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事業計画 実施状況 KPIの実績 自己評価

１．基盤的保険者機能関係

○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。
・傷病手当金と障害年金等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。

・事業主への立入検査を行う事案は発生しなかった。また、資格取得か
ら60日以内に請求のあった傷病手当金申請の審査の強化を行った。
・併給調整を確実に実施するために事務処理手順書に基づき、システム
に照射される年金情報の確認を徹底するなど、確実に実施した。

設定なし ○

○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・内容点検を実施する。
・内容点検は、自動点検システムの活用や点検員のレベルアップ、査定
事例などの情報収集、支払基金との協議強化などの取り組みを「内容点
検効果向上計画」を策定することで一体的に管理・運用し点検効果額の
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。

・医療費の適正化を図るために資格・外傷・内容点検を実施した。
各点検の加入者一人当たり効果額は、資格点検は1,950円（対前年度△
25円）、外傷点検は482円（対前年度362円）、内容点検は327円（対前
年度△254円）であった。
・内容点検は、数値目標(再審査請求件数、診療内容等査定効果額等)を
設定するとともに、目標達成のための行動計画を策定して進捗管理を
行った。点検員のスキルアップ及び自動点検等システムの充実を図り的
確な点検を実施した。
再審査請求件数は18,360件（対前年度△423件）、診療内容等査定効果
額は38,407,300円（対前年度△3,439,190円）であった。

【KPI】  0.474％ （31年3月末時点）
【参考】前年同月比：+0.029％
全国値平均値は0.383％であり、+0.091％上
回った。

○

○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部位以上かつ15日以上の申請書を中心に加入者に文書照会を実施し
た。
　平成30年度:987件実施（平成29年度:965件）

【KPI】0.35％（速報値）
　　　目標値である0.37％を0.02％下回り、
　　目標をクリアした。
      また、全国で3位の結果であった。

○

平成30年度　事業実績報告について

(評語・◎目標を大きく上回った、○おおむね目標どおり、△目標を下回った、×目標を大きく下回った）



事業計画 実施状況 KPIの実績 自己評価

１．基盤的保険者機能関係

○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

○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。
・傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料の現金給付につい
ては、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。その他の現金給付についても速やかに支給決定に努め
る。
・申請手続きは、郵送でも出来ることを各種広報や各種研修会等におい
て周知し、お客様の利便性の向上を図る。

【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70.0％以上とする。

・お客様満足度調査（平成30年12月～平成31年1月実施）の結果につい
ては、以下のとおり。
　窓口満足度：96.0％（29年度98.0％）（全支部平均97.6％）
　架電満足度：46.7％（29年度63.3％）（全支部平均63.6％）
・サービススタンダード対象の現金給付については、1件が事務処理誤
りにより10日以内での支給ができなかった（その他は、平均6.51日で支
給）。
・全申請書のうち占有率の高い「限度額適用認定申請書」に注目し、医
療機関を訪問(6機関）して、お客様の利便性について説明を行い郵送に
よる提出案内の協力依頼を実施。

【KPI】① 99.98％
　　　　　目標値を0.02％下回った。
【KPI】② 70.0％
　　　　　目標達成。

△

平成30年度　事業実績報告について

(評語・◎目標を大きく上回った、○おおむね目標どおり、△目標を下回った、×目標を大きく下回った）

・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。
・事業主や加入者に対しては、資格喪失後（または被扶養者削除後）は
保険証を確実に返却していただくよう、チラシやポスターなどの広報媒
体や健康保険委員研修会等を通じ周知を行う。
・保険証未回収が多い事業所へは文書、電話や訪問により、資格喪失届
の保険証添付について周知を行う。不適正に使用された医療費等を回収
するため、返納金債権等については、早期回収に努め、文書催告のほ
か、弁護士催告、電話や訪問による催告を行うとともに、納付拒否者に
対しては法的手続きによる回収を積極的に実施するなど債権回収の強化
を図る。
・資格喪失後受診による返納金債権については、保険者間調整のスキー
ムを積極的に活用し、回収に努める。
・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。

