な活用や協会のノウハウを最

大限発揮したレセプト点検を推進する。また、支部内勉強会や近隣支部との合同勉強会、外部講師による研修等を通

じて点検員のスキルアップを図ることにより、点検効果額の向上に取り組む。 

 

  ②社会保険診療報酬支払基金の「支払基金業務効率化等・高度化計画」に基づいた、令和 3 年 9 月の審査支払新システ

ム導入等による支払基金改革を踏まえ、今後のレセプト点検の方法について検討する。 

 

  ③資格点検については、審査支払機関から受領したレセプトの内、システムによる一括審査で点検対象となったレセプ

トについて、すみやかに確認を実施して医療機関への照会・レセプトの返戻及び加入者への返還措置を確実に実施す

る。 

 

④外傷点検については、負傷原因照会や事業主等に対する照会を通じて、業務上や通勤災害及び第三者行為に該当する

レセプトを的確に把握して、医療機関への照会・レセプトの返戻及び加入者への返還措置を確実に実施する。 

   

  ⑤加入者に対して年 1回医療費通知の送付を実施する。また、毎月高額査定通知の送付を実施する。 

 

  ⑥毎月、多受診者のレセプトを抽出し、通知対象となる加入者の受診状況の把握に努める。受診状況に改善が見られな

い加入者に対しては、適正受診のお知らせ文書や受診状況に係る照会文書を送付する。また、必要に応じて保健師と

ともに訪問による指導を実施する。 
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■ KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について対前年度以上とする。 

②協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする。 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

 

（５）柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

①柔道整復施術療養費の適正化のため、多部位（施術箇所が 3部位以上）かつ頻回（施術日数が月に 15日以上）の申請

について、加入者に対する文書照会を強化するとともに、いわゆる「部位ころがし」と呼ばれる、負傷部位を意図的

に変更することによる過剰受診に対する照会を強化する。なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組

みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術受診についての正しい知識の普及を図る。 

 

②療養費（はり・灸、あんま・マッサージ）について審査手順の標準化を図る。また、受領委任制度導入により、文書

化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不正疑い事案については、逐次

対応状況を確認し、適正化を図る。 

 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3 部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対

前年度以下とする。 

 

（６）返納金債権発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

  ①日本年金機構の資格喪失処理後 2 週間以内に、協会けんぽから保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底す

るとともに、被保険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。また、事業主等を通じて加入者への保険証の

早期返却や適正使用の啓発を行い、返納金債権の発生防止に努める。 

なお、任意継続資格取消者等の債権発生見込みの高い者については、必要に応じて電話や訪問等の督促を行う。 

 

②発生した債権については、「債権回収フローチャート」に基づき、文書または電話及び訪問による催告を計画的に実施

し、早期の債権回収に取り組む。 
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③複数回の催告を実施しても支払いに応じない債務者については、弁護士名による催告や支払督促等の法的手続きを積

極的に活用して債権回収率の向上を図る。なお、支払督促等を実施しても納付に応じない債務者については、給与や

預金等の差押えによる強制執行手続きにより債権回収強化に取り組む。 

  

  ④資格喪失後受診の返納金が発生している国民健康保険の加入者については、保険者間調整を積極的に活用して、債権

の回収率の向上を図る。 

  

⑤債権会議を毎月開催し、債権の回収について進捗管理を行う。 

 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする。 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする。 

 

（７）被扶養者資格の再確認の徹底 

   日本年金機構との連携及びマイナンバーの活用により、被扶養者資格の再確認を徹底する。それにより、高齢者医療

費に係る拠出金の適正化と本来被扶養者資格を有しない者による無資格受診の防止を図る。また、被扶養者調書の未提

出事業所に対して、文書や電話連絡により提出を促す。 

 

  ■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする。 

 

（８）業務改革の推進 

①現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・

簡素化を推進する。 

 

②職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟

かつ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 
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２．戦略的保険者機能関係 （１）データ分析に基づいた第2期（2018年度～2023年度）保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

 上位目標（10年以上経過後に達する目標）：人工腎臓（人工透析）新規患者数を年間30人未満とする。[2027年度（令和9年度）：30人未満（目標）] 

参考：・2017年度（平成 29年度）：32人          ・2018年度（平成 30年度）：48人 

 ・2019年度（令和元年度）：44人【令和 2年 12月時点】 

 

i）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

①被保険者（40歳以上）（受診対象者数： 124,110人） 

 ・生活習慣病予防健診 実施率 54.0％（実施見込者数： 67,000人） 

 ・事業者健診データ  取得率 12.9％（取得見込者数：16,000人） 

 

②被扶養者（受診対象者数： 34,924人） 

 ・特定健康診査     実施率 30.1％（実施見込者数：10,500人） 

  

③健診の受診勧奨対策 

 〈被保険者〉 

  ・生活習慣病予防健診の集団健診の受診機会を設け、小中規模事業所に対し、受診勧奨を実施する。 

  ・「健診・保健指導カルテ」等の活用により、影響度が大きいと見込まれる事業所等を選定し、事業所訪問や電話によ

る受診勧奨又は事業者健診結果の提供依頼を実施する。 

  ・「事業所検索機能」等の活用により、受診率の低い業界団体等へのアプローチを検討する。 

  ・事業者健診にかかる同意書および結果データの提供について、外部委託業者による勧奨を実施する。 

  ・事業者健診結果データの作成および提供について健診機関への協力要請を実施する。 

   

〈被扶養者〉 

   ・商業施設等の活用やオプショナル健診を付加した主催集団健診を実施し、受診率向上を図る。 

   ・自治体との連携を推進し、がん検診との同時実施の拡大を図る。 

・経年の受診履歴をもとに、電話・文書による効果的な受診勧奨を実施する。 
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    ・院内受診で受けられる健診機関で、ポスターを掲示してもらい、特定健診の受診促進を図る。 

  ■ KPI ：①生活習慣病予防健診実施率を 54.0％以上とする。 

              ②事業者健診データ取得率を 12.9％以上とする。 

              ③被扶養者の特定健診受診率を 30.1％以上とする。 

 

ii） 特定保健指導の実施率の向上 

①被保険者（対象者数：16,766人） 

・特定保健指導実施率 25.2％ （実施見込者数：4,220人） 

（内訳）協会保健師実施分 20.9％（実施見込者数： 3,500人）外部委託分 4.3％（実施見込者数： 720人） 

 

②被扶養者（対象者数：903人） 

・特定保健指導実施率 31.0％（実施見込者数：280人） 

 

③保健指導の受診勧奨対策 

・「健診当日の初回面談（分割実施含む）」が実施できる健診機関の拡大を図る。 

・民間業者による外部委託（一括委託・継続支援委託）を活用し、保健指導実施率向上を図る。 

・ＩＣＴの活用や休日・夜間の保健指導利用等、特定保健指導利用者の利便性の向上を図る。 

・「健診・保健指導カルテ」等の活用により、影響度が大きいと見込まれる事業所等を選定し、事業所訪問や電話によ

る利用勧奨を実施する。 

 

■ KPI：①被保険者の特定保健指導の実施率を 25.2％以上とする。 

②被扶養者の特定保健指導の実施率を 31.0％以上とする。 

 

iii）重症化予防対策の推進 

①未治療者に対する二次勧奨 

・高血圧・糖尿病を対象に文書、電話による二次勧奨を実施する。 
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・複数年連続該当者を対象に一人ひとりに合わせた健康情報を提供し、受診勧奨を実施する。 

・特定保健指導対象者と併せて、事業所訪問時に面接による受診勧奨を実施する。 

 

②血圧高値者に対する早期受診勧奨 

・健診受診時に、血圧高値者を対象に高血圧予防啓発リーフレットを配布し、受診勧奨を実施する。 

 

 ③糖尿病性腎症に係る重症化予防 

・県や医師会等と連携を図りながら、県作成のプログラムに準じた未受診者への受診勧奨および治療中断者への受診

勧奨を実施する。 

・かかりつけ医と連携した保健指導を実施し、糖尿病性腎症重症化予防に取り組む。 

 

■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 13.0％以上とする。 

 

iv）コラボヘルスの推進 

① 事業所への文書・電話及び訪問勧奨等を実施し、「わかやま健康づくりチャレンジ運動」登録事業所数を拡大する。

（令和 3年度目標：650事業所） 

 

② 「わかやま健康づくりチャレンジ運動」登録事業所に対し、取り組みレポートの提供、測定器の貸し出し、健康教

室等、各種健康づくりサポートを実施し、フォローアップを実施する。 

 

③ 県の「わかやま健康推進事業所認定制度」に認定される事業所数を拡大する。（令和 3年度目標：100社以上） 

 

④ 県内経済４団体と連携し、健康経営セミナーを開催し、健康づくりに取り組む事業所を拡大する。 

 

⑤ 日本健康会議の「健康経営優良法人認定制度」認定事業所数を拡大する。（令和 3年度目標：中小規模法人部門 80

社以上） 
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⑥ 事業所カルテを活用し事業所における健康づくりを推進する。また、業態別事業所カルテを活用し、関係団体に健

康づくりの働きかけを行う。 

 

■ KPI：健康宣言事業所数を 650事業所以上とする。 

 

（２）広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

  ①健康保険制度や健康づくり、インセンティブ制度について、各種広報媒体や動画など活用し広報を幅広く実施する。 

 

  ②前年度実施の加入者を対象とした「広報活動における理解度調査」からの改善を踏まえ広報を行う。 

 

  ③健康保険委員の委嘱数を拡大するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るため、研修会の開催、広報誌を通じた

情報提供、健康保険委員表彰を実施する。 

 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 61.0％以上とする。 

 

（３）ジェネリック医薬品の使用促進 

  ①ジェネリック医薬品軽減額通知サービスによる使用促進を図り、その効果や本部から提供されるデータを活用した使

用割合の分析を行い、ジェネリック医薬品使用割合向上への施策や意見発信につなげる。 

 

  ②「医療機関・薬局向け見える化ツール」及び「医薬品実績リスト」等を活用して個別の医療機関・薬局に対する働き

かけを実施する。 

 

  ③加入者向けジェネリック使用促進啓発リーフレットを作成・配付し、ジェネリック医薬品の使用割合向上を図る。 

 

  ④ジェネリックカルテ等を活用し、県や関係機関と連携して、医療機関及び薬局関係者への働きかけを実施する。 
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   ■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合を 77.2％以上とする。 

 

（４）インセンティブ制度の取組・広報 

前年度の結果を検証し、その後の検討につなげるとともに、加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組みや意義

を理解していただけるよう周知広報を行う。 

 

（５）地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信 

①協会における医療データの分析結果や国・都道府県等から提供された医療データを活用し、医療審議会、地域医療構

想調整会議、県医療計画策定の場や各種協議会で、エビデンスに基づく意見発信を実施する。 

 

②地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの

「上手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携し、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デ

ータ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

（６）調査分析 

①レセプトデータや本部から提供される各種情報リストを活用し、医療費の地域差や健診結果リスク等について分析を

実施し、課題を抽出する。 

 

 ②医療費等の分析結果について、ホームページや広報誌等により加入者や事業主へ情報提供を実施する。 

 

③事業所アンケートを実施し、支部事業の効果検証や、加入者ニーズを把握する。 

 

④支部のデータヘルス計画におけるデータ分析を行い、評価や計画修正を実施する。 
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３．組織・運営体制関係 （１）人事評価制度の適正な運用 

   人事評価制度の運用を通じて、日々業務管理や業務指導を行い、組織目標の達成及び職責に応じた人材育成を図る。 

  また、公平な評価を行い、評価結果を適正に処遇に反映させることにより、実績や能力本位の人事を推進する。 

 

（２）ＯＪＴを中心とした人材育成 

ＯＪＴを中心とし、効果的に各種研修・自己啓発（Off-JT）を組み合わせる。また、戦略的保険者機能の更なる発揮

のための人材育成を行う。 

 

（３）支部業績評価の向上 

支部業績評価を検証し、支部課題への対策を検討・実践することで、支部の業績向上を図る。 

 

（４）内部統制の強化 

   ①リスク管理 

大規模自然災害や個人情報保護・情報セキュリティインシデントへの対応など、各種規程・マニュアルに基づき、リ

スク管理を実施する。また、自主点検や職員研修、避難訓練を実施し、全支部体制でリスク管理を徹底する。 

 

②コンプライアンスの徹底 

法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修やコンプライアンス委員会の開催等を通じてその徹底を

図る。 

 

（５）費用対効果を踏まえたコスト削減等 

   ①調達  

経費削減の施策として、入札の競争性を高めるため、公告後の声掛け及び日数に余裕を持たせた公告期間・納期を

設定し、一者応札の削減に取り組む。また、一者応札となった入札案件については、事業者へヒアリング等実施し次

回の調達改善につなげる。 

また、少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を
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公示し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

 

②「和歌山支部経費節減マニュアル」の刷新 

「マニュアル」については、策定後、相当期間を経過していることから、実態に則したものに刷新する。 

 

■KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする。 
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令和 3年度 事業計画（鳥取支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 ○サービス水準の向上 

・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10 日間）を遵守する。 

・加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、現金給付等の申請について、郵送による申請を促進する。 

・お客様満足度調査の結果から課題を抽出し対応することで、サービス水準の向上に努める。 

 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を100％とする 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を85.1％以上とする 

 

○限度額適用認定証の利用促進 

・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員に対してチラシやリーフレットによる広報

を実施するとともに、地域の医療機関と連携し、医療機関の窓口に申請書を配置するなど利用促進を図る。 

 

○現金給付の適正化の推進 

・標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・不正の疑いのある事案については、保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を行う。 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について、適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

 

○効果的なレセプト点検の推進 

・令和３年９月の審査支払新システム導入等による支払基金改革を踏まえ、支払基金と、点検業務等の情報を共有し

審査を実施する。 

・診療報酬が正しく請求されているか確認を行うとともに、医療費の適正化を図るために資格、外傷、内容点検を実

施する。 

・内容点検は、レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、点検員のスキルアップ、システム点検の精度向

- 326-



 

 

 

上を図り効果的なレセプト点検を推進する。 

 

■ KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

②協会けんぽの再審査レセプト1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

○柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月15日以上）の申請について、加入者に対する文書照会を

強化するとともに、いわゆる「部位ころがし」と呼ばれる、負傷部位を意図的に変更することによる過剰受診に対す

る照会を実施する。 

 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月15日以上の施術の申請の割合について対前

年度以下とする 

 

○あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

・受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行う

事案が発生した場合は、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

○返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 

・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、協会けんぽから保険証未返納者に対する返納催告を行うことともに

被保険者証回収不能届を活用した電話催告等を確実に実施する。 

・事業所担当者に対し文書等により退職時の保険証回収と資格喪失届への添付を周知する。 

・発生した債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整及び法的手続きの積極的な実施により、返納金債権の

回収率の向上を図る。 

 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 
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② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

○被扶養者資格の再確認の徹底 

・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・未送達事業所については、所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を96.8％以上とする 

 

○業務改革の推進 

・現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・

簡素化を推進する。 

・職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、生産

性の向上を推進する。 

 

○オンライン資格確認の円滑な実施 

・オンライン資格確認の円滑な実施のため、加入者のマイナンバー登録を確実に実施する。 

 

○的確な財政運営 

・中長期的な視点から、健全な財政運営に努める。 

・経済情勢の悪化等による協会財政への影響が懸念される状況を踏まえ、中長期的に楽観視できない協会の保険財政等

について、加入者や事業主に対して情報発信を行う。 

・評議会、健康づくり推進協議会を開催し、協会事業への理解・協力を得ると同時に事業主、学識、被保険者などの意

見を聴き、事業の見直しを行う。 

(評議会：年 4回予定、健康づくり推進協議会：年 2 回予定) 
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２．戦略的保険者機能関係 ○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 

支部の健康づくり事業の柱としている「健康経営推進事業」、「特定健診・がん検診ダブル受診事業」について、協会

の保有するデータを活用し、分析・提供を行い、さらなる事業推進につなげる。 

 

○ データ分析に基づいた第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２期

保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

 

上位目標：健康経営（コラボヘルス）の推進により、加入者の健康度を向上する。 

        ・血圧リスク保有者の構成比を 10％削減する 

        ・がん死亡率を 20％削減する 

        ・健康寿命、平均寿命ともに、全国順位 10 位以内をめざす 

        （がん死亡率、健康寿命・平均寿命については鳥取県の目標として達成できるよう貢献する） 

 

ⅰ）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

○ 被保険者（40 歳以上）（実施対象者数： 84,007人） 

   ・生活習慣病予防健診 実施率 60.5％（実施見込者数： 50,824人） 

   ・事業者健診データ  取得率 14.5％（取得見込者数： 12,181人） 

○ 被扶養者（実施対象者数： 23,639人） 

  ・特定健康診査    実施率 25.0％（実施見込者数： 5,910人） 

○ 健診の受診勧奨対策 

▶被保険者の生活習慣病予防健診、事業者健診データ取得 

    ・事業所への訪問・文書・電話勧奨による生活習慣病予防健診の受診勧奨および事業者健診データ提供勧奨実施 

    ・新規事業所・加入者への月次による健診案内実施 

・鳥取県との連携事業：ピロリ菌検査補助事業を活用した健診受診勧奨の実施 

・35歳到達者個人への生活習慣病予防健診受診勧奨実施 
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・健診・保健指導カルテを活用した効果的・効率的な受診勧奨実施 

▶被扶養者の特定健診 

   ・新規被扶養者への月次による健診案内実施 

   ・健診機関と連携した協会単独特定健診の実施 

  ・市町村、関係機関と連携による「特定健診・がん検診ダブル受診推進事業」の実施 

     市町村の集団健診における共同広報 

    ・ナッジ理論を活用した効果的な未受診者への受診勧奨の実施 

    ・医師会・薬剤師会・保険者協議会と連携した受診勧奨の実施 

 

■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 60.5％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 14.5％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診実施率を 25.0％以上とする 

 

ⅱ）特定保健指導の実施率及び質の向上 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数： 12,727 人） 

   ・特定保健指導    実施率 30.2％（実施見込者数： 3,844人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数： 508 人） 

   ・特定保健指導    実施率 6.7％（実施見込者数： 34 人） 

○ 保健指導の受診勧奨対策 

   ・健診実施機関へ働きかけ、健診受診日の初回面談実施の拡大を図る 

   ・特定保健指導の外部委託推進及び情報通信技術の活用 

   ・特定保健指導の改善結果を活用した未実施事業所への勧奨実施 

   ・業態の特性に合わせた案内文書による特定保健指導勧奨実施 

   ・被扶養者の特定保健指導未実施者への受診勧奨実施 

 

■ KPI：被保険者の特定保健指導の実施率を 30.2％以上とする 
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      被扶養者の特定保健指導の実施率を 6.7％以上とする 

 

ⅲ）重症化予防対策の推進 

 ○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数    900人 

・未受診者への文書・電話による受診勧奨実施 

・事業所担当者への健診結果による受診勧奨実施依頼 

   ・健診実施機関による健診受診日に受診勧奨実施 

 

 ○ 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・かかりつけ医と連携した糖尿病重症化予防事業の実施 

 

■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進 

○ 鳥取県との「健康経営推進事業」の実施 

「健康経営パンフレット」、「健康経営比較結果」の広報などにより、「健康経営宣言事業所数」の拡大を図るととも

に、宣言された事業所には、「健康経営通信」・「健康度カルテ」の配布、夏 1 回 3会場・秋 1回 3 会場の研修会、表

彰制度（支部長、県知事）の実施、健康づくりメニューの改善、金利優遇制度など、宣言事業所に対するフォローア

ップも充実させ、事業主・事業所の行動変容につなげる。 

また、事業実施にあたっては、鳥取県など関係機関との連携を進めることで、事業の拡大を図る。 

 

■ KPI：健康づくり宣言事業所数 令和 3 年度末目標 2,350事業所 （令和 5年度末目標 3,000事業所） 

 

○ 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

協会の財政状況、事業について、理解・協力を得るため、様々なチャンネルを使った広報を進める。特に、インセンテ

ィブ制度においては、令和２年度の実施結果を検証し、その後の検討につなげるとともに、引き続き、制度の周知広
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報を丁寧に行う。 

また、健康保険委員については、様々な媒体や機会を利用して委嘱勧奨を行うとともに、健康保険委員、健康経営宣

言事業所を広報の重点対象として、専用広報「けんぽ便りとっとり」の配布、秋 1 回 3 会場の年金委員・健康保険委

員合同研修会などにより、積極的に周知を進める。 

・健康保険委員委嘱者数 令和 3年度末目標 2,900事業所 （令和 5年度末目標 3,000事業所） 

 

■ KPI： 全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 74.5％以上とする。 

 

○ ジェネリック医薬品の使用促進 

従来の、希望シール、Ｑ＆Ａなど広報物の配布、軽減額通知の発送を確実に実施するとともに、薬剤師会との連携を

進め、お薬手帳の推進、適切なお薬の使い方、多剤対策、健康サポート薬局の推進など、総合的な事業として展開す

る。 

特に、個別の調剤薬局に対する見える化ツールを薬剤師会と共有・分析し、効果的なジェネリック医薬品の促進につ

なげる。また、必要に応じて鳥取県など関係機関等への働きかけを行う。 

 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合を年度末時点で対前年度以上とする。 

 

○ 地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度改正等に向けた意見発信 

ⅰ）意見発信のための体制の確保 

・医療提供体制等に係る意見発信を行うために、各種会議体へ積極的に参加する。 

 

ⅱ）医療費データ等の分析 

・地域ごとの診療行為別の標準化レセプト出現比（SCR）を分析するためのツール等を活用し、適切な医療機能の分化・

連携に向けた意見発信のために様々な視点で分析し、健康課題の抽出と効果的な対策の実施を行う。 

①医療費、健診結果などのデータから、協会けんぽの支部別での比較分析 

②鳥取県、市町村など関係機関と連携した県全体の視点での分析 
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ⅲ）外部への意見発信や情報提供 

・地域医療構想調整会議等において、医療データ等の分析結果や地域医療を見える化したデータベース等を活用し、エ

ビデンスに基づく意見発信等を行う。 

・医療データ等の分析結果を踏まえ、医療費の地域間格差の要因等について、ホームページ等により、加入者や事業主

へ情報提供を行う。 

 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デ

ータ等を活用した効果的な意見発信を実施する。 

３．組織・運営体制関係 ○戦略的保険者機能の更なる発揮のため、ＯＪＴを中心とした人材育成 

・ＯＪＴを中心としつつ、本部指定の研修に支部独自の研修を計画的に組み合わせることで、組織基盤の底上げを図る。 

 

○費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・参加が予想される業者に広くＰＲを行う等周知に努める他、十分な公告期間や履行期間を設定、仕様書の見直し等の

取り組みを行うことにより、多くの業者が参加しやすい環境を整備し、調達における競争性を高め、一者応札案件の

減少に努める。 

・一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者にアンケート調査等を実

施、原因を把握、検証し、次回の調達改善に努める。 
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・消耗品などの適切な在庫管理による経費削減を図るとともに、外部委託の活用により業務の効率化を図る。 

・調達審査委員会が必要な案件については、確実に開催し、契約の適正化を図る。また、調達結果についてはホームペ

ージに公表することにより協会事業の透明性を維持する。 

 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について 20％以下とする。 

 

○リスク管理、コンプライアンス・個人情報保護等の徹底 

・各委員会の開催、自主点検の年間計画を策定、確実に実施し、その徹底を図る。 

・職員のリスク意識や危機管理能力を高めるため、不断の点検を通した意識の醸成を図るとともに、職員研修等を実施

し、その徹底を図る。 

○適正な労務管理と標準人員に基づく人員配置 

・業務量に応じた標準人員に基づき、支部事業に合わせ、業務の効率化、生産性の向上につながる適正かつ柔軟な人員

配置を実施する。 

・労働負荷の平準化により、有給休暇取得の促進、超過勤務の削減を進める。 
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令和 3年度 事業計画（島根支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準

化、効率化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。 

 

（１） 健全な財政運営 

 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を

踏まえ、運営委員会や支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解をいただくため、協会決

算や今後の見通しに関する情報発信を行う。 

 各審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

 

（２） サービス水準の向上 

・ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

・ 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・ お客様満足度調査、加入者・事業主からのご意見等に基づき、わかりやすい案内・広報等サービス水準の向上を図

る。 

 

■ KPI： ① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

② 現金給付等の各種申請書に係る郵送化率を 95％以上とする 

 

（３） 限度額適用認定証の利用促進 

 オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並

びに地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

 

 

（４） 現金給付の適正化の推進 

 標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 
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 傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

 不正の疑いのある事案については、保険給付適正化プロジェクトチーム会議にて議論を行い、事業主への立入検査

を積極的に行う。また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

（５） 効果的なレセプト点検の推進 

・ 資格・外傷点検については、点検手順を遵守し、効率的かつ効果的な点検審査を図る。 

・ レセプト内容点検においては、レセプト内容点検効果向上計画に基づき、システムを活用した効率的な点検並びに

点検内容のスキルアップを図り、質的向上に取り組む。また、支払基金改革を踏まえた、レセプト内容点検の在り方

について検討する。 

 

■KPI： ①  社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

②  協会けんぽの再審査レセプト１件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

（６） 柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

・ 多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆ

る「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。 

なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施

術受診についての正しい知識の普及を図る。 

 

■KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対前年

度以下とする 

 

（７） あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

・ 審査手順の標準化を推進する。 

・ 受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行っ

た不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

（８） 返納金債権の発生防止のための保険証回収強化を含む保険証適正使用の啓発及び、債権管理回収業務の推進 

 日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を着実に実施する。また、被保険

者証回収不能届を活用した電話催告等も着実に実施する。 
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 未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

 毎月開催する債権管理進捗会議においてＰＤＣＡサイクルを適切に回し債権の早期回収を図る。 

 文書催告を速やかに実施し、電話等による催告と、保険者間調整の推進及び法的手続きを着実に実施し、債権の回

収率向上を図る。 

 

◆ 支部独自事業 

・【継続】「健康保険医療事務セミナー」 

・【継続】「医療機関への『負傷原因報告書ハガキ』設置」 

■KPI： ① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を前年度以上とする 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

（９） 被扶養者資格の再確認の徹底 

 マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

■KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 96.4％以上とする 

 

（１０） 業務改革の推進 

・ 現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率

化・簡素化を推進する。 

・ 職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔

軟かつ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 

 

２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】  

※第５期アクションプランの目標と同一 

Ⅰ 加入者の健康度の向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化 

- 337-



 

 

 

 

（１） データ分析に基づいた第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

 島根支部上位目標：代謝リスク保有率（男性）を全国平均以下にする。 

 「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２

期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実に実施するため、健診・保健指導結果やレセプトデ

ータ、受診状況等の分析を活用して、島根支部における事業所・加入者の特性や課題の把握に努めるとともに、効

率的かつ効果的な保健事業を推進する。なお、６か年計画である第２期保健事業実施計画の後半となり、ＰＤＣＡ

サイクルに沿って、取組みの実効性を高める。 

 

 ◆支部独自事業： 

・【継続】「ウォーキングイベントおよび健康測定イベント」 

・【新規】「健康づくり促進動画の作成委託」 

        健康づくりを目的とした動画を作成し、視聴とその実践を促進する。   

 

i） 特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

特定健診受診率の向上にむけ、健診・保健指導カルテ等を分析し、受診率への影響が高いと見込まれる地域や業態

等に対して、重点的かつ優先的に働きかけ、ナッジ理論等を活用し、効果的・効率的な受診勧奨を行う。また、事

業者健診データの取得を促進するため、引き続き委託によるデータ取得を進めるとともに、健診機関や労働局等に

連携を働きかけ、受診率向上並びに提供しやすい環境整備に努める。 

① 被保険者（40歳以上）（受診対象者数：104,184人） 

 生活習慣病予防健診 受診率 65.6％ 

（受診見込者数 ：68,295人） 

 事業者健診データ  取得率 16.5％ 

（取得見込者数 ：17,190人） 

② 被扶養者（受診対象者数：29,317人） 

 特定健康診査    受診率 34.0％ 
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（受診見込者数 ：9,968人） 

③ 健診の受診勧奨対策 

 生活習慣病予防健診の受診機会を確保するべく、健診実施機関の新規委託及び既存健診機関の受け入れ枠

拡大を図る。 

 特定健診対象者に対し受診機会の拡大を図るため支部独自の集団健診を実施する。また、オプショナル健

診の実施などの付加価値を追加することで受診者数の増加を図る。 

 特定健診対象者へわかりやすい健診案内パンフレット作成を図る。   

 被保険者が属する事業所の事業主から受診を促すメッセージを添えて勧奨し、扶養家族の受診率向上を図

る。 

④ 事業者健診データ取得対策 

 労働局との連携や、その他関係団体に対する働きかけを行う。 

 事業者健診結果データ提供先の健診機関を増やし、効率的・効果的なデータ取得を行う。 

 

◆支部独自事業： 

・【継続】「協会主催の集団健診実施」 

・【継続】「外部委託事業者による事業者健診データ取得勧奨」 

・【継続】地域医療情報ネットワークを利用した事業者健診データ取得事業 

・【継続】労働局と連携した事業者健診結果取得事業 

・【継続】「支部独自の被扶養者向け健診パンフレットによる広報」 

・【継続】「社長メッセージによる特定健診受診勧奨」 

・【継続】令和元年度生活習慣病予防健診未受診者への直接勧奨 

・【新規】県医師会と連携した事業者健診への問診項目追加 

 

■ KPI：① 生活習慣病予防健診受診率を 65.6％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 16.5％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診受診率を 34.0％以上とする 
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ii）特定保健指導の実施率の向上 

・ 健診実施機関等への外部委託による特定保健指導の更なる推進を図り、健診、保健指導を一貫して行うことができ

るよう健診当日の初回面談の実施を推進する。また、保健指導実施率への影響が大きいと見込まれる事業所及び地

域等を選定し、加入者等に保健指導の利用勧奨を行う。併せて、ナッジ理論を活用した利用勧奨を行う。 

・ 情報通信技術を活用した直営による保健指導について試験的導入を始め、効率的な利用拡大を図る。 

 

