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第 50回全国健康保険協会山形支部評議会議事録 

 

Ⅰ．開催日時：令和元年 7月 17日（水）午前 9時 55分～午前 12時 00分 

Ⅱ．開催場所：山形国際ホテル 

Ⅲ．出席者 ：安藤枝美子 評議員、和泉田保一 評議員、市村清勝 評議員、 

伊藤陽介 評議員、遠藤順子 評議員、大井祐一評議員、 

齋藤佳彦 評議員、高橋忠勝 評議員（五十音順） 

Ⅳ．議題   

１．平成 30年度全国健康保険協会決算報告 

（１）平成 30年度決算について 

（２）平成 30年度山形支部の収支について 

（３）平成 30年度山形支部独自事業にかかる予算の執行状況について 

２．平成 30年度山形支部事業実施結果報告 

３．その他 

（１）第 4回北海道・東北ブロック評議会の報告 

（２）平成 30年度加入者理解度調査の結果について 

 

Ⅴ．議事概要 

各議題につき、事務局より資料に基づき説明。主な意見等は以下の通り。 

 

１．平成 30 年度全国健康保険協会決算報告 

（１）平成 30年度決算について 

（２）平成 30年度山形支部の収支について 

（３）平成 30年度山形支部独自事業にかかる予算の執行状況について 

企画総務部長より説明。 

 

【和泉田 評議員】 

 前年度の予算体系と比較して、今年度はどのような点が変更になっているのか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

前年度からの大きな変更点は特別計上関係予算を廃止し、細分化していた予算項目を医

療費適正化対策や保健事業等の予算体系にまとめた点である。 

特別計上関係予算の仕組みは協会発足時に策定されたものであるが、医療費適正化等の

保険者機能の推進に積極的な支部ほど支部保険料率が上昇するリスクを伴う側面があるた

め、かえって取組みに消極的にならざるを得ない部分があった。このような点を踏まえ、
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平成 31年度からは特別計上関係予算を廃止し、支部独自の取組を更に強化できる新たな予

算体系に見直しすることとなった。 

また、保険者機能の更なる発揮のために、山形支部の予算枠も増額となった。 

 

【和泉田 評議員】  

 令和元年度の予算は、平成 30年度予算の執行残を反映して減額補正しているのか。 

  

【事務局（企画総務部長）】 

適正な競争入札等の結果、執行額が抑えられたものについては次年度の予算策定時に入

札結果を反映した予算編成を行っている。 

令和元年度予算は平成 30年度半ばに策定しており、年度途中に予算の再編成は行ってい

ない。 

 

【安藤 評議員】 

協会けんぽの医療費は右肩上がりに推移しているが、診療報酬の引き下げを行わなけれ

ば、今後は益々赤字構造になってしまうのではないかと思われる。 

診療報酬の引き下げに関しての議論はどのように行われているのか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

診療報酬の改定は 2 年に 1 度行われている。薬価の引き下げ等も行われてはいるが、１

人あたり医療費は増加し続けており、結果として医療費は右肩上がりで推移している。 

 

【齋藤 評議員】  

 協会けんぽの財政は厳しい状況にあると聞いていたので、決算見込みが黒字という結果

は予想外であった。 

平成 30年度の決算見込みは当初の想定どおりであったか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

おおむね想定内である。 

平成 29 年度と比較して被保険者数の伸び率は低くなっているが、保険料収入は横ばいと

なった。 

被保険者数の伸び率が低くなっているのは、昨年度と比較して、平成 29 年度まで日本年

金機構の適用促進の取組があったため、加入者が大幅に上昇したことが要因として挙げら

れる。 

それに伴い、平成 30 年度は、協会発足以来最高の伸び率であった平成 29 年度と比較し

て、伸び幅が抑えられたため、予想よりも伸び率が低くなっている。 
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 また、支出の面では、加入者１人あたりの保険給付費は見込みより上回った一方で、加

入者数は当初の見込みより下回った結果となったため、当初見込んだ想定よりも黒字幅は

大きくなった。 

 

 

２．平成 30 年度山形支部事業実施結果報告 

企画総務グループ長より説明。 

 