【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96.8％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。

③ 医療給付費総額に占める資格喪失後受診に伴う返納金の割合
を対前年度以下とする。

・初回催告を日本年金機構の資格喪失処理日から６営業日、第２回目催
告を15営業日、第３回目を25営業日として計３回の催告を実施した。
・算定基礎説明会や新適説明会の場において、保険証の適正使用につい
て周知を行うとともに、「保険証適正使用」について新聞コラムへの掲
載を行った。
・保険証未回収の多い事業所に対し、毎月定期的に「保険証回収依頼文
書」を送付し周知を行った。（送付事業所：262事業所）
・債権回収は、現年度を中心に回収強化に努めた。また、弁護士催告を
行うとともに、納付拒否者に対しては法的手続きによる回収を積極的に
実施した。保険者間調整の案内文書を積極的に活用し、回収に努めた。
（保険者間調整の活用件数は35件）
・納期限経過後も未回収の損害賠償金については、損害保険会社に対し
早期の折衝を図り回収に努めた。

【KPI】① 94.91％（31年3月末）
全国平均値は91.57％であり、3.34％上回っ
た。
【KPI】② 58.96％（31年3月末）
　　　　　（83.06％　30年3月末）
29年度よりも24.1％下回っているが、全国平均
値は56.16％であり、全国平均値を2.8％上回っ
た。
【KPI】③ 0.046％（31年3月末時点）
　　　　　（0.028％　30年3月末）
29年度よりも0.018％下回っているが、全国平
均値は0.070％であり、全国平均値を0.024％上
回った。

△



事業計画 実施状況 KPIの実績 自己評価

１．基盤的保険者機能関係

○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。

【KPI】高額療養費制度に占める限度額適用認定証の使用割合を88.0％
以上とする。

・チラシやリーフレットによる利用促進の広報を行うとともに、県内の
医療機関(6機関）を訪問し利用促進の協力依頼を実施。

【KPI】86.5％（速報値）
       目標には1.5％届かなったたが、全国
　　　5位の結果であった。

○

○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。

【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｡

・未提出事業所については電話による督促を実施。
　なお、未送達事業所は0件であった。

【KPI】94.1％
　　  目標には0.4％届かなったたが、全国
　　 3位の結果であった。

○

平成30年度　事業実績報告について

(評語・◎目標を大きく上回った、○おおむね目標どおり、△目標を下回った、×目標を大きく下回った）



事業計画 実施状況 KPIの実績 自己評価

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

○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：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。
特定保健指導実施者の改善率 平成35年度末目標：40％（H28：
34％）

・平成30年度の改善率は速報値で35.7％
　全国平均は34.7％

・なお、詳細については次の通り。

設定なし ○

平成30年度　事業実績報告について

(評語・◎目標を大きく上回った、○おおむね目標どおり、△目標を下回った、×目標を大きく下回った）

「健康経営推進事業（コラボヘルス事業）」を柱とし、事業所単位で
は、「健康経営宣言事業所数」の拡大を図ると共に、宣言された事業所
には、健康度の見える化ツール「健康度カルテ」の配布を行い、事業
主・事業所の行動変容につなげる。個人単位では、「健康経営宣言事業
所」・「コラボヘルス取組事業所」の被保険者、特定保健指導対象の被
保険者に対して、経年変化、協会からのアドバイスなどを入れた「健康
度カルテ：個人版」の配布を行い、健康づくりへの行動変容につなげ
る。
また、本部が導入予定としている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ついては、支部独自作成の
「健康度カルテ」からのスムーズな移行とさらなる活用につなげる。

・社員の健康づくり宣言事業所 1,000社 に対し「企業健康度カルテ」
　を提供。（30年5月）
　（社員の健診結果の集計をもとに、医療費、健康リスク率など、そ
　　の企業が健康になるためのポイントを企業ごとに作成。）

