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STEP１-１ 基本情報STEP１-１ 基本情報
組合コード 27479
組合名称 産業機械健康保険組合
形態 総合
業種 機械器具製造業

令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5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

154,000名
男性75.8%

（平均年齢42.15歳）*
女性24.2%

（平均年齢39.57歳）*

-名
男性-%

（平均年齢-歳）*
女性-%

（平均年齢-歳）*

-名
男性-%

（平均年齢-歳）*
女性-%

（平均年齢-歳）*
特例退職被保険
者数

0名 -名 -名

加入者数 262,300名 -名 -名
適用事業所数 1,151ヵ所 -ヵ所 -ヵ所
対象となる拠点
数

1,151ヵ所 -ヵ所 -ヵ所

保険料率
*調整を含む

88‰ -‰ -‰

健康保険組合と事業主側の医療専門職
令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5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 - - - -
保健師等 0 0 - - - -

事業主 産業医 0 0 - - - -
保健師等 0 0 - - - -

第2期における基礎数値
（平成28年度の実績値）

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 61,827 ∕ 91,856 ＝ 67.3 ％
被保険者 57,473 ∕ 66,715 ＝ 86.1 ％
被扶養者 4,463 ∕ 25,141 ＝ 17.8 ％

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 25 ∕ 13,969 ＝ 0.2 ％
被保険者 25 ∕ 12,985 ＝ 0.2 ％
被扶養者 0 ∕ 984 ＝ 0.0 ％

令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5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 560,250 3,638 - - - -
特定保健指導事業費 60,800 395 - - - -
保健指導宣伝費 142,509 925 - - - -
疾病予防費 1,332,085 8,650 - - - -
体育奨励費 250 2 - - - -
直営保養所費 92,678 602 - - - -
その他 0 0 - - - -
　
小計　…a 2,188,572 14,212 0 - 0 -
経常支出合計　…b 70,446,651 457,446 - - - -
a/b×100 （%） 3.11 - -
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令和3年度見込み 令和4年度見込み

令和5年度見込み
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男性（被保険者）男性（被保険者）
令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 517人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 7,773

人 25〜29 14,758
人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 14,065
人 35〜39 14,454

人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 15,261
人 45〜49 17,063

人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 13,234
人 55〜59 9,622

人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人

60〜64 6,152
人 65〜69 2,975

人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人

70〜74 1,081
人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被保険者）女性（被保険者）
令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 159人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 3,482

人 25〜29 6,242
人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 5,122
人 35〜39 4,982

人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 5,058
人 45〜49 5,597

人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 4,107
人 55〜59 2,463

人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人

60〜64 1,141
人 65〜69 344人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人

70〜74 117人 70〜74 -人 70〜74 -人

男性（被扶養者）男性（被扶養者）
令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5年度見込み
0〜4 7,597

人 5〜9 8,393
人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人

10〜14 8,424
人 15〜19 7,753

人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人

20〜24 4,031
人 25〜29 475人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 179人 35〜39 121人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 57人 45〜49 39人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 49人 55〜59 49人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 56人 65〜69 25人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 35人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被扶養者）女性（被扶養者）
令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5年度見込み
0〜4 7,241

人 5〜9 7,984
人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人

10〜14 8,122
人 15〜19 7,472

人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人

20〜24 3,895
人 25〜29 1,715

人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 3,167
人 35〜39 4,630

人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 5,918
人 45〜49 6,576

人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 5,446
人 55〜59 4,039

人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人

60〜64 2,732
人 65〜69 1,354

人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 630人 70〜74 -人 70〜74 -人

基本情報から見える特徴 ・被保険者数145,000名（加入者数253,750名）、適用事業所数1,110カ所と非常に規模が大きい。
・被保険者について男性が76.2%と構成比率が非常に高い。　　　　　・年齢構成として40歳代が多い。

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
・特定健診受診率向上にむけた未受診者に対しての意識づけが課題。
・大規模という特徴から機関誌、ホームページを活用した情報提供が成果を見せていると考える。今後はよりわかりやすく、最新の状況提供などコンテンツの工夫が必要。

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 　健康管理事業推進委員会
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　機関誌発行
　保健指導宣伝 　ホームページの活用
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健康診査
　特定保健指導事業 　特定保健指導
　保健指導宣伝 　健康者表彰
　保健指導宣伝 　健康相談
　保健指導宣伝 　パンフレット等の配布
　保健指導宣伝 　保健・広報
　保健指導宣伝 　ジェネリック医薬品利用促進
　疾病予防 　生活習慣病健診　主婦健診　人間ドック
　疾病予防 　インフルエンザ予防
　疾病予防 　家庭用常備薬の斡旋
　体育奨励 　健康体力づくり事業
　直営保養所 　直営保養所事業
　その他 　契約保養所事業
　その他 　頻回受診指導
事業主の取組事業主の取組
　1 　その他
※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
保
健
指
導
宣
伝

5 健康管理事業
推進委員会

【目的】健康管理事業の充実化
【概要】保健事業について委員会の開催 被保険者 一部の

事業所 男女
16
〜
74

その他
（特退
など）

800
年2回開催(６、１１月)。主に疾病予防
、健康増進等保健事業についての報告
、意見交換。

事業所とのコミュニケーションを図る
。 - 5

加入者への意識づけ加入者への意識づけ
保
健
指
導
宣
伝

5 機関誌発行
【目的】組合事業の広報
【概要】年４回事業所へ発送 被保険者 全て 男女

16
〜
74

全員 34,616
年４回刊行(1,4,7,10月)。事業計画、事
業報告(予算・決算)、保健事業を含む各
種組合事業の案内等を掲載。

事業所経由で被保険者に配布し、ホー
ムページにも掲載する。

すべての加入者への周知、関心度向上
。 5

5 ホームページ
の活用

【目的】適用、給付、保健事業等の広報、情報提供
【概要】組合概要、各種手続き、契約健診機関、直営及び
契約保養所の案内等

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 2,400 健診事業、健康増進事業に関し、随時
最新の情報を提供。

各種情報を分かりやすく掲載し、ホー
ムページを充実。

加入者に対し分かりやすく、更に充実
した内容を提供する。 5

個別の事業個別の事業
特
定
健
康
診
査
事
業

3 特定健康診査 【目的】内臓脂肪型肥満に着目した健診
【概要】主に契約医療機関にて実施

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

全員 432,964
生活習慣病健診・主婦健診・人間ドッ
クに含め通年実施。
平成30年度実施見込人員 65,800名(再
掲)