【伊藤 評議員】 

「やまがた健康企業宣言」の登録事業所数が順調に増加しているとのことなので、今後

も続けていただきたい。 

山形支部の「やまがた健康企業宣言」の認知率が 7.9％と、低い現状があるが、その要因

は何か。 

 

【事務局（企画総務グループ長）】 

 現時点では、要因の把握には至っていない。 

 

【伊藤 評議員】 

「やまがた健康企業宣言」の認知率を上げるには、今後どのような取り組みが必要であ

ると考えるか。 

 

【事務局（企画総務グループ長）】 

 広報誌や研修会、メールマガジンでの周知は現在も行っており、今後も引き続き力を入

れていく必要があると考えている。 

また、県や県内の経済団体とも健康経営の普及を目指した協定を締結したので、今後は

山形県全体として取り組んでいきたい。 

まずは事業主の皆様にご理解をいただくところから始めていき、事業主だけでなく加入

者ひとりひとりに意識をしていただくことが重要であると考えている。 

 

【市村 評議員】 

 「やまがた健康企業宣言」と健康経営優良法人の認定について、どのようなつながりが

あるか教えていただきたい。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 健康経営優良法人（中小規模法人部門）の申請には、「やまがた健康企業宣言」の登録が
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必須である。 

 なお、「健康経営優良法人」の申請基準については、例年 7～8月頃に示されている。 

 

【市村 評議員】 

健康経営優良法人の認定に向けて取り組むべき内容を教えていただきたい。 

 

【事務局（企画総務グループ補佐）】 

 健康経営優良法人認定のための評価項目は約 20項目あり、それらの基準を満たしている

場合に認定を受けることができる。 

例としては、「定期健診受診率 100％」、「運動機会の増進に向けた取組を定期的に行って

いるか」、「特定保健指導の実施又は特定保健指導の実施機会の提供に関する取組を行って

いるか」、「要治療者への受診勧奨を行っているか」等の項目がある。 

 協会けんぽでは、健康経営優良法人の申請を考えている事業所様に訪問し、事業説明等

を行っている。 

 

【市村 評議員】 

 健康経営優良法人の認定を受けることでどのようなメリットがあるのか。 

  

【事務局（企画総務部長）】 

社員の健康を大切にしている会社であることを社内外に宣言することができるというメ

リットがある。 

認定事業所のみが使用できるロゴマークがあり、名刺やホームページに掲載することが

できる。 

 

【市村 評議員】 

事業報告の目標値（以下、ＫＰＩ）は支部ごとに設定するのか。また、どのような観点

から数値を設定するのか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

ＫＰＩは各支部の現状を踏まえて設定しているものであり、各支部が数値目標を達成す

ることで、協会全体としての目標を達成し得るものである。 

 

【市村 評議員】 

 平成 30 年度ＫＰＩの 77.6％に対し、山形支部のジェネリック医薬品使用割合の実績は
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81.7％と非常に高い。 

 ジェネリック医薬品の使用割合が高いということは、一方で、先発医薬品の処方数が少

ないという理解でよろしいか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 協会としては、医療費を抑えるためにジェネリック医薬品の使用を推進しており、国と

しては 2020年 9月までにジェネリック医薬品の使用割合を 80％以上にするという目標を示

している。 

 使用割合は、「後発医薬品のある先発医薬品」及び「後発医薬品」を分母として算出して

おり、処方される医薬品全体の 80％がジェネリック医薬品というわけではない。 

 

【和泉田 評議員】 

 ＫＰＩはすべての項目について 100％の達成を目指しているのではなく、協会けんぽの各

支部の現状を踏まえた目標を設定し、その上で協会全体としての目標を設定しているとい

うことが理解できた。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 目標値については、まず数年の期間で達成すべき目標を設定し、その上で各支部・年度

単位で達成すべき年度毎の目標を設定している。  

 年度毎の目標の達成状況によっては、次年度の目標を修正する場合もある。 

 

【高橋 評議員】 

限度額適用認定証の使用割合が全国平均より低いが、どのような要因が考えられるか。 

 

【事務局（業務部長）】 

限度額適用認定証の使用割合は、高額療養費制度に占める限度額適用認定証の使用割合

として算出している。 

山形県の医療費助成制度において、該当者は高額療養費の申請を行わなければならない

仕組みとなっているため、結果として、分母である高額療養費の申請件数が多くなり、限

度額適用認定証の使用割合が低く算出されている現状がある。 

 