・コラボヘルス実施事業所数社に対し、「健康度カルテ個人版」を提
　供。（30年4月）
　
・健康経営比較分析の作成（30年12月）
　　　Ｈ28年度のデータを用いて、「健康づくり宣言をしている事業
　　所と、そうでない事業所とを単年度で比較した場合に、健康度に
　　違いがみられるか」の分析を行った。結果としては、「健康づく
　　り宣言」をしている事業所群のほうがそうでない事業所群と比較
　　し、健診受診率・健診結果・医療費においていずれも良好である
　　という結果がみられた。
　　　この結果を広報やコラボヘルスに活用する。

・支部独自の健康度カルテからスコアリングレポートへの移行につい
　て検討中。

設定なし ○



事業計画 実施状況 KPIの実績 自己評価

２．戦略的保険者機能関係

i）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上

平成30年度　事業実績報告について

○被保険者（40歳以上）（受診対象者数：　82,002人）
・生活習慣病予防健診　実施率　57％（実施見込者数：　46,741人）
・事業者健診データ　　取得率　12％（取得見込者数：　 9,840人）

○被扶養者（受診対象者数：　20,716人）
・特定健康診査　　　　実施率　22％（実施見込者数：　4,558人）

○健診の受診勧奨対策

事業所対策
・鳥取県、労働局などと連携し、「健康経営」を通じ、健診受診勧奨と
事業者  健診データの取得促進
・事業所への訪問・電話勧奨の実施による生活習慣病予防健診の受診勧
奨
・新規事業所・加入者への月次による健診案内通知
・業態に合った受診勧奨及びデータ提供依頼実施

被扶養者対策
・特定健診受診率等の分析にもとづく、効果的な未受診者への受診勧奨
・市町村、関係機関と連携し、「特定健診・がん検診ダブル受診推進事
業」の推進
　　　市町村の集団検診における共同広報
　　　市町村、健診機関と連携した協会けんぽ単独健診
・事業所への訪問・電話勧奨の実施による特定健診の受診勧奨
・事業主と協会のコラボによる受診勧奨

【KPI】① 生活習慣病予防健診実施率を57.0%以上とする
       ② 事業者健診データ取得率を12.0％以上とする
       ③ 被扶養者の特定健診受診率を22.0％以上とする

・実施率28.3％（実施数23,189人）　前年上期実施率27.9％（実施数
22,274人）
・取得率4.3％（取得数3,518人）　前年上期取得率7.4％（取得数5,899
人）
・実施率8.7％（実施数1,808人）　前年上期実施率8.4％（実施数1,681
人）
・鳥取県・労働局との連名により事業者健診データ取得および健康保険
委員・健康づくり宣言勧奨を実施。併せて電話勧奨を外部委託により実
施した。
・健診機関におけるＪＡ施設での生活習慣病予防健診に周辺事業所への
案内を行ったうえで電話勧奨も実施した。
・新規適用事業所及び被扶養者への案内を毎月実施した。
・案内文書に地域の健康課題を示すことで未受診者の受診行動につなげ
る勧奨を行った。
・市町村ごとの健診ガイドを作成、受診券発送時に同封し特定健診・が
ん検診のダブル受診を推進した。
・市町村ごとに集団検診の日程に合わせたＤＭ、新聞折り込み等の広報
を実施した。
・健診機関と連携し上期に8回協会けんぽ単独健診を実施した。
・市町村担当者と連携し2市町村と事業所訪問を実施し受診勧奨を行っ
た。

【KPI】① 生活習慣病予防健診実施率 53.6%
       ② 事業者健診データ取得率    9.2%
       ③ 被扶養者の特定健診受診率 22.5%
 全国平均値
　　　 ①50.9％
　　　 ②7.1％
　　　 ③24.4％
　③以外は全国平均値を上回った。