機関誌、ホームページ等による広報を
行い、加入者に周知する。できるだけ
受診者負担額を少なくし、受診しやす
くする。

被扶養者の受診率は、年々増加傾向に
あるが、被保険者に対しまだまだ少な
い。

3

特
定
保
健
指
導
事
業

4 特定保健指導 【目的】生活習慣の改善
【概要】主に契約委託業者にて実施

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 28,900

通年実施。平成30年度より組合全額負
担。
平成30年度実施目標人員 450名

-
組合補助はあるが、自己負担が高いた
め、利用されない。健康意識を高めて
利用率向上を図る。

1

保
健
指
導
宣
伝

5 健康者表彰 【目的】健康者に対する表彰
【概要】年１回記念品を贈呈 被保険者 全て 男女

16
〜
74

全員 55,000
年1回(10月)。被保険者及びその被扶養
者を対象に、1年間健康であった世帯に
記念品を贈呈。
平成30年度表彰者見込11,000名

健康の意識づけによる医療費の削減。 - 5

- 健康相談 【目的】健康管理の一助
【概要】健康に関する電話、Web相談

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 8,820
健康相談は24時間対応。ベストドクタ
ーズサービスは日曜、祝日、年末年始
以外10時から21時対応。

機関誌と同送し広報を行う。被保険者
証に電話番号記載し、利用をしやすく
する。

広報による更なる周知。 3

5 パンフレット
等の配布

【目的】組合事業の広報、情報提供
【概要】適宜配布 被保険者 全て 男女

16
〜
74

全員 14,219 社会保険の知識、算定の手引き、保健
手帳等を必要に応じて配布。 - - 3

5 保健・広報 【目的】健康保険事業の啓蒙
【概要】健保連主体による共同広報活動

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 0 年間通して健保連との共同広報活動を
随時実施。 - - 5

8
ジェネリック
医薬品利用促
進

【目的】医療費の適正化
【概要】該当者に年1回通知

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 3,960

被保険者・被扶養者の平成27年8月〜平
成28年1月診療分レセプトより500円以
上の削減が見込める1,779名の該当者、
また平成27年12月〜平成28年5月診療
分レセプトより400円以上の削減が見込
める15,414名の該当者に対し、ジェネ
リック医薬品への切り替え依頼を通知
。雑役務費で支出。

通知後、ジェネリック医薬品の切り替
えが増え、医療費の削減及び意識付け
につながった。

広報による更なる周知。 3

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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疾
病
予
防

3
生活習慣病健
診　主婦健診
　人間ドック

【目的】疾病の予防、早期発見
【概要】主に契約医療機関にて実施

被保険者
被扶養者 全て 男女

30
〜
74

全員 1,031,206

利用のある全国の健診機関と契約し、
充実を図る。被扶養者の対象年齢は40
〜74歳。(年度1回まで組合補助)
平成30年度見込
　生活習慣病健診 63,000名
　主婦健診 15,100名
　人間ドック 17,600名

機関誌、ホームページ等による広報活
動。できるだけ受診者負担額を少なく
し、受診しやすくする。

広報による更なる周知。 4

3 インフルエン
ザ予防

【目的】感染、重症化予防
【概要】東振協のインフルエンザ予防接種事業に参加

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 0
東振協が企画するインフルエンザ予防
接種事業に参加し、低料金での接種を
促す。10月〜3月の間に実施。
平成30年度実施見込人員 2,200名

機関誌、ホームページ等による広報。 広報による更なる周知。 3

3 家庭用常備薬
の斡旋

【目的】健康管理の一助
【概要】家庭用常備薬の斡旋 被保険者 全て 男女

16
〜
74

全員 0
年4回刊行している機関誌と同送し、よ
り安く医薬品の提供ができるよう斡旋
。

機関誌と同送し広報。 広報による更なる周知。 5

体
育
奨
励

8 健康体力づく
り事業

【目的】健康の保持増進
【概要】東振協主催の健康体力づくり事業に参加

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 250

東振協が主催する各種健康体力づくり
事業に参加を募り、健康の保持増進を
図る。また、スポーツクラブ「ルネサ
ンス」と提携し、低価格にて施設利用
を促進することにより加入者の健康増
進を図る。

機関誌、ホームページ等による広報。 開催地や人数制限。
広報による更なる周知。 2

直
営
保
養
所

8 直営保養所事
業

【目的】福利厚生
【概要】低料金で質の高いサービスの提供

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 89,773
天城高原に1ヵ所。福利厚生の一環とし
て被保険者とその家族を優先し、低料
金で質の高いサービスを提供。休館日
を除き通年営業。

イベント等の機関誌、ホームページ等
による広報。

平日利用者を増やすため、広報による
更なる周知。 3

そ
の
他

8 契約保養所事
業

【目的】福利厚生
【概要】優良保養施設と契約

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 0
ラフォーレ倶楽部等優良な施設と契約
し、保険者とその家族の多様なニーズ
に対応。

機関誌、ホームページ等による広報活
動。 広報による更なる周知。 3

4 頻回受診指導 【目的】医療費の適正化
【概要】該当者に通知

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 0
頻回受診し、同じ処方の調剤を多くも
らう者に対し、かかりつけ医を持つよ
うに指導。

指示に従わない場合、医師に協力依頼
し指導を仰ぐ。指導後も追跡調査。 - 5

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

その他 - - -
-
〜
-
- - - -

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 特定健診受診状況 特定健診分析 ア．被保険者の特定健診受診率を年齢別でみると、40歳から59歳までは87

、8％
　と高いが、60歳以上は年齢とともに受診率が下がる傾向にある。
イ．被扶養者の特定健診受診率を年齢別でみると、50歳代は他の年代と比
較して
　高い傾向にあるが、全体として受診率が低い状況にある。
ウ．経年変化をみると、強制 被保険者・被扶養者は増加傾向にあるが、任
継 被保
　険者・被扶養者は減少傾向にある。

イ 事業所別特定健診受診状況 特定健診分析 エ．受診者数が多く、受診率が第三期特定健診受診率の目標値である85%
（総
　合健保）に対し、低い事業所が5社（※1）ある。
オ．ほとんどの事業所で受診率が第三期特定健診受診率の目標値である85
%
　（総合健保）に対し低い。

