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STEP１-１ 基本情報STEP１-１ 基本情報
組合コード 22246
組合名称 鉄道弘済会健康保険組合
形態 単一
業種 飲食料品以外の小売業

平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2年度見込み
被保険者数
* 平均年齢は
特例退職被保
険者を除く

9,124名
男性29.9%

（平均年齢40.5歳）*
女性70.1%

（平均年齢45.2歳）*

9,116名
男性30.6%

（平均年齢44.1歳）*
女性69.4%

（平均年齢45.5歳）*

8,887名
男性30.5%

（平均年齢41.2歳）*
女性69.5%

（平均年齢46.0歳）*
特例退職被保険
者数

0名 0名 0名

加入者数 11,154名 11,250名 11,095名
適用事業所数 11ヵ所 11ヵ所 11ヵ所
対象となる拠点
数

59ヵ所 59ヵ所 59ヵ所

保険料率
*調整を含む

90‰ 90‰ 90‰

健康保険組合と事業主側の医療専門職
平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2年度見込み
常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人)

健保組合 顧問医 0 0 0 0 0 0
保健師等 0 0 0 0 0 0

事業主 産業医 0 24 0 24 0 24
保健師等 0 14 0 14 0 14

第2期における基礎数値
特定健康診査実施率
(特定健康診査実施者数÷
特定健康診査対象者数)

全体 4,522 ∕ 5,189 ＝ 87.1 ％
被保険者 4,427 ∕ 4,736 ＝ 93.5 ％
被扶養者 95 ∕ 453 ＝ 21.0 ％

特定保健指導実施率
(特定保健指導実施者数÷
特定保健指導対象者数)

全体 408 ∕ 725 ＝ 56.3 ％
被保険者 408 ∕ 714 ＝ 57.1 ％
被扶養者 0 ∕ 11 ＝ 0.0 ％

平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2年度見込み
予算額(千円) 被保険者一人

当たり金額（円） 予算額(千円) 被保険者一人
当たり金額（円） 予算額(千円) 被保険者一人

当たり金額（円）

保健事業費

特定健康診査事業費 3,896 427 4,400 483 4,351 490
特定保健指導事業費 10,775 1,181 10,100 1,108 11,800 1,328
保健指導宣伝費 12,513 1,371 15,259 1,674 15,660 1,762
疾病予防費 22,335 2,448 30,220 3,315 27,878 3,137
体育奨励費 0 0 0 0 0 0
直営保養所費 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
　
小計　…a 49,519 5,427 59,979 6,580 59,689 6,716
経常支出合計　…b 2,549,638 279,443 2,741,092 300,690 2,896,015 325,871
a/b×100 （%） 1.94 2.19 2.06
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平成30年度見込み 令和元年度見込み

令和2年度見込み
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男性（被保険者）男性（被保険者）
平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 0人 5〜9 0人
10〜14 0人 15〜19 6人 10〜14 0人 15〜19 8人 10〜14 0人 15〜19 4人
20〜24 163人 25〜29 360人 20〜24 156人 25〜29 344人 20〜24 138人 25〜29 312人
30〜34 446人 35〜39 477人 30〜34 435人 35〜39 482人 30〜34 400人 35〜39 465人
40〜44 405人 45〜49 263人 40〜44 426人 45〜49 328人 40〜44 443人 45〜49 361人
50〜54 143人 55〜59 147人 50〜54 168人 55〜59 149人 50〜54 195人 55〜59 142人
60〜64 195人 65〜69 88人 60〜64 200人 65〜69 85人 60〜64 165人 65〜69 96人
70〜74 17人 70〜74 26人 70〜74 24人

女性（被保険者）女性（被保険者）
平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 0人 5〜9 0人
10〜14 0人 15〜19 24人 10〜14 0人 15〜19 14人 10〜14 0人 15〜19 11人
20〜24 332人 25〜29 622人 20〜24 332人 25〜29 540人 20〜24 310人 25〜29 490人
30〜34 735人 35〜39 721人 30〜34 683人 35〜39 703人 30〜34 627人 35〜39 703人
40〜44 668人 45〜49 661人 40〜44 719人 45〜49 701人 40〜44 708人 45〜49 690人
50〜54 682人 55〜59 704人 50〜54 716人 55〜59 684人 50〜54 725人 55〜59 693人
60〜64 694人 65〜69 416人 60〜64 653人 65〜69 479人 60〜64 640人 65〜69 485人
70〜74 86人 70〜74 116人 70〜74 152人

男性（被扶養者）男性（被扶養者）
平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2年度見込み
0〜4 152人 5〜9 162人 0〜4 155人 5〜9 186人 0〜4 147人 5〜9 183人
10〜14 156人 15〜19 145人 10〜14 161人 15〜19 152人 10〜14 171人 15〜19 157人
20〜24 58人 25〜29 13人 20〜24 64人 25〜29 10人 20〜24 64人 25〜29 6人
30〜34 7人 35〜39 3人 30〜34 6人 35〜39 4人 30〜34 5人 35〜39 5人
40〜44 2人 45〜49 0人 40〜44 5人 45〜49 2人 40〜44 3人 45〜49 4人
50〜54 5人 55〜59 3人 50〜54 5人 55〜59 2人 50〜54 5人 55〜59 3人
60〜64 2人 65〜69 3人 60〜64 4人 65〜69 4人 60〜64 5人 65〜69 4人
70〜74 2人 70〜74 1人 70〜74 3人

女性（被扶養者）女性（被扶養者）
平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2年度見込み
0〜4 166人 5〜9 143人 0〜4 158人 5〜9 157人 0〜4 148人 5〜9 166人
10〜14 134人 15〜19 141人 10〜14 125人 15〜19 160人 10〜14 133人 15〜19 162人
20〜24 50人 25〜29 33人 20〜24 56人 25〜29 28人 20〜24 66人 25〜29 28人
30〜34 67人 35〜39 110人 30〜34 65人 35〜39 112人 30〜34 58人 35〜39 103人
40〜44 106人 45〜49 72人 40〜44 113人 45〜49 77人 40〜44 112人 45〜49 84人
50〜54 66人 55〜59 60人 50〜54 63人 55〜59 72人 50〜54 58人 55〜59 72人
60〜64 109人 65〜69 46人 60〜64 92人 65〜69 52人 60〜64 73人 65〜69 48人
70〜74 14人 70〜74 22人 70〜74 21人

