新年のご挨拶
東日本電線工業健康保険組合

金山

理事長

敦

あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、清々しい新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。また、当
健康保険組合の事業運営につきまして、日頃より多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼
申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により緊急事態宣言等が再三発令され、マ
スクの着用や3つの密の回避などの新しい生活様式が求められました。コロナ禍を通じ、健康
の大切さをあらためて実感された方も多いと拝察します。
一方、健康保険組合を取り巻く情勢は、本年より団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に移
行し始めることで、高齢者医療制度に支出する納付金の急増が見込まれています。加えて、
新型コロナウイルス感染拡大の影響による経済活動低迷等により収入の柱である保険料が減
少し、財政ひっ迫に拍車がかかっています。
このようななか、政府は全世代型社会保障制度の構築をめざし、一定以上の所得がある後
期高齢者の窓口負担２割の制度改正を決定、令和4年度後半に施行されます。しかし、制度の
持続性を確保するには十分とはいえず、現役世代の負担軽減に向けた改革が一層進むことが
望まれています。
当健康保険組合といたしましては、引き続き効率的な事業運営に努めるとともに、重症化
予防を見据えた保健事業を推進してまいります。皆様におかれましても日々の生活に運動習
慣を取り入れ、健康にご留意いただくとともに、疾病予防対策の要となる特定健診・保健指
導は必ずお受けいただき、健康管理の指標としてお役立ていただければ幸いです。また、ジ
ェネリック医薬品の活用など医療費の適正化にご理解とご協力をお願いいたします。
結びに、本年が皆様にとって実り多き一年となりますことをご祈念申し上げて、新年のご
挨拶といたします。

謹 賀 新 年
選定理事

（事業所番号順・敬称略）

互選理事

理 事 長

金山

敦

（赤司製線株式会社）

理

事

岡本

勝孝 （理研電線株式会社）

常務理事

樋渡

徹

（東日本電線工業健康保険組合）

理

事

髙橋

秀雄 （平河ヒューテック株式会社）

理

事

野尻

紀一 （日興電線株式会社）

理

事

岸田

直哉 （冨士電線株式会社）

理

事

木島

英一 （木島通信電線株式会社）

理

事

岡野

利明 （岡野電線株式会社）

理

事

石橋

栄子 （通信興業株式会社）

理

事

北野

英男 （フジクラ電装株式会社）

理

事

髙安

晋一 （東京電線工業株式会社）

理

事

八重樫

監

事

新井

佐千夫（株式会社アライ）

監

事

富田

本年もよろしくお願いいたします
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健保の展望

求められる「健保組合への支援策」と
「患者の利便性」への配慮
国際医療福祉大学大学院教授

水巻 中正

社会保障改革）を停滞させた感は否めません。ポス

新型コロナウイルス感染症に
大きく振り回された１年を経て…

トコロナを視座に社会保障の重層的かつ多様なセー

世界を巻き込んで蔓延と混乱を招いた新型コロナ

ウイルス感染症。わが国ではワクチン接種などの対

策面の広がりを受け、人口当たりの感染者数、死者

数は世界の平均や主要国と比べて低い水準での推移
が続いていましたが、今後も変異株の発生による再

フティネットの再構築は政治的な課題であり、とり

わけ、健保組合については、コロナ禍に伴う組合財
政の影響を分析し、高齢者を支える側の現役世代の

負担に配慮した高齢者医療費の負担構造改革と支援
策が不可欠です。

ワクチン接種は幅広い世代に浸透、拡大し、軌道

流行は懸念されるところであり、引き続き注意が必

に乗った感もあります。国内における治療薬やワク

的な活動自粛による経済の停滞で保険料による収入

した財源はいうまでもなく、保険者負担にするので

要です。健康保険に目を移すと、長らく続いた社会
の減少している健保組合が出ているなど、2022年も
先の見通せない状況が続いています。

健康保険組合連合会が発表した「令和2年度

チンの開発も前向きに進んでいる状況ですが、こう

はなく、公費負担で適切に進めなくてはなりません。
非効率な医療、過剰な薬剤投与などが指摘されて

健

久しくなっています。しかし、オンライン診療では

経常収支の差引額は2,952億円の黒字を計上しまし

防止するための特例措置として、初診での診療が解

康保険組合決算見込集計結果（概要）
」によると、
たが、新型コロナウイルス感染症などの影響で、保
険料による収入は前年度から596億円の減少となり
ました。保険料による収入は今後数年にわたり低迷
が続く可能性が指摘される一方で、保険給付費や納

