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平成29年度 第１回糸魚川市国民健康保険運営協議会会議録 

 

日時：平成29年11月28日（火） 

   13時30分から15時00分 

場所：糸魚川市役所201・202会議室 

 

【協議会に付した案件】 

１ 議  事  

（１）国民健康保険事業の概要について  

（２）国民健康保険税の賦課について  

（３）国保データヘルス計画の進捗状況について  

（４）第２期国保データヘルス計画の策定について  

（５）国民健康保険制度改革について  

               

 

＜出席委員＞ 

    吉原喜久雄  十ノ目ひで子 久保田一男  梅田 慶一  

   竹内 利之  吉岡 京子  水島喜代一  

   田村 雅人  相澤 実   白澤 実   田中 正行  

以上１１名  

 

＜欠席委員＞ 

   渡邉さとみ    眞部 一彦  原澤 正男  古田 昌司 

 以上４名 

 

＜事務局出席職員＞ 

   岩 崎 市 民 部 長  

   健 康 増 進 課 ： 横 澤 課 長  伊 藤 課 長 補 佐  卜 部 国 保 係 長  

室 橋 保 健 係 長  金 子 主 任 主 事  

   市 民 課 ： 池 田 課 長  田 村 市 民 税 係 長  蒲 原 納 税 係 長  
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《 会 議 録 》  

１  開  会  

○横澤健康増進課長  

 

２ 挨 拶 

○岩崎市民部長  

  

３ 委員紹介 

○事務局  

 国保運営協議会委員名簿により説明、紹介。  

《欠席者報告》 

 １号委員 渡邉さとみ委員 

２号委員 眞部一彦委員 

４号委員 原澤正男委員、古田昌司委員 

 

４ 会長、会長代理の選任 

《選出方法について確認》  

○出席委員・・・事務局一任  

《事務局提案》  

 国民健康保険法施行令第５条の規程に基づき、３号委員、公益を代表す

る委員から提案。  

  会長：田村雅人委員  

  会長代理：水島喜代一委員 

○出席委員・・・承認  

 

《会長就任の挨拶》  

○田村会長 

  

《会長代理就任の挨拶》  

○水島会長代理  
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５ 会議録署名委員の指名 

《会議録署名委員の指名》 

  １号委員 被保険者を代表する委員より 

  会議録署名委員：吉原喜久雄委員 

 

６ 議事 

（１）国民健康保険事業の概要について 

○事務局 

  資料№1に基づき説明 

 

【質 疑】 

質疑無し 

 

 

（２）国民健康保険税の賦課について 

○事務局 

  資料№2に基づき説明 

 

【質 疑】 

○委員 

 資料の４Ｐ、平成 29 年度賦課状況の（1）医療分について、調定額が前年

度マイナス何パーセントか聞き逃したので教えてほしい。  

○事務局 

 医療分については対前年比 5.9 パーセントの減でございます。なお、今回

医療分、支援分、介護分それぞれ減ということですが、対前年比については

当初賦課時点での状況であります。 

 

 

