
　第二の予防策として、献血。正確に
は献血自体ではなく、献血の際に無
料でしてくれる血圧・血液検査を受け
ることです。私が親しくお付き合いさ
せていただいている人間ドックで有
名な東京の新赤坂クリニック（トヨタ
販売健保の人間ドックの対象病院）の 
松木隆央院長のお話によると『最低限の血液検査を定期
的に実施していれば、かなりのことがわかる。異常値が
あればそこから精密検査をすれば早期発見に役立つ』と
のことです。したがって、１年に一度の定期的健康診断か
ら半年経過時点で意識的に日本赤十字社の献血ルーム

（主要駅に設置）に出向き、献血という社会貢献をしつつ
血液検査をしてもらい安心材料を手にすることを習慣化
することを始めてみませんか？　こうすれば年２回の確
認が可能となります。血液検査だけで病院に出向くのは 
億劫ですし、健康保険の対象ともなりません。

　第三は緊急時の対処方法として携帯電話の活用です。 
脳卒中時の症状としては、『声がでない』『指が動かない』『半
身不随』だそうです。したがって、会社の中にいても、家の中
にいても誰も隣に居合せない状況下（トイレ、離れた部屋等）
で、しかも意識が次第に薄れていく中でどうやって助けを呼
ぶか？　今回は、幸いにして携帯電話を持ち歩いていたた
め、最低限のメッセージ「助けて」を入力し送信したそうです。
ここから得られる教訓は、①携帯電話は肌身離さず持ち歩く
こと　②右手左手どちらでも「助けて」を入力し、近くにい
る人に送信できる訓練を積んでおくこと。

　当健康保険組合では、財政が年々厳しさを増している中
で、切りつめるべきは切り詰め、一方で、日常の健康管理・予
防、特に人間ドック、そして不幸にして病気になった場合の医
療費補助（特に高額医療補助）に関しては、最重点領域として
他の健保に対して優位性を維持する努力を続けています。詳
細は、このインフォメーションを参照ください。今年度も運営
に際しての皆様のご理解をお願いします。

　表題は何の関連もなさそうな単語が列記されており奇妙
極まりないでしょうが、弊社（東京トヨペット）で最近立て続け
に実際に起きたいわゆる脳卒中（脳血管障害の総称：脳溢血・
脳梗塞・くも膜下出血等）の実例から導き出された教訓です
ので、周辺事情も交えながら紹介することにします。ただし、
素人の浅知恵の部分もあるため若干の認識違いはご容赦願
えればと思います。

　さて、年齢に関係なく、しかも何の前触れもなく突然襲い
かかり、死に至るあるいは後遺症が大きい病気の代表格と
して、脳卒中（脳溢血、脳梗塞、くも膜下出血等）そして、
心臓麻痺（心筋梗塞等）があります。いわゆる『ガン、癌』の
ように、ステージ１⇒…⇒ステージ４と徐々に病状が悪化し
ていけば自覚を伴いますが、脳出血あるいは心臓麻痺の類
は明確な自覚症状がなく、時々めまいがする、時々胸が痛
い程度であり、ついつい見逃してしまう場合が多いそうで
す。そうした中でも、心臓麻痺による心肺停止症状につい
ては、幸いにＡＥＤ（自動体外式除細動器）の配備が、各種公
共施設・商業施設、スポーツ施設、企業、マンションなどに
急速に進んだため心肺蘇生の確率が高まりつつあります。 
ちなみに、新車販売店でも地域貢献の一環の面からもＡＥＤ
を店舗に配備するところが増加しつつあります。

　一方で、脳卒中に関しては、ＡＥＤのような画期的な救命器
具は存在しないため、本人の『日常的な予防』と『緊急時の対
処方法を訓練』しておくことが現実的な対処方法と判断され
ます。ここからは、弊社での実例を織り交ぜてもう少し具体的
に紹介することとします。

　第一に予防策として、数年に一度は脳ドッグを受診し、
自分の脳の血管の構造的特徴を確認しておくこと、つまり、
脳の大動脈は必ずしも左右対称でなく、太さ・屈曲度で差が
あるため、何らかの理由で血圧が上昇した際にどちらかに負
担がかかり『破裂・詰まる（動脈瘤が発生）』が発生することが
あるそうです。若いからといって心配ないとは限らないそう
です。先天的な弱点もあるそうなので、定期点検による経年
変化の観察が不可欠です。

