
個人情報の共同利用 

当健保が実施している共同事業は次のとおりです。個人情報保護法に基づき公表します。 

１．高額医療給付に関する交付金交付事業 

（１）共同事業の相手先 健康保険組合連合会（以下「健保連」という） 

（２）個人データ利用の趣旨 

健康保険法附則第 2 条に基づく事業で、当健保に高額な医療費が発生した際その費用の一

部が健保連から交付されるもので、その交付申請のため。 

（３）個人データ項目  

レセプトの写および患者氏名、性別、本人家族別、入院外来調剤別、診療年月、レセプト

請求金額など 

（４）個人情報取扱者の範囲 

当健保：高額医療交付金交付担当者、事務長、常務理事 

健保連：高額医療グループ職員 

業務委託先：公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部および協力会社 

（５）取扱者の利用目的  

当健保：交付金交付事業の申請により、医療費の一部の交付を受けるため。 

健保連：交付申請の審査・決定ならびに医療費の高額化傾向を訴えていく材料など 

（６）データ管理責任者 

当健保：常務理事  健保連：組合サポート部 部長 

 

２．保健事業の推進 

（１）共同事業の相手先 当健保に加入する事業所（以下「事業所」という。） 

（２）個人データ利用の趣旨 

被保険者の健康の維持・増進のためのがん等検診等各種検診、保健指導、健康相談、保健

事業などによる利用など 

（３）個人データ項目 

被保険者の健康保険証記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、属性情報（所属、社員

番号等）、および各種検診データ、付帯する生活習慣等の調査結果、保健指導データなど 

（４）個人情報取扱者の範囲  

当健保：保健事業担当者、事務長、常務理事 

事業所：健康管理担当者、医療職 

（５）取扱者の利用目的  

被保険者の健康状態の把握および事後措置を効果的に行うため。 

当該保健事業を効果的に行うため 

（６）データ管理責任者 

当組合：常務理事  事業所：健康管理部門 



個人情報を提供する業務委託先 

当健保が業務遂行のために必要な範囲において、個人情報を提供する業務業託先と内容に   

ついては次のとおりです。 

委託先名 委託業務内容 

一般財団法人 石川県予防医学協会 検診 

一般財団法人 京都工場保健会 検診・特定保健指導 

一般財団法人 京浜保健衛生協会 検診 

一般財団法人 滋賀保健研究センター 検診・特定保健指導 

一般財団法人 全日本労働福祉協会 東北支部 検診・特定保健指導 

一般財団法人 中部公衆医学研究所 検診・特定保健指導 

一般財団法人 新潟県労働衛生医学協会 検診・特定保健指導 

一般財団法人 日本がん知識普及協会 検診 

一般財団法人 三宅医学研究所 セントラルパーククリニック 検診 

一般財団法人 健康医学予防協会 長岡健康管理センター 検診 

一般財団法人 船員保健会 品川シーズンテラス健診クリニック 検診 

一般財団法人 西日本産業衛生会 検診 

一般財団法人 日本予防医学協会 検診・特定保健指導 

一般財団法人 広島県集団検診協会 メディックス広島エキキタ健診センター 検診 

一般社団法人 佐野市医師会附属 佐野医師会病院 検診 

一般社団法人 姫路市医師会 検診 

医療法人 巨周会 喜多クリニック 和歌山診療所 検診 

医療法人 健人会 那須クリニック 関西検診協会 検診 

医療法人 星野病院 検診 

医療法人 慈繁会付属土屋病院 検診 

医療法人 研成会 諏訪湖畔病院 検診 

医療法人 五葉会 城南多胡病院 検診・特定保健指導 

医療法人財団 康生会 武田病院健診センター 検診 

医療法人社団 おおうち総合健診所くにき内科 検診 

医療法人社団 岡倉会 しまね総合健診クリニック 検診 

医療法人社団 新町クリニック 健康管理センター 検診 

医療法人社団 進興会 せんだい総合健診クリニック 検診 

医療法人社団 せいおう会 鶯谷健診センター 検診 

医療法人社団 相和会 ソーワ健診クリニック 産業健診センター 検診 

医療法人社団 藤聖会 金沢メディカルステーションヴィーク 検診 

医療法人社団 亮仁会 那須中央病院 検診 

医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院 検診・特定保健指導 



医療法人社団 なつめ会 美術館診療所 検診 

医療法人社団 福田会 福田記念病院 検診・特定保健指導 

医療法人社団 哺育会 アルシェクリニック 検診 

医療法人社団 ヤマナ会 広島生活習慣病・がん健診センター幟町 検診 

医療法人社団 洛和会 音羽病院健診センター 検診 

医療法人 全心会伊勢慶友病院 検診 

医療法人 尚仁会 名古屋ステーションクリニック 検診 

医療法人 藤森医療財団 藤森病院 検診 

医療法人 真木会 真木病院 検診 

医療法人 大和英寿会 大和健診センター 検診 

医療法人 大宮エヴァグリーンクリニック 検診 

公益財団法人 大分県地域成人病検診協会 おおいた健診センター 検診 

公益財団法人 健康予防医学財団 ヘルスケアクリニック厚木 検診 

公益財団法人 中国労働衛生協会 検診 

公益財団法人 福島県労働保健センター 検診・特定保健指導 

公益財団法人 北海道労働保健管理協会 検診・特定保健指導 

公益財団法人 友愛健康医学センター 検診・特定保健指導 

公益社団法人 鹿児島県労働基準協会 ヘルスサポートセンター鹿児島 検診 

社会医療法人 中山会 宇都宮記念病院 検診 

社会医療法人 社団カレスサッポロ 時計台記念病院 検診 

社会医療法人 社団さつき会 袖ヶ浦さつき台病院 検診 

社会医療法人 青嵐会 本荘第一病院 検診 

社会医療法人 同愛会博愛病院  検診 

社会福祉法人 恩賜財団 済生会総合病院健診センター 検診 

社会福祉法人 恩賜財団 岡山済生会総合病院  検診 

社会福祉法人 恩賜財団 済生会鹿児島病院 検診 

社会福祉法人 恩賜財団 済生会長崎病院 検診 

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 検診 

ＪＡ静岡厚生連 遠州病院 検診 

ＪＡ長野厚生連 富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院 検診 

船員保険北海道健康管理センター 検診 

株式会社 サンプリ 検診 

帝人株式会社 検診 

株式会社 Mealthy 特定保健指導 

株式会社 保健支援センター 特定保健指導 

ウエルネスコミュニケーションズ株式会社 検診事務代行 

株式会社 CureApp 保健事業 



株式会社 ベネフィット・ワン 保健事業 

ガリバー・インターナショナル株式会社 保健事業 

日本システム技術株式会社 レセプト審査 システム運用 

一般財団法人 関西情報センター システム管理・運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


