
〒514-1195
津市栄町4丁目255番地　津栄町三交ビル

〒460-8565
愛知県名古屋市中区錦1-18-22 名古屋ＡＴビル12階
　※郵送専用の窓口です。手続等の内容に関する
　　お問い合わせはお近くの年金事務所へ。

全国健康保険協会
三重支部ご

提
出
先

日本年金機構
名古屋広域事務センターご

提
出
先
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協会けんぽでは、
お客様にご足労をおかけしなくてすむよう、

申請書の郵送による提出をお願いしております。

あて先は
「〒514-1195  協会けんぽ三重支部」

のみで届きます。

あて先は
「〒514-1195  協会けんぽ三重支部」

のみで届きます。

全国健康保険協会 神奈川支部
海外療養費グループ
〒220-8538
横浜市西区みなとみらい4-6-2
みなとみらいグランドセントラルタワー9階

★海外療養費の申請先

健康保険等に関する
のご案内

健康保険等に関する
のご案内

協会
けんぽ 日本

年金機構

申 請 先
 ご提出は、

郵送でお願い
いたします健康保険の給付や任意継続に

関するお届け
健康保険・厚生年金保険の加入・
報酬に関するお届け

従業員の採用

変更・訂正

再交付

給与・賞与

病気・ケガ・入院

出産・育児休業

健診

退職・死亡

退職後の保険

事業所に
関するもの

●従業員を採用したとき（資格取得）

●被扶養者に異動があったとき
●住所に変更があったとき

●年金手帳を紛失したとき（年金手帳の再交付）

●報酬月額の届出を行うとき
●賞与を支給したとき

●産前産後休業を取得するとき
●育児休業等を取得するとき

●従業員が退職・死亡したとき（資格喪失）

●事業所の所在地や名称が変わったとき
●事業主が変更したときなど

●保険証等を紛失したとき
　（保険証・高齢受給者証の再交付）

●医療費が高額になる見込みがあるとき
　（限度額適用認定証）
●高額な医療費を支払ったとき（高額療養費）
●病気やケガで会社を休んだとき（傷病手当金）
●医療費全額を立替えたとき、治療用装具を
　作ったとき（療養費）
●特定疾病で治療を受けるとき
　（特定疾病療養受療証）
●交通事故などにあったとき（第三者行為）　
★海外で病気などで治療を受けたとき
　（海外療養費）

●出産で会社を休んだとき（出産手当金）
●子どもが生まれたとき（出産育児一時金）

●特定健診受診券がお手元にないとき

●本人・家族が死亡したとき〈埋葬料（費）〉

●任意継続に関する申請をするとき

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
協会けんぽ 検索

ホームページ
URL

https://www.nenkin.go.jp/
日本年金機構 検索

ホームページ
URL
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こちらの保険証をお持ちの方は
協会けんぽの加入者です

健 康 保 険 本人

記号
キヨウカイ タロウ
協会

男
平成 元年

2年

5月 10日

4月　1日令和

太郎氏 名
生 年 月 日
性 別
資 格 取 得 年 月 日

事 業 所 名 称

保険者番号
全国健康保険協会　三重支部
津市栄町4-255

保険者名称
保険者所在地

株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21700023 番号 1 （枝番）00

（被保険者）
令和  2年  4月10日交付被保険者証

00487

1 4 1 90 2 0 0
印



被保険者一人当たり※

皆さまの保険料1万円当たりの使い道

1 2

　協会けんぽは、平成20年10月1日、従来の国（社会保険庁）が運営していた
政府管掌健康保険に代わり健康保険を運営するため設立されました。協会けん
ぽでは、都道府県ごとに支部があり、支部ごとに保険料率が異なり、また、
健診・保健指導など地域の実情に応じたサービスを実施しています。

　健康保険の保険料率は、都道府県ごとに地域の加入者の皆さまの医療費に基づいて算出されています。このた
め、疾病の予防などの取り組みにより都道府県の医療費が下がれば、その分、都道府県の保険料率も下がること
になります。

