
ご家庭にお持ち帰りください！

キユーピー・アヲハタ健康保険組合　〒182-0002　東京都調布市仙川町2-5-7　仙川キユーポート　TEL:03-5384-7740　FAX：03-5384-7840

キユーピー・アヲハタ健保組合は40周年、今後ともよろしくお願いします！キユーピー・アヲハタ健保組合は40周年、今後ともよろしくお願いします！キユーピー・アヲハタ健保組合は40周年、今後ともよろしくお願いします！
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★平成２6年度はこんな年でした
★組合会のご報告
★平成26年度特定健診・特定保健指導　実施状況
★「ヘルスアップキャンペーン２０１５」のご報告
★マイナンバー制度について
★データヘルス計画、特定健診・特定保健指導について
★「ジェネリック医薬品についてのお知らせ」をお送りします
★「年間医療費のお知らせ」をお送りします
★「柔整師長期受診者へのお知らせ」をお送りしました
★平成２７年度 インフルエンザ予防接種補助のお知らせ
★保険証カードの取り扱いにご注意！！
★人間ドックの受け方にご注意！
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年間医療費、今年もお送りします

健保組合のホームページの「健保からのお知らせ」に
掲載する写真を募集しています！
ぜひ、この写真を載せてほしいという方は、
健保組合までご連絡ください☆
（社内メールをお持ちの方は、健保に直接
メールをお願いします）
よろしくお願いします。

ホームページに掲載する写真 募集中！ホームページに掲載する写真 募集中！

現在HPで活躍中のみーこさん

目　次

わたしには負けない！季節の風景！
ほっと一息できる場所！など
みなさんのペットや素敵な景色の写真を
お待ちしています★

●人に貸したり、勝手に書き換えて使用することは、法律によって固く禁じられています！
　不正に保険証を使用した者は、刑法によって詐欺罪として懲罰の処分を受けます。
●再交付する場合は、再発行手数料１，０００円を請求いたします。（振込手数料も本人負担）

平成２７年４月から
すでに変更しています！
ご注意ください！

【人間ドック・成人病健診・婦人科検診】
　　５０歳以上の方も、年１回 の受診になりました。
【脳ドック（ＭＲＩ・ＭＲＡ・ＣＴ）】 ※契約健診機関によって内容は異なります
　　人間ドックとは別の日に単独受診ができるようになりました。　
　　 (一部の契約健診機関を除く)
　　　★脳ドックの受診方法　　①人間ドックと一緒にオプションとして受診　　
　　　　　　　　　　　　　　　②人間ドックと別の日に単独受診
☆２０１５年春号にも詳細を載せていますので、ご覧ください。（ホームページにバックナンバー掲載）

財政健全化に向けた医療費削減の取組みとしてお知らせします

－ －5－ －4

キユーピー・アヲハタ健康保険組合
ホームページはこちらです　http://www.qpbf-kenpo.com/

スマホでもOK！検索キユーピー アヲハタ けんぽ で

平成２7年度「インフルエンザ予防接種」補助のお知らせ平成２7年度「インフルエンザ予防接種」補助のお知らせ

保険証カードの取り扱いにご注意！保険証カードの取り扱いにご注意！

人間ドックの受け方にご注意！人間ドックの受け方にご注意！

インフルエンザ予防接種をした方に対して、昨年と同様に下記の通り補助を行います。
ご希望の方は、お近くの病院等で接種を受け、「インフルエンザ予防接種代」と明記された領収書を必ず受け
取って下さい。（領収書は補助金請求の際に必要となります）
ワクチンの効果がでるには接種後２週間程度かかるといわれていますので、早めの接種をお勧めします。

平成27年10月1日～平成28年2月29日　※この期間中に接種した場合に限ります。

キユーピー・アヲハタ健保組合の保険証を持っている方

接種１回につき、消費税を含む下記の額となります。
・１６歳以上　：　1,000円（昨年と変わりません）
・１５歳以下　：　2,000円（　　　〃　　　　　）

接種者1人当たり２回まで　　

「インフルエンザ予防接種補助金請求書」に必要事項を記入の上、領収書を添付して請求してください。
領収書は原本のみ、コピー不可です。
「領収」の文字がない場合には、領収書とみなしません。
「補助金請求書」は健保組合ホームページからダウンロードできます。

領収書には以下の記載をしてもらってください。
　① 一人分の接種料金　② 予防接種を受けた人の氏名　③ 但し書きで「インフルエンザ予防接種代」

　※ 同一の人が2回接種を行う場合は、一度にまとめて請求してください。
　※ インフルエンザ予防接種は治療ではなく予防なので、医療費控除対象になりません。

平成28年3月31日（木）  ※健保組合必着

補助金対象接種期間

対　　　象　　　者

補　 助　 金　 額

補　 助　 回　 数

請　 求　 方　 法

提　出　締　切　日

注）平成28年3月31日時点、15歳以下の方とします。（平成12年4月2日以降の誕生日の方）接種時に15歳でも、　
 　 平成28年3月31日には16歳になる方は、1,000円です。
　  ※尚、補助額より少ない場合には実費の補助。

