
大 阪 府 の 健 康 度 の 特 徴

生活習慣病が死因の 5割以上 上位2つ

お問い合わせ先

生活習慣病対策

■死因別死亡割合（大阪府）
＊平成28年人口動態統計（厚生労働省）

医療費の が生活習慣病
■協会けんぽ大阪支部における疾病別医療費
＊平成28年度・協会けんぽ大阪支部調べ

全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部

協会けんぽ大阪支部のホームページをご活用ください
健康保険の給付制度や申請・届出手続きの記入例、最新の情報などを掲載しています。

協会けんぽ大阪支部「メールマガジン」にぜひご登録ください 登録無料！
健康保険のお役立ち情報を毎月配信中。
制度改正や保険料率変更などの旬な情報のほか、専門家による健康づくり
サポート情報なども配信します。

スマートフォンでの
登録はこちらから

電　　話 06-7711-4300（自動音声案内）　※おかけ間違いにご注意ください

▶ 体重計の設置
▶ 血圧計の設置

例

歯の健康対策
▶ 昼休みの歯磨き奨励
▶ 歯科検診の補助

例

禁煙対策

1位 高血圧性疾患
2位 糖尿病

もしも糖尿病が悪化して
人工透析をすることになったら…

人工透析にかかる費用は

＊（一社）全国腎臓病協議会HPより，外来血液透析の場合

年間 約480万円

▶ 事業所内の分煙の実施
▶ 禁煙治療の補助

例

運動の推進
▶ 始業前のラジオ体操の実施
▶ 歩数計の貸与

例

受付時間 午前8：30～午後5：15（土・日・祝日・年末年始を除く）
住　　所 〒550-8510　大阪市西区靭本町1-11-7　信濃橋三井ビル6階

協会けんぽ　大阪 検索

悪性新生物
30.7％

心疾患
15.7％

脳血管疾患
6.6％

肺炎
10.4％

その他
22.5％慢性閉塞性肺疾患

1.4％

肝疾患 1.6％

自殺 1.8％

腎不全 2.0％

不慮の事故 2.7％

老衰 4.6％

こんな健康づくりプランはい かがでしょうか？

「健康宣言企業」認定証
贈呈・ホームページ掲載！
認定証の掲示、大阪支部ホーム
ページ掲載で企業イメージアップ!

企業の健康度がわかる
「事業所カルテ」等を提供！
府内企業や同業種との比較で健康
づくりの課題が明確になります。

「健康経営」の取り組みに
ついてご相談に応じます！
協会けんぽの健康経営サポート
メニューを優先的にお知らせします。

協会けんぽ大阪支部と取り組む

健康経営に積極的に取り組む企業を表彰予定です！
※「健康経営®」は、特定非営利法人健康経営研究会の登録商標です。

・・・

協会けんぽ大阪支部の　　　　　　に参加して、

 一緒に職場の健康づくりに取り組みましょう！

健康経営のすすめ

全国健康保険協会 大阪支部
協 会 け ん ぽ

®

さ ら に

健康宣言

健康宣言の特典
特典
1

特典
2

特典
3



　従業員の高齢化や労働人口の減少、生活習慣病の増加など、社会環境の変化により、従業員の健康が個人だ
けでなく、会社にとっても重要になってきています。

　従業員の不健康による悪影響を防ぎ、会社を安定的に成長させていくために、会社が積極的に従業員の健康
づくりに取り組む「健康経営」の視点が重要になっています。
　従業員が健康になることで、組織の活性化や生産性向上など、会社にとってもメリットがあります。

35～74歳の被保険者（本人）、40～74
歳の被扶養者（家族）が対象。協会け
んぽが健診費用の一部を補助します。

をお手伝いします！協会けんぽ
大阪支部が

業績向上・企業価値向上

従業員の不健康が会社に及ぼす影響

▶健康経営のメリット

健康経営とは

▶ 体調不良によるモチベーションや生産性の低下
▶ 心身の病気による欠勤
▶ 医療費の増加による健康保険料の負担増
▶ 人材不足、定着率悪化
▶ 労働災害の発生

｜国｜や｜経｜済｜界｜も｜健｜康｜経｜営｜を｜推｜進｜し｜て｜い｜ま｜す｜
　経済産業省「健康経営優良法人」「健康経営銘柄」
優良な健康経営の取り組みを実践している企業を「健康経営優良法人」「健康経営銘柄（東京証券取引所の上場会社が対象）」とし
て認定しています。