保険料は何に使われているのですか？

加入者の皆さまの医療費等が約6割、高齢者の医療費を支えるための
拠出金等が約4割です。

■協会けんぽの収支内訳［令和元年度決算（医療分）］

約5,580円 約580円 約120円 約3,510円 

加入者の皆さまが
病院等を受診した時の

医療費

加入者の皆さまが病気で
職場を休んだ際の手当金や
出産した時の給付金

加入者の皆さまの
健診費
保健指導費

高齢者の方々が
病院等を受診した時の
医療費（拠出金）

約210円 

協会けんぽの
事務経費等

協会けんぽ

※令和元年度決算（医療分）

［保険料の負担］

年間38.9万円
※その他国庫補助（税金）による収入約5.1万円

［医療費等の支出］

年間 約40.5万円

医療費等：25.8万円
高齢者医療への
拠出金：14.7万円

［内訳］支出
（103,298億円）

高齢者医療への
拠出金等
35.1%

保険料収入
88.3%
保険料収入
88.3%医療給付費

55.8%
医療給付費
55.8%

国庫補助金等
11.1%

その他
（雑収入等）
0.6%

その他の支出

事務経費
0.6%

1.5%

収入
（108,697億円）

健診・
保健指導経費
1.2%
傷病手当金や
出産手当金など
の現金給付費
1.2%

　ご家族を含めた生活習慣病の早期発見のため、
健診を実施します。また、健診結果をもとに、生
活習慣病の予防につなげられるよう、生活習慣の
改善が必要な方には、保健師等が皆様の生活に寄
り添った丁寧な保健指導を実施します。

健診・保健指導の推進

【目標】
●健診受診率を65％以上とします
●保健指導実施率を35％以上とし
　ます

1
　「日常生活の中でできる健康づくり（運動や食生
活）」に役立つ情報をお伝えするため、セミナーや
動画配信等による健康教育を通
じた若年期からのヘルスリテラ
シーの向上に取り組みます。

ヘルスリテラシーの向上

【動画の配信内容について】
●運動編
●食生活編
●健康づくりに取り組む
　事業所の好事例の紹介　等

4

　高齢化の進展等により増加する医療費の適正化
を進め、皆様の保険料負担を少しでも軽減できる
よう、健康づくりの取組のほか、ジェネリック医
薬品の使用促進や上手な医療のかかり方（不要不
急の時間外受診を控える等）
の啓発等に取り組みます。

医療費の適正化

【目標】
●協会けんぽのジェネリック医薬
　品の使用割合を全都道府県支部
　で80％以上とします

5

　より一層の業務の効率化を図ることで、加入者
の皆さまに必要なサービス（傷病手当金、出産手
当金等）を迅速かつ確実に提供します。
　また、窓口での負担額が軽
減される限度額適用認定証の
利用を促進します。

効率化によるサービスの向上

【目標】
●傷病手当金、出産手当金等を、
　申請受付から10営業日以内に
　お支払いします

6

　健診の結果、生活習慣病の治療が必要な方には、
直接お手紙をお送りし、早期に受診いただくよう
ご案内します。これにより、糖尿病や循環器疾患
による重症化予防に努めます。

重症化予防

【目標】
●受診のご案内後、３カ月以内に
　医療機関を受診した方の割合を
　13.1％以上とします

2

　事業所ごとの健康状況が分かる事業所カルテを
お渡しし、健康宣言事業を通じて、事業所におけ
る健康づくりをサポートします。
　また、積極的に健康づくりに取り組み、一定の
成果を上げた健康宣言事業所を
表彰する制度を創設します。

コラボヘルス

【目標】
●健康宣言事業所数を70,000
　事業所以上とします

3

協会けんぽは令和3年度からの3年間、
　　　つのポイントに重点的・集中的に取り組み、

皆さまの健康を支えます。
6
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受診までの手続きは？

　 （協会けんぽへの申込み手続きは不要です。）
受診を希望する健診機関に予約する

40歳から74歳の死亡原因（自殺を除く）

1位
2位
3位

心疾患
老衰

がん→ 死亡数が多いがん
1位　肺がん
2位　大腸がん
3位　胃がん
人口動態統計（2018）より作成

いつもの健診
（定期健診）だけでは

心配・・・

今年はこれに
決まりだな！

対象
35歳～74歳の
被保険者

費 用

定期健診の代わりになるうえに、“3大がんもカバー”の充実した
検査内容！ それなのに費用は7,000円程度で済むんです！！
※対象年齢の場合、乳がん検診・子宮頸がん検診も受けられます（費用は別途必要、補助あり）。

なお、皆さまが安心して健診を受けていただけるように各健診機関は、新型コロナウイルス感染症対策を実施していますので、ぜひご利用ください。

どれも
予防、早期発見、
早期治療が
重要です。

検 査 項 目 費用
胸部レントゲン

労働安全衛生法の定期健診
項目に含まれています。

胃部レントゲン
食道や胃、十二指腸の
状態を調べます。

便潜血反応検査
大腸の出血の
有無を調べます。

約7,000円
通常約18,000円が
協会けんぽの補助で 約60％オフ

そこでおすすめ
「がんもわかる検査」を含んで安心！
生活習慣病予防健診
そこでおすすめ
「がんもわかる検査」を含んで安心！
生活習慣病予防健診

健 康 保 険 本人

記号
キヨウカイ タロウ
協会

男
平成 元年

2年

5月 10日

4月　1日令和

太郎氏 名
生 年 月 日
性 別
資 格 取 得 年 月 日
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保険者番号
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（被保険者）
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00487
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3 4

