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１ 東京都保険者協議会とは

東京都保険者協議会は、東京都内の医療保険者
の加入者に係る健康づくりの推進に当たり、保険者
間の問題意識の共有やそれに基づく取組の推進等
を図ることを目的として平成17年に設置された。

現在では、上記目的に加え、東京都医療計画の策
定又は変更、東京都医療費適正化計画の策定又は
変更に当たっての意見提出等を行うことを目的とし、
各種会議及び研修会等を開催している。
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２ 構 成（平成２９年４月１日時点）

特定健診・特定保健指導
特別部会

保健活動部会

データ分析部会

特定保健指導等のプログラム
研修会ＷＧ

東京都保険者協議会

医療計画等検討部会

2



会議名
東京都
保険者
協議会

データ分析
部会

保健活動
部会

特定健診・
特定保健
指導

特別部会

特定保健指導
等のプログラム
研修会WG

医療計画等
検討部会

構成人数 ２３名 １０名 １０名 １３名 ８名 １９名

全国健康保険協会東京支部
を代表する者

○ ○ ○ ○ ○ ○

健康保険組合を代表する者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

国民健康保険の保険者たる区市町村
を代表する者

○ ○ ○ ○ ○ ○

国民健康保険組合を代表する者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

共済組合を代表する者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

東京都後期高齢者医療広域連合
を代表する者

○ ○ ○ ○ － ○

健康保険組合連合会東京連合会
を代表する者

○ － － ○ － ○

東京都国民健康保険団体連合会
を代表する者

○ － － ○ － ○

医療関係者 ○ － － ○ － －

東京都 ○ － － － － －

専門委員
必要に
応じて

必要に
応じて

必要に
応じて

必要に
応じて

必要に
応じて

必要に
応じて

3
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３ 各種会議の取り組みについて

会議名 開催回数

東京都保険者協議会 ５回

データ分析部会 ４回

保健活動部会 ３回

特定健診・特定保健指導特別部会 ４回

特定保健指導等のプログラム研修会WG ２回

医療計画等検討部会 ３回

※上記開催回数は、平成２８年度の実績に基づく
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（１） 東京都保険者協議会

【提出に向けたスケジュール】

特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた要望について
協議を行い、厚生労働省に対し「特定健康診査・特定保健指導の円滑
な実施に向けた要望書」を提出

5

時期 内容

５月 【研修会】要望書の作成に向けた研修会を開催

６月上旬 要望書骨子作成に向けて委員より意見聴取①

６月中旬 要望書骨子作成

６月下旬 要望書素案作成に向けて委員より意見聴取②

７月上旬 要望書素案作成

７月中旬 【協議会】要望書素案をもとに内容について協議

７月下旬 要望書最終確定

８月上旬 厚生労働省へ要望書を提出 ※６～９ページ参照
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（２） データ分析部会

各医療保険者が保有するデータの分析及び活用方法について把握し、

今後の保健事業の推進に生かすことを目的に、データ分析に関する
アンケート調査を実施

【アンケート実施スケジュール】

時期 内容

平成２８年度 【部会】アンケートの内容等を協議

平成２９年３月末 各医療保険者へアンケート送付

４月下旬 アンケート回答締切

５月・９月 【部会】集約内容の分析や評価方法等について協議

１２月末 東京都保険者協議会ホームページにおいて情報を公開（予定）
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（３） 保健活動部会

①各医療保険者が取り組んでいる保健
事業について、保険者間での情報共有
を目的とした事例発表を実施

②保健事業の啓発に係るリーフレットを作
成し、ウォーキング大会や健康に関する
講演会等で配布
（一般社団法人東京都総合組合保健
施設振興協会が主催しているフェスティ
バルに協賛し、実施）
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～リーフレット一覧～
平成27年度平成26年度平成25年度
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平成28年度 平成29年度

15



（４） 特定健診・特定保健指導特別部会

①集合契約の円滑実施に係る関係機関等との調整

・特定健康診査・・・・・・ ６１地区医師会と契約
・特定保健指導・・・・・・ ７地区医師会・２特定保健指導実施機関と契約

【集合契約新規締結に係るスケジュール】

時期 内容

１１月 次年度代表保険者へ業務引継ぎ

１月
地区医師会健診・保健指導担当理事連絡会（東京都医師会主催）
において、各地区医師会に提案書とスケジュールを提示

２月
区市町村の国保所管課長会等において、区市町村国保ベースの
集合契約締結に向けて協力を要請

２月～７月 代表保険者と各地区医師会で締結（５月～６月がピーク）
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②東京都保険者協議会単独のホームページ開設に向けた準備

【ホームページ開設に向けたスケジュール】

時期 内容

平成２８年 １１月 【部会】委託候補業者を選定

１２月 【部会】委託候補業者によるプレゼンテーション

平成２９年 ２月 【部会】委託業者を選定

３月～７月
・業者契約
・ホームページの内容作成
・旧データの引継ぎ

７月中旬 【部会】進捗状況確認

９月 【部会】最終状況確認

１０月２日 ホームページ開設（予定）
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バナーをクリックすると、
保険者協議会のページへ