① 被保険者（特定保健指導対象者数：17,268人） 

 特定保健指導    実施率 31.9％ 

（実施見込者数：5,507人） 

（内訳）協会保健師実施分  15.9％ 

（実施見込者数：2,746人） 

アウトソーシング分 16.0％ 

（実施見込者数：2,761人） 

② 被扶養者（特定保健指導対象者数：857人） 

 特定保健指導    実施率 13.1％ 

（実施見込者数：112人） 

③ 保健指導の受診勧奨対策健診、保健指導を一貫して行うことができるよう健診当日の初回面談の実施について、

健診実施機関へ継続的に働きかける。 

また、特定保健指導に併せて魅力のあるオプション（健康づくり全般）を提供できる事業者を募り、対象者に

案内して保健指導を実施する。 

  

◆支部独自事業： 

・【新規】「集合契約締結機関と連携した特定保健指導（集団・個別）利用勧奨」 

    ■ KPI： ① 被保険者の特定保健指導の実施率を 31.9％以上とする 

② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 13.1％以上とする 
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iii） 重症化予防対策の推進 

① 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 650人 

② 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・ かかりつけ医との連携等による糖尿病の重症化予防を引き続き取り組む。 

・ 未治療者に対する医療機関への受診勧奨並びに重症化予防プログラムの参加勧奨及び保健指導を実施する。 

 

◆支部独自事業： 

 ・【継続】未治療者に対する受診勧奨にかかる外部委託勧奨 

・【継続】「糖尿病性腎症患者の重症化予防対策」 

■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 12.9％以上とする 

 

ⅳ）健康経営（コラボヘルスの推進） 

 ヘルス・マネジメント認定制度における健康宣言事業所数の更なる拡大を図るため、事業所訪問による勧奨を継続

し、また、取組の質を向上させる観点から、ヘルス・マネジメント認定制度において健康宣言した事業所及び認定

した事業所に対して優遇制度の更なる拡充を図る。 

 事業所単位での健康・医療データの提供については、本年度もヘルス・マネジメントカルテを作成し、経年でのデ

ータ比較できるよう「見える化」して提供する。 

 

◆支部独自事業： 

・【継続】「委託業者等による健康づくり出前講座」 

   ・【継続】「健康測定機器レンタル」 

・【継続】「ヘルス・マネジメント認定制度の認定事業所に対する健康づくり支援事業」 

 ・【継続】「ヘルス・マネジメント認定制度の拡大およびインセンティブ広報」 

・【新規】「市町村と連携した健康経営（ヘルス・マネジメント認定制度）の広報」 

       各地域のヘルス・マネジメント認定事業所を周知広報し、企業価値向上・制度周知につなげる 
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・【新規】「ヘルス・マネジメント認定制度にかかる表彰」 

      「ヘルス・マネジメント認定制度」実施要領に基づき実施する表彰式（令和４年）に向けた準備を実施す

る 

 

■KPI：健康宣言事業所数を 1,350事業所以上とする。 

 

（２） 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

 従来の紙媒体に加え、加入者を含めより幅広く情報発信するため、ＹｏｕＴｕｂｅ等の動画を活用した広報を実施

する。 

 健康保険委員活動の活性化を図るため、研修会を開催するとともに、広報誌等を通じた情報提供を実施する。 

また、健康保険委員のこれまでの活動や功績に対して健康保険委員表彰を実施するとともに、事業主・加入者との

結びつきを更に強めるべく、委嘱者数の拡大に向けて努める。 

 健康保険委員を対象とした「健康づくり出前講座」の体験講座及び健康づくり好取組事業所からの紹介講座を実施

する。 

 健康教育（身体活動・運動や食生活・栄養）を通じた若年期からのヘルスリテラシーの向上を図るため、新たなポ

ピュレーションアプローチについて検討する。 

 

◆支部独自事業： 

・【新規】「YouTube広告を活用した支部重点施策にかかる広報」 

     支部重点課題(健診・保健指導、適正受診等)を YouTube 動画広告等を活用し、効率的かつ効果的な広報

を実施する。 

・【新規】「ＪＲ松江駅の電照掲示板等を活用した広報」 

       ＪＲ駅構内の電照掲示板等を活用し、県民加入者に対して「上手な医療のかかり方」や「健康づくり」等

の広報を実施するともに、協会けんぽの認知度向上を図る。 

・【継続】「デジタルサイネージ（電子掲示板）を活用した『上手な医療のかかり方』等の広報」 

 

- 342-



 

 

 

■KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の 

被保険者数の割合を 70.0％以上とする 

 

（３） ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉 

 支部ごとの阻害要因を数値化したジェネリックカルテを更に活用するため、島根支部の取組によるジェネリック医

薬品の使用割合の変化を経年で分析することにより、改善の弱い部分に着目して対策する。 

 個別の医療機関・調剤薬局に対する見える化ツールの活用に際しては、ジェネリックカルテを分析し効果的なアプ

ローチを行う。また、アプローチをスムーズにするために、県の担当部局や関係機関等への働きかけを行う。 

 保険者協議会を通じて、加入者に対する効果的な働きかけを行う。 

 

◆支部独自事業： 

・【継続】懸垂幕による広報 

・【継続】ジェネリック医薬品使用促進文書の送付 

■KPI：島根支部のジェネリック医薬品使用割合※を前年度以上とする 

       ※医科、DPC、調剤、歯科における使用割合 

 

（４） インセンティブ制度の実施及び検証〈Ⅰ、Ⅲ〉 

加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組みや意義を理解していただけるよう、周知広報を行う。 

 

◆支部独自事業： 

・【継続】「インセンティブ制度の広報チラシの作成」 

・【継続】「ｗｅｂ広告を利用したインセンティブ制度広報」 

 

（５） 地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度改正等に向けた意見発信〈Ⅱ〉 

ⅰ）医療提供体制に係る意見発信 

効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、協会におけ
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る医療データの分析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国・都道府県等から提供された医療データ等

を活用するなど、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

 

ⅱ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなど

の「上手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行

う。 

 

◆支部独自事業： 

 ・【新規】「医療費適正化等を含めた支部事業に関する理解度を高めるための広報」 

全事業所向けに適正受診を周知広報する。 

■KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デ

ータ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

３．組織・運営体制関係 Ⅰ）人事・組織に関する取組 

（１） 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

 業務量に応じた標準人員に基づく配置を実施していくとともに、支部内の部門間連携を強化し、業務の効率化等の

状況も踏まえ、必要に応じた業務体制の見直しを行う。 

 

（２） 人事評価制度の適正な運用 

 本部による評価者研修などの内容を支部内で確実に共有し、支部職員の実態に即した効果的な評価制度の運用を実

施する。  

 

（３） ＯＪＴを中心とした人材育成 

 ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 

 戦略的保険者機能の更なる発揮のため、支部内におけるジョブローテーションを通じた人材育成を活発化させる。 
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（４） 支部業績評価の本格実施に向けた検討 

 支部業績評価の評価項目や評価方法を踏まえ、他支部の事業も参考にしながら島根支部の業績をより向上させてい

く。 

 

Ⅱ）内部統制に関する取組 

（１） 内部統制の強化 

 権限や体制の整備等により効率的な業務運営を行えること及び事故等が発生しない仕組みを構築することを目指し

て、内部統制基本方針に則り、内部統制の整備を着実に進める。 

 

（２） リスク管理 

 「情報セキュリティに係る遵守事項」に基づき、職員研修等を通じて徹底を図るとともに、個人情報漏えいチェッ

クシートを活用したチェック体制の強化を図る。 

 

（３） コンプライアンスの徹底 

 法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

 職員のコンプライアンス意識の向上を図ること及び今後の啓発活動に活かすことを目的とし、職員に自己点検・ア

ンケートを実施する。 

 

Ⅲ）その他の取組 

費用対効果を踏まえたコスト削減等 

 調達における競争性を高めるため、一者応札案件の回避に努める。 

入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組

みを行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 
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 一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調

査等を実施し、次回の調達改善につなげる。 

 少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を公示

し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする。ただし、入札の見込み件数が４件以下の場

合は一者応札数を１件以下とする。 
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令和 3年度 事業計画（岡山支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 ○サービス水準の向上 

・お客様対応職員に対する研修を実施し、お客様満足度調査、お客様の声を踏まえたサービス改善及び満足度の 

向上を図る 

 ・現金給付に係るサービススタンダードを徹底するための適正な管理及び実施 

 ・業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り業務の標準化・効率化・簡素化を推進し、 

サービス水準の向上に努める    

 ・利便性の向上や負担軽減及び感染症等の感染防止の観点から、郵送による申請を促進する 

 

 ■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

         ② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする 

 

○現金給付の適正化の推進 

 ・標準化した業務プロセスの徹底により業務の正確性と迅速性を高める 

・不正請求の疑義が生じた案件への保険給付適正化プロジェクトチームによる対応 

・資格取得直後の申請に対する取得時調査の強化や事業所への立入検査の実施等による不正請求の防止 

 ・傷病手当金と障害年金等との併給調整について進捗管理を徹底し適正に実施する 

 

○効果的なレセプト点検の推進 

・高額査定事例を優先し効率的なレセプト点検を推進 

 ・スキルアップのための研修を実施 

・自動点検を効率良く行えるようマスタのメンテナンスを継続 

 ・他支部との合同勉強会の実施により効果があった事例の情報交換を行う 

 ・支部内勉強会の実施により個人ごとの査定効果額を底上げする。 
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■ KPI：社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする 

■ KPI：協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前度以上とする 

 

○柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・制度の正しい知識の更なる普及による適正受診の促進のため加入者への広報及び施術所への啓発文書送付 

・柔道整復施術療養費審査委員会での指摘等を踏まえ、新たな視点による疑義のある施術所に係る積極的な 

患者照会 

・制度の正しい知識の更なる普及による適正受診の促進 

・審査会内の「面接確認委員会」において濃厚施術・部位ころがし等が疑われる施術管理者へ改善指導 

・不正請求事案等の地方厚生局等への情報提供 

 

 ■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合に 

ついて対前年度以下とする 

 

○あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

 ・受領委任制度導入に伴い、文書で作成された医師の再同意の確認を徹底する等審査を強化し、不正の疑いが 

ある案件は地方厚生局等への情報提供を徹底する 

 

○返納金債権発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・資格喪失データ確認から 2週間以内に、本人宛の催告状を送付委託実施 

 ・初回催告から二週間後、未返納者への再催告を送付 

 ・事業所に対し、保険証回収徹底の電話依頼を行う 

 ・返不能届者・任意継続者等の電話催告を実施 

 

■ KPI：①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 
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 ・分割納付者を管理し約束不履行者への電話・文書催告を行う 

 ・債務者の国民健康保険などの加入状況を確認し、保険者間調整の 

活用による返納金債権回収を推進する 

 ・弁護士催告等も含めた積極的な法的手続きの実施による債権回収 

 ・在職調査及び財産調査を行い強制執行(差押)の強化を図る 

 

■ KPI：②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする   

 

○限度額適用認定証の利用促進 

・岡山県病院協会等との連携により病院窓口に限度額適用認定申請書セットを配置し利用促進を図る 

 ・申請書設置病院を訪問し、設置状態及び配布のタイミング等具体的な利用促進依頼の実施 

・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、加入者及び事業所への利用促進の効果的な広報の実施 

 ・県内全域の病院を対象とした「健康保険事務説明会」の実施 

    

○被扶養者資格の再確認の徹底 

  ・マイナンバーの活用及び日本年金機構との連携により再確認業務を実施し、被扶養者資格を有しない者の 

無資格受診の防止を図る 

・提出率の向上のため、本部が実施する一括勧奨に加え、大規模事業所及び複数年未提出の事業所等への 

文書・電話及び訪問勧奨を実施 

 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 93.0％以上とする 
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２．戦略的保険者機能関係 ○ データ分析に基づいた第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

 

i）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

○被保険者（40歳以上）（実施対象者数：286,223人） 

 ・生活習慣病予防健診 実施率 60.3％（実施見込者数：172,500人） 

 ・事業者健診データ  取得率 14.5％（取得見込者数：41,400人） 

 

○被扶養者（実施対象者数：80,544人） 

・特定健康診査    実施率 28.3％（実施見込者数：22,800人） 

 

○健診の受診勧奨対策 

・健診推進経費を活用した健診受診率及び事業者健診結果データ取得率の向上策の実施 

・新規適用事業所、生活習慣病予防健診未利用事業所に対する受診勧奨の実施 

・女性加入者を対象としたオプショナル健診等を追加したオリジナル健診の実施 

・民間業者と連携した医療機関事業所の事業者健診結果データの取得 

・特定健診にオプショナル健診等を追加した協会独自の集団健診の実施 

・40歳到達者を対象とした特定健診の受診勧奨の実施 

・県外居住者への特定健診受診勧奨の実施 

・特定健診経年未受診者を対象とした受診勧奨の実施 

・市町村主催の集団健診における特定健診とがん検診との同時実施の促進 

・かかりつけ医（健診実施機関）における特定健診広報の実施（ポスター掲示） 

・紙媒体による事業者健診結果データの取得 

 

■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 60.3％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 14.5％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診実施率を 28.3％以上とする 
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ii）特定保健指導の実施率及び質の向上 

○被保険者（特定保健指導対象者数：43,208 人） 

・特定保健指導 実施率 35.0％（実施見込者数：15,140人） 

（内訳）協会保健師実施分   20.0％（実施見込者数：8,640人） 

      アウトソーシング分  15.1％（実施見込者数：6,500人） 

 

○被扶養者（特定保健指導対象者数：1,961人） 

 ・特定保健指導    実施率 33.7％（実施見込者数：660人） 

 

○保健指導の受診勧奨対策 

 ・健診当日における健診機関での特定保健指導の実施 

 ・専門業者への特定保健指導の外部委託の拡大と進捗管理の強化 

 ・タブレット端末での遠隔面談等による特定保健指導の外部委託の実施 

 ・産業医と連携した特定保健指導の利用勧奨の実施 

 ・経年未利用者への特定保健指導の利用勧奨 

 ・事業者健診結果データ提供事業所への特定保健指導の受入勧奨の実施 

・集団健診会場における健診当日の初回面談の実施 

 ・事業所訪問等による受入勧奨の実施 

 

■ KPI：特定保健指導の実施率を 35.0％以上とする 

 

 iii）重症化予防対策の推進 

○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 100人 

・健診機関による要治療者への受診勧奨 

 ・未治療者に対する受診勧奨（本部：文書による一次勧奨、支部：電話による二次勧奨） 

 ・前年度未治療者に対する受診勧奨 
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 ・委託健診機関の拡充及び事業者健診結果データにかかる勧奨の実施 

 

■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 13.0％以上とする 

 

○ 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・健診機関による対象者への受診勧奨 

 ・糖尿病専門医等による保健指導等の実施 

 ・特定保健指導該当者で CKDリスク該当者への保健指導 

 

iv）コラボヘルスの推進 

 ・健活企業宣言事業所の拡大   

 ・「健活企業」へのフォローアップの充実及び事業主の健康づくり意識の醸成 

 ・県、地方自体、経済団体との連携による、健康経営の普及促進 

 ・健診機関、健康増進施設等と一体となったコラボヘルスの促進 

 ・「健活企業」における取組に対する評価向上への提案、勧奨 

 ・健活企業宣言支部長表彰の実施と健康経営セミナーの開催 

  ・要治療者への受診勧奨等の実施による事業所単位での健康管理サポートの実施 

 ・健活企業の取り組みをサポートするための情報提供の実施（健活通信、事例集など） 

 

■ KPI：健活企業宣言事業所数 1,850社 

 

□支部目標 健活企業の特定健診受診率   84％ 

         健活企業の特定保健指導実施率 50％ 

         健活企業の健康保険委員委嘱率（事業所）90％ 
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○ビッグデータを活用した事業所単位での健康・医療データの提供 

・岡山県内の健康経営の普及・促進を図るため、健活企業宣言事業所等に対し、レセプト及び健診結果から 

事業所の健康状況を掲載した「健活企業カルテ」を提供 

 

○広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

・各種チラシやホームページ、メールマガジン、LINE＠等による広報の実施   

・マスメディア、Ｗｅｂ広告等を活用した広報の実施 

・地方自治体や医療関係団体等の関連団体と連携した各種広報の実施 

・各種事業に係る積極的なプレスリリースの実施 

・イベント等を活用した支部事業の推進に資する情報発信 

・健康保険委員の委嘱数を拡大するとともに、広報誌の発行や研修会の開催などによる情報提供を実施。 

・加入者・事業主や関係機関等に対し、GIS（地理情報システム）等を用いた分析結果の提供 

 

■ KPI：① 全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 55.7％以上とする 

 

□支部目標 メールマガジン登録者数     登録者数 4,300人 

       ＬＩＮＥ公式アカウント登録者数 登録者数 2,400人 

 

○ジェネリック医薬品の使用促進 

・ジェネリックカルテによる阻害要因分析及び見える化ツールを活用し、医療機関・薬局に対する効果的な 

働きかけを実施 

・「地域フォーミュラリー」の作成に向けた動きを調査し、参画方法を検討 

・本部実施分に加え、支部独自のジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額のお知らせの実施 

・支部オリジナルの啓発物の作成 

・岡山県後発医薬品の安心使用のための協議会における積極的な意見発信 

・事業所にジェネリック医薬品の使用促進に協力いただくため、事業所毎の使用率のお知らせを送付 
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■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合（医科、DPC、調剤、歯科）を 79.4％以上とする 

 

○インセンティブ制度の推進 

・ホームページ、メルマガ、広報紙等様々な広報媒体を活用した周知広報の実施 

・各種研修会における周知広報の実施 

・トップセールス等、事業所訪問による取組への協力依頼を実施 

・加入者個人に対し制度を理解いただくための広報を実施 

 

○地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度に係る意見発信 

・効率的・効果的な医療提供体制の構築に向け、地域医療構想調整会議や岡山県医療審議会等の場において 

エビデンスに基づく意見発信を行う 

・「上手な医療のかかり方」について加入者や事業主に対し働きかけを行う 

 

■ KPI：効率的・効果的な医療供給体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、 

医療データ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

３．組織・運営体制関係 ○人事評価制度の適正な運用 

・事業計画に基づく適正な個人目標の設定 

 ・目標に対する進捗状況をフォローする 

 ・評価者の育成と適正な評価 

 ・評価結果の確実なフィードバックによる成長の促進 

 

○OJTを中心とした人材育成 

 ・協会の理念である「加入者・事業主の利益の実現」を図るため、目標管理を徹底した人材育成の推進 
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・「OJT」と「Off－JT（集合研修・自己啓発）」を効果的に組み合わせた計画的な人材育成の推進 

・職員の業務意欲の向上を目指した支部長表彰の実施 

 ・支部における業務改善・提案制度を通じた職員の解決力等の育成 

 

○事業の進捗管理 

・インセンティブ項目の進捗管理 

・KPI項目の進捗管理 

・支部業績評価項目の進捗管理・他支部との比較を通じた支部の業績向上 

 

○費用対効果を踏まえたコスト削減等 

 ・一般競争入札に占める一者応札案件の減少に努めるべく、十分な公告期間や履行期間を設定し、多くの業者が 

参加しやすい環境を整備 

・調達審査委員会による適正な調達及び予算執行 

・節電対策等を踏まえたコスト意識の向上による一般事務経費の更なる節減 

 ・週 2回のノー残業デーの徹底による超過勤務時間縮減による手当削減 

 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 

 

○コンプライアンスの徹底 

・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、コンプライアンス推進活動計画及び個人情報保護活動計画に 

基づき徹底を図る 

 ・職員研修を通じ徹底を図る 

 ・コンプライアンスチェックシート（支部独自）を活用したチェック機能の確実な実施 

 ・コンプライアンス委員会開催による事案共有と再発防止の徹底を図る 

 

○リスク管理 
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・情報セキュリティ対策について、職員研修を通じ徹底を図る 

・定期点検による個人情報を含むデータの適正な管理 

・リスク管理委員会、支部個人情報保護管理委員会開催による事案共有と再発防止の徹底を図る 
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令和 3年度 事業計画（広島支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 ●適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準

化、効率化、簡素化の取組を進める。 

 

（１） サービス水準の向上 

✓加入者等から寄せられた「お客様の声」やお客様満足度調査等を活用し、サービス水準向上に努める。 

 

① サービススタンダートの完全実施 

 ・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

 ■KPI:サービススタンダードの達成状況を 100％とする。 

 

② 申請書の郵送化率向上 

・窓口相談、電話相談の際に、来所いただかなくても郵送により申請書の受付ができることを積極的にご案内する。 

・研修会、メールマガジン等を活用し、郵送による提出を促進するための広報を実施する。 

■KPI:現金給付等の申請に係る郵送化率を 94.7％以上とする。 

 

③ 高額療養費の未請求者に対する申請促進 

 ・高額療養費未請求者に対する申請の促進を継続して実施し、請求漏れを防止する。 

 

 

（２） 業務改革の推進に向けた取組 

 ✓現金給付等の業務処理手順の更なる標準化の徹底と役割を明確にした効率的な業務処理体制の定着により業務の生産性

の向上を目指す。 
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（３） 給付の適正化の推進 

 

① 現金給付の適正化の推進 

・不正の疑いのある事案については、保険給付適正化 PTの議論を経て事業主への立入検査や申請者本人への実地調査を積

極的に行う。特に、現金給付を受給するためだけの資格取得が疑われる申請について重点的に審査を行う。 

・給付金と年金や労災給付等との併給調整については、迅速・確実に実施する。 

 

 ② 柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・多部位（施術箇所が 3部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）及び部位ころがし（負傷部位を意図的に変更する

ことによる過剰受診）の申請について、加入者に対する文書照会や適正受診の啓発を強化する。また、不正または著し

い不当事案には、厚生局に情報提供を行う。 

・柔道整復療養費面接確認委員会を活用し、負傷部位を意図的に変更することによる過剰受診等、疑義のある受診に対す

る審査を強化する。 

■KPI: 柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について対前年

度以下とする。 

 

③ あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

・受領委任制度導入により、文書による医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不正

疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

 

（４） 限度額適用認定証の利用促進 

✓事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報や、地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するな

ど利用促進を図る。 
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（５） 被扶養者資格の再確認の徹底 

✓被扶養者の国内居住要件等に対応した被扶養者資格再確認を確実に実施する。 

✓事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、全ての未提出事業所について、早期に郵送や電話による

勧奨を実施する。 

✓未送達事業所への電話確認等により所在地調査を行い、未送達の解消を図る。 

■KPI:被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする。 

 

 

（６）効果的なレセプト点検の推進 

✓レセプト内容点検行動計画に基づき、システムを活用し、協会のノウハウを最大限活用した効果的なレセプト点検によ

り査定率（※）の向上を図る。 

✓点検員に対し、外部講師による講習会・近隣支部との合同学習会などを開催し、点検スキルを向上させる。 

✓第三者行為表示のあるレセプト並びに第三者行為、労働災害、通勤災害の疑いのある外傷性のレセプトについては負傷

原因照会を実施し、確実な求償業務を実施する。 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

 ■KPI:①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について前年度以上とする。 

    ②協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする。【新設】 

 

 

（７）返納金債権の発生防止のための早期の保険証回収 

✓日本年金機構の資格喪失処理後 2 週間以内に、保険証未回収者に対して文書による返納催告を実施するほか、未回収者

へは電話催告を行う。 

✓無資格受診による債権発生件数が多い事業所などを中心に保険証回収協力要請文書やチラシを適時発送する。 

✓外国人加入者向けの多言語の保険証適正使用チラシを事業所などに配布し、適正な利用と退職時の返却について広報す

る。 

 ■KPI:日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする。 
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(８) 債権管理回収業務の推進 

 ✓債権額や債務者の個々の状況を踏まえ、通常催告のほか、電話や弁護士による催告を早期に実施するなど臨機応変な催

告を行う。 

✓健康保険組合や共済組合等との保険者間調整の対象を拡大するほか、法的手続きを積極的に活用することで回収率の向

上を図る。 

 ■KPI:返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る）の回収率を対前年度以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 360-



 

 

 

２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 

Ⅰ 健康経営を通じた加入者の健康度向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化 

 

 

（１）データ分析に基づいた第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

✓「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第 2 期保

健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。なお、6か年計画である第 2

期保健事業実施計画の前半の取組に対する中間評価を踏まえ、PDCAサイクルに沿って、令和 3年度からの取組の実効性

を高める。 

 

① 健康に関する情報提供等を通じた事業所のヘルスリテラシーの向上 

・疾病予防や運動講座等多種類の健康づくり講座を訪問、またはオンラインにより実施し、事業所全体で健康づくりに取

組む意識を向上させる。また、若年期（35歳未満）を対象とした健康講座を実施するなどポピュレーションアプローチ

の拡充を図る。 

・事業所単位で検診車による健診を受診した際、すべての受診者一人ひとりに対して、受診後の健康相談（生活習慣のア

ドバイス等）を実施することで事業所全体のヘルスリテラシー向上を図り、健康経営推進の機運を高める。 

 

② 健康づくりの好循環の構築に向けたコラボヘルスの推進 

 

ⅰ）ひろしま企業健康宣言エントリー数の拡大 

・健康経営の普及促進を図るため、事業所ごとの健康度を見える化した「ヘルスケア通信簿」を活用して、事業所の健康

課題の理解促進を図るとともに、インターネット上で健康経営に関する動画の紹介のほか、広島県や経済団体等と連携

した「健康経営セミナー」を実施する。 

・新規エントリー数を拡大させるため、支部職員や協力事業所（生命保険会社、損害保険会社）等によるエントリー勧奨
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（文書、電話、訪問）を実施する。 

・広島県と連携し、健康経営の実践事業所への顕彰として県知事表彰を実施することで、企業や社員のモチベーションを

高めるとともに、広島県全体の取組へと拡大させる。 

■KPI:健康宣言事業所数を 1,800事業所以上とする。【新設】 

 

ⅱ）ひろしま企業健康宣言エントリー事業所へのフォローアップ 

・エントリー事業所に対するサポートの一環として、季刊誌「い・ろ・か（ひろしま企業健康宣言通信）」を発行すること

を通して、宣言内容を確実に実践するための動機付けを行う。 

・経済産業省・日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」の周知やサポートを行うことにより、広島県内の

健康経営優良法人認定事業所数の増加を図る。 

 

ⅲ）健康保険委員の活動強化と委嘱数拡大 

・健康保険委員に役立つ内容を盛り込んだ「健康保険委員研修会」の開催に加え、健康保険委員向けの広報（情報提供）

として広島支部ホームページ内の健康保険委員向けサイト等の充実による健康保険委員の活動強化を通じて、健康づく

り事業等のさらなる推進を図る。 

■KPI:全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 57.6％以上とする。 

 

ⅳ）健康づくりの好循環の普及 

・健康づくりの好循環が、健康寿命の延伸や医療費適正化ひいては保険料率の抑制につながることを、広報やセミナー等

の機会を利用して普及させていく。 

 

③ 特定健診実施率・事業者健診データ取得率の向上 

 

ⅰ）生活習慣病予防健診の実施率の向上 

・健診機関では新型コロナウイルス対策により受入れ人数に制約があること等も踏まえ、希望者が受診出来ないことがな

いよう、受入可能数の少ない地域を中心に新規健診機関の増加を図る。また、健診実施機関においては、新型コロナウ
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イルス等の感染症予防策を十分に講じることに加え、加入者に対しては、安心して受診できる体制であることの広報に

も努める。 

・既存の健診機関には、インセンティブ（報奨金）を付与する仕組みを活用して実施者数増加を促す取組みを引続き実施

する。 

・生活習慣病予防健診を未利用の事業所へは、広島県や健診機関と連携して訪問や電話による受診勧奨を行うほか、事業

者健診を受診している事業所には労働局などの関係機関と連名で生活習慣病予防健診への切り替えを促す文書勧奨等を

実施する。 

 ■KPI:生活習慣病予防健診実施率を 55.5％以上とする。（実施対象者数：440,598人） 

 

ⅱ）事業者健診データの取得促進 

・生活習慣病予防健診を利用していない事業所には、労働安全衛生法に基づき行われた事業者健診データ（定期健康診断

の結果）の提供に関する同意書を提出いただくよう、健診機関や外部委託などを活用して働きかける。 

・提供された同意書が確実に健診データの取得に結び付くよう、データ提供契約のない健診機関との契約を積極的に進め

るための体制を強化する。 

■KPI: 事業者健診データ取得率を 9.8％以上とする。（実施対象者数：440,598人） 

 

ⅲ）被扶養者の特定健診実施率の向上 

・被扶養者（ご家族）の方が特定健診を受診しやすいよう、商業施設での集団健診や自治体のがん検診との同時実施など

の利便性向上策のさらなる強化により、実施者数の増加を図る。また、健診実施機関においては、新型コロナウイルス

等の感染症予防策を十分に講じることに加え、加入者に対しては、安心して受診できる体制であることの広報にも努め

る。 

・過去に健診受診歴がない、もしくは定期的に受診していない対象者に対しては、過去の受診状況等に応じてナッジ理論

を活用したダイレクトメールによる受診勧奨を実施するほか、自己負担のないオプション検査（骨密度、血管年齢、肌

年齢測定など）を用意するなどして受診への動機づけを図る。 

・スムーズな健診予約および利便性向上を目的として、集団健診や健診施設の予約状況を可視化した WEB サービスを引続

き提供し、加入者サービスの向上を図る。 
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■KPI: 被扶養者の特定健診実施率を 34.6％以上とする。（実施対象者数：123,985人） 

 

