
して発生する酸素水を浴槽に投入
することにより酸素水ぶろとして活
用の効果）

3 小職個人：毎日約１リットルの水素
水を飲用（自宅では寝起きと就寝
前にコップ１杯を飲用。家庭での水
素水の用途は、もっぱら料理であり
水素水の持つ「旨み成分引き出し力」「汚れ分解力」によ
り味がかなり向上する）。

　 ３ヵ月の飲用後の６月１０日の人間ドック受診で判明した
事実。なんと、メタボ卒業。恥ずかしながら血圧と中性脂
肪でメタボの改善指導の対象となっていましたが、血圧
は、１３２－８２と上下が約１０ずつ低下。

　 中性脂肪については劇的な低下。過去３０年来、４００～
５００と慢性的に高く、１年前はベジファーストにより３２０
まで必死に下げたものが、今回は１７２まで急降下。かつ
て４年前に半年間投薬治療した時でも１９３までしか低下
した実績がない。水素水の分解能力が効いたらしい。体
内をきれいにする力かも。

また、東京トヨペットの場合、本社２階、３階、４階の各階の給
湯室に水素水整水器を設置しましたが、景色に思わぬ変化
が出てきました。始業前に給湯室に行列ができ、以前は男性
が出入りすることがなかった給湯室に老若男女が集い新鮮
なコミュニケーションの場となってきました。

水は大切なものですが、飲んでいる水の善し悪し、効能は残
念ながら人それぞれかもしれません。しかしながら、毎日飲
み続けることにより静かな変化が生じてくることもあるよう
です。最近では、この水素水整水器を職場に導入する相談も
増えてきました。胃潰瘍、脳梗塞、心筋梗塞のように、一晩で
病気になることはあっても、一晩で健康になることはありえ
ません。水を通じての健康管理の重要性を痛感する日々が
続きます。

1
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けんぽからの大事な情報が満載です！
ご家族向けの情報もあります。

朝夕に秋の訪れを感じるようになりました。春夏秋冬、日本
人は世界でも珍しい程の四季の変化に恵まれた環境で暮ら
しています。外国人、特に欧米人が来日し、箱根、京都、瀬戸
内海の直島、小樽、富士山麓等に足を延ばした時に、移動時
の車窓の風景を含めて異口同音に発するのは、「水の豊か
さと木々の緑の豊かさ」であり、「水の国、木の国、日本」とい
うのが強烈な第一印象のようです。私たちは、こうした四季
折々の変化に対応しつつ体調管理に気を付け、年輪を刻む
がごとくに成長していきます。
いうまでもなく、水は植物・生物にとって不可欠なものです
が、人間にとっても同様です。おいしい水・体にいい水は健
康管理上とても重要です。かつての日本では「水と空気はタ
ダ」といわれてきましたが、いつからか水を買うようになり、
今では高齢者がダンボールケース入のペットボトルを重そう
に買って帰るのが日常的な光景となりました。一方で、巷に
目を転じると、「ハワイの水」「どこそこの名水」「アルカリイ
オン水」「水素水」などが溢れ、水を求める消費者の必死の姿
が浮かびあがってきます。

こうした中で、先回のこのけんぽインフォメーション（３月発
行）では、「水素社会の到来と水素水による健康づくり」を提
唱し、「水素水」整水器を試験的に、当組合の名古屋事務所と
東京トヨペット本社に設置したことを紹介しました。その後、
４ヵ月が経過しましたので、効果の一端を紹介します。この
効果についてはサンプル数、および医学的な裏付けの面か
らみて大声でいえるものではないかもしれませんが、事実と
して紹介します。

1 東京トヨペット本社：約２５０名が勤務する中で、水素水を
毎日飲むことにより、アトピーが改善・ほぼ完治した人が３
名（そもそもアトピー疾患者がどの程度いるのかは不明）

2 健保組合名古屋事務所：職員２０名強の所帯で、花粉症の
完治が１名。便秘改善が多数。子供のアトピー完治が１名

（この場合は、自宅で水素水の整水器を購入し、副産物と

理事長　伊藤隆之

水素水 効能検証第１弾：継続は力を実感
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平成26年度

決算

健康保険決算

7.8億円の黒字

3年連続の黒字となりました。
トヨタ販売連合健康保険組合の平成26年度の決算が、7月10日（金）の組合会で承認されましたので、お知らせします。

平成26年度は年々増えていた納付金が
一時的に減ったこともあり、黒字となりま
した。ただ、平成27年度からは再び納付
金が増える見込みで大幅な赤字となる
見通しです。みなさまの健康がカギ！！