18

VOL.194

春
2016

平成28年4月15日発行

〒461-0001名古屋市東区泉一丁目23番36号NBN泉ビル3F
トヨタ販売連合健康保険組合

TEL.052-952-2679
URL http://www.toyota-hrkenpo.jp

ご
家

族皆
で読みましょ

う

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。

平成27年度つよい子になるぞ！！キャンペーン

脳卒中と献血と携帯電話
伊藤理事長挨拶

10～12月に、1歳～小学6年生のお子さまを対象に、かぜ・虫歯を予防するキャンペーンを実施し、
約2,100名の方にご参加いただきました。おかげさまで大好評いただきました。
お母さまからのコメントとお子さまのイラストを紹介します！

（コメントは、紙面の都合上一部割愛させていただいております。）

平成28年度もキャンペーンを実施します。9月ごろご案内をお送りする予定ですので、是非ご参加ください！

平成28年度健診費用補助制度のご案内を掲載しています。詳細はP.7をご覧ください。

ひがしで ゆか ちゃん

Ｎ．Ｋちゃん Ｍ．Ｋちゃん

 すごいね！

 かわいいね！

じょうず
 だね！

みんな
かわいいイラストをありがとう！
がんばってとりくんだね。

これからもまいにちつづけて、
つよいこになってね！！

たのしみに
していてね！！

理事長　伊藤隆之
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みなさまの健康づくりや疾病予防をお手伝いします！

平成２８年度の保健事業について
利用状況や他組合との比較も踏まえ、次のとおり事業を一部見直しております。

健康保険の平成27年度決算については、高齢者医療を支えるために拠出する納付金および私たちの医療費が増えた
ことから、約13億円の大幅な赤字の見込みとなりました。赤字分は積立金を取り崩して対応します。

平成28年度につきましては、引き続き医療費は増加すると思われますが、納付金が国から示された係数の関係で減少
することとなったため、2.6億円の赤字と赤字幅が縮小する見通しです。赤字分は積立金の取り崩しで対応できるため、
健康保険料率は前年から据え置きの9.7％としました。

ただし、日本全体で高齢者医療費は増え続けている状況で、今回の納付金の減少は一時的なものであり、平成29年度
以降、再度増加するものと思われます。

●これに伴い、任意継続被保険者は、負担軽減のため
「被扶養者と同一区分」に変更 → 補助制度の詳細 
P.７ご参照

●追加検査費用補助(乳がん、子宮がん、脳ドックなど)
および被扶養者の健診は、従来どおり

●服薬者は希望者のみ（従来どおり）

上記以外の事業は、従来どおり実施しますので積極的にご活用ください！（詳細はホームページをご確認ください）

★＝一般的な他組合で未実施の事業

インフルエンザ予防接種補助 スポーツクラブ（ルネサンス）法人契約

電話相談（健康相談、メンタルヘルスカウンセリング） 直営保養施設（京嵐山亭）

メンタルヘルス対策 契約保養施設

つよい子になるぞ！！キャンペーン 医療費通知の配付

育児冊子の配付 ジェネリック医薬品切替通知

有所見者への受診勧奨 情報配信（機関誌、 　　　　　　 ）

無料歯科健診

★ ★

★ ★

★ ★

★

★

★

★

平成28年5月
リニューアル

→P.6

被保険者の健診費用補助1 保健指導2

従来 従来変更後 変更後

人間ドック
メタボ・

メタボ予備群

すこやか・
共同健診

非肥満
(2年連続

受診勧奨領域)

健保：100％
事業主 or 本人：0％

連続3回目まで：必須
連続4回目以降：希望者のみ

健保：80％
事業主 or 本人：20％ 必須

健保：80％
事業主 or 本人：20％

1回目：必須
2回目以降：希望者のみ

健保：65％
事業主 or 本人：35％

1回目：必須
2回目以降：希望者のみ

変更

廃止

家庭常備薬斡旋3

再検査・精密検査費用補助1

前期高齢者訪問健康指導4

電話相談
（セカンドオピニオンサービス）

2

定期健診部分の
事業主ご負担

1回目のみ必須に
重点化

平成28年度予算と事業計画が
決定しました（2月19日の組合会で承認）

予算

介護保険は、介護納付金（納付必要額：国から指定される額）を支払うため、
介護保険料収入および取り崩し可能な積立金額から料率を算出した結果、
平成28年度は介護保険料率を引き上げることになりました。
平成29年度以降も介護納付金の増加が見込まれることから、予断を許さない
状況です。

