
 

 

ＳＣＳＫ健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について(R5.4.1更新) 

 

ＳＣＳＫ健康保険組合（以下「当組合」という）におきましては、被保険者やその家族（以下「加入者」

という）からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等を受診され

た際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書（以下「レセプト」という）」に記載さ

れている個人情報、健康診断を受けられた際の健康診断結果等の個人情報を基に、個人情報デ

ータベースを作成し、以下のような健康保険事業に活用いたします。 

当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務外の疾

病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持

増進のために必要な事業を行う」こととなります。 

しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健康診断結果データなど医療情報やその他の個人情

報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガ

イダンスにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。 

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や活用方法について、次のように公表いた

します。 

 

１． 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に活用します。 

・ 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者（異動）届」の記載事項（保険証の記

号番号枝番、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等）を中心に入力処

理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース（以下「マスター」という）」を作

成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に活用します。 

・ 「被扶養者（異動）届」の提出に際して、住民票、課税・非課税証明書、給与明細書、在学証

明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。 

・ 「被保険者資格取得届」、「被扶養者（異動）届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被

保険者証」の発行を行います。 

・ 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、

一定期間保存後に廃棄処分にします。 

・ 被扶養者検認に際して、住民票、課税・非課税証明書、給与明細書、在学証明書などの収

入等判定書類によって、認定作業を行います。 

・ 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更（訂

正）届出及び「被扶養者（異動）届」により、データの変更等を行います。 

・ 事業所から提出いただいた被保険者の給与口座情報は、当組合の業務処理コンピュータ

ーに収納し、給付等の支払いに利用します。 

・ 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健康診断結果データ等と連動させて、給

付の支払い等のチェック、医療費通知、処方医薬品通知、支給決定通知、医療費控除用通

知 e-Tax用電子データ、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利

用します。 



 

 

・ 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出

等に記載された連絡先にご連絡することもあります。 

・ 医療機関や他の保険者（区市町村、年金事務所を含む）から資格の有無など保険診療の

照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号枝番、氏名、生年月

日、性別、資格取得日、資格喪失日など、資格の有無について回答します。 

・ 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複

給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号枝番、氏名、生年月日、性別、資格取得

日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。 

・ 保険証を再発行する場合の手数料を確認するため、警察に遺失物か盗難かの照会を、氏

名、届出受理番号で確認します。 

・ 「算定基礎届」、「月額変更届」、「賞与支払届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険

料（調整保険料、介護保険料を含む）の徴収を行います。 

・ 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を

健康保険業務システム業者である「(株)大和総研」に委託しています。 

・ オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替及び、オンライン資格確認等システ

ムを利用したレセプト振替のための再審査請求のため、「マスター」の保険証の記号番号枝

番、氏名、生年月日、資格取得日、資格喪失日等は、社会保険診療報酬支払基金に提供

及び照会を行います。 

・ 被扶養者検認の対象事業所の加入者について、「マスター」の保険証の記号番号枝番、氏

名、性別、生年月日、続柄、住所、電話番号、資格取得日を被扶養者検認受託業者である

「(株)バリューHR」に渡し、検認実施に利用します。 

・ 被扶養者検認のため、事業所から提出いただいた被保険者のメールアドレス情報は、被扶

養者検認受託業者である「(株)バリューHR」に渡し、検認における連絡に利用します。 

・ 被扶養者検認のため、被扶養者検認受託業者である「(株)バリューHR」に提出いただいた、

住民票、課税・非課税証明書、給与明細書、在学証明書などの収入等判定データは、検認

における認定作業に利用します。 

 

２． 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に活用します。 

・ 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を

行います。 

・ 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。 

・ 出産育児一時金、家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という)の請求者につい

て、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番

号枝番、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。 

・ 他の保険者から「出産育児一時金等」の請求の有無について照会があった場合、相手先確

認の上、申請、給付の有無について回答します。 

・ 「出産育児一時金等」の直接支払制度を利用した場合は、支払機関（社会保険診療報酬支



 

 