△

(評語・◎目標を大きく上回った、○おおむね目標どおり、△目標を下回った、×目標を大きく下回った）



事業計画 実施状況 KPIの実績 自己評価

２．戦略的保険者機能関係
ii）特定保健指導の実施率の向上及び平成30年度からの制度見直しへの
対応

△

(評語・◎目標を大きく上回った、○おおむね目標どおり、△目標を下回った、×目標を大きく下回った）

○被保険者（受診対象者数：　10,824人）
・特定保健指導　　　　実施率　29％（実施見込者数：　3,139人）

（内訳）協会保健師実施分 27％（実施見込者数： 2,922
人）

アウトソーシング分 2％（実施見込者数： 216
人）

○被扶養者（受診対象者数：　446人）
・特定保健指導　　　　実施率　4％（実施見込者数：　17人）

○保健指導の受診勧奨対策

　特定保健指導受診勧奨対策
・平成30年度制度改正に合わせ、健診実施機関と連携し、健診受診

日の初回面談の実施
　　・特定保健指導の外部委託化
　　・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
　　・業態別の特性を活かした案内文書による特定保健指導実施拡大
　　・被扶養者の特定保健指導未実施者への直接勧奨
　特定保健指導中断者対策

・平成30年度制度改正に合わせ、新たな特定保健指導の手法を検討・
実施
　特定保健指導による改善率の向上
　　・支部内研修等による保健師・管理栄養士のスキルアップ
　　・指導終了後のフォローアップ実施

【KPI】 特定保健指導の実施率を28.0％以上とする

・実施率10.6％　（実施者数1,149人）　前年上期実施率11.6％　（実
施者数1092人）
・すべて協会保健師実施分、アウトソーシングについては評価実施分は
現在0件
・実施率0.7％　（実施者数3名）　前年上期実施率1.3％（実施者数6
名）
・国民健康保険智頭病院と連携実施。他機関は健診当日のマンパワーが
足りないため後日実施。
・健診機関以外の外部委託について下期に締結。
・特定保健指導の案内文書を見直し勧奨を実施した。
・運輸業でのモデル実施である初回面談重視型指導について下期に実
施。
・特定保健指導対象者へは随時利用券の発行を行い同時に勧奨文書にて
直接勧奨を実施。
・運輸業でのモデル実施に併せて支部保健師と2名体制での特定保健指
導を行い東部地区の保健師・管理栄養士のスキルアップを図った。

【KPI】 特定保健指導の実施率　25.0％
　　　　全国平均値16.0％を9.0％上回った。

平成30年度　事業実績報告について



事業計画 実施状況 KPIの実績 自己評価

２．戦略的保険者機能関係

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　　540人
○重症化予防事業
・医療機関受診につながる効果的な文書勧奨手法を検討・実施
・かかりつけ医と連携した糖尿病の重症化予防の取組を検討・実施
・市町村など関係機関と連携した糖尿病予防セミナーの実施

【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11.1％以
上とする

・二次勧奨文書の見直しを行い、血糖・血圧リスクごとに見やすくわか
りやすい案内を作成し勧奨を実施した。
・鳥取県主導で検討会議を毎月実施し、プログラム策定チームに支部保
健師が参画した。

【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 10.4%
　全国平均値9.5％を0.9％上回った。

△

iv）健康経営（コラボヘルスの推進）

○

○鳥取県との「健康経営マイレージ事業」の推進
・宣言事業所　平成30年度末目標　1,800事業所：300事業所増
（平成35年度末目標　3,000事業所）
・オール鳥取の視点による事業の見直し
・県、市町村他関係機関との連携の強化・拡大
○宣言事業所に対するフォローアップ→コラボヘルス事業
・健康度カルテ
・健康経営通信
・健康づくりメニュー
・表彰制度（支部長、県知事）
・健康経営セミナー
・独自取組の収集・発信「事例集」
・金利優遇制度　など

・健康経営マイレージ事業（社員の健康づくり宣言）事業所数
　　平成30年度末目標　1,800事業所
　　平成31年3月末現在 1,941事業所（対目標+141、対前年+441）
　　※30.7月～11月電話勧奨業務委託の実施。

・健康づくり担当者研修会の開催
　　健診結果に対する適切な対応のしかた(鳥取大学医学部 尾崎教授)
　　参加者数(7/18東部70名、7/13中部49名、7/6西部77名 のべ196人)

・琴浦町との共催による健康経営推進トップセミナーの開催(8/21)

