
は様々ということでしょうか。

　では、水素が持つ力とは何か？　水素
水を飲用することにより体内に入り込
んだ水素が、『抗酸化作用』として働き、
老化・疲労の原因とされている体内の
活性酸素を分解するそうです。この効
果として、体内の汚れ・老廃物を排出するため、お通じが良くな
ると同時に体調管理が進む。料理の場合であれば、素材の汚れ

（含む食品添加物の分解）を落とす一方で旨み成分を抽出す
るため、水素水で炊いたごはんは驚きの味、あさり汁は料亭の
味。アスリートの場合であれば運動後の体内乳酸を短時間で
分解する、事実、サッカーのＪリーグの選手が試合中に飲んで
いるのは水素水。つまり、分かりやすく言えば、『体内からきれ
いにする力』となります。

　こうした事実に着目し、整水器を導入する料亭・病院・スポー
ツジム・企業が増加しているそうです。私の身近でも、水素水
を飲むためにスポーツジムに通う（水素水利用料として、別途
月々千円必要）人もいます。そこまでの効果が期待できるので
あればと、社員の体調管理と健康増進の観点から、トヨタ販売
連合健保の事務所にも先日整水器を設置し、現在、効果を確認
中です。同時に、東京トヨペット（株）でも本社部門にトライアル
的に導入し社員の反応を確かめている最中ですが、なかなか
の盛況ぶりです。個人的には、血圧、血中脂肪、疲労回復力にど
ういう変化がでてくるかが楽しみな日々です。蛇足ですが、こ
のＮ社の整水器（業界シェアー第一位。水道水から浄水を精製
し、同時に水素水を精製する方式）は、水素と同時に生成され
る酸素を有効利用して酸素水も製造でき、これが『化粧水』に
近い成分であるため、洗顔・肌の管理にも、なかなかの効果が
あることも日々、体感しています。

　もちろん、効能の程度は個人により違うため早計な判断は
控えますが、この水素水により、当販売連合健保加盟企業の皆
さんの健康増進が図れるのであれば、組合収支にも朗報であ
るため、もう少し様子を見ていきたいと考えています。
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ご
家

族皆
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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。

被扶養者（ご家族）の異動の届出はお忘れなく

健康保険の被扶養者となるためには、認定条件を満たし
ていることが必要です。
すでに被扶養者となっているご家族が条件を満たさなく
なったときには、会社の健保担当部署を通じて速やかに
届出を行ってください。

「誰にも相談できずに悩んでいる・・・」、「誰に相談したらよいかわからない・・・」など心の相談に関して、心の専門家である
心理カウンセラーに気軽にご相談できます。1人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。

厚生労働省の指導により、当組合では、すでに被扶養者
として認定しているご家族が現在も被扶養者の条件を
満たしているかについて、毎年確認を行います。
現在の状況(就職・収入額等)を確認しますので、確認票
が届きましたら必要書類を添付し、期日までに会社の健
保担当部署へご提出ください。

　２月２０日開催の当健保組合会（企業で言えば株主総会に相
当）で、来年度の予算と事業計画が承認されました。協議いた
だいた企業代表の方々に、まずもってお礼申し上げます。予算
面では、収入２２８億円の一方で、支出は高齢者医療に関する
国への拠出金が増加するため２４０億円と想定し赤字予算とな
ります。赤字分は保険料を値上げすることなく剰余金で手当て
しながらも、加盟企業の皆さんの医療費支払いと健康増進支
援事業を継続していく方針です。詳しくは次ページをご一読く
ださい。

　ところで、トヨタ自動車のＦＣＶ（燃料電池車）『ＭＩＲＡＩミラ
イ』が話題満載で販売開始となりました。トヨタ自動車内山田
会長は『化石燃料が乏しい日本にとっては、水素社会の到来は
必然』と時代の変化と発想の転換を求めています。こうした電
力源としての水素の活用以外に、水を電気分解することより容
易に手に入る水素の身近な活用はないものか、健康増進の観
点から活用はできないのかと、水素社会元年にかこつけて思
案していたところ、先日、不思議な場面を体験しました。