ウ 健診レベル判定と医療受診状況 特定健診分析 カ．非肥満と肥満の割合は57.13%%と42.87%（※1）となっており、非肥
満の割
　合が高い。
　保健指導基準値以上の割合は全体の30.90%（※2）、受診勧奨基準値以
上の
　割合は全体の16.70%（※3）となっており、全体の47.61%が保健指導基
準値
　以上もしくは受診勧奨基準値以上に該当する。
キ．生活習慣病のレセプトがある者が、全体の32.78%（※4）存在する。
　生活習慣病のレセプトがない者で保健指導基準値以上の割合は全体の24.
92
　%（※5）、受診勧奨基準値以上の割合は全体の12.00%（※6）となって
おり、
　全体の36.92%が保健指導基準値以上もしくは受診勧奨基準値以上で医療
機
　関を受診していない。
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エ 糖尿病リスク保有者と医療受診状況 特定健診分析 クケ．生活習慣病に関するレセプトがなしで、HbA1cの値が5.6%以上の者
が22.
　　60%（※1）存在している。また、生活習慣病に関するレセプトありで
、
　　HbA1cの値が5.6%以上の者が18.20%（※2）存在している。

オ 特定健診レベル判定　前年比較 特定健診分析 コ．男性女性ともに改善率は改悪率より高い。また女性は男性より改悪率
が低いこ
　とから、女性の方が健康意識が高いと考えられる。ただし、男性女性と
もに肥満
　割合（男性：50.04%→50.65%、女性：17.31%→17.95%）が増えている
ことか
　ら、必ずしも改善傾向にあるとは言えない。

カ 特定保健指導実施状況 特定保健指導分析 サ．被保険者の特定保健指導は、第三期特定保健指導実施率の目標値であ
る30
　%（総合健保）に対し、実施率が低い状況にある。
シ．被扶養者の特定保健指導は、第三期特定保健指導実施率の目標値であ
る30
　%（総合健保）に対し、実施がされていない状況にある。
ス．特定保健指導の実施率が0.2、3％の状況で推移している。

キ 一人当たり医療費（医科） 医療費・患者数分析 セ．一人当たり医療費は、呼吸器系疾患（※1）が一番高く、次いで新生物
（※2）、
　循環器系疾患（※3）の順になっている。
　生活習慣病（糖尿病、動脈閉塞、高尿酸血症、高脂血症）が分類される
内分泌
　・栄養・代謝疾患（※4）についても高い値となっている。

ク 一人当たり医療費　全組合比較（医科） 医療費・患者数分析 ソ．全体的に全組合より一人当たり医療費は少ないが、呼吸器系疾患（※1
）が、
　全組合より多くなっている。

ケ 上位疾病医療費（医科） 医療費・患者数分析 タ．喘息（※1）と本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）（※2）が毎
月上位で、
　血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞（※3）も毎月上
位だ
　が、特に2月から4月に医療費が高くなっている。また、急性気管支炎（
※4）も
　上位3位ほどではないが、毎月上位となっている。
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コ 後発医薬品使用割合　全組合比較 後発医薬品分析 チ．合計は全組合より高い割合となっている。ほぼ全年齢で全組合より高
い割合と
　なっているが、60～69歳が低い割合となっている。
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ア．

イ．

ウ．

被保険者の特定健診受診率を年齢別でみると、40歳から59歳までは87、8％と高いが、60歳以上は年齢とともに受診率が下がる傾向にある。

被扶養者の特定健診受診率を年齢別でみると、50歳代は他の年代と比較して高い傾向にあるが、全体として受診率が低い状況にある。

経年変化をみると、強制 被保険者・被扶養者は増加傾向にあるが、任継 被保険者・被扶養者は減少傾向にある。

ウ.経年変化 

イ.被扶養者（2016年度） 

 

ア.被保険者（2016年度） 

 

STEP１-３ 特定健診受診状況 

【特定健診の受診率】 
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エ．

オ．

受診者数が多く、受診率が第三期特定健診受診率の目標値である85%（総合健保）に対し、低い事業所が5社（※1）ある。

ほとんどの事業所で受診率が第三期特定健診受診率の目標値である85%（総合健保）に対し低い。

オ.被扶養者 

 

エ.被保険者 

 

STEP１-３ 事業所別特定健診受診状況 

【事業所別特定健診受診状況】 

※1 
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カ．

キ．

非肥満と肥満の割合は57.13%%と42.87%（※1）となっており、非肥満の割合が高い。
保健指導基準値以上の割合は全体の30.90%（※2）、受診勧奨基準値以上の割合は全体の16.70%（※3）となっており、全体の47.61%が保健指導
基準値以上もしくは受診勧奨基準値以上に該当する。

生活習慣病のレセプトがある者が、全体の32.78%（※4）存在する。
生活習慣病のレセプトがない者で保健指導基準値以上の割合は全体の24.92%（※5）、受診勧奨基準値以上の割合は全体の12.00%（※6）と
なっており、全体の36.92%が保健指導基準値以上もしくは受診勧奨基準値以上で医療機関を受診していない。

カ．健診レベル                                      キ．医療受診状況  

STEP１-３ 健診レベル判定と医療受診状況 

【健診レベル判定と医療受診状況（診療年月：2016年3月～2017年2月）】 

総人数 

(58,041人) (33,161人) (24,880人) 

※1 

※2 

※3 

総人数 

(19,026人) (39,015人) (58,041人) 

※5 

※6 

※4 
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ク，ケ．
生活習慣病に関するレセプトがなしで、HbA1cの値が5.6%以上の者が22.60%（※1）存在している。また、生活習慣病に関するレセプトありで、
HbA1cの値が5.6%以上の者が18.20%（※2）存在している。

ク．糖尿病リスク保有者と医療受診状況           ケ．糖尿病リスク保有者分布図 

STEP１-3 糖尿病リスク保有者と医療受診状況  

【糖尿病リスク保有者と医療受診状況（診療年月：2016年3月～2017年2月）】 

※1 ※2 
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コ．
男性女性ともに改善率は改悪率より高い。また女性は男性より改悪率が低いことから、女性の方が健康意識が高いと考えられる。ただし、男
性女性ともに肥満割合（男性：50.04%→50.65%、女性：17.31%→17.95%）が増えていることから、必ずしも改善傾向にあるとは言えない。

STEP１-３ 特定健診レベル判定 前年比較 

コ.特定健診レベル判定 前年比較 

 

【特定健診レベル判定】 

　　※　改善率の計算の定義

　B2、B3だった者のうち、A1～A3またはB1へ移動した者の人数

B2、B3だった者の人数

　　※　改悪率の計算の定義

　A1～A3またはB1だった者のうち、B2、B3へ移動した者の人数

　　　　　　　　A1～A3またはB1だった者の人数

非肥満 肥満

A1

基準範囲内

B1

基準範囲内

B2

保健指導基準値以上A2

保健指導基準値以上 B3

.受診勧奨基準値以上A3

.受診勧奨基準値以上
B4

服薬投与A4

服薬投与

改善率
15.39%

改悪率
11.19%

改善率
15.15%

改悪率
2.65%
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サ．

シ．

ス．

被保険者の特定保健指導は、第三期特定保健指導実施率の目標値である30%（総合健保）に対し、実施率が低い状況にある。

被扶養者の特定保健指導は、第三期特定保健指導実施率の目標値である30%（総合健保）に対し、実施がされていない状況にある。

特定保健指導の実施率が0.2、3％の状況で推移している。

STEP１-３ 特定保健指導実施状況 

サ.被保険者（2016年度） 

 

