令和2年度

疾病統計まとまる

金額ベースでもっとも多いのは

糖尿病、高血圧性疾患
ぜん息、アレルギー性鼻炎

本人
家族

当組合では、みなさんがどんな病気で医療機関にかかっているのかを「疾病統計」としてまとめています。
このたび令和 2 年度（令和 2 年 3 月～令和 3 年 2 月）の集計がまとまりましたので結果をお知らせします
（ただし、歯科に関する疾患は除きます）
。

本人（被保険者）
外

来

入

院

前年度に続き、糖尿病、高血圧性疾患が上位に入りま
した。これらの病気は進行して重症化すると、多額の医
療費がかかります。健診で病気の早期発見に努めるとと
もに、生活習慣の改善に取り組みましょう。

もっとも多かったのは、悪性新生物（腫瘍）でした。
この病気は初期段階での自覚症状が乏しいことが多く、
健診による定期的な健康チェックが欠かせません。また、
対象年齢になったら「がん検診」も受けましょう。

外来医療費（上位 5 疾病）

入院医療費（上位 5 疾病）

5,771万円

糖尿病
高血圧性疾患
その他の消化器系疾患
（胃腸出血など）
その他の悪性新生物
（腎臓、膵臓、前立腺などの悪性腫瘍）
腎不全

4,892万円

その他の悪性新生物
（腎臓、膀胱、食道などの悪性腫瘍）

2,246万円

その他の消化器系疾患
（胃腸出血など）

2,187万円

その他の心疾患
（不整脈・心不全など）

4,626万円

虚血性心疾患
（狭心症・心筋梗塞など）

4,161万円

悪性リンパ腫

3,619万円

1,849万円
1,026万円
971万円

家族（被扶養者）
外

来

入

院

周産期発生病態やウイルス性疾患などが上位に入りまし
た。また、消化器系疾患は生活習慣病との係わりが深い
病気です。予防するには、飲酒や喫煙、食生活などを中
心に、生活習慣を正していくことが大切です。

もっとも多かったのはぜん息で、次いでアレルギー
性鼻炎となっています。帰宅後のうがいや手洗い、マ

外来医療費（上位 5 疾病）

入院医療費（上位 5 疾病）

その他の周産期発生病態
（低出生体重児など）
その他のウイルス性疾患

（RSウイルス、アデノウイルスなど）
その他の妊娠・分娩・産じょく

（切迫流産、悪阻など）
その他の消化器系疾患
（胃腸出血など）

その他の先天奇形・染色体異常
（心臓以外の奇形）
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1,064万円

スクの着用、禁煙など、昨年来の新型コロナウイルス
感染症の感染予防も兼ねた対策を心がけましょう。

ぜん息

2,193万円

985万円

アレルギー性鼻炎

2,149万円

946万円

その他の皮膚・皮下疾患
（皮膚潰瘍など）

880万円

血液・造血器疾患
（貧血など）

1,889万円

その他の消化器系疾患
（胃腸出血など）

1,817万円

668万円

2,005万円

保険給付費（医療費）の推移
1 人あたり医療費は前年度に比べて約 2.6％減
過去 5 年間の 1 人あたり医療費（各種給付金を含む）
の推移をみると、平成 30 年度をピークに、その後は減少

１人あたり医療費

傾向にあります。令和 2 年度は 218,694 円となり、前年度
に比べて約 5,700 円、率にして約 2.6％減少しました。
みなさんにご負担いただく保険料を有効に活用するため、
上手に医療機関にかかるコツを身につける
（9 ページ参照）、
重症化する前に医療機関を受診するなど、引き続き、医療
費の節約にご協力いただきますようお願いいたします。

令和2年度

218,694円

令和元年度

224,479円

平成30年度

233,868円

平成29年度

226,676円

平成28年度

226,412円

傷病手当金の内訳
件数、金額とも、精神疾患がもっとも多い
令和 2 年度の傷病手当金の支給状況をみると、
件数、 その他
金額ともに、精神疾患（うつ病など）がもっとも多くの
割合を占めています。
こころの病気は特別な人がかかるものではなく、誰
もがかかりうる可能性のある病気です。この病気を正し
く理解するとともに、個々のセルフケア、職場全体での
メンタルヘルス対策を進めていきましょう。
「みんなのメンタルヘルス総合サイト」
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/