（３）国保データヘルス計画の進捗状況について 

○事務局 

  資料№３に基づき説明 
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【質 疑】 

○委員 

確認させて欲しいのですが、資料の１，２，３については達成している。

４は現時点では未達成。５は達成しているということでしょうか。  

○事務局 

５の特定保健指導につきましては、目標値が 28 パーセントに対して速

報値が 29.4 パーセントということで一応はクリアしているということで

すが、特定健診を受けて保健指導の対象となる方を抽出いたしますので、

どうしても年によってばらつきがありますので、完全にやり切れていると

いうことではなく、経年変化を見る必要があります。  

健診の実施率が上がったうえで、なおかつ保健指導の実施率も上がって

いくというのが一番理想です。数字上はクリアしていますが、経年で様子

を見る必要があると考えます。 

○委員 

  ６，７，８についても未達成ということでよろしいでしょうか。  

○事務局 

  そのとおりです。 

○委員 

  ６番の各種がん検診の受診率向上の項目中に前立腺がんが含まれてい

ないのですが、実際には前立腺がんの検診を血液検査として市で行ってい

るはずです。その受診率を教えていただきたい。  

また女性特有の乳がん、子宮頸がんは項目中にあるのに、男性特有の前

立腺がんが記載されていないのはなぜでしょうか。  

○事務局 

  手元に資料が無いため保留とさせてください。 

○委員 

  ピロリ菌の検査についてですが、６年くらい前に血液検査で分かると言

われてやったことがあるのですが、市の健診としてその後どうなったか教

えて欲しい。 

○事務局 

  ピロリ菌検査については、国民健康保険加入されている方の人間ドック

の血液検査で現在も実施しております。合わせて市では尿検査によるピロ

リ菌検査も始めまして、今年度は 20 代･30 代の方を対象にピロリ菌検査



 5 

を実施しているところです。 

○委員 

  特定健診の受診案内について説明がありましたが、私も該当年齢であり

まして春、秋２回案内をいただくのですが、人間ドックを受診した折、健

診結果は市のほうに通知が行くと聞いているのですが、そのような場合で

も、健診の案内は来るものなのでしょうか。  

○事務局 

  糸魚川市国保の人間ドックを受診された方につきましては、医療機関か

ら結果の通知がきます。タイミングとして秋の受診勧奨をする際に、受診

結果がきていないですとか、私どもの入力が間に合っていないといった人

的要素があるかと思うのですが、基本的には国保の人間ドックを受診いた

だいた方は、特定健診を受診したものとみなすということで結果が市の方

に戻ってきますので、人間ドックを受けられている方は、引き続き受けて

いただければと思います。行き違いがあり大変申し訳ありませんでした。 

○委員 

  先回もお伺いしたのですが、農協が実施しております糸魚川総合病院で

の人間ドックを受けたときに、市のほうに健診結果を提供してもよいか了

解を求められる訳ですね。その折提供に了解しても未受診の連絡が来るの

ですが、そのあたりどうなんでしょうか。 

○事務局 

  農協の方で実施していただいている人間ドックは、初冬から年明けにか

けて、農業を営んでいらっしゃる方の仕事が楽になる時期を見計らって実

施していると聞いておりまして、健診を受けたかどうかのカウントは年度

でやるものですから、新年に受けられる方につきましては、今年度中はま

だ健診を受けていない方となってしまいます。  

  農協のドックを受けている方にも未受診の連絡が行きますので、受診勧

奨が届くと問い合わせが多くあるのですが、こちらではその方が農協の人

間ドックを受けられているかどうか。去年受けても今年は分からないとい

う状況です。 

農協のドックを受けられる方については引き続き受診をお願いします

というような分かりやすい表現をつけたいと思いますが、今のシステムで

すと、春先からやっている特定健診を受けていない方に対して案内を出す

仕組みでして、案内の中で分かりやすい表現に直していきたいと思います。 
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○委員 