ス．経年変化 

【特定保健指導の実施率】 

シ.被扶養者（2016年度） 
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セ．
一人当たり医療費は、呼吸器系疾患（※1）が一番高く、次いで新生物（※2）、循環器系疾患（※3）の順になっている。
生活習慣病（糖尿病、動脈閉塞、高尿酸血症、高脂血症）が分類される内分泌・栄養・代謝疾患（※4）についても高い値となっている。

セ．一人当たり医療費（医科）                   

STEP１-３ 一人当たり医療費(医科) 

【一人当たり医療費（診療年月：2016年3月～2017年2月）】 

※1 

※3 

※2 

※4 
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ソ． 全体的に全組合より一人当たり医療費は少ないが、呼吸器系疾患（※1）が、全組合より多くなっている。

ソ.一人当たり医療費 全組合比較 

 

STEP１-３ 一人当たり医療費 全組合比較（医科） 

【一人当たり医療費（診療年月：2016年4月～2017年3月）】 

※1 
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タ．
喘息（※1）と本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）（※2）が毎月上位で、血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞（※3）
も毎月上位だが、特に2月から4月に医療費が高くなっている。また、急性気管支炎（※4）も上位3位ほどではないが、毎月上位となっている。

タ.上位疾病医療費 

 

STEP１-３ 上位疾病医療費（医科） 

【上位疾病医療費（診療年月：2016年3月～2017年2月）】 

※1 

※2 

※3 

※4 
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チ． 合計は全組合より高い割合となっている。ほぼ全年齢で全組合より高い割合となっているが、60～69歳が低い割合となっている。

チ.後発医薬品使用割合 全組合比較 

 

STEP１-３ 後発医薬品使用割合 全組合比較 

【後発医薬品使用割合（診療年月：2017年9月）】 

※1 
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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 特定健診受診率について、被保険者は85パーセント以上の高い水準にあるが
、被扶養者は年々伸びている傾向にあるものの17％と低い水準にある。  被扶養者の利用が見込まれる会場型の巡回健診を実施し、通知、広報誌

、ＨＰなどで積極的に広報を行う。 

2

保健指導基準値以上の割合は全体の30.90%、受診勧奨基準値以上の割合は
全体の16.70%となっており、全体の47.61%が保健指導基準値以上もしくは
受診勧奨基準値以上に該当する。
生活習慣病のレセプトがない者で保健指導基準値以上の割合は全体の24.92
%、受診勧奨基準値以上の割合は全体の12.00%となっており、全体の36.92
%が保健指導基準値以上もしくは受診勧奨基準値以上で医療機関を受診して
いない。

 早期に医療機関に通院・服薬を開始せず、突発的に重症疾患が発症する
可能性があるため、早期発見、早期治療のために受診勧奨を行うことを
検討する。

3
生活習慣病に関するレセプトがなしで、HbA1cの値が5.6%以上の者が22.60
%存在している。また、生活習慣病に関するレセプトありで、HbA1cの値が
5.6%以上の者が18.20%存在している。

 糖尿病リスク保有者に対して、早期治療の有用性を認識してもらえるよ
う、広報誌等により情報の発信を行う。
また糖尿病リスクの有無にかかわらず、糖尿病に関する知識を深めても
らえるよう教育を行う。

4
特定保健指導の実施率がかなり低く、0.2、3％で推移している状況にある。  特定保健指導を無料で受けられるように整備し、事業所の協力のもと実

施促進を図る。また広報により周知を強化し、対象者が重要性を認知で
きるよう情報を発信する。



基本情報基本情報
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1
被保険者数145,000名（加入者数253,750名）、適用事業所数1,110カ所と　非常に規模が大
きい。被保険者について男性が76.2%と構成比率が非常に高い。年齢構成として40歳代が多
い。

 規模が非常に大きいため、すべての適用事業所に対する情報等提供は機関誌、ホームペ
ージ等を活用し、保健事業運営費用を抑制。段階的に事業主への協力依頼を図り未受診
者対策を検討。

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
疾病予防健診(特定健診を含む)や特定保健指導の受診率向上にむけた未受診者に対しての意
識づけが課題。大規模という特徴から機関誌、ホームページを活用した情報提供が成果をあ
げると考える。今後はよりわかりやすく、最新の状況提供などコンテンツの工夫が必要。

 特に被扶養者の健診受診率と特定保健指導の実施率向上の対策が重要。
疾病予防健診、特定保健指導、ジェネリック医薬品利用促進など医療費抑制に向けた事
業を実施しているが、規模が大きい点に着眼し、更なる医療費抑制に向けた事業実施が
有効。

ア，イ

ウ

エ

カ
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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 　健康管理事業推進委員会
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　機関誌発行
　保健指導宣伝 　ホームページの活用
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健康診査
　特定保健指導事業 　特定保健指導
　保健指導宣伝 　健康者表彰
　保健指導宣伝 　健康相談
　保健指導宣伝 　パンフレット等の配布
　保健指導宣伝 　保健・広報
　疾病予防 　生活習慣病健診　主婦健診　人間ドック
　疾病予防 　インフルエンザ予防
　疾病予防 　家庭用常備薬の斡旋
　体育奨励 　健康体力づくり事業
　直営保養所 　直営保養所事業
　その他 　契約保養所事業
　その他 　ポータルサイトを活用したジェネリック医薬品利用促進・医療費通知
　その他 　頻回受診指導
※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
疾病の早期発見、早期治療を目的とし､特定健診を含む疾病予防健診及び特定保健指導の実施を優先的に実行する。

事業全体の目標事業全体の目標
疾病予防健診は、特に被扶養者の受診率向上を目指す。
特定保健指導は、事業所の協力のもと実施率向上を目指す。
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職場環境の整備職場環境の整備
800 800 800 800 800 800