参考
「こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータ
URL
ルサイト」

https://kokoro.mhlw.go.jp/

精神疾患（うつ病など）

92件

筋骨格系の疾患

134件

69件

悪性新生物（がん）

1,267万円

循環器系の疾患

件数

その他

合計 421件
悪性新生物（がん）
循環器系の疾患
分娩・産じょく

630万円

分娩・産じょく

68件

29件
29件

金額

309万円

1,127万円

精神疾患
（うつ病など）
2,841万円

筋骨格系
の疾患
1,585万円

合計 7,759万円

大切な医療費を節約するため、私たちができること
ジェネリック医薬品を活用しましょう

かかりつけ薬局をもちましょう

ジェネリック医薬品は先発医薬品の特許が切れた後

かかりつけ薬局であれば、患者が服用している薬や

に先発医薬品と同じ有効成分で作られた薬です。低コ

薬に対するアレルギーの有無などを把握し、薬の重複

ストで開発されるため価格が安く、安全性も確保され

やのみ合わせによる副作用が防げます。また、
「お薬手

ています。

帳」があると、薬の服用歴や既往症などの一括管理・
指導に役立ちます。

かかりつけ医をもちましょう

必ずチェック！ 領収書と明細書

お住まいの近くにかかりつけ医をもち、初診時はまず

安心・納得できる医療を受けられるように、受けた医療

そこへ。検査や専門的な治療が必要なときは、紹介状を

がわかる明細書の無料発行が医療機関に義務づけられてい

もらって大病院にかかれば紹介状がない場合の定額負担

ます。領収書とともにもらって、医療費や診療内容のチェッ

が必要ないため、医療費を抑えられます。

クに役立てましょう。
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インフルエンザ予防接種の
インフルエンザ予防接種の
費用補助を
費用補助
を実施
実施します
します
当組合では、インフルエンザ流行期間の疾病予防対策として、インフルエンザ
予防接種を受けた方を対象に費用の一部補助を実施しています。利用方法は補助
金の支払い方法により、
「東振 協 ※契約医療機関」と「立替払い」の 2 種類があり
ますのでご留意ください。
と う し ん きょう

とう しん きょう

※東振協とは…「一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会」の略称で、東京都における総合健康
保険組合の保健施設事業の振興と総合健康保険組合制度の普及・啓発のための事業を行っています。

1 補助対象接種期間

令和 3 年 10 月 1 日～ 12 月 31 日

2 対象者

接種当日に、当組合の資格を有する被保険者および被扶養者

3 補助金額

１人 1,500 円

4 利用方法（利用手順） 下記をご参照ください

A

と う し ん きょう

東振協契約医療機関を利用する

医療機関は
東振協ホームページをご参照ください
（https://www.toshinkyo.or.jp/influenza.html）
または 東振協 インフルエンザ
※当組合の保険者番号は「06133532」です。

❶東振協ホームページより希望する医療機関を選び、電話等で予
約する。
＊予約の際は「東振協インフルエンザ予防接種」とお伝えください。

❷東振協ホームページより「利用券」を１人につき１枚印刷する。
❸「利用券」を持参のうえ接種する（補助金1,500円を差し引い
た金額を窓口でお支払いください）。

後日、事業所への領収書の提出は不要です！

補助は１人につき１回のみです。
事業所で集団接種を実施し、一括
で補助申請している場合がありま
す。個人で予約をするときは事前
に担当者にご確認ください。
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B

立替払いで補助申請する

❶任意の医療機関で接種する。
自己負担2,500円以上の接種費用に限り補助
の対象となります。自治体（市町村等）で費用補
助を受けている場合や、２回法を実施した場合
でも、合算した合計が2,500円を超えていれば
対象となります。
❷接種後、領収書（原本）を事業所の担当者へ提出
する。
❸事業所より当組合へ一括請求する。
❹当組合より事業所へ一括支給する。
個別の補助申請は受け付けてお
りませんのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら、事
業所の健康管理委員または当組合
（☎ 03-5541-1231）までご連絡
をお願いします。

