
いない。相手は、ちっとも「聞いて」い
ない。でも、不思議なことに二人とも怒
り出すとか帰るというそぶりはない。
次は、女子会での会話。「ねえ、聴いて
聴いて」と言って人の話に割り込み、
複数の女性が同時に話し出す。他の人
は、適当に相槌は打つものの聞いてい
るようで聞いていない。話が途切れると待ってましたとばか
りに自分の話を「ねえ、聴いて聴いて」と前のめりになって始
める。前の人の話とは関連性がないことが多い。こうした女子
会の話を近くで「聞く」ともなしに「聴い」ていると、まったく会
話は成立していないようにしか判断できないが、不思議なこ
とに女性達は全員が満足そう。古くからある「井戸端会議」の
景色である。

　こうした状況をどう解釈すべきか？　例によって懇意にし
ている臨床心理学の先生に質問してみると、『心に溜まってい
るもの（愚痴、ストレス、怒り、夢、自己実現欲等）をぶちまけた
い、人に聴いて欲しいという潜在的な衝動とその衝動のまま
に行動したことによる満足感』とのこと。つまり、人は口に出し
て心に溜まったものを吐き出すことにより、精神のバランス、
心の健康度を確保しているのであり、そのためには聴き役、あ
るいは聴き役のふりをする人が必要ということ。上記二つの
場面では、相互に聴き役を務めるという暗黙の了解があるの
で、全員が話し終えた段階でめでたく終了となり、全員がスッ
キリと心を軽くして明日に向かっていくことができるのかもし
れない。居酒屋・女子会での会話を翌日、思い出せないことが
多いかもしれないが、なぜか心は軽くなっている。

　このように、聴くことは、自分にとっての情報収集だけでは
なく、相手の心を軽くする「人助け」に通じる。皆さんは、「聴
く」してますか？　特に上に立つ人は、積極的に聴き役を務め
ないと自分の話を「聴いて・聞いて」もらえないリスクを認識
することが必要。会話が溢れる職場づくりが活力の源泉です。

　最後にもう一言。自分の顔を鏡に映してください・・・・
　口は一つ、耳は二つ。これが人類の知恵なのかも。

　Can you hear me? 「聞こえますか？」映画のシーンでよく
あるやり取り。雨もしくは電車の音、雑踏等の騒音で相手の電
話が聞きづらい時に用いる表現。つまり、物理的に、声が聞こえ
る聞こえないが問題であり、通話音質を確認する質問に近い。
　一方で、Please listen to me.  「ねえ、私の話を聴いて聴
いて。お願い」。「listen」は英語のリスニングテスト、ラジオの
リスナーなどで用いる。こちらは『聴く』。聴衆、聴診器、公聴会
など。音声の質ではなく、内容に重点がある。広辞苑によると、

「聴く」の意味は「耳を立ててよく聞くこと。聞き取ること」。
　私個人が社内研修会で話す時は、「聞く」は字体としては、
門で範囲を限定し、その中の小さな耳で聞く姿勢と説明し、
会話に対する消極的な態度としている。一方で「聴く」は字体
としては、大きな耳と十四の心がバランスよく配置されてお
り、相手の話を一言もらさず聞き取ろうとする姿勢と相手の
話を記憶する心の容量の大きさを感じ取ることができる。14
個ものメモリーを保持しているということ。つまり、積極的に
会話しようとする意志が感じ取れる。

　こうしてみると、職場での会話、友人知人との会話、そして
家族との会話、いろいろな場面はあるものの、できそうでで
きてないことが「聴く」ということ。特に、会社での上司部下
の関係では、部下の相談・連絡を「聴く」ことを拒否するばか
りか、逆に一方的な指示・講釈をひたすら「聞かせる」ことがま
まある。不幸なことは、その瞬間、部下は心の門を閉ざしてお
り聞くことすら苦痛を感じていることに、上司が気づいてい
ない。この状態が慢性化すると「聞き流す」「耳をふさぐ」とい
う防衛反応を起こし自身を護る行動に出る。そして、さらに悪
化すると、上司の声を聞いただけで体がこわばり、次第に心
を病んでいくというプロセスを辿ることになる。職場全体とし
ては、会話の総量・笑い声が減り殺伐とした雰囲気となってく
る。一方的に聞かせることの危険がここにある。

