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STEP１-１ 基本情報STEP１-１ 基本情報
組合コード 29527
組合名称 サザビーリーグ健康保険組合
形態 単一
業種 飲食料品以外の小売業

平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32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

5,170名
男性20.1%

（平均年齢36.84歳）*
女性79.9%

（平均年齢32.41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 6,182名 -名 -名
適用事業所数 12ヵ所 -ヵ所 -ヵ所
対象となる拠点
数

589ヵ所 -ヵ所 -ヵ所

保険料率
*調整を含む

80‰ -‰ -‰

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 平成31年度見込み 平成32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 1 - - - -
保健師等 0 0 - - - -

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 831 ∕ 1,051 ＝ 79.1 ％
被保険者 772 ∕ 848 ＝ 91.0 ％
被扶養者 59 ∕ 203 ＝ 29.1 ％

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 3 ∕ 93 ＝ 3.2 ％
被保険者 3 ∕ 91 ＝ 3.3 ％
被扶養者 0 ∕ 2 ＝ 0.0 ％

平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32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 7,084 1,370 - - - -
特定保健指導事業費 88 17 - - - -
保健指導宣伝費 6,075 1,175 - - - -
疾病予防費 95,050 18,385 - - - -
体育奨励費 0 0 - - - -
直営保養所費 0 0 - - - -
その他 536 104 - - - -
　
小計　…a 108,833 21,051 0 - 0 -
経常支出合計　…b 1,542,589 298,373 - - - -
a/b×100 （%） 7.06 - -
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平成30年度見込み 平成31年度見込み

平成32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 平成31年度見込み 平成32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 5人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 90人 25〜29 174人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 205人 35〜39 196人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 155人 45〜49 89人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 66人 55〜59 39人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 15人 65〜69 6人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 1人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被保険者）女性（被保険者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32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 14人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 611人 25〜29 1,015

人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 1,017
人 35〜39 811人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 430人 45〜49 187人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 47人 55〜59 26人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 4人 65〜69 3人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 0人 70〜74 -人 70〜74 -人

男性（被扶養者）男性（被扶養者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 112人 5〜9 91人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 61人 15〜19 50人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 24人 25〜29 4人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 4人 35〜39 3人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 5人 45〜49 1人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 2人 55〜59 1人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 3人 65〜69 4人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 0人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被扶養者）女性（被扶養者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 116人 5〜9 81人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 74人 15〜19 51人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 19人 25〜29 20人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 43人 35〜39 50人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 53人 45〜49 50人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 30人 55〜59 22人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 15人 65〜69 14人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 12人 70〜74 -人 70〜74 -人

基本情報から見える特徴 ・加入者全体の平均年齢が33.30歳と低いが、39歳の被保険者の人数が多く、当組合の介護保険第2号被保険者の人数は、年々増加傾向
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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
・生活習慣病のリスク保有者への対策が特定保健指導のみ
・被扶養者における受診率が低い
・無料歯科健診（全国）における利用者が少ない

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
　保健指導宣伝 　ホームページ
　保健指導宣伝 　医療費通知
　保健指導宣伝 　子育て支援
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健診（被保険者）
　特定健康診査事業 　特定健診（被扶養者）
　特定保健指導事業 　特定保健指導
　保健指導宣伝 　メンタルヘルス支援
　疾病予防 　30歳未満健診
　疾病予防 　30歳以上健診
　疾病予防 　40歳以上健診
　疾病予防 　40歳以上健診（総合健診）
　疾病予防 　脳検査
　疾病予防 　インフルエンザ予防接種
　疾病予防 　無料歯科健診（全国）
　疾病予防 　受診勧奨
事業主の取組事業主の取組
　1 　定期健康診断
　2 　メンタルヘルス支援
　3 　管理職向け研修
　4 　ＧＬＴＤ休業補償
※事業は予算科目順に並び替えて表示されています。

4



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
保
健
指
導
宣
伝

5 ホームページ
【目的】健康保険制度に対する理解と組合状況の周知、健
康教育のため公開
【概要】年間を通じて公開

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 - 随時公開 ・ホームページをリニューアルし、好
評を得た ・なし 5

