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健康保険組合の健康施策 国の方針・制度・施策 等

2000年度 健康日本21
 一次予防重視
 目標を定めた事業展開と効果評価等を明記

「健康保険組合事業運営基準」改正
 健康日本21の理念・方針が盛り込まれる

2008年度 高齢者の医療の確保に関する法律

 国と都道府県が医療費適正化の計画を作成

「特定健診・特定保健指導(第1期)」開始
 健康保険組合等の保険者に特定健診、特定保健指導の実施を義
務化し、保健事業への関与を強化

 健診結果に基づき加入者一人ひとりのリスクに応じた対応を実施
 PDCAサイクルを通じた事業展開

2011年度 レセプト電子化の完全義務化

 2002年度に策定された「医療制度改革大綱」で2011年度から
のレセプト電子化完全義務化の方針を示したことにより電子化レ
セプトの割合が2015度末時点でほぼ100％を実現。

レセプト等電子データの分析

 レセプトの電子化により効率的なデータ分析が可能になり、データに
基づいた保健事業を展開

■データヘルス計画について■

はじめに

急速に進む少子高齢化や疾病構造の変化に対応すべく、我が国では国民一人ひとりの健康づくりを視点に据えた様々な取組が段階

的に進められてきました。データヘルス計画は今までに進められてきた取組の考え方や方針を踏まえつつ、健診やレセプトデータに基づ

いて保健事業を効率的、効果的に実施するための実施計画です。

2018年度からのデータヘルス計画第2期では、加入者への意識づけ・職場環境の整備を図りながら、健康課題に応じた施策を実施す

ることで、保健事業の効果・効率を上げることを目指します。

我が国の健康施策遷移
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日本再興戦略 閣議決定
(2013年6月14日)

 「国民の健康寿命の延伸」が重要な柱の一つとされる
 「保険者は健康管理や予防の必要性を認識しつつも、個人に対
する動機付けの方策を十分に講じていない」と指摘

 問題解決に向け、すべての健康保険組合に対し、レセプト等の
データ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業
計画「データヘルス計画」の作成・公表・事業実施・評価等の取
組を求める

(2014年3月)

保健事業指針の一部改正

 全ての健康保険組合は、健康・医療情報を活用してPDCAサイクル
に沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため「データ
ヘルス計画」を作成し2015年度から実施することになる。

 2015年度開始に向けて、健保が保有するデータの分析、保健事
業の見直し、健康課題の抽出を実施

 データヘルス計画は、厚生労働省に提出

健康経営銘柄の選定
(2014年)

 「国民の健康寿命の延伸」の取組の一環として、経済産業省と
東京証券取引所が共同で、従業員の健康管理を経営的な視点
から考え、戦略的に取り組んでいる企業を「健康経営銘柄」とし
て選定

日本健康会議の発足
(2015年)

 健康寿命の延伸と医療費適正化を図るため、予防・健康づくりの
取組状況の「見える化」と先進事例の「横展開」を強く進める

 2020年までに達成する数値目標を入れた「健康なまち・職場づ
くり宣言2020」を取りまとめる

(2015年～2017年)

データヘルス計画第一期

 健康日本２１で打ち出された「1次予防重視」と高齢者の医療の確
保に関する法律で規定された「特定健診・特定保健指導」を両輪と
し、ICTの進歩とPDCAサイクル技法をエンジンとして、ポピュレーショ
ンアプローチ、ハイリスクアプローチの両面からなる保健事業をより
効果的・効率的に展開。

 健康日本21で打ち出された「健康を支え、守るための社会環境の
整備」という視点から、職場環境の整備、従業員における健康意
識・生活習慣の改善に向けた取組を、事業主との協働の下で推進
(コラボヘルス)

健康日本21(第二次)」
健康を支え、守るための社会環境の整備を重視。
 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
 健康を支え、守るための社会環境の整備
 栄養、食生活、身体活動、運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口
腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善

「特定健診・特定保健指導(第2期)」開始
 厚生労働省が第2期終了時の実施目標を以下の通り設定

特定健診：90％ 特定保健指導：60％(終了者の割合)

(2013年～2017年) (2013年～2022年)

(2018年～2023年)

データヘルス計画第二期

 保健事業の中核をなす「特定健診・特定保健指導」と保健事業全体
の計画である「データヘルス計画」を相互に連携して作成することで、
効果的・効率的に保健事業を実施。

2013年度

2014年度

2015年度

2018年度
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(2018年)

健康スコアリングレポートの作成
 厚生労働省・経済産業省・日本健康会議の三者が連携しNDB
データから保険者単位のレポートを作成

 各健康保険組合の加入者の健康状態や医療費、予防・健康づ
くりへの取組状況等データの見える化

 保険者のデータ分析と併せてレポートを活用して事業主と保険
者が問題意識を共有、コラボヘルスの取組の活性化を図る



ＳＣＳＫ健康保険組合 基本方針

適用事業所数 21か所

加入者数
被保険者：16,195名

(男性69.2％・女性30.8％)