付金といった支出項目は増加傾向をいち早く取り戻

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う院内感染を
禁され、薬の処方についても実施が始まっている服

薬指導のさらなる整備が進められています。IT技術

の進歩による患者への利便性を考えれば評価できる
ものであり、今後いっそうの充実が望まれます。

すものと見られています。

政府の「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の

方針2021）
」が閣議決定されたのは通常国会の閉会
まもない2021年６月18日。同月20日には感染の第４

波を受けた緊急事態宣言が９都道府県で解除され、
東京オリンピック開幕を１カ月後に控えたタイミン
グでの策定でした。感染症の克服と経済の好循環に
向けて「強靭で安心できる経済社会の構築」を進め
るとしましたが、2022年度予算概算要求と関連法案

の策定に向けた作業に入ってまもなく、菅総理大臣
が退陣を表明、自民党総裁選挙から国会での岸田新
首相の選出と続き、衆院選挙に突入となりました。

社会保障を重層的かつ多様な
セーフティネットとして再構築を
この政治的混乱と空白が、団塊の世代の後期高齢

者（75歳以上）入りを見据えた基盤強化（全世代型
※掲載内容については、2021年12月1日現在の情報に基づき構成しています。
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1月31日までにご提出を

被扶養者の資格確認に
ご協力ください

よろしく
お願いします

健康保険の被扶養者として認定を受けるには、法律等で定められた一定の要件を満たす必要があります。
このため健保組合では、定期的に被扶養者の資格確認を行っています。今年度も 12 月中旬に事業所を経由
し「被扶養者資格確認調査票」を配付しましたので、令和 4 年 1 月 31 日（月）までにご提出をお願いします。

❶ 調査対象事業所

❸ 調査方法

全事業所（任意継続被保険者を除く）

「被扶養者資格確認調査票」に必要事項をご記入のうえ、
該当する書類を添えて提出してください。

❷ 調査対象者

＊今回ご提出いただいた関係書類は、被扶養者の資格確認に

令和 3 年 4 月末日までに認定された 18 歳以上（平成
15 年 4 月 1 日以前生まれ）で、令和 3 年 12 月 1 日
現在の被扶養者

のみ使用し、他に転用いたしません。また、調査確認後は
個人情報保護管理規程に基づき保管および廃棄いたします。
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続柄別添付書類一覧表（主なもの）
対象者

下記以外にも、別途必要な書類の提出をお願いする場合があります。なお、下記
以外の被扶養者の方については、所属事業所の健康管理委員にご照会ください。

同居の場合

別居の場合

◎市区町村が発行した収入に関する証明書
（所得証明書、課税証明書、非課税証明書など）

◎市区町村が発行した収入に関する証明書
（所得証明書、課税証明書、非課税証明書など）

◎在学証明書または学生証（写）

◎在学証明書または学生証（写）

子
（学生以外）

◎市区町村が発行した収入に関する証明書
（所得証明書、課税証明書、非課税証明書など）

◎市区町村が発行した収入に関する証明書
（所得証明書、課税証明書、非課税証明書など）
◎別居世帯の全員が確認できる住民票
◎送金額が確認できるもの 例：振込の控（写）

父母・祖父母

◎市区町村が発行した収入に関する証明書
（所得証明書、課税証明書、非課税証明書など）
◎同居している方全員が確認できる住民票

◎市区町村が発行した収入に関する証明書
（所得証明書、課税証明書、非課税証明書など）
◎別居世帯の全員が確認できる住民票
◎送金額が確認できるもの 例：振込の控（写）