被保険者向け

の
一度
年に
を
ック
チェ
康
健
く！
れな
忘
お

秋季 会場別健診
（生活習慣病予防健診・一般健診）
対

象

被保険者

申込締切

10 月 29 日（金）必着

全国の公的施設などにおいて、夏季、秋季、冬季の年 3 回、会場別健診（生活
習慣病予防健診・一般健診）を実施しています。事業所での巡回健診など、今年
度の健診を済まされていない被保険者の方は、この機会にぜひ受診してください。
健診区分

○生活習慣病予防健診…33 歳以上の方
○一般健診………………32 歳以下の方
（令和4年3月31日までに上記の該当年齢
に達していること）

受診方法

下記の会場にて実施します。

健診費用

当組合が一括して支払います。

実施期間

11 月上旬～ 12 月中旬

申込方法

健康管理委員までお申し出ください。

から事業所あて（任意継続被保険者の方は本

任意継続被保険者の方は当組合（☎03-5541-

人あて）請求します。

1231）へ電話でお申し込みください。※ただし

なお、二次検診の費用は、全額当組合が負担

健診費用の一部負担金が必要です。

いたします。

一部負担金 一次健診にかかる一部負担金は、後日当組合

秋季会場別健診 会場一覧表

令和 3 年度
コード

東

京

実

101 萩中集会所

11/17・24・29

施

日

コード

埼

玉

実
12/7・8

11/29、12/9・10

102 中目黒GTプラザホール

11/4

209 川口緑化センター

104 品川区総合保健センター

12/6

210 川越西文化会館

12/1

151 中野サンプラザ

11/29

211 所沢市民文化センターミューズ

12/6

572 春日部市民文化会館

12/2

152 練馬産業会館

12/6

153 玉川区民会館

12/10

154 進興会

11/22・24・25・26・27・29・30
12/1・2・3・6・7・8・9・10・11

コード

11/6、12/4

556 栃木県青年会館（コンセーレ）

セラヴィ新橋クリニック

155 進興クリニック
201 ベルサール

アネックス

西新宿

11/22

202 サンシャインシティ文化会館
204 城西病院

予防医学本部

11/25

健診センター 12/4

251 オリエンタルクリニック

11/20・22・25・27・30、12/1・4・7

301 ニューオータニイン東京

11/24

302 品川シーズンテラス健診クリニック 芝浦事務センター 11/30
303 EBIS303

12/1

401 東京シティ・エア・ターミナル

12/7

402 お茶の水ホテルジュラク

11/29、12/8

403 東京電子機械工業健保会館

11/22

404 国際ファッションセンター

12/7

406 江戸川区総合文化センター

11/24・30

407 サンパール荒川

12/6

408 足立区勤労福祉会館

12/8

409 赤羽会館

12/6

451 東京イースト21クリニック

11/20・22・24・25・26・27・29・30
12/1・2・3・4・6・7・8・9・10

501 たましんRISURUホール

11/29、12/3

502 三鷹市公会堂

さんさん館

11/24

503 J:COMホール

八王子

11/18・25、12/8

コード

群

馬

555 高崎市労使会館

コード

栃

木

神奈川
12/6

305 川崎市産業振興会館

12/8

351 厚木商工会議所

12/2

352 横須賀商工会議所

11/22

353 神奈川中小企業センター

12/3

354 新横浜３丁目大ホール

12/1

千

葉

412 モリシアホール

宮

城

愛

知

施

日

実

施

日

実

施

日

実

大

阪

751 オリエンタル労働衛生協会
広

実
大阪支部

12/1・9
11/22・26

801 メディックス広島健診センター

506 羽村市産業福祉センター

11/19

507 昭島市民交流センター

11/22

509 コール田無

11/24・30
11/24

実

施

日

施

日

11/20・22・24・25・26・29・30
12/1・2・3・6・7・8・9・10

504 調布グリーンホール

12/3

日

実

505 プラザ町田