  ということは農協の方と話をして、受診データをもらえなければ別だろ

うけども、誰が受けたかということを確認して、そのチェックをすれば先

ほど質問があった部分はクリアできるのではないか。  

  今の状況は受けているにもかかわらず案内を出している。  

○事務局 

  年度でやっているので、１月２月に農協の人間ドックを受けられている

方は今で言うと２８年度の受診になりますので、２９年度は未受診となっ

てしまいます。そういうご意見はお電話でよくいただくのですが、農協の

ドックを受ける予定かどうかは勧奨する際には分からないものですから、

勧奨の仕方を考えさせていただきたい。  

○委員 

  そうであれば、かなりたくさんの方が糸魚川総合病院の健診センターに

通っておられる。かなり高齢の方も多いですよね。そちらで受診された方

が、この統計には入っていないということなのでしょうか。  

○事務局 

  28 年度のデータには反映されています。  

○委員 

  今年も 12 月 14 日に人間ドックが始まるのですが、受付をした段階で、

市のほうに受診結果を提供してもよいか確認を取りながら、健診を受けた

か受けないか、その補填をどうするのかという確認をやっております。  

その中で月を跨いだデータに関しては、私どもの決算等の関係で、市へ

のデータ提供が遅れてしまうことがある。 

農協では約 1,000 名近くの健診を受け付けております。昨年は 1,017 名

を受付しました。当然受診データ等は市とやり取りしております。 

○委員 

  春と秋に 2 回ずつ受診勧奨をいただきますと、受診データが市のほうに  

行ってないんじゃないかと不安になったり、市へ連絡しなければいけない

んじゃないかという気にもなりますので、受診している方へも、やはり健

康意識も問われるものですので、案内について工夫していただけないかと

思っております。 

○委員 

  特定健診の受診率が低いということですが、数値目標は達成しなければ
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いけないのかというのが疑問ですね。 

