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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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【セキスイ健康保険組合】● SEKISUI KENPO NEWS

ジェネリック医薬品の使用状況

収入の大部分は皆様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　295.4億円

交付金他　4.4億円

保健事業費　18.0億円
その他　7.5億円

雑収入　4.8億円

保険給付費　141.5億円 高齢者納付金他　120.1億円

収支差
17.5億

収入合計
304.6億円

支出合計
287.1億円

【健康保険】 【介護保険】

収入　　23.3 億円
支出　　23.1 億円
収支差　  0.2 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

52,203
47,882
3,887
434

61,200

医療費が増えています。

年齢別　ジェネリック医薬品使用率
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2012年使用率（44.3％）

2013年使用率（47.2％）

　医療費抑制に向けた取組みとして、2012年度より
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、使用率（数量ベース)は上昇し、2013
年度は47.2％と前年度より約3％以上上昇しました。
　また、これまで送付した方21,817名のうち、49％
の方がジェネリック医薬品に変更いただけました。

☆�皆様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。

2014年7月11日に開催された第145回組合会で、2013年度決算が承認されましたのでお知らせします。

●　皆様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　●

◎�一番多く使われているのは保険給付費です。病院にかかったとき、皆様のご負担は原則3割です。残り7
割は健保が負担しています。この保険給付費負担が支出の49％を占めています。
◎�次に多いのが納付金です。全国の高齢者の医療費を確保するために国に納めている費用で、支出の約42％
を占めています。高齢化社会によって年々増加することは明らかで、健保財政の大きな負担となっています。
◎�支出の9割以上は、保険給付費と納付金が占めています。しかし、疾病の予防や早期発見の意識を高めて
健康に暮らすことで、費用を抑えることが可能です。
◎�また健保では、加入者の方の健康維持、増進を図るために、支出の約6％を保健事業に費やしています。
保険給付費と納付金の支出を抑制することで、保健事業サービスの拡大を図ってまいります。

保険料は

どう使われて

いるの?

　医療費は年々増加しており、
2013年度は160億円と前年よ
り4億円増加しました。また1
人あたりの医療費も増えてい
ます。
　歳を重ねるごとに増える医
療費ですが、50代からは一気
に高まる傾向にあります。
　年齢別の医療費をみると、
30歳代では10万円以下だった
ものが、60歳になるとおよそ
24万円にまで上昇します。

年齢別加入者1人当たり年間医療費
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医療費の推移

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

145 152 157 156 160

131 137 142 140 141
医療費（億円） 加入者1人当たり医療費（千円）

前年より
4億円増

医療費区分別の状況

外来
67.3億円
42%

入院
42.4億円
26%

調剤
31.4億円
20%

歯科
19.2億円
12%

160億円
 （2013年）

※「医療費」とは加入者の皆様が医療機関で支払われた費用と健康保険組合が支払った費用の合計金額です。



SEKISUI KENPO NEWSSEKISUI KENPO NEWS 32

ケンポ 《豆知識》

入院、手術……費用が心配

でも、医療費は戻ってくる!!
胃の調子が悪くて、今
度検査入院することに
なったんだ。手術する
ことになるかも…

入院、手術となると、かな
り高額な医療費になるね。
そんな時に負担が軽減され
る「高額療養費制度」とい
うものがあるんだよ。

Vol.3シリーズ

　病気やけがで入院すると医療費が膨らみ、家計を圧迫しますが、医療費の自己負担額が高額に
なると、上限を超えた金額が払い戻される公的な仕組みです！

 Aさん（45歳、報酬月額440千円※1）の総医療費が 1ヶ月100万円かかった場合

 年齢や所得によって 1ヶ月の負担上限が違います

高額療養費制度高額療養費制度

70
歳
未
満

70
歳
以
上

所　得　区　分

上 位 所 得 者（報酬月額 53万円以上）

一 般 所 得 者（報酬月額 53万円未満）

現役並み所得者（報酬月額 28万円以上）

一　　　　　般（報酬月額 28万円未満）

1 ヶ月の負担上限

15万円＋（総医療費－50万円）×1％

8万100円＋（総医療費－26万7,000円）×1％

8万100円＋（総医療費－26万7,000円）×1％
外来のみは4万4,400円

4万4,400円
外来のみは1万2,000円

具体的には

病院でかかった
総医療費

治療費総額

100万円

保険証を提示して
3割負担

病院の窓口支払

30万円

窓口支払の30万円から
1ヶ月の負担上限額を超えた
21万2,570円が還付される

1 ヶ月の負担上限額

8万7,430円

Aさん（45歳、報酬月額440千円）

※1（70歳未満で所得区分が一般の場合）

セキスイ健保では還付の申請をしなくても
高額療養費が戻ってくるんだ!!

