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健診の種類 主な検査内容 対象者 受診者負担額

生活習慣病予防健診 被保険者の生活習慣病予防健診と同じ内容です
当該年度において

40歳以上
75歳未満の方

（ 75歳の誕生日の）前日までの方）

被保険者の生活習慣病予防健診と同じ内
容です

基本的な健診
問診（喫煙・服薬歴など）、診察（聴打診など）、身
体測定、血圧測定、血中脂質検査、
肝機能検査、尿検査（尿糖・尿蛋白）

健診費用総額 -7,150円（税込）
集合Ａ契約の健診機関（全国約2,500機関）に 
おいては無料で受診いただけます

詳細な健診
貧血検査、心電図検査、眼底検査、
血清クレアチニン検査

（医師が必要と判断した場合のみ実施）

健診費用総額 -3,400円（税込）
集合Ａ契約の健診機関（全国約2,500機関）に
おいては無料で受診いただけます

特
定
健
康
診
査

健診の種類 主な検査内容 対象者 受診者負担上限額

一般健診
（巡回健診）

問診 ( 喫煙歴・服薬歴など )、診察 ( 聴打診など )、
血圧測定、身体測定、視力検査、聴力検査、心電図
検査、尿検査、便潜血反応検査 (2日法 )、胸部・胃
部レントゲン、血液検査　など

当該年度において
35歳以上

（75歳の誕生日の前日までの方）

無 料

総合健診 一般健診に眼圧検査や肺機能検査、腹部超音波検査
などを加えた日帰り人間ドックです 4,936円（税込）

眼底検査 眼底検査 40歳以上
（医師が必要と判断した場合のみ実施） 79円（税込）

Ｃ型肝炎ウイルス検査 HCV 抗体検査 過去にこの検査を
受けたことがない希望者 462円（税込）

子宮頸がん検診
( 子宮頸部細胞診検査 ) 膣脂膏顕微鏡検査（スメア式） 当該年度において偶数年齢に達する女性 1,039円（税込）

乳がん検診
( マンモグラフィ検査 )

１方向
（内外斜位方向撮影）

当該年度において50歳以上の
偶数年齢に達する女性 1,086円（税込）

２方向
（内外斜位方向撮影、頭尾方向撮影）

当該年度において40歳以上50歳未満の
偶数年齢に達する女性 1,686円（税込）

前立腺がん検査 腫瘍マーカー（PSA） 当該年度において50歳以上の男性 926円（税込）

生
活
習
慣
病
予
防
健
診

一
般
健
診
・
総
合
健
診
に
追
加
し
て
受
診

■ 被保険者の方（ご本人）の健診■ 被保険者の方（ご本人）の健診

■ 被扶養者の方（ご家族）の健診

受診券を準備する

健診機関※1を予約する

健診書類が届く

受診する

受診券は、健診のご案内とあわせて船舶所有者の方へ3月下旬にお送りしています。船舶所有者の
方からお受け取りいただき、お名前等、印字されている内容に誤りがないことをご確認ください。

（被扶養者・疾病任意継続被保険者の方には、直接ご自宅にお送りしています。）

健診は予約制です。受診を希望される健診機関にご予約ください。
※1 受診できる健診機関は、船員保険会のホームページでご確認いただくか、 

船員保険情報センター（TEL：03-6722-0448）までお問い合わせください。

健診機関より健診書類（問診表・便採取容器など）が届きます。

予約された日時に、保険証・受診券等を持参のうえ受診してください。

受
診
ま
で
の
流
れ

健診結果は、おおむね2週間で健診機関より通知されます。

三大死因である「がん・心臓病・脳梗塞」には生活習慣病が大きく関わっています！

健康診断のご案内

一般健診は無料です
総合健診も、

平成30年度から
一般健診の無料化に伴い

負担割合を変更しています

検査項目が
充実

がん検診も同時に
受けられます

健康証明が
受けられる

船員手帳の健康証明を
受けていただくことも

可能です
※別途証明費用がかかります

特定保健指導（健康の
アドバイス）が無料

健診後の支援として、
特定保健指導を

無料でご利用いただけます
※次ページ参照
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個別支援などにより保健師等の
専門スタッフと一緒に