「年間医療費のお知らせ」「年間医療費のお知らせ」

柔整師長期受診者の方へ「今年も」柔整師の医療費のお知らせ柔整師長期受診者の方へ「今年も」柔整師の医療費のお知らせ

「ジェネリック医薬品についてのお知らせ」「ジェネリック医薬品についてのお知らせ」

【目的】
　●家族全員の受診歴が確認できるもので、個々の医療費や
　　年間医療費総額を理解していただく
　●同一疾病の意味のない多重多頻度受診のセーブのため
　●同種類似調剤、過剰数量の薬剤購入の管理のため

★医療機関発行の領収証と照合し、医療費の額や受診日数等に
　誤りがないかチェックしましょう。
※確定申告の医療費控除を受けるときの目安にもなります。
　『年間医療費のお知らせ』では、申告できません！
　必ず、医療機関発行の領収書にて申告をしてください。

平成２７年６月に被保険者および被扶養者の保険証を
１人１枚のカード型保険証に変更しました。

カードに変わってから、保険証の紛失や盗難が多発しています！
紙の時とは保管方法が変わっているかと思いますので、取り扱いに十分
ご注意ください。

医療費適正化にご協力を！

被保険者全員に会社経由でお送りします
（任意継続者の方はご自宅にお送りします）
※一度も医療機関に掛かっていない方は、発行しません。

町で見かける柔整師・・・接骨院、整骨院は、「健康保険、使えます！」「保険適用」とうたっていますが、実際法令上では・・・

★ 日常生活からくる肩こりや筋肉疲労　
★ 単なるマッサージ代わり 
★ スポーツなどにともなうからだのケア 
★ 脳疾患後遺症、リウマチなどの慢性病
★ 症状の改善がみられない長期の施術 
★ 医療機関で治療中のもの 

★「打撲・ねんざ・挫傷（肉離れなど）」
★「骨折・脱きゅう」（応急手当を除き、医師の同意が必要）

このようなルールを知っていただくため、
柔整師長期受診者の方へ『柔整師の医療費のお知らせ』を今年も
送付させていただきました。
１年間の柔整にかかった、本人負担額と、健保負担額をご確認ください。
症状の改善がみられない長期の受診は本来、健康保険は使えないのです。
来年もまた継続して通知発送の対象となった場合には、面接も検討したいと思います。

健康保険(証)が 使える場合 健康保険(証)が 使えない場合○ ×

今年度、国への前期高齢者納付金は
　　前年度＋９億円です・・・
　　　　　　　　　　あやうし、健保！！！

インフルエンザ補助金
はじまりました！

保険証カードは大切に

削減可能な“本人”負担額

削減可能な“健保”負担額

削減額

処方された
先発医薬品
　・医薬品名
　・処方量
　・自己負担額

変更可能な
ジェネリック医薬品
　・医薬品名
　・自己負担額

該当者のみなさんへ「ジェネリック医薬品についてのお知らせ」を送付します。
先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えることで、自己負担額が
安くなることはもちろん、健保組合全体の医療費削減にもなります。
通知が届いた方は、ジェネリック医薬品への切り替えをご検討ください。

ジェネリック医薬品に切り替えた場合に
自己負担額の削減額が大きい方を中心　
　※全員に届くわけではありません

ご自宅へ直接送付

平成27年12月

株式会社　エム・エイチ・アイ

対 象 者

送付方法

送付時期

業務委託

平成28年２月に発送

国の切り替え推奨は80％です！

詳しくは、健保組合ホームページの『ジェネリック医薬品』をご覧ください。
お薬検索ができるジェネリックサイトも見ることができます。

みなさまの保険料です。どうぞルールを守って医療費の適正化にご協力ください。

平成26年12月から
平成27年11月分までの１年間です。
毎年大切に保管してください☆



平成26年度　特定健診・特定保健指導　実施状況平成26年度　特定健診・特定保健指導　実施状況

平成28年度から始まるマイナンバ－制度について平成28年度から始まるマイナンバ－制度について

「ヘルスアップキャンペーン２０１５」のご報告「ヘルスアップキャンペーン２０１５」のご報告

データヘルス計画『特定保健指導』を受けて生活習慣を改善しましょうデータヘルス計画『特定保健指導』を受けて生活習慣を改善しましょう

平成２８年１月から、マイナンバー制度が開始されます。
通知カードは平成２７年１０月から、被保険者被扶養者ひとりひとりに市区町村から送付されます。
各種健康保険の手続きでは、平成２９年１月からの申請書・届出書に記載が必要になってきます。

通知カードは大切に保管しておいてください！
ホームページで順次お知らせします！

マイナンバー制度のマスコット、マイナちゃん

40歳～74歳までの被保険者に実施するメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に
着目した健康診断【特定健診】の健診結果から、生活習慣病の発生リスクが高く、
生活習慣の改善によりメタボリックシンドロームの予防効果が期待できる人を
対象に【特定保健指導】を実施しています。
当健保では、重症化予防対策として特定保健指導の対象年齢を30歳から実施しています。

あなたに合った
生活習慣改善法を
一緒に考えます！

 「特定健診結果 ※1」から生活習慣病の発症リスクに応じて【特定保健指導レベル判定】をします。
　①【動機付け支援】・・・メタボリックシンドロームのリスクが出始めた段階
　②【積極的支援】・・・・メタボリックシンドロームのリスクが重なり出した段階

