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	 合　計	 25,075,408	 496,700	 100.0 	 合　計	 24,942,885	 494,075	 100.0

	被保険者	 50,484人
	（現役被保険者）	 45,475人
	（特例退職被保険者）	 4,094人
	（任意継続被保険者）	 915人
	被扶養者数	 60,625人
	扶養率	 1.20　
	平均年齢	 41.3 歳
	平均標準報酬月額	 389,972円
	健康保険料率	 1000分の74

	
項　目	 金額（千円）

	 被保険者	
割合（％）	 	 	 1人当たり

	 	 	 金額（円）

	
項　目	 金額（千円）

	 被保険者	
割合（％）	 	 	 1人当たり

	 	 	 金額（円）

	 保険給付費	 12,820,149	 253,944	 51.4
	 納　付　金	 9,351,601	 185,240	 37.5
	 保健事業費	 1,750,027	 34,664	 7.0
	 事　務　費	 246,580	 4,884	 1.0
	 その他支出	 774,528	 15,343	 3.1

	 保険料収入	 21,747,006	 430,770	 86.7
	 別途積立金繰入	 1,850,000	 36,645	 7.4
	 その他収入	 1,478,402	 29,285	 5.9

セキスイ健康保険組合セキスイ健康保険組合

収支決算概要 決算基礎数値

（収支状況）
　介護保険収入	 1,538,500千円
　介護保険支出	 1,596,075千円
　　差　　引　	 ▲ 57,575千円

収　　入

収支決算概要 決算基礎数値

収支は5,800万円の赤字となり、不足分は介護準備金からの繰入れでまかないました。

（収支状況）
　収　　入	 23,225,408千円
　支　　出	 24,942,885千円
　差　　引	 ▲ 1,717,477千円
	別途積立金より	 1,850,000千円
	 132,523千円
（残金処分）
　準　備　金	 123,934千円
　その他繰越金	 8,589千円
　　合　　計	 132,523千円

（経常収支状況）
　経常収入	 22,485,655千円
　経常支出	 24,583,851千円
　差　　引	 ▲ 2,098,196千円

※経常収支について
非定常な収入・支出を除いた定常的な健
保組合の活動費（実質的な収支）

支　　出

被保険者は前年に比べ126名減少し、平均標準報酬月額も1人当たり7,155円の減少、賞与額も1人当たり
約19万円減少したことで、前年より10億8,600万円の減収となりました。

●収入について

被保険者・被扶養者は前年とほぼ同数ながら、被保険者1人当たりの給付費が
12,920円増えたことにより、6億2,200万円増加しました。

●支出について

高齢者に係る医療費への納付金・支援金は、ほぼ前年と同額の93億5,200万円
（保険料収入の43％）で、依然として健保財政悪化の最大要因となっています。

	 保険料納付対象者数	 34,646人
	 　〈内保険料負担対象者数（被保険者数）〉	 21,619人
	 被保険者1人当たり介護納付額	 73,809円
	 平均標準報酬月額	 480,264円
	 介護保険料率	 1000分の9.6

ご家族にも知っていただきたい情報があります。ぜひ、ご家庭にお持ち帰りください。

保険料収入

保険給付費
（医療費等）

納　付　金

収支は17億2千万円の赤字となり、不足分は別途積立金からの繰入れでまかないました。
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	 支援レベル	 2008年度	 2009年度	 増減率（％）
積極的支援（メタボ該当者）
動機づけ支援（メタボ予備群）
非　該　当	　　　　　　　　

合　計

884
340
634

1,858

▲31.5
▲40.1
—

特定保健指導にご協力ください！

　現在、健保ホームページでは、適用、給付、保健事業、申請書式ダウンロード等、各種情報を掲載しておりますが、
トップページにおいて保健事業に関する下記のお知らせをしておりますので、ぜひ、ご覧のうえご活用ください。

ジェネリック医薬品の検索や金額の比較および「ジェネリックお願いカード」（意志表示用カード）の印刷ができます。
●ジェネリックガイドのお知らせ

「健康こころのオンライン」ではメール相談や面接相談ができます。
●健康電話相談「ママと子どもの相談ダイヤル」「健康・こころのオンライン」

禁煙サポートの方法として、パソコンまたは携帯のメールによる禁煙マラソン12週コースの案内をしております。
●「インターネット禁煙マラソン」に参加しませんか？

メタボリックシンドロームなど生活習慣病の正しい予防知識について、音と画像により楽しみながら学習できるよ
うになっており、「生活習慣による危険度チェック」や「今後10年の心筋梗塞発症度チェック」もあります。