　生活習慣病予防健診とは、生活習慣病の予防を目的に血液検査やレントゲン検査など、被保険者（加入者ご本
人）が受けることのできる健康診断です。年度内１回に限り、健診費用の補助を受けることができます。

「病気を見つける健診」から「予防のための健診」へ
被保険者が受ける生活習慣病予防健診

（歳）20 30 40 50

35～75歳※

昭和21年4月2日～
昭和62年4月1日生まれ

60 70 80

一般健診に追加できる健診

最高 1,039円

（歳）20 30 40 50

20～38歳（偶数年齢の女性※） 
昭和58年4月2日～
平成14年4月1日生まれ

60 70 80

（歳）20 30 40 50 60 70 80

50歳40歳
昭和56年4月2日～
昭和57年4月1日生まれ

昭和46年4月2日～
昭和47年4月1日生まれ

●問診
●細胞診
※自己採取による検査は
　実施していません。

■子宮頸がん検診

■付加健診

■子宮頸がん検診（単独）

■乳がん検診

■肝炎ウイルス検査

（歳）20 30 40 50

昭和22年4月2日～昭和61年4月1日生まれ

60 70 80

（歳）20 30 40 50

40～74歳（偶数年齢の女性※） 

36 ～ 74歳（偶数年齢の女性※） 

昭和22年4月2日～
昭和57年4月1日生まれ

60 70 80

50歳以上 ....... 最高 1,086円
40歳～48歳... 最高 1,686円

最高 1,039円

最高 4,802円自己負担額

最高 624円

一般健診を受診される方

●診察等　　●問診　　●身体計測
●血圧測定　●尿検査
●便潜血反応検査
●血液検査　●心電図検査
●胸部レントゲン検査
●胃部レントゲン検査
●眼底検査（医師の判断により実施）

■一般健診

※今年度で75歳を迎える方は、誕生日の前日までに受診を終えていただく必要があります。

※令和3年度（2021年4月～ 2022年3月）に迎える誕生日で、偶数年齢になる女性

●尿沈渣顕微鏡検査
●眼底検査
●血液学的検査（血小板数、末梢血液像）
●生化学的検査（総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、
　　　　　　　 アミラーゼ、LDH）　
●肺機能検査　●腹部超音波検査　

●問診　●乳房エックス線検査　
●視診・触診（医師の判断により実施）

●HCV抗体検査　●HBs抗原検査　

●問診　●細胞診
※自己採取による検査は実施していません。　

※令和3年度（2021年4月～ 2022年3月）に迎える誕生日で、
偶数年齢になる女性

※令和3年度（2021年4月～ 2022年3月）に迎える誕生日で、
　偶数年齢になる女性。36歳・38歳の方は子宮頸がん検診の
　単独受診も可能です。

※過去にC型肝炎ウイルス検査を受診

※健診機関によっては、肺機能検査を実施していない場合があります。

　された方は受診できません。

自己負担額

自己負担額

受 診 対 象

受 診 対 象
自己負担額

受 診 対 象

自己負担額

受 診 対 象

自己負担額

受 診 対 象

自己負担額

受 診 対 象

自己負担額
最高 7,169円

協会補助額
最高 11,696円

総額　最高 18,865円

どんな検査が受けられる？（健診内容）

生活習慣病予防健診とは？

受診できる健診機関は、協会けんぽのホームページから調べられます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