④ 特定保健指導の実施率の向上 

・より多くの対象者に対して生活習慣病の予防・改善を図るため、外部委託（保健指導専門機関）の活用拡大をさらに進

めることで、県内在住者はもとより県外在住者についても幅広く利用勧奨を行い、実施者数の増加を図る。 

・コロナ禍での感染拡大防止対策の 1 つとして、協会保健師等による WEB 会議システムを活用した特定保健指導（遠隔面

談）を積極的に実施することで、感染への不安に起因した利用低下を最小限にとどめる。 

・外部委託機関（特定保健指導業務を委託している健診機関）に対して、インセンティブ（報奨金）を付与する仕組みを

活用して実施者数増加を促す取組を引続き実施する。 

・対象者の利便性向上の観点から、健診と特定保健指導（初回面談）が同一日に利用できる機会の拡大を進める。同日実

施が可能な委託機関（健診機関）の更なる増加を推進することで、実施者数の増加を図る。 

 ■KPI:①被保険者の特定保健指導実施率を 26.9％以上とする。（実施対象者数：58,118人） 

    ②被扶養者の特定保健指導実施率を 13.3％以上とする。（実施対象者数：3,689人） 

 

⑤ 重症化予防対策の推進 

 

ⅰ）未治療者に対する受診勧奨 

・健診の結果、治療が必要と判断された方を確実に医療に繋げるために、受診した健診機関からの結果通知に紹介状等を

併せて送付する取組を実施する。 

・さらに、健診受診から 3か月以内の医療機関受診が確認できない方には文書による受診勧奨を行うことに加え、その中

でも健診結果がより重症域にある方については、個別に電話等による受診勧奨を実施することで、高血圧や糖尿病の重

症化を予防する。 

 ■KPI:受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.9％以上とする。 

 

 ⅱ）糖尿病及び糖尿病性腎症の治療中断者に対する受診勧奨 

・これまで糖尿病治療を受けていたにも関わらず、何らかの理由で治療を中断した結果、病状が悪化してしまうことを防
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ぐため、対象者に対して早期に治療再開を促す取組を実施し、糖尿病および糖尿病性腎症の重症化を予防する。 

 

 

（２）効果的な広報活動や健康保険委員等を通じた加入者等の理解推進 

 ✓健康保険制度や健康に関する情報を加入者に広く知ってもらうため、令和 2 年度の理解度調査結果に基づく効果的な広

報を検討する。広島支部マスコットキャラクター「健康いろは」「健康かえで」を活用した分かりやすい広報を行う。 

 ✓新聞等マスメディア、また SNS 等を活用した広報により、健康経営やジェネリック医薬品の使用促進等の周知と加入者

の行動変容を図る。 

✓支部職員による事業所訪問時の、登録勧奨や各種広報の実施により、協会の事業や健康づくり情報等をダイレクトに加

入者等に発信できるメールマガジンの登録者数の拡大を図る。 

 

 

（３）ジェネリック医薬品の使用促進 

 

✓広島県をはじめ、広島県薬剤師会等の関係機関への働きかけや、関係機関と連携したジェネリック医薬品の使用促進に

資する広報等の実施を通じて、広島県全体のジェネリック医薬品の使用割合の向上を図る。 

 

≪医療提供者等への働きかけ≫ 

・医療提供者から加入者への使用促進のアプローチ強化を図るため、ジェネリック医薬品使用状況のお知らせを送付し、

自機関の特徴を把握してもらうほか、広島県、広島県薬剤師会と開催する薬局向けセミナーを通じて、薬局および加入

者のジェネリック医薬品使用への機運を高める。また、薬局向けおよび加入者向けの動画作成・配信についても検討を

進める。 

・ジェネリック医薬品の使用促進への感謝と敬意を称するため、広島県薬剤師会と共同で、ジェネリック医薬品の使用割

合が高い薬局の認定・表彰を行う。 

 

≪加入者・事業主等への働きかけ≫ 
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・ジェネリック医薬品を自ら希望する加入者を増加させるため、サンフレッチェ広島の協力のもと、ジェネリック医薬品

希望シールの作成・配布による啓発を行うほか、事業所（被保険者数 10名以上）ごとのジェネリック医薬品使用割合の

通知やジェネリック医薬品軽減額通知送付後の未切替者へ再勧奨文書の通知を行うことで事業者や加入者への周知と動

機付けを図る。 

  ■KPI:ジェネリック医薬品使用割合（※）を年度末時点で 79.1％以上とする。 ※医科、DPC、歯科、調剤 

 

 

（４）地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度改正等に向けた意見発信 

 ✓地域医療構想調整会議への参加を継続する。その際、地域医療を見える化したデータベース等を活用し、地域ごとの医

療提供の実態や偏りも踏まえ、エビデンスに基づく意見発信を行う。 

 ✓現役世代に求められる負担の上昇を抑えながら、持続可能な医療保険制度を構築するために、関係団体と連携した意見

発信の実施に向けた調整を行う。 

 ■KPI:効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療データ

等を活用した効果的な意見発信を実施する。 
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３．組織・運営体制関係 ●基盤的保険者機能と戦略的保険者機能の本格的な発揮を確実なものとするための組織基盤の強化を図る。 

 

（１）職員の意識改革及びコミュニケーションの強化 

 ✓協会の「基本使命」「行動規範」を常に意識した行動を実践する組織風土の更なる醸成を図る。 

✓スムーズな業務運営を行うため、「オアシス運動」「報告・連絡・相談」をはじめとしたコミュニケーションの活性化を

図る。 

 

 

（２）OJTを中心とした人材育成 

✓OJTを中心とした育成に効果的な研修の組み合わせることで、組織基盤の底上げを図る。 

✓支部職員全員が原則年 1回以上の事業所訪問の経験を通じて営業力等個人スキルの向上を図る。 

 

 

（３）的確な財政運営 

✓中長期的には楽観視できない協会の財政状況等について、加入者や事業主に対して情報発信を行う。 

 ✓加入者サービスの水準を維持しつつ、費用対効果を踏まえたコスト削減を行う。 

✓調達における競争性を高めるため、参加が予想される業者に広く PRを行う等周知に努める他、十分な公告期間や履行期

間を設定することにより、多くの業者が参加しやすい環境を整備の上、一者応札案件の減少に努める。 

 ■KPI:一般競争入札に占める一者応札案件の割合について 20％以下とする。ただし、入札件数の見込み件数が 4件以下の

場合は一者応札件数を 1件以下とする。 

 

 

（４）コンプライアンスの浸透 

✓法令等規律の遵守（コンプライアンス）の実践を目指し、職員研修等を通じた職員一人ひとりへの理解促進を図る。 
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（５）各種リスク管理の徹底 

✓有事には、万全な対応ができるよう、平時から危機管理能力の向上のための研修や訓練を実施する。 

✓事務処理誤り、誤送付等による個人情報漏洩を起こさないよう、ヒヤリ・ハット事例の共有等を通じた予防、またリス

ク管理に係る対策の実施状況の確認を徹底する。 

 

 

（６）盤石な事務処理体制の確立 

 ✓戦略的保険者機能の取組みを強化するため、職員の多能化および生産性向上により事務処理体制を盤石なものとする。 

 ✓業務の効率化、生産性の向上などのマネジメントを強化し、「組織としての機能発揮」をより強固なものとする。 
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令和 3年度 事業計画（山口支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 ○サービス水準の向上 

 ・お客様満足度調査結果の活用及びお客様からの意見を反映したサービス水準の向上 

 ・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：１０日間）の遵守及び正確な審査の実施 

 ■ KPI：①サービススタンダードの達成状況を１００％とする 

■ KPI：②現金給付等の申請に係る郵送化率を９５．０％以上とする 

 

〇業務の標準化・効率化・簡素化の推進 

 ・「山崩し方式」による業務処理体制の定着 

 

○現金給付の適正化の推進 

 ・不正疑い事案にかかる事業主への立入検査の積極的な実施 

 ・傷病手当金と障害年金等との併給調整等の確実な実施 

 

○効果的なレセプト点検の推進 

 １ 資格点検 

  ・資格点検の確実な実施及び資格期間外レセプト等の全件調定 

 ２ 外傷点検 

  ・外傷性傷病レセプトの適切な事務処理 

  ・損害賠償請求（求償）にかかる適正な管理及び迅速な事務処理 

 ３ 内容点検 

  ・レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検に

よる査定率向上 

  ・審査基準の標準化に向けた社会保険診療報酬支払基金への働きかけ 
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■ KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について前年度以上とする 

    ②協会けんぽの再審査レセプト１件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

○柔道整復施術療養費の適正化の推進 

 ・加入者に対する文書照会の実施 

 ・施術所に対する文書照会の実施 

・柔道整復施術療養費審査委員会（柔整審査会）による施術所への指導及び面接確認委員会による申請内容等の確認の 

徹底 

 ■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める施術箇所３部位以上、かつ月１５日以上の施術の申請の割合について対前年

度以下とする 

 

○あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

 ・受領委任制度導入に伴い、文書で作成された医師の再同意の確認の徹底等、審査の強化 

 

○返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

 ・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保

険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。  

・未返納の多い事業所データ等を活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、

返納金債権の回収率の向上を図る。 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする  

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

○限度額適用認定証の利用促進 

 ・事業主や健康保険委員に対するチラシやリーフレットによる広報の実施 

 ・地域の医療機関や市町と連携した利用促進の実施 
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○被扶養者資格の再確認の徹底 

 ・未提出事業所への勧奨による回答率の向上 

 ・未送達事業所の調査による送達の徹底 

 ・マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認の実施 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を９５．３％以上とする 

 

〇オンライン資格確認の実施に向けた広報 

 ・オンライン資格確認の円滑な実施のため、加入者へのマイナンバー登録促進によるマイナンバー収録率の向上 

２．戦略的保険者機能関係 ○データ分析に基づいた第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

上位目標：高血圧性疾患の外来受診率を全国平均までに減少させる 

 中位目標：山口支部の血圧リスク保有率を平成 28年度平均まで減少させる 

  ・PDCAサイクルに沿った効率的かつ重点的な事業の推進 

 １．特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

○被保険者（40歳以上）（実施対象者数： 182,831人） 

   ・生活習慣病予防健診 実施率 51.9％（実施見込者数： 94,890人） 

   ・事業者健診データ  取得率 14.8％（取得見込者数： 27,077人） 

○被扶養者（実施対象者数： 51,449人） 

  ・特定健康診査    実施率 31.6％（実施見込者数： 16,258人） 

（１）健診受診機会の拡大 

＜被保険者＞ 

 ・生活習慣病予防健診実施機関の不足地域における集団健診の実施および新規受託機関の確保 

＜被扶養者＞ 

・協会けんぽ主催の集団健診の実施（追加オプション検査の実施） 

 ・市町がん検診と特定健診の同時実施の推進 

（２）健診の受診勧奨対策 

 ・新規対象者への受診案内及び勧奨の実施 
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＜被保険者＞ 

 ・支部、生活習慣病予防健診実施機関による生活習慣病予防健診の受診勧奨および事業者健診データ提供依頼 

 ・行政機関等関係団体との連携による事業者健診データ提供依頼 

 ＜被扶養者＞ 

 ・受診履歴や対象者に応じた多様な受診勧奨 

■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 51.9％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 14.8％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診実施率を 31.6％以上とする 

 

２．特定保健指導の実施率の向上 

○被保険者（特定保健指導対象者数： 24,637人） 

   ・特定保健指導    実施率 27.7％（実施見込者数： 6,829人） 

○被扶養者（特定保健指導対象者数： 1,398人） 

   ・特定保健指導    実施率 14.3％（実施見込者数： 200人） 

（１）指導機会の拡充 

  ・健診（指導）機関および保健指導専門機関による特定保健指導（被保険者）の実施拡大 

・特定保健指導にかかる集団健診当日保健指導の推進 

（２）保健指導の受診勧奨対策 

  ・支部および健診（指導）機関・保健指導専門機関による加入者・事業所への利用勧奨 

  ・被扶養者の集団健診当日における特定保健指導利用勧奨 

 （３）保健指導者の質の向上および保健活動の推進 

  ・関係団体等との共催による研修および保健指導委託機関研修等受講による指導・面接技術の共有 

  ・健康宣言事業所のフォローアップ等、事業所支援を拡充するための保健活動を推進 

■ KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を 27.7％以上とする 

② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 14.3％以上とする 
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 ３．重症化予防対策の推進 

 （１）未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 1,120人 

  ・委託による勧奨を強化し、未治療者に対する受診勧奨を確実に実施 

 （２）糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

  ・「山口支部糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づき、かかりつけ医および自治体等関係機関と連携した重症化予

防事業の推進 

 ■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

４.コラボヘルスの推進 

  ・健康宣言企業拡大に向けた勧奨 

  ・健康宣言企業に対する支援、フォローアップの実施 

  ■ KPI：健康宣言事業所数を６００事業所以上とする 

 

○広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

 ・事業主や加入者に向けた定期的な情報発信 

 ・メールマガジンを活用した広報（定時・随時）および登録者数の拡大 

・インセンティブ制度の周知広報の継続的な実施 

・健康保険委員への情報提供やセミナー等の実施および委嘱数の拡大 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を６０．０％以上とする 

 

○ジェネリック医薬品の使用促進 

（１）薬剤師会・県等と連携した取り組み 

・山口県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会への参画および意見発信 

・情報提供ツールを活用した使用促進に資する取り組みの実施 

・本部提供リストを活用した定期的な統計分析 
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（２）加入者にダイレクトでアプローチする取り組み 

・自己負担軽減額通知の実施 

・加入者に対する広報等を通じた使用促進 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合を年度末時点で８１．５％以上とする 

 

○医療データの分析に基づく地域の医療提供体制への働きかけ    

  ・地域医療構想調整会議等、各種協議会への参画、意見発信 

・医療費の特性等、医療費適正化対策につながる分析等の実施 

・医療費等分析結果に基づく意見発信や効果的な取り組みの実施 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デ

ータ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

○地域の実情に応じた医療費適正化の総合的対策 

  ・自治体、関係団体および他保険者との連携・協働の推進 

・評議会の開催 

 

○その他の保健事業 

・歯周病・生活習慣病予防を目的とした歯科健診事業 

 ・加入者の健康づくりに資する各種取り組みの実施 

  ・保健事業推進のための新たな協議会の発足・開催 

 

○その他の医療費適正化事業 

・多剤併用者等に服薬情報のお知らせを送付 

３．組織・運営体制関係 ○組織の適切な運営 

・リスク管理の徹底 
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・コンプライアンス、個人情報保護等の徹底 

  ・ハラスメント対策の確実な実施 

  ・労働安全衛生の推進 

 

○ＯＪＴを中心とした人材育成 

  ・ＯＪＴの実践および効果的な支部の実情に応じた研修の実施 

 

○費用対効果を踏まえたコスト削減 

  ・調達審査委員会開催等による適正な調達の実施 

 ・節電等取り組みによるコスト削減の実施 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、２０％以下とする。前年度において２０％以下となった

場合は前年度以下とする。ただし一般競争入札件数が４件以下となる場合は一者応札件数を１件以下とする 
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令和 3年度 事業計画（徳島支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 （１）基盤的保険者機能関係 

適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の

標準化、効率化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。 

 

①   健全な財政運営 

・ 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏ま

え、支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

・ 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今

後の見通しに関する情報発信を行う。 

・ 各審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

 

②  サービス水準の向上 

・ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

・ 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・ お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から支部の課題を見いだし、迅速に対応する。 

 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 90.7％以上とする 

 

③  限度額適用認定証の利用促進 

・ オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並びに

地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

・ 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 
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④ 現金給付の適正化の推進 

・ 標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・ 傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

・ 不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。

また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

⑤  効果的なレセプト内容点検の推進 

・ レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検によ

り、査定率向上に取り組む。 

・  社会保険診療報酬支払基金の「支払基金業務効率化等・高度化計画」に基づいた、令和３年９月の審査支払新システム

導入等による支払基金改革を踏まえ、今後のレセプト点検の在り方について検討する。 

・ 四国ブロック各支部との連携を強化し、研修の実施等により情報共有化を図る。 

 

■ KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

② 協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

・ 多受診者等への対応として、加入者の健康維持及び医療費適正化のため、1 か月のレセプト件数が 20 件以上の者に対し

て、適正受診に向けた指導等を継続して実施する。 

 

⑥  柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

・ 多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる

「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。 

なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術受

診についての正しい知識の普及を図る。 
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■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対前年

度以下とする 

 

⑦  あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

・ 審査手順の標準化を推進する。 

・ 受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、不正疑い事案について、四国

厚生支局徳島事務所へ情報提供を行う。 

 

⑧  返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・ 日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保

険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・ 未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・ 債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、

返納金債権の回収率の向上を図る。 

 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

⑨ 被扶養者資格の再確認の徹底 

・ 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・ 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 
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⑩ オンライン資格確認の円滑な実施 

・ オンライン資格確認の円滑な実施のため、加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、収録率向上を図る。 

・ また、「保険者におけるマイナンバーカードの取得促進対策等（令和元年 9月 3日デジタル・ガバメント閣僚会議にて公

表）」等に基づき、国が進めるマイナンバーカードの健康保険証としての利用の推進に協力する。 

 

■ KPI：加入者のマイナンバー収録率を対前年度以上とする。 

 

⑪ 業務改革の推進 

・ 現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・

簡素化を推進する。 

・ 職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟か

つ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 
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２．戦略的保険者機能関係 （２）戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標  

※第 3期アクションプランの目標と同一 

Ⅰ 加入者の健康度の向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化 

 

①  第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２期保健事

業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

・「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、第２期保健事業

実施計画（データヘルス計画）の PDCAサイクルを効果的・効率的に回し、取組の実効性を高める。 

 

上位目標：1人当たり糖尿病外来医療費(28年度:徳島支部 7,556円：全国平均 6,077円)を 10年後の全国平均に近づける。 

 

ⅰ） 特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

・特定健診実施率の向上に向けて、健診・保健指導カルテ等の活用により実施率への影響が大きいと見込まれる事業所や

業態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけることで、効果的・効率的な受診勧奨を行う。 

・被扶養者の特定健診実施率の向上に向けて、市との協定締結を進めるなど地方自治体との連携を推進し、がん検診との

同時実施等の拡大を図る。 

・事業者健診データの取得促進に向けて、徳島労働局との連携など関係団体に対する働きかけを行う。 

  ○ 被保険者（40歳以上）（実施対象者数：109,966人） 

    ・生活習慣病予防健診 実施率 53.1％（実施見込者数：58,392人） 

    ・事業者健診データ  取得率 18.6％（取得見込者数：20,454人） 

 

  ○ 被扶養者（実施対象者数：30,944人） 

    ・特定健康診査    実施率 36.6％（実施見込者数：11,326人） 
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  ○ 主な施策 

 

 被保険者 

 

（生活習慣病予防健診） 

   ・事業所規模・受診履歴等により対象者を選定することにより受診行動につながりやすい勧奨を行う。 

   ・健診実施機関ごと目標値を定め、健診機関による受診勧奨を進める。 

   ・事業所所在地別の健診可能数に基づき、計画的に健診委託先を拡大する。 

   ・事業所健康度診断ツール等を活用し、訪問等により健康経営の推進と併せ利用拡大を図る。 

・集団健診を実施し、健診実施機関が少ない地域の健診機会を増やす。 

 

（事業者健診） 

   ・徳島労働局及び徳島県との３者連名での健診結果提供に関する行政通知を最大限に活用し、電話及び訪問により提供

依頼を行う。 

・各事業所の健診実施月に合わせ、事業所または事業者健診実施機関に健診結果提供依頼を行う。 

・商工会議所等の団体主催の集団健診と連携し、効果・効率的に健診結果を取得する。 

・外部委託による提供依頼を行う。 

 

 

   被扶養者 

 

   ・自己負担なく受診可能な健診機関を拡大する。 

   ・市町村が行うがん検診と同時に受診できる健診機会を確保し、年度当初の受診券送付時に案内・未申込者へは再勧

奨を行い、「忘れ」を防止する。 

・自己負担なく受診可能な健診機関において、無料オプション検査も併せて利用できる期間を設け、案内・実施する。 
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・県内全域で集団健診を実施し、併せて当日または後日に特定保健指導を実施する。 

■ KPI： ① 生活習慣病予防健診実施率を 53.1%以上とする 

         ② 事業者健診データ取得率を 18.6％以上とする   

③ 被扶養者の特定健診実施率を 36.6％以上とする 

 

ⅱ）特定保健指導の実施率及び質の向上  

・健診実施機関等への外部委託による特定保健指導の更なる推進を図り、健診・保健指導を一貫して行うことができるよ

う健診当日の初回面談の実施を推進する。また、実施率への影響が大きいと見込まれる事業所等を選定し、重点的かつ

優先的に利用勧奨を行う。併せて、情報通信技術を活用すること等により、特定保健指導対象者の更なる利便性の向上

を図る。 

・平成 30 年度からの特定保健指導の実施方法の見直しにより可能となった新たな手法による特定保健指導を引き続き実

施するとともに、効果検証を行う。 

 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数：14,949人） 

  ・特定保健指導   実施率 33.2％（実施見込者数：4,970人） 

 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数：1,131人） 

  ・特定保健指導   実施率 15.5％（実施見込者数：175人） 

 

○ 主な施策 

・特定保健指導対象者を最優先に案内を行い、事業所や対象者の希望に応じた訪問日程や訪問場所を調整する。 

 ・特定保健指導対象者の終了率を高め、成果を出すため、契約保健師等の人材育成に取り組み、スキルアップを図る。 

・リモートによる特定保健指導が実施できる体制を整え、機会の拡大を図る。 

 

■ KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を 33.2％以上とする 

② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 15.5％以上とする 
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ⅲ） 重症化予防対策の推進 

・未治療者に対する受診勧奨を確実に実施する。なお、現役世代の重症化予防対策として、尿蛋白の検査値等にも着目 

した受診勧奨を行う。 

・また、かかりつけ医との連携等による糖尿病の重症化予防に取り組む。 

 

○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 ：1,380人 

    被保険者 ・一次および二次勧奨域者へ、通知 1～２か月後に電話または文書による受診勧奨を行う。 

         また、受診行動をより高めるため、電話勧奨の前に支部より糖尿病認定・専門医を案内する。 

    被扶養者 ・文書による受診勧奨を支部独自に行う。 

 

○ 糖尿病性腎症・尿蛋白陽性者に係る重症化予防事業  

   ・糖尿病性腎症患者のうち、生活習慣の改善により人工透析導入開始を遅らせることが期待できる者を、担当医師およ

び患者同意のもと、支部保健師による生活改善指導を実施する。 

・尿蛋白陽性者に対し、文書による受診勧奨を行う。 

 

■ KPI：受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

ⅳ） コラボヘルスの推進 

 ・事業所カルテを活用し、健康事業所宣言事業所数の更なる拡大を図るとともに、取組の質を向上させる観点から、宣言

事業所に対するフォローアップの強化を図る。 

・健康教育（身体活動・運動や食生活・栄養）を通じた若年期からのヘルスリテラシーの向上を図るため、新たなポピュ

レーションアプローチについて検討する。 

 

■ KPI：健康宣言事業所数を 450事業所以上とする。 
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②  広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 本部で作成する youtube等の動画を活用しつつ、引き続き、地域の実情や時節 

柄等に応じた広報を行う。 

・ 健康保険委員の委嘱拡大に向けた取り組みを強化するとともに、健康保険委員活 

動の活性化を図るための研修や広報誌等を通じた情報提供を実施する。 

 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 56.5％以上とする 

 

 

③ ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉 

＜課題分析＞ 

・  支部間格差を解消するため、協会で作成した「ジェネリックカルテ」及び「データブック」によりに重点的に取り組む

べき課題（阻害要因）を明確にし、対策の優先順位を付けて取り組む。 

＜医療機関・薬局へのアプローチ＞ 

・  協会で作成した「医療機関・薬局向け見える化ツール」及び「医薬品実績リスト」等を活用し、医療機関・薬局に対す

る働きかけを強化する。 

＜加入者へのアプローチ＞ 

・  加入者にジェネリック医薬品を正しく理解していただけるよう、ジェネリック医薬品軽減額通知や希望シールの配布、

イベント・セミナーの開催などにも着実に取り組む。 

・  都道府県や薬剤師会、他の保険者等と連携した取組を実施する。 

 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合(※)を年度末時点で 74.9％以上とする。 

※ 医科、DPC、歯科、調剤 

 

④  インセンティブ制度の実施及び検証〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・  加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組や意義を理解していただけるよう、周知広報を行う。 
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⑤ 好事例パイロット事業の活用〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・他支部が取り組んだパイロット事業について、徳島支部でも効果があると思われる好事例や全国展開となった事業につい

ては確実に取り組み活用していく。 

 

⑥ 地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信〈Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、医療計画及び医療費適正化計画が着実に

推進されるよう意見発信を行う。 

ⅱ）医療提供体制に係る意見発信 

・効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議 や医療審議会等の場において、協会における医

療データの分析結果等（医療費の地域差や患者の流出入状況等）を活用し、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

ⅲ）医療保険制度の持続可能性の確保等に向けた意見発信 

・加入者の健康増進や医療保険制度の持続可能性の確保、地域包括ケアの構築等に関する意見発信を行う。 

ⅳ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの「上

手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療データ

等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

⑦ 調査研究の推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療費分析 

・医療費適正化に向けた事業の実施につなげるため、地域差の要因等について、レセプトデータ等から調査分析を実施す

る。 
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３．組織・運営体制関係 （３）組織・運営体制関係 

Ⅰ）人事・組織に関する取組 

① 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・ 本部が示す契約職員も含めた人員配置に基づき組織体制を見直し、支部組織の運営体制強化を図る。 

 

② 人事評価制度の適正な運用 

・ 評価者を中心として個人目標の設定や評価結果のフィードバックによる人材育成の重要性など、職員の人事評価制度に

関する理解を深め、評価結果を適正に処遇に反映させることにより、実績や能力本位の人事を実施する。 

 

③ ＯＪＴを中心とした人材育成 

・ 各グループ内での勉強会等ＯＪＴを中心としつつ、本部開催の研修参加者による支部内伝達研修の実施や、外部講師を

招いた研修など行い知識の習得や能力の向上を図る。 

 

④ 本部支部間の連携の強化 

・  加入者の健康増進のための新たな取組の推進など、戦略的保険者機能を更に強化していくため、本部支部間の更なる連

携の強化に向けた検討を行う。 

 

⑤ 支部業績評価の実施 

・  支部業績評価の評価項目について、毎月各グループ進捗会議を開催しＰＤＣＡ状況を把握することにより業績向上に

向け取り組んでいく。 

 

Ⅱ）内部統制に関する取組 

① 内部統制の強化 

・ 内部統制基本方針に則り、支部内の統制整備を着実に進める。 

 

② リスク管理 

・ 職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報保護研修を行うとともに、各種
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リスクを想定した訓練を実施する。 

 

③ コンプライアンスの徹底 

・ 法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

 

Ⅲ）その他の取組 

①  費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・  調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組みを行

うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

・  一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査等

を実施し、次回の調達改善に繋げる。 

・  また、少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を公

示し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 
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令和 3年度 事業計画（香川支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●お客様サービスの向上 

○現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日以内）を遵守する。 

○加入者・事業主の意見等に基づいて、お客様へのサービス改善を迅速に行う。 

○郵送による申請・手続きを促進する。 

〇限度額適用認定証の利用促進を図る。 

■ KPI：①サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

②現金給付等の申請に係る郵送化率を 94.7％以上とする 

 

●現金給付の適正化の推進 

〇高額報酬者による申請、資格取得日直後からの申請等不正の疑いのある事案は、保険給付適正化プロジェクトでの議論

を経て、必要に応じ事業所への立入検査等を実施する。 

○傷病手当金と年金・労災との併給調整を確実に実施する。 

〇あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査を強化する。また、不正の疑いがある事案は厚生支局に情報提供する。 

 

●効果的なレセプト点検の推進 

○内容点検については、レセプト点検の効果向上のための行動計画を策定・実施し、システムを活用した効率的な点検を

実施する。 

○資格点検については、医療機関への照会を行い、受診者本人への返還請求を確実に実施する。 

○外傷点検については、受診者本人への照会を行い、必要に応じて第三者行為届の提出勧奨を確実に実施する。 

■ KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について前年度以上とする 

    ②協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を前年度以上とする 

 

●柔道整復施術療養費における照会・面接確認の実施 

○以下の申請について、重点的に加入者や施術所に対する照会を行うとともに、必要に応じて施術者を対象とした面接確
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認を行う。 

 ・多部位（施術箇所が 3部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）の施術 

 ・いわゆる部位転がしと呼ばれる、負傷部位を意図的に変更することによる長期に渡った施術 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める施術箇所 3部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について前年度 

以下とする 

 

●返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

○被保険者等の資格を喪失したにもかかわらず保険証を返納しない者に対し、文書・電話による返納催告を行い保険証の

確実な回収を図る。 

○加入者の退職時等に保険証を返納するよう周知広報を行うとともに、未返納者の多い事業所には、文書・電話・訪問に

より資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

○資格喪失後受診により発生した返納金債権については、早期回収を図るとともに国民健康保険等との保険者間調整を積

極的に実施する。また、弁護士を活用した返納催告及び法的手続きの実施により、返納金債権の確実な回収を図る。                           

■ KPI：①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を前年度以上とする 

②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を前年度以上とする 

 

●被扶養者資格の再確認の徹底 

○被扶養者資格確認リストの未送達事業所について、年金事務所と連携し所在地調査を行い、確実に送達する。 

〇被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への提出勧奨を行う。 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 94.2％以上とする 

 