510 多摩永山情報教育センター

施

11/22・24・25・26・29・30
12/1・2・3・6・7・8・9・10

701 オリエンタル労働衛生協会
コード

実

11/22・24・25・26・29・30
健診クリニック
12/1・2・3・6・7・8・9・10

651 せんだい総合健診クリニック
コード

日

11/24

北海道

601 メディカルプラザ札幌
コード

施

11/26、12/9

413 千葉美浜文化ホール
コード

実

12/2

304 鶴見駅前ホール

コード

日

12/3

コード

571 板橋区立グリーンホール

施

205 JA共済埼玉ビル

島

施

日

11/19・22・24・26・29・30
12/1・3・6・7・8・10
実

施

日

施

日

11/24・25・26

802 メディックス広島エキキタ健診センター 11/24・25・26
コード

福

岡

852 福岡労働衛生研究所

実

11/22・24・25・26・29・30
12/1・2・3・4

851 福岡労働衛生研究所
天神健診センター

11/22・24・25・26・29・30
12/1・2・3・4
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今年の健診は受けましたか？

その受けない理由は
後悔につながります

健診

特定

の
被扶養者
みなさん

健診を毎年受けることで、病気の早期発見につながります。職場で受け
る被保険者と違い、被扶養者のみなさんは自分で予約をする必要があるた
め、注意していないとつい機会を失ってしまいがちです。何かと忙しな
い毎日ですが、時間を確保して年に一度は健診を受けるようにしましょう。

する
放置
が
ほう す
で
い
怖

は
それ す
で
誤解

忙しくて、
そんな時間
ないわ

病気が
あったら…、
怖いじゃない

通院
してるから、
診てくれて
いるはずよ

健康だから、
受ける
必要ないわ
では
自分 ません
り
わか

の
将来 ことも
の
間
ょう
時
まし
え
考

病気について、自己判断

通院の原因となる病気

本当に病気にかかってい

健診にかかる時間は、1

はあてになりません。自分

や、不調を訴えた箇所は診

た場合、発見を先延ばしに

年のうちでたった半日程度

で は 健 康 だ と 思 っ ていて

てもらえますが、体の状態

することのほうがリスクが

です。もし病気になってし

も、自覚症状のない病気は

をすべてチェックしてもら

あります。発見が遅くなれ

ま っ た ら、 治 療 の た め に

たくさんあるからです。

えているかどうかはわかり

ばなるほど、治療にかかる

もっと長い時間が奪われる

ません。

心身の負担や金銭的な負担

ことになります。

そもそも健診は、そんな

が増えていくからです。

健康な時間が長いほど、

病気を早期に発見するため

健診の検査項目は、多岐

の も の で す。 安 心 す る の

に わ た り ま す。 ま だ 見 つ

不安を感じながら毎日を

人生を楽しむ時間が生まれ

は、健診を受けて健康であ

かっていない病気を発見で

過ごして悪化させるより、

ます。将来、充実した時間

ることを確認してからにし

きることもありますので、

健診を受けて早期に改善す

を過ごすため、健診を受け

ましょう。

受けるようにしましょう。

るようにしましょう。

ておきましょう。

受けようと思ったら、
今すぐ予約を !

年度後半になるにつれ、駆け込みで健診機関は混雑します。
このため、健診予約のタイミングが遅くなると、希望する日時
の予約がいっぱいで受けられないことがあります。
今、受けようと思っているなら、すぐに予約をとることを
おすすめします。後回しにすると、ついうっかり忘れてしまう
かもしれませんよ。

6

健診の詳細は
コチラ

あな
家族

たと
を守る

導

保
定
特

1 人でチャレンジは失敗しやすい…

健指

特定保健指導に参加で
効果も意欲もアップ

A さん

B さん

これまでの生活習慣を改善することは、思うほど簡単なことではありま
せん。もっとも大切なことは継続することですが、1 人でチャレンジする
と目標が高すぎたり、途中でモチベーションが低下したりと、続きにくいの
がネックです。その点、
特定保健指導ならサポートがあるためおすすめです。