基本情報から見える特徴 ・鉄道構内での小売り業が主体であることから、男性被保険者と比べ、女性被保険者の割合が高い

3



STEP１-２ 保健事業の実施状況STEP１-２ 保健事業の実施状況
保健事業の整理から見える特徴保健事業の整理から見える特徴
・特定健診では、被扶養者の受診率が低い。
・特定保健指導の対象者では、取り組みの背景や必要性の理解不足が散見される。
・情報提供の役割がある機関誌が個々の被保険者まで行き届いているのか不明。
・健康ウォーキング大会は、参加者率が低く、かつ、事業所による偏りが見える。

事業の一覧事業の一覧
職場環境の整備職場環境の整備
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健診
　特定保健指導事業 　特定保健指導の実施
　保健指導宣伝 　機関紙発行
　保健指導宣伝 　後発医薬品の差額通知
　保健指導宣伝 　受診勧奨
　保健指導宣伝 　健康年齢通知の配布
　疾病予防 　がん検診
　疾病予防 　人間ドック受診補助
　疾病予防 　健康相談ほっとライン
　疾病予防 　健康ウォーキング大会
事業主の取組事業主の取組
　1 　定期健康診断
　2 　特定業務従事者健康診断
　3 　産業医による長時間労働者に対する面談
　4 　ストレスチェック
　5 　インフルエンザ予防接種
　6 　メンタルヘルス研修
　7 　人間ドック補助
　8 　ウォーキング大会参加者へのフォロー
　9 　在宅健診、フィットネス利用への補助
　10 　文化・体育部活動へ補助
※事業は予算科目順に並び替えて表示されています。
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職場環境の整備職場環境の整備
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
個別の事業個別の事業
特
定
健
康
診
査
事
業

3 特定健診
【目的】生活習慣病の発症予防
【概要】事業主が行う定期健診と併せて共同実施
被扶養者は健診業者の会場にて実施（全国）

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

全員 3,984
対象者数5,415名
受診者数4,625名
受診率85.4％

定期健診と併せて実施している
・被扶養者の実施率向上
・特定健診の結果報告が遅かったり、
データに不備がある（受診者数が最大
の事業所）。

4

特
定
保
健
指
導
事
業

4 特定保健指導
の実施

【目的】生活習慣病の予防及び改善
【概要】対象者を選定の上、事業所経由で文書で本人へ通
知、初回面談は日程、場所など事業所の協力を得て実施

被保険者 全て 男女
40
〜
74

基準該
当者 8,290

【動機付け支援】
　対象者数　340名
　実施者数　167名　
　実施率　　49.1％　
【積極的支援】
　対象者数　383名
　実施者数　204名
　実施率　　53.3％
　全体実施率　51.3％

・対象者名簿を事業主に渡して実施ま
での運用を事業所主体で行う。

・対象者の保健指導に対する理解不足
。
・健診データの不備等により、保健指
導の開始時期が遅くなる。

4

保
健
指
導
宣
伝

5 機関紙発行 【目的】情報発信、健康意識の向上
【概要】機関誌の発行（年4回）

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者 5,695 ・機関紙発行：年4回

・被保険者に会社経由で配布
・タイムリーな情報提供により健保が
実施する保健事業の周知及び参加率向
上に寄与している。

・事業所別の医療費や現金給付等のデ
ータを掲載し、健保の情報発信と、興
味がわく誌面作りを行う。

5

8 後発医薬品の
差額通知 【目的】ジェネリック医薬品の利用促進 被保険者

被扶養者 全て 男女
0

〜
74

全員 64
・年2回実施（1ヵ月900円以上削減でき
る者が対象）
・8月発送：188名
・2月発送：265名

・意識づけの継続
・切替後の削減金額を明記

・切替率は他健保組合とほぼ同程度で
、今後、さらに向上させられるかが課
題。

4

4 受診勧奨 健診結果がハイリスクの者に対する情報提供と。医療機関
への受診を促す

被保険者
被扶養者 全て 男女

30
〜
74

基準該
当者 30 ・通知者数　367名（平成30年2月実施

） ・通知後7ヵ月経過後に13.5％が受診。
・なかなか受診しない者は、事業主か
ら受診を促したり、特定保健指導の際
に保健師等から受診勧奨をしてもらう
のどの工夫が必要。

3

2 健康年齢通知
の配布

自身の健診結果の数値を「健康年齢」という尺度を用いて
、わかりやすい情報提供を実施
健康意識を高める

被保険者 全て 男女
30
〜
74

全員 1,258 ・通知者数　4,146名（平成30年3月実
施）

・健診結果のある者に広く配布。
・健康年齢という尺度を用いたため、
自身の健康状況を認知しやすく、他者
との比較が容易で、健康意識の高まり
を促すことができた。

・40歳未満の健診データを事業主から
提供を受けることが難しい。 5

疾
病
予
防

3 がん検診

【目的】大腸がん、胃がん、
　　　　子宮頸がん（郵便検診のみ）早期
　　　　発見　　　
【概要】希望者について事業主が行う定期
　　　　健診時に実施
　　　　郵便検診（定期健診時に受診しな
　　　　かった者）

被保険者 全て 男女
30
〜
74

全員 5,827
・郵便検診は機関誌で募集　
・受診者数　※カッコは郵便検診受診者
・大腸がん　3,858名（80名）
・胃がん　　　818名（52名）
・子宮頸がん　―名（79名）

・職場での健診実施等、受診しやすい
機会の提供。

・定健受託医療機関の都合により、
　定健時に実施できない事業所が
　ある。（胃がん検診）
・郵便検診の利用者数が低い。

3

3 人間ドック受
診補助

【目的】受診率向上
【概要】費用の一部補助（30歳以上）

被保険者
被扶養者 全て 男女

30
〜
74

基準該
当者 14,932 ・受診者：481名

・契約先の拡充
・利用者負担額は、被保険者9,000円、
被扶養者11,000円と他健保組合と比較
して安価。

・事業で定期健康診断を受けていない
年度末の受診者が多く、特定保健指導
をはじめとした保健事業にデータを生
かせない。

2

6 健康相談ほっ
とライン

【目的】メンタルケア
【概要】電話、メール相談と面談（年5回まで）

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

全員 818
・前年度はメンタルヘルス電話相談。
　・電話　8件
　・面談　5件

・年に2回、チラシとカードの配布
・機関誌への掲載

・個人情報保護の性質上、利用したこ
とによる効果が見えない。
・利用率が低い。
・次年度から事業内容を変更する。

1

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価資格資格 対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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5 健康ウォーキ
ング大会