ライフスタイルを振り返り、
生活習慣改善の目標設定をした後、

3か月間継続的に、電話や手紙・メール等で、
その実行をお手伝いします。

原則1回、
個別支援などにより

保健師等の専門スタッフが
一緒にライフスタイルを振り返り、
生活習慣改善の目標設定や実行を

お手伝いします。

動機付け支援 積極的支援

特定保健指導には、生活改善の必要度に応じて「動機付け支援」と「積極的支援」の2種類があります。

特定保健指導のご案内
（健康のアドバイス）

40歳から74歳までの方のうち、健診結果や生活習慣の問診等から
メタボリックシンドロームに該当又は予備軍であると判定された方に対して、
ご希望により「無料」で特定保健指導を実施しています。
保健師等の専門スタッフから、生活習慣の改善等を図る上でのアドバイスを
受けることができますので、ご自身の健康を見直す機会として、ぜひご利用ください。
※被扶養者の方は健診機関により費用が異なります。（無料でご利用いただける機関もあります。)

生活習慣の改善等を図る上で保健師などの専門スタッフがアドバイス

健診の結果、特定保健指導を受けていただきたい方には、
船員保険会より「特定保健指導利用券」を特定保健指導実施機関一覧と一緒に

お送りしますので、ご希望の実施機関にご予約または船員保険会が委託した事業者
（株式会社ベネフィットワン）で WEB 面談（または対面）をご利用ください。

目標と行動計画を
考えます

３か月間
チャレンジ

GOAL!

医師や保健師、管理栄養士等の専門スタッフが初回面接を行い、
個別にアドバイスします。

積極的支援の方には、専門スタッフが電話や手紙・メール等に
よる定期的な支援を行います。

目標が達成できたかチェックします。
○体重・腹囲を計測 ○今後の生活習慣のポイントをアドバイス

STEP 1
STEP 2
STEP 3

ご利用方法

船員手帳のコピーの提供にご協力をお願いします

生活習慣病予防健診を受診されてい
ない方については、船員手帳の健康
証明に関する部分（第3表、第14表
および第15表）のコピーを船員保
険情報センターへお送りください。
提供いただいた方には、必要に応じ
て、特定保健指導などの支援を行っ
ています。

〒105-0023  東京都港区芝浦1丁目11-4
TEL 03-6722-0448
FAX 050-3156-0501 / 03-6722-0449
https://www.sempos.or.jp

船員保険情報センター

健康診断等に関するお問い合わせ先

※ 船員保険の健診等に関する事務は、一般財団法人船員保
険会に委託しています。

健診・特定保健指導について詳細は
こちらの二次元コードからHPをご覧
ください。

無料！
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船員保険の給付内容のご案内

給付の種類 給付される場合 給 付 額

療養費 立替払い
をしたときなど

かかった費用の7割
( 小学校入学前、70歳以上の一般は８割 )

下船後の
療養補償

乗船中にはじめて
職務外の病気やけが
をしたとき

＜療養に関する費用の給付割合＞
下船日から3か月目の末日までの間は、保険診療分について自己負担なし
→8ページのチェックポイントをご覧ください

高額療養費 医療費の支払いが
高額になったとき

＜70歳未満の同一月内の自己負担限度額＞

＜70歳以上の同一月内の自己負担限度額＞

所得区分 自己負担限度額計算式 多数該当

標準報酬月額
83万円以上 252,600円 +（総医療費－842,000円）×1％ 140,100円

標準報酬月額
53万～79万円 167,400円 +（総医療費－558,000円）×1％ 93,000円

標準報酬月額
28万～50万円 80,100円 +（総医療費－267,000円）×1％ 44,400円

標準報酬月額
26万円以下 57,600円 44,400円

低所得者
( 被保険者が市区町村民

税の非課税者 )
35,400円 24,600円

所得区分
自己負担限度額計算式

個人単位（外来のみ） 世帯単位（外来 + 入院）

現役並み所得者Ⅲ
（標準報酬月額83万円以上）

252,600円 +（総医療費－842,000円）×1％
【多数該当 140,100円】

現役並み所得者Ⅱ
（標準報酬月額53万～79万円）

167,400円 +（総医療費－558,000円）×1％
【多数該当 93,000円】

現役並み所得者Ⅰ
（標準報酬月額28万～50万円）

80,100円 +（総医療費－267,000円）×1％
【多数該当 44,400円】

一般 18,000円
( 年間上限 144,000円 )