　水素が持つ力・不思議をまざまざと感じた瞬間でした。それ
は、今、密かなブームとなっている水素水です。その水素水の
効能を訴求する実験を体験しましたが、ほとんどＴＶ番組の『た
めしてガッテン』の世界でした。では、水素水とは何か？　水素
水とは浄水に水素を溶かし込んだ水です。水素は分子が細か
くペットボトルでの保存は二日三日が限度であるため、市販品
は高価です。そこで、通販ルートで購入したり、自宅に水素水製
造器、つまり整水器（水を電気分解することにより容易に水素
を発生させる機器）を取り付け新鮮な水素水を自分の好みの
濃度で自由に作り使うという形態が一般的だそうです。
　こうした中で、真っ先に、水素水に関心を抱いた人は、慢性的
な胃腸障害に悩んでいる人、アトピーなどアレルギー症状に悩
んでいる人、アンチエイジングを追求している人、肌のハリな
ど美しさを維持したい人、アスリートで肉体疲労に悩んでいる
人、料理をより美味しく、飲料をより美味しくいただきたいグル
メ志向の人、そして、食品添加物の影響を極力減らし子供に無
害な食品を食べさせたいと工夫している人、等などです。動機

●就職して勤め先の被保険者になった
　（ご家族ご自身の保険証を持った）
●パート・アルバイトなどの仕事を始め、年収が130万円
（月収約11万円）を超えるようになった

●失業給付を受給し、基本手当日額が3,611円以上に
なった（60歳以上・障害者は5,000円以上）

●年金を受給し、年収が130万円以上になった
  （60歳以上・障害者は年収180万円以上）
●今まで同居していた実父母と別居になり、
　生計維持関係がなくなった　　　　　　　　　 など

お子さまの就職やご家族の
収入が増えたときは確認を！ ｢被扶養者の状況確認｣を実施します！

被扶養者異動の届出が必要なとき
当組合の認定条件（※）を満たさない扶養家族の方が、
遡って資格喪失した場合は、その期間の医療費や給付金
を当組合より請求します。
※認定条件は当組合ホームページでご確認いただけ
ます。

ご注意

※個人情報に関する内容は、会社・健保組合は委託会社から一切報告を受けません
　 【業務委託先：ティーペック株式会社（プライバシーマーク認定事業者）】

継続
3,366名
84.5％

組合会議員の交代

心の専門家に相談してみよう！

敬称略

事業所名

トヨタ部品東北共販株式会社

氏名

柴田　義則

◉ 電話によるメンタルヘルスカウンセリング／
　 9：00〜22：00（年中無休）
◉ 面談によるメンタルヘルスカウンセリング／
　 平日9：00〜21：00　土曜9：00〜16：00
　 （日・祝祭日・12/31〜1/3を除く）
　 １人年間５回まで無料（６回目以降は、実費ご本人負担）
　  カウンセリングルーム：全国２３１ヵ所

２４時間・年中無休／フリーダイヤル（通話料無料）

0120-124-783
いつでも24時間 悩　　み

非通知
不可

理事長　伊藤隆之

水素社会の到来と「水素水による健康づくり」
理事長 挨拶
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平成27年度は健康保険料率・
介護保険料率ともに据え置き

（健康：9.7％ 介護：1.3％）

平成27年度予算と事業計画が決定しました（2月20日の組合会で承認）予算

健康保険の平成26年度決算については、私たちの給与や賞与が予想より多く、保険料収入が増えたことにより3年連
続の黒字の見込みとなりました。黒字分は積立金に積立てます。

平成27年度につきましては、高齢者医療を支えるために拠出する納付金が大幅に増加することから赤字の予算となりま
すが、赤字分について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の据え置きの9.7％としました。

ただし、今後も納付金の増加は避けられないことから、当組合収支の構造的な赤字を少しでも減らすために、手厚く実
施してきた付加給付制度、健康増進支援事業（人間ドック補助、メタボ改善指導等）のスリム化も検討せざるを得ない状
況です。このため来年度からはメタボ改善指導プログラムの一部縮小をいたします。

その一方で、厚生労働省が推奨する健康管理プログラム「データヘルス」に取り組む必要があり、当組合でかなりの医
療費が発生している歯の治療費についての対策として「無料歯科健診」制度を導入いたします。→P.5

収支は12.4億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27年度の健康保険料率は
据え置きとなります。

70.0

（億円）

（億円）
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50.0

30.0
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20.0 5.0

10.0

24年度 25年度 26年度見込
0.0

23年度21年度 22年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度予算 28年度【試算】27年度予算 28年度【試算】

