
協会けんぽ協会けんぽ
全国健康保険協会 愛媛支部
からのお知らせです

１令和３年 月号

愛媛支部

https://www.kyoukaikenpo.or.jp　☎089-947-2100（代表）

～職場内で掲示や回覧によりご周知ください～

事業主の皆さまへ（お願い）

健診の後は、無料の健康サポート（特定保健指導）を受けましょう！診の後はははは後は後後後ののの診診診診 無料の健康サポ ト（特定保健指導）トポポポポポササササ康サ康康康康健康健健健健健の ）の ）の 導の 導料の 導料 導料 導料 指料 指無料 指無 指無 指無 健無 健無 健健健保保保保保定定定定定特特特特特（特（トトト を受けましょううょょしょししまままけけけ受受受をををを
せっかく受けた健診「受けたまま」になっていませんか！？

ジェネリック医薬品軽減額通知を
お送りします。

お知らせを
お送りする
対象の方

●主に生活習慣病や慢性疾患などのお薬
を長期間服用されている方

●切り替えによりお薬代の負担軽減が
一定額以上見込まれる方

令和３年２月ごろ、被保険者様のご自宅へ
お送りします

※すべての加入者様に通知されるものではありません

送付時期

「健康づくり推進宣言」の
ロゴマークを作成しました！

「健康づくり推進宣言」事業所の
中で特に優れた取組みを行って
いる事業所

事業所全体で健康づくりに
取組むことを宣言した事業所

「健康づくり推進宣言」事業所は名刺等に
上記ロゴマークを使用できます！
詳しくはHPで！ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

40歳～74歳の方で
健診結果からメタボリックシンドロームによる

生活習慣病発症リスクが高い方へ
脳卒中、心筋梗塞、糖尿病などの予防を目的として

無料の健康サポート（特定保健指導）
を実施しております。

「健診後は、個人管理で任せている」「対象者本人の希望がない」等の理由から保健指導を
利用いただいていない場合がございます。従業員の皆さまが、健康で長く働くために、

事業主様からの“ひと押し”をお願いいたします。

対象の方がいらっしゃる事業所へ、随時、ご案内文書をお送りしております。
該当された従業員の方へ利用いただくよう、ご案内・ご調整をお願いいたします。

この機会に
ジェネリック医薬品に

切り替えてみませんか？



マイナンバーを利用することで70歳以上の方の
「年間の高額療養費（保険者が変わった場合）※1」の申請が簡単にできます！

「被扶養者状況リスト」の提出をお願いします！
提出を忘れて
いませんか？

　被扶養者資格を再確認していただくため、令和2年10月上旬から対象事業所あてに「被扶養者状況リスト」をお送りして

おります。
　まだ提出されていない事業所は、すみやかなご提出をお願いします。
　（※被扶養者資格に変更がない場合でも提出をお願いします。）

　令和元年度（令和元年８月～令和２年７月受診）分以降の年間の高額療養費申請書に

ついて、マイナンバーを利用することにより、自己負担額証明書の省略が可能となりました。

詳しくは協会けんぽホームページをご覧ください。

退職日までしか保険証は使えません！ 保険証の返却は忘れずに！愛媛支部からの
ひと言

解除となる被扶養者の届出をせず、
そのままにしておくとどうなるの？Q

届出をされないと協会けんぽが負担する高齢者
への医療費が過大に算出されることになり、皆さま
の保険料負担も増えることがあります。

A被扶養者となっている方が現在もその状況に
あるかを確認させていただくため、毎年度
被扶養者資格の再確認を実施しています。

A

なぜ、再確認作業を行うのですか？Q

「年間の高額療養費」とは、世帯内の同一の医療保険の加入者の方のうち70歳以上の方について、前年８月１日から７月31日までの１年間に
かかった医療保険の外来療養に係る自己負担額を合計し、合計額が基準額を超えた場合に、その差額を支給する制度です。

「基準日保険者」とは、７月31日に加入している保険者（協会けんぽや健康保険組合など）のことをいいます。

※１

※２

「被扶養者状況リスト」の提出は、
私たちの保険料にもかかわってくる重要なことなのね！

そうなんです！  令和元年度は被扶養者資格の再確認を行った
結果、約6.6万人の被扶養者の資格が解除となり、高齢者医療費への
負担が約15億円減少しました。今年度もご協力をお願いします。

マイナンバーを
利用した申請

従来の申請

マイナンバーを
利用した情報連
携により、保険者
間で、自己負担額
のやり取りが可
能です。

申請者

基準日保険者※2

基準日保険者以外
の保険者の年間高
額療養費申請書

❶ 基準日保険者の
年間高額療養費
申請書

❷

申請者
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添付

基準日保険者の
年間高額療養費

申請書

マイナンバー
＋

マイナンバー利用
で①の申請を省略

マイナンバーを
利用しない場合は
従来の方法で
申請できます
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