●業務改革の推進 

〇標準化・効率化・簡素化を推進し、生産性の向上を目指す。 
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２．戦略的保険者機能関係 ●第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

 i）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

○被保険者（40歳以上）（実施対象者数：159,697人） 

  ・生活習慣病予防健診 実施率 51.7％（実施見込者数：82,500人） 

  ・事業者健診データ  取得率 16.3％（取得見込者数：26,000人） 

○被扶養者（受診対象者数：44,939人） 

 ・特定健康診査    実施率 31.8％（実施見込者数：14,300人） 

○実施率等向上対策 

 被保険者及び被扶養者の健診実施率向上のため、以下のことに取り組む。  

〈被保険者〉  

・生活習慣病予防健診実施機関の拡充、集団健診の実施による受診機会の拡大を図る。 

   ・労働局等と連携した事業者健診データ取得を推進する。 

    ・事業者健診実施機関との運用スキームの見直しを行う。 

   ・紙媒体等での健診結果取得の推進を図る。 

〈被扶養者〉 

・自治体のがん検診との合同実施。 

・歯科健診やオプショナル測定等の付加により、実施項目を充実させ、健診への受診行動を促す。 

・大型ショッピングセンター等、交通至便の良い施設での健診を実施する。 

・通院治療者への医療機関からの健診受診勧奨を推進する。 

■ KPI：①生活習慣病予防健診実施率を 51.7％以上とする 

②事業者健診データ取得率を 16.3％以上とする  

③被扶養者の特定健診実施率を 31.8％以上とする 

 

ii）特定保健指導の実施率及び質の向上 

○被保険者（特定保健指導対象者数：21,917人） 

  ・特定保健指導    実施率 40.7％（実施見込者数：8,910人） 
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（内訳）協会保健師実施分 21.6％（実施見込者数：4,740人） 

                アウトソーシング分 19.0％（実施見込者数：4,170人） 

○被扶養者（特定保健指導対象者数：1,230人） 

・特定保健指導    実施率 28.5％（実施見込者数：350人） 

○保健指導の利用勧奨対策 

特定保健指導実施率等向上のため、以下のことに取り組む。  

・協会保健師等を活用し、保健指導の質の向上を図るとともに新たな手法を活かした実施数の増加を図る。 

・事業者健診に基づく特定保健指導実施件数の増加を図る。 

・健診機関等による健診当日の初回面接（被扶養者の集団健診の分割実施を含む）等の更なる推進を図る。 

■ KPI：①被保険者の特定保健指導の実施率を 40.7％以上とする 

②被扶養者の特定保健指導の実施率を 28.5％以上とする 

 

iii）重症化予防対策の推進 

○未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 794人 

・重症域に該当する医療機関未治療者に対して、文書、電話、面接による治療勧奨を積極的に行う。  

○糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・「香川県糖尿病性腎症等重症化予防プログラム」を活用するとともに健診結果から糖尿病性腎症等重症化のおそれのあ

る者を抽出し、「医療受診勧奨票」を送付し治療を促す。 

○40歳未満の血糖リスク者を対象とした保健指導 

・早期に効果的な糖尿病発症予防を図るため、生活習慣病予防健診当日に保健指導ができる機関に委託して実施する。 

■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進 

○健康宣言事業所数の拡大 

・香川県や労働局、経済団体等と連携し、オール香川で健康経営を普及させ健康宣言事業所数の拡大を図る。 

・事業所訪問をするなどして、健康経営を普及させ健康宣言事業所数の拡大を図る。 
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○健康宣言事業所の支援 

・健康宣言事業所に職員が訪問し、健康づくりの取り組み状況について聞き取りを行うとともに、他事業所の優れた取

り組み事例の紹介や情報提供（事業所カルテ、健康情報誌等）を行い、フォローアップを実施する。 

・香川県と共同で優良取組事業所を表彰する。 

・経済産業省が実施する健康経営優良法人について案内を行う。 

■ KPI：健康宣言事業所数を 500事業所以上とする 

 

ⅴ）その他保健事業の推進 

○健康づくり審議会やセミナー等に参画するとともに、自治体や関係団体と健康づくりイベント等を共催する。 

 

●広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

○関係機関との連携による広報や、支部広報誌などによる広報、ホームページ、メールマガジンに加えＷｅｂメディアや

動画等を活用し加入者にわかりやすい広報を行う。 

○健康保険委員の研修会等を開催し、健康保険委員活動の活性化を図るとともに委嘱数の拡大を図り、協会の事業への理

解を深める。 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 62.5％以上とする 

 

●ジェネリック医薬品の使用促進 

○「ジェネリック医薬品軽減額通知サービス」を実施する。（2回） 

○薬剤数量、使用割合に基づき、「医療機関・薬局向け見える化ツール」及び「医薬品実績リスト」を作成・活用し医療機

関、調剤薬局に対して、ジェネリック医薬品の使用促進を図る。 

○ホームページや広報誌、メールマガジンによる広報のほか「希望シール」「使用促進ポスター」等を活用して、より効果

的な広報を実施する。 

○香川県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会、香川県保険者協議会と協働して使用促進を図る。 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合を 77.6％以上にする（※医科、DPC、調剤、歯科における使用割合） 
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●インセンティブ制度 

○加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組や意義を理解していただけるよう、周知広報を行う。 

 

●地域関係団体等への意見発信 

○本部から提供される資料及び協会が保有するレセプトデータを用いて医療費等の分析を行うとともに、各種公会議等に

おいて適切に意見発信を行う。 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療 

データ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

３．組織・運営体制関係 ●人事評価制度の適正な運用 

○協会の理念の実現に向けて、組織目標を達成するための個人目標を設定するとともに、達成状況について実績や能力を

適正に評価し、処遇に反映させる。 

 

●OJTを中心とした人材育成 

○「OJT」「集合研修」「自己啓発」を効果的に組み合わせた人材育成制度の定着を図る。「自ら育つ」という成長意欲を持

ち、日々の業務遂行を通じて「現場で育てる」という組織風土を醸成する。 

 

●費用対効果を踏まえたコスト削減等 

○調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。参加が予想される業者に広く声掛けを行う等周知に

努める他、十分な公告期間や履行期間を設定することにより、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。また、一者

応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査等を実

施し、次回の調達改善につなげる。 

○消耗品の適切な調達・在庫管理により経費の節減に努める。消耗品の経費等及び電気使用量の実績を周知することによ

り、コスト意識の徹底を図る。 

■ KPI：入札件数が 5件以上の場合、一般競争入札に占める一者応札案件の割合について 20％以下とする 
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●その他 

○働きがいのある健全な職場づくり 

・管理職会議等において、必要な情報の共有化を図るとともに「報・連・相」が迅速に行える職場風土を醸成する。 

・メンタルヘルス不調の未然防止を目的として、本部等との連携によるストレスチェックを実施する。（年度 1回実施） 

・ワークライフバランスの実現のため、時間外労働の縮減を推進する。 

○リスク管理の徹底 

・定期的に自主点検を実施し、リスクの点検および評価を行う。 

・コンプライアンス委員会・個人情報保護管理委員会の定期的開催及び研修等を通じて、遵守を徹底する。 

・香川支部初動対応マニュアルに基づく防災訓練や安否確認システムにおける模擬訓練を定期的に実施することによ

り、各職員が担当する役割の徹底や防災意識の向上を図る。 
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令和 3年度 事業計画（愛媛支部）                 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 １．基盤的保険者機能関係 

 

【目的・目標】 

 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の

標準化、効率化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。 

 

(１) 健全な財政運営 

  ・中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況 

を踏まえ、評議会において丁寧な説明をしたうえで、保険料率に関する議論を行う。【新】 

・今後、厳しさが増すことが予想される協会けんぽの保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、

決算や今後の見通しに関する情報発信を行う。【新】 

 

(２) サービス水準の向上 

・サービス水準の向上に努めるとともに、現金給付の申請受付から支給までの標準期間を 10 日間とするサービス

スタンダードを遵守する。 

・加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見等から協会の課題を見いだし、迅速に対応する。 

 

■KPI：①サービススタンダードの達成状況を 100％とする（参考：令和 2年 11月末現在 100％） 

②現金給付等の申請に係る郵送化率を 93.9％以上とする（参考：令和 2年 11月末現在 90.0％） 

 

(３) 現金給付の適正化の推進 

・不正の疑いのある事案については、支部保険給付適正化プロジェクトチームを活用し適正化を進める。また、必

要に応じて事業主への立入検査を行う。特に、現金給付を受給するためだけの資格取得が疑われるものや、いわ

ゆる「引き続き」や「傷病転がし」によって傷病手当金の法定期間を超える受給が疑われるものについて重点的
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に審査を行う。 

・傷病手当金と老齢厚生年金、障害厚生年金、労災休業補償給付との併給調整について、進捗管理を徹底し確実に

実施する。 

 

(４) 効果的なレセプト点検の推進 

・レセプト内容点検効果向上計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検により、

査定率向上に取り組む。【改】 

  

■KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率を対前年度以上とする 

      （参考：令和元年度 0.269％ 令和元年度上期 0.270％ 令和２年度上期 0.248％） 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

     ②協会けんぽの再審査レセプト１件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

・外傷による受診者については、負傷原因の照会を行い、未提出者に対しては再照会、再々照会を確実に実施する。

第三者による行為が原因の場合は、適正かつ確実な求償事務を行う。また、求償状況の進捗確認を行い適切な請

求を実施する。 

・労働災害に該当するものは健康保険が使用できないこと、第三者行為の場合には傷病届の提出が必要なこと等、

保険証の適正使用に関する啓発を実施する。 

 

(５) 柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）の申請や、いわゆる「部位転がし」と呼

ばれる負傷部位を意図的に変更することによる過剰施術に関して、加入者への文書照会を実施する。 

 

■KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について対

前年度以下とする（参考：令和 2年 10月末現在 0.38％） 

 ■支部目標：多部位・頻回・部位転がし申請月例照会数 300件以上 
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(６) あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

・「文書による医師の再同意の有無」等の不正請求対策にポイントを置いた審査を実施し、不正の疑いがある案件

は厚生支局への情報提供を行う。 

 

(７) 返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 

・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行う。催告後も未回収の場合

には、被保険者証回収不能届を活用した電話催告を行うほか、社会保険労務士・健康保険委員・保険証回収率が

低い事業所への働きかけを行う。また、日本年金機構に対しても、被保険者証回収不能届の添付徹底を申し入れ

る。 

 

■KPI：日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

    （参考：令和 2年 10月末現在 95.51％） 

 

・債権管理回収計画を策定し、発生した債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費

用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、返納金債権の回収率の向上を図る。 

 

 ■KPI：資格喪失後受診に係る返納金債権の回収率を対前年度以上とする 

    （参考：令和元年度 57.28％ 令和元年度上期 50.18％ 令和２年度上期 31.17％） 

 

(８) 限度額適用認定証の利用促進 

・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員に対する広報（研修会・納入告知書封

入チラシ・メールマガジン等）を実施するとともに、地域の医療機関や市町と連携し、窓口に申請書を配置する

など利用促進を図る。（※県内 20市町全てと 159医療機関に申請書配置済）【改】 

 

(９) 被扶養者資格の再確認の徹底 

・被扶養者資格の確認対象事業所からの回答率を高めるため、未提出事業所への勧奨、未送達事業所への送達の徹

底を行う。 

 

■KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 93.8％以上とする（参考：令和元年度 93.7％） 
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(１０)オンライン資格確認の円滑な実施 

  ・国のオンライン資格確認の円滑な実施のため、マイナンバー登録促進のための広報を行う。 

 

２．戦略的保険者機能関係 【目的・目標】 

 保険者機能強化アクションプラン（第５期）、第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実に

実施し、「加入者の健康度の向上」、「医療等の質や効率性の向上」及び「医療費等の適正化」を図る。 

 

(１) 第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

収縮期血圧≧130mmHgの者の割合が多い等、血圧に関する課題があるため、第２期保健事業実施計画（データヘル

ス計画）では血圧対策を推進する。 

 

■ 上位目標：愛媛県新規透析導入患者数 522名（平成 27年）を 400名（平成 27年全国平均並）に減らす 

■ 中位目標：① 収縮期血圧≧130mmHg の者の割合が、男性については 43.4％（平成 27 年度愛媛支部平均）から

38.2％（平成 27年度全支部平均）に、女性については 28.8％（平成 27年度愛媛支部平均）から 24.4％

（平成 27年度全支部平均）に改善する 

② 高血圧（≧140/90mmHgまたは服薬）の者の割合が、男性については 39.9％（平成 27年度愛媛支部

平均）から 36.5％（平成 27 年度全支部平均）に、女性については 24.5％（平成 27 年度愛媛支部平

均）から 21.7％（平成 27年度全支部平均）に改善する 

 

①  事業所における血圧高値者対策の推進及び事業所に向けた高血圧予防・改善方法の周知広報 

・減塩啓発ポスター、階段利用促進ポスター等の事業所掲示物を配布し、血圧管理に対する意識を高める。 

・事業主又は事業所担当者から高血圧要治療者（≧160/100mmHg）への受診勧奨実施依頼を行う。 

・事業所向け納入告知書同封チラシ、メールマガジン、ホームページ、ラジオＣＭ、web広告や youtube等の動画

による周知広報を行う。【改】 
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② コラボヘルスの推進 

・協会の保健師・管理栄養士が事業所と健康づくりに向け協力・連携した取組を行い、健康経営を推進する。 

・事業所従業員向けの食や運動、メンタルヘルスをテーマとした出前講座を開催し、事業所における健康づくりを

推進する。【改】 

・経済団体、業界団体等と連携し、愛媛支部が実施する健康宣言事業である「健康づくり推進宣言」への参加勧奨

を行う。 

・健康・医療データを事業所単位で見える化した情報提供ツール「健康つうしんぼ」を事業所に対して送付するこ

とを契機として「健康づくり推進宣言」への参加勧奨を行う。 

・事業所における「健康づくりのヒント」として、事業所における健康づくりの具体的な取組をまとめた取組事例

集を作成し、ホームページへの掲載や事業所に提供することにより、好事例の横展開を図る。 

・「健康づくり推進宣言」の参加特典として、「血圧計」の貸出しや、「季節の健康冊子」など健康情報ツールの提

供等により、事業所における健康づくりの推進を図る。 

・商工会議所等関係団体広報誌に、「健康づくり推進宣言」及びインセンティブ制度に関する記事を掲載する。 

・「健康づくり推進宣言」事業に関し、健診データ等を用いた効果分析を行う。 

  

■KPI：健康宣言事業所数を 900事業所以上とする（参考：令和 2年 11月末現在 767事業所） 

 

③ 効果検証の実施 

・生活習慣病予防健診結果データ等により、血圧高値者の状況を確認し次年度における対策を検討する等、第２期

保健事業実施計画（データヘルス計画）におけるＰＤＣＡを実施する。 

 

④ 特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

(a) 被保険者に対する対策 

・生活習慣病予防健診を利用していない事業所に対し、受診意欲を高めるような案内文書等を送付し、効果的な受

診勧奨を行う。 
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・健診実施機関との協力・連携の強化により、健診実施機関による事業者健診から生活習慣病予防健診への切替勧

奨を実施するとともに、協会けんぽの健診受入枠の拡大を図るなど、生活習慣病予防健診受診者数の向上を図る。 

・公民館等で集合健診を実施し、近隣の事業所や未受診者に対し文書による受診勧奨を行う。  

・外部委託を活用し、事業者健診結果データの取得を促進する。 

 

(b) 被扶養者に対する対策 

・利便性の高い会場選定や興味を引くオプショナル検査を付加した協会けんぽ主催の無料集団健診を実施する。 

・ＧＩＳ(地理情報システム)により集団健診会場の近隣に居住している未受診被扶養者を抽出し、効果的な文書受

診勧奨を行う。 

【数値目標】 

○ 被保険者（40歳以上）（実施対象者数：213,098人） 

・生活習慣病予防健診 実施率 62.6％（受診見込者数：133,400人） 

・事業者健診データ 取得率 6.1％（取得見込者数：13,000人） 

○ 被扶養者（実施対象者数：59,966人） 

・特定健康診査   実施率 33.7％（受診見込者数：20,200人） 

 

■ KPI：健診実施率を 61.0％以上とする 

① 生活習慣病予防健診実施率を 62.6％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 6.1％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診実施率を 33.7％以上とする 

 

⑤ 特定保健指導の実施率及び質の向上 

保健指導の受診勧奨対策 

・健診機関に対して、意見交換会や研修会開催などにより連携を強化し、健診機関による健診当日の特定保健指導

の拡大を図る。 

・協会職員による文書・電話・訪問勧奨を行うとともに外部委託も活用した勧奨を実施する。 
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・商業施設等にて血管年齢測定等を付加した休日特定保健指導を実施する。 

【数値目標】 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数：29,573人） 

・特定保健指導 実施率 26.3％（実施見込者数：7,780人） 

（内訳）協会保健師実施分  16.7％（実施見込者数：4,950人） 

             アウトソーシング分 9.6％（実施見込者数：2,830人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数：1,737人） 

・特定保健指導 実施率 29.9％（実施見込者数：520人） 

 

■ KPI：特定保健指導の実施率を 26.5％以上とする 

① 被保険者の特定保健指導実施率を 26.3％以上とする 

② 被扶養者の特定保健指導実施率を 29.9％以上とする  

 

⑥ 重症化予防対策の推進 

(a) 未治療者に対する受診勧奨 

・未治療者のうち、重症度が高い者（二次勧奨対象者）に対して文書による医療機関受診勧奨を実施する。 

（二次勧奨実施予定人数 1,200人） 

・文書による受診勧奨と合わせて、協会の保健師による電話・訪問による受診勧奨を実施する。 

・健診当日の健診結果で血圧が要治療・要精密検査と判定された者に対して、健診直後にそのまま生活習慣改善に

向けた保健指導と医療機関受診勧奨を健診機関への外部委託により実施する。 

(b) 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・糖尿病性腎症患者で重症度が高い者に対象者に対して、面談による重症化予防プログラムへの参加勧奨を実施す

る。重症化予防プログラムの実施は、主治医よりプログラム参加に関する指示書を取得のうえ、外部委託により

実施する。 

 

■ KPI：受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 
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(２) 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

① 協会けんぽの存在意義や取組内容を加入者・事業主に十分理解していただくため、ホームページ、納入告知書同

封チラシ、メールマガジン、web広告や youtube等の動画を活用した広報を実施する。【改】 

 

② 健康保険委員が委嘱されていない一定規模以上の事業所に対して、訪問、文書及び電話による委嘱勧奨を実施し、 

健康保険委員委嘱者数の増加を目指す。 

 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合（被保険者カバー率）を

55.0％以上とする（参考：令和 2年 11月末現在 51.7％） 

 

③ 健康保険委員活動の活性化を図るため、健康保険委員のニーズに対応した研修会を日本年金機構と共同で開催す

るとともに、メールマガジン発行、新規委嘱者への事務手続き配布等による情報提供を実施する。 

 

■ 支部目標：メールマガジン新規登録数（純増数） 100件 

（参考：令和 2年 12月 17日現在 登録数 1,482件） 

 

(３) ジェネリック医薬品の使用促進 

・本部から提供されるジェネリックカルテを活用し愛媛支部のジェネリック医薬品使用率に大きな影響を及ぼし

ている医療機関及び調剤薬局の実情を把握し、阻害要因の解消につなげる。 

・本部から提供される「情報提供ツール」を活用し、自機関のジェネリック医薬品使用割合等が分かる「ジェネリ

ック医薬品に関するお知らせ」を医療機関及び薬局へ送付する。 

・ジェネリック医薬品の使用率が低い乳幼児世代の親に向けたジェネリック医薬品使用促進チラシを作成し、市町

への設置を依頼する。 

・愛媛新聞社の「愛 GIVER project」の事業協賛により掲載できる新聞広告に「ジェネリック医薬品の使用促進」

記事を掲載する。【改】 

・駅看板の活用により、ジェネリック医薬品の使用促進を行う。 
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・愛媛県薬務衛生課とジェネリック医薬品使用促進セミナーを共催する。 

・愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」を使用したジェネリック医薬品希望シールおよびお薬手帳カバ

ーを作成し、薬剤師会と連携し薬局窓口や各種セミナー等にて配付する。 

 

■ KPI：愛媛支部のジェネリック医薬品使用割合を 77.4％以上とする（参考：令和 2年 7月現在 75.1％） 

 

(４) インセンティブ制度の実施 

・令和２年度の実施結果を迅速に検証し、その後の検討につなげるとともに、引き続き、加入者に届く制度の周

知広報を丁寧に行う。 

・無料生活情報誌にインセンティブ制度に関する記事を掲載することにより制度の周知広報を行う。 

 

(５)  医療データの分析に基づく地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度に係る意見発信 

① 医療費データ等の分析 

・協会が保有するレセプトデータ等を活用し、加入者の医療機関への受診傾向や医療費の動向等について、地域差

の要因分析を行う。 

 

② 外部への意見発信や情報提供 

・地域医療構想調整会議等において、医療データ等の分析結果や地域医療を見える化したデータベース等を活用

し、エビデンスに基づく意見発信等を行う。 

・医療データ等の分析結果を踏まえ、医療費の地域間格差の要因等について、ホームページ等により、加入者や事

業主へ情報提供を行う。 

 

③  上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの「上手な医療のかかり方」ついて、関係団体と連携しつつ、加 

入者や事業主へ周知広報を実施する。【新】 
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■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療

データ等を活用した効果的な意見発信を実施する。 

３．組織・運営体制関係 【目的・目標】 

 保険者機能の基盤となる組織体制の強化を図る。 

(１) 適切な組織運営 

・週次会及び月例幹部会を開催し、支部内ガバナンスの徹底及び組織目標達成に向けた業務進捗状況の確認を行

う。 

 

(２) 職員の労務管理 

以下の施策の実施により超過勤務の縮減および職員の健康の保持増進を図る。 

・ノー残業デーの実施（水曜日及び金曜日） 

・業務進捗管理の徹底 

・衛生委員会の適切な運用 

 

(３) コンプライアンスの徹底とリスク管理 

・支部内研修等を通じ、情報セキュリティ及び個人情報保護を始めとしたコンプライアンスの徹底を図る。 

・年２回、支部内自主点検を行う。 

・毎月、個人情報取扱点検を行う。 

 

(４) 新規学卒者採用活動の実施 

・新規学卒者応募の増加に向け、愛媛県内の４年制大学（愛媛大学・松山大学）への働きかけを行う。 
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(５) ＯＪＴを中心とした人材育成 

・業務管理を通じたＯＪＴを中心としつつ、以下の研修を効果的に組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 

① ハラスメント研修  

② メンタルヘルス研修  

③ 情報セキュリティ研修  

④ 個人情報保護研修 

⑤ コンプライアンス研修  

⑥ ビジネススキル研修  

⑦ ①～⑥以外の独自研修の企画・実施 

・本部斡旋通信教育講座等を利用した自己研鑽活動を推奨する。 

 

(６) 費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・調達事務における競争性及び公平性・公正性を確保する。中でも、調達における競争性を高めるため、一者応札

案件の減少に努める。そのために、参加が見込める業者に広くＰＲを行う等周知に努める他、十分な公告期間や

履行期間を設定することにより、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。また、一者応札となった入札案件

については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査等を実施し、次回の調

達改善につなげる。 

 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合ついて、20.0％以下とする。 

 

(７) ペーパーレス化の推進 

・事務を効率的に実施するため、ペーパーレス化を推進する。 
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(８) 事務処理誤り発生防止対策の徹底 

  各種関係法令の遵守を基本とし、以下対策の徹底により事務処理誤り発生防止を図る。 

  ・業務処理マニュアルに基づく事務処理 

・人事異動時の確実な事務引き継ぎ 

・過去に発生した事務処理誤り案件の再発防止 

・「ヒヤリハット事例」の共有 

・業務改善提案の推進 
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令和 3年度 事業計画（高知支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 ① サービス水準の向上 

・本部が実施するお客様満足度調査を活用したサービス水準の向上に取り組む。 

・傷病手当金等の現金給付の申請受付から給付金の振込みまでの期間について、サービススタンダード（10営業日）を 

遵守する。 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

     ② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 91.0％以上とする 

 

② 業務改革の推進に向けた取組 

・現金給付等の業務処理手順の更なる標準化の徹底と、役割を明確にした効率的な業務処理体制の定着により、業務の 

生産性の向上を目指す。 

 

③ 現金給付の適正化の推進 

・重点審査項目を中心に審査を強化し、不正の疑義がある事案については「給付適正化プロジェクトチーム」で議論を 

行い、必要に応じ事業所への立ち入り検査をおこなう。 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整を確実に実施する。 

 

④ 効果的なレセプト点検の推進 

・内容点検については、システム点検の効果的な活用や点検員のスキルアップを目指した、レセプト内容点検効果向上 

計画に基づき効果的なレセプト点検を推進する。 

■ KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について対前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

    ：② 協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

・資格点検については資格喪失後受診等に係る疑義レセプトについて点検を行い、返還請求等を確実に実施する。 
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・外傷点検については、外傷性病名にかかるレセプトについて負傷原因の照会を行い、返還請求及び損害賠償請求等を 

確実に実施する。 

 

⑤ 柔道整復施術療養費の照会及び審査業務の強化 

・柔道整復施術療養費の適正化を目的に、患者に対するアウトソースでの文書照会と適正受診の啓発を強化するとともに 

傾向審査の推進を図る。 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について対前 

    年度以下とする 

 

⑥ あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

・受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った 

不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し、適正化を図る。 

 

⑦ 返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 

・保険証未返納者に対する日本年金機構での返納にかかるお知らせ時に協会の案内文と返信用封筒の同封を依頼し、迅速 

な回収に努める。また、協会けんぽが行う 1次催告は日本年金機構の資格喪失処理後 2週間以内に、2次催告は 4週間 

以内に行う。加えて、被保険者証回収不能届を活用した電話催告等を確実に実施する。 

・資格喪失後受診に係る返納金債権は、早期対応が重要であるため、初動対応から概ね 6か月を経過するまでの取り組み 

に重点を置くとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的措置の実施により、返納金債権の 

回収率の向上を図る。 

  ・資格喪失後受診防止等の保険証適正使用を啓発するポスターを関係機関と連携し、高知県内の保険医療機関に配布す 

る。 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

     ② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 
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⑧ 限度額適用認定証の利用促進 

・事業主や健康保険委員へ、チラシやリーフレットで制度周知の広報を実施する。 

・限度額申請書セットを配置している医療機関等の利用率促進を図る。 

 

⑨ 被扶養者資格の再確認の徹底 

・本部が示す実施要項に基づき、被扶養者の資格確認を的確に行う。また、未提出事業所については、大規模事業所への 

勧奨と早期着手による提出率の向上を図るとともに、未送達事業所は調査により送達の徹底を図る。 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 94.6％以上とする 

２．戦略的保険者機能関係 ① データ分析に基づいた第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

 i）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

○ 被保険者（40歳以上）（受診対象者数：106,564人） 

   ・生活習慣病予防健診 受診率 67.8％（受診見込者数：72,250人） 

   ・事業者健診データ  取得率 10.2％（取得見込者数：10,870人） 

○ 被扶養者（受診対象者数：29,987人） 

  ・特定健康診査    受診率 27.7％（受診見込者数：8,306人） 

○ 健診の受診勧奨対策 

・健診・保健指導カルテ等を活用した効果的・効率的な受診勧奨を実施する。 

・生活習慣病予防健診実施委託機関を増加させる。 

  ・特定健診とがん検診の同時実施の拡大を図る。 

 ■ KPI：① 生活習慣病予防健診受診率を 67.8％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を  10.2％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診受診率を 27.7％以上とする 

ii）特定保健指導の実施率の向上 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数：16,791人） 

   ・特定保健指導    実施率 22.6％（実施見込者数：3,800人） 
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（内訳）協会保健師実施分  16.7％（実施見込者数：2,800人） 

                 アウトソーシング分  5.9％（実施見込者数：1,000人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数：714人） 

   ・特定保健指導    実施率 19.6％（実施見込者数：140人） 

○ 保健指導の受診勧奨対策 

・健診・保健指導カルテ等を活用した効果的・効率的な受診勧奨を実施する。 

   ・健診実施機関で「健診当日に指導を実施」を推進する。 

   ・情報通信技術を活用することによる対象者の利便性向上を図る。 

■ KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を 22.6％以上とする 

      ② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 19.6％以上とする 

 

 iii）重症化予防対策の推進 

 ○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 480人 

 ○ 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

   ・高知県の策定したプログラムに沿ってかかりつけ医との連携による糖尿病重症化予防に取り組む。 

■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

 iv）コラボヘルスの推進 

・関係団体（県、経済団体、マスコミ、保険会社等）との連携により『高知家』健康企業宣言事業所、及び健康経営 

優良法人認定事業所の拡大を図る。 

   ・高知新聞社の「こうち健康企業プロジェクト」との連携により、事業所への顕彰制度である「高知家健康経営アワー 

ド」やセミナー開催、新聞紙面を利用した啓発等を通じて、健康経営の普及促進を図る。 

   ・事業所カルテを活用し、各事業所に健康課題を把握してもらう。 

   ・大規模事業所や健康宣言事業所を中心に、健診や特定保健指導の実施、及び要治療判定者に対する受診勧奨につい 

    て働きかけをおこなう。 

   ・特定保健指導の実施率が低調な業種団体に対し、実施に向けた協力依頼をおこなう。 
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   ・健康づくり好事例集を作成、配付することで、横展開を図る。 

■ KPI：健康宣言事業所数を 600事業所以上とする 

 

② 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

  ・各種広報媒体（ホームページ、納入告知書同封チラシ、メールマガジン、高知県社会保険協会発行「社会保険こうち」 

   等）により、健康保険制度や健康づくり等に関する情報をわかりやすく発信する。 

  ・Web広告や市街地の大型 LEDビジョンを利用し、適正な医療のかかり方に関する周知広報をおこなう。 

  ・経済団体と連携のうえ、広報誌を通じて健診や特定保健指導の実施等を働きかける。 

  ・算定基礎説明会や職場の健康づくり応援研修会等、各種説明会を通じ、健康保険制度や健康づくり等に関する情報を 

わかりやすく発信する。 

  ・申請書セット（限度額適用認定、出産育児一時金、治療用装具）を医療機関等へ設置することで、制度周知とスムーズ 

な申請手続きの支援を図る。 

  ・大規模事業所を中心に、電話や文書等により健康保険委員の委嘱勧奨をおこなう。 

  ・健康保険委員に対して、定期的な情報提供（研修会開催、広報誌発行、健康保険各種申請の手引き等の配付等）をおこ

なう。 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 56.3％以上とする 

 