保
健
指
導
宣
伝

1 既
存

健康管理事業
推進委員会

一部の
事業所 男女

16
〜
74

その他 １ ス - ス -
年２回開催(6月、11月)。
主に疾病予防、健康増進
等健康管理事業について
の報告、意見交換。

年２回開催(6月、11月)。
主に疾病予防、健康増進
等保健事業全般について
の報告、意見交換を実施
。

年２回開催(6月、11月)。
主に疾病予防、健康増進
等健康管理事業について
の報告、意見交換。

年２回開催(6月、11月)。
主に疾病予防、健康増進
等健康管理事業について
の報告、意見交換。

年２回開催(6月、11月)。
主に疾病予防、健康増進
等健康管理事業について
の報告、意見交換。

年２回開催(6月、11月)。
主に疾病予防、健康増進
等健康管理事業について
の報告、意見交換。

年２回開催し、意見交換を行い、今後の健
康管理事業等に活用する。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

開催数(【実績値】2回　【目標値】平成30年度：2回　令和元年度：2回　令和2年度：2回　令和3年度：2回　令和4年度：2回　令和5年度：2回)６月・１１月開催
。忌憚のない意見交換を行い、健康管理事業等に活用した。

定量で表すものではないため。
(アウトカムは設定されていません)

加入者への意識づけ加入者への意識づけ
34,616 34,616 37,320 37,320 37,320 37,320

保
健
指
導
宣
伝

2 既
存 機関誌発行 全て 男女

16
〜
74

加入者
全員 １ ス

被保険者に配布。
機関誌のバックナンバー
をホームページに掲載。 ア 事業所へ一括送付し、被

保険者に配布を依頼。

年４回刊行(1,4,7,10月)。
事業計画、事業報告(予算
・決算)、保健事業を含む
各種組合事業の案内、健
康に関する情報を提供。

年４回刊行(1,4,7,10月)。
事業計画、事業報告(予算
・決算)、保健事業を含む
各種組合事業の案内、健
康に関する情報を提供。

年４回刊行(1,4,7,10月)。
事業計画、事業報告(予算
・決算)、保健事業を含む
各種組合事業の案内、健
康に関する情報を提供。

年４回刊行(1,4,7,10月)。
事業計画、事業報告(予算
・決算)、保健事業を含む
各種組合事業の案内、健
康に関する情報を提供。

年４回刊行(1,4,7,10月)。
事業計画、事業報告(予算
・決算)、保健事業を含む
各種組合事業の案内、健
康に関する情報を提供。

年４回刊行(1,4,7,10月)。
事業計画、事業報告(予算
・決算)、保健事業を含む
各種組合事業の案内、健
康に関する情報を提供組
合。

保健事業を中心とした組合事業全般、健康
に関する情報等を提供し、加入者の理解を
深め、健康に対する意識づけをするため、
年４回刊行。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

配布回数(【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)対象者へ健保の
運営、収支、保健事業、健康情報、公示等を周知した。

定量的に周知が出来たことが明確に分からないため。
(アウトカムは設定されていません)

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

2 既
存

ホームページ
の活用 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス

組合ホームページにより
健保の運営、収支、保健
事業、健康情報等を提供
。

ス
インターネットによる組
合ホームページの運営・
管理。

組合事業、健康保険制度
等について情報を提供す
る。

組合事業、健康保険制度
等について情報を提供す
る。

組合事業、健康保険制度
等について情報を提供す
る。

組合事業、健康保険制度
等について情報を提供す
る。

組合事業、健康保険制度
等について情報を提供す
る。

組合事業、健康保険制度
等について情報を提供す
る。

健保の運営、収支、保健事業、健康情報等
をより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）

健保事業内容の周知(【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％)対象者へ健保の運営、収支、保健事業、健康情報等を周知した。

定量的に周知が出来たことが明確に分からないため。
(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
432,964 544,040 553,500 560,250 580,000 600,000

特
定
健
康
診
査
事
業

3

既
存(

法
定)

特定健康診査 全て 男女
40
〜
74

被保険
者,被扶

養者
１ ス

契約健診機関においては
、年度１回まで組合補助
を差し引いた負担により
実施。
契約外健診機関において
は、年度１回まで受診後
に補助金の申請を行うこ
とにより実施。

ス

全国にある約500の健診機
関と契約し、機関誌・HP
等により疾病予防健診（
生活習慣病健診、主婦健
診、人間ドック）として
実施。
主に被扶養者を対象とし
た会場型の巡回健診を契
約し、主婦健診として実
施。

疾病予防健診（生活習慣
病健診、主婦健診、人間
ドック）として年度１回
まで組合補助対象として
通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

疾病予防健診（生活習慣
病健診、生活習慣病健診
＋婦人科項目、人間ドッ
ク）として年度１回まで
組合補助対象として通年
実施。
機関誌・HP等により広報
。

疾病予防健診（生活習慣
病健診、生活習慣病健診
＋婦人科項目、人間ドッ
ク）として年度１回まで
組合補助対象として通年
実施。
機関誌・HP等により広報
。

疾病予防健診（生活習慣
病健診、主婦健診、人間
ドック）として年度１回
まで組合補助対象として
通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

疾病予防健診（生活習慣
病健診、主婦健診、人間
ドック）として年度１回
まで組合補助対象として
通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

疾病予防健診（生活習慣
病健診、主婦健診、人間
ドック）として年度１回
まで組合補助対象として
通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

平成35年までに被保険者の受診率90％、被
扶養者の受診率70％、全体で85％以上。

特定健診受診率について、被保険
者は85パーセント以上の高い水準
にあるが、被扶養者は年々伸びて
いる傾向にあるものの17％と低い
水準にある。

機関誌広報(【実績値】2回　【目標値】平成30年度：2回　令和元年度：2回　令和2年度：2回　令和3年度：2回　令和4年度：2回　令和5年度：2回)機関誌・HP等
の広報により疾病予防健診（特定健診を含む）の実施を促す。 特定健診受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：72.5％　令和元年度：75.0％　令和2年度：77.5％　令和3年度：80.0％　令和4年度：82.5％　令和5年度：85.0％)-

57,000 28,900 56,600 60,800 65,000 70,000

特
定
保
健
指
導
事
業

4

既
存(

法
定)

特定保健指導 全て 男女
40
〜
74

基準該
当者 １ オ

組合指定の特定保健指導
事業者で特定保健指導を
行う場合、無料で実施。

ア,ケ
機関誌・HP等により広報
し、被保険者については
事業所の協力のもと特定
保健指導の実施促進を図
る。

初回面談は年度１回まで
とし、全額組合補助対象
として通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

初回面談は年度１回まで
とし、全額組合補助対象
として通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

初回面談は年度１回まで
とし、全額組合補助対象
として通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

初回面談は年度１回まで
とし、全額組合補助対象
として通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

初回面談は年度１回まで
とし、全額組合補助対象
として通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

初回面談は年度１回まで
とし、全額組合補助対象
として通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

