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令和元年10月発行

印刷製本包装機械健康保険組合

本誌をご家庭にお持ち帰りになり皆さまでご覧ください。
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　平成30年度の総医療費（医科）の上位３疾病は、第１位「かぜ・花粉症等」、第２位「がん」、第３位「高血圧・心臓病・

脳梗塞等」となっており、３年連続で同様の結果となりました。なお、第４位には「糖尿病・高脂血症等」が入っており、

生活習慣病が第３位・第４位と上位を占める結果となりました。

　また、歯科医療費は年々増加しており、総医療費全体でみると第２位にあたる医療費となっております。

　当組合では、データヘルス計画に基づき、がん健診、特定保健指導、生活習慣病の重症化予防などの保健事業を行っ

ておりますが、引き続き、加入者の皆さまの健康管理と健康寿命の延伸を目指し、健康づくり・疾病予防に取り組み、

医療費節減に繋がるよう努めてまいります。

当組合における平成30年度
総医療費の分析を行いましたので、
その概要についてお知らせします。

平成 30 年度疾病別医療費の構成割合

総額
73億6,145万円
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腰痛症等　6％腎不全・尿路結石等　5％

皮膚炎・湿疹等  4％

骨折・捻挫・
中毒等　4％

眼の疾患
4％

平成30年度　疾病別１人当たり医療費（※）

※１人当たり医療費…総医療費を加入者数（年度平均）で割り、算
　出しています。
　組合計＝組合総医療費÷総加入者数（被保険者＋被扶養者）
　被保険者＝被保険者総医療費÷被保険者数
　被扶養者＝被扶養者総医療費÷被扶養者数

（円）

主な疾病名 組合計 被保険者
（本人）

被扶養者
（家族）

かぜ・花粉症等 19,085 12,473 25,761

がん 14,922 15,965 13,868

高血圧・心臓病・脳梗塞等 13,291 19,809 6,696

糖尿病・高脂血症等 11,964 14,212 9,684

胃潰瘍・肝炎・胆石等 9,324 11,525 7,098

関節症・リウマチ・腰痛症等 8,199 9,048 7,340

腎不全・尿路結石等 6,530 7,811 5,234

皮膚炎・湿疹等 6,207 4,114 8,323

骨折・捻挫・中毒等 5,644 5,092 6,202

眼の疾患 5,494 4,943 6,049

その他 24,714 19,474 30,015

歯科 17,944 18,703 17,176

計 143,318 143,169 143,446
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生活習慣病　1 人当たり医療費及び受診者数の推移（過去３カ年）

生活習慣病　主傷病（糖尿病・高血圧症・高脂血症・人工透析）　１人当たり医療費の推移（過去３ヵ年）

糖尿病 高血圧症 高脂血症 人工透析

平成 30 年度　生活習慣病　医療費内訳及び本人家族別医療費

生活習慣病本人・家族別医療費

本人
77％

家族
23％

生活習慣病医療費内訳

糖尿病
26％

高脂血症
15％ 脳血管障害　5％

虚血性心疾患　7％

高血圧症　25％

高尿酸血症　3％

肝機能障害　1％

人工透析　18％
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　生活習慣病に関しては、その名のとおり、やはり生活が不規則になりやす

い被保険者（本人）の医療費が「被扶養者（家族）の医療費の３倍強」と大

きく上回っています。

　全傷病計で比較すると被扶養者の医療費の方が高いという事実からも、い

かに生活習慣病のリスクが被保険者にとって大きいのかを如実に現す結果と

なりました。

　被保険者の皆さまにおかれましては、健診結果等により、生活習慣の改善

が必要と判断された際は、ぜひ治療に至る前に取り組んでいただき、健康な

日々を過ごしていただきたいと思います。

　また、被保険者の方の生活習慣の改善には家族の協力も大きいと言われて

います。一緒に運動する、食事を健康メニューに切り替える、禁煙を勧める、

など出来ることからご協力をお願いいたします。
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生活習慣病重症化予防について
　当組合では健診の結果、血糖・血圧・脂質のいずれかが「要治療」または「要精密検査」と判定された方のうち、医