収支は2.6億円の赤字となりますが
赤字分は積立金を取り崩して対応
し、平成28年度の健康保険料率は
据え置きとなります。

収入230.1億円 支出232.7億円

平成28年度健康保険予算

［収支差 2.6億円の赤字］その他
3.5億円

保険料
226.6億円

98％

2％

私たちの
健康づくり

全国の
高齢者医療費

私たちの
医療費

その他
5.3億円 2％

保健事業費11.7億円 5％

納付金97.9億円

42％

保険給付費
117.8億円

51％

平成28年度は健康保険料率据え置き、介護保険料率は引き上げ
（健康：9.7％　介護：1.3％→1.4％）

介護保険料率は引き上げ（1.3％→1.4％）

各個人ご加入の保険の付帯サービス、
セカンドオピニオン外来などをご利用ください

ご希望の利用者さまには安価な事業者をご紹介します

保険診療にてご受診をお願いします

ホームぺージ
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当組合プライバシーポリシーを更新しました平成28年4月からの法改正
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（＝マイナンバー法）が施行されたこと
により、個人番号の取扱いを追加しました。
ホームページでは「利用目的」もあわせて掲載していますので、ご確認ください。

右表のとおり上限の範囲が追加され、従来の『47等級』
から『50等級』に拡大されます。

傷病手当金と出産手当金の給付の基礎となる標準報酬の算定方法について、不正受給防止等の観点から、直近1年間の
標準報酬月額の平均等を用いて計算するよう見直されます。

上限額が年間『540万円』から『573万円』へ変更され
ます。

トヨタ販売連合健康保険組合は、加入者個人に関する情報（以下「個人情報」といいます。）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。

1. 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、き損又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。

７. 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。

６. 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。

５. 当健康保険組合の業務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。

４. 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。

３. 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、提供致しません。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、身体又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) 国の機関若しくは地方公共団体又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

２. 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。

保険料の計算のもととなる標準報酬月額・標準賞与額が見直されます。その1

傷病手当金、出産手当金の算定方法が見直されます。その3

標準報酬月額

入院時の食事代（自己負担額）について、入院と在宅療養の負担の公平を図るため、在宅療養でも負担する費用として、
食材費相当額に加え、調理費相当額の負担が求められることとなり、平成28年度から段階的に引き上げられます。

（ただし、低所得者および難病患者、小児慢性特定疾病患者は据置）

入院時の食事代（自己負担額）が段階的に引き上げられます。その２

入院時食事療養費等の見直し

給付の基礎となる標準報酬の算定方法見直し

標準賞与額

月額

負担額（1食） 負担額（1食） 負担額（1食）

報酬月額の範囲等級

48

一般所得 一般所得 一般所得

49

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

50

127万円

260円 360円 460円

1,235,000円 以上
1,295,000円 未満
1,295,000円 以上
1,355,000円 未満

1,355,000円 以上

133万円

210円

139万円

100円

（食材費）

（食材費+調理費）

据置

（食材費+調理費）

〈新しく追加される標準報酬月額〉

〈現行〉 〈平成28年度〉 〈平成30年度〉

直近月の標準報酬月額を用いて計算改正前

支給開始日の属する月以前12月間※の各月の標準報酬月額を平均した額を用いて計算
※被保険者期間が1年に満たない者は、当該者の加入期間の標準報酬月額の平均か
　当組合全被保険者の標準報酬月額の平均のいずれか低い額

※低所得Ⅱは住民税非課税
※低所得Ⅰは住民税非課税で一定所得以下

改正後
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ホームページが新しくなります！ 平成28年度健診費用補助制度のご案内
35歳以上のご家族・任意継続ご加入中のみなさまへ

対象者
35～74歳の被扶養者・任意継続被保険者 （平成29年3月31日時点のご年齢）
※平成28年4月1日以降、継続して当組合に加入している（空白日なし）方が対象です。
※喪失後の受診および年度内2回以上受診された方は、後日健診費用の全額を請求しますので、ご注意ください。

健診の種類と自己負担額
年度内に下表の①～④の中よりひとつ補助が受けられます
※節目年齢：平成29年3月31日時点のご年齢が、35・40・45・50・55・60・65・70歳の方

受診期間
平成28年4月1日～平成29年3月31日

当組合からのお願い
◆健診は病気の早期発見・早期治療を目的としておりますので、基本検査項目は必ず実施してください。
　未実施の検査があると補助が受けられない場合がありますので、事前に当組合までご連絡ください。
◆健保の補助を受けず、パート先の健康診断などを受診される方は健診結果(写)を当組合までご郵送ください。
◆「要再検査」「要精密検査」になった場合は二次検査（保険診療扱い）を必ず実施してください。