5 医療費通知 【目的】加入者のコスト意識を持たせることが目的
【概要】ＷＥＢを通じての閲覧

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 - アクセス数　801件
（月平均 　67件）

・タイムリーに医療費を閲覧すること
が出来た ・閲覧数を増やすための工夫が必要 1

5 子育て支援
【目的】子育てにかかる経済的負担の軽減や、安心して子
育てが出来る環境整備のための支援
【概要】出産後、１年間冊子を配布

被保険者
被扶養者 全て 女性

18
〜
74

基準該
当者 - 対象者数　136名 ・対象者からの喜びの声が多い ・なし 5

個別の事業個別の事業
特
定
健
康
診
査
事
業

3 特定健診（被
保険者）

【目的】特定健診の受診率の向上
【概要】事業主が行う定期健診と併せて実施 被保険者 全て 男女

40
〜
74

全員 4,912
対象者数　848名
受診者数　772名
実施率　91.0％

・年度初めに各事業所宛にご案内
・未受診者への受診勧奨

・一部の事業所において、受診率が低
い 4

3 特定健診（被
扶養者）

【目的】特定健診の受診率の向上
【概要】受診勧奨を行い、受診機会を増加 被扶養者 全て 男女

40
〜
74

全員 -
対象者数　203名
受診者数 59名
実施率　29.1％

・自宅宛に健診のご案内を送付 ・対象者の健診に対する理解不足（理
解させる工夫不足） 1

特
定
保
健
指
導
事
業

4 特定保健指導 【目的】特定保健指導の実施率の向上
【概要】対象者に個別に通知

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 29

【動機付け支援】
対象者数　54名
実施者数 　2名
実施率　3.7％
【積極的支援】
対象者数　39名
実施者数　 1名
実施率　2.6％
【継続支援】
実施者数（再掲）　1名

・対象者に個別に通知 ・申込みしていない方へのアプローチ
不足 1

保
健
指
導
宣
伝

6 メンタルヘル
ス支援

【目的】メンタル疾患予防対策
【概要】オンラインで申込み、電話相談・ＷＥＢ相談・対
面相談

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 -

実施者数【電話】　74名
　 　 （被保険者　74名）
実施者数【WEB】　10名
　　 （被保険者　10名）
実施者数【対面】　2名
　 　 （被保険者　2名）

・徐々に浸透し、利用者数が増加 ・アピール不足 1

疾
病
予
防

3 30歳未満健診 【目的】受診率の向上
【概要】費用の一部負担

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
29

- 72,481 受診者数　1,690名
二次検査受診者数　41名

・契約医療機関の拡充
・子宮けい癌検査の無料化

・被扶養者の受診率が低い
※被扶養者は20歳以上が対象 3

3 30歳以上健診 【目的】受診率向上
【概要】費用の一部負担

被保険者
被扶養者 全て 男女

30
〜
74

全員 - 受診者数　1,991名
二次検査受診者数　109名

・契約医療機関の拡充
・婦人科系検査の無料化 ・被扶養者の受診率が低い 3

3 40歳以上健診 【目的】受診率の向上
【概要】費用の一部負担

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

全員 - 受診者数　518名
精密検査受診者数　128名

・契約医療機関の拡充
・婦人科系検査の無料化
・50歳以上のPSAマーカー検査の無料
化

・被扶養者の受診率が低い 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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3
40歳以上健診
（総合健診）

【目的】受診率の向上
【概要】費用の一部負担

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74 全員 - 受診者数　169名

・契約医療機関の拡充
・婦人科系検査の無料化
・50歳以上のPSAマーカー検査の無料
化

・被扶養者の受診率が低い 3

3 脳検査 【目的】早期発見のため
【概要】5年に1回の補助（45歳以上）

被保険者
被扶養者 全て 男女

45
〜
74

全員 -
計画対象者数　104名
受診者数　20名
　　・被保険者　15名
　　・被扶養者　　5名

・年度初めに各事業所宛にご案内
・45歳以上で5年に1回の補助の管理が
徹底できた

・利用者が少ない 1

3 インフルエン
ザ予防接種

【目的】インフルエンザ予防対策
【概要】オンラインで申込み、費用の一部補助

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 -
計画対象者数　1,000名
実施者数　1,106名
　　・被保険者　968名
　　・被扶養者　138名