平成26年度に実施した主な保健事業
みなさまの健康づくりや疾病予防のお手伝い

ジェネリック
医薬品

利用促進
→Ｐ.12

ジェネリック医薬品への切り替えによる
薬代低減効果の高い方4,190名に
ご案内しました。

その他、「20～34歳の乳・子宮がん検査費用補助」や「電話相談」
「家庭常備薬の斡旋販売」「直営保養所」等、みなさまの健康に
役立つ事業を展開し、たくさんの方にご利用いただきました。
引き続き、みなさまからのご利用・ご参加をお待ちしております！！

病気の早期発見・早期治療

病気の予防・健康づくり

35歳以上
健診費用

補助

33,654名の方に人間ドック等の
健診費用補助をご利用いただきました。

補助利用者 健診受診率

26,642名

7,012名 56.0%

99.2%被保険者

被扶養者

保健指導
→Ｐ.4～5

健診結果の指導レベル別に
8,369名の方に保健指導へ
ご参加いただきました。

実施者

7,918名

451名

積極的・動機付実施率

32.3%

83.1%被保険者

被扶養者

インフルエンザ
予防接種
費用補助
→Ｐ.6～7

31,608名の方に予防接種費用補助を
ご利用いただきました。

補助利用者 補助利用率

25,102名

6,506名 41.1%

36.2%大人

子供

二次検査
・再検査
受診勧奨

→Ｐ.10

人間ドック等の健診結果で、がん・生活習慣病の二次検査・治療が
必要な項目があった方へ受診勧奨をさせていただきました。

対象者 うち二次検査受診者 二次検査受診率 うち治療開始

4,934名
2,443名 1,340名

3,279名 66.5% 33名
54.9% 365名

がん
生活習慣病

利用しないと
もったいない！
当組合では、少ない費用
負担で受診できる健診を
行っています。
健康管理のため、1年に1回
は必ず健診を受けましょう！

対象の方のいっそうのご参加をお願いします。

平成26年度のジェネリック使用率56%
⇒健保組合の医療費（保険給付費）
約2.8億円（約3%）の低減に！

トヨタ販売連合
健康保険組合の

健診・健康づくり事業が
サポート

みなさまが
健康になって
医療費が減る

みんな
HAPPYに！！

健保財政が
助かる

みなさまの
家計が助かる

収入227.8億円

健康保険料の42.8％を
占め、健保財政を圧迫し
ています

その他の収入
7.0億円

健康づくり事業、他
19.0億円

高齢者の
医療制度を支える

納付金等
94.2億円

支出220.0億円

被保険者＋事業者
（会社）

みなさまと会社から
納めていただく

健康保険料保険料率は
前年度と同率です

220.8億円

被保険者数の増加、診
療報酬改定などにより、
前年より増加しています

みなさまとご家族の
医療費

106.8億円

介護保険決算

0.5億円の赤字
（前年差 ▲0.8億円）

介護納付金が増加しています

介護保険料の増加以上に介護納付金が増えたため、赤字
となりました。赤字分は準備金を取り崩して対処します。

収入 支出

みなさまと会社から
納めていただく

介護保険料
18.9億円

介護納付金
19.4億円



4 5

「昔は運動していたんだけど最近はあまり・・・」という方、多いのではないでしょうか。
当組合の運動習慣のある方の割合は20％と、他健保組合平均25％よりも低い状況です。
健康のためには、食習慣だけでなく運動習慣が大切です！
特に、全身を動かす有酸素運動（ウォーキング、ジョギングなど）は、
健康づくり・メタボ予防に非常に効果的です。
まずは軽めのウォーキングから始めるのがおすすめです！

最近、身体を動かしていますか？？保健指導で3割の方がメタボ脱却！！
平成２５年度のプログラム参加者４，４９０名のうち、
１，３２９名（３０％）の方がメタボ脱却できました！

「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している」 （35歳以上の方の健診時の問診結果）

指導の案内が届いた方は、積極的にご参加お願いいたします！

Ｔ・Ｈさん（トヨタ部品神奈川共販㈱）

実践した取り組み
★ 歩数を増やすために、会社のウォーキングキャ

ンペーンに積極的に参加し、1日平均4,000歩
→8,000歩としました。平日は、車通勤を変えるの
は難しいということもあり、階段の積極的な利用な
ど簡単なことのみ。

