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ジェネリック医薬品の使用状況

みなさんに納めていただいた保険料の使い道をご報告いたします。
平成25年7月12日に開催された第142回組合会で、平成24年度決算が承認されましたのでお知らせします。

　薬剤費は年々増加しており、平成23年には21.6億円となり、1人当たりの費用
も増えています。年齢別では、40～ 60歳が全体の40%を占めています。

保険料はどう使われているの?

　1つ目は保険給付費です。医療機関にかかったとき、みなさ
まの御負担は原則３割です。残り７割は健保が負担しています。
この医療費負担が支出の49％を占めています。
　２つ目は高齢者医療制度を支えるために国に収めている納
付金、支援金で、支出の42％を占めています。この２つは
一人ひとりが病気の予防と早期発見・早期治療に努め、年齢
を重ねても元気に暮らしていけるよう健康的な生活を心がけ
ることで抑制することが可能です。

　３つ目は保健事業費です。健診や健康増進支援を通じて、
みなさまの健康づくりをサポートする費用が６％です。
　その大部分を健診費用として、組合員の方の疾病の早期発
見と健康状態の把握のために費やしています。
　また、生活習慣を振り返る保健指導にも保健師さん、看
護師さんの協力を得ながら取り組んでいます。保険給付費を
抑制することで、保健事業のサービスを維持、拡充したい
と考えます。

薬剤費が増えています。
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　医療費抑制に向けた取り組みとして、ジェネリッ
ク医薬品の差額通知を送付しております。
　送付開始後、使用比率は上昇し、最近では
24.3%と施策前より4%以上上昇しました。
　また、昨年度送付した方6,125名のうち、56%
の方がジェネリック医薬品に転換いただけました。

　みなさまのお財布にやさしく、健保の支出
抑制にもつながる、ジェネリック医薬品の利
用促進をお願いいたします。

収入の大部分はみなさまと事業主からいただいている保険料です。
被保険者の方が47％、事業主が53％負担いただいています。

保険料収入　282.5億円

雑収入　5.0億円

保健事業費　18.4億円

事業拠出金他　7.0億円

交付金他　3.5億円

保険給付費　140.2億円 高齢者納付金他　118.1億円

保険料収入　282.5億円

保険給付費　140.2億円 高齢者納付金他　118.1億円

収支差
7.3億
収支差
7.3億

収入合計
291億円

支出合計
283.7億円

【健康保険】 【介護保険】

収入　　21.8 億円
支出　　21.7
収支差　  0.1 億円

剰余金へ

●決算基礎数値 人
被 保 険 者
（現　　　役）
（特例退職者）
（任 意 継 続）
被 扶 養 者
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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。
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ケンポ 《豆知識》

知ってますか??
健康保険証のあれこれ!!
◦�みなさんがお持ちの健康保険証（保険証）に記載されている内容について、どのような
意味があるかご存知ですか?

　�今回は、意外と知られていない保険証の記載内容についてご案内します。
　�この機会にぜひ知っていただき、健康保険のしくみをご理解いただければと思います。

Vol.1シリーズ

健保で認定されたご家族を
被扶養者といいます

一般的には入社した日
ですが、記号・番号の変更

とともに、日付も変更
となります。

健保に認定された日です

出生日、結婚日などの場
合があります。

会社・制度ごとに
つけられた番号です

会社・制度が変わるごとに記号
も変わります。
例：積水化学��⇨��任意継続
　　　101　　　　���301

保険証が発行された日

記号ごとに割り振られる
連番で、記号が変われば

番号も変わります

QRコード

カードの表面記載の
情報がのっています。

保険証の発行通番です

保険証1枚ごとに違う
番号です。

健康保険組合ごとに
つけられた番号です

特例退職者の保険者
番号は63271787
です。

被保険者と同じ記号と番号です

お願い
健保へお問い合わせの際は記号番号をお伝えいただくと、
スムーズに本人確認ができますので、ご協力願います。

!!

実に興味深い!

記号●●●
番号▲▲▲▲▲です
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住所が変わったので会社に届けを出しましたが、健保にも届けが必要ですか?

はい、必要です。
お届けがないと、健保からの重要なお知らせや、健診のご案内を送付することができません。ご住所
が変わられたときは、事業所経由で（特例退職、任意継続の方は直接）当健保へお届けをお願いします。

退職後、任意継続の保険証交付前に病院を受診したいのですが、どうしたらいいですか?

