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平成 30 年 2 月 

北海道農業団体健康保険組合 



 

序章 計画策定にあたって 

 

１．背景及び趣旨 

平成 18 年 6 月に医療制度改革関連法が制定され、医療費適正化を図るため、

各医療保険者に特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健診等」という。）

の実施が義務付けられ、第 1 期（平成 20～24 年度）、第 2 期（平成 25～29 年

度）が終了し、第 3 期（平成 30～35 年度）が開始される。 

国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が増加

し、75 歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇している。こ

れを個人に置き換えてみると、不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習

慣がやがて糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症等の発症を招き、外来通院

及び投薬が始まり、生活習慣の改善がないままに、虚血性心疾患や脳血管疾患

等の発症に至るという経過をたどることになる。 

このため、生活習慣の改善による糖尿病等の生活習慣病の予防対策を推進し、

糖尿病等を予防することができれば、通院患者を減らすことができ、結果、国

民の生活の質の維持及び向上を図りながら医療費の伸びの抑制を実現するこ

とが可能となる。 

糖尿病等の生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）が関

与しており、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血

性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くなる。このため、メタボリックシ

ンドロームの概念を踏まえ適度な運動やバランスのとれた食事の定着等の生

活習慣の改善を行うことにより、糖尿病等の発症リスクの低減を図ることが可

能となる。 

このことから、糖尿病等の生活習慣病の発症及び重症化予防を目的にメタボ

リックシンドロームに着目した特定健康診査を実施し、生活習慣の改善が必要

な者を的確に抽出し特定保健指導を実施する。 

  



 

２．北海道農業団体健康保険組合の現状 

当健康保険組合は、北海道内に本所を置く農業協同組合、農業共済組合、土

地改良区等 245 ヵ所（平成 29 年 12 月現在）が加入する総合健康保険組合であ

る。事業所規模は数名から数千名と幅広く、支所や工場等の一部が北海道外に

所在しているものの、北海道を居住地としている被保険者の割合は 98％超とな

っている。 

被保険者の平均年齢は 41.9 歳で、男女別構成比は男性 62％、女性 38％とな

っており（平成 29 年 7 月末）、女性の比率が増加傾向にある。年代別（5 歳刻

み）加入者割合は、男性では 55～59 歳（男性被保険者に占める割合 13.1％）、

40～44 歳（同 12.5％）の割合が高く、女性では 40～44 歳（女性被保険者に占

める割合 12.3％）、35～39 歳（同 11.8％）の割合が高くなっている。 

北海道内在住者の健康診断については、契約健診機関での人間ドックや北海

道厚生農業協同組合連合会が行う検診車による巡回ドック、事業主責任で行わ

れる定期健康診断により実施している。北海道外在住者の健康診断については、

健保連契約健診機関での人間ドック等により実施している。その他、集合契約

（Ａ・Ｂ両方）を活用し、特に労働安全衛生法上、健康診断の受診義務のない

任意継続被保険者と被扶養者の受診機会の拡大を図っている。 

平成 28 年度の特定健康診査の対象者数は 22,466 人（被保険者 15,765 人、

被扶養者 6,701 人）、そのうち特定健康診査受診者数は 18,069 人（被保険者

15,019 人、被扶養者 3,050 人）で、健診受診率は 80.4％（被保険者 95.3％、

被扶養者 45.5％）で前年度比 0.1％増となっている。被扶養者の実施率が制度

開始時より増加しているものの低い状況がつづいている。また、特定健康診査

を受診した者のうち、特定保健指導の対象となった者は 3,099 人（17.1％）と

なり、第 2 期の初年度である平成 25 年度と比較した対象者の割合は 10.2％の

減少となっている。しかし、特定健康診査受診者のうち、高血圧症・糖尿病・

脂質異常症の治療に係るいずれかの薬剤を服用している者の割合は年々増加

しており、服薬により対象を外れる者も少なくなく、特定健診等の実施が生活

習慣病予防に繋がっていると言い難い一面もある。なお、平成 28 年度の特定

保健指導終了者数は 597 人、実施率は前年度比 2.8％増の 19.3％となっている。 

  



 

第１章 目 標 

 

１．全国目標 

各医療保険者が設定すべき 2 つの目標と平成 35 年度（実施計画終了年度）

時点における目標が、厚生労働大臣が定める特定健康診査等基本指針において

以下のように示されている。 

【基本指針の目標】 

項    目  

第 3 期  

平成 35 年度  

保険者全体目標  

総合健康保険組合  

の目標  

実
施
に
関

す
る
目
標 

特定健康診査実施率  70％以上  85％以上  

特定保健指導実施率  45％以上  30％以上  

成
果
に
関

す
る
目
標 

メタボリックシ

ンドロームの該

当者及び予備

群の減少率  

特定保健指

導 対象 者の

減少率  

25％以上減少  

（平成 20 年度比）  
― 

※メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率については保険者が数値目標として定め

る必要はないが、目標として活用が推奨されている  

 