払基金及び国民健康保険団体連合会）を通じて送付される保険証の記号番号枝番、氏名、

生年月日、出産年月日及び代理受取額等が記載された請求書の内容を確認の上、「出産

育児一時金等」を医療機関等へ支払います。 

・ 傷病手当金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に

「マスター」の保険証の記号番号枝番、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。 

・ 他の保険者から傷病手当金の請求有無について照会があった場合、相手先確認の上、申

請、給付有無について回答します。 

・ 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に

治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。 

・ 柔道整復師療養費の内容審査について、審査業者である「ガリバー・インターナショナル

(株)」に委託しています。 

・ 海外療養費に係る診療報酬明細書について、診療報酬点数票及び薬価基準に基づき日本

の診療報酬点数への換算を「ガリバー・インターナショナル(株)」に委託します。 

 

３． レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金及びＳＣＳＫクリニックよりＣＳＶ情報で請求

されたものは、そのものを原本又は画像とし、当組合の業務処理コンピューターに収納の上、

健康保険業務に活用します。 

・ レセプトの請求内容審査について、審査業者である「ガリバー・インターナショナル(株)」に委

託しています。 

・ レセプトデータのエラー訂正、処方箋合算、再審査データの登録を「㈱大和総研」へ委託し

ます。 

・ レセプトデータの請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金及びＳ

ＣＳＫクリニックに対し、再審査を依頼します。 

・ 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医

療機関に組合名、保険証の記号番号枝番、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝

え、確認を取ります。 

・ 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等

について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号枝番、氏名、

生年月日などを伝え、確認を取ります。 

・ レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に活用するとともに、健

康診断後の事後措置や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。 

・ レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付（一部負担還元金、合算高額療養付加金、家

族療養付加金）の支給決定を行います。 

・ レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。 

・ レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行い

ます。 

・ レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。 



 

 

・ 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求にあたって、

本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。 

・ レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者である「(株)大和総研」に委託し、医療費

通知、支給決定通知書、処方医薬品通知、医療費控除用通知 e-Tax 用電子データ、を加

入者に通知します。 

・ 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者の

レセプトのコピーを医療費の証明として提出します。 

・ レセプトデータを参考にし、交通事故等第三者の行為によるものと思われる診療に対しての

疑義確認や求償に関連する手続きを「ガリバー・インターナショナル(株)」に委託します。 

・ 健康保険組合連合会（以下「健保連」という）が実施する高額医療給付の共同事業に申請

するため、レセプトのコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・交付金交付事業

グループ・高額医療担当に送付し、医療費の助成を受けます。 

・ 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材とし

て用います。 

・ 資格喪失後の受診により医療費の返還請求が発生した場合、当該患者からの請求に基づ

き、レセプトのコピーを他の保険者へ医療費の証明として提出します。 

 

 

４． 健康診断については、健診業務受託業者の（一財）日本予防医学協会に業務委託して実施

します。 

・ 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号枝番、氏名、生年月日、性

別、住所データを提供します。また、委託先提携医療機関に渡し、受診資格の確認及び健

康診断結果の送付に利用します。 

・ 結果数値については、受診医療機関より受診者に通知するとともに、その数値データを健

診業務受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の

事後措置や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。 

・ 当組合が認める健診費用の受診者一時立替受診の場合は当組合が受診者本人から受診

結果表を受け取り、健診業務受託業者にデータ化を依頼します。 

・ 当組合が認める健診費用の事業主一時立替受診の場合は受診医療機関より事業主経由

で受診結果を受け取り、健診業務受託業者にデータ化を依頼します。 

・ 事業主の実施する定期健診の場合は事業主の判断により受診医療機関より受け取った受

診結果を当組合に提出し、当組合より健診業務受託業者にデータ化を依頼します。 

・ 当組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健康診断結

果については、原則としてすべて事業主にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者

（従業員）の健康管理に役立てていくこととしております。 

・ 健康診断結果データを基に抽出した各保健事業の対象者名、保健事業への参加状況につ

いては事業主と連携し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。 



 

 

・ 健康診断結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管

理事業や保健指導の参考資料とします。 

・ 加入者の健康管理に役立てるため、特定健康診査のデータはオンライン資格確認等システ

ムを利用し、加入者が以前加入していた保険者から入手、及び当組合資格喪失後に加入し

ている保険者へ提供します。 

 

