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令和2年8月発行

メールマガジン「うみがめ～る」会員を募集しています!

QR
（ﾒﾙﾏｶﾞ）

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。

または
②無料

メールマガジンのポイント ご登録方法

船員保険通信

①お役立ち情報をいち早く
お届けします。
・船員保険の最新情報
・保険給付のお手続き情報
・保険料率の変更 など

船員保険の加入者はもちろ
ん、どなたでも無料（通信
料は除く）でご利用いただ
けます。

右の二次元バーコードを
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。

全国健康保険協会船員保険部では、船員保険を身近に感じていいただくため、毎年度、船員保険の
運営状況や決算状況等を掲載した「船員保険通信」を発行しています。

検索

【もくじ】
２ページ　　 … 令和元年度決算、被保険者の状況
３ページ　　 … 令和元年度の船員保険事業の概況
４～５ページ … 船員保険の健康診断等のご案内
６ページ　　 … 保養事業のご案内
７ページ　　 … 疾病任意継続の加入に関するご案内
８～９ページ … 船員保険の給付内容のご案内
10ページ　　… 下船後の療養補償についてのご案内
11ページ　　… 保険証の速やかな返却にご協力をお願いします
12ページ　　… ジェネリック医薬品を使用してみませんか？

船員保険 メルマガ
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船員保険被保険者の状況

◆令和元年度決算 （単位：百万円）

【内訳】※

医療給付費　 19,090百万円・・・病院の診療等にかかった費用
現金給付費 3,301百万円・・・傷病手当金などの給付費
年金給付費 4,245百万円・・・障害年金や遺族年金など
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21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和
元年度

被保険者数(左目盛) 平均標準報酬月額(右目盛)
）円（）人（

保険料等交付金 36,629

疾病任意継続被保険者保険料 1,048

国庫補助金等　　　　　　　　　　　3,017

職務上年金等交付金　　　　　　　　5,800

準備金戻入　　　　　　　　　　　　1,620

その他　　　　　　　　　　　　　　　140

収入計　　　　　　　　　　　　　 48,254

保険給付費　　　　　　　　　　　 26,637

拠出金等　　　　　　　　　　　　　9,947

介護納付金　　　　　　　　　　　　3,179

業務経費等　　　　　　　　　　　　3,779

その他　　　　　　　　　　　　　　　  48

支出計　　　　　　　　　　　　　 43,590

収支差　　　　　　　　　　　　　   4,664

令和元年度決算の状況

国庫補助金等
6%

準備金戻入
3%

その他１%

拠出金等
23%

介護納付金
7%

業務経費・一般管理費
9%

※計数は四捨五入のため、一致しない場合がある。

　令和元年度の収入は約48,254百万円、支出は約43,590百万円で、収支差は4,664百万円でした。
　財政状況につきましては、現時点では比較的安定していますが、元年度は、漁船、疾病任意継続の被保険者数の減少により、
全体の被保険者数が前年度と比べ減少するとともに、平均標準報酬月額についても、不漁等の影響により、漁船の平均標準報酬
月額が前年度に比べ減少に転じました。このような傾向が続くかどうかは不透明ですが、今後も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は、引き続き慎重な財政運営を図る必要があると認識しています。

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。

高齢者医療にかかる拠出金等です。

各
収
入
の
割
合

各
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出
の
割
合

（※） 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。

疾病任意継続
被保険者保険料

収入
2%

職務上年金給付費等交付金
12%

保険料収入
76%

保険給付費
61%

●令和元年度末の被保険者数は58,309人で
　した。
　平成30年度末から104人の減少となりま
　した。

●令和元年度の被保険者一人あたりの平均
　標準報酬月額は421,117円でした。
　24年度から8年連続の増加となりました。

※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。

被保険者の疾病保険料負担を軽減するため、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。

拠出金等
23%
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令和元年度の船員保険事業の概況
○健康づくりを支援するための取組み

　医療費や健診結果等のデータ分析を行い策定した「第2期船員保険データヘルス計画」に基づき、健康づく
りの支援事業を実施しました。

船員保険事業について、その一部をご紹介します

◆禁煙支援に関する情報提供等

※禁煙プログラムは今年度も実施しています。
　詳しくは二次元バーコードからHPをご覧ください。

◆被扶養者資格の再確認

◆ジェネリック医薬品の使用促進

◆事務処理の迅速化

○医療費適正化のための取組み

○サービス向上のための取組み

○ 福祉事業の利便性向上のための取組み

　船員保険加入者は他の医療保険加入者に比べ喫煙率が高い傾向にあ
ることから、「喫煙対策」を重点事項として掲げています。
　令和元年度は、より実効性のある対策としてスマートフォンアプリ
を活用したオンラインによる禁煙プログラムを実施しました。禁煙プ
ログラムを終了した39名のうち30名の方が禁煙に成功しました。また、
健診受診時の問診で「喫煙している」と回答された7,015人に、「喫煙
と歯周病」の関連性に関するリーフレットを送付しました。