※協会けんぽの支部（連絡先）も掲載されています。協会けんぽ

予約の際に伝えることは…

健診機関
を調べる
には…

❶

❷健診を受ける

退職等により被保険者資格を喪失した場合は、協会けんぽからの補助を受けて受診することはできません。

受診当日は、保険証を必ず持参してください。
また、健診機関からの案内や検便の検査容器
などがある場合はそちらも忘れずに。

●氏名　●連絡先　●住所　●生年月日および性別
●保険証の保険者番号　●保険証の記号および番号
●健診受診希望日

記号および
番号

保険者番号

職場の健康づくり編職場の健康づくり編

協会けんぽの生活習慣病予
防健診の予約を行いたいの
ですが。
受診希望日は○月○日です。

毎年の定期健診には
充実した内容の生活習慣病予防健診を！



受診までの手続きは？

　 （協会けんぽへの申込み手続きは不要です。）
受診を希望する健診機関に予約する

40歳から74歳の死亡原因（自殺を除く）

1位
2位
3位

心疾患
老衰

がん→ 死亡数が多いがん
1位　肺がん
2位　大腸がん
3位　胃がん
人口動態統計（2018）より作成

いつもの健診
（定期健診）だけでは

心配・・・

今年はこれに
決まりだな！

対象
35歳～74歳の
被保険者

費 用

定期健診の代わりになるうえに、“3大がんもカバー”の充実した
検査内容！ それなのに費用は7,000円程度で済むんです！！
※対象年齢の場合、乳がん検診・子宮頸がん検診も受けられます（費用は別途必要、補助あり）。

なお、皆さまが安心して健診を受けていただけるように各健診機関は、新型コロナウイルス感染症対策を実施していますので、ぜひご利用ください。

どれも
予防、早期発見、
早期治療が
重要です。

検 査 項 目 費用
胸部レントゲン

労働安全衛生法の定期健診
項目に含まれています。

胃部レントゲン
食道や胃、十二指腸の
状態を調べます。

便潜血反応検査
大腸の出血の
有無を調べます。

約7,000円
通常約18,000円が
協会けんぽの補助で 約60％オフ

そこでおすすめ
「がんもわかる検査」を含んで安心！
生活習慣病予防健診
そこでおすすめ
「がんもわかる検査」を含んで安心！
生活習慣病予防健診

健 康 保 険 本人

記号
キヨウカイ タロウ
協会

男
平成 元年

2年

5月 10日

4月　1日令和

太郎氏 名
生 年 月 日
性 別
資 格 取 得 年 月 日

事 業 所 名 称

保険者番号
全国健康保険協会　三重支部
津市栄町4-255

保険者名称
保険者所在地

株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21700023 番号 1 （枝番）00

（被保険者）
令和  2年  4月10日交付被保険者証

00487

1 4 1 90 2 0 0
印
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　生活習慣病予防健診とは、生活習慣病の予防を目的に血液検査やレントゲン検査など、被保険者（加入者ご本
人）が受けることのできる健康診断です。年度内１回に限り、健診費用の補助を受けることができます。

「病気を見つける健診」から「予防のための健診」へ
被保険者が受ける生活習慣病予防健診

（歳）20 30 40 50

35～75歳※

昭和21年4月2日～
昭和62年4月1日生まれ

60 70 80

一般健診に追加できる健診

最高 1,039円

（歳）20 30 40 50

20～38歳（偶数年齢の女性※） 
昭和58年4月2日～
平成14年4月1日生まれ

60 70 80

（歳）20 30 40 50 60 70 80

50歳40歳
昭和56年4月2日～
昭和57年4月1日生まれ

昭和46年4月2日～
昭和47年4月1日生まれ

●問診
●細胞診
※自己採取による検査は
　実施していません。

■子宮頸がん検診

■付加健診

■子宮頸がん検診（単独）

■乳がん検診

■肝炎ウイルス検査

（歳）20 30 40 50

昭和22年4月2日～昭和61年4月1日生まれ

60 70 80

（歳）20 30 40 50

40～74歳（偶数年齢の女性※） 

36 ～ 74歳（偶数年齢の女性※） 

昭和22年4月2日～
昭和57年4月1日生まれ

60 70 80

50歳以上 ....... 最高 1,086円
40歳～48歳... 最高 1,686円

最高 1,039円

最高 4,802円自己負担額

最高 624円

一般健診を受診される方

●診察等　　●問診　　●身体計測
●血圧測定　●尿検査
●便潜血反応検査
●血液検査　●心電図検査
●胸部レントゲン検査
●胃部レントゲン検査
●眼底検査（医師の判断により実施）

■一般健診

※今年度で75歳を迎える方は、誕生日の前日までに受診を終えていただく必要があります。

※令和3年度（2021年4月～ 2022年3月）に迎える誕生日で、偶数年齢になる女性

●尿沈渣顕微鏡検査
●眼底検査
●血液学的検査（血小板数、末梢血液像）
●生化学的検査（総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、
　　　　　　　 アミラーゼ、LDH）　
●肺機能検査　●腹部超音波検査　