どんな人が特定保健指導の対象者になるの？　　　

特　定　保　健　指　導 っ て 何 を す る の ？

特　定　保　健　指　導　レ　ベ　ル　判　定

●腹囲が ●腹囲に関係なく
男 性

BMI
女 性

85cm以上の人

90cm以上の人
25以上の人

□　血糖(空腹時血糖100㎎/dl以上 または　ヘモグロビンA1ｃ<HbA1c>5.6%以上）
□　脂質（中性脂肪150㎎/dl以上 または HDLコレステロール40mg/dl未満）
□　血圧（収縮期130mmHgl以上 または 拡張期85mmHg以上）

★ リスク項目について服薬中の場合は、特定保健指導の対象になりません。
　 (服薬に対してコントロール出来ていない場合もありますので、かかりつけのお医者様に相談してみて下さい。）
★ メタボリックシンドローム判定が「非該当」の方でも、特定保健指導の対象者になる場合があります。
　 血糖の判定基準が特定保健指導レベル判定とメタボリックシンドローム判定で異なるためです。
★ 特定保健指導レベル判定による該当者全員に保健指導が実施されるわけではありません。
 　（健保組合の特定保健指導に基づき実施いたします。）

リスク項目をカウント

＊BMI=体重㎏÷（身長m）2

積極的支援 積極的支援動機付け支援 動機付け支援

リスク項目が
２つ以上

リスク項目が
1つ

リスク項目が
3つ

リスク項目が
2つ

リスク項目が
1つ

現在、たばこを… 現在、たばこを…

吸う 吸う吸わない 吸わない

被保険者の皆様の定期健康診断及び人間ドックを受診された健診結果に基づき、生活習慣病対策として（高血圧・
脂質異常症・糖尿病）を重点に対応しています。

保健師等の
専門家による
個別面談

生活習慣改善の必要性を理解した上で、実践可能な目標を一緒に考えます。
健保組合の指導委託先機関の保健師等が各会社に出向いて特定保健指導
（初回個別面談）を就業時間内に行います。

継続支援

動機付け支援レベルに該当された方 積極的支援レベルに該当された方

面談で立てた目標に向かって
各自で生活習慣改善に６ケ月間のチャレンジ

保健師等、専門家による月１回程度の電話・
メール・手紙等でフォローします。

６ケ月後の評価 健康状態や生活習慣の改善成果をアンケート等から確認します。

※１ 被保険者の場合、会社の定期健康診断や人間ドックの特定健診項目の健診結果

－ －2－ －1 － －3

平成２６年度はこんな年でした平成２６年度はこんな年でした

第８６回　組合会のご報告（抜粋）第８６回　組合会のご報告（抜粋）

特定健診実施率（40歳以上組合員） 特定保健指導 対象者数と終了者数（40歳以上組合員）

決 　　 算 平成25年度 平成26年度 前年度との差額

総　収  入

総　支  出

収支差引額

8,168,245千円

7,555,251千円

612,994千円

8,332,276千円

7,864,374千円

467,902千円

164,031千円

309,123千円

▲145,092千円

ヘルスアップキャンペーンは今年も無事に終えることができました。ご参加いただき、ありがとうございます。
達成者人数と達成者の声をご紹介いたします。

被保険者 423名

18名

3,134名

77名

5名

0名

17.5％

2.2％

達成者
ウォーキング
コース

生活習慣
改善コース

禁煙
コース

達成率
(達成者数÷在籍者数)

主な収入と支出 平成25年度 平成26年度 前年度比

収入

支出

保険料

医療費

納付金

計

7,911,892千円

3,805,572千円

3,211,245千円

7,016,817千円

8,070,930千円

3,958,722千円

3,244,071千円

7,202,793千円

102.0％

104.0％

101.0％

102.7％

「特定健診・特定保健指導」の制度は第2期に入り、平成26年度は2年目になります。11月に平成26年度の結果
を国へ報告します。

被保険者の実施率が前年度より上がり、全体では80％を
超える見込みです。

前年度に引き続き、平成26年度も、対象に選ばれた方全
員に実施するのではなく、リスクが高い方（血圧、血糖、
脂質で受診勧奨値以上の項目が１つ以上ある方）に絞っ
て実施しました。

注目！

★納付金とは　「前期高齢者（65歳～74歳）納付金」「後期高齢者（75歳以上）支援金」など、
　高齢者の 医療費をまかなうために、健保組合が　国から支払を課せられた　負担金の事です。

★平成２７年度は　前期高齢者納付金が前年　プラス９億円　となります！
　これは、当健保組合の前期高齢者（６５歳～７４歳の、被保険者・被扶養者）の２年前（平成２５年）の　
　医療費に基づいて算出された結果です。
　そのため、平成２７年度は財産を取り崩してまかなうこととなります。
　今後また、保険料率の引き上げを検討しなければならない状況になってきています。
　すでに当健保組合の健康保険料率は、１０３/１０００‰　と、自社で健保を持たない、中小企業の従業員
が加入する、 いわゆる『協会けんぽ』のH２６年度全国平均料率の１００/１０００‰をも超えています！