平成35年までに特定保健指導の実施率30％
以上。

特定保健指導の実施率がかなり低
く、0.2、3％で推移している状況
にある。
保健指導基準値以上の割合は全体
の30.90%、受診勧奨基準値以上の
割合は全体の16.70%となっており
、全体の47.61%が保健指導基準値
以上もしくは受診勧奨基準値以上
に該当する。
生活習慣病のレセプトがない者で
保健指導基準値以上の割合は全体
の24.92%、受診勧奨基準値以上の
割合は全体の12.00%となっており
、全体の36.92%が保健指導基準値
以上もしくは受診勧奨基準値以上
で医療機関を受診していない。
生活習慣病に関するレセプトがな
しで、HbA1cの値が5.6%以上の者
が22.60%存在している。また、生
活習慣病に関するレセプトありで
、HbA1cの値が5.6%以上の者が
18.20%存在している。

機関誌広報(【実績値】-　【目標値】平成30年度：2回　令和元年度：2回　令和2年度：2回　令和3年度：2回　令和4年度：2回　令和5年度：2回)機関誌・HP等の
広報により特定保健指導の実施を促す。 特定保健指導実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：10％　令和元年度：15％　令和2年度：20％　令和3年度：25％　令和4年度：30％　令和5年度：35％)-

55,000 60,000 60,500 65,500 67,000 68,500

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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保
健
指
導
宣
伝

8 既
存 健康者表彰 全て 男女

16
〜
74

基準該
当者 １ ア 記念品を授与。 ス

前年度(4月〜3月)に医療給
付のない、年度を通して
在籍している被保険者(被
扶養者がいる場合は世帯
単位)を選定。

被保険者及びその被扶養
者を対象に1年間健康であ
った世帯に記念品を授与
。

被保険者及びその被扶養
者を対象に1年間健康であ
った世帯に記念品を授与
。

被保険者及びその被扶養
者を対象に1年間健康であ
った世帯に記念品を授与
。

被保険者及びその被扶養
者を対象に1年間健康であ
った世帯に記念品を授与
。

被保険者及びその被扶養
者を対象に1年間健康であ
った世帯に記念品を授与
。

被保険者及びその被扶養
者を対象に1年間健康であ
った世帯に記念品を授与
。

普段の生活から健康を意識し、病院にかか
らない健康な身体づくりを実践し、医療費
削減に寄与している被保険者(被扶養者がい
る場合は世帯単位)10％以上。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

健康者表彰該当者数(【実績値】10,571人　【目標値】平成30年度：11,000人　令和元年度：12,000人　令和2年度：12,000人　令和3年度：11,000人　令和4年度
：11,000人　令和5年度：11,000人)加入者に対する健康意識をつける。

医療費の減少にはつながるが、数値的測定は困難であるため。
(アウトカムは設定されていません)

8,820 9,702 9,765 9,702 9,702 9,702

6 既
存 健康相談 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス

急な病気への対応や日常
の健康面の悩みをWeb、
電話による24時間体制の
専門家による無料の健康
相談、ベストドクターズ
サービス。

ス 機関誌・HP等で広報。
被保険者証の裏面掲載。

専門家によるメンタルヘ
ルス等健康全般に関するw
ebや電話での健康相談、
ベストドクターズサービ
スを24時間体制で実施。

専門家によるメンタルヘ
ルス等健康全般に関するw
ebや電話での健康相談、
ベストドクターズサービ
スを24時間体制で実施。

専門家によるメンタルヘ
ルス等健康全般に関するw
ebや電話での健康相談、
ベストドクターズサービ
スを24時間体制で実施。

専門家によるメンタルヘ
ルス等健康全般に関するw
ebや電話での健康相談、
ベストドクターズサービ
スを24時間体制で実施。

専門家によるメンタルヘ
ルス等健康全般に関するw
ebや電話での健康相談、
ベストドクターズサービ
スを24時間体制で実施。

専門家によるメンタルヘ
ルス等健康全般に関するw
ebや電話での健康相談、
ベストドクターズサービ
スを24時間体制で実施。

無料健康相談をできるだけ多くの加入者に
認知してもらい、必要になる時の一助とし
て利用していただくため、アウトカムは電
話利用回数を表示。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

機関誌広報回数(【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)電話によ
る24時間健康相談、ベストドクターズサービスの広報を機関誌・HP等で行う。
被保険者証の裏面掲載。

電話利用回数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：2,000回　令和元年度：2,000回　令和2年度：2,000回　令和3年度：2,000回　令和4年度：2,000回　令和5年度：2,000回)-

14,219 14,219 15,587 15,000 15,000 15,000

5,8 既
存

パンフレット
等の配布 全て 男女

16
〜
74

基準該
当者,そ

の他
１ ス - ス 事業所に配布。 社会保険関係図書やパン

フレットを適宜配布。
社会保険関係図書やパン
フレットを適宜配布。

社会保険関係図書やパン
フレットを適宜配布。

社会保険関係図書やパン
フレットを適宜配布。

社会保険関係図書やパン
フレットを適宜配布。

社会保険関係図書やパン
フレットを適宜配布。

社会保険全般、組合事業に関する図書を事
業所を通して配布することで、意識づけを
行う。配布率100％。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

配布率(【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％)
全事業所へ配布。

定量で表すものではないため。
(アウトカムは設定されていません)

7,830 8,316 8,370 0 0 0

5 既
存 保健・広報 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス - ケ - 年間通して健保連との共

同広報活動等を実施。
年間通して健保連との共
同広報活動等を実施。

年間通して健保連との共
同広報活動等を実施。

年間通して健保連との共
同広報活動等を実施。

年間通して健保連との共
同広報活動等を実施。

年間通して健保連との共
同広報活動等を実施。

年間通して健保連との共同広報活動を随時
行うが、定量で表すものではないため、特
にアウトカムの目標値は設定しない。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

共同広報(【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％
)年間通して健保連との共同広報活動を随時実施。

定量で表すものではないため。
(アウトカムは設定されていません)

1,031,206 1,277,036 1,312,935 1,332,085 1,380,000 1,430,000

疾
病
予
防

3 既
存

生活習慣病健
診　主婦健診
　人間ドック

全て 男女
30
〜
74

被保険
者,被扶

養者
１ ス

契約健診機関においては
、年度１回まで組合補助
を差し引いた負担により
実施。
契約外健診機関において
は、年度１回まで受診後
に補助金の申請を行うこ
とにより実施。

ス

全国にある約500の健診機
関と契約し、機関誌・HP
等により疾病予防健診（
生活習慣病健診、主婦健
診、人間ドック）として
実施。
主に被扶養者を対象とし
た会場型の巡回健診を契
約し、主婦健診として実
施。

