
事業主さま・人事総務担当者さまへ

を始めませんか

令和5年1月末現在2,300の事業所様から
ご登録いただいております。
近年、日本では社員の健康を大切にすることで企業の
収益性を高める※「健康経営」が注目を集めています。
健康な社員は生産性も高く、業績に貢献できるため、企
業が社員の健康に積極的に配慮することで、持続的な
収益が将来的に期待できます。
※「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

■後援/東北厚生局・東北経済産業局・宮城労働局・宮城県・仙台市・公益社団法人宮城県医師会・一般社団法人宮城県歯科医師会・一般社団法人宮城県薬剤師会・
　　　 宮城県商工会議所連合会・宮城県商工会連合会・宮城県中小企業団体中央会・一般社団法人宮城県経営者協会・一般社団法人宮城県法人会連合会・
　　　 宮城県社会保険労務士会（順不同）

宮城支部
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

組織の
活性化

（生産性の向上）

従業員の
健康増進

（従業員の活力向上）

人的資本に
対する投資

（従業員への健康投資）

協会けんぽ宮城支部は
「健康経営®」※に取り組む
事業所さまを応援します

従業員の健康増進は

新しい経営戦略です。

業績向上
成長する企業へ

!

だてっこみやぎ協会けんぽ

職場内で回覧してください
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I n f o r m a t i o n

全国健康保険協会　宮城支部
企画総務グループ
〒980-8561
宮城県仙台市青葉区国分町 3-6-1
仙台パークビル 8階
Tel.022-714-6851
Fax.022-714-6857

お問い合わせ先　協会けんぽ宮城支部　業務グループ　Tel.022-714-6852
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c o l u m n

　むし歯の発生は、食べ物、バクテリア（細菌）、宿主（歯など生体側の要因）、これら三つの要因が揃って、始めてに至るという　Keyes（カイ
ス）の三つの輪による説明は良く知られています。
　砂糖を食べると、歯垢の中に棲む細菌が砂糖（グルコ－ス、フルクト－スなどでも同様）を分解してこれを酸に変え、その結果、歯垢のｐＨが
低下しpH5以下になります。
　一方、歯の表面を覆うエナメル質はヒドロキシアパタイトとよばれるリン酸カルシウムでできています。これは体の中で一番硬い組織ですがｐＨ
が約5.5より低くなると急激に溶け出します。
　このようにして歯が酸で溶かされることが、むし歯の直接の原因となります。
普通の食事をしても歯垢のｐＨは5.5より低くなります。それゆえ、１日に３回の食事のたびに歯垢のｐＨは5.5以下に低下して、歯が溶かされ、
むし歯になってしまう理屈になります。
　しかし、食事のときには唾液が多く分泌されます。すると、歯垢中の酸は唾液の成分（重炭酸塩など）で中和され、歯垢のｐＨは徐 に々上昇して
きます。そこで、歯から溶けだして歯垢の中にあったリン酸とカルシウムは、歯の表面に再び沈着し、歯が修復されます。唾液の中にもリン酸と
カルシウムが多く含まれていますから、これらも歯に沈着して、歯を修復します。
　それゆえ、１日に３回の食事だけをしている限り、簡単にむし歯になるわけではありません。
　ところが、食事の間に間食をすると、歯が修復される間もなく歯垢の中で再び酸がつくられ、歯垢のｐＨが低下して歯が溶け続け、ついには、
歯の修復が追いつかなくなって、初期のむし歯が発生することになります。
　むし歯の予防には、歯磨きは当然必要ですが、食べ物をどのように食べるかも非常に大事になってきます。
　ダラダラ間食をすることが、むし歯の原因になりますので、間食は、なるべく少ない回数で、時間を決めて食べましょう。

一般社団法人宮城県歯科医師会　地域保健部会　副部会長 鈴木  宏明

むし歯の出来方と予防法5

メルマガdeだてっこ
みやぎでは健康保険
に関する最新情報を
配信しています。
ぜひご登録ください

お薬の新しい受け取り方  はじまりました

　協会けんぽでは、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しております。
　10月上旬から11月上旬にかけて順次「被扶養者状況リスト」をお送りいたしますので、被扶養
者資格をご確認いただき、同封の返信用封筒にてご提出いただきますようお願いいたします。

　最後までお読みいただきありがとうございます！

　秋がきましたね。私は涼しくて過ごしやすい

この季節が一年で一番元気になります。

　今年の秋は普段歩かない場所を散歩したり、読書をしたり、カフェ

巡りなどをしたいなあと思っています。サンマに栗にさつまいも…

旬な食材を取り入れた料理を作って、美食の秋を楽しむのもいいで

すね。(^^)

　季節の変わり目ですので、体調管理にはお気を付けください。

次回号もお楽しみに！　　　　　　　　　　　第 53 号担当　國久

　※投薬量に限度のある医薬品や湿布薬はリフィル処方せんにできません

定禅寺通りのケヤキ並木も綺麗な赤や黄色に染まり、秋の深まりを感じる季節となりま
した。芸術の秋、スポーツの秋にちなんで、新しいことにチャレンジしてみるのもいい
かもしれません！今回も健康に関する知って役立つ情報をたくさん掲載してまいります！

こんにちは！協会けんぽ宮城支部です

令和4年度
被扶養者資格再確認のご協力のお願い

令和４年４月1日において１８歳以上の被扶養者（協会管掌健康保険）
※すべての被扶養者が上記に該当しない場合は、再確認の必要がありませんので、事業主の方へ
　被扶養者状況リストはお送りいたしません。
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■確認の対象となる方