どうぞ、医療費適正化にご協力ください！
また、健康保険のことに関心をもってください！

納付金等・・・

第２期（平成 25 ～ 29 年度）の
国が定める目標値  ９０％ 特定保健指導特定健診 第２期（平成 25 ～ 29 年度）の

国が定める目標値  ６０％

達成率の高かった上位5事業所♪
事業所

㈱ディスペンパックジャパン１位 90.5%

㈱サンエー物流
芸南食品㈱

2位
3位

65.8%
57.5%

㈱キユーソーエルプラン

キユーソーティス㈱

4位

5位

54.8%

51.9%

達成率

被扶養者
（配偶者）

【WEBウォーキングコース】
キユーピー醸造㈱ 40代 女性

【生活習慣改善コース】
キユーピー㈱　60代　男性【禁煙コース】

㈱ディスペンパックジャパン 40代 男性
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健 康 保 険

介 護 保 険

H27年繰越金へ

医療費51.0％

納付金
41.8％

★被保険者数・・・20,316人（H27.3月）　前年プラス415人
★被扶養者数・・・13,092人（H27.3月）　前年プラス87人
★被保険者ひとりあたり年間医療費・・・195,918円！  前年プラス5,001円
★被保険者ひとりあたり年間納付金・・・160,550円！  前年マイナス213円
　 

健康保険支出の内訳

★平成２６年度収入支出決算が承認されました。
★平成２７年度変更予算について承認されました。（繰越金、別途積立金繰入、予備費変更）
★平成２７年度以降の健保財政見通しについて報告しました。
★柔整師長期受診者への、昨年に引き続きの「医療費のお知らせ」発送事業が承認されました。
★健保連城西地区方面より、多摩地区方面会への変更、加入状況等が報告されました。

事務費1.3％保健事業
6.0％

総 収 入 936,778千円 総 支 出 収支差引額904,175千円 32,603千円
準備金(財産）へ積立

WEB上で記録出来て便利でした。
また順位があるので抜かされない様に頑張れ
ました。

子供から「タバコ臭い!」と言われなくなったことや、
同時に缶コーヒーもやめたので、少しダイエットに
繋がっていることがうれしく思いいます。

健康に対しての意識を再認識できました。

７月１５日開催

最終報告は
Ｈ27．10月末
予定です

達成者の声（アンケートより抜粋）



平成26年度　特定健診・特定保健指導　実施状況平成26年度　特定健診・特定保健指導　実施状況

平成28年度から始まるマイナンバ－制度について平成28年度から始まるマイナンバ－制度について

「ヘルスアップキャンペーン２０１５」のご報告「ヘルスアップキャンペーン２０１５」のご報告

データヘルス計画『特定保健指導』を受けて生活習慣を改善しましょうデータヘルス計画『特定保健指導』を受けて生活習慣を改善しましょう

平成２８年１月から、マイナンバー制度が開始されます。
通知カードは平成２７年１０月から、被保険者被扶養者ひとりひとりに市区町村から送付されます。
各種健康保険の手続きでは、平成２９年１月からの申請書・届出書に記載が必要になってきます。

通知カードは大切に保管しておいてください！
ホームページで順次お知らせします！

マイナンバー制度のマスコット、マイナちゃん

40歳～74歳までの被保険者に実施するメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に
着目した健康診断【特定健診】の健診結果から、生活習慣病の発生リスクが高く、
生活習慣の改善によりメタボリックシンドロームの予防効果が期待できる人を
対象に【特定保健指導】を実施しています。
当健保では、重症化予防対策として特定保健指導の対象年齢を30歳から実施しています。

あなたに合った
生活習慣改善法を
一緒に考えます！

 「特定健診結果 ※1」から生活習慣病の発症リスクに応じて【特定保健指導レベル判定】をします。
　①【動機付け支援】・・・メタボリックシンドロームのリスクが出始めた段階
　②【積極的支援】・・・・メタボリックシンドロームのリスクが重なり出した段階

どんな人が特定保健指導の対象者になるの？　　　

特　定　保　健　指　導 っ て 何 を す る の ？

特　定　保　健　指　導　レ　ベ　ル　判　定

●腹囲が ●腹囲に関係なく
男 性

BMI
女 性

85cm以上の人

90cm以上の人
25以上の人

□　血糖(空腹時血糖100㎎/dl以上 または　ヘモグロビンA1ｃ<HbA1c>5.6%以上）
□　脂質（中性脂肪150㎎/dl以上 または HDLコレステロール40mg/dl未満）
□　血圧（収縮期130mmHgl以上 または 拡張期85mmHg以上）

★ リスク項目について服薬中の場合は、特定保健指導の対象になりません。
　 (服薬に対してコントロール出来ていない場合もありますので、かかりつけのお医者様に相談してみて下さい。）
★ メタボリックシンドローム判定が「非該当」の方でも、特定保健指導の対象者になる場合があります。
　 血糖の判定基準が特定保健指導レベル判定とメタボリックシンドローム判定で異なるためです。
★ 特定保健指導レベル判定による該当者全員に保健指導が実施されるわけではありません。
 　（健保組合の特定保健指導に基づき実施いたします。）