●問診　●乳房エックス線検査　
●視診・触診（医師の判断により実施）

●HCV抗体検査　●HBs抗原検査　

●問診　●細胞診
※自己採取による検査は実施していません。　

※令和3年度（2021年4月～ 2022年3月）に迎える誕生日で、
偶数年齢になる女性

※令和3年度（2021年4月～ 2022年3月）に迎える誕生日で、
　偶数年齢になる女性。36歳・38歳の方は子宮頸がん検診の
　単独受診も可能です。

※過去にC型肝炎ウイルス検査を受診

※健診機関によっては、肺機能検査を実施していない場合があります。

　された方は受診できません。

自己負担額

自己負担額

受 診 対 象

受 診 対 象
自己負担額

受 診 対 象

自己負担額

受 診 対 象

自己負担額

受 診 対 象

自己負担額

受 診 対 象

自己負担額
最高 7,169円

協会補助額
最高 11,696円

総額　最高 18,865円

どんな検査が受けられる？（健診内容）

生活習慣病予防健診とは？

受診できる健診機関は、協会けんぽのホームページから調べられます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

※協会けんぽの支部（連絡先）も掲載されています。協会けんぽ

予約の際に伝えることは…

健診機関
を調べる
には…

❶

❷健診を受ける

退職等により被保険者資格を喪失した場合は、協会けんぽからの補助を受けて受診することはできません。

受診当日は、保険証を必ず持参してください。
また、健診機関からの案内や検便の検査容器
などがある場合はそちらも忘れずに。

●氏名　●連絡先　●住所　●生年月日および性別
●保険証の保険者番号　●保険証の記号および番号
●健診受診希望日

記号および
番号

保険者番号

職場の健康づくり編職場の健康づくり編

協会けんぽの生活習慣病予
防健診の予約を行いたいの
ですが。
受診希望日は○月○日です。

毎年の定期健診には
充実した内容の生活習慣病予防健診を！



特定保健指導の対象になる方は？

健診結果からの特定保健指導対象チェック表

※会議室など、プライバシーを守れる
　場所の提供をお願いします。
※事業所内での実施以外にも、WEBに
　よるオンライン面談や協会けんぽ内
　でも受けることができます。

健診結果をもとに協会けんぽまた
は委託事業者から特定保健指導の
ご案内が事業所へ届きます。

訪問の日程調整を行います。
事業所へ訪問し、保健師
または管理栄養士が保健
指導を行います。

サ
ポ
ー
ト
内
容

専門家（プロ）の保健師、
管理栄養士が
サポートします。

専門家（プロ）の保健師、
管理栄養士が
サポートします。

ご自身の生活習慣を
振り返り、生活習慣の
改善ができるよう
お手伝いします。

初回面談から3カ月間（積極的
支援はおおむね5～6カ月間）
経過後、生活習
慣改善効果を振
り返ります。生
活習慣改善は
ずっと続けるこ
とで効果があり
ます。

各自で生活習慣改善に取り組む

3カ月以降終了

動機付け
支援

リスク　

積極的
支援

リスク　
生活習慣改善が続けら
れるようサポートしま
す。

継続的な支援
健診結果の説明と生活習
慣見直しポイントについ
て一緒に考えます。

初回面談

腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定

A
対象外

B

健診結果と喫煙歴からリスクを追加

STEP

1

STEP

2

腹囲
男性85㎝以上
女性90㎝以上

B 腹囲は、Aに該当
しないがBMIは

25以上

ABいずれにも
該当しない

動機付け支援

ステップ2 のリスクが1～2個
ステップ1 がBで、

ステップ2 のリスクが1個
ステップ1 がAで、

積極的支援

ステップ2 のリスクが3個以上
ステップ1 がBで、

ステップ2 のリスクが2個以上
ステップ1 がAで、

情報提供

① 血　糖：空腹時血糖100mg/㎗以上またはHbA1c（NGSP）5.6％以上
② 脂　質：中性脂肪150mg/㎗以上またはHDLコレステロール40mg/㎗未満
③ 血　圧：収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上
④ 喫煙歴：①～③のリスクが1つでもある場合にリスクとして追加します

● 該当するものに☑してください。

 保健指導を利用します   (日程等の調整については後日お電話をさせていただきます。)

ご案内の保健指導実施予定者様（対象者様）についてどちらか１つに　☑　をしてください

対象者の方全員 一部の対象者の方

日時・場所について 該当するものに　☑　をしてください

案内の日程で保健指導を利用

日程を変更して保健指導を利用　※ 日時等はご都合に合わせて調整可能です。 時間はおひとり様約３０分です。

・日時 第1希望

第2希望

訪問先住所を今回の案内文書が届いた住所以外で希望する

保健指導を利用するが、日程は未定 　　　　　　　　　　　　　　　　　月頃希望

土日・祝日・17時以降で保健指導を希望　

協会けんぽ三重支部内で希望
・希望日

Ｗｅb面談を希望　

 保健指導を利用しません

・理由について該当するものに☑をしてください

時間がとれない 本人が希望しない 個人管理にしている

面談場所の確保が難しい その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ＊ その他伝えたいことなどお書きください。