　被扶養者に該当しない者による無資格受診の防止等を図るため「被扶養者資格の再確認」を船舶所有者の
ご協力を得て実施しました。その結果、153人の被扶養者資格解除の届出が未提出であることが確認でき、
このうち11名の資格がない方に対して保険給付を行われていたことが確認できたほか、高齢者医療制度への
納付金等約200万円の削減ができました。

　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、令和元年8月
と令和2年3月に送付しました。その結果お知らせを送付した方の約23％に当たる5,274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9,300
万円の財政効果額が得られたことになります。

　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。
　令和元年度は、いずれも100％を達成しました。

　令和元年度においては、宿泊の補助を受けていただく際に利用
できる旅行代理店に新たにJTBを追加し、宿泊の申込みができる
店舗数、利用いただける対象の宿泊施設数を拡大しました。
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１　健康診断のご案内

受診者負担上限額対象者主な検査内容健診の種類

総合健診 4,936円

眼底検査 眼底撮影 79円

ＨＣＶ抗体検査 462円

膣脂膏顕微鏡検査（スメア式） 1,039円

1,086円

1,686円

腫瘍マーカー（PSA） 926円

①受診券を準備する

②健診機関※を予約する

③健診機関より健診書類（問診表・便採取容器など）が届く
④受診する
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。

◆健診の結果について
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。

受診までの流れ

● 一般健診を無料で受診できます（総合健診も一部のご負担で受診できます）
● 船員手帳健診よりも検査項目が多く内容が充実しています
● 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）

船員保険の健康診断等のご案内

4

基本的な健診
健診費用総額－7,150円

（税込）

詳細な健診
健診費用総額－3,400円

（税込）

ポイント

（無料）０円

特
定
健
康
診
査

一般健診
（巡回健診）

問診(喫煙・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

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

当該年度において
35歳以上75歳未満の方

（被扶養者の方は40歳以上75歳未満の方）

一
般
健
診
・
総
合
健
診
に

追
加
し
て
受
診

生
活
習
慣
病

予
防
健
診

子宮頸がん検診
（子宮頸部細胞診検査）

乳がん検診
（マンモグラフィ検査）

Ｃ型肝炎ウイルス検査

１方向
（内外斜位方向撮影）

２方向
（内外斜位方向撮影、頭尾方向撮影）

前立腺がん検査

40歳以上
（医師が必要と判断した場合のみ実施）

過去にこの検査を
受けたことがない希望者

当該年度において
偶数年齢に達する女性

当該年度において
50歳以上の

偶数年齢に達する女性

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

当該年度において
50歳以上の男性

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）

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）

当該年度において
40歳以上
75歳未満の
被扶養者の方

集合Ａ契約の健診機関
（全国約２500機関）においては
無料で受診いただけます

集合Ａ契約の健診機関
（全国約２500機関）においては
無料で受診いただけます

受診券は、健診のご案内とあわせて船舶所有者の方へ4月上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。
※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。
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２ 特定保健指導のご案内

健康診断等に関するお問い合わせ先
船員保険情報センター
〒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
http://www.sempos.or.jp/

QRｺｰﾄﾞ
（健診）

　健診・特定保健指導について詳しくはこちら　→
　の二次元バーコードからHPをご覧ください。

5

ご利用方法など

積極的支援

動機付け支援
GOAL!

３　船員手帳のコピーの提供にご協力をお願いします

　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。

・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、
　希望される方は「無料」でご利用いただけます。
・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のうえ、ご利用
　ください。

「動機付け支援」・・・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。

「積極的支援」 ・・・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。

生活習慣病の発症リスク
が中程度の方

生活習慣病の発症リスク
が高い方

STEP1 ３か月間
チャレンジ

目標と行動計画
を考えます

STEP2 STEP3

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

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。

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。

　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。

※生活習慣病予防健診・特定健康診査などの実施に関する事務は、一般財団法人船員保険会に委託しています。
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家族4人旅行の絵

（例）ご家族4名で4泊した場合の補助額
↓

（3,000円×4泊×4名）

☆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。

◎ご利用方法

１
申請

☆ご利用の際は、必ず保険証をご提示ください。

☆ご利用の際は、必ず保険証をご提示ください。

6

宿泊補助のご案内

協会ホームページ
から申請、または
利用申込書を、協
会へ郵送する。

　保養事業について詳しくはこちらの二次元
　バーコードからHPをご覧ください。

→

旅行代理店の契約施設を利用する場合
旅行をお考えの方
必見!!