【目的】健康意識の向上と健康増進
【概要】3コースから選択し、目標達成者には記念品を贈呈
【期間】平成28年5月21日〜平成28年7月20日

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

全員 1,357 ・参加者数：515名（5.6%）
・目標達成者数：317名（61.6%）

・機関誌への掲載
・3コース制により、自身の体力に合わ
せたエントリーが可能。

・新規参加者が少ない。
・事業所により参加率に偏りがある。 2

注１) １．職場環境の整備  ２．加入者への意識づけ  ３．健康診査  ４．保健指導  ５．健康教育  ６．健康相談  ７．訪問指導  ８．その他
注２) １．39%以下  ２．40%以上  ３．60%以上  ４．80%以上  ５．100%

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価資格資格 対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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事業主の取組事業主の取組

定期健康診断 安衛法に基づく健診 被保険者 男女

-
〜（

上
限
な
し）

概ね4月〜9月（地域により下期実施） 勤務時間中の受診可
休日の受診可

XMLデータに対応していない医療機関が地方は
多い
土日の受診が不可
受診期間、回数が短い
XMLデータの作成が可能で受診可能時間を長く
設定できる医療機関が少ない
XMLデータ作成を外部に委託している医療機関
はデータを事業所へ提出するまでに時間がかか
る

有

特定業務従事者健
康診断 安衛法に基づく健診 被保険者 男女

-
〜（

上
限
な
し）

概ね下期に実施 同上 - 無

産業医による長時
間労働者に対する
面談

安衛法に基づく 被保険者 男女

-
〜（

上
限
な
し）

毎月1回（随時実施の事業所もあり）
勤務時間中または勤務時間外に相談可
会社以外での第三者に本音を相談することがで
きる

産業医選任義務事業所のみに限定
管理職は残業時間の概念がなく、超勤時間数の
把握が困難　
周知不足

無

ストレスチェック 安衛法に基づき実施 被保険者 男女

-
〜（

上
限
な
し）

（労働者数が50名未満を除く）各事業所で８月
〜12月にかけて実施
面接等の申し出があった者や有所見者に対し、
セルフケア研修の実施や、専門医の受診勧奨や
、深夜業の制限など就業上の措置を行った

- - 無

インフルエンザ予
防接種

インフルエンザの予防　
〇弘済会･･･全従業員、指定会場で接種
〇JR東日本リテールネット・・・扶養家族も含む希望者（アルバイ
ト以外）に保有ポイント数の範囲内で費用補助
〇東海キヨスク･･･希望者のみ（社員・パート）全額費用補助
〇北海道キヨスク…共済組合加入者に補助金支給
〇四国キヨスク…全従業員に補助金支給

被保険者 男女

-
〜（

上
限
な
し）

10月〜12月に実施

全医療機関で接種可
勤務中の接種可
全額補助又は一部補助
11月に案内文書を出している
費用補助してくれることで積極的に接種するよ
うになった

地方は指定医療機関まで行かねばならない
契約医療機関まで遠く、交通費（自己負担）の
負担が大きい事業所もある
現場勤務者の受診が少ない
予防接種代が値上がりしているので、補助金を
増やしてほしい

無

メンタルヘルス研
修 〇JR東日本リテールネット･･･総務課長、営業課長（年1回） 被保険者 男女

-
〜（

上
限
な
し）

毎年1回 ラインケアだけでなく、セルフケアの研修も実
施

対象者が限られる
メンタルケアの知識は習得できるが、実際の対
応は個人差がある
より多くの従業員と接する現場の管理者クラス
も受講したほうがよいのではないか

無

人間ドック補助
受診奨励　
〇北海道キヨスク…共済組合加入者（6,000円補助）
〇JR九州リテール…胃カメラを実施した場合　　　　　　　（上限
3,000円補助)
　健保加入1年未満の者は3万円補助

被保険者 男女
30
〜
74 随時 健保の補助と併せて3,000円で利用可 周知不足のため、利用者が少ない 有

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者 振り返り振り返り 共同共同

実施実施資格資格 性別性別 年年
齢齢 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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ウォーキング大会
参加者へのフォロ
ー

健保組合のウォーキング大会の参加率を向上させるため
ウォーキング大会の記録表を提出した者全員に参加賞を渡している

被保険者
被扶養者 男女

18
〜
74
〇四国キヨスク
　健保のウォーキング大会に合わせる

健保組合では、目標を達成した者にしか参加賞
を出さないが、目標の達成にかかわらず、記録
表を提出した者全員に参加賞を出すことで、他
事業所と比較しても高い参加率を達成している

- 有

在宅健診、フィッ
トネス利用への補
助

〇JR東日本リテールネット
在宅健診やフィットネスを利用した場合、保有ポイント数を上限に
補助を実施

被保険者 男女
18
〜
74
通年

在宅健診：休職者の受診機会が拡がる
フィットネス：補助金が出るため気軽に利用で
きる

フィットネス：すでに会員になっている場合は
補助金を利用することができない 無

文化・体育部活動
へ補助

〇東海キヨスク
テニス部、ゴルフ部等の活動に、補助金を支給（3,000円∕一人当た
り）
精神文化の培養と体力向上のため

被保険者 男女
18
〜
74
通年 - - 無

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者 振り返り振り返り 共同共同

実施実施資格資格 性別性別 年年
齢齢 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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STEP１１-３３ 基本分析基本分析

登録済みファイル一覧登録済みファイル一覧
記号 ファイル画像 タイトル カテゴリ コメント
ア 加入者構成 加入者構成の分析 女性の加入者が多い。（約70％を占める）