1 人でチャレンジすることにした A

さん

特定保健指導に参加することにした B

さん

※積極的支援の場合

初

やるからには結果を出
したいので、
「 3カ月で

日

-10kg」を目標に設定。
運動は苦手なため、食

初回面談。もう少しできると
思ったが、保健師のアドバイ
スで確実に達成できそうな
「3 カ月で -3kg」
を目標に設定。

事制限のみで生活習慣

毎日 10 分多く歩くこと、腹

改善をスタート。

八分目にすることを約束した。

１カ月後

「-5kg」と、自分でも驚
く結果になった。うれ
しくなって、自分への
ご褒美につい我慢してい

こんなことでやせるのか不安
だったが、
続けていたら
「-1.5kg」
になった。保健師に結果を報告
したら、とても喜んでくれた。

た反動でたくさん食べて

もう少し歩く時間を増やして

しまった。

みるつもり。

２カ月後

気づいたら、以前と同
じ量を毎日食べている。
体重も、スタート時に
戻ってしまった。しか

歩く時間を増やしてみたが、思
うように体重が減らなくなっ
てきた。保健師に相談したら、
停滞期だからいずれまた減る
ようになるとのこと。安心し

いるので焦りはない。

たので続ける。

食事制限を再開したが、

停滞期を脱した後は、順調に体

３カ月後

し、やせ方はわかって

今回は思うように体重
が減らず、生活習慣改
善 を や め て し ま っ た。
来年の健診までには…
と思っている。

重が減っていき、結果的に目
標を上回る「-4kg」になった。
今後も続け、来年の健診では
特定保健指導の対象にならない

がんばり
ましょう

ようにしようと思う。

よくでき
ました!
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教えて！ これって私だけですか？

監修 ■

亀田 高志（医師／労働衛生コンサルタント）

近著『図解 新型コロナウイルス メンタルヘルス対策』
（エクスナレッジ https://www.xknowledge.co.jp/）

ＳＮＳでの幸せそうな友人の投稿…
見るたびにむなしくなります

ママ友のＳＮＳは、家族旅行や外食など充実
したものばかり。
仕事や家事に追われる自分と比べてしまい、
うらやましくてモヤモヤします。


Tさん（会社員・女性）

ＳＮＳでは「充実している」
その一瞬が切り取られている
ＳＮＳは多くの人とつながりが持てる一方で、他

人との距離が近くなりすぎる一面があります。他人
の私生活など、知る必要のない情報まで目にする機
会が増え、自分と比べて、妬むことがあるかもしれ
ません。このような場合、ＳＮＳを見ないようにす
る、というのは 1 つの方法としては有効です。しか

し、ＳＮＳが人間関係を保つうえで欠かせないもの
となりつつある今、そう簡単に割り切れるものでは

ません。その写真では笑っていても、あえてプライ
ベートの様子を公開せずにはいられない心境には、
深い悩みが隠されている可能性も考えられます。

ＳＮＳでは「楽しそうな一瞬が切り取られている」

に過ぎず、そう考えると、すべての投稿をそれほど
真に受ける必要がないことがわかります。

どんなときに自分は幸せか
他人基準ではなく自分基準で
うらやましい気持ちはごく自然な感情です。そ

ありません。ＳＮＳと物理的に距離がとりづらい場

の気持ちは否定せず素直に受け入れたうえで、自

＊

してみましょう。休日のお子さんとのお昼寝や家

合は、心理的な距離をとるようにしましょう。

分はどういった日々を過ごすことが幸せか、見直

モヤモヤした気持ちになってしまう、幸せそうな

族で囲む食事など、忙しい日々のなかでも充実し

ているとは限りません。例えば家族旅行の写真も、

充実度や幸せについて、他人基準で考えるので

写真や投稿。ですが、その写真がすべてを映し出し

ていたと感じる瞬間があるはずです。

撮影後に夫婦で大喧嘩をしたかもしれませんし、寝

はなく、自分の生活のよい点に目を向けるように

坊して帰りの飛行機に乗り遅れてしまったかもしれ

すると気持ちが楽になっていきますよ。

ＳＮＳをそれほど真に受けないことが大切
自分基準の幸せに目を向けましょう
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医療費の上手な節約術

かたで
受診のし
節約
医療費を

受診時間帯によって
割増料金がかかります

平日の遅い時間や土曜日でも診療する病院や診療所は便利ですが、表示の診療時間外に受診すると割増料金
がかかります。さらに、診療所＊の場合、診療時間内でも割増料金が加算されることがあります。
＊無床もしくは 19 床以下の病床を有する医療機関。