療機関への受診履歴がない方（未治療者）に対し、各リスクに応じた受診勧奨通知をご自宅発送しております。

　発送後は医療機関への受診履歴を確認し、医療機関への受診が確認できない場合には、当組合より再度受診勧奨

通知を送付しております。

　しかしながら、受診されない方も多く、誠に残念ながら医療機関を受診されないまま、数名の方がお亡くなりになっ

ております。

受診履歴がないまま突然死となったケース

血糖×血圧リスク 50 代後半（男性）　死因　   急性心筋梗塞

血圧リスク 40 代後半（男性）　死因　   急性大動脈解離

血糖リスク

60 代前半（男性）　死因　   虚血性心疾患

50 代後半（男性）　死因　   脳梗塞

今年度も 8 月に受診勧奨通知

を発送しております。通知が

届いている方は、決して放置

せずに必ず一度、医療機関へ

のご受診をお願いいたします。

歯科診療　1 人当たり医療費及び受診者数の推移（過去３ヵ年）

　歯科に関しては、被保険者・被扶養者ともに医療費・受診者数のいずれも増加しています。被扶養者に至っては、加入

者が減少傾向にあるにもかかわらず、受診者が増えています。

　ただし、その内訳をみると「歯周病・歯肉炎」が8割を占め、「歯石除去等」を含めると9割近くに達することからも、

加入者の皆さまが予防歯科に力を入れていることがうかがえます。

　口内環境を整えることは、他の疾病の予防にもつながりますので、引き続き予防歯科に力を入れ、定期的に受診するこ

とをおすすめします。

平成 30 年度　歯科診療　医療費内訳及び本人家族別医療費

歯科本人・家族別医療費
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標準報酬月額の決定・改定について
　健康保険の保険料は、皆さまが事業所から受ける給与（基本給、通勤手当など）に応じて決められます。ただし、
毎月の給与には残業代などにより変動があるため、月ごとに保険料を算定することは手続きが煩雑となります。
そこで健康保険では、年に一度報酬を 50 の等級に区分した「標準報酬月額保険料額表」に当てはめ、保険料
の基礎となる標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい、その他次のように決定・改定されます。

○資格取得時決定
　入社したときに受ける報酬額により標準報酬月額を決
定します。

○定時決定
　毎年７月１日現在の全被保険者について４月・５月・
６月に支払われた報酬をもとに見直し、９月以降の標準
報酬月額を決定します。

○随時改定
　昇給や降給などで固定的な賃金に変動があり、標準報
酬月額と実際に受ける報酬とが著しくかけ離れた場合に、
一定の要件のもと、定時決定を待たずに標準報酬月額の
改定を行います。

　このほか、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了
時改定があります。

　定時決定によりご提出いただきました算定基礎届に
より決定されました標準報酬月額は、令和元年９月１
日から適用され、９月分保険料（10 月納入分）から来
年８月分保険料（９月納入分）までの１年間適用され
ます。従いまして、被保険者の皆様のなかには９月分

（10 月給与分）から健康保険料が変わる方がいらっしゃ
いますので、ご留意ください。
　事業主様ならびに事務ご担当者様には、ご多忙のと
ころ算定基礎届の提出にご協力いただき、ありがとう
ございました。

定時決定により 9 月分（10 月給与分）から健康保険料が変わる方がいらっしゃいます

保険証の返却時には、「限度額適用認定証」や「高齢受給者証」のご返却もお忘れなく！

こんなときは保険証の返却を！

　退職すると被保険者の
資格を失いますので翌日
からは使用できません。
ご自分と被扶養者の保険
証を、すみやかに事業主
に返却してください。

　扶養する家族が就職し
たり、収入増で扶養要件を
満たさなくなった場合は、
被扶養者（異動）届ととも
に、対象者の保険証を事業
主に提出してください。

　任意継続の期間は 2 年です
が、途中で別の健保組合に加入
したり、75 歳になって後期高齢
者医療制度に加入する場合など、
任意継続被保険者でなくなったと
きは、保険証を返却してください。