５． その他保健事業の実施について 

・ 健康・介護教室の参加者について「マスター」の氏名、性別、年齢、住所データを運営事務

局である「（公財）総合健康推進財団」に渡し、申込受付、居住地区の福祉情報提供に使用

します。 

・ 郵送検査の申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号枝番、氏名、生年月日、

性別、住所データ、連絡先を郵送検査受託業者である「（一財）日本健康増進財団」に提供

します。 

・ 特定保健指導の参加者について、「マスター」の保険証の記号番号枝番、氏名、性別、生年

月日、電話番号、住所、健康診断結果データを特定保健指導受託業者である「(株)バリュー

HR」、「SOMPO ヘルスサポート(株)」、「(株)フィッツプラス」、「(株)エス・エム・エス」、

「(株)JMDC」に渡し、特定保健指導実施に利用します。 

・ 特定保健指導対象者のうち、申し込みが確認できない対象者について、「マスター」の保険

証の記号番号枝番、氏名、性別、生年月日、健康診断結果データおよび健診申込時に予

約システムに健診受診者が登録した電話番号、住所を特定保健指導実施代行機関である

「(株)バリューHR」に渡し、電話参加勧奨に使用します。 

・ 前期高齢者の方を対象とした専門職による健康相談事業実施のために、健康相談事業受

託業者である「(株)ベネフィット・ワン」に以下の情報を提供します。 

保険証の記号番号枝番、カナ氏名、漢字氏名、性別、続柄、生年月日、資格取得日、住所、

電話番号、過去 1年間分の健康診断結果データ 

・ 前期高齢者健康相談の参加インセンティブ配付のために、日清医療食品(株)または東京グ

リーンシステムズ(株)へ以下の情報を提供します。 

保険証の記号番号枝番、氏名、性別、続柄、生年月日、住所、電話番号 

・ 前期高齢者健康相談の参加申し込みをウェブで実施するため、ウェブサイト（Qooker）を通

じて(株)ソフトエイジェンシーへ以下の情報が連携されます。 

保険証の記号番号、氏名、住所データ、電話番号 

・ 糖尿病性腎症重症化予防プログラムおよび糖尿病予防プログラムの参加者について、保

健指導受託業者である「SOMPO ヘルスサポート(株)」または「(株)Mealthy」に以下の情報を

提供します。 

保険証の記号番号枝番、カナ氏名、漢字氏名、性別、続柄、生年月日、電話番号、健康診

断結果データ 

・ 糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者のうち、申し込みが確認できない対象者につい



 

 

て、「マスター」の保険証の記号番号枝番、氏名、性別、生年月日、健康診断結果データお

よび健診申込時に予約システムに健診受診者が登録した電話番号、住所を保健指導受託

業者である「(株)Mealthy」に渡し、電話参加勧奨に使用します。 

・ メタボリックシンドロームの該当者減少を目的とした保健指導（メタボ予備群プログラム）の

参加者について、保健指導受託業者である「SOMPOヘルスサポート(株)」または「(株)エス・

エム・エス」に以下の情報を提供します。 

保険証の記号番号枝番、カナ氏名、漢字氏名、性別、続柄、生年月日、電話番号、健康診

断結果データ 

・ 喫煙対策として実施する禁煙支援プログラムの参加者について、禁煙支援受託業者である

「(株)CureApp」に以下の情報を提供します。 

保険証の記号番号枝番、カナ氏名、漢字氏名、性別、電話番号 

・ インフルエンザ予防接種補助金について、任意の医療機関を利用し申請書を提出した場合

の補助金を事業所からの給与と併せて支給していただくために、保険証の記号番号枝番、

被保険者漢字氏名を事業所に連携します。 

・ 健康ポータルサイト(PepUp)運用のため、「(株)JMDC」に以下の情報を提供します。 

保険証の記号番号枝番、氏名、生年月日、性別、続柄、住所、資格取得日、資格喪失日、

レセプト情報データ、健康診断結果データ （※１） 

・ 健康ポータルサイト(PepUp)に登録された個人の記録データはインセンティブ付与、生活習

慣病ハイリスク者への受診勧奨通知等、保健事業に利用します。 （※２） 

・ 当組合の保健事業利用促進のため、各施策の利用状況等を事業所と連携します。 

（※１）（※２）健康ポータルサイト（PepUp）は組合員資格喪失後も使用可能であるため、 

 資格喪失の際に個人情報及び記録データ等が削除されません。利用停止を希望する場合 

には、当組合または「(株)JMDC」に対し、その旨の意思表示が必要です。 

 