配偶者
子（学生）

※年金を受給している場合は直近の年金額が確認できるもの（遺族年金、障害年金、企業年金等含む）の添付が必要です。
※海外に居住し、日本国内に住所を有しない被扶養者についても、身分関係および生計維持関係が確認できる公的書類の添付が必要です。
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東日本電線工業健康保険組合
プライバシーポリシー

当組合は、
加入者個人に関する情報（以下「個人情報」という。
）を適切に保護する観点から、
以下の取り組みを推進します。
❶ 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切

な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛
失、き損または加入者の個人情報への不正なアクセスを防止するこ
とに努めます。
❷ 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、
加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目
的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号
法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用い
たします。
❸ 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場
合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、
個人番号をその内容に含む個人情報（以下「特定個人情報」とい
う。）については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める
場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個
人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同
意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することが
あります。
（1）法令の定めに基づく場合
（2）人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、加入者
の同意を得ることが困難である場合

（3）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要
であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
（4）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法
令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場
合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に
支障を及ぼすおそれがある場合
❹ 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育
啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理
責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
❺ 当健康保険組合の業務を委託する場合については、より個人
情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託
契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分
審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護
に配慮したものとします。
❻ 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場
合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的
な範囲ですみやかに対応させていただきます。
❼ 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法
令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの
内容を継続的に見直し、改善に努めます。

■個人情報の利用目的一覧表
健保組合等の内部での利用に係る事例

他の事業者等への情報提供を伴う事例

①被保険者等に対する
保険給付に必要な
利用目的

・被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健
康保険被保険者証の発行管理
・保険給付の実施
・番号法に定める利用事務

②保険料の徴収等に
必要な利用目的

・標準報酬月額及び標準賞与額の把握
・健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収

③保健事業に必要な
利用目的

・健康の保持・増進のための健診、保健指導及び
健康相談
・特定健診、保健指導の実施

・特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
・医療機関への健診、保健指導、健康相談の委託
・コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
・被保険者等への医療費通知

④診療報酬の審査・支払に
必要な利用目的

・診療報酬明細書（レセプト）等の内容点検・審査

・レセプトデータの内容点検・審査の委託
【審査支払機関への情報提供を伴う事例】
・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替
のための加入者情報の提供
・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替
のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供

⑤健康保険組合の運営の
安定化に必要な利用目的

・医療費分析・疾病分析

・医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
・健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画

⑥その他

・健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・
改善のための基礎資料

・第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又
は届出等

組合の事務処理執行のため、
他機関より情報を受ける場合

他機関の事務執行のため、組合が情報を提供する場合

・傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務に
係る給付情報等
⑦特定個人情報
・高齢受給者負担区分判定等に係る課税・非課税
番号法第19条第7号において定
情報
められた他の医療保険者又は行
・被保険者資格取得事務に係る他機関における資
政機関（以下「他機関」
という。）
と
格情報
の情報連携における利用目的
・被扶養者認定事務に係る課税・非課税、住民票関
係情報等
⑧オンライン資格確認等シス
・特定健診データ
テムの利用に係る利用目的

・海外療養費に係る翻訳のための外部委託
・第三者行為に係る損保会社等への求償
・健保連の高額医療給付の共同事業
・番号法に定める情報連携
―

・高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務
に係る組合における保険給付関連情報
・資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務に係
る組合における資格取得、被扶養者資格関連情報

・被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
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健診結果の意味を
理解していますか？

健診

特定

受けただけで安心しない！

健診は、自分ではわからない体の状態をチェックするために
受けるものです。健診結果に記載された数値や判定の意味を理
解して、今後の行動に活かさなければ、健診を有効活用してい
るとはいえません。せっかく時間を割いて受けた健診なのです
から、きちんと確認するようにしましょう。

受けた検査項目について、異常はみられません。

異常なし

ひとまず、病気のリスクはなさそうなので安心し
てください。ただし、ギリギリ正常値の場合は要
注意。来年の健診で悪化する可能性もあります。
自主的に気をつけておくのがベストです。