受診時間を変えるだけで、医療費は減らせます
駅前の診療所に
かかってるんだ
そろそろ胃薬が
なくなるから
受診して帰るよ

夜は待ち時間も
少ないし…

これから？
診療時間内で
も割増料金が
かかるわよ

どうして診療所は、診療時間
内でも割増料金がかかるの？
軽症の救急患者が大病院の
緊急外来に集中するのを防
ぐためです。
※通常診療として夜間・早朝等
に診察を行う診療所には加算
が認められているからです。

●診療時間外・診療時間内の割増料金［一般（6歳以上）］
病院・診療所

初診料・再診料
概ね 6～8 時・18～22 時
土曜 6～8 時・12～22 時

再診時

2,880円

730円

―

650円
調剤技術料と
850円
(2,300円＊） (1,800円＊） 同額を算定

診療時間内の場合

休日加算

日曜、祝日、年末年始

2,500円

1,900円

調剤技術料の
1.4 倍を算定

深夜加算

22～翌 6 時

4,800円

4,200円

調剤技術料の
2 倍を算定

夜間・早朝等加算

18～翌 8 時

（診療所のみの加算）

土曜 12 ～翌 8 時

夜間・休日等加算

19～翌 8 時

（保険薬局のみの加算）

土曜 13～翌 8 時

500円

―

―

400円

やむを得ない場合以外は、
日中の診療時間内の受診を心がけましょう
「平日の日中は時間がないから」と、夜間や早朝等も
診療している診療所に安易に受診すると、家計の負担が
増えます。緊急性がないのに病院に時間外受診すると、
家計の負担増だけでなく、一刻を争うような救急患者の
治療に支障をきたす場合もあります。緊急時などやむを
得ない場合以外は、日中の診療時間内に受診しましょう。

＊救急病院などの場合の金額。
※調剤技術料とは、
「調剤基本料」
「調剤料」などの合
計です。
※左記の金額には健康保険が適用されます。6 歳以上
70 歳未満はこの金額の 3 割を負担します。
※受診者が６歳未満の場合などは加算される金額が異
なります。

保険薬局も
加算が
あるんだね

開局時間内でも、
夜間・休日に薬をもらうと
加算があるわ

～
かった
知らな

診療時間外の場合

時間外加算

初診時

保険薬局

子どもの急な体調不良で困ったときは…

「こども医療でんわ相談」#8000
夜間や休日の子どもの急な症状で受診したほうが
よいか、どう対処したらよいかなど判断に迷ったと
きに、小児科医師や看護師に電話で相談できます。
全国同一の短縮番号「#8000」をプッシュすると、
お住まいの都道府県の相談窓口に転送されます。
※利用できる時間帯は、都道府県によって異なります。詳細は厚生労働省ホーム
ページ「子ども医療電話相談事業（♯8000）について」をご覧ください。
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知っておきたい！ 健保 の 知識

仕事中や通勤途中にけがをした場合、 健康保険は
使えません
労災保険の適用です！
通勤中に駅の階段で
転んでしまって…
病院に行ってきたわ

大変だったね
通勤中のけがは労災だから、
保険証が使えないんだよね

えっ！ そうなの！
？
保険証を出して受診したけど、
どうすればいいかしら？

まずは病院に連絡をして
労災に切り替えできるか
確認してみるといいよ

健康保険では労働災害以外の事由によるけがや病気に保険給付を行います。仕事中のけがや通勤中のけがは労災
保険の対象となり、健康保険は使えませんのでご注意ください。
※通勤とは「就業に関し」
、
「住居」と「就業の場所」との間を「合理的な経路および方法」によって往復することをいう、と定められています。なお、“ 通勤中 ” には、
帰宅途中に日用品の買い物や病院の受診など “ 日常生活上必要とされる行為 ” をして通常の経路に戻った後も含みます。ただし、映画館に行く、バーで飲酒す
るなどは、通勤中とはみなされません。

たとえば、労災保険の対象となるケースはこんな場合です
通勤災害

業務上災害
業務上の理由によってけがや病気になったとき
• 仕事中または準備や後片付け中のけが
• 仕事中にトイレに行く等の生理的行為の際のけが
• 出張中のけが（私的行為は除く）