　力を入れたのは休日で、１万歩以上（多い日は2万
歩近く）歩きました！

● 食事の量を減らすために、食べる順番を
  変更しました（野菜をご飯より先に食べる）。

積極的にウォーキングを実践し
1年で体重10.3kg・腹囲6.2cm減少！

● 体重を毎日記録することで、
  常に取り組みを意識できました。

平成25年度 平成26年度

75.5kg
体
重 65.2kg

85.3cm
腹
囲 79.1cm

体が軽くなり、
疲労感が少なくなりました！
また、スリムタイプの服を
着れるようになりました！！

次ページを参考に、是非みなさまも運動を実践してみてください。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

30％

25％

20％

15％

10％

5％

0％

（名）

実施前（平成25年度健診） 実施後（平成26年度健診）

メタボ脱却の効果（脱却者の声）

■体が軽くなり仕事（構内作業）が
しやすくなった

■よく眠れるようになった
■体重だけでなく、血糖・脂質・血圧

のすべての検査値が良くなった
■家での食事の見直しにより、家

族そろって健康になった

最大で体重18.2kg減できた方も！
（一人当たり平均2.2kg減）

積極的支援
3,010名（67％） 積極的支援

2,196名（49％）

動機付け支援
1,480名（33％）

動機付け支援
965名（21％）

メタボ脱却！
1,329名
（30％）

●リズムの良い動きでストレス解消
 （脳の刺激でホルモン(セロトニン)分泌→気持ちが穏やかに)
●心地良い疲れで質の良い睡眠に

●脂肪を燃焼し肥満解消
●筋肉量アップで太りにくい身体に
●血糖値や血圧の低下

ウォーキングフォームのポイント

健康 メンタル

⑥腰の回転で歩幅を広げて

⑧しっかり大地をキック

⑦膝を伸ばしてかかとから着地

⑤ひじはやや曲げて
　腕を大きく振りましょう！

暑い時期のウォーキングここに注意
■こまめに水分補給
熱中症予防のために、しっかり水分補給を。
のどの渇きを感じる前に！！
■気温が高い時間帯は避ける
早朝や夕方など、涼しい時間に。

当組合の運動習慣の状況

ウォーキングのメリット

最初は無理せず、通勤や昼休み、買い物などの機会に、
1日にさらに10分多く歩くことからスタート！！

20％

当組合（平成26年度）

25％

他健保組合平均（平成26年度）

当組合20％は、他健保組合25％と比べて
運動習慣のある方が5ポイント少ない

ホームナース担当保健師より

①頭は揺らさずしっかりと！

②目線はまっすぐ

③呼吸は自分のリズムで

④肩は力を抜いてリラックス



みんなで予防！ただしく接種して家庭・地域・職場・学校内感染を防止しましょう！

6

今年もインフルエンザ予防接種の
補助が受けられます

ひとりひとりの
日常対策で感染を予防しよう！

キ
リ

ト
リ

線

対象年齢・補助金額

※接種日現在、当組合の資格のある方が補助対象です。

対象年齢 補助金額

年度内2,000円まで補助
生後6ヵ月～小学生の被扶養者

（平成15年4月2日～平成27年6月30日生）

年度内1,000円まで補助
中学生～74歳までの被保険者・被扶養者

（昭和16年4月2日～平成15年4月1日生）

●外出後には必ず手洗い・うがいをする
●バランスのとれた食事を心がける
●十分な休養をとる
●適度な湿度を保つ

補助対象接種期間 申請方法

平成27年10月1日～平成28年1月31日

申請書提出期限

平成28年2月29日までに健保担当部署（任意継続の
方は当組合）へ必着

申請書を各事業所の健保担当部署
（任意継続の方は当組合）にご提出ください。
※愛知県内の一部事業所では接種補助券を配布しております。

2回接種のお子さまは2回分まとめて申請してください。
申請書は「つよい子になるぞ！！キャンペーン」の案内にも
同封しております。（対象年齢のお子さまのいるご家庭のみ）

補助内容・申請方法

ワクチン効果期間

ワクチン種類

１３歳までの子供の接種

接種2週後～5ヵ月程度⇒12月までに受けると効果的！

流行があるため今年のワクチンは昨年のとは違います！

基本2回にわけて接種します。
１回だけだと効き目が不十分です。きちんと２回接種しましょう！

ウィルスの
侵入を

ブロック！
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当組合では、従来より事業主の方々と連携して保健事業を推進してきましたが、いっそうのデータ活用・連携強化に
より組合員のみなさまの健康維持・増進をすすめていきます。