被扶養者：11,913名

被保険者
平均年齢

男性：44.2歳
女性：38.6歳

保険料率 92.0‰

ＳＣＳＫ健康保険組合 基本情報

ＳＣＳＫ健康保険組合は、「健康こそが全ての礎～みんなで取組む、明日の健康づくり～」をスロー
ガンに、以下の基本方針に基づいて運営を行っています。

健保運営における社会的な要請の高まりを捉えつつも財政を踏まえた安定的な運営を
実現させる

効果・効率を高めるため、事業所との連携を徹底的に強化し、一体となった施策運営を
実現させる

組合員自身の健康に関する意識の向上及び健康保険組合の運営に関する理解度の
向上を図る

法令・指針等に則った健全な組合運営の継続

事業所との連携強化で、一体的な施策運営

組合員の意識改革
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データ基本分析

図表(ア）
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図表(イ）
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図表(イ）-つづき
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図表(イ）-つづき
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図表(ウ）
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図表(ウ）-つづき



図表(エ）
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図表(オ） 《2016年度、2019年度 問診結果比較 （健診時の問診） 》
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図表(オ）-つづき
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図表(オ）-つづき
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図表(オ）-つづき



図表(カ）

図表(キ）
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2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

被保険者 98.5% 98.4% 98.6% 99.4% 99.4% 99.3%

配偶者 60.8% 63.5% 66.0% 70.3% 70.2% 69.5%

配偶者以外 39.3% 38.3% 37.8% 76.9% 77.2% 61.4%

続柄別特定健診受診率推移（40歳以上）

※継続未受診率の定義

2017年度-2019年度において特定健診を一度も受診していない者の人数

2017年度-2019年度の3年間継続して特定健診の対象者であった者の人数



図表(ク）
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60歳以降一人あたり医療費は
急激に増加



図表(ケ）
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図表(コ）
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国の目標値
80.0％

(％)



健康課題 参照データ 対策の方向性

特定保健指導の参加者は不参加者よりも次年度の健診階層
化結果において改善割合が高い。一方、情報提供レベルから
特定保健指導の対象者になってしまう割合も、改善者数とほ
ぼ同等数いるため、健康維持に関するポピュレーションアプ
ローチも必要。

特定保健指導の参加促進に加え、健康維持
に活用できる個別性の高い情報提供を検討。

40歳未満でも特定保健指導レベルに該当する人が40歳以
上と同じ割合程度存在する。特定保健指導への流入防止策
が必要。

40歳未満への保健指導を実施し、早い段階で
気づきを促す。

男性は、40歳以上では約半数が肥満となっている。
また、非肥満のうち、約半分は健診結果で保健指導基準値
以上の項目がある。

肥満に該当する場合だけではなく、非肥満でも
個々に合った情報提供やフォローを検討。

健診時の問診経年比較では大きな変化はなく、生活習慣の
改善を健診値の改善につなげるには長期での取組みが必要。

健康ポータルサイトを活用し、Ｅラーニングや
ウォーキングイベントを継続する。加入者全体
のヘルスリテラシー向上を目指す。

扶養者の特定健診受診率は被保険者ほど高くない。また、配
偶者も含めた被扶養者において経年未受診者がいる。

配偶者以外の被扶養者のほとんどが高齢の親
であるため、前期高齢者訪問健康相談も活用
して受診促進を行う。また、経年未受診者へ
は受診促進通知を自宅宛てに送付する。

男女ともに、健診の結果血糖値が年々悪化傾向にあったが、
正常域の該当者が増加してきている。ただし、境界域の該当
者も一定数いるため対策が必要。

境界域の該当者も多くいることから、糖尿病性
腎症予防プログラムだけではなく、メタボ予備
群プログラム、特定保健指導の促進も重要。
また、悪化している者もいるため、適正な受診
を促すなど、個々の状況にあった情報提供を
検討。

年齢階層別の一人あたり医療費を見ると、60歳以降急激に
増加している。筋骨格系の疾病も含め幅広く健康に関する情
報提供が必要。

人数はそれほど多くないが、健康課題は個々
に違うと思われるため、個別の相談事業にて
対応。

健康課題の抽出と対策の方向性

課題① 図表(ア)

課題②

課題③

課題④

図表(イ)

図表(オ)

課題⑤
図表(カ)

図表(キ)

課題⑥ 図表(ウ)

図表(ク)
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図表(エ)