　日本健康会議「健康なまち・職場づくり宣言2020」
経済界・医療関係団体・自治体等が連携し、健康寿命の延伸と医療費の適正化を目標に宣言。協会けん
ぽ等のサポートを得て健康宣言に取り組む企業を、2020年までに1万社以上にする目標を掲げています。
　大阪府「健康づくりアワード」
自主的・主体的な健康づくり活動の普及を図るために、職場や地域での活動を積極的に行っている企業・
団体を表彰しています。

生産性向上
● モチベーションの向上
● 欠勤率の低下
● 業務効率の向上

負担軽減
● 長期的には健康保険

料負担の抑制

イメージアップ

健康診断
生活習慣病になるリスクが高い（メタボ
リックシンドローム）と判断された方へ、保
健師等が生活習慣改善のアドバイスを
行っています。

特定保健指導
健康診断の有所見者・要治療者へ健
康相談・受診勧奨を行っています。

健康相談

健康づくりの目標や計画を決定し
ます。
同封の「健康宣言
エントリーシート」に
ご記入のうえ、大
阪支部にご提出く
ださい。

『健康宣言』エントリー
会社の健康度がわかる「事業所カル
テ」を希望する事業所に発行します。
健康についての会社の現状や課題
を把握することで、よ
り効果的な取り組
みが可能になり
ます。

「事業所カルテ」の発行
健康宣言にもとづいて、健康づく
りを実践します。

・健康診断の実施
・メタボリックシンドロームの予防
　（特定保健指導の実施）
・再検査・要治療者への受診勧奨
・御社の健康づくりプラン

健康づくりの実践

健康教育・啓発を目的に、食事・運動・
禁煙・メンタルヘルスなどをテーマに健
康づくりセミナーを行っています。

健康づくりセミナー
健康づくりに関する情報提供や経営
者向けセミナー案内、健康づくりの取組
事例紹介などを行っています。

その他情報提供
この他にも
サポートメニューを
ご提案します。
ぜひご利用ください！

● 企業ブランド価値の向上
● 社内的・対外的イメージ

の向上

リスクマネジメント
● 事故・不祥事の予防
● 労災発生の予防

ステップ 1 ステップ2 ステップ3

取り組み内容

健康経営優良法人への申請には、
協会けんぽなどが実施する健康宣言事業への参加が必須となっています

のすすめ

従業員の健康が将来的に生産性向上や会社の成長につながるという認識のもと、
健康づくりの取り組みを投資として戦略的に実践していく経営スタイルのこと。

「健康経営って具体的に何をしたらよいの？」 そんな悩みに協会けんぽ大阪支部
がお応えします。大阪支部の『健康宣言』に参加することで、健康経営の目標や
取り組み内容が明確化し、健康経営を推進できます。

大阪支部の
健康経営をスタートさせましょう！

健康経営健康経営
従業員の不健康が会社に及ぼす影響

会社が従業員の健康を守る時代です！

大阪支部の に参加して、に参加して、
健康経営をスタートさせましょう！

健康宣言

健康づくりの実践に大阪支部のサポートメニューをご利用ください！
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当社は、下記の健康づくりを促進し、「健康経営」に取り組むことを宣言します。

「健康宣言」エントリーシート

06-7711-4610

協会けんぽ大阪支部との窓口になっていただける方（事業主様、労務管理ご担当者様）をご登録願います。

健康診断の実施1
従業員の健康診断受診率100％を目指します！

メタボリックシンドロームの予防2
該当者への特定保健指導を実施し、メタボ改善に取り組みます！

再検査・要治療者への受診勧奨3
再検査・要治療者への受診勧奨により、重症化予防に努めます！

当社の健康づくりプラン4
御社で独自に行う具体的な取り組み内容をご記入ください
例）事業所内に体重計・血圧計を設置する、事業所内の分煙を実施する、始業前のラジオ体操を実施する　など