【遠藤 評議員】 

健康保険委員向けガイドブックは事務手続きを行う際に非常に役立っている。 
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今後もぜひ継続していただきたい。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

ガイドブックについては令和元年度の作成は予定しておらず、予算の計上は行わなかっ

た。 

しかし、ご好評をいただいているので、来年度以降の作成について検討したい。 

 

【遠藤 評議員】 

子ども医療費助成制度を利用すると医療機関等での自己負担が発生しないこともあり、

子どもを持つ親にとって、ジェネリック医薬品を選択することのメリットは低いのではな

いだろうか。 

また、医師から処方された先発医薬品の方が安全であると考えている方もいるのではな

いかと思う。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

ジェネリック医薬品を使用することが日本の医療費軽減につながることや、また、安全

で安心して使用できる薬であることを理解していただく必要があると考えている。 

広報媒体を活用し、積極的に周知していきたい。 

 

 

３．その他 

（１）第 4 回北海道・東北ブロック評議会の報告 

 第 4 回北海道・東北ブロック評議会の参加者である伊藤評議員と和泉田評議員より感

想をいただいた。 

 

【伊藤 評議員】 

 各支部で様々な取り組みを行っていることが分かり、大変参考になった。 

 特に、小中学生向けの出前講座は、対象である小中学生はもちろんだが、親世代にも

効果があると感じ、非常に興味深い取り組みであったと思う。 

 また、まちかど健診を行っていたり、無料の血管年齢測定をオプションとして行った

ところ申し込み数が増加したり等の取り組みもあり、印象的であった。 

 インセンティブ制度は、財源を多くすると支部間で不公平感が出てしまうので、制度

としては続けていくが、拡大には積極的ではないと感じた。 
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【和泉田 評議員】 

 協会けんぽ事業の理解促進に向けた各支部の取り組みやインセンティブ制度について、

他支部の好事例や課題を情報共有することができ、非常に有意義であった。 

 ただ、細かすぎることもあったので、もっと大局的な観点で議論をするとさらに良い

のではないか。 

 

 

（２）平成 30年度加入者理解度調査の結果について 

企画総務グループ長より説明。 

 

【大井 評議員】 

健診受診率が全国 1位であるにも関わらず、理解度調査の生活習慣病予防健診認知率が

約 50％であるという結果は意外であった。 

山形支部の健診受診率は高いが、理解度調査の認知率が低いのはどのような要因が考え

られるか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

理解度調査の健診に関する認知率が低い要因については定かではない。 

 山形支部の健診受診率が高い要因としては、健診を受けやすい環境が整っているためで

はないかと考えている。 

健診センターが県内の主な市町村に点在しており、また、バス健診を行い、事業所に訪

問して健診を行っていることが要因として考えられる。 

また、協会けんぽが発足して数年目で当時の支部長や健診担当者が健診事業普及のため

に集中的にＰＲに取り組んでいた時期があったので、その効果も継続しているのではない

かと思う。 

 

【大井 評議員】 

健診受診率は高いが、受診勧奨後 3ヶ月以内に医療機関を受診した者の割合は 9.8％と非

常に低い。 

重症化を予防するためにも、健診受診後のフォローに力を入れるべきではないか。 

また、受診勧奨後 3ヶ月以内に医療機関を受診した者の割合を数字で表すと、どのくら

いの人数になるのか教えていただきたい。 
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【事務局（企画総務部長）】 

分子である「受診勧奨後 3ヶ月以内に医療機関を受診した者」は約 400人、分母は約 4,000

人である。 

あと数十人でも、3ヶ月以内に受診していただければ結果に反映されるので、今後も事業

所に働きかける等して、力を入れて取り組んでいきたい。 

 

【大井 評議員】 

重症化予防のためにも医療機関への早期受診は非常に重要である。今後も力を入れて行

っていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、評議会の議事の経過並びに結果が正確であることを証するために、議事録を作成

し、議長並びに議事録署名人はこれに押印捺印する。 

 

令和元年  月  日 

 

議長           和泉田 保一 ㊞ 

議事録署名人 伊藤 陽介 ㊞ 

議事録署名人 高橋 忠勝 ㊞ 

 

 