課題⑦



健康課題 参照データ 対策の方向性

被保険者・被扶養者共に女性の死因は婦人科系のがんが大
半である。

婦人科健診の受診を促進し、早期発見につな
げる。

がんにより死亡する加入員が増加傾向にある。
希望者に対して、がん検診の機会を提供し、
早期発見につなげる。

ジェネリック使用率が、他の健康保険組合や国の目標値と比
較して低く推移している。

差額通知やジェネリックシールの配付で周知し、
利用率の向上を目指す。

図表(ケ)課題⑧

図表(ケ)課題⑨

図表(コ)
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保健事業の体系

超高リスク層

高リスク層

中リスク層

糖尿病性腎症重症化予防プログラム

健診・
健康ポータルサイト(ＰｅｐＵｐ）
ジェネリック利用促進

課題⑩

加入者

健康層

低リスク層 メタボ予備群プログラム

事
業
所
と
健
康
保
険
組
合
の
協
働

特定保健指導

糖尿病予防プログラム



23

保健事業の実施計画(2018年度～2023年度)

健康診断(特定健診・人間ドック)

事業目的 疾病予防のためのスクリーニング。(早期発見・早期治療につなげる)

対象 ・35歳以上の被保険者被扶養配偶者は人間ドック。
・40歳以上被扶養者(配偶者除く)は特定健診

実施概要 ・経年未受診者を中心に受診促進を実施。
・被扶養者の健診種別(人間ドック・生活習慣病健診）選択制を導入。
・被保険者については、予約状況、受診状況を毎週事業所と連携し、受診促進を実施。

目標値(アウトプット)
成果目標(アウトカム)

配偶者の未受診者へ受診促進通知送付(毎年度1回)
《40歳以上特定健診受診率》
2018年度：被保険者 98%  被扶養者 68% 
2023年度：被保険者 100% 被扶養者 73% 

特定保健指導

事業目的 生活習慣の改善・見直しによるメタボリックシンドローム解消・検査値改善

対象 40歳以上被保険者・被扶養者の健診結果データから抽出。

実施概要 ・厚生労働省の定めた条件に沿った3～6か月間の保健指導プログラム。面談方法は遠隔または対面で実施。

継続支援は、委託先により、電話・アプリ・メール・手紙等にて実施。

※初回面談終了者はオプションコース(運動または食事)の選択が可能。

・被保険者については、毎週対象者を連携し、申込書の提出がない場合は、事業所経由で受診促進を実施。不参加の場合は

理由を記載の上、提出してもらう。それでも申込がない対象者には委託先から電話により勧奨。

目標値(アウトプット)
成果目標(アウトカム)

《特定保健指導終了率》 2018年度：35％ 2023年度：55％
《参加者の翌年度健診値改善割合》 2018年度：42％ 2023年度：42％
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糖尿病性腎症重症化予防プログラム

事業目的 糖尿病性腎症の予防プログラム。正しい病識や適正な医療機関の受診、服薬について理解し、セルフモニタリングできるように

なることを目指す。

対象 健診結果データから抽出。(HbA1c・尿蛋白・eGFRより判断)

実施概要 ・面談2回と電話支援等による約10カ月のプログラム。すでに通院している場合は主治医から事前に治療方針等について確認

するためのヒアリングシートを用意。主治医の方針に沿った支援を行う。

・被保険者については、毎週対象者を連携し、申込書の提出がない場合は、事業所経由で受診促進を実施。

目標値(アウトプット)
成果目標(アウトカム)

《参加率》 2018年度：20％ 2023年度：30％
《参加者の翌年度生活習慣、健診結果改善割合》 2018年度：60％ 2023年度：60％
※2018年～2020年：翌年の健診結果値改善・未治療だった者が治療を開始した等、何らかの改善が見られた者の割合

2021年～2023年 ：翌年の健診結果（HbA1c・尿蛋白・eGFR）が改善した者の割合

糖尿病予防プログラム（2021年度から実施）

事業目的 血糖値が境界域の者を対象に、生活習慣の改善を図ることと適正な医療機関の受診と服薬を指導する。

対象 健診結果データから抽出。（HbA1cまたは空腹時血糖）

実施概要 ・面談1回（対面または遠隔）と電話支援等による約6か月のプログラム。初回面談時に通院状況の確認を行い、通院していない

場合は受診勧奨をし、通院している場合は服薬コントロール不良として指導を行う。

・被保険者については、毎週対象者を連携し、申込書の提出がない場合は、事業所経由で受診促進を実施。

目標値(アウトプット)
成果目標(アウトカム)

《参加率》 2021年度：26％ 2023年度：28％
《参加者の翌年度健診値、生活習慣改善割合》 2021年度：60％ 2023年度：60％
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メタボ予備群プログラム