特に、50才以上の女性の比率が高い。

イ 健診受診状況 特定健診分析 被扶養者の健診受診率が低い。

ウ 医療費分析 医療費・患者数分析 加入者割合と比例して、女性被保険者が医療費の約6割を占める。
また、20代以降の全年齢階層でも女性被保険者が医療費の大半を占めてい
ることからも、医療費を抑制するためには、女性被保険者へのアプローチ
が有効となる。

9



エ がん分析（医療費比較） 医療費・患者数分析 その他を除くがん種別では、乳がんの医療費が最も高い。
経年比較では医療費は減少しているものの、楽観はできない。

オ がん分析（診療開始日の年齢） 健康リスク分析 乳がん・子宮がんは若年層の発症も多いにもかかわらず、疑い判定者で再
検査を受けていない人も相当数存在する。

カ メンタル分析 医療費・患者数分析 精神疾患は若年層で患者割合が高い傾向が続いている。
（統合失調症や不安障害も同様の傾向）

キ 肥満度傾向 特定保健指導分析 全体的に肥満割合は、他健保組合と比較して高い。女性は特に高い。

10



ク 喫煙率 健康リスク分析 女性被保険者の喫煙率は、他健保組合と比較して相当高い。

ケ 生活習慣病のリスク階層把握 健康リスク分析 生活習慣病の治療が必要にもかかわらず、患者予備群と治療放置群に位置
づけされる対象者は30％近くも存在する。
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STEP２ 健康課題の抽出STEP２ 健康課題の抽出
No. STEP1

対応項目 基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性 優先すべき
課題

1 ・特定健診では、被扶養者の受診率が低く、病類の早期発見が遅れる可能性
がある。  ・特定健診受診について、被扶養者へのアンケート実施による実態把握

と、未受診者への受診勧奨を行う。 

2
・加齢とともに医療費が上昇していることから、医療費抑制のためには、40
代以降のハイリスクアプローチによる重症化予防が必要である。  ・事業主には、事業所ごとの健康レポートを作成・配付し、加入者の実

態把握に加え、コラボヘルスにつながるよう推進する。
・加入者へは、引き続き、情報提供を行っていく。（個別及び機関誌等
）



3
・女性が多い組織構成でもあるが、婦人科系のがんの医療費が高い。
・婦人科系のがんは若年層でも患者割合（疑いを含む）は高いが、疑い判定
者で再検査を受けていない対象者も相当数存在する。

 ・健保財政面の課題もあるが、区切り年齢時に、全額健保組合負担で人
間ドック受診を検討する。
・疑い放置者には、受診勧奨を行う。

4
・精神疾患は、若年層で患者割合が高い傾向が続いている。
・メンタルヘルス相談事業を行っているが、利用率が低い。  ・従来のメンタルヘルス相談を、メンタルのみに限定せず、医療相談や

病院紹介にも広げ、利用しやすい環境を設定する。
・事業所における一層のサポート体制も要請する。

5
・全体的に肥満割合や喫煙率は、他健保組合と比較して高く、生活習慣病の
リスクも高い。
・女性被保険者は、肥満割合も喫煙率とも特に高い。

 ・機関誌等での情報提供に伴い、現状認識と生活習慣病等の高リスクを
抱えていることを周知する。
・特定保健指導や個別の健康年齢通知等で意識改善を図っていく。

6
・生活習慣病の治療が必要にもかかわらず、治療を放置している対象者（患
者予備群＋治療放置群）が30％近く存在する。  ・引続き、対象者へ受診勧奨を行っていく。

・受診勧奨対象者を事業主にも通知し、事業主側からも受診行動をチェ
ックし、治療放置群を減少させていく。



基本情報基本情報
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1
・鉄道構内での小売業が主体であることから、男性被保険者と比べて、女性被保険者の割合
が多い。（約7割を占める）
・55才以上の女性被保険者が多い。

 ・女性に重点を置いた保健事業を計画することが求められる。

2 ・事業所は北海道から九州まであり、加入者は全国に点在、加えて、加入者の入れ替わりが
激しい。  ・保健事業を実施する際、事業所の協力なくしては実施できない。情報共有と相互理解

のもとに施策を遂行していくことが求められる。
3 ・健保組合には医療専門職が不在である。  ・特定保健指導等では、今後も外部委託業者の活用が必要であるとともに、面談会場の

設定等で事業所の協力は不可欠である。

保健事業の実施状況保健事業の実施状況
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1
・「特定健診・特定保健指導」の取り組みは、他健保組合と比較して、毎年高い実施率とな
っている。
・被扶養者の特定健診受診率が低い。

 ・健保財政面の厳しさもあるが、医療費抑制のために、これまでの取り組みを継続して
いく。
・特定健診実施率を高めるためには、被扶養者の受診率を高めることがポイント。

イ

ウ

エ，オ

カ

キ，ク

ケ
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2 ・生活習慣病予備群者で治療放置者の割合が高い。  ・受診勧奨通知のみではスルーされる可能性が高いので、事業所からも確認するスキー
ムが必要。

3
・機関誌や配付物は事業所経由で配付依頼をしているが、全被保険者に届けるために事業所
に大きな負担となっていると想定される。
・人間ドックの利用者や健康ウォーキング大会の参加者は、固定化されている傾向がある。

 ・健保組合ホームページの活用を検討していく。
・人間ドック利用は、健保組合の補助金との関連もあり、利用者増は健保財政面では厳
しいが、補助金負担も含めて利用内容を検討していく必要がある。
・ウォーキング大会は、健康な人ほど参加する傾向にあり、参加者を増やす対策が必要
。
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STEP３ 保健事業の実施計画STEP３ 保健事業の実施計画

事業の一覧事業の一覧
職場環境の整備職場環境の整備
　保健指導宣伝 　事業所健康レポート
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　個別提供情報ツール
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健診
　特定保健指導事業 　特定保健指導の実施
　保健指導宣伝 　受診勧奨
　保健指導宣伝 　機関紙発行
　保健指導宣伝 　後発医薬品の差額通知
　保健指導宣伝 　健康年齢通知の配布
　疾病予防 　がん検診
　疾病予防 　人間ドック受診補助
　疾病予防 　メンタルヘルス電話相談
　疾病予防 　健康ウォーキング大会
　疾病予防 　健康相談ほっとライン
※事業は予算科目順に並び替えて表示されています。