1歳～小学生のお子さまを対象に「手洗い・歯みがき」の習慣づけをして、
かぜや虫歯を予防するキャンペーンを始めます。

歯科健診センターと提携する歯科医院で、無料の歯科健診が受けられます！

データ分析と保健事業
成果重視の保健事業を実施（データヘルス計画）

医療費の高い上位3疾病を「重点取組疾病」とし、次の事業を展開します。

生活習慣病
健診事業 →当組合ホームページ・保健指導事業 →P.4～5

人間ドック等の健診による、がんや糖尿病・高血圧など病気の重症化予防を目指します。
健診の結果、生活習慣病になるリスクが高いと判断された方へは保健指導を実施します。

呼吸器
つよい子になるぞ！！キャンペーン（10～12月）→P.9

1歳～小学生のお子さまを対象に、手洗い・歯みがき習慣の定着化を目指し、
かぜ予防・虫歯予防につなげます。

データヘルス計画書は、当組合ホームページにて公表しております。

その他：61億円
（筋骨格、メンタル、皮膚他）

歯科：15億円

呼吸器：18億円

生活習慣病：16億円

歯 科 無料歯科健診（通年）→P.9

被保険者・被扶養者を対象に歯周病・虫歯の早期発見・早期治療を目指します。

キャンペーン期間

参加方法

記念品

対象年齢

平成27年10月1日（木）～12月31日（木）

●アンケート提出者全員に参加賞をプレゼント！（2～3月頃、ご自宅へ送付）
●さらに抽選で5名の方に特別賞をプレゼント！！

健保組合からキャンペーン案内冊子（カレンダー）がご自宅に届く

手洗い・歯みがきができたらカレンダーにシールを貼る

キャンペーン終了後、アンケートを健保組合に提出（1月15日（金）必着）

1歳～小学生の被扶養者（平成15年4月2日～平成26年10月1日生）

つよい子になるぞ！！キャンペーン スタート！

無料歯科健診（平成27年4月〜）

平成27年度新規事業

受診場所

受診費用

申込み方法

対象者

歯科健診センターと提携する全国の歯科医院（平成27年8月現在 約1,500ヵ所）

無料（半年に1回まで） （注）健診の結果、治療が必要となった場合は保険診療（自己負担）となります。

被保険者・被扶養者

提携歯科医院情報をご覧いただけます。

WEB

www.ee-kenshin.com/

検索歯科健診センター

携帯サイト （iモードなど）

9月

10～12月

1月

特別賞A（2名） 特別賞B（3名） 参加賞（アンケート提出者全員）
※いずれか1つ

加湿空気清浄機 ふとんクリーナー

子供用歯ブラシ 子供用マスク＋除菌シート

QUOカード（500円）
トローチ※＋除菌シート

※5歳未満のお子さまは使用できません

9月末頃、対象者の
ご自宅に案内冊子を

送付します。
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医療費の年代別内訳（平成２５年度）

医療費の年代別内訳（平成２6年度）

（億円）

（億円）

0代

0代

10代

10代

30代

30代

40代

40代

50代

50代

60代

60代

20代

20代

〈昨年1位〉
40代以降、

加齢により増加

2位 生活習慣病

〈昨年3位〉
どの年代も多い

（各年代10～20％）

歯科3位〈昨年2位〉
特に1～12歳

（幼児・児童）が多い

1位 呼吸器

がん

0 2 31 4 （億円）

糖尿病
高血圧症

高脂血症
人工透析

www.ee-kenshin.com/i/
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T・G特別医療共済会について

平成26年度も、共済会の中心事業である差額ベッド料補助は、多くの会員の方のご負担を軽減することができました。
ご入院された方には制度の案内や申請書をお送りするので、もらい忘れがないことも喜ばれています。今後も会員の方の

