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まずは、ストレス状態をセルフチェック！不安やイライラ、緊張を常に感じる悲しい、憂うつな気分になる無力感、やる気がおきない動悸、血圧が上がる、手や足の裏に汗をかく食欲がない、やせてきた寝つきが悪い、朝早く目が覚める人に会いたくない
飲酒、たばこの量が増える以上の項目に1つでも該当する場合は、ストレスが過剰な状態にあります。

強 いストレス状態が長く続くと…
受動喫煙の医療費は年間3,200億円

受動喫煙による年間死亡者約15,000人

うつ病などのこころの病気や身体疾患が
発病・悪化することも!!

こころや体、日常の行動面に変化が表れます

3つのストレス反応

心理的反応
抑うつ症状、
意欲の低下、
イライラ、

緊張、不安など

身体的反応
首や肩のこり、
動悸、息切れ、
下痢・便秘、
食欲不振、
不眠、肥満など

行動的反応

作業効率の低下、
作業上のミス
など

その結果…

リラックス＆リフレッシュでストレス解消！！

自分なりの気分転換
でリラックス！

　ストレスで緊張状態になった心
身を和らげ、リラックスさせること
がストレス解消につながります。生
活に楽しみをプラスする趣味を
もったり、自分の居心地のよい空
間で音楽、読書、入浴を楽しむなど
落ち着くことのできる時間をつく
りましょう。

　快適な睡眠には、疲労回復・スト
レス解消・事故防止などの効果が
あります。睡眠には生活習慣も関
係してくるため、規則正しい生活
を心がけましょう。

　ストレスを感じる日常の環境か
ら離れ、自然を訪れてみるのもよ
いでしょう。森の木からは「フィトン
チッド」という心身をリフレッシュ
させる成分が発散されており、爽
快感や安らぎを与えストレス解消
に効果があります。

自然に親しむ
機会をもとう！

　誰かに話を聞いてもらうだけで、
こころが軽くなることもあります。ひ

　ストレス解消のために飲酒や喫
煙に頼ると、いつしか量が増え、依

睡眠を十分にとり、
体を休めよう！

ひとりで抱えず
相談しよう！

お酒やたばこに
頼るのはＮＧ

受動喫煙の健康被害
ストレスが長く続くと、こころや体の病気の原因になります。すでにたまったストレスの解消法や、ストレスをためないた
めの予防法を知り、ストレスコントロールを実践してみましょう。 たばこを吸わない人が喫煙者の煙を吸い込んでしまう「受動喫煙」。最新のデータ

では、深刻な健康被害も報告されており、厚生労働省でも対策の強化に乗り出し
ています。

とりで抱え込まず、話せる人に相談
しましょう。また、自分
だけでは対処できな
い場合や、症状が強く
つらい場合は、早めに
医療機関や専門機関
に相談しましょう。

存症となってしまう
ことも。その結果、心
身の健康を損ねるこ
とになりますので、
他の方法でストレス
を解消しましょう。

夕食は軽めにしておく
夕食後のカフェインやアル
コール摂取は控える
入浴はぬるめのお湯にゆっ
たりつかる
不快な音や光を防ぎ環境
を整える
就寝前はリラックス（ストレッ
チ、音楽、お香、照明など）

※乳幼児突然死症候群（SIDS）による死亡者73名を除く。

　また、受動喫煙から上記の疾病にかかったことによる年
間死亡者数（推計）は、約15,000人に上ることがわかりま
した。男女比では、女性が男性の２倍以上を占めており、原
因となる疾患は男女ともに脳卒中が約５割ともっとも多い
結果となりました。
　なお、肺がんについては、「受動喫煙により非喫煙者の
肺がんによる死亡のリスクが1.28倍上昇する」（国立がん
研究センターがん対策情報センター2016年）という結果
が得られました。これにより、科学的根拠に基づく肺がん
発症のリスク評価はもっとも関連の強い「確実」へと引き
上げられました。

　厚生労働省の研究班によって、たばこを吸わない人が受動喫煙により、「肺が
ん」「虚血性心疾患」「脳卒中」になり、余計にかかった医療費の推計が3,200億円
（2014年）に上ることがわかりました。
　調査は、家庭と職場で長期にわたり受動喫煙の被害を受けた40歳以上の人を
対象に、喫煙の有無などをベースに算出したもので、内訳は、肺がん約340億円、
虚血性心疾患約960億円、脳卒中が約1,900億円となりました。

参考：厚生労働科学研究費補助金循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
　　 「たばこ対策の健康影響および経済影響の包括的評価に関する研究」