・事業所において、巡回予防接種を行
ったため、接種者が増加した ・なし 4

3 無料歯科健診
（全国）

【目的】歯科疾患予防対策
【概要】オンラインで申込み、費用負担なし

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 - 受診者数　33名
（被保険者　33名） ・なし ・利用者が少ないため

・アピール不足 1

2 受診勧奨
【目的】健診結果が受診勧奨基準以上にある高リスク者を
早期に受診に繋げる
【概要】血圧・血糖・脂質に着目し、早期治療を促すため
の受診勧奨通知を作成し、送付

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 -

【受診勧奨】対象者
血糖：7名
血圧：15名
脂質：49名
【結果のご案内】
血糖：１名
血圧：31名
脂質：339名

・対象者に個別に通知 ・なし -

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
18
〜
74
・実施率　80.5％ ・勤務時間中の受診可 ・一部の事業所の実施率が低い

・全く受診しない者がいる 有

メンタルヘルス支
援 ＥＡＰの導入 被保険者 男女

18
〜
74
・社員向けのメンタルヘルス支援 ・会社に知られずに相談出来る ・年々増加傾向にある 無

管理職向け研修 管理職向けのラインケア研修 被保険者 男女
18
〜
74
・管理職向けのラインケア研修の実施 ・ラインケア研修を通して、部下への個別の指

導・相談や職場環境改善に取組む ・一般職向けのセルフケア研修が今後は必要 無

ＧＬＴＤ休業補償 傷病休職時の所得補償制度（正社員のみ） 被保険者 男女
18
〜
74

・月額給与を健康保険法の標準報酬月額によみ
かえ、全員加入分（会社負担）50％と任意加入
分（個人負担）＜Ａプラン50％、Ｂプラン30％
、Ｃプラン10％＞の組み合わせで最大100％の補
償

・この保険は退職しても働けない状態が続くか
ぎり最長10年（精神疾患は全員加入分は24ヶ月
、任意加入分は最長36ヶ月）まで継続補償出来
る

・精神疾患の増加に伴い、年々増加傾向にある 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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平成28年度 1人当りの医療費 〔他組合との比較〕

平成28年度 1人当りの医療費を他組合と比較したところ、主要疾病に関して、１人当り
の医療費は、他組合より低い状況にある。
※ＳＺＬ健保の加入者の平均年齢が低いため、１人当りの医療費がかかっていない。

ア．医療費分析・健診分析
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現状分析：３ヵ年比較 〔総医療費（全体）〕

では、ＳＺＬ健保の総医療費を3ヵ年比較をしてみると、上位は、「消化器系疾患」・「呼吸

器系疾患」・「新生物」で、「消化器系疾患は、歯周炎及び歯周疾患」、「呼吸器系疾患
は、アレルギー性鼻炎」の医療費が高く、「無料歯科健診のご案内」や「ＨＰでの生活上
の注意と予防法の掲載」を行ってきているが、それ以上の有効な策がない状況にある。
※平成29年度も同じ傾向。

ア．医療費分析・健診分析

平成26年
平成28年
平成27年
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平成28年度 生活習慣病予防健診結果より、メタボリックシンドロームのリスク