　ところで、日常生活をみると、「聴く」・「聞く」と逆の現象を
よく目にする。典型的なケースは二つ。
　最初は、居酒屋での仕事に対する不満をこぼす場面。酒の
勢いもあって次第に声も大きくなり「いいから俺の話を聴い
てくれ」と一方的に繰り返し繰り返し話すだけで会話になって

「聞く」と「聴く」。聴くことの大切さ
伊藤理事長挨拶

理事長　伊藤隆之
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■平成29年度は保険給付費や高齢者制度への納付金増の影響により2.6億円の赤字予算となりました。
　赤字額は積立金を取り崩して対応し、保険料率は現行を維持します。

■平成30年度以降は高齢化による医療費増加等により、厳しい収支状況が見込まれますので、
　状況に応じて保険料率改定も検討してまいります。

■事業計画は健康増進に効果ある取組みを中心に重点化していきます。　　詳細Ｐ.3

■介護納付金（納付金必要額：国から指定される額）に見合う保険料収入・
　取崩し可能な積立金から保険料率を算出します。

■平成30年度以降も総報酬割の段階的な導入などにより、
　介護納付金の増加が見込まれるため、料率改定を検討してまいります。

健康保険料率は現行（9.7%）を維持

介護保険料率は変更（1.4%→1.6%）

平成29年度予算と事業計画が
決定しました（2月16日の組合会で承認）

予算

収入234.2億円 支出236.8億円

［収支差 2.6億円の赤字］その他
6.6億円

保険料
227.6億円

97％

3％

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
5.5億円 2％

保健事業費10.5億円 5％

保険給付費
119.1億円

50％

納付金
101.7億円

43％

平成29年度健康保険予算

●被保険者は変更ありません

●補助金額に変更はありません　
  【0-12歳 ： 2,000円　13歳以上 ： 1,000円】

保健指導　　2

インフルエンザ予防接種費用補助3

変  更
健康保険

介護保険（40歳以上）

補助制度詳細 Ｐ．6ご参照
被扶養者・任意継続加入者の健診費用補助1

傷病手当金に対する付加給付

自己負担額を被保険者と同額レベルに変更

段階的に廃止　　平成29年4月：上乗せ3%分廃止　　平成30年4月：延長1年分廃止

　対象を国の義務付け
(40歳以上・メタボ該当者)のみに限定

Ｔ・Ｇ特別医療共済会に事業移管

従来 変更後

人間ドック

すこやか・
巡回健診

健　保 100％

自己負担 0円

変更後 67％を1年6ヵ月従来 70％を2年6ヵ月

自己負担 2,200円

健　保

健診費用−自己負担額
自己負担 8,000円

健　保

健診費用−自己負担額

自己負担 8,000円

健　保

健診費用−自己負担額

廃  止

上記以外の事業は従来どおり実施しますので、引き続きご活用ください！ ★＝他健保と比べ優位な事業

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）
メンタルヘルス講習補助 高額医療費に対する付加給付
つよい子になるぞ！！キャンペーン 医療費通知の配布
無料歯科健診 ジェネリック医薬品切替通知
育児冊子の配布 情報配信（機関紙、ホームページ）
スポーツクラブ（ルネサンス）法人契約

★
★

★
★

★

★
★

★

※経過措置あり　詳細は当組合ホームページをご確認ください

1年6ヵ月1年6ヵ月 1年
期間期間

金
額67%

3%

金
額67%

傷病手当金付加金 ①平成29年4月廃止

傷病手当金
（法定）

傷病手当金
（法定）

延長傷病
手当金付加金 ②平成30年4月

廃止

みなさまの健康づくりや疾病予防のお役に立ちます！

平成２９年度の事業について
組合財政およびデータヘルス・事業重点化のニーズをふまえ、次のとおり一部見直しております。

平成30年度には、被保険者も含めた人間ドックおよび追加検査費用補助の一部自己負担増を行う予定です
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あなたの「健康年齢」は何歳ですか？　
平成29年度より、みなさまの健康づくりに役立てていただけるよう「健康年齢」をお知らせします！