令和４年１０月上旬から11月上旬にかけて順次送付いたします。
■送付時期

令和４年11月３０日（水）

下記に該当する場合、事実を証明する書類の提出をお願いいたします。
●被保険者と別居している被扶養者 → 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
●海外に在住している被扶養者 → 海外特例要件に該当していることが確認できる書類

■添付書類について

再確認の結果、被扶養者から外れる場合は、被扶養者状況リストに同封の被扶養者調書兼異動届と、
該当する方の保険者証を添えて、協会けんぽへご提出をお願いいたします。

■扶養から外れる被扶養者の方がいる場合

●扶養解除者数　約７.３万人
●高齢者医療制度への負担軽減額（効果額）　約９億円

■令和３年度の実績

■提出期限

被扶養者再確認について
詳しくはこちら

令和 4 年度の予定

■国の制度として、令和４年４月から「リフィル処方せん」が導入
されました。

■例えば、長いあいだ同じ薬を飲んでいるなど病状が安定し、通院
をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象です。

■医療機関で処方せんを毎回もらわず、同じ処方せんを薬局で最大
３回まで繰り返し使用できる仕組みです。

　詳しくは、医師にお聞きください。

～被扶養者資格の再確認は、加入者みなさまの保険料負担の軽減に
つながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします～

特設サイトを
ご覧ください

すべての国民が何らかの医療保険に加入し
お互いの医療費を支え合う国民皆保険制度

生活
保護

年金
制度

労災
保険

雇用
保険

介護
保険

社会
福祉
など

保健事業
公衆衛生
など

医療
保険

社会保険 社会福祉公的扶助 保健事業・公衆衛生

医療保険は、突然の病気やケガによって生じる経済的な負担を、
お互いで支え合うことを目的にしている社会保障制度の１つです。

「国民皆保険制度」

※ 自己負担割合は年齢等により設定されているため、１割または２割の場合があります。これに伴い、医療機関が保険者に請求する医療費の
額も、９割または８割となります。

　 なお、同一の月に医療機関で支払った額が高額になり、自己負担限度額を超えたときは、申請することでその超えた分が後日「高額療養費」
として払い戻されます。（P.４４参照）

医療サービスが提供される仕組み
保険証を医療機関（病院・診療所）に提示すると、医療費の３割（自己負担）のみを支払うことで、
医療サービスを受けることができます。

加入者

医療機関
医療費の請求

保険料の支払い

医療サービスの提供

医療費の
支払い〈3割※〉

医療費の支払い〈7割※〉

保険者

医療保険の仕組み
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医療保険の分類
加入する医療保険は、年齢、職業、地域などに応じて違いがあり、
高齢者の医療費を現役世代が支える仕組みとなっています。

75
歳
以
上

今後、高齢者の増加に伴い、医療費が増加します。また、高齢者を支える現役世代の人数は減少していくた
め、現役世代の負担は増加していきます。  

1965年

65歳以上1人に対して
20～64歳は

9.1人

65歳以上1人に対して
20～64歳は

1.9人

2020年

65歳以上1人に対して
20～64歳は

1.3人（推計）

2050年

少子高齢化が医療保険に与える影響Check

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」
　　　 総務省  人口推計を基に作成

保険の種類

主な加入者

中小企業で働く方と
そのご家族

全国健康保険協会
（協会けんぽ）

大企業で働く方と
そのご家族

健康保険組合

公務員等と
そのご家族

共済組合

自営業者
年金生活者

非正規雇用者
など

国民健康保険

公費（税など）

7.6兆円
（46.3%）

支援金
6.2兆円
（38.0%）

保険料
1.2兆円
（7.3%）

自己
負担額
1.4兆円
（8.4%）

後期高齢者医療制度
◉後期高齢者の医療費の財源構成（2018年度） 出典：厚生労働省  第145回社会保障審議会医療保険部会資料を基に作成

現役世代が支援金を負担

75
歳
未
満
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健康保険委員とは？

健康保険委員に登録いただくと…

健康保険制度や事務手続きのポイントが分かる!

申請書の記入例はもちろん、制度についての説明もバッチリ!

事業所ご担当者様向け
しおり（小冊子）を進呈！

事務ご担当者様向けの実務に役立つ情報やイベント

情報、健康づくりに関する情報をお届けしています。

健康保険給付を

分かりやすく

ご案内！
「委員専用広報誌」
をお届け！

年金事務所と合同で、年金や健康保険の制度改正、実務に

関する研修会（参加自由、無料）を開催しています。　

参加自由 無料研修会

委員としての活動が顕著な方には、厚生労働大臣などからの

表彰制度もあります。

表彰制度

　協会けんぽ宮城支部では、事業所様との窓口となっていただける方を「健康

保険委員（健康保険サポーター）」として委嘱し、社員の皆様への周知・広報や健

康相談など、健康保険事業の推進にご協力をいただいております。

　健康保険委員の皆様のご協力を通じて、事業主・加入者の皆様との結びつき

をより深め、健康に対する意識を高めていくことで「職場の健康づくり」を推進

していきたいと考えております。(特に仕事が増えるものではございません。)

健康保険委員のご登録について健康保険委員のご登録について
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典4

協会けんぽ宮城支部では5,400名以上の皆様にご登録いただいています!
（令和5年1月現在）