　　月　　　　日 　（時間　　　：　　　～　）

ご回答ありがとうございました。　全国健康保険協会　三重支部　保健グループ

電話番号 　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

ご担当者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

　　月　　　　日 　（時間　　　：　　　～）

　　月　　　　日 　（時間　　　：　　　～）

事業所名

回　答　用　紙 【 ＦＡＸ番号 059-225-3366  】
  同封のご案内をご確認いただき、ＦＡＸでご回答をお願いいたします。（ご回答前にご連絡させていただく場合もあります。）

回答期限 月　　　日 ※期限までにご回答がない場合は、案内の日程での訪問はご遠慮させていただき
ます。期限後に回答を頂いた場合は、日程を変更し訪問させていただきます。

〒

電話番号

（津市栄町 丁目 番地 津栄町三交ビル）

※受けられる方の被保険者番号をご記入ください。

※ 面談は委託先（株式会社 ベネフィット・ワン）より実施いたします。

・Ｚｏｏｍアプリを利用して、特定保健指導をご利用できます。

・ご案内の日程よりご変更をお願いする場合がありますのでご了承ください。

ステップ2 のリスクが0個
ステップ1 がAまたはBで、

健康のプロがサポートします
健診後は特定保健指導を受けましょう
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　特定保健指導（積極的支援）の対象となったにもかかわらず、特定保健
指導を受けなかった方の12.4％、およそ8人に1人の方が、その後3年以内
に疾病により入院に至っているという調査結果が出ています。
　特定保健指導を受けていただくことで、このようなリスクを軽減し、休
職者の発生を抑制することで、生産性の向上が期待できます。

　保有するリスクの程度に応じて、「積極的支援」「動機付け支援」に分類されます。
（65歳以上の方は「動機付け支援」になります。）なお、高血圧症、脂質異常症また
は糖尿病の治療で服薬中の方については、特定保健指導の対象とはなりません。

■特定保健指導制度
　保険者に対して、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、内臓脂肪の蓄積に起因した生活習慣病に関す
る健康診査及び結果により、健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定保健指導）の実施が義務づ
けられています。

■労働安全衛生法第66条の7第1項
　事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師に
よる保健指導を受けさせるよう努めなければならないとされています。

　健診結果をもとに生活習慣病の発症リスクに応じて、保健師や管理栄養士が「注意すべき点」
や「生活習慣の改善」のための食事管理・体重コントロール等を無料でサポートします。
　40歳以上の被保険者（加入者ご本人）が、健診を受けて対象（P6参照）となった場合は、無
料でご利用できます。

特定保健指導を受けるには？

特定保健指導とは？

無料

特定保健指導を受けるメリット！
休職者発生リスクの軽減

健診当日にそのまま特定保健指導を受けることができる健診機関があります。
特定保健指導は当日実施が便利です。ぜひご利用ください。

A 健診を受診した当日に受ける

B 健診の受診後に受ける

健診当日は健康意識が
高まるときです。この
機会にぜひ特定保健指
導を受けましょう！

保健師 管理栄養士

職場の健康づくり編職場の健康づくり編



特定保健指導の対象になる方は？

健診結果からの特定保健指導対象チェック表

※会議室など、プライバシーを守れる
　場所の提供をお願いします。
※事業所内での実施以外にも、WEBに
　よるオンライン面談や協会けんぽ内
　でも受けることができます。