  私の場合かかりつけ医に診てもらっていまして、そこで検査をやっても

らっているわけです。人間ドックを受けている方もいらっしゃいますし、

色んなケースがありますので、あまり数値目標にこだわる必要がないんじ

ゃないかという気がします。 

  例えば私は 5 月の受診は忘れていて、10 月にやったんですがその前も

レントゲンも 2 年くらいやっていなくて、保健師さんから連絡いただいて  

受診したんですね。 

若い方は健康に自信がある方もいるが、年配の方は皆さんかかりつけの     

お医者さんがいますので、そこで血液等検査をしてもらって、悪い場合は     

大きな病院等を紹介してもらうというのが実態だと思うんですね。あまり  

数値目標にこだわっていると大変なような気がするのですが。  

○事務局 

  特定健診の数値目標についてご質問いただいておりまして、国保の受診

率の数値目標が 60 パーセントと申し上げたところですが、平成 20 年度か

ら特定健診という制度が始まりまして、国の方では保険者の義務というこ

とで、法律が平成 20 年度に改正されております。 

  様々な保険がありますが、保険者ごとの数値は国が定めた数値であり、

国保の場合ですと、市町村国保に関しては日本全国どこも同じ 60 パーセ

ントという目標を目指しており、糸魚川市としてもひとつの指標としてそ

の数値を目指して取り組んでいる。 

 またあまりに受診率が低いと、国の方からペナルティということで後期  

高齢者支援金を多めに払わなければならない。ただ国の平均が 40 パーセ 

ントを下回っていますので、糸魚川市の国保は全国平均に比べて実績は良  

い方なんですけれども、ペナルティがあるということで保険者は受診率向  

上に躍起になっているということです。  

 委員のおっしゃるとおり、かかりつけ医がある方はなぜ健診を受けなけ 

ればならないかということですが、かかりつけ医でも特定健診を受けるこ  

ともできますし、数値を経年で見ていくこともできます。  

○委員 

 かかりつけ医にかかっていらっしゃる方は、特定健診を受けたことにな   

る制度があると思いますが。 
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○事務局 

  委員からご指摘のありましたのは、診療情報提供というもので、治療中

の方が定期的に血液検査をされるかと思いますが、特定健診の場合は血液

検査をして、お腹周りを測って身長・体重・血圧を測ると、概ね健診項目

全てを満たしますので、診療情報提供書というものを市に提供いただくこ

とによって、特定健診を実施したと見なすことができます。  

  開業医の先生方には診療情報提供書に数値等を記載いただきますので、

一定の手数料をお支払しているのですが、あえて特定健診を受けなくても

定期的に受診されている方で 3，4 ヶ月に一回血液検査をされている方は

その数値を活用して受診に代えるということもできますので、それも含め

て健診について開業医の先生と相談していただけると市の受診率も上が

りますので、ぜひご協力いただければと思います。  

○田村会長 

  この件についての質問は一旦ここで閉じさせてもらいます。先ほどの委

員の質問に関して資料が整ったようですので事務局からお願いします。  

○事務局 

  先程の前立腺がんにつきましてですが、前立腺がん検診は国が推奨して

いるがん検診ではありません。市で任意で行っているものであり、他の市

町村と比較するデータもありませんので、今回の資料には載せていなかっ

たのですが、今後必要ということであれば掲載したいと思います。  

  ちなみに昨年度の受診者は 2,289 人、19.8 パーセントの受診率です。 

○委員 

  目標値は定まっていないのか。 

○事務局 

  定めておりません。 

○委員 

  国の決めた検診項目に入っていないものをなぜ糸魚川市で独自でやっ

ていらっしゃるのか。例えば糸魚川市の前立腺がんの発症率が全国平均を

上回っているとか、超高齢化社会の中で糸魚川市は高齢者の方が多く、前

立腺がんは高齢者の方の発症が多いので、そういうことを蔑ろにできない。 

そういった理由から地域の特性としてやりたい、前立腺がんの早期発見

につなげたいといった目的があってやっていらっしゃるのか。  

なぜこのようなことを聞くかというと、私は元々泌尿器科医でありまし
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て、この地域の泌尿器科医の充実がなされていない。この地域に開業医は