　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。

◎ご利用いただける旅行代理店

近畿日本ツーリスト
JTB
日本旅行※日本旅行ｵｰｴﾑｼｰﾄﾗﾍﾞﾙは除きます。

48,000円

◎対象の宿泊施設…約7,000施設

スマートフォンから申請できます！

旅行代理店へ予約
2 3 4

旅行代理店の窓口
またはお電話によ
り宿泊施設を予約
する。

（船員保険の加入
者であることをお
伝えください）

協会へ申請 承認書の到着

協会から承認済の
利用申込書（承認
書）が郵便で届く。

協会から届いた承
認済の利用申込書

（承認書）を旅行代
理店に提出し、料
金を支払う。

承認書の提出

※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。

※旅行開始日より
   10営業日前必着

船員保険保養所、総合福祉センターを利用する場合

保養所などの代替施設を利用する場合

　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、
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。

　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、
１泊3,000円の宿泊補助が受けられます。



ー6ー ー7ー7

船員保険の疾病任意継続とは

船員保険疾病任意継続の加入について

　船員の方が船を下り雇止め（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。

加入条件

お手続きの方法

　雇止め等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．雇止め日（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。
　　２．雇止め日の翌日（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。

　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」を雇止め日
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が、月額保険料
には上限があります。

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。

■証明書の例 ・船舶所有者が証明した退職証明書の写し
・雇用保険被保険者離職票の写し
・船員保険被保険者資格喪失届の写し など

　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
に到着し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。
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額付給合場るれさ付給類種の付給

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
→10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

○自己負担限度額
を超えた分が払い
戻されます。

＜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 円004,44円006,75

低所得者
(被保険者が

市区町村民税の非課税者)
円006,42円004,53

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

(

8

詳しくはこちらの
二次元バーコード
からＨＰをご覧く
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。

船員保険の給付内容のご案内

1　仕事以外で病気やけがなどをした時の給付

→

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！

　　各給付の詳細はこちらの二次元バーコード
　　からHPをご覧ください。

→
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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

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

1児につき42万円

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) 

←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
　詳しくは二次元バーコードからHPをご覧ください。

職務上年金はこちら→
QRｺｰﾄﾞ

(職務上給付)

9

2 仕事上で病気やけがなどをした時の給付
額付給合場るれさ付給類種の付給

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

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

額付給合場るれさ付給類種の付給

妊娠85日以後に出産した
とき

（妊娠22週未満または産科医療補償制度に加入されていない医療
　機関等で出産された場合は404,000円）

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）

標準報酬日額の4割から労災保険法の特別支給金の額を控除し
た額
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お仕事が原因で発生した病気やケガです
か？

船に乗る前から医療機関で治療を続けて
いる病気やケガですか？

虫歯や歯周病の治療ですか？

乗船中に発生したものですか︖

はい

はい

療養補償証明書をご使用いただけます
（※２）

いいえ

は
い

（※1）職務上の病気やケガは、労働者災害補償
保険法（労災）の対象となります。管轄の労働
基準監督署にご相談ください。

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？

はい

下船後の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
外の病気やケガ」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。

（※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。

※「下船後の療養補償」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。

療養補償証明書の対象外
です

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

療養補償証明書の対象外
です（※1）
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無資格受診無資格受診の医療費返納金発生防止医療費返納金発生防止に

取組んでいます。

１

２

３

11

ご注意ください！

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。

　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、
令和元年度は無資格受診による医療費の返納金が約１６００万円発生しました。

　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、すみやかに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。

資格喪失後は、保険証を使用しないでくださ
い。（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。
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船員保険〒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・PHS・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

船員保険では、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。

差額

〈かんたん差額計算〉

【日本ジェネリック製薬協会ホームページ】
https://www.jga.gr.jp/general.html

全国健康保険協会 船員保険部

60%

70%

80%

90%

74.5％

81.0％

ジェネリック医薬品を処方してもらうには？

H30.4月 R2.3月

船 員 保 険

ジェネリック医薬品を使用してみませんか？

ジェネリック医薬品は先発医薬品ほど研究開発費
等がかからないため、一般的に先発医薬品に比べ
て安くなっています。中には5割以上安い薬も
あります。

ジェネリック医薬品はこんなに
お得なんです

ジェネリック医薬品に切り替えたときの
お薬代を計算比較できます。

ジェネリック医薬品はこんなに
使われているんです

ジェネリック医薬品の使用割合は、年々増えて
います。令和2年3月時点で81.0％となって
おり、非常に多くの皆さまにお使いいただいてい
ます。

薬代の負担額の比較例

11,454～15,122円

17,948円
2,826～
6,494円

※出典：日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会リーフレット⇒高血圧症の
　　　　代表的なお薬を1日1回、1年間服用したと仮定した場合の薬代の自己負担
　　　　額（3割）の例　令和2年4月現在

先発医薬品 ジェネリック医薬品

ジェネリック医薬品使用割合

処方せんはこれ
ですが、ジェネ
リックに変えら
れますか？

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
変更できますよ。はい、このお薬なら

変えられます。
このお薬はジェネ
リックに変えられ
ますか？

検索

・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。

・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。