疾病予防健診（生活習慣
病健診、主婦健診、人間
ドック）として年度１回
まで組合補助対象として
通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

疾病予防健診（生活習慣
病健診、生活習慣病健診
＋婦人科項目、人間ドッ
ク）として年度１回まで
組合補助対象として通年
実施。
機関誌・HP等により広報
。

疾病予防健診（生活習慣
病健診、生活習慣病健診
＋婦人科項目、人間ドッ
ク）として年度１回まで
組合補助対象として通年
実施。
機関誌・HP等により広報
。

疾病予防健診（生活習慣
病健診、主婦健診、人間
ドック）として年度１回
まで組合補助対象として
通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

疾病予防健診（生活習慣
病健診、主婦健診、人間
ドック）として年度１回
まで組合補助対象として
通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

疾病予防健診（生活習慣
病健診、主婦健診、人間
ドック）として年度１回
まで組合補助対象として
通年実施。
機関誌・HP等により広報
。

平成35年までに被保険者の受診率90％、被
扶養者の受診率70％、全体で85％以上。

特定健診受診率について、被保険
者は85パーセント以上の高い水準
にあるが、被扶養者は年々伸びて
いる傾向にあるものの17％と低い
水準にある。

機関誌広報(【実績値】2回　【目標値】平成30年度：2回　令和元年度：2回　令和2年度：2回　令和3年度：2回　令和4年度：2回　令和5年度：2回)機関誌・HP等
の広報により疾病予防健診の実施を促す。 疾病予防健診受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：75％　令和元年度：77％　令和2年度：79％　令和3年度：81％　令和4年度：83％　令和5年度：85％)-

0 0 0 0 0 0

3 既
存

インフルエン
ザ予防 全て 男女

0
〜
74

被保険
者,被扶

養者
１ ス

東振協の共同事業を利用
し、一般接種より安い料
金で院内や出張接種を実
施。組合補助なし。

ス 東振協と契約した全国の
医療機関において実施。

10月から予防接種を実施
。
機関誌・HP等によりイン
フルエンザ予防接種の広
報を実施。

10月から予防接種を実施
。
機関誌・HP等によりイン
フルエンザ予防接種の広
報を実施。

10月から予防接種を実施
。
機関誌・HP等によりイン
フルエンザ予防接種の広
報を実施。

10月から予防接種を実施
。
機関誌・HP等によりイン
フルエンザ予防接種の広
報を実施。

10月から予防接種を実施
。
機関誌・HP等によりイン
フルエンザ予防接種の広
報を実施。

10月から予防接種を実施
。
機関誌・HP等によりイン
フルエンザ予防接種の広
報を実施。

予防接種による効果検証は困難であるため
、アウトカムの目標値は東振協の共同事業
の受診者数を表示。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

機関誌広報(【実績値】1回　【目標値】平成30年度：1回　令和元年度：1回　令和2年度：1回　令和3年度：1回　令和4年度：1回　令和5年度：1回)機関誌・HP等
によりインフルエンザ予防接種の実施を促した。

実施者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：2,000人　令和元年度：2,000人　令和2年度：2,000人　令和3年度：2,000人　令和4年度：2,000人　令和5年度：2,000人)発病は流行の種類等に左右され、接種に
よる予防に関する数値化は困難。

0 0 0 0 0 0

8 既
存

家庭用常備薬
の斡旋 全て 男女

16
〜
74

被保険
者,被扶

養者
１ ス 斡旋業者による家庭用常

備薬の販売。 ス
年4回刊行する機関誌やH
Pにより広報し、申し込み
を募る。

被保険者及びその家族へ
より安く家庭用常備薬を
提供できるよう、年4回刊
行する機関誌やHPにより
広報し、斡旋業者により
家庭用常備薬の販売を促
進。

被保険者及びその家族へ
より安く家庭用常備薬を
提供できるよう、年4回刊
行する機関誌やHPにより
広報し、斡旋業者により
家庭用常備薬の販売を促
進。

被保険者及びその家族へ
より安く家庭用常備薬を
提供できるよう、年4回刊
行する機関誌やHPにより
広報し、斡旋業者により
家庭用常備薬の販売を促
進。

被保険者及びその家族へ
より安く家庭用常備薬を
提供できるよう、年4回刊
行する機関誌やHPにより
広報し、斡旋業者により
家庭用常備薬の販売を促
進。

被保険者及びその家族へ
より安く家庭用常備薬を
提供できるよう、年4回刊
行する機関誌やHPにより
広報し、斡旋業者により
家庭用常備薬の販売を促
進。

被保険者及びその家族へ
より安く家庭用常備薬を
提供できるよう、年4回刊
行する機関誌やHPにより
広報し、斡旋業者により
家庭用常備薬の販売を促
進。

医療費削減を目的として実施するが、効果
検証は困難であるため、アウトカムとして
は利用者数を表示。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

機関誌広報(【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)機関誌と同時
に配送し、HPによる広報等により家庭用常備薬の購入を促した。

利用者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：3,000人　令和元年度：3,000人　令和2年度：3,000人　令和3年度：3,000人　令和4年度：3,000人　令和5年度：3,000人)医療費削減のために家庭用常備薬の斡旋
販売を行ったが、利用者は減少傾向にある。
医療費削減の効果の数値化は困難。

250 250 250 250 250 250

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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体
育
奨
励

5 既
存

健康体力づく
り事業 全て 男女

0
〜
74

被保険
者,被扶

養者
１ ス

機関誌・HP等により各種
体力づくりイベントへの
参加募集

ス 東振協の共同事業として
実施

東振協の共同事業を利用
し、機関誌・HP等により
各種体力づくりイベント
への参加募集を実施。被
保険者・被扶養者の心身
のリフレッシュを図り、
健康づくりに役立てる。

東振協の共同事業やスポ
ーツクラブ「ルネサンス
」と提携して、機関誌・H
P等により各種体力づくり
イベントへの参加募集を
実施。被保険者・被扶養
者の心身のリフレッシュ
を図り、健康づくりに役
立てる。

東振協の共同事業を利用
し、機関誌・HP等により
各種体力づくりイベント
への参加募集を実施。被
保険者・被扶養者の心身
のリフレッシュを図り、
健康づくりに役立てる。

東振協の共同事業を利用
し、機関誌・HP等により
各種体力づくりイベント
への参加募集を実施。被
保険者・被扶養者の心身
のリフレッシュを図り、
健康づくりに役立てる。