実施期間 通年 地域によって異なる 通年（一部期間限定）

受診場所 人間ドック指定医療機関（全国450ヵ所） 公共施設など(指定の会場) 市町村の指定する病院など

基
本
検
査
項
目

オ
プ
シ
ョ
ン
検
査

問診・身体測定・血圧 ● ● ● ●
肺機能検査 ● − − −

心電図 ● ● ● −
眼底検査・眼圧検査 ● − − −

胸部Ｘ線 ● ● ●（一部地域未実施） −
胃部Ｘ線 ● ● ● −

血液検査・尿検査 ●（34項目） ●（30項目） ●（30項目） ●（9項目）
便検査 ● ● ● −

受診までの流れ

腹部超音波 ● 2,500円 約2,500円（一部地域未実施） −

Ｃ型肝炎検査 −500円（一部地域未実施）500円
脳ドック（MRI・MRA） 検査料金の5割（約1〜2万円）

肺がん精密検診 検査料金の5割（約5千〜1万円）

③健診当日
窓口にて『特定健康診査受
診券』を提出し、受診。

②予約
市町村などが指定する医
療機関よりご希望の医療機
関を選び、電話で予約。

①特定健康診査受診券の申請
希望者は当組合までご連絡くだ
さい。（☎052-952-2672）

②申込書の記入
予約内容を『ドック・すこやか健診受診申込書＊』に記入。

①予約
人間ドック指定医療機関＊の中から希望の施設を選び、
電話で「日帰り人間ドック」または「すこやか健診」を予約。
希望者はオプション検査も予約。

③健診当日
窓口にて『ドック・すこやか健診受診申込書＊』を提出し、受診。
＊人間ドック指定医療機関は当組合ホームページにてご確認い

ただけます。また『ドック・すこやか健診受診申込書』は当組合
ホームページからダウンロードできます。

前立腺がん検査 −−●（55歳以上男性のみ） ●（55歳以上男性のみ）
子宮がん検査 −●●（女性のみ） ●（女性のみ）
乳がん検査 −●●（女性のみ） ●（女性のみ）

前立腺がん検査 −−200円（54歳以下男性）

①日帰り人間ドック ②すこやか健診 ③地域巡回健診(女性対象) ④特定健診(40〜74歳対象)

自己負担額(●印の検査) 19,800円
（節目無料※）

2,200円
（65歳以上無料）

1,500〜2,200円
（65歳以上無料） なし

オプション検査として追加はできませんが、別日に
人間ドック指定医療機関で単体受診することができます

乳がん・子宮がん検査、オプション検査は医療機関によって実施していない場合があります。予約時にご確認ください。

健診費用（ご参考） （約48,000円） （約30,000円） （約8,000円）（約30,000円）

当組合ではみなさまの健康管理のため、日帰り人間ドックなど、さまざまな健診補助を実施しています。
「忙しいから」「どこも悪くないから」と健診を先延ばしにせず、1年に1回は必ず健診を受けましょう！

ポイント
●目的別検索や申請書ダウンロードなどが見やすく、使い勝手も良くなります。
●レイアウトも一新し、パソコンの画面でより見やすくなります。
●スマホ対応など機能的にも充実いたします。

平成28年5月に当組合のホームページを全面リニューアルします。

継続
3,366名
84.5％

組合会議員の交代
平成28年2月19日現在　敬称略

事業所名

株式会社アドマテックス

ひまわりネットワーク株式会社

トヨタ部品愛知共販株式会社

氏名

都島　國雄

伊藤　英明

市橋　義雄

現行 リニューアル後 （イメージ図）

見やすく使いやすくなったホームページをぜひご活用ください！
①案内送付の申請
希望者は当組合までご連絡
ください。

（☎052-952-2672）
②予約
お手元に案内が届きましたら、
ご希望の会場を選び、予約。
③健診当日
受診日の約2週間前に実施機
関より届く案内に従い、受診。



　第二の予防策として、献血。正確に
は献血自体ではなく、献血の際に無
料でしてくれる血圧・血液検査を受け
ることです。私が親しくお付き合いさ
せていただいている人間ドックで有
名な東京の新赤坂クリニック（トヨタ
販売健保の人間ドックの対象病院）の 
松木隆央院長のお話によると『最低限の血液検査を定期
的に実施していれば、かなりのことがわかる。異常値が
あればそこから精密検査をすれば早期発見に役立つ』と
のことです。したがって、１年に一度の定期的健康診断か
ら半年経過時点で意識的に日本赤十字社の献血ルーム

（主要駅に設置）に出向き、献血という社会貢献をしつつ
血液検査をしてもらい安心材料を手にすることを習慣化
することを始めてみませんか？　こうすれば年２回の確
認が可能となります。血液検査だけで病院に出向くのは 
億劫ですし、健康保険の対象ともなりません。