メタボリックシンドロームのリスク状態については、非肥満が圧倒的に多く、リスクのあ
る該当者は非常に少なく、毎年同じ傾向にある。

●肥満の判定
（腹囲）
男性：８５cm以上
女性：９０cm以上

（ＢＭＩ）
２５以上

※ＢＭＩ＝体重÷身長

●リスク状態の判定
・リスクなし
血糖・血圧・脂質のリスクいずれにも該当しない

・リスク低
血糖・血圧・脂質のリスクいずれか１つに該当している

・リスク中
血糖・血圧・脂質のリスクいずれか２つに該当している

・リスク高
血糖・血圧・脂質のリスク全てに該当している

●血糖・血圧・脂質リスク
・血糖
空腹時血糖１００mg/dl以上、またはＨｂＡ１C５.６％以上

・血圧
収縮期血圧（最大血圧）１３０mmHg以上、
または拡張期血圧（最小血圧）８５mmHg以上

・脂質
中性脂肪１５０mg/dl以上、またはＨＤＬコレステロール
４０mg/dl未満

ア．医療費分析・健診分析
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ＳＺＬ健保の医療費分析・健診分析のまとめ

＜ＳＺＬ健保の医療費分析・健診分析結果＞

①他組合より、１人当りの医療費が低い。

②「医療費分析」の3ヵ年比較、「健診分析」ともに、毎年同じ傾向。

③毎年大きな変化がみられず、歯周炎及び歯周病、アレルギー性
鼻炎の医療費が高く、現状行っている策以上（「無料歯科健診」
のご案内・ＨＰで「生活上の注意と予防法」の掲載）の有効な策
がない。

◆ＳＺＬ健保としては、健康の維持・継続を目的とした 「健診の充
実・被扶養者の健診の受診率の向上」を施策として取り入れ、
第2期データヘルス計画を検討。

ア．医療費分析・健診分析
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イ．健康の維持・継続 （健診の充実）

【健康の維持・継続を目的とした施策】

実施年度 健診の充実

X線直接撮影の無料化（全員）

婦人検査料金　500円に設定（30歳以上健診）

平成23年度 30歳未満健診に血液検査を標準化（全員）

平成24年度 婦人検査の無料化（30歳以上健診）

平成25年度 子宮頚がん検査の全世代の無料化（30歳未満）

ＰＳＡ腫瘍マーカー検査（50歳以上の無料化））

脳検査の実施（45歳以上／5年に1回）

平成27年度 －

平成28年度 －

平成29年度 Ｃ型肝炎ウィルス検査（40歳以上／組合加入後1回のみ）

ＡＢＣ検診（30歳以上／組合加入後1回のみ）

※ピロリ菌抗体検査、ペプシノゲン検査

平成22年度

平成26年度

平成30年度
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イ．健康の維持・継続 （被扶養者の健診の受診率の向上）

年齢 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計

20～24歳 30 19 49 1 1 5.26% 2.04%

25～29歳 2 19 21 2 2 10.53% 9.52%

30～34歳 4 42 46 11 11 26.19% 23.91%

35～39歳 3 65 68 2 21 23 66.67% 32.31% 33.82%

小計 39 145 184 2 35 37 5.13% 24.14% 20.11%

40～44歳 5 63 68 1 18 19 20.00% 28.57% 27.94%

45～49歳 1 44 45 19 19 43.18% 42.22%

50～54歳 2 26 28 1 14 15 50.00% 53.85% 53.57%

55～59歳 1 23 24 1 14 15 100.00% 60.87% 62.50%

60～64歳 2 18 20 3 3 16.67% 15.00%

65～69歳 3 12 15 1 6 7 33.33% 50.00% 46.67%

70～74歳 8 8 2 2 25.00% 25.00%

小計 14 194 208 4 76 80 28.57% 39.18% 38.46%

合計 53 339 392 6 111 117 11.32% 32.74% 29.85%

対象者 受診者 受診率

【被扶養者の生活習慣病予防健診の受診率の向上】

その中でも、ＳＺＬ健保の被扶養者の受診率が低く、平成25年度から毎年20歳以上の被
扶養者を対象に受診勧奨のご案内を行っているが、平成29年度は、受診対象者392名に
対し、117名の受診（受診率29.85％）と被扶養者の受診率は、依然低い状況にある。
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ＳＺＬ健保の健康の維持・継続のまとめ