●「生活習慣病Navi」であなたの健康度をチェックしてみませんか？

　「歯科健診センター」（業者）との提携により、無料歯科健診の案内をしております。
●無料歯科健診実施のおしらせ

健保ホームページをご覧ください
（http://www.shakaihoken.org/sekisui）

特定保健指導にご協力ください！
少しずつ効果が出ています……現役被保険者の特定保健指導

　特定健診の結果、特定保健指導の対象（積極的支援または動機づけ支援）となった場合は、保健師・看護師・産業
医等による保健指導を受け、生活習慣の改善に努めていただかなければなりません。特に現役被保険者においては当
初より保健指導の推進にご協力いただいておりますが、実際に改善効果が出ているかどうかが気になるところです。
　そこで、2008年度の特定健診で保健指導の対象となりメタボ予防・改善のための保健指導を受けた方が、2009年
度の健診でどのくらい改善したかをみてみました。【表1】では、各支援レベルとも減少（30〜 40％）しており、また
支援対象に該当しなくなった方も634人（34％）と改善がみられています。
　これに対して、指導対象者で保健指導が未実施の場合（【表2】）は、各支援レベルとも増加傾向となっています。
今後さらにメタボ減少を目指していく上で、保健指導へのご協力をよろしくお願いします。
　なお、現役被保険者以外の方で指導対象に該当した場合は、当健保より保健指導のご案内をさせていただいてお
りますので、ぜひご活用ください。

1,290
568
—
1,858

【表1】特定保健指導実施者の支援レベル人員推移

	 支援レベル	 2008年度	 2009年度	 増減率（％）
積極的支援（メタボ該当者）
動機づけ支援（メタボ予備群）
非　該　当	　　　　　　　　

合　　計

1,482
672

11,802
13,956

1,663
852

11,441
13,956

12.2
26.8
▲3.1

【表2】特定保健指導未実施者の支援レベル人員推移

※保健指導を受けた方の内、634人（約34％）が非該当に
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お医者さんにかかったとき、「診療明細書」を受け取りましょう。

	 1次受診率	 2次受診率

大宮運動場（さいたま市）退会のお知らせ

被保険者証のカード化を実施します（11月）

2次健診受診率（現役被保険者）90％を超える
　現役被保険者の2009年度の受診率は、表1のとおり1次・2次健診とも過去最高となりました。また、2次（再検査）の
受診率については、15年前が約60％台（表2）だったのに対し、初めて90％を超えました。これもひとえに早期発見・疾
病予防のための健診事業の目的が理解され、みなさま
にご協力いただいた成果であるといえます。
　今後とも受診率の向上に努めていただくとともに毎
年の健診結果を自らの健康管理に活かしていただきた
いと思います。

2次健診受診率（現役被保険者）90％を超える

　11月上旬にカード証をお渡しできるように現在準備を進めています。
カード証は、被保険者および被扶養者とも1人1枚ずつとなりますので、
紛失等されないよう今まで以上に大切に管理してください。
　なお、任意継続被保険者および特例退職被保険者の方で、2011年1月
1日までに資格喪失が予定されている方につきましては、カード証を交
付いたしませんので、ご了承ください。

被保険者証のカード化を実施します（11月）

　ヘルシーライフ春号（vol.117 〜 2月発行済）で、すでにお知らせしておりますが、大宮運動場の利用状況が低下傾向に
あり、高齢者医療制度に拠出する納付金等の増加により、今後も健保財政の悪化が予想されるため、来年（2011年）3月末
日をもちまして退会（契約終了）させていただきます。

大宮運動場（さいたま市）退会のお知らせ

　今年の4月から、診療内容の詳細がわかる明細書を、医療機関から受診者に発行
（無料）することが、原則として義務化されました。この明細書によって、受診時の
検査や処置、手術、注射、投薬、リハビリ、入院などに関する内容や費用を知ること
ができ、医療の透明化につながるとともに、医療費のムダが減ることも期待できま
す。お医者さんにかかったら「明細書」を必ず受け取りましょう。
　また、調剤薬局でも同様の明細書が発行されておりますので、必ずもらうようにし
ましょう。

お医者さんにかかったとき、「診療明細書」を受け取りましょう。
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●表2　受診率推移（現役被保険者）