リスク項目をカウント

＊BMI=体重㎏÷（身長m）2

積極的支援 積極的支援動機付け支援 動機付け支援

リスク項目が
２つ以上

リスク項目が
1つ

リスク項目が
3つ

リスク項目が
2つ

リスク項目が
1つ

現在、たばこを… 現在、たばこを…

吸う 吸う吸わない 吸わない

被保険者の皆様の定期健康診断及び人間ドックを受診された健診結果に基づき、生活習慣病対策として（高血圧・
脂質異常症・糖尿病）を重点に対応しています。

保健師等の
専門家による
個別面談

生活習慣改善の必要性を理解した上で、実践可能な目標を一緒に考えます。
健保組合の指導委託先機関の保健師等が各会社に出向いて特定保健指導
（初回個別面談）を就業時間内に行います。

継続支援

動機付け支援レベルに該当された方 積極的支援レベルに該当された方

面談で立てた目標に向かって
各自で生活習慣改善に６ケ月間のチャレンジ

保健師等、専門家による月１回程度の電話・
メール・手紙等でフォローします。

６ケ月後の評価 健康状態や生活習慣の改善成果をアンケート等から確認します。

※１ 被保険者の場合、会社の定期健康診断や人間ドックの特定健診項目の健診結果

－ －2－ －1 － －3

平成２６年度はこんな年でした平成２６年度はこんな年でした

第８６回　組合会のご報告（抜粋）第８６回　組合会のご報告（抜粋）

特定健診実施率（40歳以上組合員） 特定保健指導 対象者数と終了者数（40歳以上組合員）

決 　　 算 平成25年度 平成26年度 前年度との差額
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収支差引額
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7,864,374千円

467,902千円

164,031千円

309,123千円

▲145,092千円

ヘルスアップキャンペーンは今年も無事に終えることができました。ご参加いただき、ありがとうございます。
達成者人数と達成者の声をご紹介いたします。

被保険者 423名
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達成率
(達成者数÷在籍者数)

主な収入と支出 平成25年度 平成26年度 前年度比

収入

支出

保険料

医療費

納付金

計
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「特定健診・特定保健指導」の制度は第2期に入り、平成26年度は2年目になります。11月に平成26年度の結果
を国へ報告します。

被保険者の実施率が前年度より上がり、全体では80％を
超える見込みです。

前年度に引き続き、平成26年度も、対象に選ばれた方全
員に実施するのではなく、リスクが高い方（血圧、血糖、
脂質で受診勧奨値以上の項目が１つ以上ある方）に絞っ
て実施しました。

注目！

★納付金とは　「前期高齢者（65歳～74歳）納付金」「後期高齢者（75歳以上）支援金」など、
　高齢者の 医療費をまかなうために、健保組合が　国から支払を課せられた　負担金の事です。

★平成２７年度は　前期高齢者納付金が前年　プラス９億円　となります！
　これは、当健保組合の前期高齢者（６５歳～７４歳の、被保険者・被扶養者）の２年前（平成２５年）の　
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★被保険者数・・・20,316人（H27.3月）　前年プラス415人
★被扶養者数・・・13,092人（H27.3月）　前年プラス87人
★被保険者ひとりあたり年間医療費・・・195,918円！  前年プラス5,001円
★被保険者ひとりあたり年間納付金・・・160,550円！  前年マイナス213円
　 

健康保険支出の内訳

★平成２６年度収入支出決算が承認されました。
★平成２７年度変更予算について承認されました。（繰越金、別途積立金繰入、予備費変更）
★平成２７年度以降の健保財政見通しについて報告しました。
★柔整師長期受診者への、昨年に引き続きの「医療費のお知らせ」発送事業が承認されました。
★健保連城西地区方面より、多摩地区方面会への変更、加入状況等が報告されました。

事務費1.3％保健事業
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総 収 入 936,778千円 総 支 出 収支差引額904,175千円 32,603千円
準備金(財産）へ積立

WEB上で記録出来て便利でした。
また順位があるので抜かされない様に頑張れ
ました。

子供から「タバコ臭い!」と言われなくなったことや、
同時に缶コーヒーもやめたので、少しダイエットに
繋がっていることがうれしく思いいます。

健康に対しての意識を再認識できました。

７月１５日開催

最終報告は
Ｈ27．10月末
予定です
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各種健康保険の手続きでは、平成２９年１月からの申請書・届出書に記載が必要になってきます。

通知カードは大切に保管しておいてください！
ホームページで順次お知らせします！

マイナンバー制度のマスコット、マイナちゃん

40歳～74歳までの被保険者に実施するメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に
着目した健康診断【特定健診】の健診結果から、生活習慣病の発生リスクが高く、
生活習慣の改善によりメタボリックシンドロームの予防効果が期待できる人を
対象に【特定保健指導】を実施しています。
当健保では、重症化予防対策として特定保健指導の対象年齢を30歳から実施しています。

あなたに合った
生活習慣改善法を
一緒に考えます！

 「特定健診結果 ※1」から生活習慣病の発症リスクに応じて【特定保健指導レベル判定】をします。
　①【動機付け支援】・・・メタボリックシンドロームのリスクが出始めた段階
　②【積極的支援】・・・・メタボリックシンドロームのリスクが重なり出した段階

どんな人が特定保健指導の対象者になるの？　　　

特　定　保　健　指　導 っ て 何 を す る の ？

特　定　保　健　指　導　レ　ベ　ル　判　定

●腹囲が ●腹囲に関係なく
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□　血糖(空腹時血糖100㎎/dl以上 または　ヘモグロビンA1ｃ<HbA1c>5.6%以上）
□　脂質（中性脂肪150㎎/dl以上 または HDLコレステロール40mg/dl未満）
□　血圧（収縮期130mmHgl以上 または 拡張期85mmHg以上）