２．保険者としての目標 

各医療保険者は、平成 35 年度の最終目標値を基本指針の目標に即して設定

するが、平成 30 年度から 5 年間の各年度の特定健診等の実施率の目標値につ

いても設定することとなっている。 

当健康保険組合の最終目標値は、基本指針の総合健康保険組合の目標値であ

る特定健康診査実施率 85％、特定保健指導実施率 30％とし、平成 30 年度から

5 年間の各年度においても同様の目標値とする。 

【各年度の目標値】 

項目  平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 

特定健康診査  

実施率  
85％ 85％ 85％ 85％ 85％ 85％ 

特定保健指導  

実施率  
30％ 30％ 30％ 30％ 30％ 30％ 

 

  



 

第２章 対象者数 

 

１．特定健康診査 

平成 30 年度から平成 35 年度までの特定健康診査の対象者数（医療保険者と

して実施すべき数）は、平成 28 年度実績を基礎に過去の動向と加入事業所に

おける雇用状況等も考慮し推計する。 

区分  30 年度  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  35 年度  

対 象 者 数  

（人） 

被 保 険 者  16,050 16,075 16,100 16,125 16,150 16,175 

被 扶 養 者  6,500 6,450 6,400 6,350 6,300 6,250 

計  22,550 22,525 22,500 22,475 22,450 22,425 

健診実施率  

（％） 

被

保

険

者 

人間 ドック  81.7 81.8 81.8 81.8 81.7 81.7 

巡回 ドック  11.0 10.9 10.8 10.7 10.7 10.6 

集 合 契 約  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

計  92.8 92.8 92.7 92.6 92.5 92.4 
被

扶

養

者 

人間 ドック  38.1 38.3 38.4 38.6 38.7 38.9 

巡回 ドック  10.5 10.4 10.3 10.2 10.2 10.1 

集 合 契 約  10.3 10.2 10.2 10.1 10.0 9.9 

計  58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 

計 

人間 ドック  69.2 69.3 69.4 69.5 69.7 69.8 

巡回 ドック  10.8 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 

集 合 契 約  3.1 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 

計  83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 

受 診 者 数  

（人） 

被 保 険 者  14,900 14,910 14,920 14,930 14,940 14,950 

被 扶 養 者  3,830 3,800 3,770 3,740 3,710 3,680 

計  18,730 18,710 18,690 18,670 18,650 18,630 

※健診実施率が第１章２の目標値となっていないのは、事業主責任で行われる定期健康診断を除

いているため 

 

２．特定保健指導 

平成 30 年度から平成 35 年度までの特定保健指導の対象者数は、平成 28 年

度実績を基礎に推計する。 

特定保健指導実施率は第１章２のとおり平成 30 年度から平成 35 年度を通じ

て 30％とする。 

区分  30 年度  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  35 年度  

対象者数  

（人） 

動 機 付 け 支 援  1,270 1,260 1,250 1,240 1,230 1,220 

積 極 的 支 援  2,000 1,980 1,960 1,940 1,920 1,900 

計  3,270 3,240 3,210 3,180 3,150 3,120 

実施者数  

（人） 

動 機 付 け 支 援  482 478 473 469 465 461 

積 極 的 支 援  500 495 490 485 480 475 

計  982 973 963 954 945 936 

実 施 率  

（％） 

動 機 付 け 支 援  38.0 37.9 37.8 37.8 37.8 37.8 

積 極 的 支 援  25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

計  30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 



 

第３章 実施方法 

 

１．基本事項 

（１）実施場所 

ア．特定健康診査 

第 2 期と同様、北海道内在住者については、契約健診機関での人間ドッ

クや北海道厚生農業協同組合連合会が検診車により北海道内各地で行う巡

回ドック、事業主責任で行われる定期健康診断により実施する。また、北

海道外在住者については健保連契約健診機関での人間ドック等により実施

する。 

その他、特に労働安全衛生法上、健康診断の受診義務のない任意継続被

保険者と被扶養者については、集合契約を活用し実施する。 

イ．特定保健指導 

当健康保険組合保健師等が、事業主と連携のもと巡回事業所訪問等によ

り事業所会議室で初回面接を実施するほか、ＩＣＴを活用した遠隔健康相

談により実施する。 

また、契約健診機関の保健師等が、契約健診機関での人間ドック時に初

回面接を実施する。 

さらに、巡回型やＩＣＴを活用した遠隔型の実施機関等に委託し、対象

者が希望する場所（自宅や事業所等）において実施する。 

その他、対象者が集合契約参加のかかりつけ医療機関等での実施を希望

する場合、その場での実施を可能とする。 

（２）実施項目・実施方法 

ア．特定健康診査 

実施項目は、法定の実施項目（基本的な健診の項目と医師の判断によっ

て追加的に実施することがある詳細な健診項目）とする。 

また、特定健康診査の内容が網羅された、人間ドック・巡回ドックを受

診することで、特定健康診査の実施に代えるものとする。 

対象者が受診を希望する健診機関と直接日時等を調整し実施するものと

する。 



 