57,600円
【多数該当 44,400円】

低所得者Ⅱ

8,000円
24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円

自己負担限度額を
超えた分が

払い戻されます。

医療費が高額になりそうなとき
は限度額適用認定証をご利用く
ださい！
医療機関等での窓口負担が自己
負担限度額までに軽減されます。

詳 細 は こ ち ら の
二次元コードから
HPをご覧ください。

 1 仕事以外で病気やけがなどをした時の給付

各給付の詳細はこちらの
二次元コードから HP を
ご覧ください。
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給付の種類 給付される場合 給 付 額

傷病手当金
病気やけがで
療養のため仕事を休み、
給与が受けられないとき 1日あたりの金額：

【支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×（2/3）

出産手当金 出産のため仕事を休み、
給与が受けられないとき

出産育児
一時金

妊娠85日以後に
出産したとき

1児につき42万円
（妊娠22週未満または産科医療補償制度に加入していない医療機関等で

出産された場合は404,000円）

葬祭料

亡くなったとき

被保険者・被扶養者ともに50,000円

葬祭料
付加金

被保険者
（被保険者の資格喪失時の標準報酬月額２か月分－50,000円）

被扶養者
（被扶養者が死亡した当時の被保険者の標準報酬月額1.4か月分－50,000円）

給付の種類 給付される場合 給 付 額

休業手当金

職務上の事由による病
気やけがで療養のため
仕事を休み、
給与が受けられないとき

① 休業１日目から3日目（労災保険給付の待期期間） 
標準報酬日額の全額

② 休業４日目から4か月以内 
標準報酬日額の4割から労災保険法の休業特別支給金の額を控除した額

③ 療養開始1年6か月経過後で、船員保険の標準報酬日額が労災保険法で 
定める額を上回る場合 
標準報酬日額から労災保険法に定める額を控除した額の6割

休業特別
支給金 労災保険から休業（補償）給付を受け、その給付基礎日額が一定の水準を下回るとき

行方不明
手当金

乗船中、職務上の事由
により行方不明になり
1か月以上経過したとき

１日につき、標準報酬日額相当額

その他年金
など

職務上の事由による傷病で障害が残ったとき
障害年金、障害手当金、障害差額一時金　など

職務上の事由で死亡し、遺族がいるとき
遺族年金、遺族一時金、遺族年金差額一時金　など

 2 仕事上で病気やけがなどをした時の給付

職務上給付（休業手当金、休業特別支給金、行方不明手当金）はこちら
詳細は二次元コードからHPをご覧ください。 職務上年金はこちら
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宿泊補助について詳細はこちらの二次元コードからHPをご覧ください。

宿泊補助のご案内

旅行代理店旅行代理店の契約施設を利用する場合の契約施設を利用する場合

保養所などの代替施設保養所などの代替施設を利用する場合を利用する場合

船員保険の加入者の皆さまが以下の旅行代理店の
契約宿泊施設を利用される場合、事前にお手続き
いただくことで、1泊3,000円の宿泊補助が受けられます。
なお、宿泊補助は、年度内 (4月から翌年3月まで ) お1人につき４泊までです。

（1）窓口またはお電話で申し込みの場合

（2）インターネットで申し込みの場合

48,000円× × =3,000円 4泊 4名（例）ご家族4名で
       4泊した場合の補助額

対象の宿泊施設

約14,500
施設

宿泊予約の詳細は、各旅行代理店の窓口またはお電話にてご確認ください。

船員保険保養所等の代替施設（千葉、長野、鳥取、徳島、香川、高知、福岡）に宿泊される場合、保険証をご提示
いただくことで1泊3,000円の宿泊補助が受けられます。

船員保険保養所、総合福祉センター船員保険保養所、総合福祉センターを利用する場合を利用する場合

船員保険保養所（鳴子、三崎、箱根、焼津）または船員保険総合福祉センターに宿泊される場合、保険証を
ご提示いただくことで1泊3,000円の宿泊補助が受けられます。また、日帰り入浴を無料で利用できます。