健診結果をもとに協会けんぽまた
は委託事業者から特定保健指導の
ご案内が事業所へ届きます。

訪問の日程調整を行います。
事業所へ訪問し、保健師
または管理栄養士が保健
指導を行います。

サ
ポ
ー
ト
内
容

専門家（プロ）の保健師、
管理栄養士が
サポートします。

専門家（プロ）の保健師、
管理栄養士が
サポートします。

ご自身の生活習慣を
振り返り、生活習慣の
改善ができるよう
お手伝いします。

初回面談から3カ月間（積極的
支援はおおむね5～6カ月間）
経過後、生活習
慣改善効果を振
り返ります。生
活習慣改善は
ずっと続けるこ
とで効果があり
ます。

各自で生活習慣改善に取り組む

3カ月以降終了

動機付け
支援

リスク　

積極的
支援

リスク　
生活習慣改善が続けら
れるようサポートしま
す。

継続的な支援
健診結果の説明と生活習
慣見直しポイントについ
て一緒に考えます。

初回面談

腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定

A
対象外

B

健診結果と喫煙歴からリスクを追加

STEP

1

STEP

2

腹囲
男性85㎝以上
女性90㎝以上

B 腹囲は、Aに該当
しないがBMIは

25以上

ABいずれにも
該当しない

動機付け支援

ステップ2 のリスクが1～2個
ステップ1 がBで、

ステップ2 のリスクが1個
ステップ1 がAで、

積極的支援

ステップ2 のリスクが3個以上
ステップ1 がBで、

ステップ2 のリスクが2個以上
ステップ1 がAで、

情報提供

① 血　糖：空腹時血糖100mg/㎗以上またはHbA1c（NGSP）5.6％以上
② 脂　質：中性脂肪150mg/㎗以上またはHDLコレステロール40mg/㎗未満
③ 血　圧：収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上
④ 喫煙歴：①～③のリスクが1つでもある場合にリスクとして追加します

● 該当するものに☑してください。

 保健指導を利用します   (日程等の調整については後日お電話をさせていただきます。)

ご案内の保健指導実施予定者様（対象者様）についてどちらか１つに　☑　をしてください

対象者の方全員 一部の対象者の方

日時・場所について 該当するものに　☑　をしてください

案内の日程で保健指導を利用

日程を変更して保健指導を利用　※ 日時等はご都合に合わせて調整可能です。 時間はおひとり様約３０分です。

・日時 第1希望

第2希望

訪問先住所を今回の案内文書が届いた住所以外で希望する

保健指導を利用するが、日程は未定 　　　　　　　　　　　　　　　　　月頃希望

土日・祝日・17時以降で保健指導を希望　

協会けんぽ三重支部内で希望
・希望日

Ｗｅb面談を希望　

 保健指導を利用しません

・理由について該当するものに☑をしてください

時間がとれない 本人が希望しない 個人管理にしている

面談場所の確保が難しい その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ＊ その他伝えたいことなどお書きください。

　　月　　　　日 　（時間　　　：　　　～　）

ご回答ありがとうございました。　全国健康保険協会　三重支部　保健グループ

電話番号 　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

ご担当者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

　　月　　　　日 　（時間　　　：　　　～）

　　月　　　　日 　（時間　　　：　　　～）

事業所名

回　答　用　紙 【 ＦＡＸ番号 059-225-3366  】
  同封のご案内をご確認いただき、ＦＡＸでご回答をお願いいたします。（ご回答前にご連絡させていただく場合もあります。）

回答期限 月　　　日 ※期限までにご回答がない場合は、案内の日程での訪問はご遠慮させていただき
ます。期限後に回答を頂いた場合は、日程を変更し訪問させていただきます。

〒

電話番号

（津市栄町 丁目 番地 津栄町三交ビル）

※受けられる方の被保険者番号をご記入ください。

※ 面談は委託先（株式会社 ベネフィット・ワン）より実施いたします。

・Ｚｏｏｍアプリを利用して、特定保健指導をご利用できます。

・ご案内の日程よりご変更をお願いする場合がありますのでご了承ください。

ステップ2 のリスクが0個
ステップ1 がAまたはBで、

健康のプロがサポートします
健診後は特定保健指導を受けましょう
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　特定保健指導（積極的支援）の対象となったにもかかわらず、特定保健
指導を受けなかった方の12.4％、およそ8人に1人の方が、その後3年以内
に疾病により入院に至っているという調査結果が出ています。
　特定保健指導を受けていただくことで、このようなリスクを軽減し、休
職者の発生を抑制することで、生産性の向上が期待できます。

　保有するリスクの程度に応じて、「積極的支援」「動機付け支援」に分類されます。
（65歳以上の方は「動機付け支援」になります。）なお、高血圧症、脂質異常症また
は糖尿病の治療で服薬中の方については、特定保健指導の対象とはなりません。

■特定保健指導制度
　保険者に対して、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、内臓脂肪の蓄積に起因した生活習慣病に関す
る健康診査及び結果により、健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定保健指導）の実施が義務づ
けられています。

■労働安全衛生法第66条の7第1項
　事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師に
よる保健指導を受けさせるよう努めなければならないとされています。

　健診結果をもとに生活習慣病の発症リスクに応じて、保健師や管理栄養士が「注意すべき点」
や「生活習慣の改善」のための食事管理・体重コントロール等を無料でサポートします。
　40歳以上の被保険者（加入者ご本人）が、健診を受けて対象（P6参照）となった場合は、無
料でご利用できます。