1.05％

12.1
13.7

15.2
16.6

17.7
19.4 20.2 21.0【仮】

1.25％

1.15％

1.30％ 1.30％ 1.30％ 1.30％

1.40％【仮】

取り崩し可能額 保有すべき額

介護保険は、介護納付金（納付必要額：国から指定される額）から料率を算出しますが、こちらも健康保険同様に積立金
のうち取り崩し可能な額を収入に繰り入れて料率を算出したところ、介護保険料率は前年から据え置きの1.3％となり
ました。
ただし、来年度の取り崩しにより、取り崩すことができる積立金がなくなる見込みであることから、平成28年度につきま
しては、介護保険料の料率引き上げの可能性が高い状況です。

収支の推移

積立金の推移

支出収入

保険給付費
（医療費）

納付金 その他

0
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200
（億円）

7.5％
8.3％
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9.7％ 9.7％ 9.7％ 9.7％ 9.7％【仮】
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▲12.4

+6.9
▲9.5

+5.5

25年度 27年度予算26年度見込 28年度【試算】23年度 24年度21年度 22年度

173.0 186.7
204.0 218.5 224.1 227.6227.1 227.6

15.7
16.0 17.7

18.1 18.3
19.2

19.1
17.1

77.7
81.9 84.8 93.3 97.4

110.3
94.2

106.2

94.6 102.4 102.5 101.6 104.5 110.5106.9 113.8

▲15.0
▲13.6 ▲1.0

介護保険料率も前年度から据え置き

介護納付金

介護保険料率

引き上げ幅は、
7月の組合会にて審議予定

45.645.344.4 46.2 46.8 46.8 48.5 48.3

12.914.2
28.8

18.0 21.3 28.2
14.1 【仮】

4.8

収入227.6億円 支出240.0億円

平成27年度健康保険予算

［収支差 12.4億円の赤字］その他
3.3億円

保険料
224.3億円

99％

1％

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13.9億円 6％

納付金110.3億円

46％

保険給付費
110.5億円

46％

健康保険料率
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医療費や健診データの分析に基づく健康事業の計画策定と実施が、すべての健保組合に義務づけられました。
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。

成果重視の保健事業を実施 平成27〜29年
（第1期）平成２7年度の保健事業について

新規  お子さま向け「つよい子になるぞ！！キャンペーン」の実施、全加入者向け「無料歯科健診」制度を導入します。
見直し  保健指導の対象を一部変更します。→Ｐ.6　その他は従来どおり実施しますので、ぜひご利用ください！

みなさまの健康づくりや疾病予防をお手伝いします！ データヘルス計画が始まります

●20〜34歳乳がん・子宮がん検査費用補助を実施します。
　(※補助は年度内1回まで）

　子宮がんは20代から、乳がんは30代から増加します！

●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実施します。

●再検査・精密検査費用補助を実施します。（※契約指定医療機関に限る）

●生後6ヵ月以上の組合員を対象に補助を実施します。（10〜翌1月）インフルエンザ予防接種補助

●健康相談、メンタルヘルスカウンセリング、セカンドオピニオンの提供を
　ご利用いただけます。 →Ｐ.8

電話相談

●「けんぽインフォメーション」で健保組合のさまざまな情報をご案内します。
　（年3回）情報配信

●研修会の費用補助、講師派遣を実施します。（※申込みは会社が行います）メンタルヘルス対策

●生活習慣病の重症化防止のため、訪問指導を実施します。前期高齢者対策

●ジェネリック医薬品への切り替えによる薬代節約効果の高い方に
　もっと利用していただけるようＰＲします。ジェネリック医薬品使用促進

●健康保険で受診された医療費を通知します。（年4回）医療費通知の配布

●被扶養者となる第1子を出産された被保険者・被扶養者を対象に
　1年間冊子を自宅へ送付します。赤ちゃんとママ誌の配布

●3、１０月に実施します。（※一部の会社では実施していません）家庭常備薬品の斡旋販売

●スポーツクラブルネサンスの施設を法人価格でご利用いただけます。
　→当組合ホームページ

スポーツクラブ

●通常期（平日）限定プランを実施します。 直営保養施設（京嵐山亭）

●当組合契約保養施設を契約料金でご利用いただけます。契約保養施設

健
康
づ
く
り
・
疾
病
予
防
事
業

そ
の
他
事
業

健診事業

●35〜74歳の人間ドック、すこやか健診、共同定期健診（被保険者）、
　地域巡回健診（被扶養者）、特定健診（被扶養者）の費用補助を実施します。
　(※補助は年度内1回）
　健診は1年に1回必ず受けましょう！ →Ｐ.7