通勤中にけがをしたとき
• 通勤開始後、マンションの共用部分や路上、駅でのけが
• スーパー等への立ち寄りを済ませ、通勤経路に戻った後のけが

仕事・通勤との因果関係がある病気・けがは労災保険の適用となります。
労災保険の対象となる場合、病院にかかる際は、労災であることを必ず申し出てください。
※受診する医療機関が、労災指定病院の場合は原則として自己負担はありませんが、やむを得ず、労災指定病院以外にかかった場合は
いったん全額を立て替え払いして、後日、労働基準監督署へ請求し払い戻しを受けます。

誤って健康保険で病院にかかってしまった場合
受診した病院で労災保険への切り替えができる場合

受診した病院で労災保険への切り替えができない場合

受診してそれほど時間が経っていなければ、労災保険扱いに
切り替えてくれる場合があります。その場合は、病院の窓口で
支払った金額が返還されますので、具体的な返金手続きについ
ては病院にお尋ねください。

いったん医療費の全額を自己負担したうえで、労災保険に請
求することになります。細かい手続きは、
事情によって違うので、
「労災保険相談ダイヤル」をご利用いただくか、お近くの労働局・
労働基準監督署へお問い合わせください。

★労働災害であるにもかかわらず、健康保険で病院を受診して医療費を支払った場合は、すみやかに当組合にご連絡ください。
労災保険に
ついての
お問い合わせ先
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お近くの労働局・労働基準監督署または「労災保険相談ダイヤル」をご利用ください。
ろ う さ い

労災保険相談ダイヤル

0570-006031

受付時間 8:30 ～ 17:15（ 土日祝日、年末年始を除く）

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

のひろば

令和３年度

漢字ボナンザ

ボウリング大会（協同組合と共催）の
中止について

同じ番号には同じ漢字が入ります。
色付き部分にできる２つの熟語を答えてください。

例年秋に開催のボウリング大会につきましては、新型コロナウイルス

感染症拡大の状況に鑑み、参加者の健康を守ることを最優先に考慮
した結果、中止とさせていただくことといたしました。

新しい標準報酬月額が決定しました

算定基礎届および月額変更届の届出により、健康保険料、介護保険
料および保険給付金の算出の基礎となる新しい標準報酬月額が決定し
ました。
標準報酬月額は9月分から、
また、昇給等で月額変更に該当された方
は昇給等のあった月の4カ月目から、保険料が変更となります。
算定基礎届等の届出につきましては、本年も多くの事業所のご担当
者様により、適正な事務処理にご協力いただきました。
ありがとうござ
いました。
ⓒスカイネットコーポレーション

令和3年度 健康家族表彰

706名に記念品を贈呈しました

令和2年3月から令和3年2月までの1年間に、一度も医療機関等にか
かることなく、健康に過ごされた世帯に記念品を贈呈しました。対象とな
られたご家族のみなさん、
おめでとうございました。
これからもご家族や職場のみなさんとともに、健康づくりについての意
識を共有していただき、
健やかな日々を送られますよう祈念いたします。

10 月は健康強調月間です

に答えてプレゼントをもらおう！
応募資格
応募方法

健康保険組合連合会および健康保
険組合では毎年10月を「健康強調月
間」と定め、健康づくりに関する各種
事業を実施しています。今年度も新型
コロナウイルス感染症対策を講じたう
えで、健康不安の解消の一助となる情
報提供等を行い、国民のヘルスリテラ
シーの向上に寄与してまいります。

書または郵便はがきに貼付して当組合までお送りくだ
さい。
なお、応募は１人１通のみ有効です。
送 り 先

❖

公

告

〒 104-0032
東京都中央区八丁堀 1-11-3
東日本電線工業健康保険組合
クイズ係

当 選 者

広報用ポスター▶

知

クイズの答え、氏名、電話番号、住所、被保険者証の記号・
番号を下記キリトリ線内の応募用紙に明記のうえ、封

締 切 日

告

当組合の被保険者および被扶養者

10 月29 日（金）まで（到着分）
正解者 10名に粗品をお送りします（正解者多数の場合
は抽選）。なお、当選者については当組合ホームページ
に掲載させていただきます。