私一人しかいません。糸魚川総合病院も泌尿器科という標榜はしておりま

すが、週に 2 回大学から非常勤医師が昼間の短い時間に診察してくれるだ

けであります。 

そしてがん検診の中で前立腺がんというのは、他のがんの検診よりも非

常にシンプルに行える。血液検査ひとつやればいい。PSA という項目ひと

つ加えるだけで非常に優しい。健診の中で血液検査をやられると思うので、

そこに項目を追加するだけで済む。それも 50 歳以上の男性に限られてく

る。 

実は糸魚川病院の泌尿器科は二次検診を拒否しております。ご存知です

よね。私しか二次検診を受託していないということは、そちらもご存知だ

と思います。そこで引っかかった要二次検診の方は私の医院に行きなさい

という指示が出るんですね。なので、要二次検診の方は私の医院に全部集

まってくるはずです。二次検診に来られる方は市からのデータを持ってき

ます。そこで私は二次検診をして、三次検診まで必要がある方は、組織検

査という検査はこの地域ではできないので、他地域の病診連携をとってい

るところを紹介して、前立腺がんの診断までもっていっているのです。  

検診は検診で必要なのですが、医者の立場として、検診を受けた方が結

果的にどうなったか。それを還元していただかないと。一方通行でよい訳

です。私しかいませんから。それは数年前に市長を囲む会という別の会に、

私が特別発言させていただいてお願いした経緯があるのですが、その後何

も進展も無く、逆に糸魚川総合病院の泌尿器科は二次検診をやらないと。 

前立腺がんというのは、男性のがんの発症率上位 3 つに入る。欧米では

肺がんに次ぐ 2 位で胃がんを上回っているというデータも出ております。 

高齢者の方の場合、治療法を選択してしっかりと治療をすれば前立腺が

んで余命を縮めることはない。完治できる可能性のあるがんですから、早

期発見、早期治療というのは非常に有意義であり、医療費の削減にもつな

がります。前立腺がんが進展して進行して転移すれば医療費が高騰するの

は当然のことであります。 

だからこの地域で泌尿器科医をやっている私としては、苛立たしくて苛

立たしくてたまらないので、この機会を借りてお尋ねしたのですが、国の

指示ではないということは、糸魚川市としてなにかポリシーを持っていら

っしゃるのかどうか。 
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○委員 

  今ほどの委員の補足をさせていただきますと、介護認定審査会でも前立

腺がんの病名でかなりの申請件数が最近見られます。 

○委員 

さらに言わせていただきますと、今糸魚川市がやっている PSA の採血で

の評価方法は誰が決めたのか。この評価方法だと、年齢によって非常に低

い値で引っ掛けてくるわけです。カットオフ値といって腫瘍マーカーの正

常値は決まっているのですけれども、非常に低い値でも年齢が若いと非常

に細かくランクをつけて二次検診に行きなさいと指示がある。こちらで再

検査しますと全然問題ない。40 代の方もやってらっしゃる。40 代で前立

腺がんになるわけない。そういう説明をこちらでしなければならない。 

女性のがんもしっかりやるのであれば、男性のがんもしっかりやらない

と、高齢化社会の中で置き去りにされているのはここではないかと思いま

して質問しました。 

○事務局 

  糸魚川市でも年々前立腺がんになる方も増えておりまして、早期発見、 

早期治療を目的に実施しております。検査方法につきましては、上越医師     

会健診センターの方に委託をしており、この方法で検査をしております。 

 糸魚川市の死亡者におけるがんの中での死亡者は平成 27 年度中男性で    

は 7 位となっておりますし、がん検診はきちんとやらなければならない   

と思っております。 

 ただ検診を受けて精密検査となる方が、毎年 150 名前後いらっしゃるの   

ですけれども、そのうち 6 割の方しか検査を受けてくださらなくて、残り 

の方が未受診という結果となっております。こちらで再度受診を勧めても  

中々行ってもらえない様な現状もあります。  

 市の健診の中で毎年 1、2 名の方が前立腺がんと診断されておりますし、 

がんの疑いということでもかなりの数があります。 

○委員 

その情報はどこから得ているのでしょうか。私のところに一次健診を受

けて二次検診を受けるように市からペーパーを持ってこられた方の中で、

精密検査、確定検査が必要な方、何十名となく病診連携をとっている病院

に紹介し検査をしてもらって、発生率がどれくらいかは今はっきり言えま

せんけれども、私のところに問い合わせが一つも無いんですよ。  
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その後の治療はほとんどがホルモン治療といいまして、診療所レベルで

入院しなくてもできるがんの治療方法があるのは前立腺がんくらいなの

ですね。入院して手術、放射線治療、抗がん剤治療というのが本来のがん

の治療なのですが、特に高齢者における前立腺がんの治療というのはホル

モン治療が主なものなので診療所レベルでもできるんですね。 

私のところでも何十名、もしかしたら 100 名近く患者を抱えているかも

しれません。 

ですので長期のデータを持っております。開業 17 年になりますが、開

業初年度から前立腺がんでいまだに頑張っている方もいる。他の病気で亡

くなられる方はいますが、前立腺がんと共存しながら頑張って生きてらっ

しゃる方もいらっしゃいます。 

それも含めて、各年度新たに前立腺がんの数が増えていっているという

データを、私抜きにして糸魚川市がとれるはずがないんですよ。  

糸魚川総合病院の泌尿器科は協力を拒否しているわけですから、糸魚川

医療圏以外のところで行くように指導しているということでしょうか。  

○事務局 

 精密検査の受診票をお渡しして、検査後に返ってきたものを市で集計し  

ております。また医療機関で受診したことが確実であれば、医療機関の方 

に確認させていただいて、受診状況を把握しております。  

○委員 

私は検査結果を 100 パーセント返していますが、それは診療確定という

方であって、診断継続中の方もいて、何ヵ月毎の経過観察という項目もあ

って最終結論が出ないまま終わってしまうこともあります。  

それはこちらから自発的にそちらにお知らせすべきだったんでしょう

か。 

○事務局 

先生方からいただいた結果を基に統計を取っているわけですが、委員は

市内唯一の専門機関でいらっしゃるので、特に前立腺がん検診に関しては、

国が推奨しているがん検診では無いですけれども、県が出しているガイド

ラインの中には入っています。ガイドラインが示している指標の中で、50

歳から 64 歳までがこの値なら精密検査を受けるという数値を 4 段階で示

している。それに基づいて精密検査の用紙をこちらから出しているんです

けれども、今後前立腺がん、他のがん検診も含めてですが、資料が整い次
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第、糸魚川医師会の先生方に提出させていただいて、検診方法等今後につ