●健診結果から指導レベルごとに保健指導を実施します。
　対象になった方は積極的にご参加ください！ →Ｐ.6

保健指導事業

●１歳〜小学６年生のお子さまを対象に、手洗い・歯みがきキャンペーンを
　実施します。（1０〜1２月） →Ｐ.5

つよい子になるぞ！！
キャンペーン

●全国の提携歯科医院で無料の歯科健診が受けられます。 →Ｐ.5無料歯科健診

見直し

新規

新規

保養所
事業

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 継続 →P.7・保健指導事業 継続 →P.6

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）新規
1歳〜小学6年生まで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。
※キャンペーンの詳細は9月頃、対象のご家庭へご案内します。

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：48億円
（皮膚、メンタル、筋骨格ほか）

歯科：14億円

呼吸器：16億円

生活習慣病：17億円

データヘルス

15

0

10

5

医療費の年代別内訳（平成２５年度）

0代 10代 30代 40代 50代 60代20代

（億円）

歯 科

無料歯科健診（平成27年4月1日〜）新規 →差込チラシ「無料歯科健診に行こう！」

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。

受診費用

受診場所

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。

歯科健診センターと提携する全国の歯科医院（平成27年1月現在約2,000ヵ所）

40代以降、加齢により
「生活習慣病」が増加

1位

がん
糖尿病

高血圧症
高脂血症
人工透析

0 2 4 （億円）

一部地域では
ご不便をお掛けしますが

効果測定をしつつ
すすめていきます。

特に1〜12歳
（幼児・児童）の

「呼吸器」が多い

2位

かぜ、
インフルエンザ

どの年代も
「歯科」が多い

（各年代10〜20％）

3位



6 7

■連続3回目までは、必ず参加 （連続4回目以降は、希望制）

保健指導の対象を一部変更します！

朝食を食べない

喫煙する

毎日飲酒する

※指導専門機関の保有する他健保の平成25年度問診データ（約40万件）の集計情報

就寝前2時間以内に夕食を摂る

当組合
（平成25年度）

49.1%

25.9%

39.3%

34.4%

平均値※

32.2%

15.4%

22.7%

26.7%

平成27年度 健康診断が始まります！！
35歳以上のご家族のみなさまへ積極的にご参加ください！

当組合の家族向けの人間ドック等補助制度のご案内

対象者
35歳以上の被扶養者
※年齢起算日は平成28年3月31日です。
※平成27年4月1日から健診日まで継続して

当組合の資格のある方が対象です。

実施期間
平成27年4月1日～平成28年3月31日
※年度内2回目の受診や、資格喪失後の受診等については後日費用を請求させていただきます。
　就職等で扶養から外れる予定の方、期間満了で当組合から脱退される任意継続の方はご注意く

ださい。

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を必ず実施してください。※医療機関、検査項目によっては補助が受けられます。

実施期間 通年（ご自身で予約をとっていただきます） 地域によって異なります 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430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）

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。

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
でトヨタ販売連合健保の「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。
＊『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) 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。
※節目年齢＝平成28年3月31日現在の年齢が、35・40・45・50・55・60・65・70歳の方

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

当組合ではご家族の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！

平成27年度より、保健指導の必要が高い方に実施してまいります。
また、指導内容もこれまで以上に個々人の状況に合わせたものとなるよう強化いたします。
積極的に参加することで、悪い生活習慣を断ち切り、メタボリックシンドロームの解消・生活習慣病の予防につなげましょう！

なお、「情報提供Ｂ（肥満）」「情報提供Ｂ（非肥満）
〈保健指導領域〉」は、各医療機関からの情報提供
のみに変更

健診の種類：下表①〜④の中からご希望の健診をご受診ください！

お知らせ ●対象者のご自宅に健診案内を送付します。（4月中）

平成27年度健診分からの【保健指導の対象】

保健指導に参加していただきたい理
ワケ

由

悪い生活習慣を続けると、
生活習慣病（心疾患・脳血管
疾患など）の発症リスクが
高まります。
健診結果が少し高めのうち
に生活習慣を見直された方
がおトクです！

重点対象

「缶ビールを1日5本から
  2本へ減らす」

「1日2本の缶コーヒーをやめる」
「毎日30分以上の有酸素運動」

「昼食のカロリー目標
(700kcal以内)を立てる」

「毎日体重を記録する」

体重10kg減（80kg→70kg）
脂質と肝機能も正常値へ改善

（中性脂肪：267→134、
  γ-GTP：101→41）

体重9kg減
(76kg→67kg)