旅行代理店へ予約

船員保険部へ申請

承認書の到着

利用申込書の提出

旅行代理店の窓口またはお電話により宿泊施設を予約※2する。
（船員保険の加入者であることをお伝えください）

ホームページから申請、または利用申込書を、船員保険部へ郵送※3する。

船員保険部から承認済の利用申込書（承認書）が郵便で届く。

船員保険部から届いた承認済の利用申込書を旅行代理店に提出し、料金を支払う。

※2 インターネットでの予約では宿泊補助の対象となりません。　※3 旅行開始日より10営業日前必着

STEP

1
STEP

2
STEP

3
STEP

4

旅行代理店へ予約

船員保険部へ申請

利用申込書の到着

旅行代理店の窓口またはお電話により宿泊施設を予約※2する。
（船員保険の加入者であることをお伝えください）

ホームページ掲載の利用申込フォームから申請、または利用申込書を、船員保険部へ郵送※3する。

船員保険部から承認済の利用申込書が郵便で届く。

STEP

1
STEP

2
STEP

3

利
用
方
法

旅行代理店へ予約

船員保険部へ申請

承認書の到着

旅行代理店の窓口またはお電話により宿泊施設を予約※2する。
（船員保険の加入者であることをお伝えください）

ホームページから申請、または利用申込書を、船員保険部へ郵送※3する。

クーポン（補助金利用分）を使って予約する　

STEP

1
STEP

2
STEP

3

HP から申請

クーポンを受け取る

予約する

ホームページ掲載のたびゲーター専用サイト URL から申請する。

クーポン（補助金利用分）をメールで受け取る。

クーポン（補助金利用分）を使って予約する。

STEP

1
STEP

2
STEP

3

利
用
方
法

ご利用いただける
旅行代理店 JTB 日本旅行※1

※1 日本旅行オーエムシートラベルは除きます。

近畿日本
ツーリスト

ご利用いただける
旅行代理店

たび
ゲーター
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船員保険  疾病任意継続の加入について

退職により船員保険の被保険者資格を喪失された際に、
一定の条件のもと、継続して船員保険に
加入いただける制度です。

船員の方が船を下り
退職となった場合、
その翌日から、保険証は使用できません。
すみやかに次の医療保険への
加入手続きをお願いします。

なお、船員保険では、一定の加入条件を満たす場合、
船員保険疾病任意継続に加入いただけます。

船員保険の疾病任意継続とは

お手続きの方法加入条件

船員保険の疾病任意継続被保険者に
なるための条件は次の2つです。

1

2

疾病任意継続への加入を希望される方は「船員保険
疾病任意継続被保険者資格取得申出書」を退職日の
翌日から20日以内（20日目が土日、祝日の場合は
翌営業日）に船員保険部へ到着するように郵送等に
よりご提出ください。
なお、原則、申出書の到着が上記期限を過ぎると加
入できなくなりますので、ご注意ください。
※ 加入期間は最長で2年間です。 

月額保険料は、全額個人の負担となります。退職前の月額保険料の約2倍が
目安になります（月額保険料には上限があります）。

退職日（資格喪失日の前日）までに、
継続して２か月以上の被保険者期間が
あること。

退職日の翌日（資格喪失日）から
20日以内に資格取得申出書が
船員保険部に到着すること。

退職日等の確認証明書で、疾病任意継続の保険証を交付できます。
これまで疾病任意継続の保険証は、日本年金機構から提供される資格喪失情報が船員保険部に届いてから
交付していましたが、令和元年8月から、資格取得申出書に「退職日（または資格喪失日）が確認できる
証明書」を添付いただくことで資格喪失情報を待たずに保険証を交付できるようになりました。
※ 証明書の添付がない場合でも、これまで通り日本年金機構からの資格喪失情報が届き次第、保険証を交付します。

● 船舶所有者が証明した退職証明書のコピー
● 雇用保険被保険者離職票のコピー
● 船員保険被保険者資格喪失届のコピー   など

■ 証明書の例
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療養補償証明書のチェックポイント

療養補償証明書は、「乗船中（原則として船舶内）に、はじめて発生した職務外の病気やけが」が対象になります。
療養補償証明書を発行する前に、下記のフローチャートをご参照いただき、適正な使用にご協力ください。

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

YES

YES

乗船中に発生したものですか？ 療養補償証明書の対象外です

お仕事が原因で発生した
病気やけがですか？ 療養補償証明書の対象外です※1

船に乗る前から医療機関で治療を
続けている病気やけがですか？ 療養補償証明書の対象外です

療養補償証明書の対象外です

虫歯や歯周病の治療ですか？

療養補償証明書をご使用いただけます※2

●医療機関（薬局）及び船員保険部に療養補償証明書を提出いただく必要があります。

長期間（１年以上）操業・航海
している船舶（遠洋マグロ漁船等）

に乗る長期乗船者ですか？

※2 「下船後三月満了年月日」が経過後の受診には自己負担（一部負担金）が発生します。

※1 職務上の病気やけがは、労働者災害補償保険法（労災）の対象
となります。

「下船後3月の療養補償」の対象と認められなかった場合は、
後日、被保険者の方に医療機関等の窓口で
お支払いいただくはずであった
一部負担金相当額（職務上の傷病の場合は医療費の全額）を
船員保険部へ返還いただくことになります。