イ．特定保健指導 

特定健康診査の結果から、法定に基づき、内臓脂肪症候群（メタボリッ

クシンドローム）のリスクに応じ「動機付け支援」「積極的支援」に階層化

を行い、当健康保険組合及び委託先の保健師等が 3 ヵ月以上、対象者が生

活習慣（食生活・運動等）を改善できるよう支援する。 

（３）実施時期 

ア．特定健康診査 

受診希望者の確実な受入れ及び利便性を考慮し、通年とする。 

イ．特定保健指導 

特定健康診査の実施時期に照らして通年とする。 

（４）外部委託 

ア．特定健康診査 

本章１の（２）アの特定健康診査の実施場所のとおり、北海道内在住者

については、既存の実施体系のなかで実施することが、当健康保険組合の

要望等を反映しやすく、受診率向上への取組みが講じやすい等メリットが

あることから、引き続き、現行の人間ドック・巡回ドックの健診機関と個

別契約にて委託する。 

また、北海道外在住者については、原則、事業所を経由したなかで償還

払いにて対応する。 

さらに、任意継続被保険者並びに被扶養者が全国の健診機関で受診を可

能とする集合契約に参加することとする。 

イ．特定保健指導 

本章１の（２）イの特定保健指導の実施場所のとおり、人間ドック時に

あわせて健診機関にて実施することが実施率向上に繋がりやすいことから、

引き続き、現行の人間ドックの健診機関と個別契約にて委託する。  

また、全国各地で巡回やＩＣＴを活用した遠隔による実施を可能とする

実施機関等とも個別契約にて委託する。 

さらに、対象者がかかりつけ医療機関等での実施を可能とする集合契約

に参加することとする。 

 



 

（５）周知及び案内 

特定健診等の必要性や受診方法等については、当健康保険組合広報誌「北

農けんぽだより」やホームページに掲載することにより周知を図る。 

また、必要に応じ、パンフレット等を作成し、対象者を選定したなかで、

事業主・被保険者を通じて受診案内を行う等、実施率向上への取組みを実施

する。 

（６）健診受診者のデータ収集方法 

特定健康診査については、個別契約健診機関からは直接電子データを月単

位で、集合契約健診機関からは代行機関を通じ電子データを随時（又は月単

位）受領する。 

なお、上記以外の健診機関等については、事業主もしくは受診者本人から

紙媒体により随時受領する。 

また、特定保健指導については、個別委託先実施分については直接データ

を月単位で、集合契約実施機関からは代行機関を通じ電子データを随時（又

は月単位）受領する。 

 

２．委託契約 

（１）個別契約 

北海道内において特定健康診査の内容が網羅された、人間ドック・巡回ド

ックの受診を可能とするため、また、特定保健指導の人間ドック時の実施と

全国各地で巡回実施を可能とするため、個別に契約する。  

契約先  人間ドック 巡回ドック 特定保健指導  

北海道厚生農業協同組合連合会  ◯ ◯ ◯ 

社会福祉法人  函館厚生院  函館中央病院  ◯  ◯ 

医療法人  太平洋記念  みなみ病院  ◯  ◯ 

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント 株式会社    ◯ 

Ｎｏｏｍ Ｊａｐａｎ 株式会社    ◯ 

 

  



 

（２）集合契約 

全国の健診機関等での受診等を可能とするため、集合契約に参加する。 

 
Ａタイプ Ｂタイプ 

契約者  健康保険組合連合会  都道府県代表保険者  

契約先  

代表健診機関団体（6 団体） 

・日本人間ドック学会（日本病院会） 

・日本総合健診医学会  

・全日本病院協会  

・予防医学事業中央会  

・結核予防会  

・全国労働衛生団体連合会  

契約取りまとめ機関  

・県医師会  

・地区医師会  

・集団健診機関  

・取りまとめ機関  等  

 

 

 

３．受診券・利用券 

（１）受診券 

年度当初に対象者である任意継続被保険者並びに被扶養者の特定健康診査

の受診券を当健康保険組合で一括発券し、事業主等を通じて送付する。なお、

任意継続被保険者については自宅住所等に送付する。 

（２）利用券 

対象者が集合契約に参加するかかりつけ医療機関等での特定保健指導の実

施を希望する場合、その都度、特定保健指導の利用券を当健康保険組合で発

券し、希望する場所に送付する。 

 