★ リスク項目について服薬中の場合は、特定保健指導の対象になりません。
　 (服薬に対してコントロール出来ていない場合もありますので、かかりつけのお医者様に相談してみて下さい。）
★ メタボリックシンドローム判定が「非該当」の方でも、特定保健指導の対象者になる場合があります。
　 血糖の判定基準が特定保健指導レベル判定とメタボリックシンドローム判定で異なるためです。
★ 特定保健指導レベル判定による該当者全員に保健指導が実施されるわけではありません。
 　（健保組合の特定保健指導に基づき実施いたします。）
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脂質異常症・糖尿病）を重点に対応しています。

保健師等の
専門家による
個別面談

生活習慣改善の必要性を理解した上で、実践可能な目標を一緒に考えます。
健保組合の指導委託先機関の保健師等が各会社に出向いて特定保健指導
（初回個別面談）を就業時間内に行います。

継続支援

動機付け支援レベルに該当された方 積極的支援レベルに該当された方

面談で立てた目標に向かって
各自で生活習慣改善に６ケ月間のチャレンジ

保健師等、専門家による月１回程度の電話・
メール・手紙等でフォローします。

６ケ月後の評価 健康状態や生活習慣の改善成果をアンケート等から確認します。

※１ 被保険者の場合、会社の定期健康診断や人間ドックの特定健診項目の健診結果

－ －2－ －1 － －3

平成２６年度はこんな年でした平成２６年度はこんな年でした

第８６回　組合会のご報告（抜粋）第８６回　組合会のご報告（抜粋）

特定健診実施率（40歳以上組合員） 特定保健指導 対象者数と終了者数（40歳以上組合員）

決 　　 算 平成25年度 平成26年度 前年度との差額

総　収  入

総　支  出

収支差引額

8,168,245千円

7,555,251千円

612,994千円

8,332,276千円

7,864,374千円

467,902千円

164,031千円

309,123千円

▲145,092千円

ヘルスアップキャンペーンは今年も無事に終えることができました。ご参加いただき、ありがとうございます。
達成者人数と達成者の声をご紹介いたします。

被保険者 423名

18名

3,134名

77名

5名

0名

17.5％

2.2％

達成者
ウォーキング
コース

生活習慣
改善コース

禁煙
コース

達成率
(達成者数÷在籍者数)

主な収入と支出 平成25年度 平成26年度 前年度比

収入

支出

保険料

医療費

納付金

計

7,911,892千円

3,805,572千円

3,211,245千円

7,016,817千円

8,070,930千円

3,958,722千円

3,244,071千円

7,202,793千円

102.0％

104.0％

101.0％

102.7％

「特定健診・特定保健指導」の制度は第2期に入り、平成26年度は2年目になります。11月に平成26年度の結果
を国へ報告します。

被保険者の実施率が前年度より上がり、全体では80％を
超える見込みです。

前年度に引き続き、平成26年度も、対象に選ばれた方全
員に実施するのではなく、リスクが高い方（血圧、血糖、
脂質で受診勧奨値以上の項目が１つ以上ある方）に絞っ
て実施しました。

注目！

★納付金とは　「前期高齢者（65歳～74歳）納付金」「後期高齢者（75歳以上）支援金」など、
　高齢者の 医療費をまかなうために、健保組合が　国から支払を課せられた　負担金の事です。

★平成２７年度は　前期高齢者納付金が前年　プラス９億円　となります！
　これは、当健保組合の前期高齢者（６５歳～７４歳の、被保険者・被扶養者）の２年前（平成２５年）の　
　医療費に基づいて算出された結果です。
　そのため、平成２７年度は財産を取り崩してまかなうこととなります。
　今後また、保険料率の引き上げを検討しなければならない状況になってきています。
　すでに当健保組合の健康保険料率は、１０３/１０００‰　と、自社で健保を持たない、中小企業の従業員
が加入する、 いわゆる『協会けんぽ』のH２６年度全国平均料率の１００/１０００‰をも超えています！

どうぞ、医療費適正化にご協力ください！
また、健康保険のことに関心をもってください！

納付金等・・・

第２期（平成 25 ～ 29 年度）の
国が定める目標値  ９０％ 特定保健指導特定健診 第２期（平成 25 ～ 29 年度）の

国が定める目標値  ６０％

達成率の高かった上位5事業所♪
事業所

㈱ディスペンパックジャパン１位 90.5%

㈱サンエー物流
芸南食品㈱

2位
3位

65.8%
57.5%

㈱キユーソーエルプラン

キユーソーティス㈱

4位

5位

54.8%

51.9%

達成率

被扶養者
（配偶者）

【WEBウォーキングコース】
キユーピー醸造㈱ 40代 女性

【生活習慣改善コース】
キユーピー㈱　60代　男性【禁煙コース】

㈱ディスペンパックジャパン 40代 男性

80.5 79.7 81.2
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100.0

H24 H25 H26

被保険者 被扶養者 全体
（報告準備中）（国への報告実績）（％）

92.8 90.4
94.7

35.4 38.9 35.9

8月末時点
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積極的支援 動機づけ支援 実施率

（％）（人）

（報告準備中）

8月末時点

（国への報告実績）

21.4

6.51,240

278

1,271

292

797

157

804

60
1,359

127

859

17

17.0

健 康 保 険

介 護 保 険

H27年繰越金へ

医療費51.0％

納付金
41.8％

★被保険者数・・・20,316人（H27.3月）　前年プラス415人
★被扶養者数・・・13,092人（H27.3月）　前年プラス87人
★被保険者ひとりあたり年間医療費・・・195,918円！  前年プラス5,001円
★被保険者ひとりあたり年間納付金・・・160,550円！  前年マイナス213円
　 