③ ジェネリック医薬品の使用促進 

  ・医療機関や調剤薬局に対して「見える化ツール」や「医薬品実績リスト」等を活用し、ジェネリック医薬品への切り 

   替え促進を図る。 

  ・位置情報を利用し、ジオターゲティング広告による使用促進広報を実施する。 

・ジェネリック医薬品軽減額通知の対象者や多剤服用者等をターゲットに配付することで、ジェネリック医薬品の使用 

   促進を図るほか、医薬品の相互作用や重複服用等の解消、ひいてはポリファーマシーの防止に繋げる。   

・新聞広告やフリーペーパー、交通広告等を利用した使用促進広報を実施する。 

  ・ジェネリック医薬品軽減額通知サービスにあわせた、効果的な広報を実施する。 

  ・ジェネリック医薬品に対する理解を深めていただくため、県や薬剤師会との連携によりセミナーを開催する。 
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  ・高知県後発医薬品安心使用促進協議会での意見発信を強化する。 

  ・本部から提供されるジェネリックカルテを活用し、実情を把握するとともに阻害要因の解消に繋げる。 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）を年度末時点で 77.5％以上とする 

    （※）医科、DPC、歯科、調剤 

 

⑤ インセンティブ制度の周知広報 

  ・インセンティブ制度について、丁寧な周知広報をおこなうとともに、加入者や事業主の行動変容に繋がるような働き 

掛けをおこなう。 

 

⑥ 地域の医療提供体制への働きかけや医療制度改正等に向けた意見発信 

・地域医療構想調整会議等にて、データを活用した積極的な意見発信をおこなう。 

  ・加入者や事業主に対して、医療提供体制にかかる分析結果の情報提供をおこなう。 

  ・健診結果や医療費データについて、地域・業種別の分析をおこない各種協議会等にて意見発信する。 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デー 

    タ等を活用した効果的な意見発信を実施する。 

３．組織・運営体制関係 ① ＯＪＴを中心とした人材育成 

  ・ＯＪＴを基本とし、それを補完するＯｆｆ-ＪＴを組み合わせることにより、人材育成に取り組む。 

  ・支部の課題や実情に応じた独自研修をおこなうほか、自己啓発に取り組むための支援として本部が斡旋する通信教育 

講座について、積極的な受講を勧奨する。 

 

② コンプライアンスの徹底 

  ・必須 6研修（ハラスメント研修、情報セキュリティ研修、個人情報保護研修、コンプライアンス研修、メンタルヘルス

研修、ビジネススキル研修）の実施を通じて、コンプライアンスの徹底を図る。 

  ・定期的又は随時にコンプライアンス委員会、個人情報保護委員会を開催することにより、コンプライアンスの推進を 

   図る。 
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③ 費用対効果を踏まえたコスト削減等 

  ・職員のコスト意識を高め、消耗品などの在庫管理、電力消費量の節減などにより経費節減に努める。 

  ・調達における競争性を高めるため、一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しな 

かった業者に対するアンケート調査等を実施し、一者応札案件の減少に努める。 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする。ただし、入札件数の見込み件数が 4件 

以下の場合は一者応札件数を 1件以下とする。 
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令和 3年度 事業計画（福岡支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 ○健全な財政運営 

・ 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏

まえ、支部評議会において課題を丁寧に説明した上で、保険料率に関する議論を適切に実施する。 

・ 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今

後の見通しに関する情報発信を適切に実施する。 

 

○サービス水準の向上 

・ お客様満足度調査を活用したサービス水準の向上に努める。 

・ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

・ 加入者・事業主の利便性向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

 

■ KPI：①サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

②現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする 

 

○限度額適用認定証の利用促進 

・ オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並び

に地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

・ 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

 

○現金給付の適正化の推進 

・ 不正の疑いのある事案については、保険給付適正化ＰＴで議論し、調査の必要なものについて事業主への立入検査を

行う。また、不正の疑われる申請については重点的に審査を行う。 

・ 傷病手当金と障害年金等との併給調整を確実に実施する。 
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○効果的なレセプト内容点検の推進 

・ レセプト内容点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、内容点検の質的向上とシステムを活用した効果的な点検によ

り、査定率向上に取り組む。 

・ 社会保険診療報酬支払基金における原審査の査定率向上のため、再審査結果に基づいた情報提供を積極的に行うなど、

支払基金との連携および関係強化に努める。 

 

■ KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について前年度以上とする 

（※）査定率 ＝ レセプト点検により査定（減額）した額 ÷ 協会けんぽの医療費総額 

    ② 協会けんぽの再審査レセプト 1 件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

○柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・ 多部位（施術箇所が 3部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる

「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会や適正受診の啓発を強化する。 

 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3 部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対前

年度以下とする 

 

〇あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

・ 医師の再同意書の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不正疑い事案については、逐次対応状

況を確認し適正化を図る。 

 

○返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・ 日本年金機構の資格喪失処理後 2 週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被

保険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

・ 保険証の未返納が多い事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・ 債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施によ
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り、返納金債権の回収率の向上を図る。 

 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

○被扶養者資格の再確認の徹底 

・ 被扶養者の国内居住要件等に対応した被扶養者資格再確認を確実に実施する。 

・ 事業所から被扶養者資格の確認書を確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・ 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 

 

○業務改革の推進 

・ 現金給付等の業務処理手順書に基づく標準的な業務処理体制を定着させ、効率的な審査業務を徹底し、正確性と迅速

性を高める。 

 

２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 

Ⅰ 加入者の健康度の向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化 

 

○第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 「特定健診・特定保健指導の推進」、「重症化予防の対策」、「コラボヘルスの取組」を基本的な実施事項とする第２期保

健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取り組みを着実かつ効果的、効率的に実施する。 
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 ・ 6 か年計画である第 2 期保健事業実施計画の前半の取り組みの評価（中間評価）に基づき、PDCA サイクルを確実に回

していくため、「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」等の各種分析ツールを活用して取り組みの実効性を高め

る。 

  

上位目標：糖尿病による新規人工透析患者を 2015年度から 5％減らす。 

 中位目標：①糖尿病・高血圧症未治療者の病院受診率を 6.6％（2015年）から 12.0％（2023年）に上げる。 

            ②メタボリックシンドローム該当者（男性_被保険者_40-64歳）の割合を 21.1％（2015年）から 18.7％（2023 

年）に減少させる。 

  

i）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

・ 特定健診実施率向上を図るため健診・保健指導カルテ等の活用により実施率への影響が大きいと見込まれる事業所や

業態等を選定し、重点的に働きかける等効果的・効率的な受診勧奨を行う。また、事業者健診データの取得促進に向

けて、労働局および関係団体等との連携強化を図る。 

・ 被保険者及び被扶養者の同時受診（夫婦での受診等）等集団健診の充実を図り、実施地域・会場数を拡大して受診率の

向上を目指す。 

 

被保険者（40歳以上）（実施対象者数：746,578人） 

・生活習慣病予防健診 実施率 56.3％（実施見込者数： 420,000人） 

   ・事業者健診データ  取得率 11.0％（取得見込者数：  82,000人） 

被扶養者（実施対象者数： 210,089人） 

  ・特定健康診査    実施率 27.4％（実施見込者数： 57,500人） 

 

〈被保険者・生活習慣病予防健診〉 

・ 事業所に健診案内等を一斉送付する際に、がん検診の有効性等を分析（早期発見とそうでない場合の５年相対生存率

の比較等）したチラシを同封して事業主及び被保険者の健診に対する意識向上を図り、健診受診を促す。 

・ 対象者が多い新規適用事業所に対しては、健診受診勧奨文書の送付後に架電による受診勧奨を併せて行う。 
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・ 小規模事業所の被保険者等、個人へのアプローチが有効だと見込まれる対象者に対しては、自宅に直接受診勧奨文書

を送付する。 

・ 事業者健診データの提供事業所に保健指導に関する文書を送付する際、生活習慣病予防健診を案内するチラシを同封

して次年度の切り替えを促す。また、事業者健診データ提供事業所への訪問による保健指導の際に保健師等より生活

習慣病予防健診を案内するよう徹底する。 

 

〈被保険者・事業者健診データ取得〉 

・ 県および労働局との連名通知による効果的な勧奨事業を実施し、データ提供同意事業所の拡大を図る。 

・ 新規データ提供の勧奨からデータ納品まで含めた包括的な業務の外部委託により取り組みの強化を図る。 

・ 大規模事業所等、実施率への影響が大きい事業所に対し、職員による訪問等、効果的な勧奨を行う。 

 

〈被扶養者・特定健診〉 

・ 県内全市町村と連携したがん検診（市町村主催）と特定健診（協会主催）の同時実施（コラボ健診）を活用し、受診を

促進する。 

・ 協会主催の集団健診について、ショッピングモール等、より利便性が高く受診者数の増加が見込める会場の確保や婦

人がん検診をセットにした女性限定のレディースデイの日程拡大等により受診を促す。 

・ 集団健診の受診勧奨文書は、ナッジ理論を活用した文面とし、加入者の受診意識を喚起する。 

・ 事業所に生活習慣病予防健診等の案内を発送する際に使用する封筒に被扶養者の特定健診の受診案内を掲載し、事業

主の特定健診に対する意識を向上させ、受診率の向上につなげる。 

 

■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 56.3％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 11.0％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診実施率を 27.4％以上とする 

 

ⅱ）特定保健指導の実施率及び質の向上 

・ 保健指導実施率を向上させるため、健診、保健指導を一貫して行うことができるよう健診・保健指導委託機関における
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健診当日の初回面談を促進する。 

 

被保険者（特定保健指導対象者数： 90,360 人） 

・特定保健指導    実施率 22.1％（実施見込者数： 20,000人） 

被扶養者（特定保健指導対象者数：  4,945 人） 

・特定保健指導    実施率 20.2％（実施見込者数：  1,000人） 

 

〈被保険者・協会保健師等実施分〉 

・ 協会保健師等の事業所訪問による保健指導においては、事業所の健康づくりの推進に協力、連携することで、事業所の

健診担当者との良好な関係構築に努め、継続率の向上を図る。 

・ 健康宣言事業所に対し、特定保健指導の確実な実施を徹底する。大規模事業所に対しては、職員による訪問等、効果的

な勧奨を行う。 

・ 保健指導実施者研修会において、特定保健指導の質の向上を図るとともに要治療者への受診勧奨スキルの強化を図り、

特定保健指導対象者の減少につなげる。 

 

〈被保険者・外部委託実施分〉 

・ 健診委託機関のうち特定保健指導未委託機関との新規契約を進め、特定保健指導利用者の拡大を図る。 

・ 健診・保健指導委託機関における健診当日の初回面談（検診車実施分含む）実施拡大や継続率・改善率の向上のため、

グループワーク等の情報共有の機会を設け、他機関の成功事例の共有、効率的な利用勧奨や効果的な保健指導のため

のスキルアップを支援する。 

・ 対象者数に対して初回面談実施者数が少ない委託機関および巡回健診での実施割合が高い委託機関については、重点

的に実施者数向上のためのサポートを実施する。 

・ ICT 等を活用した特定保健指導について、専門機関に利用勧奨および実施を業務委託し、事業者健診受診者分も含めて

利用者の拡大を図る。 

・ 特定保健指導継続支援におけるフォローアップ検査（中間評価時の血液検査）を推進し、特定保健指導実施率の向上を

図る。 
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・ 加入事業所と産業医契約している委託機関に対し、契約先事業所に特定保健指導利用を働きかけるよう要請すること

で保健指導の利用拡大につなげる。 

・ 保健指導推進経費を活用した報奨金の仕組みについて、大手委託機関に周知することで実施努力を促し、実施率の向

上につなげる。 

・ 特定保健指導の継続支援について引き続き外部委託を推進し、支援手法の工夫や支援時間帯の拡大により継続率や改

善率の向上を図る。 

 

〈被扶養者〉 

・ 健診当日の特定保健指導が実施可能な個別契約を締結し、市町村のがん検診と特定健診の同時実施やショッピングモ

ール等の集団健診を受診した被扶養者に対して、特定保健指導を実施する。 

 

■ KPI：被保険者の特定保健指導の実施率を 22.1％以上とする 

     被扶養者の特定保健指導の実施率を 20.2％以上とする 

 

ⅲ）特定保健指導該当者の減少 

・ 前年度の特定保健指導該当者に対して、生活習慣改善など行動変容を促すための通知を今年度の健診前に送付し、特

定保健指導レベルの改善につなげる。 

・ 対象者を減量目標値や年齢等により階層化し、対象者に合わせた通知を実施する。また、これまでの実施結果等を踏ま

え、通知内容の見直しを行うなど、当該取り組みの実効性を高める。 

 

ⅳ）重症化予防対策の推進 

・ 未治療者に対する重症化予防については、医療機関受診率をより高めていく取り組みを強化する。また、かかりつけ医

との連携等による糖尿病の重症化予防に取り組む。 

 

〈未治療者に対する受診勧奨〉 

・ すべての一次勧奨対象者に文書及び電話勧奨を実施し、受診勧奨後 3か月以内の医療機関受診につなげる。 
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(勧奨実施予定件数 18,922人、医療機関受診者数目標 2,460人)。 

・ 受診勧奨対象者への健診当日の受診勧奨を強化するよう、健診機関に対し働きかけを行う。 

・ 未治療者が多数いる事業所に対しては、訪問や文書による勧奨等の個別対応を行う。 

 

■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 13.0％以上とする 

 

〈糖尿病性腎症に係る重症化予防事業〉 

・ 市町村やかかりつけ医との連携等により、重症化予防事業プログラムによる取り組みを継続して実施するとともに、

実施市町村の拡大を図る。 

 

ⅴ）コラボヘルスの推進 

〈健康宣言事業所数の拡大〉 

・ 福岡県と共同実施をしている「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」（以下、「健康宣言」という。）について、県と

の連携を一層強化し、各種広報媒体の活用及び職員・外部委託による事業所への訪問・架電等の実施により健康宣言事

業所数の拡大を図る。また、各種業界団体等への働きかけを積極的に実施することで、健康宣言事業の普及・拡大につ

なげる。 

 

〈健康宣言事業所における取り組みの質の向上〉 

・ 「健康宣言」登録後の事業所へ保健師等の専門職を「健康づくり実践アドバイザー」として派遣し、健康づくりの取り

組み等について専門的知識を活かした支援を行う。また、事業所健康度診断シート（事業所カルテ）等の見える化ツー

ルや健康づくり取組事例集等を活用することで、各事業所における健康課題を踏まえた取り組みの実施につなげる。

専門職の派遣については、支部直営保健師等に加え、福岡県との連携により実施する。 

・ 健康宣言実施事業所のうち、健診受診率等の認定基準を満たした事業所を「健康づくり優良事業所」として認定する。

またその内、職場内における健康づくりに対する取り組み状況が特に優良であると認められる事業所を「健康づくり

優良事業所ゴールド」として認定する。これにより、健診受診率等の向上及び事業所における健康づくりの取り組みの

促進を図る。 
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・ 健康づくり情報（イベント、セミナー、自治体等が配信する運動や食事に関する情報等）の提供や健康測定機器の貸与

などの健康宣言にかかるインセンティブを強化することで、健康づくりの取組の促進とともに、加入者のヘルスリテ

ラシーの向上を図る。 

・ 福岡労働局等関係団体との共同によるメンタルヘルス対策セミナーを開催し、メンタルヘルス予防対策の推進を図る。 

・ 健診データ等を活用し、健康宣言実施事業所の経年変化や未宣言事業所との比較など健康宣言事業の効果検証を行い、

今後の取り組みの策定につなげる。 

 

■ KPI：健康宣言事業所数を 3,333 事業所以上とする。 

 

○広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

〈加入者・事業主への情報発信〉 

・ 各種広報媒体を活用し、加入者・事業主の健康づくりや健康保険制度に関する情報とともに、協会の概要や財政状況、

医療費適正化の取組等について積極的に情報発信する。また、広報誌等の作成にあたっては、アンケート等に基づくニ

ーズも踏まえつつ、読みやすく理解しやすい掲載内容とする。 

・ 事業所ごとの健康づくり等に関する指標（健診受診率、ジェネリック医薬品使用割合等）やナッジ理論等を活用したリ

ーフレットを活用することで、加入者・事業主の行動変容を促し事業所内の各種取り組みの促進を図る。 

 

〈インセンティブ制度の着実な実施〉 

・ インセンティブ制度の仕組みや意義とともに、当該制度における評価指標の令和 2 年度実績や保険料率への影響等を

理解していただけるよう、加入者・事業主へ積極的に情報発信する。 

 

〈医療費適正化のための啓発事業「かべ新聞コンクール」〉 

・ 福岡県や福岡県教育委員会の協力のもと、福岡県内の小学生を対象に「健康や医療費」を主テーマとしたかべ新聞コン

クールを実施する。家族全体で健康や医療費について考えるきっかけづくりをすることで、次世代層のみならず現役

世代の健康づくりや医療費適正化にかかる意識の向上を図る。 
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〈健康保険委員への情報発信〉 

・ 実務研修会「健康保険サポーターゼミナール」を県内の地域ごとに開催する。これまでのアンケートの集計結果等に基

づき、ニーズに合わせた健康保険制度の周知及び健康増進に関する情報の発信を実施する。 

・ 健康保険委員向け広報誌「KENPO’S通信」を年 4回以上発行し、健康保険委員へのタイムリーな情報提供を図る。 

 

〈健康保険委員委嘱者数拡大を図る取り組み〉 

・ 健康保険委員未委嘱事業所に対し、職員・外部委託による事業所訪問・架電等による委嘱勧奨を実施する。勧奨方法

は、事業所規模やこれまでの勧奨履歴等を踏まえ、効果的かつ効率的な方法を選定する。 

・ 関係機関が開催するセミナーや年金委員研修会等、様々な機会をとらえた委嘱勧奨を実施する。 

 

〈健康保険委員表彰の実施〉 

・ 健康保険事業の推進及び発展のために尽力された健康保険委員を対象とした健康保険委員表彰を実施し、健康保険事

業の円滑な推進と健康保険委員活動の活性化を図る。 

 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 48％以上とする 

 

○医薬品の適正使用を通じた医療費適正化〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

〈ジェネリック医薬品の使用促進〉 

・ 事業所別ジェネリック医薬品使用割合等のデータを活用し、事業所への訪問・架電等によりジェネリック医薬品に関

する情報提供を行うとともに、ジェネリック希望シールの普及拡大を図ることで、使用促進につなげる。 

・ ジェネリック医薬品自己負担軽減額通知の送付とともに、当該取り組みの実効性を高めるため、各種広報媒体を活用

したタイムリーな広報を実施する。 

・ 「医療機関・薬局向け見える化ツール」や「医薬品実績リスト」等を活用し、医療機関・調剤薬局におけるジェネリッ

ク医薬品への切り替えの促進に資する情報提供を実施する。 

・ ジェネリック医薬品分析データ等を活用した現状分析（地域・年齢別など）を行い、支部の課題や優先順位等を踏まえ

た施策の実施につなげる。 
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・ 福岡県ジェネリック医薬品使用促進協議会において積極的に意見発信し、県及び福岡県薬剤師会と連携を図り、使用

促進の取り組みを効果的に進める。 

 

■ KPI：福岡支部における令和 4 年 3 月のジェネリック医薬品使用割合を 81.0％以上とする 

 

〈薬剤師会と連携した医薬品適正使用促進事業〉 

・ 県薬剤師会と連携し、同一薬効の医薬品を同一保険薬局から重複して受けている者がいる保険薬局に対して、重複服

薬者に関する情報提供（通知）を実施する。薬局薬剤師による服薬状況の確認を促すことで、重複服薬による有害事象

発生の抑制及び医療費適正化を図る。 

・ 令和 2年度の実施結果を踏まえ、通知内容等にかかる見直しを行い、当該取り組みの実効性の向上を図る。 

 

○肝炎ウイルス対策事業について〈Ⅱ〉 

・ 厚生労働省の「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」に基づき、肝炎ウイルス患者等の肝がんへの移行（重症化）を

防ぐことを目的に、以下の取り組みを実施する。 

 

①B 型・C型肝炎ウイルス検査の受検促進（契約健診機関の理解と協力体制の強化、ソーシャルマーケティングの手法を

活用した受検勧奨） 

②陽性者の受診・受療の推進（福岡県・拠点病院との連携及び厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室への

協力） 

 

○地域の医療提供体制への働きかけ〈Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 地域医療構想調整会議等において、協会における医療データ等の分析結果や国・都道府県等から提供された医療デー

タ等を活用するなど、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

・ 医療データ等の分析結果を踏まえ、医療費の地域差やその要因等とともに、「上手な医療のかかり方」について、ホー

ムページ等を活用して、加入者や事業主へ情報発信を実施する。 
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■ KPI：効果的・効率的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議等の場において、医療データ等を活用し

た効果的な意見発信を実施する 

 

３．組織・運営体制関係 Ⅰ）人事・組織に関する取組  

○人事制度の適正な運用と適切な人員配置  

・ 人事制度の適正な運用に向け、幹部職員は特にグループ長補佐に対して、人事制度における役割定義を十分意識させ

るとともに、様々な機会を通じて、管理職としての業務運営ならびにマネジメント能力の向上を図る。 

・ 各グループの業務効率化を進めるとともに、適切な人員配置を実施する。  

 

○人事評価制度の適正な運用  

・ 人事評価制度において、組織の目標・役割定義を意識した個人目標の設定、評価期間中の適切な指導、人材育成に繋

がる評価結果のフィードバックを適正に運用することで、組織全体の目標達成につながる好循環を構築する。 

 

〇OJTを中心とした人材育成  

・ ＯＪＴを中心としつつ、本部主催の研修（業務別・階層別・テーマ別など）や支部の課題や実情を踏まえた支部独自研

修、オンライン研修などを効果的に組み合わせることで、組織基盤の底上げ及び戦略的保険者機能の発揮に向けた人

材の育成につなげる。 

 

〇支部業績評価への対応 

・ 支部業績評価にかかる評価項目を支部事業計画における KPI とともに常に意識し、組織目標を達成するための取り組

みを着実に進める。 

 

Ⅱ）内部統制に関する取組  

〇内部統制の強化 

・ 協会けんぽの内部統制基本方針に従い、リスク管理やコンプライアンスの徹底を図るとともに、自主点検等を計画的
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に実施することで内部統制の強化を着実に進める。  

 

○リスク管理  

・ 職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報の取扱いやリスクマネジメン

ト等の研修を行うとともに、各種リスクを想定した訓練を実施する。  

 

○コンプライアンスの徹底  

・ 法令等規律の遵守を徹底および意識の向上を図るために、全職員にコンプライアンスに関する研修等を実施する。 

・ 定期的又は随時にコンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスの推進を図る。 

 

Ⅲ）その他の取組  

○費用対効果を踏まえたコスト削減等  

・ 調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。  

入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組みを

行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。  

・ 一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査

等を実施し、次回の調達改善に繋げる。  

・ 少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を公示し

広く見積書の提出を募る方法）を実施する。  

 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする  
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令和 3年度 事業計画（佐賀支部） 

分野 具体的施策等 

【協会けんぽ佐賀支部基本方針】 

・国民皆保険制度を維持するため、保険者機能を強化、発揮する。 

・加入者の利益実現に資するため、全国一高い保険料率の低減に向けた医療費適正化施策を重点的に取り組む。 

１．基盤的保険者機能関係 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準

化、効率化、簡素化の取組を進める。 

 

① サービス水準の向上 

・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

・加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から協会の課題を見いだし、迅速に対応する。 

■ＫＰＩ：(ⅰ)サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

(ⅱ)現金給付等の申請に係る郵送化率を 94.7％以上とする 

 

② 限度額適用認定証の利用促進 

・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並び

に地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

・医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

 

③ 現金給付の適正化の推進 

・標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について、適正に実施し、現金給付の適正化を推進する。 

・不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。
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また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

④ 効果的なレセプト点検の推進 

・レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検に

より、査定率向上に取り組む。 

■ＫＰＩ：社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽ佐賀支部の医療費総額 

■ＫＰＩ：協会けんぽの再審査レセプト１件当たりの査定額を対前年度以上とする 

・無資格受診等の資格エラーによる医療機関照会を漏れなく行い、レセプトの返戻または医療費の返還請求を確実に実

施する。 

・「負傷原因」の照会及び「第三者行為による傷病届」の提出勧奨を行い、加害者・損害保険会社に対する損害賠償金

請求や労働災害による返還請求を確実に実施する。 

 

⑤ 柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる

「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。なお、加入者に対する文書照

会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術受診についての正しい知識の

普及を図る。 

■ＫＰＩ：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について対前

年度以下とする 

 

⑥ あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

・審査事務手順書に基づく事務処理を確実に実施する。 

・受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った

不正疑い事案については、逐次対応状況を確認する。 
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⑦ 返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・保険証回収強化については、下記の取り組みにより実施する。 

○日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に保険証未回収者に対し文書催告を行うことを徹底する。（一次催告） 

○二次催告として一次催告後２週間以内に文書催告を実施する。 

○「被保険者証回収不能届」等による電話番号判明者に対する電話催告を強化する。 

○未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・発生した債権については、文書・電話催告等による早期回収に取り組むとともに、弁護士を活用した文書催告、保険

者間調整及び費用対効果を踏まえた法的手続きの積極的な実施により、債権の回収率の向上を図る。 

■ＫＰＩ：(ⅰ)日本年金機構回収分も含めた資格喪失後１か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

(ⅱ)返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

⑧ 被扶養者資格の再確認の徹底 

・マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

■ＫＰＩ：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 94.5％以上とする 

 

⑨ 業務改革の推進 

・現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・

簡素化を推進する。 

・業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着を図り、生産性の向上を推進する。 

 

⑩ オンライン資格確認の円滑な実施 

・オンライン資格確認の円滑な実施のため、加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、加入者のマイナンバー収録率

向上を図る。 
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２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 

Ⅰ 加入者の健康度の向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化 

＜令和 3年度における保健事業のポイント＞ 

健診受診率や保健指導実施率等で長年低迷している地区を「重点地区」と定め、3ヵ年をめどに佐賀県平均を目指す。 

（概要） 

・唐津地区を「保健事業における重点地区」とする。 

・事業所検索（抽出）等機能を活用し、受診率の低い業態などをターゲットとし、当該地区の底上げを目指す。 

・業界団体向けカルテを活用し、業界単位に働きかける。 

・健診受診率等の指標において佐賀県平均を上回るための 3 ヵ年計画を立案し、行政、医師会、健診機関、宣言事業所

等と連携しながら進めていく。 

 

① ① 第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 

＜Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ＞ 

上位目標：人工透析の新規導入者の割合を平成 28年度（14.9％）から減少させる。 

 

(1）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

・被保険者（40歳以上）（受診対象者数：118,447人） 

○生活習慣病予防健診 受診率 67.1％（受診見込者数：79,478人） 

○事業者健診データ  取得率 7.7％（取得見込者数：9,120人） 

 

・被扶養者（受診対象者数：33,331人） 

○特定健康診査受診率 30.0％（受診見込者数：9,999人） 
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・主な重点施策≪健診事業≫ 

○健診推進経費を最大限に活用した生活習慣病予防健診の受診勧奨 

○外部委託による事業者健診結果データ取得の取り組み強化 

○新規適用事業所、任意継続被保険者等への受診勧奨 

○支部主催の集団健診の実施 

【時期】夏季（6-9月）、閑散期（11～3月） 

【場所】ショッピングモール、公民館等 

【特徴】 

➢健診当日の特定保健指導の実施 

➢専用フリーダイヤルによる予約 

➢健診機関毎に設定された豊富なオプション検査（無料、有料） 

○市町と協力した特定健診強化にかかる集団健診の実施案内 

■ＫＰＩ：(ⅰ)生活習慣病予防健診受診率を 67.1％以上とする 

(ⅱ)事業者健診データ取得率を 7.7％以上とする 

(ⅲ)被扶養者の特定健診受診率を 30.0％以上とする 

 

(2）特定保健指導の実施率の向上 

・被保険者（特定保健指導対象者数：17,631人） 

○特定保健指導    実施率 26.4％（実施見込者数：4,655人） 

（内訳）協会保健師実施分  14.4％（実施見込者数：2,539人） 

アウトソーシング分 12.0％（実施見込者数：2,116人） 

 

・被扶養者（特定保健指導対象者数：860人） 

○特定保健指導実施率 7.0％（実施見込者数：60人） 

 

・主な重点施策≪保健指導事業≫ 
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○健診当日に初回面談が実施できる委託機関の拡大 

○ICTを活用した特定保健指導専門機関への外部委託の推進 

○外部委託先との合同研修、意見交換会の実施による保健師等のスキルアップ 

○トップ営業による外部委託先の新規開拓および指導実施体制の強化 

○保健指導推進経費を最大限に活用した特定保健指導実施率の向上 

■ＫＰＩ：(ⅰ)被保険者の特定保健指導の実施率を 26.4％以上とする 

(ⅱ)被扶養者の特定保健指導の実施率を 7.0％以上とする 

 

(3）重症化予防対策の推進 

・未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 2,900人 

○保健師等専門職及び関係機関等の知見を活用し、より効果的な未治療者への受診勧奨を実施する。 

○早期かつ適切な受診につなげるため、健診機関による未受診者への受診勧奨を促進する。 

○事業主の健康意識の醸成及び従業員への受診勧奨促進のため、県労働局等関係団体と連携した取組みを実施する。 

■ＫＰＩ：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 12.3％以上とする 

 

・糖尿病性腎症重症化予防事業 

○佐賀県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づき、主治医と連携した取り組みを実施する。 

 

・非アルコール性脂肪性肝疾患の重症化予防事業 

○加入者に NAFLD/NASHの存在を知ってもらい、重症化予防として、健診結果の経年比較から、肝臓の線維化の進行が

疑われる加入者に対する発症予防と受診勧奨を行う。 

 

(4）コラボヘルスの推進 

・健康宣言事業所をベースとした保健事業の活性化 

（面拡大と質の向上） 

○健康宣言事業所をトップランナーとして、佐賀支部全体の保健事業の活性化を実現し、保健事業に関するＫＰＩ達
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成を実現する。 