〜来年（2011年）3月末日にて

	 定期健診（35歳未満）	 99.7％	 91.0％

	 成人病検診（35歳以上）	 99.4％	 90.7％

●表1　2009年度受診率
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	 対 象者名 	 対　象	 ご案内時期	 実施時期

ケンポニュース（通巻118）／2010 年 8月発行／セキスイ健康保険組合／〒541−0041／大阪市中央区北浜3−7−12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　（東京建物大阪ビル）／☎ 06（6226）9151

●当健保ホームページ　http：//www.shakaihoken.org/sekisui/

※相談費用は無料。
プライバシーは、
厳守されます。

電話相談 ●健康電話相談　
　笑顔でヘルシーダイヤル
　7 0120−48−6006
　　 （年中無休・24時間開設）
　携帯・PHSからは…
　　　03-3234-1941

（通話料は利用者負担）

●心の相談ネットワーク
　70120−73−6060（9時〜 21時
　土曜日10時〜 18時　  日・祝休み)
　携帯・PHSからは…
　03-3234-0899（通話料は利用者負担）　
※希望すれば面談も受けられます

　（契約機関にて）

●健康・こころオンライン
　 https://www.healthy-

hotline.com
   （ログインID　06271787）
　�メールによる相談ができます。
　�その他、ストレス度チェックや健康
情報を多数掲載。

　日本全国の喫煙率は14年連続で低下中（2009年は24.9％）であり、受動喫煙防止対策の推進や今秋予定されて
いるたばこの値上げ等、たばこを取り巻く環境の変化とともに、健康志向の高まりにより今後もさらに喫煙率の低
下が見込まれます。
　セキスイ健保では、昨年４月より禁煙サポートシステムとして、インターネット禁煙マラソン12週コースを導

➡禁煙サポートシステムをご活用ください！

　喫煙は内臓脂肪の蓄積を促進し、また血管を収縮させて動脈硬化を速めるため、メタ
ボリックシンドロームの危険因子のひとつになっています。禁煙すると、メタボ解消は
もちろん、身体のさまざまな機能が正常に働きはじめ、健康への第一歩となります。

禁煙はメタボにも効果的！

全国の仲間とともに禁煙を

入いたしましたが、現在も多くの方が禁煙にチャレンジされています。禁煙しようと考え
ている方、保健指導で禁煙をすすめられている方は、ぜひこの機会に一度お試しください。
　なお、現在チャレンジされている方も、最後まであきらめないで頑張りましょう！

〈申し込み方法等詳しくは健保ホームページをご覧ください〉

　ニコチン依存症の治療に使う禁煙補助薬が進化を続けています。「かむ」（ニコチンガム）から「貼る」（ニコチン
パッチ）さらに「飲む」（カプセル型飲み薬）と、主流が変わるにつれて禁煙成功率も向上、治療に保険が適用され
るなど、環境整備も進んでいます（内服薬は禁煙外来で処方〈保険診療〉、ガム、パッチは薬局にて購入できます）。
　禁煙補助薬は、90年代からガム、身体に貼るパッチの順に商品化されてきましたが、いずれもニコチンを代替的
に吸収することで、たばこの離脱症状をやわらげます。しかし、飲み薬はニコチンを含まず、仕組みはまったく違
います。薬の成分が中脳でニコチンに代わって受容体に結合するため、喫煙してもおいしいと感じなくなるととも
に、離脱症状を軽減します。英国の研究によると、自力で禁煙する場合に比べ、禁煙成功率は、ガムが1.43倍、
パッチが1.66倍、飲み薬が3.22倍になるとの報告があります。

➡禁煙補助薬「かむ・貼る」から「飲む」へ

ニコチン依存度が強い場合は、禁煙補助薬を活用する方法も

9月以降ご案内予定の健診は下記のとおりです。健康で明るい生活を送るために年に1回は必ず健診を受けましょう。
◆

健康診断のご案内予定（一般主婦健診と家族健診）

	 一般主婦	 2010年12月末にて35歳以上	 9月上旬	 11 〜 3月
	 扶養家族（主婦除く）	 2011年	3	月末にて40歳以上	 11月	 12 〜 3月
※自己負担金は5,000円です（健診総費用は約35,000円）。
※案内文書は「健康診断案内在中」の表記のある健保組合の封筒で送付します。
※健保に届出の住所宛に送付しますので、住所変更の際は必ず「住所変更届」を提出してください。