少し異常がみられますが、すぐに問題になるよ

要経過観察

うなものではありません（再検査や治療も現在の
ところ必要ありません）。ただし、注意が必要な状
態なので、来年の健診で改善しているよう生活習
慣改善に取り組みましょう。

まだ病気が確定しているわけではなく、病気の

要再検査

疑いがある段階です。病気かどうかを調べるため、
もっと詳細な検査が必要です。本当に病気だった
場合、治療の遅れにつながりますので、必ず検査
を受けるようにしましょう。

すでに病気を発症している可能性があります。

要治療

今、動くことがもっとも早いタイミングですので、
できるだけ早く病院を受診するようにしましょう。
間違っても、自覚症状がないからといって放置し
ないでください。

健診結果は保管しておき、
経年変化をチェックしよう

毎年の健診結果を比較することで、傾向をチェックするこ
とができるようになります。病気でなくても毎年悪化してい
る項目はないか、過去に指摘を受けた項目がどうなっている
かが注目すべきポイントです。健診結果は、あなたの健康情
報の宝庫ですので、捨てずに保管しておくようにしましょう。
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IC T で利用しやすくなる !

特定保健指導も
アップデート中です
特定保健指導にも、ICT（情報通信技術）が着々と導入されて
います。現時点で、すべての特定保健指導がオンライン対応に
なっているわけではありませんが、コロナ禍の影響もあって今
後も増えていきそうです。利用しやすくなっている特定保健指
導をぜひご活用ください。

初回面談がオンラインになると…

感染症対策になる !
オンライン面談は、もっ
とも確実な感染症対策で
す。感染が心配な人でも、
安心して面談を受けるこ
とができます。

移動時間がなくなる !
※ 2021 年 2 月から、グループ面談もオンラインで
行うことができるようになっています。

移動にかかる時間がなく
なるため、面談のための
時間を確保すれば OK で

心理的なハードルが下がる !

す。忙しい人でも、より

わざわざ指導場所に出向かなくてもよく、

会社でも、自宅でも受け

顔を突き合わせた面談でもないので、心

られますので、場所の制

理的なハードルが軽減されます。

約もなくなります。

アプリ版なら、サポートの頻度が上がる

利用しやすくなります。

実施率の向上に期待

スマホやタブレットにアプリをインストールし、生活習慣

最低でも 3 カ月間取り組むことになる特定保健指

改善に取り組む特定保健指導もあります。運動状況や食習慣

導は、参加率・終了率ともに伸び悩んでいるのが実情

など、アプリの特性を活かして保健師と取り組み状況が共有

です。しかし、ICTによって利用しやすくなることで、

しやすくなりますので、より細かなサポートが受けられます。

実施率も向上していくことが期待されています。
実施率が高くなれば、健保組合に重い負担となって
いる後期高齢者支援金
が減算される可能性も
ありますので、みなさん
にとってもメリットが
あります。ぜひご活用
ください。
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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/）

仕事とプライベートが切り替えられず
夜遅くや休日まで仕事をしてしまいます

テレワークが推奨されてから、夜遅くや休日
まで仕事漬けの日々。家族との時間もとれ
ず疲れきっています。


仕事環境が大きく変化しても
今までと同じ生活リズムを
これまでは平日と休日、会社の出退勤によって、

仕事とプライベートは明確に線引きされていました。
しかし、テレワークとなるといつでもどこでも仕事
ができるため、その境界線はあいまいになりがちで

す。とくに、新しい生活様式への急激な変化によっ
てテレワークが中心となった場合は、仕事環境の変

化に加えて仕事の進め方やコミュニケーションのと

り方、チーム内での仕事量の分担方法など、これま

Ｗさん（会社員・男性）

場合と同じようなリズムを守ることで、オンオフが
切り替えやすく、疲労もたまりにくくなります。

仕事前にスケジュールを立てて
自分で時間を管理することが重要
相談者のように仕事を無制限に続けてしまいが
ちな方は、事前に１時間ごとのスケジュールを立
てることがおすすめです。時間配分を明確に管理
することで、仕事の優先順位が可視化され、仕事