健康保険支出の内訳

★平成２６年度収入支出決算が承認されました。
★平成２７年度変更予算について承認されました。（繰越金、別途積立金繰入、予備費変更）
★平成２７年度以降の健保財政見通しについて報告しました。
★柔整師長期受診者への、昨年に引き続きの「医療費のお知らせ」発送事業が承認されました。
★健保連城西地区方面より、多摩地区方面会への変更、加入状況等が報告されました。

事務費1.3％保健事業
6.0％

総 収 入 936,778千円 総 支 出 収支差引額904,175千円 32,603千円
準備金(財産）へ積立

WEB上で記録出来て便利でした。
また順位があるので抜かされない様に頑張れ
ました。

子供から「タバコ臭い!」と言われなくなったことや、
同時に缶コーヒーもやめたので、少しダイエットに
繋がっていることがうれしく思いいます。

健康に対しての意識を再認識できました。

７月１５日開催

最終報告は
Ｈ27．10月末
予定です

達成者の声（アンケートより抜粋）



ご家庭にお持ち帰りください！

キユーピー・アヲハタ健康保険組合　〒182-0002　東京都調布市仙川町2-5-7　仙川キユーポート　TEL:03-5384-7740　FAX：03-5384-7840

キユーピー・アヲハタ健保組合は40周年、今後ともよろしくお願いします！キユーピー・アヲハタ健保組合は40周年、今後ともよろしくお願いします！キユーピー・アヲハタ健保組合は40周年、今後ともよろしくお願いします！

第164号
2015.秋

★平成２6年度はこんな年でした
★組合会のご報告
★平成26年度特定健診・特定保健指導　実施状況
★「ヘルスアップキャンペーン２０１５」のご報告
★マイナンバー制度について
★データヘルス計画、特定健診・特定保健指導について
★「ジェネリック医薬品についてのお知らせ」をお送りします
★「年間医療費のお知らせ」をお送りします
★「柔整師長期受診者へのお知らせ」をお送りしました
★平成２７年度 インフルエンザ予防接種補助のお知らせ
★保険証カードの取り扱いにご注意！！
★人間ドックの受け方にご注意！
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年間医療費、今年もお送りします

健保組合のホームページの「健保からのお知らせ」に
掲載する写真を募集しています！
ぜひ、この写真を載せてほしいという方は、
健保組合までご連絡ください☆
（社内メールをお持ちの方は、健保に直接
メールをお願いします）
よろしくお願いします。

ホームページに掲載する写真 募集中！ホームページに掲載する写真 募集中！

現在HPで活躍中のみーこさん

目　次

わたしには負けない！季節の風景！
ほっと一息できる場所！など
みなさんのペットや素敵な景色の写真を
お待ちしています★

●人に貸したり、勝手に書き換えて使用することは、法律によって固く禁じられています！
　不正に保険証を使用した者は、刑法によって詐欺罪として懲罰の処分を受けます。
●再交付する場合は、再発行手数料１，０００円を請求いたします。（振込手数料も本人負担）

平成２７年４月から
すでに変更しています！
ご注意ください！

【人間ドック・成人病健診・婦人科検診】
　　５０歳以上の方も、年１回 の受診になりました。
【脳ドック（ＭＲＩ・ＭＲＡ・ＣＴ）】 ※契約健診機関によって内容は異なります
　　人間ドックとは別の日に単独受診ができるようになりました。　
　　 (一部の契約健診機関を除く)
　　　★脳ドックの受診方法　　①人間ドックと一緒にオプションとして受診　　
　　　　　　　　　　　　　　　②人間ドックと別の日に単独受診
☆２０１５年春号にも詳細を載せていますので、ご覧ください。（ホームページにバックナンバー掲載）

財政健全化に向けた医療費削減の取組みとしてお知らせします

－ －5－ －4

キユーピー・アヲハタ健康保険組合
ホームページはこちらです　http://www.qpbf-kenpo.com/

スマホでもOK！検索キユーピー アヲハタ けんぽ で

平成２7年度「インフルエンザ予防接種」補助のお知らせ平成２7年度「インフルエンザ予防接種」補助のお知らせ

保険証カードの取り扱いにご注意！保険証カードの取り扱いにご注意！

人間ドックの受け方にご注意！人間ドックの受け方にご注意！

インフルエンザ予防接種をした方に対して、昨年と同様に下記の通り補助を行います。
ご希望の方は、お近くの病院等で接種を受け、「インフルエンザ予防接種代」と明記された領収書を必ず受け
取って下さい。（領収書は補助金請求の際に必要となります）
ワクチンの効果がでるには接種後２週間程度かかるといわれていますので、早めの接種をお勧めします。

