
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㎎/㎗
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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。
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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
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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。
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Ａ

Ｂ

Ｃ
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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



健康事業所宣言の申し込みは
エントリーシートを記入しファックスするだけ

▼ エントリーシートはこちらから ▼
エントリーシートを
ホームページからダウンロード

エントリーシートを
協会けんぽからお取り寄せ

☎059-225-3317
受付時間　8：30～17：15 （土日祝・年末年始を除く）https://www.kyoukaikenpo.or.jp

協会けんぽ三重　健康経営の取組 検索

メリット ❸ 貴社の取り組みをホワイト
企業としてＰＲできます

メリット ❷ 協会けんぽが健康づくりの
取り組みをご提供します

メリット ❶ 貴社にあった健康づくりの
取り組みが見つかります
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　特定健診とは、糖尿病や脂質異常症など生活習慣病の予防を目的としており、メタボ
リックシンドロームに着目して行われる被扶養者（加入者ご家族）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。特定健診の
受診には、受診券（セット券）が必要となり、４月初旬にご自宅へ直接お送りします。

受けないなんてもったいない
被扶養者が受ける特定健康診査

特定健康診査（特定健診）とは？

　少子高齢化で労働時間が減少していく
なか、中小企業はあらゆる職種で人材不
足の状況です。また、中小企業白書など
からも最近の学生は、賃金や知名度よ
り、職場環境を重視して就職先を選ぶ傾
向がうかがえます。職場環境を重視する
のは、在職中の従業員も同じで、まさに
健康経営は働き方改革の具体的な手段と
いえます。

健康経営Ⓡの取り組みは
「健康事業所宣言」から
始めましょう！

健康経営が中小企業の
経営戦略のスタンダードに

　協会けんぽ三重支部では、「健康事業所宣言」に参加した中小企業の皆さまに様々な
取り組みで職場全体の健康づくりを無料でサポートします。

協会けんぽでは、職場の健康づくりの
取り組みフォーマットをご用意しています

どんな検査が受けられる？（健診内容）

受診までの手続き

●基本的な健診
　すべての方に受けていただく検査項目です。

●詳細な健診〈医師の判断で、一部の方のみ実施〉
　健診結果などに基づいて、医師の判断により実施される検査項目です。

●協会けんぽが補助する金額〈年度内、お一人様1回限り〉

■健診後の健康サポートを行っています
　特定健診の受診当日に特定保健指導を受けられる健診機関もあります。ぜひご利用ください。
　※健診当日に特定保健指導を受けられない場合は、健診後に協会けんぽから「特定保健指導のご案内」をお送りします。

＊＝採血による検査です。

＊＝採血による検査です。

診察等 問診 身体計測 血圧測定 血中脂質検査 ＊ 肝機能検査 ＊ 血糖検査 ＊ 尿検査

心電図検査 眼底検査 貧血検査 ＊ 血清クレアチニン検査＊
（eGFRによる腎機能の評価含む）

　がん検診は、健康増進法等に基づいて市区町村が実施することとなっています。
詳細については、お住まいの市区町村のホームページや広報物などでご確認ください。がん検診も受診したい

受診券（セット券）を
受け取る
受診券（セット券）と保険証
の記号番号が一致しているか
確認してください。

1
受診を希望する
健診機関に
予約する

2
健診を受ける
健診当日は、
受診券（セット券）、
保険証、健診費用※を
持参してください。

※事前に健診機関にご確認ください。

3

基本的な健診のみ
受診した場合
最高

7,150円
を補助！

基本的な健診費用が
9,120円の健診機関
で受診

例

自己負担
1,970円
自己負担
1,970円

補助
7,150円

詳細な健診を
あわせて
受診した場合
最高

10,550円
を補助！
基本的な健診に
3,400円増額

詳細な健診も含めた合計
の健診費用が12,520円
の健診機関で受診

例

自己負担
1,970円
自己負担
1,970円

補助
10,550円

※健康経営はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

●健康経営優良法人
　健康経営を行った法人から、特に優良な健康経営を
実践している中小企業等を、経済産業省が制度設計し
た基準に基づき認定します。

●三重とこわか健康経営カンパニー
　三重県内に所在する事業所または店舗等で、特に優
れた取り組みを三重県が制度設計した基準に基づき表
彰します。

健康経営のステップアップも！健康事業所宣言の3つのメリット

業績の向上 企業価値の向上

組織の活性化 人材の確保定着

職場の健康づくり編職場の健康づくり編
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健康保険給付一覧

事務手続き編事務手続き編

給付される場合 給付の種類 給　付　の　概　要 協会けんぽへの
申請要否

病気やケガで
必要な医療を
受けたとき

療養の給付

■一部負担金の割合

原則不要

※70歳以上75歳未
満の方で、年収条
件の該当により現
役並み所得者から
一般所得者の区分
へ変更するときは
申請が必要

義務教育就学前 2割負担
義務教育就学以後〜 70歳未満 3割負担

70歳以上75歳未満
（後期高齢者医療の対象者を除く）

一般所得者 2割負担

現役並み所得者
（標準報酬月額28万円以上）※ 3割負担

※�70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者の年収合計520万円（被扶養者がいない
場合は383万円）未満のときは申請により一般所得者区分になります。

医療費の
全額を

負担したとき
療養費

健康保険の基準で計算した額から、その額に一部負担割合を
乗じた額を差し引いた額が支給されます。

■療養費が受けられる主なケース
①健康保険の加入手続き中で、保険証がないときに診療を受けたとき
②医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき
③やむを得ず保険医療機関でない病院などで診療を受けたとき
④病院を通して生血を購入し輸血したとき
⑤はり・きゅう・あん摩・マッサージの治療を医師の同意を得て受けたとき
⑥�海外の医療機関で診療を受けたとき（業務災害・通勤災害によるケガなどは除く。
治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象外）