でにない大きな変更を強いられるものです。

のペース配分にも注意を向けることができます。

に負荷がかかりますが、変化に惑わされないように

ありますが、コーヒーなどを飲む、定期的に軽く

ょう。出勤するときは、定時に起き、顔を洗って、

方に運動するなど、メリハリをつけることも有効

はずです。ほかにも仕事机の周りを整理したり、い

えたり、休憩スペースをつくったりすると気分転

これまでと環境が極端に変われば、当然心身とも

１人で仕事をしていると、没頭しすぎることも

自分の生活リズムは「今までどおり」を心がけまし

ストレッチをする、休憩時間を設ける、お昼や夕

服を着替えて…とスケジュールどおりに行ってきた

です。在宅勤務が続く場合は、机などの配置を変

つもの飲み物を準備するなど、できるだけ出勤した

換ができるでしょう。

仕事環境が変化しても、自分の生活リズムや
仕事のペースを崩さないように意識を
8

医療費の上手な節約術

上手に
市販薬を
療費節約
医
て
っ
使

OTC医薬品で
セルフメディケーション

「セルフメディケーション」とは、日頃から自分の健康状態をチェックし、自分で判断できる程度の体調不
良はＯＴＣ医薬品（市販薬）などを使って手当てすることです。一人ひとりがセルフメディケーションを実

践すると、医療機関を受診する時間や費用を省くことができ、国全体の医療費削減効果が期待されています。
ドラッグストアの薬を
使ってみたら？

らい～
鼻水がつ

ちょっとした不調のときは

OTC 医薬品を上手に使おう
医薬品を上手に使おう
今日も
病院行けないな

OTC 医薬品とは、薬局やドラッグストアなどで自分で選んで購入できる「一般用医薬品」と「要指導医
薬品」のこと。OTC とは、
「Over The Counter」の略です。
OTC 医薬品は、体質や症状に合った薬を適切に使うことが大切です。わからないことがある場合は、薬
局やドラッグストアなどの薬剤師に相談しましょう。症状が悪化する場合は、医療機関を受診してください。

病院の薬より
効きめが
弱いんじゃ
ない？

頭も
する…
ボーツと

病院で処方される薬と
同じ成分の薬も売ってるわよ

の
花粉症
!
薬もあり

医療用から転用された
スイッチ OTC 医薬品

スイッチ OTC 医薬品は、医師の処方せん
がないと手に入らなかった医療用医薬品から
OTC 医薬品に転用（スイッチ）されたもので、
同じ有効成分を含んでいます。たとえば、花
粉症にも効くアレルギー性鼻炎薬に含まれる
ロラタジンは、医療用医薬品の成分です。
効きめがよい分、正しく使用しないと副作
用などが起こることもあります。購入すると
きは、薬剤師に相談してください。

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）を活用しよう

薬のレシートは
捨てないで !

セルフメディケーションの推進を後押しする制度として、
「セルフメディケーション税制」が実施
されています（令和 8 年 12 月 31 日まで延長）
。健康診断や予防接種を受けるなど一定の取り組み
をしていれば、対象となる医薬品の購入合計額（家族の分を含む世帯分）が１万 2,000 円を超える
場合、所得控除が受けられます（注）。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
（注）令和 3 年分の確定申告から、「一定の取り組み」に関する書類の添付は不要となりました。
※日本一般用医薬品連合会「知ってトクする！セルフメディケーション税制」https://www.jfsmi.jp/lp/tax/
※国税庁「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき（医療費控除の特例）【セルフメディケーション税制】」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm

9

インターワイヤード株式会社が
健康企業宣言® で「金の認定」を取得！
インターワイヤード株式会社が、健康優良企業として「銀の

認定」に続き、令和3年9月に「金の認定」を取得されました。
このたびはおめでとうございました。
健康企業宣言とは、健康優良企業「銀の認定」「金の認定」
を目指して、企業全体で健康づくりに取り組むことを宣言する
ことです。「銀の認定（STEP１）」では、「100％健診受診」
「健診結果活用」「健康づくり環境の整備」「食・運動・禁煙
・心の健康」への取り組みを宣言・実践します。また、「金の
認定（STEP２）」では、「職場の健康経営」「従業員とその
家族の健康づくり」をさらに進め「安全衛生」にも取り組みま