指導による改善効果 改善者の事例

積極的・動機付け１

血圧

脂質

血糖
空腹時血糖 126〜159mg/dL

6.5〜8.3%

140〜159mmHg

90〜99mmHg

300〜399mg/dL

30〜33mg/dL

HbA1c(NGSP)

最高血圧

最低血圧

中性脂肪

HDLコレステロール

〈受診勧奨領域〉基準値
■2年連続で基準値該当者は必ず参加 （1年のみ該当者は各医療機関からの情報提供のみ）

情報提供Ｂ(非肥満)〈受診勧奨領域〉2

■希望制（従来どおり、主治医の方と連携した指導を継続）
服薬者3

データヘルス

指導基準値を
少し超えたぐらいの方は、
「短期間」「服薬なし」で

正常域に戻せる
チャンス！

2年間で

半年間で

実施前

600
（名）

500

400

300

200

100

0

平成24年度 積極的・動機付け（初参加）の実施結果

実施後

メタボ
510名

改善なし 88名

数値改善
193名

メタボ脱却
できなかった方でも、
約7割の方が体重や
腹囲、血圧など改善

当組合の方は見直したい
生活習慣が多い！！

入院（重症化）する方が
多いため重点

メタボ脱却率が高い
3回目まで重点

229名（45％）が
メタボ脱却！



は様々ということでしょうか。

　では、水素が持つ力とは何か？　水素
水を飲用することにより体内に入り込
んだ水素が、『抗酸化作用』として働き、
老化・疲労の原因とされている体内の
活性酸素を分解するそうです。この効
果として、体内の汚れ・老廃物を排出するため、お通じが良くな
ると同時に体調管理が進む。料理の場合であれば、素材の汚れ

（含む食品添加物の分解）を落とす一方で旨み成分を抽出す
るため、水素水で炊いたごはんは驚きの味、あさり汁は料亭の
味。アスリートの場合であれば運動後の体内乳酸を短時間で
分解する、事実、サッカーのＪリーグの選手が試合中に飲んで
いるのは水素水。つまり、分かりやすく言えば、『体内からきれ
いにする力』となります。

　こうした事実に着目し、整水器を導入する料亭・病院・スポー
ツジム・企業が増加しているそうです。私の身近でも、水素水
を飲むためにスポーツジムに通う（水素水利用料として、別途
月々千円必要）人もいます。そこまでの効果が期待できるので
あればと、社員の体調管理と健康増進の観点から、トヨタ販売
連合健保の事務所にも先日整水器を設置し、現在、効果を確認
中です。同時に、東京トヨペット（株）でも本社部門にトライアル
的に導入し社員の反応を確かめている最中ですが、なかなか
の盛況ぶりです。個人的には、血圧、血中脂肪、疲労回復力にど
ういう変化がでてくるかが楽しみな日々です。蛇足ですが、こ
のＮ社の整水器（業界シェアー第一位。水道水から浄水を精製
し、同時に水素水を精製する方式）は、水素と同時に生成され
る酸素を有効利用して酸素水も製造でき、これが『化粧水』に
近い成分であるため、洗顔・肌の管理にも、なかなかの効果が
あることも日々、体感しています。

　もちろん、効能の程度は個人により違うため早計な判断は
控えますが、この水素水により、当販売連合健保加盟企業の皆
さんの健康増進が図れるのであれば、組合収支にも朗報であ
るため、もう少し様子を見ていきたいと考えています。
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〒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

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。

被扶養者（ご家族）の異動の届出はお忘れなく

健康保険の被扶養者となるためには、認定条件を満たし
ていることが必要です。
すでに被扶養者となっているご家族が条件を満たさなく
なったときには、会社の健保担当部署を通じて速やかに
届出を行ってください。

「誰にも相談できずに悩んでいる・・・」、「誰に相談したらよいかわからない・・・」など心の相談に関して、心の専門家である
心理カウンセラーに気軽にご相談できます。1人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。

厚生労働省の指導により、当組合では、すでに被扶養者
として認定しているご家族が現在も被扶養者の条件を
満たしているかについて、毎年確認を行います。
現在の状況(就職・収入額等)を確認しますので、確認票
が届きましたら必要書類を添付し、期日までに会社の健
保担当部署へご提出ください。