①『健診の充実』

婦人科系をはじめ、癌の検査項目などは、健診項目においてカバー
している。

②『被扶養者の健診の受診率の向上』

昨年と同様、継続実施。

＜上期＞
「20歳以上の被扶養者」に、郵送で生活習慣病予防健診のご案内。

＜下期＞
「未受診の40歳以上の被扶養者」に再アプローチ。
被保険者にメール、被扶養者に直接電話をかけ、受診勧奨。

イ．健康の維持・継続
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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
「医療費分析」の3カ年比較、「健診分析」ともに、毎年同じ傾向にある。  毎年大きな変化が見られないが、健康の維持・継続を目的とした「健診

の充実」を施策として取り入れた第二期データヘルス計画を検討する。
⇒重症化予防

2
被扶養者の健康診断の受診率が低いため、平成25年度から毎年20歳以上の
被扶養者を対象に受診勧奨のご案内を行っているが、被扶養者の受診率が依
然低い状況にある。

 「被扶養者の健診の受診率を向上」させるため、被扶養者のいる被保険
者にメール、被扶養者に直接電話等の直接的なアプローチを継続する。
⇒意識づけ等

基本情報基本情報
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1
・加入者全体の平均年齢が33.30歳と低いが、39歳の被保険者数が多く、当組合の介護保険
第2号被保険者数の人数が、年々増加傾向
・女性の加入者が多いのが特徴

 ・将来の加入者構成を考え、健康の維持・継続を目的とした「健診の充実」に力を入れ
、重症化予防対策を強化。

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 ・特定保健指導の実施者数が少ない
・被扶養者の受診率が低い  ・特定保健指導の対象者への通知方法などを工夫し、実施率を向上。

・被扶養者の受診率が低いため、受診率向上させるためにも通知方法を工夫。

ア

イ
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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
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（被保険者）
　特定健康診査事業 　特定健診（被扶養者）
　特定保健指導事業 　特定保健指導
※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
1

事業全体の目標事業全体の目標
1
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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

既
存(

法
定)

特定健診（被
保険者） 全て 男女

40
〜
74

被保険
者 １ ス - ス -

・未受診者に対する受診
勧奨の実施
※被保険者にメール

・継続 ・継続 ・継続 ・継続 ・継続 【目的】被保険者の受診率の維持 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

受診勧奨(【実績値】-　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年度：100％)- 受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：95.6％　平成31年度：95.6％　平成32年度：95.6％　平成33年度：95.6％　平成34年度：95.6％　平成35年度：95.6％)-
- - - - - -

3

既
存(

法
定)

特定健診（被
扶養者） 全て 男女

40
〜
74

被扶養
者 １ ス - ス -

・被扶養者全員に対する
受診勧奨の実施
※被扶養者のいる被保険者
にメール、及び被扶養者
へ直接電話連絡

・前年度の受診率の結果
より、ご案内の時期及び
頻度を見直す。

・前年度の受診率の結果
より、ご案内の時期及び
頻度を見直す。

・前年度の受診率の結果
より、ご案内の時期及び
頻度を見直す。

・前年度の受診率の結果
より、ご案内の時期及び
頻度を見直す。

・前年度の受診率の結果
より、ご案内の時期及び
頻度を見直す。

【目的】被扶養者の受診率の向上 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

受診勧奨(【実績値】-　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年度：100％)- 受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：35.2％　平成31年度：38.1％　平成32年度：41％　平成33年度：43.8％　平成34年度：47.1％　平成35年度：50.2％)-
- - - - - -

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 ス - ス -

・特定保健指導対象者に
対してパーソナルデータ
を盛り込んだアプローチ
、及び30歳代後半に対し
て予防の啓蒙活動

・継続 ・継続 ・継続 ・継続 ・継続 【目的】特定保健指導対象者率の維持
　　　　※毎年特定健診対象者が100名増加

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

指導実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：5.1％　平成31年度：15.5％　平成32年度：25.2％　平成33年度：35.6％　平成34年度：45.6％　平成35年度：55.
2％)- 特定保健指導該当者の出現率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：10％　平成31年度：10％　平成32年度：10％　平成33年度：10％　平成34年度：10％　平成35年度：10％)-

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

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 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35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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