４．代行機関 

集合契約に係る費用の支払及びデータの送信事務にかかる代行機関は社会

保険診療報酬支払基金とする。 

 

  



 

５．年間スケジュール 

各年度における年間スケジュールは下記のとおりする。ただし、実際に実施

するなかで不都合等があった場合は、適宜見直しを行い、より効率的・効果的

な作業の実施に努める。 

時期  個別契約  集合契約  

第 1 四半期  

（4～6 月） 

受診・保健指導の案内（通年） 

健診・保健指導の実施（通年）  

受診・保健指導の案内（指導は通年） 

受診券の一括発券（利用券は随時） 

健診・保健指導の実施（通年） 

第 2 四半期  

（7～9 月） 
前年度の実施結果の検証及び評価  

第 3 四半期  

（10～12 月） 

実績報告  

次年度の事業計画の検討（必要に応じ事業計画の見直し）  

第 4 四半期  

（1～3 月） 

翌年度の事業計画の決定  

次年度の委託契約設定準備  

受診の再案内  

翌年度の事業計画の決定  

継続参加・不参加の判断  

 

第４章 個人情報の保護 

 

１．記録の保存方法 

特定健診等の記録は、当健康保険組合健康管理指導支援システム及び生活習

慣病リスクマーカーシステムにおいてデータファイルの形態で当健康保険組

合システム等運用管理規程に基づき保存する。 

なお、特定保健指導実施報告書については、当組合機密文書管理規程に基づ

き保存する。 

また、保管年限は、他の制度の保管年限も参考にし、5 年とする。その後は、

ガイドライン等を遵守し、データ消去・廃棄を行う。 

 

２．管理体制 

データのセキュリティ対策、取得、第三者提供、開示等については当健康保

険組合個人情報保護管理規程をはじめ関係法令、ガイドライン等を遵守し、デ

ータの正確性の確保、漏えい防止措置等について、個人情報保護取扱責任者を

常務理事、個人情報保護管理担当者を事務長とし、適切な措置を行う。 

また、委託先に対し、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を契約書

に定めるとともに、必要かつ適切な監督を行うほか、他の関係者（特定保健指



 

導機関、医療保険者、事業主や個人、国等）とのデータ授受についてはセキュ

リティ対策に留意する。 

 

第５章 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 

１．公表 

本実施計画の公表については、当健康保険組合ホームページに全文を掲載す

る。 

２．周知（普及啓発） 

特定健康診査等の実施については、加入者の前向きな実施への協力が不可欠

であることから、特定健診等の必要性等について当健康保険組合広報誌「北農

けんぽだより」やホームページ等により情報提供を実施する。  

また、労働安全衛生法に基づく健康診断の受診義務のない任意継続被保険者

や被扶養者に対しパンフレット等により情報提供を実施する。 

 

第６章 特定健康診査等実施計画の評価・見直し 

 

１．評価 

国への実績報告データに基づき特定健康診査等の実施率を把握し、毎年、目

標値の達成状況につき評価を行うほか、メタボリックシンドロームの該当者・

予備群の減少率により特定保健指導の効果検証を行う。 

２．見直し 

本実施計画を実態に即したより効果的なものとするため、必要に応じ健康管

理事業推進委員会において見直しを検討する。 

 

第７章 その他 

 

１．事業主との連携 

各種会議・研修会において、特定健康診査等の実施に係る取扱い等を説明し、

事業所との連携・協力により事業の効果的な実施を図る。 



 

（１）事業者健診の結果の受領 

事業所と「労働安全衛生法に規定する健康診断データの共同利用に関する

覚書」を締結し、当健康保険組合との契約健診機関において事業主責任で実

施された定期健康診断のデータについて、事業者及び契約健診機関より直接

受領する。 

（２）被保険者に対する特定保健指導の実施 

被保険者へ特定保健指導を実施する場合、主に事業所の一角で就業時間内

での実施が想定されることから、対象者がより受けやすい環境づくりに対す

る協力要請を事業主に実施する。 

（３）被扶養者に対する受診案内等 

当健康保険組合では被扶養者の住所地情報を把握していないため受診券等

の直送が困難な状況にあることから、事業所・被保険者を通じ受診案内等を

実施する。 

 

２．保険者協議会等との連携 

北海道保険者協議会及び健康保険組合連合会北海道連合会との連携協力を

図り、実施率の向上を図る。 

 

３．実施体制の確保 

特定保健指導の円滑な実施のため当健康保険組合内に保健師または管理栄

養士を複数名常勤雇用する。 

雇用する保健師等については、特定保健指導の技術や手法等を向上させるた

め、特定保健指導実践者育成研修等に保健師等教育計画を策定のうえ計画的に

参加させる。 