事業全体の目的事業全体の目的
１．重症化予防及び医療費抑制のため、被扶養者の特定健診受診率を高める。
２・３．特定健診における要再検査者で治療放置群が多数存在することは、重症化につながっていく高リスクを抱えており、この群を減少させる。

事業全体の目標事業全体の目標
１特定健診未受診者を把握し、受診勧奨等の個別にアプローチを行い、受診率を向上させる。
２・３．医療費抑制に向け、個別アプローチ等により治療放置群の低減を図る。事業所には健康マップ等を配付し、治療放置者の実態を把握してもらうとともに、事業所からもアプロー
チする流れを作る。
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職場環境の整備職場環境の整備
1,080 1,100 1,100 1,100 1,100 1,200

保
健
指
導
宣
伝

1 既
存

事業所健康レ
ポート 全て 男女

40
〜
74

被保険
者 １ シ

・特定健診データをもと
に、事業所ごとに健康状
況を分析。
・健康課題を把握して必
要な健康対策のアクショ
ンを促す。

ア

・組合会や健康保険担当
者会議で説明。
・事業所における労働安
全委員会や各種会議等で
活用し、健康対策につな
げていく。

・事業所ごとの健康時状
況を分析。
・健康課題を把握し、健
康対策に波及させていく
。

・前年度の取り組みを継
続。
・提示する内容の検証を
行い、さらに理解・使い
やすいレポート作成を目
指す。

・前年度の取り組みを継
続

・前年度の取り組みを継
続し、修正必要な部分に
ついては適宜見直す。

・前年度の取り組みを継
続し、修正必要な部分は
適宜見直す。

・前年度の取り組みを継
続し、修正必要な部分は
適宜見直す。

・ 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

健康レポートの配布(【実績値】100％　【目標値】平成30年度：100％　令和元年度：100％　令和2年度：100％　令和3年度：100％　令和4年度：100％　令和5
年度：100％)・全事業所へ健康レポートを配布し、事業所別の特徴を説明する。
・組合会及び健康保険担当者会議で配付、説明し、理解を深める。

各種会議等での周知(【実績値】100％　【目標値】平成30年度：100％　令和元年度：100％　令和2年度：100％　令和3年度：100％　令和4年度：100％　令和5年度：100％)・事業所では労働安全委員会や各種
会議等で周知する。

加入者への意識づけ加入者への意識づけ
500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

保
健
指
導
宣
伝

2,5 新
規

個別提供情報
ツール 全て 男女

40
〜
74

被保険
者 １ エ

・加入者の健診意識を高
め、自発的な健康維持、
改善行動を促す。
・30年度は内容設計し、3
1年度実施を目指す。

ス
・本人の特定健診データ
ともとに、経年比較等の
情報提供を行う。

・情報提供に必要なツー
ルを検討・作成する。

・加入者（被保険者）に
必要なツールを組み込ん
だ情報提供（健康情報）
を配付する。

・前年度の取り組みを継
続し、情報提供の配付率1
00％を目指す。

・前年度の取り組みを継
続し、修正が必要な箇所
は適宜修正する。

・前年度の取り組みを継
続
・被扶養者への拡大を検
討する。

・基本的には前年度の取
り組みを継続する。
・健診データのある全加
入者に情報提供を行う。

・特定健診データの報告がある加入者を対
象として、最終年度までには全加入者に対
して、健診結果の経年比較やアドバイスツ
ール（健康情報）を配付する。

・加齢とともに医療費が上昇して
いることから、医療費抑制のため
には、40代以降のハイリスクアプ
ローチによる重症化予防が必要で
ある。

健康情報の配付(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　令和元年度：70％　令和2年度：100％　令和3年度：100％　令和4年度：100％　令和5年度：100％)
・特定健診データの報告がある加入者（被保険者）を対象に、個別の経年結果を示した健康情報を配布する。

・主たる事業の目的は、経年推移した自身の健康状況であり、気付きに重きをおいているため、改善結果等は測りにくいため。
(アウトカムは設定されていません)

個別の事業個別の事業
3,896 - - - - -

特
定
健
康
診
査
事
業

3

既
存(

法
定)

特定健診 全て 男女
40
〜
74

加入者
全員 ２ イ

・被扶養者へは健診実施
の有無に関するアンケー
ト調査を実施。
・未受診者には受診勧奨
を通知する。

ア,キ
・事業所の定期健診と併
せて実施。
・任意継続被保険者と被
扶養者には、健診業者の
会場で実施。

・被扶養者の受診率24％
を目指す。
・受診有無は確認レター
で把握し、未受診者には
受診勧奨を行っていく。

・被扶養者の受診率25％
を目指す。

・被扶養者の受診率26％
を目指す。

・被扶養者の受診率35％
を目指す。

・被扶養者の受診率37％
を目指す。

・被扶養者の受診率40％
を目指す。

・特定健診受診率を平成35年度までに90％
を達成するためには、被扶養者の受診率向
上がポイントとなる。
　第3期計画最終年度までには、被扶養者の
健診受診率40％を目指す。

・特定健診では、被扶養者の受診
率が低く、病類の早期発見が遅れ
る可能性がある。

特定健診実施率(【実績値】85.4％　【目標値】平成30年度：86％　令和元年度：86％　令和2年度：87％　令和3年度：88％　令和4年度：89％　令和5年度：90％
)・最終年度には健診率90％を目指す。

被扶養者の健診受診率(【実績値】20％　【目標値】平成30年度：24％　令和元年度：25％　令和2年度：26％　令和3年度：35％　令和4年度：37％　令和5年度：40％)・被扶養者の健診受診率は、最終年度には
40％を目指す。

10,775 - - - - -

特
定
保
健
指
導
事
業

4

既
存(

法
定)

特定保健指導
の実施 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者

１ イ,シ

・特定保健指導の必要性
を改めて周知することに
より、対象者及び事業所
に対し、取り組みの理解
と協力を得る。
・事業所単位の実績提供
により情報共有し、事業
所においても健康課題を
確認する。