特定保健指導を受けるには？

特定保健指導とは？

無料

特定保健指導を受けるメリット！
休職者発生リスクの軽減

健診当日にそのまま特定保健指導を受けることができる健診機関があります。
特定保健指導は当日実施が便利です。ぜひご利用ください。

A 健診を受診した当日に受ける

B 健診の受診後に受ける

健診当日は健康意識が
高まるときです。この
機会にぜひ特定保健指
導を受けましょう！

保健師 管理栄養士

職場の健康づくり編職場の健康づくり編



腹囲：91.2㎝
体重：75.1㎏
血糖（HbA1c）：5.31％
血圧：131/83㎜Hg
脂質（中性脂肪）：191.3㎎/㎗

腹囲：88.9㎝（▲2.3㎝）
体重：73.2㎏（▲1.9㎏）
血糖（HbA1c ）：5.27％
血圧：129/82㎜Hg
脂質（中性脂肪）：164.0㎎/㎗

【実施前】 【実施後】

危険度   高 危険度 中

最近体調が
いいです。

数字で見る
病気のリスク
数字で見る
病気のリスク

労働災害の死傷者1人平均の労働損失日数。
なお、協会けんぽ三重支部加入で一番多い業種で
ある製造業は85.7日。※2

労働損失
50.5日

人工透析の治療を開始したときの１年
間の通院日数。また、その総医療費は
年間540万円。※1

通院
156日

脳梗塞を発症したときの平均
入院日数。また、その総医療
費は112万円。※1

入院
35.5日

健康診断後の確認とその後の対策が重要です！
　健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、医師等から就
業上の措置についての意見聴取をすることが必要です。また、事業者は、医師等の意
見を踏まえて就業上の措置を講じ、労働者の健康保持を図らなければなりません。

　協会けんぽでは、血圧・血糖値の健診結果が「要治療」「要精密検査」と判定されながら
も、医療機関を受診されていない方のご自宅へ、病院への受診をお勧めする案内文書等をお
送りするサービスを実施していますが、受診されているのは、そのうち約1割の方のみです。
放置しておくと、糖尿病や脳梗塞などの病気を発症し、場合によっては、長期間、会社を休
むことにもなりかねません。ぜひ、職場からもご案内をお願いします。

Ａ

Ｂ

Ｃ

回答用紙は協会けんぽホームページからダウンロードできます

どのように声掛けしたらよいですか？

●取り組みの事例●
回答用紙で再検査や要治療者を確認！
受診結果を報告する回答用紙を対象者へ配付し、
医療機関へ受診したかどうか、結果を提出させる！
回答期日を決めて徹底し回答率100％に！
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メタボ該当者・予備群が特定保健指導を受けたところ
翌年の健診で約30％が脱メタボ（対象外）になりました。

特定保健指導（積極的支援）の実施後（50～54歳男性の例）

生活習慣を改善することで、労働力を失うリスクを減らせます！

※1 資料：平成24年東京都保険者協議会医療費分析部会「医療費の分析とその活用」
※2 資料：厚生労働省「平成30年労働災害動向調査」

メタボ該当 メタボ予備群 対象外

0％ 40％20％ 60％ 80% 100％

特定保健指導
実施前

特定保健指導
実施後

資料：厚生労働省「平成27年特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ」

〈特定保健指導によるメタボリックシンドローム改善効果〉

41.8 6.4

30.4 31.0 38.0

50.5 41.8 6.4

30.4 31.0 38.0

50.5

改善

年に１度は、必ず健診を受けて、健康状態をチェックし
ましょう。毎年の健診結果を見比べて、「前回に比べて
変化が大きかった」「からだの変化を感じる」などがあ
れば、生活習慣の改善のはじめ時です。

異常が
なかった方

食事・運動不足・飲酒・喫煙など、不健康な生活習慣
でないかを考えて、改善に取り組みましょう。また、年
に１度は必ず健診を受けて、経過観察しましょう。

経過観察
の方

健診結果を持って、すぐに医療機関へ受診しましょう。
このままの状態だと、深刻な病気を招く危険性がありま
す。忙しいからと放置せず、必ず受診しましょう。

要検査・要精
密検査の方

健 

康 

診 

断

事業主・担当者の方へ
健診結果で「要治療」「要精密検査」の判定を受けた方がいる場合、
必ず医療機関を受診するようアドバイスしてください。

治療が必要な方へ、医療機関受診の声掛けをお願いします
会社が後押し！

脱メタボ
成功者！

職場の健康づくり編職場の健康づくり編