　被保険者が 75 歳の誕生
日を迎えると後期高齢者医
療制度に加入するため、こ
れまでの保険証は返却して
ください。被扶養者も資格
を失うことになります。

会社を退職したとき 75歳になったときご家族（被扶養者）が
扶養からはずれたとき

任意継続被保険者で
なくなったとき

保険証が使えるのは、資格がある間に限られます。

保険証は正しく
使いましょう！

こんなときどうする？

手続き中で保険証が
手元に届いていないが
受診したいとき

あらかじめ医療機関の窓口で保険証を持ってこなかったことを伝えて受診します。全額自己負担
となりますが、療養費の支給申請書に領収証や明細書などを添付して健保組合へ申請すると、後
日健保負担分が支給されます（期日内に医療機関に保険証を持参すれば、健保組合負担分を返金
してもらえる場合もあります）。

保険証は、初診時や、月が変わるごとに医療機
関の窓口で提示します。
保険証は本人のみ有効です。たとえご家族で
あっても貸し借りは法律※で禁止されています。

歯医者なのに
保険証を忘れて
きちゃった！
給料日前日で全額自
己負担は苦しいなあ

先輩！
今日だけ保険証を

貸してくれませんか？

保険証の貸し借りは
ダメなんだよ！

お金貸すから明日ちゃんと
利子つけて返してね

※刑法 246 条
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負傷の原因（照会）
について

  照会の目的
　被保険者（本人）や被扶養者（家族）がけがをされたときに「負傷の原因について（照会）」を実施しております。

　負傷された原因が、業務上・通勤途上によるけがや第三者によるけがなど、「健康保険が使えない場合」があり、

「医療費の適正化」の取り組みのひとつとして行っています。（健康保険法第59条）

　通常、医療機関でけがによる治療を受けると医師にけがの原因を聞かれますが、医療機関からの「診療報酬

明細書（レセプト）」には、その原因が記載されておりません。そこで、皆さまに照会し、負傷原因等について

回答をお願いしております。

　その回答により、仕事中のけが（業務上災害）または通勤途上のけが（通勤災害）や、加害者の存在する交

通事故等で、健康保険が使えないけが（負傷）であることが判明した場合には、医療費を返還のうえ労災保険

への切替え（申請）を行っていただくことや、第三者（加害者）に対し医療費の返還請求をすることで給付の適

正化を図っています。

   （関連条文：健康保険法第 1 条）
　この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害（労働者災害補償保険法 （昭和二十二年法律第五十号）第七条第一項第一号 に規定する業務災害をいう。）
　以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

  負傷原因の回答の提出
★けが（負傷）により保険医療機関または接骨院等に受診された場合

　・組合より、照会文書が届きましたら必ず期限内に回答をお願いいたします。

★その他負傷原因の回答が必要な場合

　けが（負傷）により現金給付を申請される場合

　　・療養費（治療用装具・海外・立替払）

　　・高額療養費・付加給付金

　　・傷病手当金　　　　　　　　　　　など

  健康保険で給付できないもの
1	第三者行為による疾病・けが（負傷）（別途、第三者行為届が必要となります）

　　相手がいる交通事故の場合……………加害者または損害保険会社などに請求（損害賠償権の代位取得）

　　けんか等によりけがをした場合…………加害者へ請求（相手が不明の場合でも届出が必要）

　　動物にかまれてけがをした場合…………飼い主へ請求（飼い主が不明の場合でも届出が必要）

　　食中毒で受診した場合……………………販売元・飲食店へ請求（原因が不明の場合でも届出が必要）

2	業務上・通勤途上の疾病・けが（負傷）

　　原則、労災保険（労働者災害補償保険）の給付対象となります。

ご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。

☎03-3634-0048
☎075-255-5150（京都事務所）

保険証記号 5000 番未満及び 9999 の方　  ＞＞＞
保険証記号 5000 番以上及び 9991 の方　  ＞＞＞

必ず
ご回答を!!
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k e e p！
健診を活用して
健康を

病気になってからでは遅い !!