東振協の共同事業を利用
し、機関誌・HP等により
各種体力づくりイベント
への参加募集を実施。被
保険者・被扶養者の心身
のリフレッシュを図り、
健康づくりに役立てる。

東振協の共同事業を利用
し、機関誌・HP等により
各種体力づくりイベント
への参加募集を実施。被
保険者・被扶養者の心身
のリフレッシュを図り、
健康づくりに役立てる。

機関誌・HP等により各種体力づくりイベン
トへの参加を募集。機関誌での広報は、年4
回。定量で表すものではないため、特にア
ウトカムの目標値は設定しない。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

機関誌広報(【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)- 定量で表すものではないため。
(アウトカムは設定されていません)

89,773 93,114 94,278 92,677 93,000 93,000
直
営
保
養
所

8 既
存

直営保養所事
業 全て 男女

0
〜
74

被保険
者,被扶
養者,任
意継続
者,その

他

１ ス
静岡県伊豆市にある『天
城の里20』の管理・運営
を行い、加入員等に保養
の目的として施設利用を
してもらう。

ス 予約管理は組合、現地運
営は委託会社にて実施。

被保険者とその家族を優
先し、低料金で質の高い
サービスを提供する。

被保険者とその家族を優
先し、低料金で質の高い
サービスを提供する。

被保険者とその家族を優
先し、低料金で質の高い
サービスを提供する。

被保険者とその家族を優
先し、低料金で質の高い
サービスを提供する。

被保険者とその家族を優
先し、低料金で質の高い
サービスを提供する。

被保険者とその家族を優
先し、低料金で質の高い
サービスを提供する。

年間6,000名の利用を目標。 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

機関誌広報(【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)- 利用者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：6,000人　令和元年度：6,000人　令和2年度：6,000人　令和3年度：6,000人　令和4年度：6,000人　令和5年度：6,000人)-
0 0 0 0 0 0

そ
の
他

8 既
存

契約保養所事
業 全て 男女

0
〜
74

被保険
者,被扶

養者
１ ス - ス -

『ラフォーレ倶楽部』等
の優良な施設と契約し、
被保険者及びその家族の
多様なニーズに対応する
。

『ラフォーレ倶楽部』等
の優良な施設と契約し、
被保険者及びその家族の
多様なニーズに対応する
。

『ラフォーレ倶楽部』等
の優良な施設と契約し、
被保険者及びその家族の
多様なニーズに対応する
。

『ラフォーレ倶楽部』等
の優良な施設と契約し、
被保険者及びその家族の
多様なニーズに対応する
。

『ラフォーレ倶楽部』等
の優良な施設と契約し、
被保険者及びその家族の
多様なニーズに対応する
。

『ラフォーレ倶楽部』等
の優良な施設と契約し、
被保険者及びその家族の
多様なニーズに対応する
。

機関誌・HP等により広報。機関誌での広報
は、年4回。アウトカムとしては利用者数の
多い『ラフォーレ倶楽部』を表示。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

機関誌広報(【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)- ラフォーレ倶楽部利用者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：6,000人　令和元年度：6,000人　令和2年度：6,000人　令和3年度：6,000人　令和4年度：6,000人　令和5年度：6,000人)-
9,760 10,077 11,200 11,200 11,200 11,200

7 既
存

ポータルサイ
トを活用した
ジェネリック
医薬品利用促
進・医療費通
知

全て 男女
0

〜
74

被保険
者,被扶

養者
１ キ

被保険者がWeb登録する
ことにより、後発医薬品
切り替え可能な薬剤名、
差額等や医療費通知をWe
b上に表示する。

ス 機関誌・HP等により広報
し、Web登録を促す。

医療費削減のため、ジェ
ネリック医薬品利用促進
・医療費通知の開示を実
施。

医療費削減のため、ジェ
ネリック医薬品利用促進
・医療費通知の開示を実
施。

医療費削減のため、ジェ
ネリック医薬品利用促進
・医療費通知の開示を実
施。

医療費削減のため、ジェ
ネリック医薬品利用促進
・医療費通知の開示を実
施。

医療費削減のため、ジェ
ネリック医薬品利用促進
・医療費通知の開示を実
施。

医療費削減のため、ジェ
ネリック医薬品利用促進
・医療費通知の開示を実
施。

ジェネリック医薬品利用率を平成35年度ま
でに80％以上。 該当なし

対象者通知率(【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：1
00％)機関誌・HP等の広報によりポータルサイトへの登録を促す。 ジェネリック医薬品利用率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：80％　令和元年度：80％　令和2年度：80％　令和3年度：80％　令和4年度：80％　令和5年度：80％)-

0 0 0 0 0 0

8 既
存 頻回受診指導 全て 男女

0
〜
74

被保険
者,被扶

養者
１ ス - ス -

頻回受診し、同じ処方の
調剤を多くもらう者に対
し、かかりつけ医を持つ
ように文書指導を実施。
指示に従わない場合、近
隣の医師連携のもとかか
りつけ医に指導協力依頼
を実施。

頻回受診し、同じ処方の
調剤を多くもらう者に対
し、かかりつけ医を持つ
ように文書指導を実施。
指示に従わない場合、近
隣の医師連携のもとかか
りつけ医に指導協力依頼
を実施。

頻回受診し、同じ処方の
調剤を多くもらう者に対
し、かかりつけ医を持つ
ように文書指導を実施。
指示に従わない場合、近
隣の医師連携のもとかか
りつけ医に指導協力依頼
を実施。

頻回受診し、同じ処方の
調剤を多くもらう者に対
し、かかりつけ医を持つ
ように文書指導を実施。
指示に従わない場合、近
隣の医師連携のもとかか
りつけ医に指導協力依頼
を実施。

頻回受診し、同じ処方の
調剤を多くもらう者に対
し、かかりつけ医を持つ
ように文書指導を実施。
指示に従わない場合、近
隣の医師連携のもとかか
りつけ医に指導協力依頼
を実施。

頻回受診し、同じ処方の
調剤を多くもらう者に対
し、かかりつけ医を持つ
ように文書指導を実施。
指示に従わない場合、近
隣の医師連携のもとかか
りつけ医に指導協力依頼
を実施。

頻回受診の対象者を100％改善。 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

対象者通知率(【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：1
00％)組合で対象者を抽出し、事業所を通して本人宛に通知した。

対象者理解率(【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％)頻回受診し、同じ処方の調剤を多くもらう
者に対し、かかりつけ医を持つように文書指導を行い、指示に従わない場合、医師に指導依頼を行い、近隣の医師にも連携を取ってもらい理解を得た。指導後も追跡調査。

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) 事業名の後に「*」がついている事業は共同事業を指しています。
注３) 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４) 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５) 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

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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