新しい保険証をもらいましたが、何か注意することがありますか？

健康保険証はいつまで使えますか？

保険証を紛失しましたが再発行してもらうにはどうしたらいいですか？　また費用は必要ですか？

いったんは医療費の10割を窓口でお支払いください。
その後、健保宛に「療養費支給申請書」を提出すれば、健保負担分を受給すること
ができます。かかりつけの医療機関であれば、次回の受診時に保険証を提示して健
保負担分を返金してもらえることがありますが、総合病院などではそのような扱い
をしていないことが多いようです。

新しく保険証の交付を受けた場合は、通院中であれば、ただちに医療機関へ
「保険証の記号・番号が変更になった」旨を連絡するようにお願いします。
（被扶養者がいる方は、被扶養者分についても同様に連絡するようにお願いします）
また、裏面の住所欄に現住所を記入してください。これまでお持ちの保険証は、至急事業所経由で
（特例退職、任意継続の方は直接）当健保まで返却してください。

在職している方は退職日までお使いいただけます。
任意継続に加入をされている方は最長で退職日の翌日から2年後まで、特例退職に加入されている
方は75歳の誕生日前日までです（ただし、それまでに期限満了以外の理由で資格がなくなればその前
日までです）。
資格がなくなった後は、いかなる場合でも保険証はお使いにならずに速やかにご家族分と併せてご
返却をお願いします。

保険証を再発行するには、「健康保険被保険者証再交付申請書」を提出していただきます。
用紙は各事業所の健保事務を担当されている方にご確認いただくか、健保ホームページからダウン
ロードしていただくこともできます。
保険証を再発行する費用はいただきませんが、1枚発行するのにかかる費用は約500円です。
保険証がカードになって携帯しやすくなっていますが、その反面紛失しやすくもなっているようです。
大切にお使いいただき、盗難または外出先で紛失したと思われるときは、警察へ届け出をしてください。

!
ご注意

健康保険証は貸与物です。資格がなくなってもはさみで切ったり、
捨てたりせずに必ず事業所経由か直接健保にご返却ください。

!
ご注意

これまでお持ちの保険証をそのまま使用して受診すると、医療機関から
健保への請求がスムーズに行えないために医療費の給付が遅れたり、場合
によっては健保から医療費の請求を受けることがあります。

現象には必ず
理由がある
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● 健康・こころのオンライン ●
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。

ケンポニュース（通巻124）／2013年 7 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
／☎ 06（6226）9151

＊�4月から、健康電話相談がリニューアルしています。名称も『コ
コロとからだの健康相談』と変更し、電話番号の一本化、携帯電
話・PHSからも無料で利用可能となりました。詳細は、ホームペー
ジをご覧ください。
＊�より使いやすくなった『ココロとからだの健康相談』を家族みな
さんでご利用ください。

● ココロとからだの健康相談 ●
0120-486-006

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます
年中無休・24時間開設

〈ココロの相談は、9時～ 21時 土曜日10時～ 18時 日・祝休み〉
※希望すれば面談も受けられます（契約機関にて）・5回まで無料

http://www.shakaihoken.org/sekisui/
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
おりますので、ぜひご覧のうえご活用ください。

健保ホームページをご覧ください!

健 康 電 話 相 談

3 子どもの発熱・高熱 8 インフルエンザ

4 腹痛 9 発疹がでる、皮膚のしこり

5 専門医その他 10 めまい

健康電話相談　相談内容トップ10
1 薬の知識その他 6 頭痛

2 心の病気その他 7 ウイルス性気道感染症
（かぜ症候群、感冒）

電話相談
相談費用は無料。
プライバシーは、
厳守されます。

健保ホームページをご覧ください!

健康診断を受けましょう!
～一般主婦健診と家族健診ご案内～

特定健診・特定保健指導にご協力ください!
～「健康ナビ2013」を実施します! ～

9月以降ご案内予定の健診は下記のとおりです。
生活習慣病を早期発見するためにも年に1回は必ず健診を受けましょう。

対　象　者　名
一般主婦（現役の配偶者）
扶養家族（主婦除く）

対　　象
2013年12月末にて35歳以上
2014年3月末にて40歳以上

ご案内時期
9月10日ごろ
11月20日ごろ

実施時期
11～3月
1～3月

※�自己負担金は10,000円です。（健診総費用は、主婦約40,000円、家族35,000円）
※�今年度から乳がん検診が、マンモグラフィあるいはエコー検査に変わります。
※�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書で送付します。
※健保に届出の住所宛てに送付いたしますので、住所変更の際は必ず「住所変更届」を提出してください。

　特定健診・特定保健指導は、2013年度から新たに第2期（5ヵ
年）がスタートしました。第2期の最終年度（2018年）には、右
表のとおりの目標実施率を目指すこととなりました。
　この目標を達成するためには、第１期の課題である「メタボ該
当者が減少しない」ということを解決しなければなりません。
　そこで、新たな取り組みの第１弾として、現役被保険者の方（＊）に「健康ナビ2013」を実施し、自らの健康状
態と生活習慣を振り返るきっかけ作りを行います。対象者に該当された現役被保険者の方は、積極的な参加とご
協力をお願いいたします。
　なお、特定保健指導に該当した現役被保険者の方も、保健師・看護師による保健指導への積極的な参加とご協
力をお願いいたします。
　また、現役被保険者以外の方（特退・任継・主婦・家族）で特定保健指導の対象に該当した場合は、別途当健保
より「健康づくりの専門家｣による特定保健指導のご案内をさせていただきますので、ぜひ活用ください。

（＊）2012年度成人病検診にて、35～ 38歳の被保険者の方

特定健診実施率

特定保健指導実施率

当健保目標

85％

55％

《�2018年度最終目標�》

●保健事業インフォメーション