申請は
不要

＊2015年1月から見直される予定です。
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でも、一旦は30万円
払わないといけない
んだ…

それなら、
窓口負担をもっと
軽減できる方法を
お伝えしましょう。

　セキスイ健保には 1ヶ月の窓口負担額が2万5,000円※2（100円未満切捨て）を超えた額が還付
される付加給付制度があります。※2（同じ医療機関で、入院・外来ごとに）
　Aさんの例の場合は6万2,400円が還付されますので、最終的な自己負担額は2万5,030円にな
ります。この制度も高額療養費と同様に還付の申請をしなくても戻ってきます。

付加給付制度でさらに戻ってくる!!付加給付制度でさらに戻ってくる!!

限度額適用認定証で窓口負担の軽減!!限度額適用認定証で窓口負担の軽減!!

セキスイ健保では

（高額療養費）
30万円－21万2,570円

＝8万7,430円
30万円

（セキスイ付加金）

6万2,400円 21万2,570円＋6万2,400円
（高額療養費） （セキスイ付加金）

窓口支払額

セキスイ健保
からの還付額

最終自己負担額は
どちらも2万5,030円

最短で3ヵ月

限度額適用認定証 限度額適用認定証

総医療費100万円

つまり、最終的な自己負
担はどちらも同じ。先に
支払う金額を抑えるのか、
後で健保から還付を受け
るかの違いなんだ。

安心して治療に
専念できそうだ !!

ご注意

お住まいの市区町村から医療費の助成を受けている場合は、健保からの付加金は受給できません。

申請が
必要

　事前にセキスイ健保に限度額適用認定証の申請をして、交付を受けてください。
　病院の窓口で提示すれば、支払い額が 1ヶ月の負担上限額の8万7,430円になります（外来、調
剤薬局でも利用可）。

申請は
不要

ご注意

申請書が当組合に到着した日の同月1日から有効のものを交付することになっており、さかのぼっての交付
はできませんので、月末に入院、手術をされる方は早めのお手続きをお勧めします。

あり なし
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◎差額通知の送付
　2012年より始めた、「ジェネリック医薬品のご利用のおすすめ」という差額通知を今年度も実施します。受診者の
ご自宅に郵送させていただきますので、お財布にやさしいジェネリック医薬品をぜひご利用ください。
　なお、今回の送付は約14,000人前後を予定していますが、このお知らせはジェネリック医薬品への転換を強制す
るものではありません。

　　
　　
　　

◎お試し調剤（分割調剤）
　お試し調剤（分割調剤）とは、短期間だけジェネリック医薬品を調剤してもらう方法です。
　これは、薬局の窓口でお試し調剤を申し出ると、お試し期間として短期間（例えば1ヶ月分の処方せんのうち数日
分だけ）ジェネリック医薬品を調剤してもらい、お試し期間が終了した時点で体調の変化や副作用がなかった場合、
引き続き薬局でジェネリック医薬品を調剤してもらいます。何か不都合があった場合は、変更前のお薬に戻すこと
ができます。また、その際に再度病院で受診していただく必要はありません。

ケンポニュース（通巻126）／2014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

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!

●インフォメーション

　今年度より健康診断の申込・受診方法が変更となっており、「健康診断受診のご案内」を5月下旬に対象者のご自
宅へ発送しております。
　まだ、お申込みをされていない方は、下記スケジュールの期限内にご予約のうえ、受診をお願いします。
※4月以降に新たに加入された、特退・任継及び、主婦（35歳以上）・家族（40歳以上）の方には、9月上旬に発送します。

　健康保険を使って施術を受けられるのは・急性の外傷性のけがによる捻挫、打撲、挫傷（肉離れ）・骨折・脱臼（応
急手当以外は事前に医師の同意が必要です）など負傷原因がはっきりしている骨、筋肉、関節のけがや痛みとされ
ています。原因の特定できない慢性的な肩こりや腰痛の施術は健康保険の適用外です。また業務上の病気やけがに
もお使いいただけません。保険証の適正利用にご協力いただきますようお願いします。

退職者（特退・任継）及び、主婦・家族の方へ健康診断受診のお願い

接骨院・整骨院などでの保険証の適正利用にご協力ください

ジェネリック医薬品について

健康電話相談
●�『ココロとからだの健康相談』はプラ
イバシー厳守、無料の相談窓口です。

●�有資格者の専門相談員が、健康やコ
コロに関してのご相談に懇切丁寧に
お応えいたします。

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1/1～1/3は休み〉
※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

ココロとからだの
健康相談

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。

健康・こころの
オンライン

予約（申込）期限 受診期限 健診機関 自己負担金

施 設 健 診 2015年1月31日まで 2015年2月28日まで 約730機関 10,000円

巡 回 健 診 締切は会場ごと 2015年2月28日まで 約450会場 5,000円

健保ホームページをご覧ください!

※施設健診（健診機関）ご予約後は、㈱イーウェルへの「受診券発行依頼」をお忘れなく！

送 付 時 期 2014年8月～ 10月までの連続3ヶ月間
対 象 者 現役者及びそのご家族  （全年齢）  ・窓口負担差額200円以上

退職者及びそのご家族  （全年齢）  ・窓口負担差額100円以上