　第三は緊急時の対処方法として携帯電話の活用です。 
脳卒中時の症状としては、『声がでない』『指が動かない』『半
身不随』だそうです。したがって、会社の中にいても、家の中
にいても誰も隣に居合せない状況下（トイレ、離れた部屋等）
で、しかも意識が次第に薄れていく中でどうやって助けを呼
ぶか？　今回は、幸いにして携帯電話を持ち歩いていたた
め、最低限のメッセージ「助けて」を入力し送信したそうです。
ここから得られる教訓は、①携帯電話は肌身離さず持ち歩く
こと　②右手左手どちらでも「助けて」を入力し、近くにい
る人に送信できる訓練を積んでおくこと。

　当健康保険組合では、財政が年々厳しさを増している中
で、切りつめるべきは切り詰め、一方で、日常の健康管理・予
防、特に人間ドック、そして不幸にして病気になった場合の医
療費補助（特に高額医療補助）に関しては、最重点領域として
他の健保に対して優位性を維持する努力を続けています。詳
細は、このインフォメーションを参照ください。今年度も運営
に際しての皆様のご理解をお願いします。

　表題は何の関連もなさそうな単語が列記されており奇妙
極まりないでしょうが、弊社（東京トヨペット）で最近立て続け
に実際に起きたいわゆる脳卒中（脳血管障害の総称：脳溢血・
脳梗塞・くも膜下出血等）の実例から導き出された教訓です
ので、周辺事情も交えながら紹介することにします。ただし、
素人の浅知恵の部分もあるため若干の認識違いはご容赦願
えればと思います。

　さて、年齢に関係なく、しかも何の前触れもなく突然襲い
かかり、死に至るあるいは後遺症が大きい病気の代表格と
して、脳卒中（脳溢血、脳梗塞、くも膜下出血等）そして、
心臓麻痺（心筋梗塞等）があります。いわゆる『ガン、癌』の
ように、ステージ１⇒…⇒ステージ４と徐々に病状が悪化し
ていけば自覚を伴いますが、脳出血あるいは心臓麻痺の類
は明確な自覚症状がなく、時々めまいがする、時々胸が痛
い程度であり、ついつい見逃してしまう場合が多いそうで
す。そうした中でも、心臓麻痺による心肺停止症状につい
ては、幸いにＡＥＤ（自動体外式除細動器）の配備が、各種公
共施設・商業施設、スポーツ施設、企業、マンションなどに
急速に進んだため心肺蘇生の確率が高まりつつあります。 
ちなみに、新車販売店でも地域貢献の一環の面からもＡＥＤ
を店舗に配備するところが増加しつつあります。

　一方で、脳卒中に関しては、ＡＥＤのような画期的な救命器
具は存在しないため、本人の『日常的な予防』と『緊急時の対
処方法を訓練』しておくことが現実的な対処方法と判断され
ます。ここからは、弊社での実例を織り交ぜてもう少し具体的
に紹介することとします。

　第一に予防策として、数年に一度は脳ドッグを受診し、
自分の脳の血管の構造的特徴を確認しておくこと、つまり、
脳の大動脈は必ずしも左右対称でなく、太さ・屈曲度で差が
あるため、何らかの理由で血圧が上昇した際にどちらかに負
担がかかり『破裂・詰まる（動脈瘤が発生）』が発生することが
あるそうです。若いからといって心配ないとは限らないそう
です。先天的な弱点もあるそうなので、定期点検による経年
変化の観察が不可欠です。
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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。

平成27年度つよい子になるぞ！！キャンペーン

脳卒中と献血と携帯電話
伊藤理事長挨拶

10～12月に、1歳～小学6年生のお子さまを対象に、かぜ・虫歯を予防するキャンペーンを実施し、
約2,100名の方にご参加いただきました。おかげさまで大好評いただきました。
お母さまからのコメントとお子さまのイラストを紹介します！

（コメントは、紙面の都合上一部割愛させていただいております。）

平成28年度もキャンペーンを実施します。9月ごろご案内をお送りする予定ですので、是非ご参加ください！

平成28年度健診費用補助制度のご案内を掲載しています。詳細はP.7をご覧ください。

ひがしで ゆか ちゃん

Ｎ．Ｋちゃん Ｍ．Ｋちゃん

 すごいね！

 かわいいね！

じょうず
 だね！

みんな
かわいいイラストをありがとう！
がんばってとりくんだね。

これからもまいにちつづけて、
つよいこになってね！！

たのしみに
していてね！！

理事長　伊藤隆之