特定保健指導で早めの生活習慣改善を
　健診の結果、メタボリックシンドロームやその予備群に該当し、生活習慣を変えることで改善が見込まれる方

に、特定保健指導を行っています。専門家からアドバイスや支援を受けながらメタボリックシンドロームを改善

させる絶好のチャンスです。案内があった方はぜひ特定保健指導を受け、生活習慣改善に取り組みましょう！

特定保健指導を受けないとどうなるの？

自分でダイエットをするつもりなので
特定保健指導を受ける必要はないと思っているのですが…

　特定保健指導への参加は義務ではありませんが、実施率が目標に達しないと、

国への納付金が加算されるしくみがあります。メタボリックシンドロームを放置

していると、生活習慣病を発症して服薬などの治療が必要になるばかりか、虚血

性心疾患や脳卒中などを発症することになりかねません。

　病気になる前の早い段階で健康的な生活習慣を身につけてもらうよう工夫して

特定保健指導を行っていますので、ぜひ受けてください。

　特定保健指導では、専門家からあなたのライフスタイルに合った生活習慣改善

方法のアドバイスをもらえます。自分で行うダイエットとは違い、保健師や管理

栄養士など、専門的な知識をもった人が指導にあたりますので、無理のない正し

い方法で減量に取り組めます。

　６カ月後、生活習慣改善効果の確認もしてもらえます。

特定保健指導の対象にならなかった人も
生活習慣の見直しを!

健診をムダにしないため
に！

①健診を受けただけで満足しない
　健診は受けただけでは十分ではありません。健診結果をよく確認し、検査の

数値が基準値内でも数年の変化を把握して、健康管理に役立てましょう。

②気になる検査項目があったら今のうちから生活習慣の見直しを
　「年々中性脂肪が高くなっている」「体重が徐々に増えている…」など、気になる傾

向があったら次年度の健診では改善できるよう食事や運動に気をつけてみましょう。

③ご家族の健診結果もチェック
　自分自身だけでなく、ご家族の健診結果もお互いに確認してみましょう。毎

日の食事のとり方を工夫したり、一緒にウオーキングをするなど、協力して健

康をキープしていきましょう。
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　季節性インフルエンザの流行シーズンは例年 12 月～
3 月。ワクチンの効果は接種の 2 週間後から約 5 カ月
間とされていますので、毎年 12 月中旬までに接種を済
ませましょう。子ども（13 歳未満）の場合は、4 週間あ
けて 2 回接種するのがよいとされているので、1 回目は
10 月～ 11 月に受けましょう。

流行前に
受けましょう インフルエンザ予防接種インフルエンザ予防接種

手洗い・手の消毒

流行前に
予防接種を
受ける

感染を防ぐには…

十分な栄養と睡眠をとる

人ごみでは
マスクをする

　インフルエンザの感染予防及び重症化予防の

ため、予防接種を受けた被保険者及び被扶養者

の方に補助を実施しています

インフルエンザ予防接種補助を
実施しています

対　 象　 者：被保険者・被扶養者
補助接種期間：令和元年 10 月 1 日～
　　　　　　　令和 2 年 1 月 31 日
補  助  金  額：１人 3,000 円を上限とし、
　　　　　　　実費の範囲で補助します。

た ば こ を 吸 わ な い 　 　 、 吸 う 　人 生 人 生

喫煙者が抱える
病気のリスク

　たばこは体に悪いとわかってはいるけれど、「今は病気もして
いないから、禁煙しなくても大丈夫」と思っていませんか？
　今は体に異常がなくても、たばこを吸っている人は吸っていな
い人に比べて、こんなにも多くのリスクを抱えているのです。

喫煙が手術に及ぼす影響

●狭心症や血栓症が起こりやすくなる

●術後に肺炎が起こりやすくなる

●手術の傷が治りにくくなる

　重大な病気になってしまった後に「た

ばこを吸っていなければ…」と後悔しな

いためにも、今日からたばこを吸わない

人生を歩み始めましょう！

脳卒中
1.3倍

大腸がん
1.4倍

胃がん
1.7倍

食道がん
3.7倍

肺がん
 4.5倍 虚血性心疾患

2.9倍

たばこを吸っていると
安全に手術が受けられない！

しかも…

女性でたばこを吸っている場合、

乳がんになるリスクは3.9倍に！

（閉経前）

死亡のリスク
1.7倍

さらに…

こんなにある！
たばこを吸う人（男性）が抱えるリスク

参考：国立がん研究センター「多目的コホート研究の成果（2016 年12月）」
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事業所数	 235社
被保険者数
	 男性	 21,253人
	 女性	 4,706人
	 計	 25,959人