いてご相談させていただきたいと思いますので、ご指導いただきたいと思

います。 

○委員 

上越医師会の基準に基づいているのか。  

○事務局 

検診の委託をしているところが上越医師会で、基準は県のガイドライン

に沿ってやっている。 

○委員 

PSA の測定キットの種類は山のようにあるのですが、見ていますと年度

によって業者が変わってしまっている場合もある。それは非常にまずい現

象だと思っております。精度的に非常に低いものを採っているので、その

結果で検診にひっかかってしまい、それで心配して検査を受ける方はたく

さんいらっしゃる。 

その時に専門医としてどうしたら良いかといえば、泌尿器科のレベルで

やっている一番精度の高いタンデムアール法という PSA の測定キットが

あるのですが、それで再検査をさせていただいております。  

その値と一次検診で採った値との乖離がかなり大きい。全く問題ない人

が健診で引っかかってくるんですね。それで二次検診といいますけれども、

実際は保険診療です。前立腺がんの疑いとつけて。国保の医療費の無駄遣

いじゃないですか。 

だったら最初から一次健診のところで精度の高い PSA を使って、全国に

合わせる必要はどこにも無いんで、少なくとも糸魚川医師会に問い合わせ

をしていただければ、そこから私のところに情報が来ると思います。  

あと糸魚川総合病院の泌尿器科の先生がもう少し積極的になっていた

だければ、富山県の大学レベルでの精度のシェアができると思います。  

ちょっと関心の無さにガクッときている。 

せめて毎年何人前立腺がんが発生しているのか把握して欲しい。全員が

私の診療所に来ているわけではないですから。早期の前立腺がんであれば

大きな施設に行って、結果が戻ってきた時に手術療法が必要であれば、手

術療法ができるところを説明して、選択肢を出して患者さんに選択しても

らいます。放射線治療という方法もありますが、それは非常に特殊な放射

線治療でないと治療できませんので、県内に 2 箇所くらいしか専門的にで
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きるところは無い。どちらを選ぶかということで、私が振り分けをしてい

ます。その後のフォローアップで戻ってきた時に、こちらでやりますので

情報があります。 

行政としても今後減ることは無い、絶対増えていくがんですのでもう少

し積極的にお考えになった方がいいのかなと、ご提案させていただきます。 

 

（４）第 2 期国保データヘルス計画の策定について 

○事務局 

  資料№4 に基づき説明 

 

【質 疑】 

 質疑なし 

 

○事務局 

時間の関係もありますので、本日はご意見の方はここまでとさせていた

だいて、お手元にあります意見等提案シートにご記入いただきまして 12

月 15 日までに事務局にご提出いただきたいと思います。  

いただいたご意見を踏まえましてデータヘルス計画に生かしていきた

いと思いますがよろしいでしょうか。 

○田村会長 

只今事務局から、本日の説明を踏まえ後日、時間の短い中申し訳ないの

ですが、内容を確認していただき、意見等提案シートにご記入の上 12 月

15 日までに事務局へ提出という提案がありました。 

ぜひそのようにお願いしたいと思います。時間の無い中ですがよろしく

お願いいたします。 

 

（５）国民健康保険制度改革について 

○事務局 

  資料№5 に基づき説明 

【質 疑】 

○委員 

  被保険者、保険税をとられる方にとって変更点は無いということでし 

ょうか。 



 14 

○事務局 

  保険税をどうするかという所が今回変わってきますので、今までは市   

が独自に推計したものに基づいて保険税を賦課していたものが、県の方か    

ら糸魚川市分の数字が来ますので、それに向かって賦課するということで  

す。 

 それには基金の積み立て、いわゆる貯金的なものがありますのでそれを  

取り崩してでも保険税を据え置く。あるいは基金が少ないので保険税を上  

げざるを得ない。逆に保険税が下がるということもあるかと思います。  

 それぞれの年度ごとに県からの数字が変わってきますので、それを見て  

保険税を決めていくということになります。 

 

７ その他 

（１）今後の予定 

第２回国民健康保険協議会   ２月下旬～３月上旬を予定 

 

８ 閉会 

○水島会長代理挨拶 

   

   

 

以上 

 

 

 

 

 