健康状態が「何歳相当か」でわかり
やすく示され、1歳若返らせるには何
をしたらよいかのアドバイスも表示

指標が多く、
健康状態がわかりにくい

実年齢より「高い」人は注意要！

２年前からの健康年齢や
検査結果の推移がチェック可能！

（※過去の健診結果のある方に限る）

健康年齢を若返らせるため、
結果の悪い項目について
具体的な目標や取組みを紹介！

こうすれば
若返るんだ！！

平成29年度から健診受診の3～4ヵ月後に随時お知らせしていきます。
ご自身の健康管理・いっそうの健康ステップアップにお役立ていただければ幸いです。

こんな通知が届きます

健康年齢とは

【被保険者】 事業所経由で送付
【被扶養者・任意継続加入者】 ご自宅宛に送付

健康診断の結果を使い、「あなたのカラダは何歳相当なのか」を統計的に判定・算出したものです。

40歳
実年齢 45歳

健康年齢

健康年齢

健康年齢従来

50歳

※BMI・空腹時血糖・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・
　最高血圧・最低血圧・GOT・GPT・γ -GTP・尿糖・尿たんぱく

「健康年齢」はあくまで目安(傾向値)であり、
医学的判断ではありません。
医療機関からの通知に応じ、再検査・精密検査は
必ず受診いただきますようお願いいたします。

算出システム

160万人超の
統計ビッグデータを利用

実年齢

性別

健診データ(12項目※)

実年齢

実年齢

45歳

45歳

空腹時血糖

実年齢との差

81

＋1歳

ＢＭＩ

健康年齢

21.0

46歳

中性脂肪 98

LDLコレステロール 81

HDLコレステロール 63

健康年齢算出イメージ

当組合に健診結果のある35歳以上の方対象者

項目ごとに基準値があって、
どのぐらい良い/悪いか

ピンとこない・・・
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平成29年度健診費用補助制度のご案内
35歳以上の被扶養者・任意継続でご加入中の方へ

35歳以上の被扶養者・任意継続加入者
（平成30年3月31日時点のご年齢）

●平成29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。

オプション検査

◆乳がん検査（エコーかマンモのいずれか一方無料）
◆子宮がん検査（無料）
◆腹部超音波（2,500円）
◆前立腺がん検査（200円＊55歳以上無料）
◆C型肝炎検査（500円）
◆脳ドック（5割）
◆肺がん精密検査（5割）

実施期間 通年 地域によって異なる 通年
(一部市町村は期間限定)

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
病院等

基
本
検
査
項
目

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 ● ● ● −

胃部Ｘ線 ●

●

● ●

● −

●

●

● −

血液検査・尿検査

便検査

●（34項目） ●

● −

腹部超音波 −−

自己負担額
(●印の検査)

節目※8,000円
節目以外19,800円 8,000円 8,000円 なし

当組合ではみなさまの健康管理のため、生活習慣病やがん検診の費用補助を行っています。
「忙しいから」「どこも悪くないから」と先延ばしにせず、1年に1回は健診を受けましょう！

対象者
平成29年4月1日～平成30年3月31日

受診期間

指定医療機関で受診 指定医療機関以外で受診

年度内に下表の 1 ～ 4 の中より1つ補助が受けられます健診の種類と自己負担額

日帰り人間ドック1 地域巡回健診
(女性対象)

3 特定健診
(40～74歳対象)