ア
・これまでの取り組みと
同様。面談時間や場所の
提供・準備等に事業所の
協力を仰ぐ。

・健診データの報告遅延
やデータミスを減少させ
、スムーズな取り組みス
タートを事業所に要請す
る。

・前年度の取り組みを前
提に、修正を加え、実施
率50％以上を目指す。

・前年度の取り組みを前
提に、修正を加え、実施
率50％以上を目指す。

・前年度の取り組みを前
提に、修正を加え、実施
率50％以上を目指す。

・前年度の取り組みを前
提に、修正を加え、実施
率50％以上を目指す。

・前年度の取り組みを前
提に、修正を加え、実施
率55％を目指す。

・これまでの取り組みを継続することを基
本とし、最終年度には実施率55％を目指す
。
・実施率達成は容易ではないが、保健指導
対象者を減少させていくことにも傾注させ
ていきたい。

・加齢とともに医療費が上昇して
いることから、医療費抑制のため
には、40代以降のハイリスクアプ
ローチによる重症化予防が必要で
ある。
・全体的に肥満割合や喫煙率は、
他健保組合と比較して高く、生活
習慣病のリスクも高い。
・女性被保険者は、肥満割合も喫
煙率とも特に高い。

特定保健指導実施率(【実績値】51.3％　【目標値】平成30年度：50％　令和元年度：51％　令和2年度：52％　令和3年度：53％　令和4年度：54％　令和5年度：
55％)・段階的に実施率を向上させ、35年度55％を目指す。

特保受診者の改善率(【実績値】39.1％　【目標値】平成30年度：40％　令和元年度：40％　令和2年度：42％　令和3年度：43％　令和4年度：45％　令和5年度：45％)・特定保健指導対象者における次回健診時
での評価ランク改善率
　（積極的支援⇒動機付け支援・情報提供、動機付け支援⇒情報提供）

372 - - - - -

保
健
指
導
宣
伝

2,4 既
存 受診勧奨 全て 男女

30
〜
74

基準該
当者 １ イ

・健診結果数値が基準を
超えて、高血圧、糖尿病
、脂質異常症のリスクが
高いもので、健診3か月前
〜最新診療月までレセプ
トがない者に通知特定健
診や人間ドックの受診結
果による要検査放置群に
対して、受診勧奨通知を
発送する。
・通知数ヵ月後にチェッ
クを行い、検査放置継続
者には再度、通知を送付
する。

ス
・事業所にも受診勧奨者
を通知し、事業所からも
再検査状況をチェックす
る体制づくりを目指す。

・新たに、特定健診未受
診者も通知者の対象に加
える。
・通知者で未受診継続者
には再度通知を発送する
。
・事業所と通知者の行動
状況を情報共有する。

・前年度の取り組みを検
証し、修正を取りいれ、
継続して取り組む。

・前年度の取り組みを検
証し、修正を取りいれ、
継続して取り組む。

・前年度の取り組みを検
証し、修正を取りいれ、
継続して取り組む。

・前年度の取り組みを検
証し、修正を取りいれ、
継続して取り組む。

・前年度の取り組みを検
証し、修正を取りいれ、
継続して取り組む。

・健保組合からの受診勧奨に留まらず、事
業所とも通知者情報を共有し、事業所から
のアプローチも行い、重症化予防を推進し
ていく。

・生活習慣病の治療が必要にもか
かわらず、治療を放置している対
象者（患者予備群＋治療放置群）
が30％近く存在する。
・女性が多い組織構成でもあるが
、婦人科系のがんの医療費が高い
。
・婦人科系のがんは若年層でも患
者割合（疑いを含む）は高いが、
疑い判定者で再検査を受けていな
い対象者も相当数存在する。

通知人数(【実績値】367人　【目標値】平成30年度：350人　令和元年度：350人　令和2年度：340人　令和3年度：330人　令和4年度：320人　令和5年度：320人
)・35年度までに治療放置群を3割程度減少させる。

受診率(【実績値】13.5％　【目標値】平成30年度：15％　令和元年度：15％　令和2年度：17％　令和3年度：20％　令和4年度：22％　令和5年度：25％)・通知による医療機関の受診率15％以上（通知6か月目
）を目標とする。

5,556 - - - - -

2 既
存 機関紙発行 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者 １ ス これまで同様、年4回の発

行を計画。 ス -
・年4回発行
・各種案内（被扶養者の
特定健診、がん検診、ウ
ォーキング大会等）
・当健保組合の現状

・年4回発行
・各種案内（被扶養者の
特定健診、がん検診、ウ
ォーキング大会等）
・当健保組合の現状

・年4回発行
・各種案内（被扶養者の
特定健診、がん検診、ウ
ォーキング大会等）
・当健保組合の現状

・年4回発行
・各種案内（被扶養者の
特定健診、がん検診、ウ
ォーキング大会等）
・当健保組合の現状

・年4回発行
・各種案内（被扶養者の
特定健診、がん検診、ウ
ォーキング大会等）
・当健保組合の現状

・年4回発行
・各種案内（被扶養者の
特定健診、がん検診、ウ
ォーキング大会等）
・当健保組合の現状

・遠隔地加入者の簡易閲覧に向け、ホーム
ページの活用を検討する。
・健保組合の実態（総医療費、特定保健指
導の状況等）をわかりやすく情報提供する
。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標

24



発行回数(【実績値】4回　【目標値】平成30年度：4回　令和元年度：4回　令和2年度：4回　令和3年度：4回　令和4年度：4回　令和5年度：4回)・年4回の発行 発行回数(【実績値】4回　【目標値】平成30年度：4回　令和元年度：4回　令和2年度：4回　令和3年度：4回　令和4年度：4回　令和5年度：4回)・早期にホームページへのアップを図る。
170 200 200 200 200 200

2 既
存

後発医薬品の
差額通知 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス ・年2回、はがきで送付。 ス ・対象者へは事業所を経

由して送付。

・これまでの取り組みを
継続して、年2回通知を実
施する。
・切替率40％を目標とす
る。

・これまでの取り組みを
継続して、年2回通知を実
施する。
・切替率45％を目標とす
る。

・これまでの取り組みを
継続して、年2回通知を実
施する。
・切替率45％を目標とす
る。

・これまでの取り組みを
継続して、年2回通知を実
施する。
・切替率50％を目標とす
る。

・これまでの取り組みを
継続して、年2回通知を実
施する。
・切替率50％を目標とす
る。

・これまでの取り組みを
継続して、年2回通知を実
施する。
・切替率50％以上を目標
とする。

・後発医薬品への切替余地のある対象者へ
差額通知を実施し、後発医薬品への切替を
促し、切替率50％以上を目指す。
（数量切替の把握が困難な場合に備えて、
切替者の率で把握する）