○そのためにも、健康宣言事業所ではない大規模事業所や既に健康宣言を実施している事業所の関連会社やグループ

企業等についても、健康宣言事業へのエントリーをしてもらうため、支部から積極的にアプローチを行う（面拡大）

とともに、宣言事業所への優良認定に向けたフォローを実施する（質の向上）。 

〇業界団体向けカルテを活用し、業界単位に働きかける。 

〇特に令和３年度においては、「唐津地区」を重点地区として、新たにリリースされる「事業所検索（抽出）等機能」

を活用し、唐津地区全体の底上げを図る。 

○支部の企画総務部内に「データヘルス計画推進会議（仮称）」を設立し、月次における PDCAサイクルを実現する。 

 

・契約保健師、管理栄養士による健康宣言後のフォロー体制等の確立 

○特定保健指導の外部委託推進により、特定保健指導から健康宣言事業へのシフトを実現する。 

○併せて、契約保健師、管理栄養士のスキルアップも実現する。 

 

■ＫＰＩ：健康宣言事業所数を 600事業所以上とする 

 

② 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進<Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ> 

・広報分野におけるＰＤＣＡサイクルを適切に回していくため、加入者を対象とした理解度調査の結果を踏まえた広報

を実施する。 

・加入者・事業主に対し、全国一高い保険料率という佐賀支部の現状について、様々な媒体（新聞・テレビ等）による

広報を実施することによって、その認知率（32.1％）を向上させ、生活習慣の改善や受診行動変容への動機づけを行

う。 

・ナッジ理論（きっかけを提供し、それとなく良い方向へ行動を促す手法）等を活用した広報を実施し、インセンティ

ブ制度の周知や出生を契機とした効果的な禁煙啓発を行う。 

・医療費が全国平均と比べ高いため、疾病予防や健康づくりのための研修を健康保険委員向けに実施する。 

■ＫＰＩ：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を57.5％以上とする 
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③ ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉 

・事業所ごとのジェネリック医薬品使用割合と全国平均との比較を事業所宛に情報提供し、ジェネリック医薬品希望シ

ール貼付徹底の協力依頼を実施する。 

・医療機関・薬局ごとのジェネリック医薬品に関する自医療機関等の県内での立ち位置をグラフ等で見える化し、情報

提供することにより、使用割合向上を図る。 

・医療機関に一定時間滞在した者に対し、位置情報を利用し、スマートフォン等にジェネリック医薬品使用促進にかか

る広告を実施する。 

・参画する佐賀県後発医薬品使用検討協議会や関係団体に対し、ジェネリックカルテ等の活用や支部独自の取り組み等

を積極的に発信する。 

・県や県薬剤師会等の関係団体と連携した取組を実施する。 

■ＫＰＩ：佐賀支部のジェネリック医薬品使用割合※を年度末時点で対前年度以上とする ※医科、DPC、調剤、歯科 

 

④ 地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信〈Ⅱ、Ⅲ〉 

(1）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、医療計画等が着実に推進されるよう意

見発信を行う。 

(2）医療提供体制に係る意見発信 

・効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議の場において、協会における医療データの分

析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国・都道府県等から提供された医療データ等を活用するなど、エ

ビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

(3）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの

「上手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

■ＫＰＩ：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デ

ータ等を活用した効果的な意見発信を実施する 
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⑤ 調査研究の推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

(1）医療費分析 

・医療費適正化に向けた事業の実施につなげるため、地域差の要因等について、分析を実施する。 

(2）調査研究の推進並びに研究成果の社会的還元 

・分析成果等を調査研究フォーラムや調査研究報告書の掲載等に積極的に応募し、支部が取組む調査研究について、内

外に広く情報発信する。 

 

３．組織・運営体制関係 Ⅰ）人事・組織に関する取組 

① 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・業務の効率化・簡素化の徹底を図り、標準人員に基づく適切な人員配置を行う。 

 

② ＯＪＴを中心とした人材育成 

・ＯＪＴを中心としつつ、研修や自己啓発等を効果的に組み合わせることで、職員のスキル向上を図り、組織基盤の底

上げを行う。 

 

③ インセンティブ制度、支部業績評価を意識した組織運営 

・他支部との比較を通じて佐賀支部の業績を向上させ、組織運営の推進を図る。 

 

Ⅱ）内部統制に関する取組 

① リスク管理 

・職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報の取扱いやリスクマネジメン

ト等の研修を行うとともに、各種リスクを想定した訓練を実施する。 

 

② コンプライアンスの徹底 

・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

・職員のコンプライアンス意識の向上を図ること及び今後の啓発活動に活かすことを目的とし、職員に自己点検・アン
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ケートを実施する。 

 

Ⅲ）その他の取組 

① 費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組み

を行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

・一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査

等を実施し、次回の調達改善に繋げる。 

・また、少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を

公示し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

■ＫＰＩ：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする。ただし、入札件数の見込み件数が４件以

下の場合は、一者応札件数を１件以下とする 
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令和 3年度 事業計画（長崎支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準

化、効率化、簡素化の取組を進める。また健全な財政運営を行う。 

 

① 健全な財政運営 

・ 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を 

踏まえ、支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

・ 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算

や今後の見通しに関する情報発信を行う。 

・ 各審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

 

② サービス水準の向上 

・ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

・ 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・ お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から協会の課題を見いだし、迅速に対応す

る。 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.2％以上とする 

 

③ 限度額適用認定証の利用促進 

・ オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並

びに地域の医療機関及び市町窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

・ 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 
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④ 現金給付の適正化の推進 

・ 標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・ 傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

・ 不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行

う。また、不正の疑われる申請について支部の重点会議等を活用し重点的に審査を行う。 

 

⑤ 効果的なレセプト点検の推進 

・ レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、システム点検の効率的な活用や点検員のスキルアップにより

効果的な内容点検を推進し、査定率向上に取り組む。 

・ 社会保険診療報酬支払基金の新システム導入等による改革の効果を踏まえ、内容点検のあり方を検証するとともに

支払基金との連携を強化する。 

  ・ 資格点検により無資格受診者を適正に抽出・把握し、医療機関等へのレセプト過誤返戻または被保険者への給付費

返還請求を確実に実施する。 

・ 外傷点検により抽出した外傷等に伴う受診者に対し、「負傷原因の照会」及び「第三者行為による傷病届の提出勧奨」

を促進し、業務上等による被保険者への保険給付等返還請求及び加害者に対する損害賠償請求を確実に実施する。 

■ KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

② 協会けんぽの再審査レセプト 1 件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

⑥ 柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

・ 多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆ

る「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。 

なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施

術受診についての正しい知識の普及を図る。 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対

前年度以下とする 

- 438-



 

 

 

⑦ あんまマッサージ指圧・はりきゅう施術療養費の審査手順の最適化の推進 

・ 審査手順の標準化を推進する。 

・ 受領委任払制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行

った不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

⑧ 返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務の推進 

・ 日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する文書催告を行うことを徹底するとともに、

被保険者証回収不能届及び任意継続被保険者証未回収データを活用した電話催告を強化する。 

・ 資格喪失届時の保険証添付の周知徹底を図るために、未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書送付及

び各種研修会・説明会による周知活動を強化する。 

・ 債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施に

より、返納金債権の回収率の向上を図る。 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

⑨ 被扶養者資格の再確認の徹底 

・ マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・ 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・ 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

■  KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 93.4％以上とする 

 

⑩ オンライン資格確認の円滑な実施 

・ 国全体で実施するオンライン資格確認の円滑な施行に向けて、マイナンバーカードの保険証利用促進のための周知

等を行う。 
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⑪ 業務改革の推進 

・ 現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率

化・簡素化を推進する。 

・ 職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔

軟かつ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 

 

２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 

Ⅰ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅱ 加入者の健康度を高めること 

Ⅲ 医療費等の適正化 

 

① 第 2 期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２期

保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

      （支部上位目標：35 歳以上の被保険者の虚血性心疾患発症率を平成 28 年度 0.06％から 0.05％に改善させる。） 

・ 「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、第２期保

健事業実施計画（データヘルス計画）の PDCAサイクルを効果的・効率的に回し、取組の実効性を高める。 

 

ⅰ）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

○ 被保険者（40歳以上）（受診対象者数：190,128人） 

      ・生活習慣病予防健診 実施率 61.6％（実施見込者数：117,200人） 

      ・事業者健診データ   取得率 10.5％（取得見込者数： 20,000人） 

○ 被扶養者（受診対象者数：53,502人） 

       ・特定健康診査     実施率 32.8％（実施見込者数： 17,550人） 
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○ 健診の受診勧奨対策 

● 生活習慣病予防健診 

・ 健診機関との連携を強化し、健診促進経費を活用した受診勧奨を強化する。 

・ 「健康経営」宣言事業を活用し、事業主へ積極的な働きかけを行い、被保険者の健診受診を促進する。 

・ 「健診・保健指導カルテ」等の活用により受診率への影響が大きいと見込まれる事業所や業態等を選定し、

重点的かつ優先的に働きかけ、効果的・効率的な受診勧奨を行う。併せてナッジ理論等を活用した受診勧奨

を行う。 

● 事業者健診データの取得 

・ 「健康経営」宣言事業を活用し、事業主へ積極的な働きかけを行い、事業者健診データ取得を促進する。 

・ 支部幹部のトップセールスにより、事業所訪問による勧奨を実施し、事業者健診データ取得に務める。 

・ 「健診・保健指導カルテ」等の活用により受診率への影響が大きいと見込まれる事業所や業態等を選定し、重

点的かつ優先的に働きかけ、効果的・効率的な事業者健診データ取得を促進する。 

・ 外部委託業者等を活用する等、効率的な事業者健診データ取得に務める。 

● 特定健康診査 

・ 被扶養者の特定健診実施率の向上に向けて、市町との連携を推進し、がん検診との同時実施等の拡大を図る。 

・ 協会けんぽの特定健診対象者へ市町が実施する特定健診とがん検診の集団健診で受診できるように市町と調

整し案内を行う。 

・ オプショナル健診など付加価値を活用した支部主催の集団健診を実施し、加入者の特性やニーズに対応した取

組を進め、受診者の増加を図る。併せてナッジ理論等を活用した受診勧奨を行う。 

■  KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 61.6%以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 10.5％以上とする 

③ 被扶養者の特定健診受診率を 32.8％以上とする 
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ⅱ）特定保健指導の実施率及び質の向上 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数：27,714 人） 

・特定保健指導          実施率 28.9％（実施見込者数：8,000人） 

（内訳）協会保健師実施分     17.0％（実施見込者数：4,700人） 

            アウトソーシング分      11.9％（実施見込者数：3,300人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数：1,509人） 

・特定保健指導           実施率  22.7％（実施見込者数：  342 人） 

○ 保健指導の受診勧奨対策 

・ 健診実施機関等への外部委託による特定保健指導の更なる推進を図り、健診、保健指導を一貫して行うことがで

きるよう健診当日初回面談の実施を推進する。 

・ 協会保健師等が実施する初回面談後の継続支援について、外部委託を実施する。 

・ 情報通信技術を活用すること等により、特定保健指導対象者の更なる利便性の向上を図る。 

・ 「健康経営」宣言事業を活用し、事業主へ積極的な働きかけを行い、保健指導の利用を促進する。 

■  KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を 28.9％以上とする 

② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 22.7％以上とする 

 

ⅲ）重症化予防対策の推進 

○ 未治療者に対する受診勧奨 

・ 健診を受診した結果、血圧や血糖値が一定以上でレセプトにより医療機関への受診の確認ができない者に対し、

面接や電話等による受診勧奨を行い、医療機関受診率を高める。 

（一次勧奨(本部)後の二次勧奨(支部) 実施予定人数 2,400名） 

・ 長崎支部のデータヘルス計画に基づき、LDLコレステロールが高値な者へ、医療機関への受診勧奨を行う。 

○ 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・ 糖尿病性腎症患者の透析導入を防ぐため、長崎県糖尿病性腎臓病重症化予防プログラムに基づき、かかりつけ医

と連携し、糖尿病等の重症化予防に取り組む。 

■  KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 
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ⅳ）コラボヘルスの推進 

○ 健康宣言事業所数 700事業所 

・ 長崎県と共同で「健康経営」宣言事業を展開し、宣言事業所数の更なる拡大を図る。 

・ 宣言事業所へ職員や保健師が訪問し、事業所単位での健康・医療データの提供について、事業所健康度診断シー

ト(事業所カルテ)などの見える化ツールを活用することで、宣言事業所に対するフォローアップを強化し、取組

の質の向上を図る。 

■  KPI：健康宣言事業所数を 700事業所以上とする 

 

ⅴ）その他保健事業 

・ 長崎県歯科医師会と連携し、「健康経営」宣言事業所等の被保険者（35 歳以上）に対して歯周病検査等の歯科健診

を実施し、啓発・予防及び健診後に治療することにより、歯科疾患の改善だけでなく、関連する生活習慣病改善に

もつなげる。併せて健診実施後の受診行動及び行動変容を促し、生活習慣病と歯周病予防への意識付けを図る。 

・ 協定（覚書）を締結した長崎県、長崎市、大村市、長崎県歯科医師会及び長崎県国民健康保険団体連合会等と連携

し、連携事業への啓発活動強化と連携事業の拡大を図る。 

・ 保健事業の取組事例を、保険者協議会や地域・職域連携推進協議会等の場を通じて、行政機関や他の保険者と共有

し、連携強化を図る。 

 

② 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 広報分野におけるＰＤＣＡサイクルを適切に回していくため、加入者を対象とした理解度調査に基づき、前年度の

結果を踏まえて広報計画を策定する。 

・ ナッジ理論等を活用したリーフレットやチラシ等を作成するとともに、加入者を含めより幅広く情報発信するため、

TVCMや YouTube等の動画を活用した広報を行う。 

・ 健康保険委員活動の活性化を図るため、研修会を開催するとともに、広報誌等を通じた情報提供を実施する。 

・  健康保険委員委嘱者数の拡大を図るとともに、加入者に直接届く広報としてメールマガジンが有効であることから、

更なる登録勧奨を行う。 

・ 長崎地域医療連携ネットワークシステム「あじさいネット」の利用におけるメリットを加入者等に広報し、「あじさ
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いネット」の利用拡大に貢献する。 

・ 関係団体（商工会議所・商工会連合会・中小企業団体中央会等）が主催する研修会等を利用し、直接事業主等へ情

報発信する。 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 46.5％以上とする 

 

③ ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅰ、Ⅲ〉 

・ 「ジェネリックカルテ」及び「データブック」を活用し、長崎県ジェネリック医薬品使用促進協議会において、積極

的に情報提供し意見発信するとともに、使用促進に向けて長崎県等と連携した取組を実施する。 

・ 医療機関や薬局毎のジェネリック医薬品使用割合等のデータや「医療機関・薬局向け見える化ツール」及び「医薬

品実績リスト」等を活用し、医療機関及び薬局関係者への働きかけを実施する。また、アプローチをスムーズにす

るために、必要に応じて厚生局や長崎県、関係機関等への働きかけを行う。 

・ 各種健康づくりイベントにおいて、ジェネリック医薬品使用促進リーフレット等を配布し、加入者に対して使用促

進を図る。 

・ 健康保険委員を通じて、ジェネリック医薬品使用促進リーフレット等を配布し、事業主と加入者に対して使用促進

を図る。 

・ ジェネリック医薬品軽減額通知サービス事業の実施にあわせて、ホームページ、メールマガジン、納入告知書同封

チラシ等を活用して、わかりやすい広報を行い、加入者に対して使用促進を図る。 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）を年度末時点で対前年度以上とする  

※医科、DPC、歯科、調剤 

 

④ インセンティブ制度の着実な実施〈Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組や意義を理解していただけるよう、周知広報を行う。 

 

⑤ 支部で実施した好事例の全国展開〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・ 保険者機能の発揮による総合的な取組を推進するため、既存の枠組みに捉われない斬新な取組かつ全国展開の実現

可能性が認められる提案を検討する。 
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⑥ 地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・ 現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、医療計画及び医療費適正化計画が着

実に推進されるよう意見発信を行う。 

 

ⅱ）医療提供体制に係る意見発信 

・ 効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議 や医療審議会等の場において、協会にお

ける医療データの分析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国・都道府県等から提供された医療データ

等を活用するなど、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

 

ⅲ）医療費データ等の分析 

・ 医療費適正化に向けた事業の実施につなげるため、地域差がどのような要因で生じているかについて、外部有識者

の知見等も活用して分析を行う。 

・ 医療データ等の分析結果を踏まえ、医療費の地域間格差の要因等について、ホームページ等により、加入者や事業

主へ情報提供を行う。 

・ 長崎県国民健康保険団体連合会と連携し、県内の市町単位の医療費及び健診結果の分析を行い、その結果を保険者

協議会及び保険者協議会の企画分析部会、保健事業部会等において活用し、現状把握と今後の連携した事業展開に

ついて検討を図る。 

 

ⅳ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・ 地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなど

の「上手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行

う。 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デ

ータ等を活用した効果的な意見発信を実施する 
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３．組織・運営体制関係 Ⅰ）人事・組織に関する取組 

① 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・ 業務の標準化・効率化・簡素化の徹底を図り、標準人員に基づく人員配置に即した体制を構築する。また、業務の

効率化等の状況も踏まえ配置の見直しについて検討する。 

 

② 人事評価制度の適正な運用 

・ 幹部職員の役割と責任の再確認を行い、部下の指導及びフォローの徹底を図る。 

・ 職員の役割と責任を明確にし、職員が自ら考え実践できる「自律した組織」を構築する。 

・ 支部内会議の定期開催等により情報の共有化を図るなどして支部内連携を強化し、「協働する組織」を構築する。 

 

③ ＯＪＴを中心とした人材育成 

・ ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 

・ 支部内において、本部研修受講後の伝達研修を実施することにより、「自ら育つ」という成長意欲を持ち、日々の業

務遂行を通じて「現場で育てる」という組織風土を醸成し、戦略的保険者機能の更なる発揮のための人材を育成す

る。 

・ オンライン研修や通信教育講座の受講を推奨し、自己啓発を図る。 

 

④ 支部業績評価の実施 

・ 他支部との比較を通じて支部の業績を向上させ、支部運営の推進を図る。 

 

Ⅱ）内部統制に関する取組 

① リスク管理 

・ 大規模自然災害等や個人情報保護・情報セキュリティ事案への対応など、より幅広いリスクに対応できるリスク管

理体制の強化を図る。 

・ 平時から有事に万全に対応できるよう、危機管理能力の向上のための研修や訓練を実施する。 
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② コンプライアンスの徹底 

・ 法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

 

Ⅲ）その他の取組 

① 費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・ 調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組

みを行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

・ 一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調

査等を実施し、次回の調達改善につなげる。 

・ また、少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件

を公示し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について 20％以下とする。ただし、入札件数の見込み件数が 4 件

以下の場合は一者応札件数を 1件以下とする。 
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令和 3年度 事業計画（熊本支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 （Ⅰ）基盤的保険者機能関係 

 

適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標

準化、効率化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。 

 

１-１．健全な財政運営 

 

① 中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏

まえ、支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

② 今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や

今後の見通しに関する情報発信を行う。 

 

 

１－２．サービス水準の向上 

 

① 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

② 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

③ お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から協会の課題を見いだし、迅速に対応する。 

 

■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 95％以上とする 

 

 

１－３．限度額適用認定証の利用促進 

 

① オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並び

に地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 
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１－４．現金給付の適正化の推進 

 

① 標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

② 傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

③ 不正の疑いのある事案については、保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。また、

不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

 

１－５．効果的なレセプト内容点検の推進 

 

① レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検に

より、査定率向上に取り組む。 

② 社会保険診療報酬支払基金の「支払基金業務効率化等・高度化計画」に基づいた、令和３年９月の審査支払新システ

ム導入等による支払基金改革を踏まえ、高額レセプトを中心とした点検を実施する。 

 

■ KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

② 協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

 

１－６．柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

 

多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる

「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。 

なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術受

診についての正しい知識の普及を図る。 

 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について対前年度

以下とする 
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１－７．あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

 

① 審査手順の標準化を推進する。 

② 受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った

不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

 

１－８．返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

 

① 日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被

保険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

② 未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

③ 債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施によ

り、返納金債権の回収率の向上を図る。 

 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

 

１－９．被扶養者資格の再確認の徹底 

 

① 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

② 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 

 

 

１－１０．オンライン資格確認の円滑な実施 

 

オンライン資格確認の円滑な実施のため、加入者へのマイナンバー登録の促進を行う。 
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１－１１．業務改革の推進 

 

① 現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・

簡素化を推進する。 

② 職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟

かつ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 

 

 

２．戦略的保険者機能関係 ２－１．上位目標である「新規人工透析者の減少」に向けた取組を着実に進める 

 

① 「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、関係機関

や事業所及び加入者にヘルスリテラシーの向上を働きかけるとともに、PDCAサイクルを効果的・効率的に回し、取組

の実効性を高める。 

② 特に糖尿病にかかる問題意識を広げるため、事業所及び加入者へのポピュレーションアプローチを強化する。 

③ 各種広報及び意見発信等において、県や市町村及び各会議体等との連携を構築・強化し、訴求力のある発信に努める。 

 

 

２－１（１）特定健診実施率・事業者健診データ取得率の向上 

 

① 生活習慣病予防健診 

a. 実施率の向上に向けて、健診・保健指導カルテ等の活用により実施率への影響が大きいと見込まれる事業所や業態

等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけることで、効果的・効率的な受診勧奨を行う。 

b. 未受診事業所及び被保険者個人への受診勧奨を実施する。 

c. 契約健診機関及び受診枠の更なる拡大を図る。 

d. 集団健診においては被扶養者集団健診事業との連携を図る。 

 

② 事業者健診データ取得 

a. 健診機関及び事業所への事業者健診結果の提供勧奨を効果的・効率的に実施する。 

b. 事業者健診データ取得にかかる契約健診機関の拡大を図る。 
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c. 熊本労働局に対し事業者健診を起点として連携を働きかける。 

 

③ 被扶養者の特定健診 

a. 協会主催集団健診について、実施日やオプショナル検査を拡充し魅力を高めるとともに、被保険者集団健診事業と

の連携を図る。 

b. 市町村が行うがん検診との同時実施及び広報の拡大を図る。 

 

○ 被保険者（40歳以上）（実施対象者数：254,483人） 

  ・ 生活習慣病予防健診 実施率 63.0％（実施見込者数： 160,324人） 

  ・ 事業者健診データ  取得率 11.0％（取得見込者数： 27,993人） 

○ 被扶養者（実施対象者数： 71,612人） 

  ・ 特定健康診査    実施率 28.5％（実施見込者数： 20,409人） 

 

■ KPI：①生活習慣病予防健診受診率を 63.0％以上とする 

②事業者健診データ取得率を 11.0％以上とする 

③被扶養者の特定健診受診率を 28.5％以上とする 

 

 

２－１（２）特定保健指導の実施率及び質の向上 

 

① 被保険者の特定保健指導 

A) 【協会実施分】 

a. 実施率への影響が大きいと見込まれる事業所等を選定し、重点的かつ優先的に利用勧奨を行う。併せて外部委託を

活用し、協会保健師・管理栄養士がより初回面談に注力できる環境を整備する。 

b. 情報通信技術による遠隔面談等により、特定保健指導対象者の更なる利便性の向上を図る。 

c. 特定保健指導の質の向上のため、協会保健師・管理栄養士の企画立案能力やセルフマネジメント力等の向上を目指

した研修会等を実施する。 

d. 事業主や加入者のニーズにより沿った保健事業を提供できるよう、協会保健師・管理栄養士の身体活動・運動やメ

ンタルヘルスにかかる知識習得を促進する。 

e. 特定保健指導を起点に事業所に介入し、特定保健指導対象者以外（若年期の被保険者を含む）への健康教育や保健

指導の拡大に着手する。 
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B) 【委託実施分】 

a. 「健診と特定保健指導の一体化」を健診機関に訴求し、外部委託による特定保健指導の更なる推進を図る。 

b. 事業主等へも健診当日の初回面談を訴求する。 

c. 情報通信技術による遠隔面談等、特定保健指導対象者の更なる利便性の向上を図る。 

d. 外部委託における特定保健指導の質の向上のため、委託機関毎の課題を洗い出し、個別アプローチ又は研修会等に

より改善を促す。 

 

② 被扶養者の特定保健 

a. 協会主催集団健診において健診当日の初回面談を強化する。 

b. グループ支援形式での初回面談を実施する。 

 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数： 38,040人） 

 ・特定保健指導    実施率 34.1％（実施見込者数： 12,958人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数： 1,755人） 

   ・特定保健指導    実施率 10.0％（実施見込者数： 175人） 

 

■ KPI：①被保険者の特定保健指導の実施率を 34.1％以上とする 

②被扶養者の特定保健指導の実施率を 10.0％以上とする 

 

 

２－１（３）重症化予防対策の推進 

 

a. 未治療者に対する二次勧奨を確実に実施する。 

b. 医師会等と連携し訴求力を強化する。 

c. 糖尿病性腎症の治療中者を対象として、かかりつけ医との連携を含む生活指導プログラムを実施する。 

d. 健診結果から腎症が疑われる対象者への保健指導を実施する。 

 

■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合 12.0％以上とする 
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２－１（４）コラボヘルスの推進 

 

a. ヘルスター健康宣言事業を中心に、ヘルスター認定 2021、健康経営優良法人認定制度などを通した健康経営の働き

かけを行うことで事業主の主体的な取り組みを促す。 

b. 業種団体や行政との連携しつつ健康経営を促進し、加入者・事業主の健康づくりの意識向上を図る。 

c. 事業所が主体となる「くまもと健康企業会」をサポートし、健康経営に取り組む事業所間の連携を強化することで、

健康経営の質の向上への取り組みを働きかける。 

d. 健康宣言事業所に対する健康経営サポート体制を整備し、フォローアップセミナー等を通じて事業所における食・運

動・メンタルヘルスなど健康づくりへの取り組み、健康経営推進の取り組みをサポートする。 

e. ヘルスター認定 2021を行い、健康経営に取り組む優良事業所を認定する。なお、ヘルスター認定 2021においては、

認定基準の見直しを行うとともに、認定基準を周知することでヘルスター健康宣言事業所へのフィードバックにつ

なげる。 

 

■ KPI：健康宣言事業所数を 1,800事業所以上とする 

 

 

２－２．広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

 

a. 本部で作成した動画等も活用しつつ、保健事業の推進や医療費適正化につながる情報を加入者・事業主に発信するこ

とで加入者のヘルスリテラシーの向上し、健康増進、医療費の適正化に向けた自発的な取り組みを促す。 

b. 健康保険委員の委嘱拡大に向けた取り組みを強化するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るための研修や広

報誌等を通じた情報提供を実施する。 

c. メディアを有効活用し 加入者・事業主のみならず、県民に向けた広報を展開するほか、家庭内における健康意識を

高めるための広報を行う。 

 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 60％以上とする 

 

 

２－３．ジェネリック医薬品の使用促進 
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（１）課題分析 

本部から提供される「ジェネリックカルテ」及び「データブック」によりに重点的に取り組むべき課題（阻害要因）を

明確にし、対策の優先順位を付けて取り組む。 

 

（２）医療機関・薬局へのアプローチ 

県薬剤師会と連携したセミナーの開催など、啓発活動による促進を図るとともに、本部から提供される「医療機関・

薬局向け見える化ツール」及び「医薬品実績リスト」等を活用して、個別の医療機関・薬局に対する働きかけを強化す

る。 

 

（３）加入者へのアプローチ 

a. 健康保険委員など事業所を介し加入者に対してジュネリック医薬品の情報を発信する。 

b. 加入者にジェネリック医薬品を正しく理解していただけるよう、ジェネリック医薬品軽減額通知のほか、地域また

は年代をターゲットにした働きかけを行う。 

 

（４）その他の取組 

県をはじめ関係機関に対して積極的な働きかけを行うとともに各種協議会等の場での意見発信を行う。 

 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合を年度末時点で対前年度以上とする  （※ 医科、DPC、歯科、調剤） 

 

 

２－４．インセンティブ制度の周知広報 

 

加入者及び事業主にインセンティブ制度の仕組や意義を理解していただけるよう、広報誌、メールマガジン等の広報媒

体や研修会等の機会を利用し、令和元年度の結果をもとに周知広報を行う。 

 

 

２－５．パイロット事業への積極的な取り組み 

 

保健事業の推進や医療費適正化につながる先進的事業を支部内で募り、実施可否を見極めながらパイロット事業への

応募を積極的に行っていく。 
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２－６．地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信 

 

（１）地域医療への関与 

県や市等が設置する健康づくりに関する検討会等に対して、加入者・事業主を代表する立場で関与し、他の保険者

と連携しながら関係機関への働きかけや意見発信を行う。 

 

（２）医療提供体制に係る意見発信 

地域医療構想調整会議等の医療提供体制にかかる協議の場において医療データ等の分析結果（医療費の地域差や患

者の流出入状況等）や国・県等から提供された医療データ等を活用するなど、エビデンスに基づく効果的な意見発信

を行う。 

 

（３）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

a.  地域医療を守る観点から、医療・健診データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控

えるなどの「上手な医療のかかり方」または生活習慣病の予防や重症化の予防について、関係団体とも連携しつつ、

加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

b.  熊本県全体の予防・健康づくりや医療費適正化を推進していくため、大学、専門機関、保険者等が緊密に連携し、

保険者における保健事業を効果的かつ効率的に推進することを目的に設立された「人生 100 年くまもとコンソーシ

アム」に参画し、保険者を横断した医療・健診データ等分析に基づく対応策の検討等を行う。 

c.  加入者のポリファーマシー対策のため、レセプトデータを活用した通知事業を行い、併せてかかりつけ医の普及、

及びお薬手帳の活用など、上手な医療のかかり方の啓発を行う。 

 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療データ

等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

 