療養補償証明書
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保険証の返却について

日頃より無資格受診による
医療費返納金の発生防止に取組んでおりますが、
令和２年度は無資格受診による医療費の返納金が
約2,200万円発生しました。
無資格受診の医療費返納金発生防止のために、
船舶所有者の皆さまには、会社を退職（下船）された方の
保険証のすみやかな回収を、引き続きお願いします。
加入者の皆さまには、退職（下船）の際、
必ず保険証を船舶所有者へ
ご返却いただくとともに、
ご家族の保険証や高齢受給者証なども
忘れずにご返却をお願いします。

無資格受診の
医療費返納金発生防止に
取り組んでいます。

退職（下船）後は、保険証のすみやかなご返却にご協力をお願いします。

資格喪失後は、保険証は
使用できません。

（保険証の使用期限は、退職日までです。）

資格喪失後は、
新たな医療保険（健康保険）の加入手続きを
すみやかに行ってください。

新たに加入した
医療保険（健康保険）の保険証は、
医療機関に対して、
すみやかに提示してください。

1
2
3

ご注意くだ
さい！
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令和２年度決算の状況

船員保険被保険者の状況

収入の面では、コロナ禍の影響もあり、2年度の保険料収入が元年度に比べて減少しました。漁船の被保険者数は
減少し、全体の被保険者数も2年連続で減少となりました。また、平均標準報酬月額についても、漁船は元年度に引
き続いて減少傾向となりました。

支出の面では、コロナ禍による医療機関への受診動向の変化等により、２年度の医療給付費は元年度に比べて減少
しましたが、今後、高齢化の進展等により医療費の増加が見込まれることから、中長期的な観点から慎重な財政運営
を行う必要があります。

● 令和2年度末の被保険者数は57,858 人でした。令和
元年度末から451人の減少となりました。

● 令和2年度の被保険者一人あたりの平均標準報酬
月額※2は421,398円でした。平成24年度から9年
連続の増加となりました。

※2  標準報酬月額とは船員保険の被保険者が受ける報酬を一定の幅で区分したもの
です。この標準報酬月額をもとに、保険料の額や保険給付の額が計算されます。

※1  計数は四捨五入のため、一致しない場合がある。
（注） 平成22年1月に改正法が施行され、職務上疾病・年金部門及び失業部門については、

それぞれ労災保険及び雇用保険に統合されました。

保険料等交付金 36,381

疾病任意継続被保険者保険料 1,143

国庫補助金等 3,032

職務上年金等交付金 5,381

準備金戻入 1,603

その他 98

収入計 47,638

保険給付費 25,364

拠出金等 9,978

介護納付金 3,134

業務経費等 3,334

その他 48

支出計  41,858

収支差 5,780

■ 令和２年度決算 （単位：百万円）
船員保険事業の費用の一部について、国から補助金が交付されています。

被保険者の疾病保険料を軽減するため、保険料の0.5％に相当する
準備金を約16億円取り崩し、収入に繰り入れています。（経過措置）

【内訳】※1

医療給付費 18,156百万円 病院の診療等にかかった費用
現金給付費 3,278百万円 傷病手当金などの給付費
年金給付費 3,931百万円 障害年金や遺族年金など

高齢者医療にかかる拠出金等です。

各収入の割合 各支出の割合
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令和２年度の船員保険事業の概況

サービス
向上のための
取り組み

■ 事務処理の迅速化
各種給付金の受付から振り込みまでの期間を10営業日以内、
保険証の発行については船員保険部に必要な情報が届いてから3営業日以内を目標と
して、迅速かつ正確なサービスの提供に努めています。
令和２年度は、いずれも100％を達成しました。

福祉事業の
利便性向上の
ための取り組み

旅行代理店を活用した保養施設利用補助
事業については、加入者の利便性向上の
ため、新たにインターネットのみで手続
きが行える旅行代理店（たびゲーター）と
契約を行いました。