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

通知数(【実績値】453人　【目標値】平成30年度：1,000人　令和元年度：1,000人　令和2年度：1,000人　令和3年度：1,000人　令和4年度：1,000人　令和5年度
：1,000人)・年2回発送
・マンネリ化防止を目的に、削減効果額の設定変更を行うため、通知数は年度で変動する。

切替比率(【実績値】43％　【目標値】平成30年度：40％　令和元年度：45％　令和2年度：45％　令和3年度：50％　令和4年度：50％　令和5年度：55％)・通知者半数以上の切替率を目指す。（通知7ヵ月経過
後）

1,250 1,250 1,200 1,200 1,200 1,200

2,3 既
存

健康年齢通知
の配布 全て 男女

30
〜
74

基準該
当者 １ ス ・健診結果により対象者

へ封書で通知。 ア
・事業所ごとの特性につ
いては、事業所とも情報
共有して、健康企業体へ
切り替えるツールとして
活用も依頼する。

・対象者全員への通知を
目指すため、事業所から
の健診結果は早期報告と
ミスのないデート送信を
依頼する。
・事業所ごとの健康年齢
も公表する。

・前年度の取り組みを踏
襲し、修正必要な箇所は
適宜修正のうえ、継続実
施する。

・前年度の取り組みを踏
襲し、修正必要な箇所は
適宜修正のうえ、継続実
施する。

・前年度の取り組みを踏
襲し、修正必要な箇所は
適宜修正のうえ、継続実
施する。

・前年度の取り組みを踏
襲し、修正必要な箇所は
適宜修正のうえ、継続実
施する。

・前年度の取り組みを踏
襲し、修正必要な箇所は
適宜修正のうえ、継続実
施する。

・健診結果がより身近に感じてもらえる健
康年齢通知により、自身の健診結果に一層
の関心を引き出す。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

対象者への通知(【実績値】100％　【目標値】平成30年度：100％　令和元年度：100％　令和2年度：100％　令和3年度：100％　令和4年度：100％　令和5年度
：100％)・対象者への通知実施率100％を目指す。

健康年齢群の増加(【実績値】57.9％　【目標値】平成30年度：60％　令和元年度：60％　令和2年度：62％　令和3年度：65％　令和4年度：65％　令和5年度：68％)・実年齢より若い健康年齢群の増加を目指す
。

6,915 - - - - -

疾
病
予
防

2,4 既
存 がん検診 全て 男女

30
〜
74

基準該
当者 １ ス

・定期健診時に同時検査
の実施
・郵便検査の推奨

ス
・郵便検診は機関誌掲載
で周知しているが、あわ
せて、ホームページ掲載
により浸透を図っていく
。

・事業所の定期健診時に
依頼する検診と郵便検診
は、継続実施。
・子宮頸がんの受診年齢
は20才以上とする。

・前年度の取り組みを継
続。

・前年度の取り組みを継
続。

・前年度の取り組みを継
続。

・前年度の取り組みを継
続。

・前年度の取り組みを継
続。

・女性加入者が多い特性から、婦人科系が
んの早期検査と発見は、加入者へのメリッ
トが高いことから、検査の啓蒙を図ってい
く。

・女性が多い組織構成でもあるが
、婦人科系のがんの医療費が高い
。
・婦人科系のがんは若年層でも患
者割合（疑いを含む）は高いが、
疑い判定者で再検査を受けていな
い対象者も相当数存在する。

受診人数(【実績値】4,887人　【目標値】平成30年度：5,000人　令和元年度：5,000人　令和2年度：5,000人　令和3年度：5,000人　令和4年度：5,000人　令和5
年度：5,000人)・子宮頸がんの受診年齢の引き下げなど（20歳以上） 要再検者の減少(【実績値】10％　【目標値】平成30年度：10％　令和元年度：10％　令和2年度：10％　令和3年度：10％　令和4年度：8％　令和5年度：8％)・要再検者の減少

14,063 - - - - -

3 既
存

人間ドック受
診補助 全て 男女

30
〜
74

基準該
当者 １ イ

・本人申請による。
・契約医療機関の弾力的
見直しによる利用者利便
を図る。

ス
・これまで同様、事前申
請による利用券発行とす
る。

・利用者負担は現行継続
。（被保険者9,000円、被
扶養者11,000円）
・事業所からの契約医療
機関の求めには、弾力的
に対応していく。

・利用者負担は現行継続
。（被保険者9,000円、被
扶養者11,000円）
・事業所からの契約医療
機関の求めには、弾力的
に対応していく。

・利用者負担は現行継続
。（被保険者9,000円、被
扶養者11,000円）
・事業所からの契約医療
機関の求めには、弾力的
に対応していく。

・利用者負担は現行継続
。（被保険者9,000円、被
扶養者11,000円）
・事業所からの契約医療
機関の求めには、弾力的
に対応していく。

・利用者負担は現行継続
。（被保険者9,000円、被
扶養者11,000円）
・事業所からの契約医療
機関の求めには、弾力的
に対応していく。

・利用者負担は現行継続
。（被保険者9,000円、被
扶養者11,000円）
・事業所からの契約医療
機関の求めには、弾力的
に対応していく。

・節目年齢の全額健保組合補助について、
健保財政をにらみつつ検討する。
・要再検査指摘者の放置群については、受
診勧奨を行っていく。

・女性が多い組織構成でもあるが
、婦人科系のがんの医療費が高い
。
・婦人科系のがんは若年層でも患
者割合（疑いを含む）は高いが、
疑い判定者で再検査を受けていな
い対象者も相当数存在する。

人間ドック受診率(【実績値】4.3％　【目標値】平成30年度：5％　令和元年度：5％　令和2年度：7％　令和3年度：7％　令和4年度：8％　令和5年度：10％)・節
目年齢の全額補助の実施
・30歳以上の被保険者、配偶者の利用率の向上