インターワイヤード株式会社のみなさん

す。本事業に関心をお持ちの事業所ご担当者様は、当組合まで
お気軽にお問い合わせください。
＊健康企業宣言は企業全体で実践する必要があるため、本社、支部、工場な
ど一部だけの参加はできません。
＊認定には当組合を通して申請し、健康保険組合連合会東京連合会での審
査が必要になります。
※健康企業宣言
Rは、全国健康保険協会の登録商標です。

令和 4 年1月から

健康保険が変わりました
けがや病気で働けないときに給付金が受けられる「傷病手当金」と、
退職後も健保組合に加入できる「任意継続被保険者制度」について、
今年1月から次の改正が行われています。

従来の傷病手当金の支給期間は、支給開始日
から起算して１年６カ月を超えない期間とされていまし
た。しかし、この1年6カ月には復職期間も含まれる
ため、休業期間中に十分な保障を受けられないケー
スがありました。今回の改正で、出勤に伴う不支給
期間がある場合、その分を延長して支給を受けられ
るよう「支給期間の通算化」が行われています。

■傷病手当金見直しのイメージ
1年6カ月（従来）
出勤

欠勤

出勤

欠勤

出勤

欠勤

不支給

支給

不支給

支給

不支給

支給

治療期間

治療期間

（今年 1月から）通算して 1年 6 カ月まで支給

①任意脱退が認められます
従来の任意継続被保険者制度は、被保険者から
の任意の申し出による資格喪失はできませんでした。

②保険料の算定基礎が見直されました
従来の任意継続被保険者の保険料は「資格喪失
（退職）時の標準報酬月額、または当組合全被保険

今回の改正で、被保険者が資格喪失を希望する旨を
保険者に申し出た場合、その申出書が受理された日
の翌月1日に資格喪失（任意脱退）が認められるよう

者標準報酬月額の平均額のいずれか低い額」
となっ
ていましたが、今回の改正で、健保組合の規約に
より「資格喪失（退職）時の標準報酬月額※」と
することも可能になりました。

になりました。

※その他一定の条件で健保組合が規約で定めた額も可能

産科医療補償制度も変わりました
令和 4 年 1 月から、産科医療補償制度の
補償対象範囲および掛金が改定されています。
詳しくは、公益財団法人 日本医療機能評価
機構のホームページをご覧ください。
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治療期間

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

のひろば

第30回

東京総合健保ミニマラソン大会

参加者募集

実施日時 令和4年2月27日（日）
会

場 豊洲ぐるり公園
東京臨海新交通臨海線
徒歩12分

ゆりかもめ「市場前駅」下車、

シークワーズ
リストの単語を縦・横・斜めに探していきます。単語は曲が
らず、一直線に並んでいます。重複して使う文字もあります。
リストの単語をすべて見つけたとき、マス目に残っている文
字を上から順番に並べてできる言葉が答えです。

3文字
イナリ
カホウ
シッソ
ソース
テスリ

募集人数 男子Ａ
（40歳以上）、男子Ｂ
（40歳未満）、女子（18歳以上）
各160名（すべて5㎞のコースになります）
参加資格 被保険者または被扶養者（配偶者に限る）
参加費用 無料（全額組合が負担します）
申込方法 インターネットによるWeb申込

4文字
カワウソ
ジシュウ
シロクマ
ソウカイ
ホンダナ
ユシュツ
ワリアイ

＊詳しくはこちら➡
申込期間 令和4年1月11日（火）午前9時
～1月31日（月）午後3時
＊当落の通知および感染拡大状況による大会開催の可否につ
いては、令和4年2月4日（金）に登録メールアドレス宛に通
知します。