事業目的 生活習慣病リスクの意識づけ・特定保健指導への流入予防

対象 ・35～39歳で特定保健指導レベル該当者

・40歳以上、腹囲基準値以下で血圧・血糖・脂質のいずれかにリスク項目がある者。

実施概要 以下いずれかのコースを選択

①保健指導＋健康食置き換えコース

保健指導に加え、健康的な食事（健康食卓便）を試すことのできるコース。保健指導は面談（対面または遠隔）と継続支援も

含め3～6か月のプログラム。

②食事管理＋運動コース

徹底した食事管理による食習慣の改善と、マンツーマンの運動指導により、食事と運動の両方を支援。

・被保険者については、毎週対象者を連携し、申込書の提出がない場合は、事業所経由で受診促進を実施。

目標値(アウトプット)
成果目標(アウトカム)

《参加率》 2018年度：25％ 2023年度：35％
《参加者の翌年度特定保健指導回避率》 2018年度：50％ 2023年度：80％

要医療者への受診勧奨（2021年度から実施）

事業目的 生活習慣病のハイリスク者に対して、医療機関での治療開始を推奨

対象 健診結果の血圧、血謝、脂質のいずれかの項目にリスク項目があり、医療機関の受診を確認できない者を抽出。

a)特定保健指導およびメタボ予備群プログラム不参加者のうち、1つでも該当した者

b）糖尿病性腎症予防プログラム不参加者のうち、1つでも該当した者

C）上記a)、b)のプログラムの対象にならない加入員のうち、１つでもリスク項目がある者

実施概要 ・健康診断受診約8か月後に対象者を抽出し、該当者には案内を自宅宛に送付。

・医療機関の情報提供サービス「クリンタル」の資料を同封。

目標値(アウトプット)
成果目標(アウトカム)

《医療機関受診率》 2021年度：60％ 2023年度：70％
《参加者の翌年度健診結果改善割合》 2021年度：20％ 2023年度：30％
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前期高齢者訪問・電話健康相談

事業目的 前期高齢者の健康増進、正しい知識の提供による適正受診の促進

対象 年度末時点で64歳～74歳に該当する被扶養者

実施概要 ・案内は被保険者と連名で被保険者の自宅に送付。

・管理栄養士等の専門職が年度内に2回訪問または電話し、健康に関する情報提供や現在の生活習慣に関するアドバイスを

行う。

・参加者には健康食卓便または野菜セットをインセンティブとして提供。

目標値(アウトプット)
成果目標(アウトカム)

《参加率》 2018年度：45％ 2023年度：50％
《前年度不参加者の参加率》 2018年度：18％ 2023年度：18％

喫煙対策

事業目的 喫煙による中長期的な健康被害予防。一度の禁煙成功者は少数であることから、継続的に支援を実施。

対象 喫煙者のうち、禁煙希望者

実施概要 ・年2回禁煙サポートプログラム（らくらく禁煙コンテスト）を実施。併せて自費診療での禁煙外来費用補助についても受付を行う。

・禁煙外来費用を保険診療・自由診療ともに補助対象へ変更。

（禁煙サポートプログラムが令和元年で終了のため）

目標値(アウトプット)
成果目標(アウトカム)

《喫煙率》 2018年度：25％ 2023年度：20％
《プログラム参加者の成功率》 2018年度：50％ 2023年度：60%
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ジェネリック医薬品の差額通知

事業目的 後発医薬品に関する正しい情報を提供し、先発医薬品からの切り替えを促進する

対象 医薬品が処方されている人のうち、一定の基準該当者

実施概要 ・毎月差額通知を健康ポータルサイト上で案内。

・健康保険証等送付時にシールを同封。

目標値(アウトプット)
成果目標(アウトカム)

《差額通知案内発送回数》 毎年度4回
《後発医薬品使用率》 2018年度：72％ 2023年度：80%

PepUp(健康ポータルサイト)

事業目的 ICTを活用し、個別性の高い情報提供を行い、加入者が継続的に健康維持、増進に取り組める環境を整える。

加入者のヘルスリテラシー向上による生活習慣、健診結果値の底上げを行う。

対象 被保険者：全員

被扶養者(配偶者)：30歳以上 被扶養者(配偶者以外)：40歳以上

実施概要 ・健康ポータルサイトPepUp(ペップアップ)を利用して、より個別性の高い情報提供を実施。

また、継続利用を促すためにWeb上での健康イベントを定期的に実施し、加入者のヘルスリテラシー向上につなげる。

・健康ポータルサイトPepUpに連動するウェアラブル端末を配布し活動量等の把握に活用する。

目標値(アウトプット)
成果目標(アウトカム)

《登録率》 2018年度：38％ 2023年度：85％
《利用者の健康年齢改善割合》 2018年度：50％ 2023年度：55%
《問診票の改善割合》 2021年度：10％ 2023年度：15％