進む

現行ホームページ
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新規ホームページイメージ（平成29年10月2日から運用開始予定）
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（５） 特定保健指導等のプログラム研修会ＷＧ

特定保健指導等プログラム研修会に関する研修内容や
講師選定についての協議を行う

初級編 専門職編 中・上級編

開催時期 ６月 ７月 １１月

開催回数 ２回 １回 ２回

研修時間 １日 半日 半日

対象者
特定健診等に係る
担当者（初任者）

特定健診等に係る
医療従事者
（保健師、管理栄養士
等）

特定健診等に係る
担当者
（３年以上従事して
いる者）

参加人数 １８７名 ５９名 １４２名

内容

①特定健診・特定
保健指導の概要

②アルコール
③喫煙

特定保健指導等に
おける具体的なスキル
について

特定健康診査等実施
計画及びデータヘルス
計画等について
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【平成28年度研修会実施内容一覧】



（６） 医療計画等検討部会

①地域医療構想調整会議等に関する情報を収集し、必要な情報
提供における検討等を行う。

②保健医療計画及び医療費適正化計画の策定又は変更に関し、
意見提出のための検討等を行う。

③医療費適正化計画に基づく施策の実施に関する東京都から
の協力要請に基づき保険者との調整等を行う。
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【地域医療構想に係るスケジュール】
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時期 東京都 医療計画等検討部会

平成２７年
１１月中旬

保険者協議会へ地域医療構想概要を説明 部会開催

１２月中旬 地域医療構想骨子案提示 骨子案に対する意見を委員より聴取

平成２８年
１月下旬

保険者協議会へ地域医療構想骨子案を説明 部会開催

１月下旬～
２月１８日

・素案に対する意見を委員より聴取
・意見書作成

２月１９日
『地域医療構想の素案に向けた意見書』を東京都へ
提出 ※２３～２４ページ参照

３月２３日
地域医療構想に関する講演会を開催
（医療保険者向け）

６月下旬
保険者協議会へ地域医療構想素案に対する医療法
第３０条の４第１４項の規定に基づく意見について照会

回答書提出

７月中旬 保険者協議会へ地域医療構想案を説明 部会開催

７月下旬 地域医療構想策定

７月中旬～
７月３１日

・構想の実現に向けた意見を委員より聴取
・意見書作成

８月１日
『地域医療構想の実現に向けた意見書』を
東京都へ提出 ※２５ページ参照

１１月～
地域医療構想調整会議（１３圏域ごと）に参加
※現在の参加人数：21人



平成28年2月19日 地域医療構想の素案に向けた意見書
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平成28年8月1日 地域医療構想の実現に向けた意見書



４ 過去の情報提供等

国民健康保険と被用者保険それぞれが医療費データの保有状況が
異なっているという現状のもと、共有可能な既存の情報を活用して東京
都の健康実態の把握を行い、報告書に取りまとめた。

『平成１８年度東京都保険者協議会事業実施報告書
～医療費分析部会と保健活動部会の取り組みから～』

特定健康診査・特定保健指導の評価手法を取りまとめるととも
に、実施率が高い医療保険者の好事例を収集し、報告書に取り
まとめた。

『平成２２年度 特定健診等データ分析事例と保険者支援事業
報告書～特定健診・特定保健指導を円滑に進めるために～』

『平成２１年度 特定健診・特定保健指導の評価と実施事例
報告書～特定健診・特定保健指導を円滑に進めるために～』
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医療費の分析とその活用
～医療費適正化に向けて～（平成２３年度）

医療保険者の医療費実態の把握や事業評価に活用することを目的に、
レセプトデータを分析・活用する手法について取りまとめた。

・
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特定保健指導委託機関評価に向けて
～評価チェックシートとその活用～（平成２３年度）

委託選定時の方針の提示、選定後の役割分担、事業実施中のモニタリング、
事業終了後の評価について、医療保険者と委託事業者のより良い協働を促
進するための評価チェックシートとその活用方法について、取りまとめた。

28



特定保健指導利用率向上にむけての事例集（平成２４～２６年度）

医療保険者に特定保健指導利用率向上にむけた取り組みについ
てヒアリングを行い、事例集として取りまとめた。
（３年間で９保険者の取り組み事例を紹介）
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レセプト・健診等データを活用した事例集（平成２５年度）
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レセプト・健診等データを活用した取り組みに関する各医療保険者の事例について、
事例集として取りまとめた。



特定保健指導の実態に関する調査報告書（平成２７年度）

平成２６年度に作成した「特定保健指導利用率・終了率向上のための取り組み
チェックリスト」を活用し、特定保健指導の利用率の向上にむけてどのような工夫を
することが効果的なのかを検証することを目的に、医療保険者にアンケート調査を行
い、報告書に取りまとめた。
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データヘルス計画について（平成２７年度）

平成２７年度から始まったデータヘルス計画に関し、計画の策定状況や実施する
事業、策定上の課題等についてアンケート調査を行い、報告書に取りまとめた。
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保健事業の啓発に係るポスター

保健活動部会において、テーマを選定し、オリジナルポスターを作成
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