６． 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について 

・ 組合役職員の就任・採用に関する書類は、厳重に保管します。 

・ 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。 

・ 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。 

・ 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。 

・ 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個

別の業務連絡などに用います。 

 

７． 特定個人情報について 

特定個人情報とは、個人番号（通称マイナンバー）（個人番号に対応し、当該個人番号に代

わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む）をその

内容に含む個人情報を指します。 



 

 

特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律」（以下「番号法」という）により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実

施する（例：健康保険組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける）

等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超え

て利用しません。 

なお、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削

除する等の措置を講じます。 

また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。 

① 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わっ

た際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要があ

る時以外は保管場所から持ち出さないこととします。 

また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理

規程に則り、適正に保存管理を行います。 

② 規程の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、

紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、廃棄業者に

委託し、溶解処理を行います。 

また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれな

いようにして、廃棄またはリース返却します。 

なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用

いません。 

 

 

【別表】 委託先業者一覧 

名称 住所 代表者名 
該当項目 

番号 

社会保険診療報酬支払基金 

 

東京都港区新橋 2-1-3 神田 裕二 1,2,3 

株式会社大和総研 

 

東京都江東区冬木 15-6 中川 雅久 1,2,3 

株式会社バリューHR 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-14 

バリューＨＲビル 

藤田 美智雄 1,5 

ガリバー・インターナショナル株式会社 大阪市北区豊崎 3-6-17 

 

野中 政秀 2,3 

ＳＣＳＫクリニック 

（運営会社：ＳＣＳＫ株式会社） 

東京都江東区豊洲 3-2-20 

豊洲フロント 

山埜 英樹 3 

健康保険組合連合会 東京都港区赤坂 8-5-26 宮永 俊一 3 



 

 

 

一般財団法人日本予防医学協会 東京都江東区毛利 1-19-10 

江間忠錦糸町ビル 

田中 一久 4 

公益財団法人 総合健康推進財団 東京都千代田区内神田 2-7-6 

ゆまにビルディング 5階 

玉木 武 5 

一般財団法人 日本健康増進財団 東京都渋谷区恵比寿 1-24-4 

恵比寿ハートビル 

三木 一正 5 

名称 住所 代表者名 
該当項目 

番号 

SOMPOヘルスサポート株式会社 東京都千代田区神田淡路町 1-2-3 

 

平塚 徹 5 

株式会社フィッツプラス 東京都中央区築地 4-1-1  

東劇ビル 15階 

神林 基 5 

株式会社エス・エム・エス 東京都渋谷区芝公園 2-11-1 

住友不動産芝公園タワー 

後藤 夏樹 5 

株式会社 JMDC 東京都港区芝大門 2-5-5 

住友芝大門ビル 12階 

松島 陽介 5 

株式会社ベネフィット・ワン 東京都新宿区西新宿 3-7-1 

新宿パークタワー37階 

白石 徳生 5 

日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内 2-7-3 

東京ビルディング 20階 

菅井 正一 5 

東京グリーンシステムズ株式会社 東京都多摩市山王下 2-3 

SCSK多摩センター EAST  

小林 良成 5 

株式会社 Mealthy 埼玉県東松山市箭弓町 1-13-20 

 

鈴木 勝之 5 

株式会社 CureApp 東京都中央区日本橋小伝馬町 12-5  

小伝馬町 YSビル 4階 

佐竹 晃太 5 

 

https://goo.gl/maps/7uuCzFLomHKFcwsy6
https://goo.gl/maps/7uuCzFLomHKFcwsy6