板

前回漢字ダイヤモンド（ 7月号）の答え

❖

●第 532 号（令和 3 年 7 月 14 日）
◦組合会議員の退任について 小寺 勇
●第 533 号（令和 3 年 8 月 19 日）
◦事業所削除 とちぎエレックス株式会社

一念発起

キリトリ線

漢字ボナンザ応募用紙
（2021. 10 月号 No.302）

答え

組合の状況（令和 3 年 8 月末現在）
事業所数

118 事業所

平均標準
報酬月額

300,910 円

平均年齢

44.98 歳

扶養率

0.62 人

被保険者数
男 4,566 人
女 2,471 人
計 7,037 人

氏名

電話番号

住所
被保険者証記号・番号
※郵便はがきに貼付するときは、はがれないようしっかり貼り付けてく
ださい。
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何度も

●料理制作 沼津りえ（管理栄養士）
◦撮影 上條伸彦 ◦スタイリング 沼津そうる

たくさん食べても太りにくい

低糖質レシピ

鶏むね肉

● Pick Up ／

鶏肉は糖質がほぼゼロ。なかでも鶏むね肉

は高たんぱく・低脂肪なので、糖質が気に
なる方には最適の食材です。

1 人分
386kcal
食塩相当量 1.2g

● Point ●
鶏むね肉をしっとりジュー
シーに焼き上げるコツは「弱
火でじっくりと蓋をして焼
く」ことです。 誰でも極上
のチキンソテーができます！
生クリームを絡めると、さら
に食べやすくボリュームをプ
ラスできます。

鶏むね肉のソテー クリーミーきのこソース
低糖質食材をフル活用！ パサつきがちな鶏むね肉がジューシーにしっとり仕上がる♪

材料（2 人分）

作り方

きのこ（しいたけ、しめじ、えのき）
…………… 150g

①きのこは食べやすい大きさに切る。鶏むね肉は厚み

鶏むね肉………………………………………… 200g

のある部分に包丁で切り込みを入れて広げて 2 等分

塩………………………………………………… 小さじ 1/3
こしょう………………………………………… 少々

約 20 分

し、塩、こしょうをふる。
②熱したフライパンにオリーブオイルを引き、鶏むね

オリーブオイル…………………………………… 小さじ 1/2

肉の皮目を下にして入れ、中火で 2 ～ 3 分焼く。皮

生クリーム………………………………………… 100mL

目に焼き色がついたら裏返し、蓋をして弱火で 5 分

塩、こしょう（ソース用）
… …………………… 少々
パセリのみじん切り…………………………… 適量

ほど焼き、お皿に盛り付ける。
③②のフライパンにきのこを加え中火で炒める。しん
なりしてきたら、生クリームを加えて弱火で熱し、
とろみがついたら塩、こしょうで味を調える。
④③を鶏むね肉に回しかけ、パセリを散らす。

わかりやすい！

レシピ動画
はこちら

http://douga.hfc.jp/imfine/ryouri/21autumn02.html

食欲の秋は、
ても
たくさん食べ
太りにくい
よう！
食材を活用し

糖質は体内でエネルギーに変わる大切な
栄養素ですが、とりすぎると脂肪として蓄
えられ、肥満の原因になります。食べすぎ
ないことが大切ですが、少量では物足りな
い方は、糖質の少ない食品でかさ増しした
り、生クリームやチーズで料理にボリュー
ムをプラスしてみてください。

糖質の少ない食材…
肉、魚、生クリーム（無糖）
、チーズ、海藻、きのこ、大豆製品など
糖質の多い食材…
お菓子、ジュース、白米、パン、麺類、根菜※、いも類※など
※根菜・いも類は糖質の多い野菜ですが、食物繊維を豊富に含むので糖
の吸収を緩やかにする効果があります。

発行／東日本電線工業健康保険組合 〒 104-0032 東京都中央区八丁堀 1-11-3 TEL. 03-5541-1231 FAX. 03-5541-1236

HP アドレス◆ http://www.densen-kenpo.jp
（ホームページでも『けんぽだより』をご覧いただけます）