40歳以上の受診率（定健との合計）(【実績値】85.4％　【目標値】平成30年度：86％　令和元年度：86％　令和2年度：87％　令和3年度：88％　令和4年度：89％　令和5年度：90％)・40歳以上は定健と合わせ
て90％以上の受診率

1,000 - - - - -

5,6 既
存

メンタルヘル
ス電話相談 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ シ

・専用ホットラインにア
クセスし、専門医等に本
人負担無料で相談できる
。

ス
・機関誌等で専用ホット
ラインの照会を継続する
。

・現行の施策継続を基本
とするが、メンタル以外
の医療相談にも利用枠を
拡大し、より相談しやす
い環境づくりを行ってい
く。

・前年度の取り組みを継
続。

・前年度の取り組みを継
続。

・前年度の取り組みを継
続。

・前年度の取り組みを継
続。

・前年度の取り組みを継
続。

・健保組合では、総体的な医療相談にバー
ジョンアップを図ることで、気軽に相談・
利用できるツール提供を目指す。

・精神疾患は、若年層で患者割合
が高い傾向が続いている。
・メンタルヘルス相談事業を行っ
ているが、利用率が低い。

利用件数(【実績値】13件　【目標値】平成30年度：100件　令和元年度：120件　令和2年度：130件　令和3年度：150件　令和4年度：150件　令和5年度：150件)
・利用促進にむけパンフレットを配布にて周知
・メンタルヘルスに特化せず、総体的な健康相談に幅を広げて利用しやすい環境を作る。

・個人情報に関わる性質上、利用による効果が判定できない。
(アウトカムは設定されていません)

1,356 - - - - -

2,5 既
存

健康ウォーキ
ング大会 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ ア

・機関誌等で参加者を募
集。3コースから本人に適
したコースを選択。
・各コースの達成者へは
記念品を贈呈。

ス
・一定の期間（2か月間な
ど）を設定。
・万歩計や携帯アプリを
活用して記録。

・参加率7％を目指す。
・従来の機関誌による参
加者募集に加え、ホーム
ページアップによる相互
アピールを行い、参加者
アップを図る。

・前年度の取り組みを継
続。

・前年度の取り組みを継
続。

・前年度の取り組みを継
続。

・前年度の取り組みを継
続。
・参加率10％を目標とす
る。

・事業所によって参加率に大きな差がある
ので、極端に低い事業所を底上げして、健
保組合全体で10％の参加率を目指したい。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

参加率(【実績値】5.6％　【目標値】平成30年度：7％　令和元年度：8％　令和2年度：10％　令和3年度：10％　令和4年度：10％　令和5年度：10％)・参加した
くなるようなインセンティブの検討
・参加率10%以上、目標達成率75%以上。

達成率(【実績値】61.6％　【目標値】平成30年度：65％　令和元年度：68％　令和2年度：70％　令和3年度：73％　令和4年度：75％　令和5年度：75％)・健康意識の向上
・目標達成率75%以上。

1,000 - - - - -

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標
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6 新
規

健康相談ほっ
とライン 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ シ

・専用ほっとラインにア
クセスし、健康・医療・
育児・介護・メンタル相
談に加え、医療機関情報
も受けることが可能。（
従来の「メンタルヘルス
電話相談」をバージョン
アップした）

ス ・機関誌等で専用ほっと
ライン周知を継続する。

・従来の「メンタルヘル
ス電話相談」を見直し、
医療相談や育児相談も加
え、より相談しやすい事
業に見直した。

・認知拡大に向け、定期
的な機関誌掲載のほかに
、ホームページやチラシ
等で周知。
・前年度の取り組みを継
続

・前年度の取り組みを継
続

・前年度の取り組みを継
続

・前年度の取り組みを継
続

・前年度の取り組みを継
続

・健康・医療・育児・介護相談や、メンタ
ルヘルス相談も加え、医療機関の照会も可
能とし、気軽に無料で相談できる総体的な
医療相談のツールとする。

・精神疾患は、若年層で患者割合
が高い傾向が続いている。
・メンタルヘルス相談事業を行っ
ているが、利用率が低い。

利用件数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：100件　令和元年度：100件　令和2年度：100件　令和3年度：100件　令和4年度：100件　令和5年度：100件)・認
知拡大、利用促進に向け、機関誌・チラシ・ホームページ等での周知を図る。

・相談内容は個人情報に該当し、内容分析ができない。
(アウトカムは設定されていません)

注１) １．職場環境の整備  ２．加入者への意識づけ  ３．健康診査  ４．保健指導・受診勧奨  ５．健康教育  ６．健康相談  ７．後発医薬品の使用促進  ８．その他の事業
注２) １．健保組合  ２．事業主が主体で保健事業の一部としても活用  ３．健保組合と事業主との共同事業
注３) ア．加入者等へのインセンティブを付与  イ．受診状況の確認（要医療者・要精密検査者の医療機関受診状況）  ウ．受診状況の確認（がん検診・歯科健診の受診状況）  エ．ＩＣＴの活用（情報作成又は情報提供でのＩＣＴ活用など）  オ．専門職による対面での健診結果の説明  カ．他の保険者と共同で集計データを持ち寄って分析を実施

キ．定量的な効果検証の実施  ク．対象者の抽出（優先順位づけ、事業所の選定など）  ケ．参加の促進（選択制、事業主の協力、参加状況のモニタリング、環境整備）  コ．健診当日の面談実施・健診受診の動線活用  サ．保険者以外が実施したがん検診のデータを活用  シ．事業主と健康課題を共有  ス．その他
注４) ア．事業主との連携体制の構築  イ．産業医または産業保健師との連携体制の構築  ウ．専門職との連携体制の構築（産業医・産業保健師を除く）  エ．他の保険者との共同事業  オ．他の保険者との健診データの連携体制の構築  カ．自治体との連携体制の構築  キ．医療機関・健診機関との連携体制の構築  ク．保険者協議会との連携体制の構築

ケ．その他の団体との連携体制の構築  コ．就業時間内も実施可（事業主と合意）  サ．運営マニュアルの整備（業務フローの整理）  シ．人材確保・教育（ケースカンファレンス∕ライブラリーの設置）  ス．その他
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実施方法実施方法
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分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標
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