・表彰制度（県知事表彰30年10月、支部長表彰30年8月）
　　県知事)会社独自の特に優れた取り組みをされた事業所 4社。
　　支部長)29年度健康づくり取り組みポイント上位 16社。

・健康経営セミナー～人材確保は健康経営から～（8/30）
　　従業員の健康がもたらす効果や働き方について紹介。

・健康経営実践セミナーの開催
　小さな企業が始めた健康経営(熊本KDSｸﾞﾙｰﾌﾟ 永田 佳子)
　　参加者数(10/15東部34名.10/16中部24名.10/19西部40名.のべ98)

・社員の健康づくり事例集(15社)、社員の健康づくりスタートガイ
　ド、健康経営通信(年4回)の発行
　　健康づくり宣言事業.健保委員に送付、また各種研修会資料に活
用。

設定なし

平成30年度　事業実績報告について

(評語・◎目標を大きく上回った、○おおむね目標どおり、△目標を下回った、×目標を大きく下回った）



事業計画 実施状況 KPIの実績 自己評価

２．戦略的保険者機能関係

○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、様々なチャネ
ルを使い広報を進める。
特に、本年度実施のインセンティブに係る部分においては、料率にもか
かわるため丁寧な広報を実施する。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、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 平成30年度末目標 2,300事業所：200事業所
増
（平成35年度末目標　3,000事業所）
・健康宣言事業所 平成30年度末目標 1,800事業所：300事業所
増
（平成35年度末目標　3,000事業所）
・けんぽ便りとっとり　年4回
・健康経営通信　　　　年4回
・5月：従業員の健康管理促進セミナー
・10月：健康経営実践セミナー
・11月：年金委員・健康保険委員合同研修会
・2月：お薬セミナー

評議会、健康づくり推進協議会を開催し、協会事業の理解・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6回、健推協：年2回)
　
【KPI】① 広報活動における加入者理解率の平均について対前年度以上
とする。

② 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68.0％以上とする。

・新聞紙面(特集記事)を活用した広報
　　6/30 生活習慣病予防検診、インセンティブ制度
　　7/29 インセンティブ制度
　　1/ 1 自分の健康は自分で守る 県民みんなで意識改革
　　3/26 保険料率

・平成30年度協会けんぽ鳥取支部のしおりの発行
　　事業所への配布、各種研修会等での資料として活用。

・ＨＰ・メルマガの運営、紙媒体による定期的な広報
　　協会けんぽ鳥取支部メールマガジン_毎月15日配信。
　　納入告知書同封チラシ_毎月の納入告知書に同封。
　　社会保険とっとり_社会保険協会へ毎月2頁分の記事提供。
　
・健診受診勧奨ポスターの作成
　　鳥取県、各市町村等全27団体に配布。

・健康保険委員委嘱者数
　　平成30年度末目標　2,300事業所
　　平成31年3月末現在 2,576事業所（対目標+276、対前年+441）
　　※30.7月～11月電話勧奨業務委託の実施。

・健康保険委員表彰
　　支部長表彰)事業の推進発展のために尽力された委員 4名
　　理事長表彰)過去に支部長表彰を受け特に活動が顕著な委員 1名
　
・健康保険委員に特化した広報
　　けんぽ便りとっとり 年4回の発行。
　　健康保険委員必携の発行 31年3月発行。

・鳥取支部評議会の開催（30年7月･10月、31年1月･3月）
　　議題　決算報告、事業報告、事業計画、保険料率

・健康づくり推進協議会の開催（30年9月、31年3月）
　　議題 インセンティブ制度
　　　　　第2期保健事業実施計画（データヘルス計画）

①30年度広報理解度調査(WEBｱﾝｹｰﾄ)結果
　(ｻﾝﾌﾟﾙ数:被保険者100名、被扶養者50名)
【KPI】
 29年度の協会全体の理解度の平均(35.9%)