２－７．調査研究の推進 

 

医療費適正化に向けた事業の実施につなげるため、地域差の要因等について、熊本県の「人生 100年コンソーシアム
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会議」の中で他保険者と協力して分析を実施する。 

 

 

３．組織・運営体制関係 ３－１．人事・組織に関する取組 

 

（１）人事制度の適正な運用 

マネジメント業務の習得に関する研修を実施するほか様々な機会を捉えて、グループ長及びグループ長補佐の管理

職としてのマネジメント能力の向上を図る。 

 

（２）人事評価制度の適切な運営 

評価者研修などを通じて、評価者を中心として個人目標の設定や評価結果のフィードバックによる人材育成の重要

性など、職員の人事評価制度に関する理解を深めるとともに、評価結果を適正に処遇に反映させることにより、実績や

能力本位の人事を推進する。 

 

（３）ＯＪＴを中心とした人材育成 

a. ＯＪＴ、集合研修、自己啓発を効果的に組み合わせた中で人材育成策を 展開し、「自ら育つ」という成長意欲を持

ち、責任感を持って創造的な活動ができる人材を育成する。 

b. 専門的な知識の習得のため、関係団体等の主催する研修会への積極的な参加、また自己研鑽のための本部斡旋の通

信講座の受講を推進する。 

 

 

３－２．内部統制に関する取組 

 

（１）内部統制の強化 

内部統制基本方針に則り、権限や体制の整備等により効率的な業務運営を行えること及び事故等が発生しない仕組

みの構築を目指す。 
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（２）リスク管理の強化 

a. 来訪者、並びに職員の安全を確保するため、災害時支部初動対応マニュアルに基づいた危機管理の実践的な訓練・

対策協議をテナントビル所有者側も含めて行う。 

b. 本部監査等や自主点検の指摘事項、支部活性化プロジェクト委員会の提案、並びにお客様の声に基づき、定期的な

支部保有リスクの洗い出しを行い、対応策を協議の上で迅速な対応に努める。 

c. リスク管理委員会の開催や支部における役割等を明確にするなどリスク管理体制の整備を進め事故後の対応等に備

えるとともに、事故防止対策を徹底する。 

 

（３）コンプライアンス・個人情報保護等の徹底 

a. コンプライアンス計画を立案し、その計画に基づいて研修・自己点検を行い、その遵守を徹底するとともに定期的

に委員会を開催し支部の状況等を確認・改善する。 

b. 個人情報保護については、パスワードの設定や暗号化等の点検を定期的に行うとともに、保有状況と管理ルールを

常時点検し、自主点検の点検項目を強化し、情報の保護を徹底する。 

 

（４）事務処理誤りの発生防止 

a. 職員一人一人が発生防止に対する意識を高めるために各グループにて定期的なミーティング・勉強会を行う。 

b. 定期異動と併せて支部独自の強化月間を設定し、発生防止のための意識の高揚を図る。 

 

 

３－３．その他の取組 

 

（１）費用対効果を踏まえたコスト削減等 

a. 調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の

取組みを行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

b. 一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対する聴き取り調査

等を実施し、次回の調達改善に繋げる。 

c. 少額随意契約の範囲内においても、可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を公示

し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 
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（２）予算・実績管理の徹底 

a. 毎月の実績管理を確実に行い、定期的に進捗状況を報告し、計画的な事業推進に努める。 

b. 事業終了後は事業評価を確実に行う。 

 

（３）働き方改革の推進を図りワークライフバランスを目指す 

業務の生産性を向上させることで超過勤務時間の縮減や育児時短制度等を取得しやすい環境を作る。 

 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 
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令和 3年度 事業計画（大分支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準 

化、効率化、簡素化の取組を進める。また、健全な財政運営に努める。 

 

① 健全な財政運営  

 ・中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏ま 

え、支部評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

 ・今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今 

後の見通しに関する情報発信を行う。 

 ・各種審議会等の協議の場において、安定した財政運営の視点から積極的に意見発信を行う。 

 

② サービス水準の向上 

・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10 日間）を遵守する。 

・事業主や健康保険委員に対して、郵送での申請促進のチラシやリーフレットによる広報を実施する。特に官公庁・退職

者の多い事業所等へ任意継続の申請方法を個別に周知し、郵送化の向上を図る。 

・業務グループ内に設置する「ＣＳ向上検討会議」において、お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の

意見や苦情等から協会の課題を見いだし、迅速に対応する。 

 

■ KPI : ① サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする 

 

③ 限度額適用認定証の利用促進 

・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並びに

地域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 
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④ 現金給付の適正化の推進 

・標準化した業務プロセスを徹底し、審査事務の正確性と迅速性を高める。 

・傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

・業務グループ内に設置する「給付適正化検討会議」において、総合的な保険給付適正化対策を行うとともに、不正の疑

いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。また、不

正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

⑤ 効果的なレセプト内容点検の推進 

・医療費適正化を図るため、点検効果向上計画に基づく効果的な内容点検により、点検実績の向上を図り中長期的には全 

国中位を目指す。また、事務手順書に基づく迅速で的確な資格点検・外傷点検を実施する。 

ⅰ）内容点検の強化 

・点検効果額向上のため、システムを活用した効率的な点検や支部間差異事例の解消に積極的に取り組み効果的な点検を 

実施する。 

・点検員全体のスキルアップのため、外部講師による研修の早期開催や勉強会、打合せによる情報共有を行い、特に高点 

数レセプトの点検知識の強化を図る。 

・社会保険診療報酬支払基金との連携強化のため、定例協議や査定率向上検討会議等において、社会保険診療報酬支払基 

金における審査基準の平準化を推進する。また、支払基金の新システムによる審査状況等について情報収集を行い、効 

率的な点検を実施する。 

ⅱ）資格点検・外傷点検業務の推進 

・計画的に医療機関照会、負傷原因照会を行い的確な点検を実施する。 

・求償事務のシステムによる進捗管理を徹底し、迅速な折衝と完結に努める。 

・保険証の受診都度提示・確認について、加入者及び医療機関に対してポスターやリーフレット等による広報を実施する。 

 

■ KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする 

② 協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

⑥ 柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる 

「部位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会や適正受診の啓発を強化する。 

・多部位かつ頻回及び部位ころがし、その他適正な保険給付が疑われる申請について、施術所に対する文書照会等による

啓発を強化し、併せて柔整審査委員会内に設置する面接確認委員会を活用した施術所への調査を行う。 

- 461-



 

 

 

・面接確認委員会については、国保連合会と連携し、必要に応じて共同開催で実施する。 

・不正が疑われるものは、厚生局へ情報提供を行う。 

・各種広報媒体を活用した柔道整復施術受診について正しい知識の普及に努める。 

 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3 部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について対前 

年度以下とする 

 

⑦ あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

 ・審査手順の標準化を推進する。 

 ・受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不

正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

⑧ 返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

ⅰ）保険証回収強化 

・日本年金機構の資格喪失処理後 2週間以内に、協会けんぽから保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底する。 

・被保険者証回収不能届を活用した電話催告を受付後１週間以内に実施し、２週間後に２次電話催告を実施する。 

・事業所への保険証返納にかかる協力依頼文書の送付や未返納者への文書催告が多い事業所への文書及び訪問による協力 

依頼を実施する。 

・事業主や健康保険委員に対する保険証の早期回収と加入者に対する保険証の早期返却を啓発するため、説明会や広報誌 

等多様なツールで広報を実施する。 

・社会保険労務士会との連携により、保険証の早期回収に向けた事業主及び加入者への周知等を図る。 

ⅱ）債権回収業務の推進 

・返納金債権の早期回収のため電話催告を中心に実施する。特に新規発生分については、通知発送時に電話による内容説 

明と納付案内を実施する。 

・確実な回収強化のため、保険者間調整、弁護士名併記の最終催告及び法的手続きの積極的な実施により、返納金債権の 

回収率の向上を図る。 

・債権管理進捗会議を毎月開催し、支部内における進捗状況の周知と情報共有を図り、問題点を解決する。 

・交通事故等が原因による損害賠償債権については、損害保険会社等に対して早期に折衝を図り、より確実な回収に努め 

る。 
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■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

⑨ 被扶養者資格の再確認の徹底 

 ・マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 

 

⑩ オンライン資格確認の円滑な実施（新） 

・オンライン資格確認の円滑な実施のため、加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、加入者のマイナンバー収録率向 

上を図る。 

 

■ KPI：加入者のマイナンバー収録率を対前年度以上とする。（本部のみ） 

 

⑪ 業務改革の推進 

 ・現金給付業務等において、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・

簡素化を推進する。 

 ・職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟か

つ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 

・業務グループ内に設置する「業務改善検討会議」において、具体的な実行に向けた検討・対策を行なうとともに、支部

全体への周知徹底を図る。 
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２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 

Ⅰ 加入者の健康度の向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化 

 

① 第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第 2期保健

事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

 ・「特定健診・特定保健指導データ分析報告書」や「支部スコアリングレポート」等の分析ツールを用いて、第 2期保健事 

業実施計画（データヘルス計画）のＰＤＣＡサイクルを効果的・効率的に回し、取組の実効性を高める。 

 

 上位目標：加入者のＱＯＬを維持するため、糖尿病の重症化を防ぐとともに、糖尿病性腎症に係る新規透析移行者数の増 

加率の低減を図る。 

 

ⅰ）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

 ・生活習慣病予防健診の委託機関との連携強化及び進捗管理を徹底し、生活習慣病予防健診の受診率向上に努める。 

 ・自治体及び関係団体と連携して、生活習慣病予防健診の受診率向上及び事業者健診データの取得率向上に努める。 

 ・健診・保健指導カルテ等の活用により実施率への影響が大きいと見込まれる事業所や業態等を選定し、重点的かつ優先 

的に働きかけを行い、効果的・効率的な受診勧奨を行う。 

 ・外部委託業者の進捗管理を徹底し、事業者健診データの取得率向上に努める。 

 ・支部が主催する被扶養者健診の実施回数及び地域を拡大し、受診機会の向上に努めると共に、受診案内送付等の受診勧 

奨を実施する。 

 ・自治体及び健診機関と連携し、がん検診と特定健診の同時実施を推進する。 

 

○ 被保険者（40歳以上）（実施対象者数：175,249人） 

 ・生活習慣病予防健診 実施率 70.0％（実施見込者数：122,744人） 
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 ・事業者健診データ  取得率 10.9％（取得見込者数：19,102人） 

〇 被扶養者（実施対象者数：49,315人） 

 ・特定健康診査    実施率 33.4％（実施見込者数：16,471人） 

 

■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 70.0％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 10.9％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診実施率を 33.4％以上とする 

 

ⅱ）特定保健指導の実施率及び質の向上 

・健診、保健指導を一貫して行うことができるよう健診当日の初回面談の実施について、健診機関に働きかける。 

・健診・保健指導カルテ等の活用により、実施率への影響が大きいと見込まれる事業所や業態等を選定し、重点的かつ優 

先的に働きかけを行い、効果的・効率的な受診勧奨を行う。 

 ・外部委託業者の進捗管理を徹底し、継続的支援及びＩＣＴを活用した特定保健指導を展開し、事業所や対象者の多様な 

ニーズに対応した特定保健指導を実施する。 

 ・支部主催集団健診を活用し、被扶養者の特定保健指導の実施機会の拡充を図り、実施率向上に努める。 

〇 被保険者（特定保健指導対象者数：28,652人） 

 ・特定保健指導     実施率 28.7％（実施見込者数：8,223人） 

    （内訳）協会保健師実施分  9.0％（実施見込者数：2,580人） 

        アウトソーシング分 19.7％（実施見込者数：5,643人） 

〇 被扶養者（特定保健指導対象者数：1,417 人） 

 ・特定保健指導     実施率 24.4％（実施見込者数：346人） 

 

■ KPI：被保険者の特定保健指導の実施率を 28.7％以上とする 

     被扶養者の特定保健指導の実施率を 24.4％以上とする 
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ⅲ）重症化予防対策の推進 

・未治療者に対する二次勧奨業務について、外部委託業者の進捗管理を徹底し、受診率向上を図る。 

 ・健診実施機関及び事業所と協働した要治療者への受診勧奨を実施し、確実な受診につなげる。 

 ・自治体、医師会及び医療機関等と連携を図り、人工透析の導入回避等に努める。 

 ・外部委託業者の進捗管理を徹底し、糖尿病性腎症の重症化予防に努める。 

○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 電話 850人 文書 850人 

  

■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進 

・健康宣言について、宣言からフォローアップまでのプロセス（どのような手順で行うか）及びコンテンツ（何を行うか） 

 の観点から、宣言項目として必ず盛り込む内容や事業所カルテに示すべき項目等の標準化を図り、家族を含めた事業所

おける健康づくりを推進するため、協会けんぽによる事業所支援等を拡充する。 

 ・健康教育（身体活動・運動や食生活・栄養）を通じた若年期からのヘルスリテラシーの向上を図るため、新たなポピュ 

レーションアプローチについて検討する。 

・保険者として、事業所等と連携したメンタルヘルス予防対策の推進に努める。 

・関係機関と引き続き連携を深め、健康宣言事業所の更なる拡大とともに事業所健康診断シート（事業所カルテ）を活用 

し、取組みの質の向上を図る。 

 ・「一社一健康宣言」事業所を対象とした経済産業省の健康経営優良法人認定に向けたセミナーを開催する。 

 

■ KPI：健康宣言事業所数を 1,850事業所以上とする。 

 

② 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・本部が作成した「①協会の概要・財政状況」「②申請手続き」「③医療費適正化への取組」「④健康づくり」を主な広報のテー 

マとし、主に事業主をターゲットとした全支部共通のパンフレットと加入者を含めより幅広く情報を発信するための youtube 

等の動画を活用した広報を行う。また、これらを活用しつつ、引き続き、地域の実情や時節柄等に応じた広報を行う。 

- 466-



 

 

 

ⅰ）各種事務説明会や事業所訪問等を活用した広報 

・事務担当者説明会等を通じて、協会の取り組みや医療保険制度等の情報発信を行う。 

・事業所訪問の機会に事業周知用のリーフレットを配布し、支部の事業を周知する。 

・加入者及び事業主の利便性向上のため、動画など様々な媒体を活用し、理解促進を目指し、広く情報を発信する。 

 

ⅱ）支部ホームページとメールマガジンの充実 

・保健事業や医療費適正化等の取組を、タイムリーによりわかりやすく加入者及び事業主に伝える。 

・メールマガジンの新規登録者数拡大のため、加入者への申請書等の送付、事業所訪問や説明会等、各種広報の機会を活 

用した勧奨を行う。 

 

ⅲ）医療費適正化に向けた広報 

・新生児の保護者および７０歳以上の加入者を対象に適正受診、制度周知を目的とした冊子等を送付する。また、アンケ 

ートを同封することにより、加入者から直接意見を聞く取組みを進める。 

・加入者の健康維持増進を目的とした運動動画を作成し、支部ホームページ上に掲載する。またメールマガジンや広報紙 

等で動画の周知を図るとともに、閲覧状況等の検証を行う。 

 

ⅳ）自治体や関係団体との連携による広報 

・自治体や関係団体と連携し、加入者のみならず広く県民に向けた広報を推進する。 

・自治体や関係団体の事業を、加入者及び事業主に対し発信する。 

 

ⅴ）健康保険委員に対する広報・委嘱拡大 

・健康保険委員の委嘱拡大に向けた取り組みを強化するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るための研修や広報誌 

等を通じた情報提供を実施する。 

・文書等による勧奨を行い、健康保険委員の委嘱者数の拡大に努める。 

・健康保険委員のニーズに応じた研修を実施し、健康保険委員の取り組み強化を図る。 

 

■ KPI： 全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 51.3％以上とする 
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③ ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉 

・ジェネリック医薬品の使用状況及びジェネリック医薬品普及の阻害要因を分析、分析結果に応じた対応を検討するとと 

もに、後発医薬品安心使用促進協議会の場等を通じ、関係者へ意見発信を行う。 

・分析結果に基づき、「医療機関・薬局向け見える化ツール」及び「医薬品実績リスト」の配布を行う等、医療機関・薬局 

に対する対策の優先順位を付け働きかけを強化する。 

・薬剤師会等と連携してのジェネリック医薬品希望シールの配布や、おくすり手帳の活用等加入者への的確な働きかけを 

継続して実施する。 

また、加入者にジェネリック医薬品を正しく理解していただけるよう、イベント・セミナーの開催などにも着実に取り 

組む。 

・県や自治体並びに保険者協議会等と連携し、加入者に対する効果的なジェネリック医薬品の広報を行う。 

 

■ KPI：ジェネリック医薬品使用割合（※）を 80.0％以上とする  

  ※ 医科、DPC、歯科、調剤における使用割合 

 

④ インセンティブ制度の着実な実施〈Ⅱ、Ⅲ〉 

・令和 2 年度の実施結果を迅速に検証し、その結果を各施策へ反映させるとともに、引き続き加入者及び事業主にインセ 

ンティブ制度の仕組みや意義を理解していただけるよう、周知広報を行う。 

 

⑤ 支部で実施した好事例の全国展開〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・パイロット事業の提案を行い、好事例の全国展開に努める。 

 

⑥ 地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信〈Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）医療費データ等の分析 

・医療の質や効率性の向上を目指し、地域ごとの医療費等の分析及び医療等に関する情報の収集を行う。また、その結果 

を事業主や加入者へ情報提供する。 

・コラボヘルスの効果検証を目的に、レセプトや健診結果等のデータを活用し、大学と共同で分析を行う。また、その結 

果を事業主や加入者へ情報提供する。 

  

ⅱ）医療計画及び医療費適正化計画に係る意見発信 

・現行の医療計画及び医療費適正化計画に基づく取組の進捗状況を把握しつつ、医療計画及び医療費適正化計画が着実に 
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推進されるよう意見発信を行う。 

 

ⅲ）医療提供体制に係る意見発信 

・効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議 や医療審議会等の場において、協会における医 

療データの分析結果（医療費の地域差や患者の流出入状況等）や国・都道府県等から提供された医療データ等を活用す 

るなど、エビデンスに基づく効果的な意見発信を行う。 

・保険者協議会と連携し、各地域の医療費、健診結果の動向等の見える化を図り、県や市町村へ発信する。 

 

ⅳ）上手な医療のかかり方に係る働きかけ 

・地域医療を守る観点から、医療データの分析結果等を活用しつつ、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの「上 

手な医療のかかり方」について、関係団体とも連携しつつ、加入者や事業主に対して効果的な働きかけを行う。 

 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デー 

タ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

⑦ 調査研究の推進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）支部による医療費分析 

・支部においては、医療費適正化に向けた事業の実施につなげるため、地域差の要因等について、外部有識者の知見等も 

活用して分析を実施する。 

３．組織・運営体制関係 Ⅰ）人事・組織に関する取組 

① 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・次期システム構想等の実現による業務の効率化等の状況を踏まえた、標準人員に基づく適切な人員配置を行う。 

 

② 人事評価制度の適正な運用 

・評価者研修などを通じて、評価者を中心として個人目標の設定や評価結果のフィードバックによる人材育成の重要性な 

ど、職員の人事評価制度に関する理解を深めるとともに、評価結果を適正に処遇に反映させることにより、実績や能力 

本位の人事を推進する。 

 

③ ＯＪＴを中心とした人材育成 

・ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 
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④ 支部業績評価の実施 

 ・支部業績評価により、他支部との比較を通じて好事例を活用し、大分支部の業績を向上させ、協会全体の取組の底上げ 

につなげる。 

 

Ⅱ）内部統制に関する取組 

① 内部統制の強化 

・権限や体制の整備等により効率的な業務運営を行えること及び事故等が発生しない仕組みを構築することを目指して、 

内部統制基本方針に則り、内部統制の整備を着実に進める。 

 

② リスク管理 

・職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報の取扱いやリスクマネジメント 

等の研修を行うとともに、各種リスクを想定した訓練を実施する。 

・職員研修等を通じて、個人情報保護・情報セキュリティ事案への対応等リスク管理体制の強化を図る。 

 

③ コンプライアンスの徹底 

・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

 

Ⅲ）その他の取組 

① 費用対効果を踏まえたコスト削減等 

・調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。 

入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組みを 

行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

・一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するヒアリング調査等 

を実施し、次回の調達改善に繋げる。 

・また、少額随意契約の範囲内においても可能な限り一般競争入札又は見積競争公告（ホームページ等で調達案件を公示 

し広く見積書の提出を募る方法）を実施する。 

 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 
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令和 3年度 事業計画（宮崎支部） 

分野 具体的施策等 

１．基本方針 令和 3 年度からスタートする保険者機能強化アクションプラン（第 5 期）の目標を 3 年間で達成できるよう、それぞれの事

業に対する進捗管理を徹底し、的確な対策を講じる。特にインセンティブ項目の核となる保健事業の強化を図る。 

 

２．基盤的保険者機能関係 ① 健全な財政運営 

 ・中長期的な視点による健全な財政運営に資するため、経済情勢の悪化による協会財政への影響が懸念される状況を踏 

まえ、評議会において丁寧な説明をした上で、保険料率に関する議論を行う。 

 ・今後、厳しさが増すことが予想される協会の保険財政について、加入者や事業主にご理解いただくため、協会決算や今 

後の見通しに関する情報発信を行う。 

 ・各審議会等の協議の場において、安定した財政運営の観点から積極的に意見発信を行う。 

 

② サービス水準の向上 

 ・現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

 ・加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

 ・お客様満足度調査結果に基づき、ＣＳ向上委員会を中心にお客様サービス水準の向上に向けた取り組みを推進する。 

  また、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から協会の課題を見出し、迅速に対応する。 

 

 ■ KPI：① サービススタンダードの達成状況を100％とする 

     ② 現金給付等の申請に係る郵送化率を95.0％以上とする 

 

③ 限度額適用認定証の利用促進 

・オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並びに 

地域の医療機関等に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

・医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 
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④ 現金給付の適正化の推進 

 ・標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

 ・傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を推進する。 

 ・不正の疑いのある事案については、保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。 

  また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

⑤ 効果的なレセプト点検の推進 

 ・レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検によ 

り、査定率向上に取り組む。 

 

■ KPI：① 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について前年度以上とする 

    （※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

   ② 協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

⑥ 柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

 ・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる「部 

位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。 

なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術受 

診についての正しい知識の普及を図る。 

 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15日以上の施術の申請の割合について対前 

年度以下とする 

 

⑦ あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

 ・審査手順書による審査を徹底する。 

 ・受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不 

正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

⑧ 返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

 ・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保 

険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 
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 ・未返納の多い事業所データを活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、 

返納金債権の回収率の向上を図る。 

 ・任継の保険証未返納者に対し、一次催告時に電話催告を実施する。 

 

■ KPI：① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

   ② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

⑨ 被扶養者資格の再確認の徹底 

 ・マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

 ・事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

 ・未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 93.2％以上とする 

 

⑩ オンライン資格確認の円滑な実施 

 ・オンライン資格確認の円滑な実施のため、加入者へのマイナンバー登録の促進を行い、加入者のマイナンバー収録率向 

上を図る。 

 

⑪ 業務改革の推進 

 ・現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・ 

簡素化を推進する。 

 ・職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟か 

つ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を推進する。 
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３．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 

Ⅰ 加入者の健康度の向上 

Ⅱ 医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ 医療費等の適正化 

 

① 第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２ 

期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効果的に実施する。 

 

 i）特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

○ 被保険者（40 歳以上）（実施対象者数：162,283 人） 

 ・生活習慣病予防健診 実施率 62.6％（実施見込者数：101,589人） 

 ・事業者健診データ  取得率 8.0％（取得見込者数：12,983人） 

○ 被扶養者（実施対象者数：45,667人） 

 ・特定健康診査    実施率 24.7％（実施見込者数：11,280人） 

≪特定健診の受診勧奨対策≫ 

・特定健診受診率向上に向けて、健診・保健指導カルテ等の活用により実施率への影響が大きいと見込まれる事業所や業 

態、自治体等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけることで、効果的・効率的な受診勧奨を行う。 

【被保険者】 

・生活習慣病予防健診については、全事業所、任意継続被保険者に対する年次案内および新規任意継続保険資格取得者へ 

の受診勧奨を実施する。また健診機関拡大に向けた広報、公募を行う。 

 ・事業者健診データ提供については、支部や委託先から同意書取得事業所への提供勧奨や同意書未提出事業所への勧奨を 

実施する。また健診機関による積極的な取得勧奨を依頼し、取得数を拡大する。 

【被扶養者】 

・テレビ CM をはじめとする広報や、新規資格取得者への受診券送付、受診行動や地域による差などを分析した受診勧奨を 

実施する。 

- 474-



 

 

 

・各地域またはショッピングモール等での集団健診の実施に併せて、協定等を基にした自治体がん検診の同時実施を推進 

する。また国保会場での特定健診同時実施を行う。 

 

■ KPI：① 生活習慣病予防健診実施率を 62.6％以上とする 

② 事業者健診データ取得率を 8.0％以上とする  

③ 被扶養者の特定健診実施率を 24.7％以上とする 

 

ii）特定保健指導の実施率及び質の向上 

○ 被保険者（特定保健指導対象者数：23,144 人） 

・特定保健指導    実施率 29.4％（実施見込者数：6,804人） 

○ 被扶養者（特定保健指導対象者数：970人） 

・特定保健指導    実施率 7.9％（実施見込者数：77人） 

≪保健指導の受診勧奨対策≫ 

【被保険者】 

・健診機関及び専門機関（ICT）への外部委託による特定保健指導の更なる推進を図る。また、幹部職員による健診機関へ

の訪問等により実施機関の拡大を図る。 

・健診・保健指導カルテ等の活用により、重点的かつ効果的な保健指導の勧奨を実施する。 

【被扶養者】 

・該当者への利用券の発券と未利用者への勧奨を実施する。また委託機関による初回面談の分割実施及び支部保健師によ

る実施により実施数拡大を図る。 

 

■ KPI：① 被保険者の特定保健指導の実施率を 29.4％以上とする 

     ② 被扶養者の特定保健指導の実施率を 7.9％以上とする 
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iii）重症化予防対策の推進 

 ○ 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 3,000人 

 ・支部や委託先からの文書や電話による勧奨を実施する。また健診機関による健診当日の血圧高値者への勧奨を実施する。 

 ○ 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

・支部で抽出した糖尿病性腎症者への保健指導を支部や委託先により実施する。 

 ・CKD受診勧奨の実施。 

 

 ■ KPI：受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

≪その他保健事業≫ 

・女性特有の健康課題に対する加入者及び事業所支援 

女性加入者への保健師による健康相談、事業主及び健康管理担当者への健康セミナーを実施 

 

ⅳ）健康宣言優良事業所認定制度の推進（健康経営の推進） 

○支部と行政機関及び経済団体等が連携し、健康宣言事業所数の更なる拡大を図る。 

○健康宣言事業所における健康づくりの支援を行う。 

・健康に関する情報冊子を配布し、従業員の健康づくりを支援する。 

・健康宣言事業所の健康度合の経年比較用として年度ごとの「健康度レポート」を提供する。 

 ・健康器具の貸し出しを行うことで、従業員の健康づくりを支援する。 

・宮崎県と連携し、健康宣言事業所へ県の保健師を派遣し健康づくりを支援する。 

 ・健康宣言優良事業所認定証交付時に健康づくりを取り組んだ「取組事例集」を併せて交付し、掲載希望事業所を支部ホ 

ームページ等で紹介する。 

 

■ KPI：健康宣言事業所数を 450事業所以上とする 
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② 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・支部広報誌以外に、新聞広告、テレビＣＭ、フリーペーパー、ホームページやメールマガジン及び健康保険委員との連 

携などにおいてタイムリーな広報を実施する。 

・健康保険委員活動の活性化を図るため、研修会を開催する。 

・これまでの活動や功績に対して健康保険委員表彰を実施するとともに、健康保険委員委嘱者数の更なる拡大に努める。 

 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 55.0％以上とする。 

 

③ ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉 

・調剤薬局ごとのジェネリック医薬品使用割合等が県内平均と比較して、どのような位置にあるか提示できる「見える化

ツール」を使用し、医療機関・薬局関係者へピンポイントでジェネリック医薬品使用促進を働きかける。 

・ジェネリック医薬品の採用選定支援を目的として、地域の処方実績を示した「医薬品実績リスト」を県内調剤薬局へ支 

 部統計資料と併せて送付する。 

・勧奨地域を抽出し、若年層を対象に啓発リーフレット等を送付する。 

・宮崎市と連携し、乳幼児を対象としたジェネリック医薬品使用促進、医療費適正化の啓発を目的に支部作成リーフレッ 

トを 0～4歳を対象に配布する。 

・ジェネリックカルテを活用して地域ごとのジェネリック医薬品の使用状況を分析し、ジェネリック医薬品安心使用促進

協議会・保険者協議会等において発信する。 

 ・県、県薬剤師会及び自治体等関係団体と連携のうえ「ジェネリック医薬品使用促進セミナー」を開催する。 

 ・ホームページ、メールマガジン、広報誌等により加入者へ適切な広報を行う。 

 

■ KPI：協会けんぽ宮崎支部のジェネリック医薬品使用割合（※）を年度末時点で対前年度以上とする 

※医科、DPC、歯科、調剤 

 

④ インセンティブ制度の実施及び検証〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

・令和 2 年度の実施結果を迅速に検証し、その後の検討につなげるとともに、引き続き、制度の周知広報を丁寧に行う。 
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⑤ 医療データの分析に基づく地域の医療提供体制への働きかけ〈Ⅱ、Ⅲ〉 