　２月２０日開催の当健保組合会（企業で言えば株主総会に相
当）で、来年度の予算と事業計画が承認されました。協議いた
だいた企業代表の方々に、まずもってお礼申し上げます。予算
面では、収入２２８億円の一方で、支出は高齢者医療に関する
国への拠出金が増加するため２４０億円と想定し赤字予算とな
ります。赤字分は保険料を値上げすることなく剰余金で手当て
しながらも、加盟企業の皆さんの医療費支払いと健康増進支
援事業を継続していく方針です。詳しくは次ページをご一読く
ださい。

　ところで、トヨタ自動車のＦＣＶ（燃料電池車）『ＭＩＲＡＩミラ
イ』が話題満載で販売開始となりました。トヨタ自動車内山田
会長は『化石燃料が乏しい日本にとっては、水素社会の到来は
必然』と時代の変化と発想の転換を求めています。こうした電
力源としての水素の活用以外に、水を電気分解することより容
易に手に入る水素の身近な活用はないものか、健康増進の観
点から活用はできないのかと、水素社会元年にかこつけて思
案していたところ、先日、不思議な場面を体験しました。

　水素が持つ力・不思議をまざまざと感じた瞬間でした。それ
は、今、密かなブームとなっている水素水です。その水素水の
効能を訴求する実験を体験しましたが、ほとんどＴＶ番組の『た
めしてガッテン』の世界でした。では、水素水とは何か？　水素
水とは浄水に水素を溶かし込んだ水です。水素は分子が細か
くペットボトルでの保存は二日三日が限度であるため、市販品
は高価です。そこで、通販ルートで購入したり、自宅に水素水製
造器、つまり整水器（水を電気分解することにより容易に水素
を発生させる機器）を取り付け新鮮な水素水を自分の好みの
濃度で自由に作り使うという形態が一般的だそうです。
　こうした中で、真っ先に、水素水に関心を抱いた人は、慢性的
な胃腸障害に悩んでいる人、アトピーなどアレルギー症状に悩
んでいる人、アンチエイジングを追求している人、肌のハリな
ど美しさを維持したい人、アスリートで肉体疲労に悩んでいる
人、料理をより美味しく、飲料をより美味しくいただきたいグル
メ志向の人、そして、食品添加物の影響を極力減らし子供に無
害な食品を食べさせたいと工夫している人、等などです。動機

●就職して勤め先の被保険者になった
　（ご家族ご自身の保険証を持った）
●パート・アルバイトなどの仕事を始め、年収が130万円
（月収約11万円）を超えるようになった

●失業給付を受給し、基本手当日額が3,611円以上に
なった（60歳以上・障害者は5,000円以上）

●年金を受給し、年収が130万円以上になった
  （60歳以上・障害者は年収180万円以上）
●今まで同居していた実父母と別居になり、
　生計維持関係がなくなった　　　　　　　　　 など

お子さまの就職やご家族の
収入が増えたときは確認を！ ｢被扶養者の状況確認｣を実施します！

被扶養者異動の届出が必要なとき
当組合の認定条件（※）を満たさない扶養家族の方が、
遡って資格喪失した場合は、その期間の医療費や給付金
を当組合より請求します。
※認定条件は当組合ホームページでご確認いただけ
ます。

ご注意

※個人情報に関する内容は、会社・健保組合は委託会社から一切報告を受けません
　 【業務委託先：ティーペック株式会社（プライバシーマーク認定事業者）】

継続
3,366名
84.5％

組合会議員の交代

心の専門家に相談してみよう！

敬称略

事業所名

トヨタ部品東北共販株式会社

氏名

柴田　義則

◉ 電話によるメンタルヘルスカウンセリング／
　 9：00〜22：00（年中無休）
◉ 面談によるメンタルヘルスカウンセリング／
　 平日9：00〜21：00　土曜9：00〜16：00
　 （日・祝祭日・12/31〜1/3を除く）
　 １人年間５回まで無料（６回目以降は、実費ご本人負担）
　  カウンセリングルーム：全国２３１ヵ所

２４時間・年中無休／フリーダイヤル（通話料無料）

0120-124-783
いつでも24時間 悩　　み

非通知
不可

理事長　伊藤隆之

水素社会の到来と「水素水による健康づくり」
理事長 挨拶