健康管理事業推進委員会が書面開催されました
開 催 日：令和３年１２月３日（金）
主な議題：●令和３年度重点事項実施状況の報告
●令和４年度健康管理事業計画（案）、
ほか

健康保険組合全国大会が開催されました
令和3年度健康保険組合全国大会は10月19日㈫、東京国際フォーラ
ムで開催されました。
会場の様子は、
オンラインでライブ配信されました。
今年度の大会は「未来のため、皆保険を守るため、全世代で支え合
う制度の構築へ」をテーマに、
●国民が安心できる
安全で効率的な医療の実現
●現役世代の負担軽減と
世代間の公平性確保
●健康寿命の延伸に向けた
保健事業のさらなる推進
の３項目を含む決議を採択しま
した。

告
❖

公

告

知

ⓒスカイネットコーポレーション

5文字

6文字

アメアガリ
ツチイジリ
ナガレボシ
ボンヤスミ

イマガワヤキ
ウイークデー
ガードレール

に答えてプレゼントをもらおう！
応募資格
応募方法

当組合の被保険者および被扶養者
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
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

〒 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

締 切 日
当 選 者

1 月28 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。

前回漢字ボナンザ（ 10月号）の答え

板

世間話

公平無私

キリトリ線

❖

●第 534 号（令和 3 年 10 月 7 日）
◦組合会議員の退任について 小林 潤

シークワーズ応募用紙
（2022. 1 月号 No.303）

答え

組合の状況（令和 3 年 11 月末現在）
事業所数

117 事業所

平均標準
報酬月額

304,028 円

平均年齢

45.11 歳

扶養率

0.62 人

被保険者数
男 4,519 人
女 2,456 人
計 6,975 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

血行をよくして身体ぽかぽか

冷え解消レシピ

ごぼう

● Pick Up ／

鉄分の吸収を促すビタミン C、血流をよく

するビタミン E、
鉄分などのミネラルを含み、
体を温めるのに効果的です。食物繊維が豊
富なので、便秘解消や美肌効果も期待でき
ます。皮には風味や栄養が豊富なので、タ

ワシなどで軽く洗って皮ごと使いましょう。

1 人分
200kcal
食塩相当量 1.9g

ふんわり鶏団子と根菜のスープ煮
一品で栄養満点！ おいしく身体を温めるので、寒い季節にピッタリ

材料（2 人分）

水……………………………………… 300mL

れんこん……………………………………40g
ごぼう……………………………………40g

B

みりん…………………………… 小さじ 1
しょうゆ…………………………小さじ 2

作り方

約 20 分

① れんこん、ごぼう、にんじんは乱切りに、長ねぎは
3cm幅に切り、しょうがは千切りにする。

にんじん……………………………………30g

小ねぎ……………………………………適宜

② ボウルに A を入れ、よく混ぜ合わせる。

長ねぎ……………………………………50g

わかりやすい！ レシピ動画はこちら

③ 鍋に水を入れ強火にかけ、沸騰したら中火にし、②

しょうが………………………………… 10g
鶏ひき肉…………………………… 200g
A

ねに火が通ったら、①を加え野菜に火が通るまで 7

塩……………………………… 小さじ 1/3

～ 8 分煮る。

しょうが（すりおろし）
… …… 小さじ 1
水……………………………… 大さじ 2

て、
血行をよくし
よう
冷えを予防し

をスプーンなどで一口大に丸めながら入れる。つく

④ B を加え、中弱火で 2 ～ 3 分煮る。器に盛り付け、
http://douga.hfc.jp/imfine/ryouri/21winter02.html

お好みで小ねぎを添える。

血行不良により、手先や足先まで十分な血液が届かないと手足の冷えが生じます。血行を
よくするにはバランスのとれた食事と軽い運動を心がけてください。しょうがやにんにくな
どの香味野菜、ごぼう、ねぎなどの冬野菜には血流をアップし、身体を温める効果があるので、
意識して食事に取り入れましょう。また、
塩分は体液の濃度を上げ血行不良の原因となるので、
とりすぎには注意。ストレッチなどで体をほぐすことも血行促進につながります。

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）