「万が一に役立つ制度」を目指し、安定した運営をいたします。

平成26年度 決算のお知らせ

平成27年8月1日現在　敬称略

組合会議員の交代
事業所名

東京トヨペット株式会社

ネッツトヨタ仙台株式会社

トヨタ部品東北共販株式会社

トヨタ部品福島共販株式会社

トヨタ部品千葉共販株式会社

トヨタエルアンドエフ東京株式会社

トヨタ部品富山共販株式会社

株式会社エフ・イー・シーチェーン

株式会社トヨタマップマスター

株式会社ジェータックス

トヨタ部品北海道共販株式会社

トヨタ部品埼玉共販株式会社

トヨタ部品東京共販株式会社

株式会社トヨタユーゼック

トヨフジ海運株式会社

トヨタ輸送中部株式会社

氏名

髙橋　秀太郎

内海　聡志

池田　裕幸

仙波　美津邦

毛笠　秀夫

藤田　和夫

島﨑　敏郎

斉藤　準之

古田　泰之

栗原　一彦

竹内　克之

吉岡　正義

安西　真樹

野々口　純司

酒井　鉱造

田島　正敏

収入50.8百万円 支出47.4百万円

健診結果を放置していませんか？
健診はスクリーニング（ふるいわけ）検査です。
一次健診の結果、要精密検査など「異常」の疑いのある方は、
まずは医療機関を受診しましょう！

判定結果別アクション

再検査を受けた人の２7％は治療を開始！
（平成26年度「血圧・血糖・脂質」で健保組合から受診勧奨をした方）

「異常」を放っておくと・・・

Q&A生活習慣を改善した上で、
指定された時期に再度検査を受ける

治療が必要かどうか調べるために
さらに精密な検査を受ける

要精密検査

異常値が一時的なものかどうか
調べるために再度検査を受ける

要再検査

経過観察

「要再検査」だったけど、自覚症状がないから受診不要？

Question

病気がかくれている可能性があります。
早めに受診しましょう。

Answer

昨年も精密検査を受けたけど「異常なし」だったからもう
受診不要ですよね？

Question

年月の経過により病気の方向へ進行することもあります。
判定がでたら毎回、自分の身体の状態を確認しておきま
しょう。

Answer

未受診者も４人に１人は治療が必要な状態？？

血圧

脂質

血糖

がん

動脈硬化が進み、さらに血圧上昇の悪循環に…
脳卒中、心筋梗塞 等

血管の内側に脂質がこびりつき…
脳梗塞、心筋梗塞 等

高血糖が続くと血管がぼろぼろに…
糖尿病網膜症、糖尿病腎症 等

早期発見の猶予期間は1年半ともいわれています…
進行がん 等

まずは、健診を受けた
医療機関または

かかりつけ医に相談し、
必要な検査を受けましょう。

え…？
おれ？？

そういえば、二次検査の
案内が来てたけど・・・

健診・検査は健康の「最大の武器」！
健保組合では二次検査費用の全額補助も実施。

（健診後６ヵ月以内、同医療機関に限る等の条件が
　ありますのでホームページでご確認ください。）

受取利息
0.5百万円

会費
50.3百万円

事務局費
7.0百万円

補助事業費
40.4百万円

収支差
3.4百万円

544件件数 628件 +84件
金額 38.0百万円 +4.5百万円33.5百万円

25年度 26年度 差

〈差額ベッド料補助事業〉
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ジェネリック医薬品を活用しましょう！

節約 簡単

安心どうしてジェネリック医薬品は安いの？
質の問題？

もともとお薬代はあまり高くないから、
自分は関係ない。

どうやったらジェネリック医薬品に
変えられるの？

ジェネリック医薬品って安全なの？
新薬じゃないなら効き目ないんじゃない？

ジェネリック医薬品が安いのは、新薬の特許期間終了
後に作られているからです。
新薬に比べ開発費用が少なくて済むため、同じ有効
成分でも価格が安く設定されています。
新薬の３～５割も低価格！

みなさまが意識されているのは自己負担分（３割、１
割）で、残りは健康保険組合が支払っています。その
財源はみなさまからの保険料です。
ひとりひとりでは少額でも、約８万の組合員のみなさ
まがジェネリック医薬品へ切り替えていけば、医療費
の削減が可能※となり、保険料引き上げの抑制につ
ながるかもしれません。

国が定める厳しい品質基準をクリアして初めて承認
されます。有効性や安全性、品質も新薬と同等です。
むしろ、特許期間中にたくさんの患者さんが処方を
受け、医療関係者が取り扱ってきた実績ある薬です。
新しい技術で、味や飲みやすさ、使用感が改良された
ものもあります。

まずは、かかりつけ医や薬剤師に相談してみてください。

違います！

安価

※およそ３億円の削減効果あり （平成２６年度当組合試算）

参考ホームページ
かんじゃさんの薬箱（日本ジェネリック医薬品学会）
　⇒「ジェネリック学会」で検索
かんたん差額計算（日本ジェネリック製薬協会）
　⇒「JGA　かんたん差額」で検索

違います！

あります！ 簡単です！


