
インセンティブ制度における令和元年度の実績が確定しましたンセンティブ制度における令和元年度の実績が確定しまし

和歌山支部は 全国17位！（昨年度：28位）
　協会けんぽのインセンティブ制度とは、特定健診受診率など５つの評価指標に基づき全支部を
ランキング付けし、上位23支部に該当した支部へ、得点数（偏差値）に応じた報奨金を付与し、
健康保険料率を引き下げる制度です。
　令和元年度分の和歌山支部の実績が確定しましたので、お知らせします。
　※今回は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して、実績を算出しています。

　和歌山支部の令和元年度の実績は全国17位で、減算率0.012％となりました。結果として、制度の財源として
負担した0.007％を上回るため、その差（0.005％）が健康保険料率の引き下げに影響します。これは、令和３年度
の健康保険料率に反映されます。

　皆さまのご協力により、令和元年度の実績では、上位23支部にランクインすることができました。
インセンティブ制度では、順位が上がるほど健康保険料率の減算率が高くなりますので、１人ひとりの
健康づくりの取り組みを更に拡げていきましょう。

【問合せ先】 企画総務グループ（TEL 073-421-3101）

特定健診等の実施率指標１.

38位 （平成30年度：17位）  

生活習慣病予防健診の利用または定期健診結果
データをご提供ください。40歳以上の扶養家族
へ、特定健診の受診をお声かけください。

特定保健指導の実施率
指標２.

18位 （平成30年度：20位）

特定保健指導対象者へのお声かけや、
面談場所（会議室等）の確保、勤務
時間の調整にご協力ください。

後発医薬品の使用割合指標５.

45位 （平成30年度：44位）

使用割合も対前年度の伸び率も低い状態
です。ジェネリック医薬品への切替えにご協力
ください。

医療機関への受診勧奨
を受けた要治療者の
医療機関受診率

指標４.

４位 （平成30年度：30位）

健診結果で「要治療」「要精密検査」
となった方は、必ず医療機関を受診
しましょう。

より一層の
取り組みが
求められます

特定保健指導対象者の減少率指標３.

７位
（平成30年度：7位）

健康的な生活習慣を身に付けるための
取り組みを社内で推進しましょう。
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職場内で回覧・掲示をお願いします

皆さまの
取り組みが

健康保険料率に
反映!



ケガをしたときの健康保険証の利用について
　ケガをして健康保険で医療機関にかかるときは、協会けんぽに以下の届け出が必要です。

※協会けんぽのホームページよりダウンロードできます。

仕事中や通勤途中のケガの場合は、労災保険の対象となりますので、健康保険証は
使えません。労災についてのお問い合わせは、お勤め先を管轄する労働基準監督署に
ご相談ください。

ご注意
ください

【問合せ先】 レセプトグループ（TEL 073-435-0222）

【問合せ先】 保健グループ（TEL 073-435-0224）

　自覚症状があまりないため放置されやすく、重症化しやすいのが「高血圧」と「高血糖」です。
以下の基準に１つでもあてはまる方は、早急に医療機関を受診してください。

今年度まだ健診を受けられていない方は、お急ぎください！
　協会けんぽでは、ご加入の皆さまの健康保持・増進を目的に、年度に１回、健診費用の補助を
しています。今年度、まだ健診を受診されていない方は、令和３年３月31日までに受診いただき
ますようお願いします。

　かかりつけの内科医など受診しやすい医療機関で受診してください。
　診療内容や住所地から医療機関を選びたい方は、厚生労働省のホームページで公開
されている「医療機能情報提供制度（医療情報ネット）」等をご活用ください。

健診の結果、「要精密検査」・「要再検査」と判定された方は、
早めに医療機関を受診しましょう！

医療機関の受診基準値

高血圧

高血糖

□ 収縮期血圧 160㎜Hg以上
□ 拡張期血圧 100㎜Hg以上

□ 空腹時血糖 126mg/dl以上
□ HbA1c 6.5％以上（NGSP値）

●脳梗塞　●脳出血　　●心筋梗塞
●狭心症　●腎硬化症　●眼底出血　など

●神経障害（手足のしびれ等）　　●網膜症（失明等）
●腎症（人工透析等）   ●脳梗塞   ●心筋梗塞　など

放置すると危険です。
必ず医療機関を
受診しましょう。

ケガの理由

提出書類※

●自損事故
●転倒　等

●負傷原因届

相手（第三者）がいないとき 相手（第三者）の行為によるケガのとき

●相手方がいる交通事故
●けんかや暴力行為
●他人の飼い犬にかまれた　等

●負傷原因届
●第三者の行為による傷病届

○○病院

〒640-8516  和歌山市六番丁5  
和歌山第一生命ビル3階
TEL：073-421-3100（代表）

知って得する情報満載
メルマガ会員募集中！
（登録はこちらから）

和歌山支部
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