 30年度鳥取支部認知率結果(ｶｯｺ内全国平均)
　1)保険料 　　　　　　25.9 %（28.5%）
　2)現金給付 　　　　　46.4 %（49.5%）
　3)健診･保健指導　　　48.2 %（48.1%）
　4)協会けんぽの取組等 25.1 %（25.7%）
　5)医療のかかり方　　 34.5 %（37.7%）

　支部平均　　　　　　 36.0 %（37.9%）

　KPI(35.9%)に対し+0.1Pの36.0%と達成

②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
　31年3月健康保険委員委嘱者数 2,576人

　全被保険者数／健保委員が委嘱されている
　事業所の被保険者数 ＝ 67.95％

　KPI(68.0%)に対し△0.05Pの67.95%と達成で
　きなかったが、このカバー率は全国で1位の
　結果であった。

・新規適用事業所へ健保委員の案内(毎月)
・各種研修会にて健康保険委員制度を紹介
・派遣職員を活用した電話勧奨の実施
　「健康保険委員」
　「健康づくり宣言」
　「事業所健診結果データ提供」
　　30年7月～11月

平成30年度　事業実績報告について

(評語・◎目標を大きく上回った、○おおむね目標どおり、△目標を下回った、×目標を大きく下回った）

○



事業計画 実施状況 KPIの実績 自己評価

２．戦略的保険者機能関係

○ジェネリック医薬品の使用促進

薬剤師会との連携を進め、継続事業（健診受診勧奨）に加え、ジェネ
リック医薬品の促進、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。
・希望シール、Ｑ＆Ａなど広報物の配布
・軽減額通知の発送
・本部提供ツール（ジェネリックカルテ）の活用
・お薬セミナー、研修会などでの講演
・薬剤師会の協力による広報掲載

【KPI】協会けんぽのジェネリック医薬品使用割合を76.9％以上とす
る。

・ジェネリック軽減額通知の発送
　　第1回)H30年8月14,790件、第2回)H31年2月12,112件

・本部提供ツール（ジェネリックカルテ）の活用
　　30年12月に薬剤師会と事業連携の打ち合わせ実施(情報提供ﾂｰﾙの
　サンプルを提示し、今後、情報提供ツールの活用を協議した。）

・薬剤師会の協力による広報掲載
　　健康経営通信に「お薬コラム」の連載開始。

【KPI】協会けんぽのジェネリック医薬品使用
　 　　割合を76.9％以上とする。

 ジェネリック医薬品使用割合(数量ベース)
 (医科、DPC、歯科、調剤ﾚｾﾌﾟﾄについて集計)
　鳥取支部：平成31年1月分 77.4 %

　全国平均：平成31年1月分 76.9 %
　
　KPI(76.9%)に対し+0.5ﾎﾟの77.4%と達成。

○

○調査研究、及び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

(評語・◎目標を大きく上回った、○おおむね目標どおり、△目標を下回った、×目標を大きく下回った）

○

・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
・同様に、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
・加入者、事業主、関係機関の視点に立った新しい視点の分析
・加入者・事業主へのアンケート・意識調査
・鳥取大学などの学術機関との監修による信頼性の担保
・健康課題の抽出と効果的な対策の実施
・分析結果の発信
　　加入者・事業主へのわかりやすい広報。
　　外部会議、医療関係者へ発表・提言。

【KPI】① 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％とする。

② 「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。

・28年度有所見率の分析（30年4月）
・29年度有所見率の分析（30年10月）
　　男女別・年齢別・業種別・規模別の分析。

・定期的通院の有無と特定健診受診の相関性分析（30年4月）
　　未受診者の内訳：定期的通院なしかつ健診未受診の者 約80 %

・健康経営調査分析:医療費･健診結果等から見る琴浦町（30年8月）
　　琴浦町健康経営推進トップセミナーにおいて分析結果発表

・鳥取県19の市町村「健康度ランキング」（HP･ﾒﾙﾏｶﾞ30年4月～）
　鳥取県業種別「健康度ランキング」（HP･ﾒﾙﾏｶﾞ30年8月～）
　　健診結果･医療機関を受診した情報をもとに独自にランク付け