平成　　　　年　　　　月　　　　日

事業所所在地

事 業 所 名

事 業 主 名

FAX

健 康 保 険
被保険者証

本人（被保険者）

保険者番号
保険者名称
保険者所在地　

00123
平成28年12月10日交付

記号　12345678 番号　123456
ケンポ　　　　タロウ

氏名
生年月日
性別
資格取得年月日

事業所名称　  ○○株式会社

印

健保　太郎
昭和　51年 8月 25日
男
平成　28年 12月 1日

全国健康保険協会　○○支部
○○市○○区○○町○－○－○

０１０１００１１

郵送またはFAX（06-7711-4610）により、お申し出ください。

※保険証の「記号」の数字をご記入ください。

ご
担
当
者
様

事 業 所 記 号

ご 担 当 者 名

所 属 部 署

ご連絡先（TEL）

メールマガジン配信希望

メールアドレス

ー　　　　　　　ー
（お役立ち・お得な情報を毎月配信します） 希望する

@（　　　   ）メルマガ希望
の場合

提出先・お問い合わせ先
全国健康保険協会大阪支部　企画総務グループ・保健グループ
〒550-8510　大阪市西区靭本町1-11-7　信濃橋三井ビル
TEL 06-7711-4300（代表） FAX 06-7711-4610



　全国健康保険協会では、メールマガジン配信サービス（以下「本サービス」という）の運営に必要な範囲で、本サービスを
ご利用される皆様の情報の登録を頂いております。

　本サービスにおける登録情報の取扱い等につきましては、以下のとおりですので、登録にあたっては、あらかじめ以下の
事項をお読みいただき、ご了承のうえ登録をお願いします。
　なお、本サービスは、その内容によりHTML形式の場合や、テキスト形式でも文字数が多い場合があり、全ての携帯電話
での受信に適した形式で配信しておりません。ご登録の際は、パソコンのメールアドレスをご利用ください。

 1． 本サービスは、外部の配信業者に委託して行っています。

 2． 本サービスは、無料（通信料金は除く）でご利用になれます。

 3． 全国健康保険協会では、本サービスにご登録頂いた情報について、漏えい、紛失、破壊、不正アクセス及び改ざん等
を防止するために必要な措置を講じています。本サービスの運営は外部に委託していますが、委託先においても収集
した情報の適切な管理のために必要な措置を講じています。

 4． 登録頂いた情報は、本サービスを円滑に運営するための参考として使用します。
  なお、メールアドレスについては、メールマガジンの配信のために使用します。

 5． 全国健康保険協会では、法令に基づき提供することが義務づけられていると解される場合、不正アクセス、脅迫等の
違法行為があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、収集した情報を本サービスの運用以外の目的のために
自ら利用し、又は第三者に提供いたしません。ただし、統計的に処理された当サイトのアクセス情報、利用者属性等の
情報については公表することがあります。

 6． 本サービスでは、メールマガジンを配信するため、メールアドレスの入力を必要としますが、これ以外に個人を識別する
ことができる情報は収集していません。

  なお、本サービスの登録は、登録者ご本人の意思により何時でも解除が可能です。また、情報の変更・訂正も可能で
す。

 7． 本サービスでは、ウイルス防止のためファイルの添付は行いません。（添付ファイルのついたメールは偽物です。）

 8． 万一、内容が不審なメールマガジンを受信した場合は、全国健康保険協会ホームページに掲載のバックナンバーと対
比してください。

 9． メールマガジンの配信については、回線上の問題（メールの遅延、消失）等により届かなかった場合、もしくは文字化
けが生じた場合等でも再送信はいたしません。全国健康保険協会ホームページに掲載のバックナンバーをご覧くださ
い。

 10． 本サービスは、全国健康保険協会の都合により、「全国健康保険協会ホームページ」において予告した後に中止、延
期又は廃止することがあります。

 11． 全国健康保険協会は、本サービスの利用、運用の中止、延期又は廃止等により発生する一切の責任を負いません。

 12． 登録されたメールアドレスへの配信が連続5回にわたり未着エラーとなった場合、登録メールアドレスは無効として以
降の配信を停止します。

 13． 原則として、配信されたメールマガジンのメールアドレスへの返信でのご意見、ご要望等はお受けできません。

 14． 本注意事項については、必要に応じて改訂する場合があります。改訂する場合は「全国健康保険協会ホームページ」
でお知らせします。

協会けんぽ大阪支部メールマガジン　ご利用上の注意事項（利用規約）