⑦柔道整復師（整骨院・接骨院）から施術を受けたとき

必要

その他の
療養費等

　　保険外併用療養費、訪問看護療養費
　　入院時生活療養費、入院時食事療養費
　　移送費

不要
原則不要
必要

入院や通院で
医療費が高額
になるとき

限度額適用
認定証

（低所得者は限度
額適用・標準負
担額減額認定証）

入院や通院で医療費が高額になる場合、窓口で限度額適用認定証
を提示することで窓口負担（保険診療分）が自己負担限度額※まで
になります。
※年齢や所得等により自己負担限度額は異なります。

■�70歳未満の方は、医療機関等に限度額適用認定証の提示が必要
です。
■70歳以上の方の限度額適用認定証の申請要否 必要

※一部不要
　（左図参照）

（申請が必要な方
は、事前に申請し
てください）

所得区分（標準報酬月額） 申請要否

現役並み所得者Ⅲ（83万円以上） 不要
（保険証、高齢受給者証を医療機関等に提示）

現役並み所得者Ⅱ（53〜 79万円） 必要
（保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証を医療
機関等に提示）現役並み所得者Ⅰ（28〜 50万円）

一般所得者（26万円以下） 不要
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　健康保険では、　業務災害または通勤災害による疾病・負傷（ケガ）に対して保険給付は行いません。
　この場合は、労災保険（労働者災害補償保険）の給付の対象になります。
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健康保険給付一覧

事務手続き編事務手続き編
給付される場合 給付の種類 給　付　の　概　要 協会けんぽへの

申請要否

高額な医療費
を支払った
とき

高額療養費

1カ月の自己負担額が一定の額を超えた場合、超えた額が払い戻しされます。
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※�人工腎臓を実施している慢性腎不全の方のうち、70歳未満の上位所得者（標準報酬月額
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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

TEL.059-225-3311
業務グループ

●健康保険給付（傷病手当金、療養費等）
●任意継続（退職後の健康保険）
●被保険者証再交付等

TEL.059-225-3315
保健グループ

●生活習慣病予防健診（被保険者）
●特定健診（被扶養者）
●特定保健指導

TEL.059-225-3316
レセプトグループ

●交通事故や第三者行為によるケガ
●医療費のお知らせ

TEL.059-225-3317
企画総務グループ

●情報提供サービス
●開示請求

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

協会けんぽホームページの右上にある

をクリック すべて手書きの場合は（手書き用）を
印刷
ＰＣ入力する場合は（入力用）に入力
した後で印刷

一覧より申請書を選択
申請書ダウンロード

協会けんぽホームページ

便利な申請セットやチャットボットをご利用ください

一人ひとりに交付される保険証

申請書セット

●限度額適用認定証や申請書の書き方を、
AIを活用して会話形式で案内します。

●24時間365日手軽にパソコン等で利用
できます。

チャットボット

協会けんぽ三重支部のホームページから
FAX申込書をダウンロード1
必要事項を記入のうえ、協会けんぽ三重
支部へFAX2

協会けんぽ　医療費が高額 検索

保険証は大切に使いましょう

　「健康保険被保険者証（保険証）」は、加入手続き後に被保険者（加入者ご
本人）及びその被扶養者（加入者ご家族）へ個人単位で交付されます。また、
70～74歳の方には、保険証のほかに「高齢受給者証」が交付されます。

就職のとき　資格取得日から保険証は有効です
　保険証が届く前に医療機関にかかり、全額自己負担したときは療養費の手続きで払い戻しが受けられます。

退職のとき　退職日の翌日から保険証は使用できません
　被保険者（加入者ご本人）が保険証を使用できるのは「退職日まで（資格喪失日の前日）」です。また、パート
タイム労働者の方が勤務時間や日数の減少により被保険者資格を喪失するときは「資格喪失日」以降、保険証は使用
できません。

保険証の記号・番号を協会けんぽの
各種申請書にご記入ください

健康保険被保険者証（被保険者）

保険証は大切に保管してください
①受け取った際は氏名等を確認してください。
②受診するときは必ず提示してください。
③保険証の貸し借りは法律で禁止されています。
④紛失・破損したときは再交付を届け出ください。
⑤退職するときは被保険者と被扶養者のすべての
　保険証を返却してください。

■保険証発行の流れ

■退職したときは、すみやかにお手続きください
日本年金機構名古屋広域事務
センターへ「資格喪失届」と
「保険証（家族分を含む）」を
ご提出ください。

事業主 保険証を事業主に返却いた
だき、次の健康保険への加
入手続きをしてください。

退職者

差し込みチラシをコピーして
退職者にお渡しください

（例）被保険者（加入者ご本人）が3月20日で退職したとき

協会けんぽに加入していた期間

3月21日以降
在職時の保険証は使用できません

退職日
3月20日

※被保険者の資格喪失日以降に保険証を使用して受診
　した場合、医療費（総医療費の7～9割）を返還いた
　だくことになります。

事業主

届書の提出
（資格取得届・被扶養者異動届等）

保険証作成の翌営業日に
外部委託業者から発送

決定通知書の送付

（届書の審査入力処理）

❶

❺

日本年金機構
名古屋広域
事務センター

❷

❸
❹

協会けんぽ
三重支部

入力処理の翌営業日
に情報データの転送

データに基づき
保険証の作成

限度額適用認定証・
任意継続保険に必要な
書類がすべてそろいます！
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申請書はホームページから印刷することができます

お問い合わせ先

事務手続き編事務手続き編
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〒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

15

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