平均標準報酬月額
	 男性	 439,973円
	 女性	 271,926円
	 平均	 409,509円

保険料調定額（一般保険料 8 月分）

	健康保険料	 996,345,455円
調整保険料	 13,972,436円
合　 　 計 	1,010,317,891円

保険給付費・納付金
	法定給付費	 521,890,239円
	付加給付費	 9,966,400円
	納　付　金	 599,777,000円
	合　 　 計 	1,131,633,639円

組合事業概況　（令和元年 8 月末現在）

被保険者1人当たり被扶養者数  	0.96 人

◦締　切	 令和元年11月 30日（当日消印有効）
◦賞　品	 正解者の中から抽選でⒶクオカード千円分、Ⓑ 5名

の方にリゾートトラスト宿泊（1泊・1部屋）を進呈し
ます。なお、当選者の発表は賞品または当選通知の
発送をもってかえさせていただきます（発送は 12
月中を予定しています）。

◦注　意	 応募は 1人 1通とします。
※応募により取得した個人情報はクイズの抽選・賞品の発送のみに使用いたします。
※今回の宿泊プレゼントは令和2年 3月末までのご宿泊となります。

◦資　格	 当組合の被保険者及び被扶養者に限ります。
◦応　募	

◦送り先	 〒 135-8318	 東京都江東区毛利2-6-5
	 印刷製本包装機械健康保険組合
	 「健保クイズ係」

◎ 応募のきまり ◎

※7月号のクイズには多数のご応募いただきありがとうございました。当選者の方々には賞品をお送りしました。

①クイズの解答
②住所
③氏名
④事業所名
⑤被保険者証の記号・番号
⑥希望する賞品名（ⒶまたはⒷ）

ハガキに①～⑥を明記
のうえ、下記健保クイ
ズ係までお送りくださ
い。また、ご意見・ご
感想がありましたらあ
わせてお寄せください。

ぜひ契約保養施設をご利用ください！
http://www.ishk-kenpo.or.jp/

Let’s
 アクセス

契約保養施設はここをCLICK!

ここ!

※	クイズの解答は、ホームページにて掲載いたします。

 クイズに答えてリゾートトラストに泊まろう！

A ～ F の文字を並べると、ある言葉ができあがります。
その言葉を答えてください。（ヒントは、お知らせの中にありますよ）

口内環境を整えることは、他の疾病の予防にも□□□□ ますので……（ヒント　P3）

□□□□で保険証が手元に届いていないが受診したいとき（ヒント　P4）

□□□ではマスクをする（ヒント　P7）

医療費を□□□□□労災保険への切替え（申請）を……（ヒント　P5）

特定保健指導を受けないと□□□□□？（ヒント　P6）

データヘルス計画に基づき、□□□□、特定保健指導……（ヒント　P1）

  文章抜けクイズ
A ECB FD

A

B

C

E

F

D 5 名様に
1 泊 1 室

プレゼント！

10 月中旬からの救急薬品の割引あっせんのご案内をしております。
本誌１ページ目でもご案内しているように、当組合においてもっとも医療費の割合が高い疾病は

「かぜ・花粉症等」であることから、当組合が推奨しているセルフメディケーションによる医療
費節減効果は高いと考えております。
今回も購入助成がありますので、この機会にぜひご活用ください。

救急薬品の
割引あっせん
について

　加入者の皆さまは当組合の契約保養施設（リゾートトラスト（全国４０のホテル）、
イリカイコンドミニアム（ハワイ））を会員特別料金にてご利用ができます。
　リゾートトラストは当組合ＨＰにある専用ページからログインＩＤ「knp00001」、
パスワード「0048」を使用していただき、インターネットまたはＦＡＸにてお申し
込みください。
　イリカイコンドミニアムはインケアハワイ( 株 ) へ郵送・ＦＡＸ・e メールにてお
申し込みください。

　詳しくはＨＰ（http://www.ishk-kenpo.or.jp/）をご覧ください。