医療費適正化の
ための取り組み

■ ジェネリック医薬品の使用促進
ジェネリック医薬品に切り替えた場合の薬代の自己負担の軽減可能額に関するお知
らせを、令和2年8月と令和3年3月に送付しました。「お知らせ」を送付した方の約
25％に当たる5,386人の方がジェネリック医薬品へ切り替えていただきました。
これらの方が軽減額通知を受け取らなければ切り替えを行わなかったと仮定して推計
すると、年間約1億1,378万円の財政効果額が得られたことになります｡

健康づくりを
支援するための
取り組み

医療費や健診結果等のデータ分析を行った結果に基づき、健康づくりの支援事業を実
施しました。

■ 喫煙率の減少及びメタボリックシンドロームリスク保有率の減少に向けた取り組み
卒煙プロジェクトについては、前年度を大幅に上回る182人の方に参加いただき、終
了者の約7割の方が禁煙に成功しました。また、健診の受診勧奨の実施と共に、自社
船員を把握し、それらを解消するため、船員保険部の提供する支援メニューと合わせ
て健康づくりプランを実行するコラボヘルス「プロジェクト“S”」のエントリー募集
を、令和2年9月から開始しました。

■ 情報提供・広報の充実
ホームページについては、加入者及び船舶所有者が必要な情報
を容易に見つけることができるようにするとともに、協会が積
極的に推進する取り組みの情報をタイムリーに発信することを
目的に、令和2年12月に全面的なリニューアルを行いました。
また、船員保険制度の実務に関する知識を深めていただくため、
事務担当者に向けた事務説明会を開催しました。問い合わせの
多い手続きについて、船員保険部 YouTube に掲載しています
ので、ぜひご覧ください。

船員保険事業について、その一部をご紹介します



ジェネリック医薬品を処方してもらうには？

メールマガジン「うみがめ～る」会員募集 !

登録は無料！

お役立ち情報を

いち早くお届け！

ジェネリック医薬品を使用してみませんか？
加入者の皆さまのお薬代の負担を軽減することができるとともに、船員保険財政の
改善にもつながることから、「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」の使用を促進して
います。詳細は二次元コードからご覧ください。

ジェネリック医薬品と
先発医薬品の主成分は同じですが、
副作用等に個人差があります。
変更をご希望の場合は
必ず医師または薬剤師にご相談ください。

船員保険部では、加入者や船舶所有者の皆さ
まに船員保険制度の内容や制度改正等の最新
情報など、お役立ち情報をお届けするメール
マガジン「うみがめ～る」の配信を月1回行っ
ています。どなたでもご利用できますので、
ぜひご登録ください。

〒102-8016 東京都千代田区富士見2-7-2
                    ステージビルディング14階
TEL  03-6862-3060（携帯電話・IP 電話ご利用の方 )
 0570-300-800（固定電話ご利用の方は市内通話料金）

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo

船員保険 検索

右の二次元コードをご利用いただくか、インターネット
で「船員保険メルマガ」と検索してください。
メールアドレス等の入力ページへ移動します。

この処方せんは、
ジェネリックに変えられますか？

このお薬はジェネリックに
変えられますか？

処方せんの変更不可欄に
「　」や「×」の記載がない場合、
ジェネリック医薬品に
変更することができます。

処方箋

はい、このお薬なら
変えられます。 薬

船員保険についてその他の事業をご紹介します

電話健康相談をご利用ください
船員保険の加入者であればどなたでも24時間・年中無休・通話料無料でご利用いた
だけますので、お気軽にお電話ください。詳細は二次元コードからご覧ください。

オンラインで禁煙にチャレンジしませんか？
「禁煙したいけどやめられない。」「禁煙に興味はあるけど外来には通えない。」など
の加入者の皆さまの声を受けて、医師開発のアプリを使用、オンライン面談、禁煙
補助薬等による「オンライン禁煙プログラム」を提供しています。
ぜひこの機会に禁煙にチャレンジしてみませんか？詳細は二次元コードからご覧
ください。

船員保険部 YouTube 始めました
お問い合わせの多い手続きや健康づくりに関するお役立ち
情報を掲載しています。
詳細は二次元コードからご覧ください。

マイナンバーカードが保険証として利用できます
令和3年10月までに本格運用が開始されます。
それまでは、保険証や高齢受給者証、限度額適用認定証等の
併せての持参もお願いします。詳細は二次元コードからご覧
ください。

3種類のお薬が出ていますね。
2種類はジェネリック医薬品に

変更できます。