4すこやか健診2

平成29年度の補助についての受診に係る注意点や受診までの手順につきましては、
3月末頃にご自宅に送付した『平成29年度健診費用補助制度のご案内』をご覧ください。

（30項目） （30項目） （9項目）

平成29年度乳がん･子宮がん検査
補助制度のご案内

20～34歳の女性の方へ

当組合加入の女性被保険者・被扶養者（年度末20～34歳の方）
●平成29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。

検査費用−補助上限額※

※補助上限額　乳エコー：3,240円、乳マンモ：5,400円
　　　　　　　子宮がん：3,240円

0円

指定医療機関

①指定医療機関へ予約
②受診申込書記入
③当日、医療機関へ受診申込書を提出

①医療機関へ予約
②保険証を使用せず、検診として受診
③後日、補助金申請書に領収書と
　検診結果を添付し、会社の健保担当
　部署へ提出（補助金は会社を通して支給）

指定なし（近隣の病院）

平成29年4月1日～平成30年3月31日

●乳がん検査 ： エコーまたはマンモグラフィ
●子宮がん検査 ： 頸部細胞診

対象者

内容

自己負担

受診場所

申込方法

受診期間

●指定医療機関、受診申込書は当組合ホームページにてご確認いただけます。

トヨタアドミニスタ株式会社

トヨタ東京販売ホールディングス株式会社

当組合からのお知らせ

知多半島ケーブルネットワーク株式会社

事業所編入

平成29年2月16日現在　敬称略

平成29年4月1日

株式会社トヨタレンタリース東京　砂川　陽一

組合会議員の交代

事業所社名変更 平成29年4月1日

DUO東京株式会社

事業所脱退 平成29年2月1日

乳がん・子宮がん・前立腺がん検査は
オプション検査(希望制）に変わります。

ご希望される場合は必ず予約時に
お申込みください！

※年度末3月31日時点の年齢が35・40・45・50・55・60・65・70歳の方

自己負担額が
　変わります
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「サイレント・ディジーズ（沈黙の病気）」と呼ばれるほど自覚症状が少なく、気付かぬうちに進行してしまう歯周病。
成人の8割がかかっていると言われる細菌感染症で、放っておくと歯が抜けてしまうこともあり、早めの予防が大切です。
身体のメンテナンス（健康診断）同様、歯と口もプロのチェックを受け、早期発見・早期治療に努めましょう！
組合員のみなさまは、(株)歯科健診センターと提携する歯科医院で、歯科健診を無料でお受けいただけます！
年2回まで（半年に1回）ご利用いただけますので、定期的なメンテナンスに是非ご利用ください。

予防のために、
歯科健診を受けましょう！

歯と口のメンテナンスで、元気に長生き！

まずは
無料健診で
チェック！

歯を失う原因のトップは歯周病。
自分では気付きにくいので

早めの健診を！

一般歯科健診の内容

●虫歯・歯周病のチェック
●歯並びとかみ合わせのチェック
●歯垢・歯石のチェック　　等々

処方箋を薬剤師に渡す時2

詳しくは
同封のチラシを
ご覧ください

ジェネリック医薬品を活用しましょう！
特に、定期的な服用（花粉症など）や、継続的な治療（糖尿病・高血圧・皮膚疾患など）で薬を使われている場合は、
ジェネリック医薬品への切り替え効果が大きく、ご自身の負担も健保組合の負担も軽くなります。

「変更不可」欄に、「チェック」または「×」がつ
いていないお薬は、ジェネリック医薬品に変
更することができます。

※お薬によってはまだジェネリック医薬品が発売されて
いないものもあります。

この場合、○○錠3mgは変更でき、
△△錠5mgは変更できません。

処方箋の変更不可欄と医師の署名欄に「チェック」
や「署名」がないことを確認のうえ、「ジェネリック
医薬品に切り替えたいので、調べていただけます
か？」と尋ねてみましょう。

ジェネリック医薬品に切り替えるには？

医師の診察時1
「私が服用している薬で、ジェネリック医薬品に替
えられるものはありますか？」と相談しましょう。

効き目はもちろん、
安全性も同等と確認された上で、
製造、販売が許可されています
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