・健康経営比較分析（30年12月）
　　　Ｈ28年度のデータを用いて「健康づくり宣言をしている事業所
　　と、そうでない事業所とを単年度で比較した場合に、健康度に違
　　いがみられるか」を分析

・鳥取県医療協議会、鳥取県地域医療構想調整会議への参加
　　鳥取県医療協議会（30年6･10･12月、31年3月）支部長
　　鳥取県東部地域医療構想調整会議（30年8月・11月、31年3月）
　　鳥取県中部地域医療構想調整会議（31年2月）
　　鳥取県西部地域医療構想調整会議（30年5月、30年11月）

【KPI】
①
・鳥取県東部圏域地域医療構想調整会議
　（第1回 30年8月、第2回 30年11月、第3回
　　31年3月）参加率100%

・鳥取県中部圏域地域医療構想調整会議
　（第1回 31年2月）参加率100％

・鳥取県西部圏域地域医療構想調整会議
　（第1回 30年5月、第2回 30年11月）
　　参加率100％

　いずれの会議においても参加率100%と達
　成。

②会議における議題の関係上、効果的な意見
　発信には至らなかった。

平成30年度　事業実績報告について



事業計画 実施状況 KPIの実績 自己評価

３．組織体制関係

○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し、確実に実施
・不断の点検による各種規程の遵守
・点検を通した個人レベルでのリスク管理の意識醸成と遵守を徹底
・アクセス権限、パスワードなど自己管理状況を常時点検

・個人情報保護管理委員会の開催（30/4月、30/8月、31/2月）
　　保有する個人情報の漏えい･滅失･き損等の防止、適正な管理。

・コンプライアンス委員会の開催（30/4月、30/8月、31/2月）
　　不正行為等の早期発見、社会的信頼の維持及び公平性の確保。

・自主点検の実施（30/4月、30/6月、30/9月、30/11月）

設定なし ○

○戦略的保険者機能の更なる発揮のための人材育成

・本部指定の研修に、支部独自の研修を加え、年間計画策定により確実
に実施
・研修のあり方の見直し
　　ＯｆｆＪＴとＯＪＴを組み合わせた実践的な研修。

協会事業、理念を理解でき、自ら育つという意識改革につながる研
修。
　　外部有識者を招いての、外部視点を取り入れた研修。

研修の実施
・情報セキュリティ研修（30/4月）
・ハラスメント研修（30/6月）
・OJT実践研修（30/6月）
・接遇(ビジネスマナー)研修（30/9月）
・個人情報保護研修（30/11月）
・コンプライアンス研修（30/11月）
・メンタルヘルス研修（31/1月）

設定なし ○

○適正な労務管理と標準人員に基づく人員配置

・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。
・労働負荷の平準化により、有給取得促進、超勤管理の削減を進める。

・有給休暇取得結果
　　30年度1ヵ月一人当たり平均 1日3/8（対前年比＋1/8）

・超過勤務時間結果
　　30年度1ヵ月一人当たり平均 2.41時間（対前年比△4.07時間）

設定なし ○

平成30年度　事業実績報告について

(評語・◎目標を大きく上回った、○おおむね目標どおり、△目標を下回った、×目標を大きく下回った）



事業計画 実施状況 KPIの実績 自己評価

３．組織体制関係

○費用対効果を踏まえたコスト削減等

・競争入札の実施、消耗品などの適切な在庫管理による経費削減。
・複数年契約、まとめ払い、外部委託の活用などよる経費削減。
・調達審査委員会を開催し、契約の適正化を図る。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。

・競争入札の実施
　　鳥取支部のしおりの作成一式ほか5件実施。
　　（100万円超える随意契約31件 生活習慣病予防検診等委託ほか）

・外部委託の活用
　　事業所宛の封入封函業務等を業務委託。

・調達審査員委員会の開催
　　新聞等での協会事業の周知啓発広報ほか44件について協議。

設定なし ○

平成30年度　事業実績報告について

(評語・◎目標を大きく上回った、○おおむね目標どおり、△目標を下回った、×目標を大きく下回った）