ⅰ）意見発信のための体制の確保 

 ・医療提供体制等に係る意見発信を行うために、被用者保険者の参加が行われていない地域に必要な体制を確保（会議体

への参画数拡大）するため保険者協議会及び県と協議し参画を要請する。 

ⅱ）医療費データ等の分析 

・地域ごとの診療行為別の標準化レセプト出現比（SCR）を分析するためのツールを活用し、地域差の要因分析を行う。 

ⅲ）外部への意見発信や情報提供 

・県及び保険者協議会と連携し、地域医療構想調整会議に被用者保険者が参画し、意見発信を行う。 

・医療データ等の分析結果を踏まえ、医療費の地域間格差の要因等について、ホームページ等により加入者や事業主へ情

報提供を行う。 

・宮崎県地域医療構想調整会議、医療費適正化計画に係る委員会及び国民健康保険運営協議会において進捗確認を行い、

他被用者保険者と連携し、意見発信を行っていく。 

・宮崎県の健康長寿社会づくり推進会議、後期高齢者医療広域連合運営懇話会及び宮崎労働局の働き方改革推進会議へ参 

画し、積極的に意見発信していく。 

 

■ KPI：効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デー 

タ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

４．組織・運営体制関係 ① 人事評価制度の適正な運用 

・協会の理念の実現に向けて、組織目標を達成するための個人目標を設定し、日々の業務を通じて目標達成できる仕組み

とした人事評価制度を適切に実施し、実績や能力本位の人事を推進する。 

② ＯＪＴを中心とした人材育成 

・業務を通じた職場における人材育成（ＯＪＴ）と、それを補完する集合研修・自己啓発（Ｏｆｆ－ＪＴ）により、必要 

とされる知識・スキルの定着及び向上を図る。 
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③ 支部業績評価の実施 

・支部長、部長による事業進捗ヒアリングを実施し、事業の進捗管理等を行い、支部業績の向上を図る。 

 

④ リスク管理 

 ・大規模自然災害や個人情報保護・情報セキュリティ事案への対応など、より幅広いリスクに対応できるリスク管理体制 

  の強化を図る。特に情報セキュリティ対策については迅速かつ効率的な初動対応を行う。 

  加えて、危機管理能力の向上のための研修や訓練を実施し、平時から有事に万全に対応できる体制を整備する。 

 

⑤ コンプライアンスの徹底 

・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について職員研修等を通じてその徹底を図る。 

 

⑥ 費用対効果を踏まえたコスト削減等 

 ・調達や執行は調達審査委員会のもと適切に管理し、引き続き一般競争入札や企画競争入札、見積競争により経費削減を

図るとともに、ホームページに調達結果を公表し透明性の確保を図る。 

・調達における競争性を高めるため、一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得したが入札に参加しなか

った業者に対するアンケート調査等を実施し、一者応札案件の減少に努める。 

・消耗品の在庫管理を行い、web発注による経費節減を図る。 

・クールビズやウォームビズの継続実施により、電気料金の削減等に努める。 

・コピー用紙や電気使用量などの主要品目の使用状況を職員に周知し、経費節減の意識向上を図る。 

 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 

ただし、入札件数の見込み件数が 4件以下の場合は一者応札件数を 1件以下とする 
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令和 3年度 事業計画（鹿児島支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 ①健全な財政運営 

〇支部評議会において丁寧な説明を行った上で、保険料率等に関する議論を行う。 

 

②サービス水準の向上 

○ お客様満足度調査や支部のお客様満足度向上プロジェクトチームを活用し、電話応対向上のための対策と受電体制の整備

を図り、さらなるサービス水準の向上に努める。 

○ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

○ 郵送化率向上のために、電話応対時や広報等で案内の強化を図る。 

《ＫＰＩ》 

 サービススタンダードの達成状況を 100％とする。 

 現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする。 

 

③限度額適用認定証の利用促進 

○オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報や、市町

村との連携、各種研修会を活用した制度周知を実施する。また、申請書を配置する地域の医療機関窓口を拡大し、利用促

進を図る。 

○医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

 

④現金給付の適正化の推進 

○業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

○ 不正の疑いのある事案については、保険給付適正化プロジェクトチームにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に

行う。また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

〇傷病手当金と障害年金等との併給調整について、確実に実施する。 
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⑤効果的なレセプト内容点検の推進 

○ レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検により、

査定率向上に取り組む。 

《ＫＰＩ》 

 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする。 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

■協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする。 

 

⑥柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

○ 多部位（施術箇所が 3部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）及び部位ころがし（負傷部位を意図的に変更するこ

とによる過剰受診）の申請について、加入者に対する文書照会や適正受診の啓発を強化し、多部位・頻回の請求割合を減

らす。 

《ＫＰＩ》 

 柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所 3 部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対前年度以下

とする。 

 

⑦あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

○審査手順の標準化を図る。 

○ 受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、不正の疑いがある案件は厚生局

への情報提供を徹底する。 

 

⑧返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

○ 日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保険

者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

○ 債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の積極的な実施及び費用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、

返納金債権の回収率の向上を図る。 
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《ＫＰＩ》 

 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後１か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする。 

 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする。 

 

⑨被扶養者資格の再確認の徹底 

○被扶養者の国内居住要件等に対応した被扶養者資格再確認を確実に実施する。 

○事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

○未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

《ＫＰＩ》 

 被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.8％以上とする。 

 

⑩オンライン資格確認の円滑な実施 

○ 国のオンライン資格確認システムを有効に機能させるよう、マイナンバーの登録勧奨等の周知広報を行う。 

 

⑪業務改革の推進 

○現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理を徹底し、業務の標準化・効率化・簡素化

を図る。 

○職員の意識改革の促進により、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制を定着化し、生産性の向上

を図る。 
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２．戦略的保険者機能関係 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 

※第 3期アクションプランの目標と同一 

Ⅰ.加入者の健康度の向上 

Ⅱ.医療等の質や効率性の向上 

Ⅲ.医療費等の適正化 

①事業所単位での健康・医療データ提供等〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

○ 事業所の健康づくり等の取組の質を向上させる観点から、事業所単位での健康・医療データを見える化した事業所カルテ

等を提供する。 

○ 県全体の医療費の動向や健診結果等を把握するため、保険者協議会などと連携し、国民健康保険等のデータも含めた医療

費・健診データ等の分析を実施する。 

 

②データ分析に基づいた第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

【上位目標】 

○ 人工透析を受ける人を減らす。人口 1万対 10.4→9.0人 

○ 脳血管疾患に罹患する人を減らす。入院外受診率 66.0%→45.0% 

【中位目標】 

○ 特定保健指導対象者の減少率を 18.2%から 20.0%にする。 

○ 高血圧受診勧奨域の者（Ⅰ度・Ⅱ度 健診受診者リストより）を 28年度より 660人減らす。 

○ 高血糖受診勧奨域の者(健診受診者リストより)を 28年度より 400人減らす。 

○ CKD受診勧奨対象該当率を「2.9%から 2.5%」に減少させる。 

 

i）特定健診実施率・事業者健診データ取得率の向上 

健診全体の実施率目標 58.0% （179,971人） 

○ 被保険者（40歳以上）（受診対象者数：242,108人） 

• 生活習慣病予防健診 実施率 55.0％（実施見込者数：133,159人） 

• 事業者健診データ 取得率 12.3％（取得見込者数：29,779人） 
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○ 被扶養者（受診対象者数：68,130人） 

• 特定健康診査 実施率 25.0％（実施見込者数：17,033人） 

○ 健診の受診勧奨対策 

＜被保険者＞ 

• 事業所への生活習慣病予防健診受診案内と事業者健診データ提供依頼文書の送付 

• 健診、保健指導カルテを活用した受診勧奨地区の選定 

• 事業所カルテを活用した訪問面談による事業主等への協力依頼 

• 被保険者本人自宅への案内送付（被扶養者も併せて、休日受診可能機関の案内実施） 

• 健診推進経費を活用した健診機関への受診勧奨業務の委託推進 

＜被扶養者＞ 

• 市町村のがん検診スケジュールとあわせた巡回健診会場の案内 

• 無料健診会場・オプショナル健診等の PR 

• 巡回健診会場の拡充（ショッピングモールやスポーツ施設等） 

•  GISを活用した被扶養者居住地域等を加味した受診勧奨 

•  事業主と連携して行う被扶養者への健診制度の周知と案内 

＜その他＞ 

• 鹿児島市と共同実施している特定健診トク得クーポン事業の継続 

《ＫＰＩ》  

 生活習慣病予防健診実施率を 55.0％以上とする。 

 事業者健診データ取得率を 12.3％以上とする。 

 被扶養者の特定健診受診率を 25.0％以上とする。 

 

ii）特定保健指導の実施率の向上 

特定保健指導 全体目標 25.2％（8,650人） 

○ 被保険者（受診対象者数：32,914人） 

• 特定保健指導 実施率 25.7％（実施見込者数： 8,450人） 
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（内訳）協会保健師実施分 14.7％（実施見込者数：4,850人） 

アウトソーシング分 10.9％（実施見込者数：3,600人） 

○ 被扶養者（受診対象者数：1,465人） 

• 特定保健指導 実施率 13.7％（実施見込者数：200人） 

〇保健指導の受診勧奨対策 

＜被保険者＞ 

〇保健指導委託健診機関の拡充と実施者数の増加 

・当日実施体制整備にかかる協力連携 

・国保等対象者の実施経験があり、人材体制整備が確立している機関への協力依頼 

〇ICT等を活用した専門事業者への委託（複数年未利用事業所、実施困難事業所） 

〇訪問面談による事業主等への直接利用勧奨 

〇事業者健診データ登録事業所への特定保健指導勧奨の強化 

〇健康宣言、コラボヘルスと連動した特定保健指導の実施 

〇健康教室型特定保健指導の推進（市町村や健診機関との共同実施機会の拡大） 

〇巡回健診会場での分割型特定保健指導の実施（健診機関との連携） 

＜被扶養者＞ 

• 巡回健診会場ならびに協会支部における特定保健指導の案内の強化 

• 健康教室型特定保健指導の推進（市町村や健診機関との共同実施機会の拡大） 

《ＫＰＩ》 

 被保険者の特定保健指導の実施率を 25.7％以上とする。 

 被扶養者の特定保健指導の実施率を 13.7％以上とする。 

 

iii）重症化予防対策の推進 

○ 未治療者受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 1,603人（特定保健指導実施機会を活用した面談による受診勧奨含む） 

○ 糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 

• 対象者数 300人／年（文書勧奨）  
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• かかりつけ医と連携した保健指導 20人／年  

• 教室型継続保健指導（ICTも検討） 

 鹿屋共同 3教室 参加予定者数 80人 

○ 県、市町村、医師会等と連携し、「ＣＫＤ予防ネットワーク」を利用し、CKD疾患の重症化予防を推進する。  

《ＫＰＩ》 

 受診勧奨後 3か月以内に医療機関を受診した者の割合を 14.0％以上とする。 

 

iv）コラボヘルスの推進 

○ 健康宣言事業所数の更なる拡大のため、事業所訪問等の勧奨を行う。 

○ 関係団体と連携したセミナーの開催等、宣言事業所に対する支援を強化する。また、鹿児島市健康づくりパートナーとの

連携をはかる。 

〇健康教育を通じた若年期からのヘルスリテラシーの向上を図るため、新たなポピュレーションアプローチについて検討す

る。 

〇保険者として事業所等と連携したメンタルヘルス予防対策の推進に努める。 

○ 事業所の健康づくり等の取組の質を向上させる観点から、事業所単位での健康・医療データを見える化した事業所カルテ

等を提供する。（再掲） 

〇保健師管理栄養士による事業所が行う従業員等の健康管理の継続支援を行う。10事業所 

〇県歯科医師会との連携を継続し、医師による歯科健康教育の提供など社会資源の活用をすすめる。 

《ＫＰＩ》 

■健康宣言事業所数を 500事業所以上とする。 

 

③広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進〈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〉 

〇前年度の理解度調査の実施結果を踏まえた広報計画を策定し、加入者及び事業主へ、本部作成の広報媒体・支部作成の動

画配信（youtube等）・広報紙・メールマガジン・ホームページなどを活用して情報を提供する。 

・健康保険制度、健康づくりに関する情報 

・インセンティブ制度の仕組や意義を理解いただける情報 
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・医療費データの分析結果等を活用し、関係団体と連携した「上手な医療のかかり方」についての情報 

○ 健康保険委員の委嘱拡大および健康保険委員活動の活性化を図るため、関係団体等と連携した研修会の開催や、広報誌等

を通じた健康情報などの提供を実施する。 

《ＫＰＩ》 

 全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 49.0％以上とする。 

 

④ジェネリック医薬品の使用促進〈Ⅱ、Ⅲ〉 

○ 県後発医薬品安心使用協議会へ参画し、関係機関と連携・情報共有を図るとともに、使用促進に向けての意見発信を行な

う。 

○ 「医療機関・薬局向け見える化ツール」、「医薬品実績リスト」等を活用し、医療機関及び調剤薬局関係者へ使用促進の働

きかけを実施する。 

○ 年 2回の軽減額通知、関係団体等と連携したセミナー開催やリーフレット等の作成、メディアの活用や希望シールの配布

など、加入者の属性に応じた広報を実施する。 

《ＫＰＩ》 

 ジェネリック医薬品使用割合を対前年度以上とする。 

 

⑤地域の医療提供体制への働きかけ〈Ⅰ〉 

ⅰ）医療費データ等の分析 

○ 協会が保有するレセプトデータ等や地域ごとの診療行為別の標準化レセプト出現比（ＳＣＲ）を分析するためのツール等

を活用し、適切な医療機能の分化・連携に向けた意見発信のための分析を行う。 

ⅱ）外部への意見発信や情報提供 

○ 地域医療構想調整会議等において、医療データ等の分析結果や地域医療を見える化したデータベース等を活用し、エビデ

ンスに基づく意見発信等を行う。 

○ アンケート結果に基づき前年度作成した地域医療構想パンフレットを活用し、加入者等へのわかりやすい広報などを実施

する。 

 

- 487-



 

 

 

《ＫＰＩ》 

■地域医療構想調整会議等において、医療データ等を活用した効果的な意見発信を実施する。 

３．組織・運営体制関係 ①適正な人員配置 

○ 支部の実情に応じ、業務の効率化等の状況を踏まえた人員配置を行う。 

 

②ＯＪＴを中心とした人材育成 

○ ＯＪＴを中心とした効果的な研修を組み合わせることで、組織基盤の底上げを図る。 

 

③費用対効果を踏まえたコスト削減等 

○ 調達における競争性を高めるため、事前声掛けの徹底、十分な公告期間・納期の確保、仕様書の見直し等を行い、一者応

札案件の減少に努める。 

○ 一者応札案件については、入札の意向を示していた業者にアンケート調査を行い、次回の調達改善に繋げる。 

《ＫＰＩ》 

 一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20.0％以下とする。（入札件数の見込み件数が 4 件以下の場合は一

者応札件数を 1件以下とする） 

 

④コンプライアンスの徹底 

○ 法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

 

⑤リスク管理 

〇大規模自然災害や個人情報保護・情報セキュリティ事案への対応など、リスクマネジメント等の研修を行い、より幅広い

リスクに対応できるリスク管理体制の強化を図る。 
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令和３年度 事業計画（沖縄支部） 

分野 具体的施策等 

１．基盤的保険者機能関係 適用・徴収業務、給付業務等の基盤的業務を適正かつ迅速に行うとともに、サービス水準を向上させ、さらに業務の標準化、

効率化、簡素化の取組を進める。 

 

（１）サービス水準の向上 

・ 現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード：10日間）を遵守する。 

・ 加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、郵送による申請を促進する。 

・ お客様満足度調査、お客様の声に基づく加入者・事業主の意見や苦情等から支部の課題を見いだし、迅速に対応する。 

 

 ■ KPI：①サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

②現金給付等の申請に係る郵送化率を 95.0％以上とする 

 

（２）限度額適用認定証の利用促進 

・ オンライン資格確認の実施状況を踏まえ、引き続き事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報並びに

医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなどにより利用促進を図る。 

・ 医療機関の窓口で自己負担額を確認できる制度について、積極的に周知を図る。 

 

（３）現金給付の適正化の推進 

・ 標準化した業務プロセスを徹底し、審査業務の正確性と迅速性を高める。 

・ 傷病手当金と障害年金等との併給調整について適正に履行し、現金給付の適正化を行う。 

・ 不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。

また、不正の疑われる申請について重点的に審査を行う。 

 

（４）効果的なレセプト内容点検の推進 

レセプト点検の効果向上に向けた行動計画に基づき、レセプト点検の質的向上とシステムを活用した効率的な点検により、
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査定率向上に取り組む。 

 

■ KPI：①社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率（※）について対前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額 

②協会けんぽの再審査レセプト 1件当たりの査定額を対前年度以上とする 

 

（５）柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・ 多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）の申請や負傷部位を意図的に変更するいわゆる「部

位ころがし」と呼ばれる過剰受診について、加入者に対する文書照会を強化する。 

なお、加入者に対する文書照会を行う際には、制度の仕組みを解説したリーフレットを同封するなど、柔道整復施術受診

についての正しい知識の普及を図る。 

  

 ■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対前年

度以下とする 

 

（６）あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の審査手順の最適化の推進 

・ 審査手順の標準化を図る。 

・ 受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不

正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

 

（７）返納金債権の発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進 

・ 資格喪失後受診等による返納金債権の発生防止のため、資格を喪失した加入者の保険証の回収について、資格喪失処理

後２週間以内に、保険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保険者回収不能届を活用した電話

督促等を強化する。 

 ・ 未返納の多い事業所データ等を活用した事業所への文書等による資格喪失届への保険証添付の徹底を周知する。 

・ 債権については、早期回収に努め、文書催告・弁護士名催告のほか、費用対効果を踏まえた法的手続きの実施により、

- 490-



 

返納金債権の回収率の向上を図る。 なお、資格喪失後受診による返納金債権については、保険者間調整を積極的に実施

し、確実な債権回収に努める。 

・ 交通事故や傷害事故等が原因による損害賠償金債権については、損害保険会社または加害者本人等に対して早期に折衝

を図り、より確実な回収に努める。 

 

■ KPI：①  日本年金機構回収分も含めた資格喪失後１か月以内の保険証回収率を対前年度以上とする 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 

 

（８）被扶養者資格の再確認の徹底 

・ マイナンバーを活用した被扶養者資格再確認を実施する。 

・ 事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提出事業所への勧奨を行う。 

・ 未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 92.7％以上とする 

 

（９）業務改革の推進に向けた取組 

・ 現金給付業務等について、業務マニュアルや手順書に基づく統一的な事務処理の徹底を図り、業務の標準化・効率化・

簡素化を図る。 

・ 職員の意識改革の促進を図り、業務量の多寡や優先度に対応する柔軟かつ最適な事務処理体制の定着化により、柔軟か

つ筋肉質な組織を構築し、生産性の向上を図る。 

 

（10）オンライン資格確認の円滑な実施 

国のオンライン資格確認システムを有効に機能させ、オンライン資格確認を円滑に実施するために、加入者に向けて必要な 

広報を行う。 
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２．戦略的保険者機能関係 （１）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 

本部が提供する事業所健康度診断シート（事業所カルテ）に生活習慣病予防健診と事業者健診の内訳を区分して表示するこ

とにより、事業者健診データの提供促進を図る。また、被扶養者の特定健診受診率も見える化し、事業主とのコラボヘルスに

よる被扶養者への受診勧奨の案内も拡大していく。 

加えて、保健指導や健康宣言勧奨での事業所訪問、健康宣言事業所へのフォローアップに活用する。 

 

（２）データ分析に基づいた第２期保健事業計画（データヘルス計画）の着実な実施 

 ６か年計画である第２期保健事業計画（データヘルス計画）が後半に入ることから、中間評価の結果を踏まえ、中位目標（６

年後に達成する目標）である「加入者のメタボリックシンドローム保有率の減少」及び、基本的な実施事項である「特定健診・

特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」に基づく取組を着実かつ効果的、効率的に実施する。 

さらに、保健事業の効果的な推進を図るため、「福寿うちな～（健康づくり）推進協議会」などの意見を聴取しながら、関

係機関との連携・協定等を活かし、地域の実情に応じた取り組みを強化する。 

 

■第２期保健事業計画（データヘルス計画）中位目標： 

 「加入者のメタボリックシンドローム保有率(腹囲、血圧、中性脂肪、空腹時血糖)を16.0％から14.0％に減らす」 

 

ⅰ）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

 40 歳以上の被保険者を対象とした生活習慣病予防健診及び被扶養者を対象とした特定健診を併せた受診率の向上と事業者

健診データ取得率の向上を図るため、健診機関との連携を強化し、休日健診、まちかど健診、早朝健診及びナイト健診を実施

するなど、加入者のニーズや特性に応え、受診機会の拡大を図る。 

 さらに、「健診・保健指導カルテ」等の活用により事業所規模、業態等の特性による受診状況や受診履歴の分析を行い、効

果的かつ効率的なアプローチを行う。 

 生活習慣病予防健診が未受診で事業者健診の受診が確認できない事業所に対する受診勧奨及び事業者健診データの取得勧

奨、特に受診率等への影響が大きいと見込まれる事業所や業態への勧奨を強化するための外部委託を推進する。 

 生活習慣病予防健診が未受診で事業者健診を受診している事業所には、労働局や健診機関等と連携を図り、事業者健診デー

タの取得促進を図るとともに、生活習慣病予防健診への切り替えの働きかけも促進する。 
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■ KPI：① 生活習慣病予防健診受診率を65.0%以上とする 

② 事業者健診データ取得率を6.0％以上とする 

③ 被扶養者の特定健診受診率を 30.0％以上とする 

 

ⅱ）特定保健指導の実施率の向上 

 健診実施機関等への外部委託による特定保健指導の更なる推進を図り、健診、保健指導を一貫して行うことができるよう健

診当日の初回面談の実施について、健診実施機関へ働きかける。 

 また、情報通信技術を活用すること等により、特定保健指導対象者の更なる利便性の向上を図る。 

 併せて、ショッピングセンター等における協会主催の「まちかど特定保健指導」を実施するとともに、市町村と共催して公

共施設における「健診結果説明会」を行うなど、加入者の特性やニーズに応え、特定保健指導利用者の増加を図る。 

 

 ■ KPI： 被保険者 実施率：39.4％以上とする 

      被扶養者 実施率：17.1％以上とする 

 

 ⅲ）重症化予防対策の推進 

 未治療者に対する重症化予防については、生活習慣病の重症化を防ぎ、医療費適正化及び QOLの維持を図るため、手紙・電

話・面談による受診勧奨を行い、確実に治療に繋げる取り組みを進める。   

また、より早期に治療につなげるための取り組みとして、健診当日の受診勧奨の外部委託を推進する。 

糖尿病の重症化予防については、「沖縄版糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づき、かかりつけ医と連携した生活指

導を進めていく。 

 

■ KPI：受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合を 11.8％以上とする 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進 

健康宣言事業所数の更なる拡大を図るとともに、事業主等が主体となって健康づくりに取り組む事業所を支援する「福寿う

ちな～健康宣言」事業を展開し、健康講話等を実施することにより、事業主等の健康づくり意識の醸成、加入者の健康増進、
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特定健診受診率の向上及び特定保健指導の強化を図る。また、事業所健康度診断シート（事業所カルテ）を健康宣言勧奨での

事業所訪問や健康宣言事業所へのフォローアップに活用する。 

さらに、健康宣言した事業所は県の実施する「がんじゅうさびら表彰」へつなげるとともに、県や労働局、県医師会等の関

係団体と連携のうえ、健康経営宣言を統一し、共同運営するなど全県的に普及させるための活動を推進する。 

また、賛同を得られた事業主と連携し、支部長・事業主の連名による健診受診勧奨文書を直接被扶養者に送付する「ご家族

様にも特定健診プロジェクト」を引き続き実施し、被扶養者の健診受診率向上を図る。 

 

■ KPI：健康宣言事業所数を 455事業所以上とする 

 

（３）広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

インセンティブ制度をはじめ、疾病予防や健康増進の重要性、健診受診、特定保健指導実施、保険料率設定、資格喪失後受

診、任意継続、給付の仕組み、申請手続き等を加入者へ分かりやすく広報する。 

具体的には、地元メディアに対するプレスリリース、広報チラシの発行、市町村・関係団体が発行する広報誌への記事掲載、 

youtube等の動画を活用した広報等を実施する。 

また、ホームページを活用した情報発信の強化に加え、加入者に直接届くメールマガジンの登録者数の拡大を図る。 

さらに、健康保険委員活動の活性化を図るため、健康保険事業の理解向上を目的とした研修を実施するほか、広報活動等に

より健康保険委員活動の支援を行う。 

加えて、加入者の多い事業所に重点を置き、健康保険委員の委嘱勧奨を効果的に実施することにより、委嘱者数のさらなる

拡大を図る。 

 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 44.5％以上とする 

 

（４）ジェネリック医薬品の使用促進 

各種広報誌掲載による普及啓発、健康保険委員研修会等でのジェネリック希望シール及びリーフレット配布のほか、関係機

関と連携したジェネリック医薬品に関するセミナーを開催する。 

 また、医療機関及び薬局に対して、医療機関・薬局ごとのジェネリック医薬品使用割合を二次医療圏内で比較し、見える化
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した「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を送付する。 

 さらに使用割合の低い医療機関については、一般名処方への協力依頼を行い、使用割合の低い薬局に対しては、ジェネリッ

ク医薬品の採用について働きかけを行う。  

 加えて、当支部のジェネリック医薬品使用割合を２次医療圏別で見た場合、宮古地区が最も低いため、更なる使用割合向上

を目指し、宮古地区におけるジェネリック医薬品使用促進に向けた取り組みを行う。  

 

■ KPI：協会けんぽ沖縄支部のジェネリック医薬品使用割合を対前年度以上とする 

(※) 医科、DPC、調剤、歯科における使用割合 

 

（５）インセンティブ制度の周知及び推進 

加入者へ制度を周知するためのチラシやマンガパンフレットの作成及び送付、各種広報誌やホームページへの掲載、健康保

険委員研修会などの各種研修会における説明などにより、制度の周知広報を丁寧に行っていく。 

また、特定健診・特定保健指導の実施率、重症化予防のための受診勧奨、ジェネリック医薬品使用割合などの各評価項目の

実施状況を把握し、実績値の向上に努める。 

 

（６）地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度にかかる意見発信 

ⅰ）意見発信のための体制の確保 

意見発信等を行う環境づくりに向け、地域医療対策会議等への参画について、県に対して積極的に働きかける。 

 

ⅱ）医療費データ等の分析 

   県との共同事業で協会けんぽと国民健康保険の健診データとレセプトデータを活用し、沖縄県民の健康状況や医療費の実態

についてデータ分析を行う。 

 

ⅲ）外部への意見発信や情報提供 

健診データとレセプトデータの分析結果を活用し、ターゲットを絞った受診勧奨や、健診受診及び保健指導のメリットにつ

いての広報などにより、健診受診率及び特定保健指導実施率向上を図る。 
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また、当該分析結果については、エビデンスに基づく効果的な意見発信として、地域医療構想対策会議等での意見発信やマス

コミ等を利用した情報発信としても活用する。 

 

ⅳ）上手な医療のかかり方にかかる働きかけ 

地域医療を守る観点から、不要不急の時間外受診や休日受診を控えるなどの「上手な医療のかかり方」についての広報を実

施し、加入者や事業主に対して適正受診について周知啓発を行う。 

 

■ KPI： 効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けて、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において、医療デー 

タ等を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

（７）調査研究事業の実施及びパイロット事業等の推進 

ⅰ）調査研究事業の実施 

令和元年度からの調査研究にかかる継続事業として「重症化予防事業対象者の受診行動に影響を及ぼす要因の調査・分析」

に引き続き取り組み、研究成果として分析結果を取りまとめる。 

また、当該研究成果等については、保健事業へ展開するとともに、ホームページ掲載やプレスリリース、沖縄県公衆衛生学

会における発表等を行い、内外に広く情報発信する。 

 

ⅱ）外部有識者を活用した調査研究 

「重症化予防事業対象者の受診行動に影響を及ぼす要因の調査・分析」については、支部内における調査研究に留まらず、

より専門的な知見に基づく分析結果をも得ることを目的に、外部有識者を活用した調査研究として、琉球大学（公衆衛生学）

へ研究を委託し連携する。 

 

ⅲ）パイロット事業等への提案 

支部の企画・提案力向上を図るため、パイロット事業等について、積極的に提案する。 

 

 ⅳ）調査研究を推進するための体制等 
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本部が主催する統計分析研修等を積極的に受講し、支部の調査研究にかかるスキルの底上げを図るとともに、調査研究を推

進するための体制等について検討する。 

 

 

３．組織・運営体制関係 （１）人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

業務の標準化・効率化・簡素化の推進と生産性の向上を図るとともに標準人員に基づき、業務量に応じた適切な人事配置を

行う。 

 

（２）人事評価制度の適正な運用 

協会理念の実現に向けて、組織目標を意識し、且つ、等級ごとの役割定義に基づく目標を可能な限り数値目標として設定す

る。また評価期間中は、日々の業務管理、業務指導を行い、人事評価を適切に実施する。 

 

（３）OJTを中心とした人材育成 

OJTを中心とした人材育成の意義や目的を職員が共有し、効果的な OJTが実践できるよう意識の醸成を図る。また、研修の

実施や自己啓発の支援等を通じて業務知識・スキル等の習得を支援する。 

 

（４）リスク管理 

職員のリスク意識や危機管理能力を高め、有事の際に万全に対応できるよう、個人情報の取扱いや情報セキュリティ等の研

修を行う。 

 

（５）コンプライアンスの徹底 

・ 法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じてその徹底を図る。 

・ 職員のコンプライアンス意識の向上を図ること及び今後の啓発活動に活かすことを目的とし、職員に自己点検・アンケ

ートを実施する。 
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（６）費用対効果を踏まえたコスト削減等 

調達における競争性を高めるため、一者応札案件の減少に努める。入札案件においては、業者への声掛けの徹底、公告期間

や納期までの期間の十分な確保、仕様書の見直し等の取組みを行うことで、多くの業者が参加しやすい環境を整備する。 

また、経費に対する職員のコスト意識を高めると共に消耗品の在庫管理等を徹底し調達量の適正化に努め、経費節減を図る。 

 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、20％以下とする 
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