平成27年10月1日～平成28年2月29日　※この期間中に接種した場合に限ります。

キユーピー・アヲハタ健保組合の保険証を持っている方

接種１回につき、消費税を含む下記の額となります。
・１６歳以上　：　1,000円（昨年と変わりません）
・１５歳以下　：　2,000円（　　　〃　　　　　）

接種者1人当たり２回まで　　

「インフルエンザ予防接種補助金請求書」に必要事項を記入の上、領収書を添付して請求してください。
領収書は原本のみ、コピー不可です。
「領収」の文字がない場合には、領収書とみなしません。
「補助金請求書」は健保組合ホームページからダウンロードできます。

領収書には以下の記載をしてもらってください。
　① 一人分の接種料金　② 予防接種を受けた人の氏名　③ 但し書きで「インフルエンザ予防接種代」

　※ 同一の人が2回接種を行う場合は、一度にまとめて請求してください。
　※ インフルエンザ予防接種は治療ではなく予防なので、医療費控除対象になりません。

平成28年3月31日（木）  ※健保組合必着

補助金対象接種期間

対　　　象　　　者

補　 助　 金　 額

補　 助　 回　 数

請　 求　 方　 法

提　出　締　切　日

注）平成28年3月31日時点、15歳以下の方とします。（平成12年4月2日以降の誕生日の方）接種時に15歳でも、　
 　 平成28年3月31日には16歳になる方は、1,000円です。
　  ※尚、補助額より少ない場合には実費の補助。

「年間医療費のお知らせ」「年間医療費のお知らせ」

柔整師長期受診者の方へ「今年も」柔整師の医療費のお知らせ柔整師長期受診者の方へ「今年も」柔整師の医療費のお知らせ

「ジェネリック医薬品についてのお知らせ」「ジェネリック医薬品についてのお知らせ」

【目的】
　●家族全員の受診歴が確認できるもので、個々の医療費や
　　年間医療費総額を理解していただく
　●同一疾病の意味のない多重多頻度受診のセーブのため
　●同種類似調剤、過剰数量の薬剤購入の管理のため

★医療機関発行の領収証と照合し、医療費の額や受診日数等に
　誤りがないかチェックしましょう。
※確定申告の医療費控除を受けるときの目安にもなります。
　『年間医療費のお知らせ』では、申告できません！
　必ず、医療機関発行の領収書にて申告をしてください。

平成２７年６月に被保険者および被扶養者の保険証を
１人１枚のカード型保険証に変更しました。

カードに変わってから、保険証の紛失や盗難が多発しています！
紙の時とは保管方法が変わっているかと思いますので、取り扱いに十分
ご注意ください。

医療費適正化にご協力を！

被保険者全員に会社経由でお送りします
（任意継続者の方はご自宅にお送りします）
※一度も医療機関に掛かっていない方は、発行しません。

町で見かける柔整師・・・接骨院、整骨院は、「健康保険、使えます！」「保険適用」とうたっていますが、実際法令上では・・・

★ 日常生活からくる肩こりや筋肉疲労　
★ 単なるマッサージ代わり 
★ スポーツなどにともなうからだのケア 
★ 脳疾患後遺症、リウマチなどの慢性病
★ 症状の改善がみられない長期の施術 
★ 医療機関で治療中のもの 

★「打撲・ねんざ・挫傷（肉離れなど）」
★「骨折・脱きゅう」（応急手当を除き、医師の同意が必要）

このようなルールを知っていただくため、
柔整師長期受診者の方へ『柔整師の医療費のお知らせ』を今年も
送付させていただきました。
１年間の柔整にかかった、本人負担額と、健保負担額をご確認ください。
症状の改善がみられない長期の受診は本来、健康保険は使えないのです。
来年もまた継続して通知発送の対象となった場合には、面接も検討したいと思います。

健康保険(証)が 使える場合 健康保険(証)が 使えない場合○ ×

今年度、国への前期高齢者納付金は
　　前年度＋９億円です・・・
　　　　　　　　　　あやうし、健保！！！

インフルエンザ補助金
はじまりました！

保険証カードは大切に

削減可能な“本人”負担額

削減可能な“健保”負担額

削減額

処方された
先発医薬品
　・医薬品名
　・処方量
　・自己負担額

変更可能な
ジェネリック医薬品
　・医薬品名
　・自己負担額

該当者のみなさんへ「ジェネリック医薬品についてのお知らせ」を送付します。
先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えることで、自己負担額が
安くなることはもちろん、健保組合全体の医療費削減にもなります。
通知が届いた方は、ジェネリック医薬品への切り替えをご検討ください。

ジェネリック医薬品に切り替えた場合に
自己負担額の削減額が大きい方を中心　
　※全員に届くわけではありません

ご自宅へ直接送付

平成27年12月

株式会社　エム・エイチ・アイ

対 象 者

送付方法

送付時期

業務委託

平成28年２月に発送

国の切り替え推奨は80％です！

詳しくは、健保組合ホームページの『ジェネリック医薬品』をご覧ください。
お薬検索ができるジェネリックサイトも見ることができます。

みなさまの保険料です。どうぞルールを守って医療費の適正化にご協力ください。

平成26年12月から
平成27年11月分までの１年間です。
毎年大切に保管してください☆