　受動喫煙は、「肺がん、虚血性心疾患、脳卒中」に限らず、「小児の喘息の既往、乳幼児突然死症候群（SIDS)、
臭気・不快感および鼻への刺激感」への確実な因果関係が報告されています（「たばこ白書」による評価）。
　厚生労働省では、受動喫煙による健康への影響が深刻な状態にあることを受け、受動喫煙防止対策の強化
に努めています。

ストレスコントロール
チャレンジしてみよう！
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快適な睡眠のための
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●ココロとからだの健康相談

●健康・こころのオンライン

c0120-486-006

体の不調だけでなく、心の悩みにも「健康電話
相談」は無料でご利用いただけます。

ココロの相談は…平日９～21時・土曜日10～18時、日・祝はお休み

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

ログインID 06271787

年中無休・24時間開設 携帯電話・PHSも利用可

https://www.healthy-hotline.com

最新データにみる

男性  
4,523人

女性
10,434人

受動喫煙による年間死亡推計値

健康電話相談
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Vol.1

（人事・総務部  櫻井さん）
　ジムなどで身体を鍛えていること
もあり、普段から食生活には注意し
ています。今回講習に参加してみて、
「早食い」など日頃の食習慣で注意
するべきことが分かり勉強になりま
した。運動系の講習などがあれば、
また参加してみたいと思います。

　2017年5月17日（水）、積水ホームテクノ株式会社 新大阪
事務所にて、保健師の加治木さんを講師に迎え、「食事から見
直す生活習慣」をテーマにヘルスアップ（栄養）教室を開催し
ました。

　こうした講習への参加者は段々と増えてきて
います。今回は質問も多く、食生活も含めて健
康に対して興味が高まっていると感じました。
　講習に参加し、少し生活習慣に注意を払う
だけで健康診断の結果に反映される人も多い
です。メンタルや禁煙等も含め、今後も積極的
にヘルスアップ教室を開催していきたいと考
えていますので、ぜひご参加ください！

おいしさと栄養バランスを両立した健康
弁当を専門店に作ってもらいました。

DVDを見たあと、自分の
食生活を振り返り、食品
の選び方や野菜の摂り方
などについて、考えてもら
いました。

　従業員一人ひとりが、いつまでも健康で活き活きと充実した会社生活を送るために、
会社と健保が一体となって取り組む『ヘルスアップ事業』。今回は「喫煙率」についてご
報告します。

●セキスイ健保は男女ともに全国結果と比較し喫煙率が高い（男性は顕著）。
●男性の喫煙率はここ数年はやや低下傾向にあるが、女性はやや上昇傾向にある。

禁煙サポートのための取り組みを予定しています

　「保健師による面接指導」における喫煙状況（2015年4～12月健診受診分）

　今、日本国内では2020年のオリンピック・パラリンピックを前に喫煙対策への取り組みが高まっており、今後も厚生労
働省を中心にさまざまな対策が講じられるものと考えられています。
　その一方、当健保では、「男性の約４割が喫煙者である」等喫煙率が顕著に高い傾向にあることがわかりました。これは、
喫煙者本人が、がんや生活習慣病などの疾病リスクにさらされているのはもちろん、受動喫煙によりたばこを吸わない方
にも健康被害が懸念される状況だといえます（３ページ参照）。

　当健保では、ヘルスアップ教室の実施にあたり、費用の補助を行っています。今回紹介
した栄養教室のほかにも、禁煙や運動、メンタルヘルス等のヘルスアップ教室が開催可能
です。事業所従業員の健康維持・向上のため、ぜひご利用ください。

健康昼食を食べながら、
DVD「プラス野菜で
ヘルシーライフ」を鑑賞

健康診断結果の見方について、
加治木保健師より講義
各数値にはどんな意味があるのか、
体のどの部位に関わるのか等。

食生活をはじめ、日々の生活で
疑問に思っていることについ
て、具体的な質問が続々。

質疑応答

概　要

参加者の声

●実施事業所：積水ホームテクノ株式会社
新大阪事務所

●日      時：2017年 5月 17日（水）
●講      師：加治木保健師
●参加人数：20名

　こうした結果を受け、当健保でも禁煙支援に向けた取り組みを強化してまいります。従来の
「禁煙教室」の実施や、呼気中の一酸化炭素を測定するスモーカライザーの貸し出し等に加
え、「禁煙チャレンジ（仮）」等の支援にも取り組んでまいります。

　生活習慣病の重症化予防対策である「保健師による面接指導」の対象者における喫煙状況は下表のとおりです。
　面接指導によって、禁煙を始めた人は、48人となりました。
　これからも、禁煙指導を積極的に推進し、喫煙率の減少を図りたいと考えています。

セキスイ健保加入者と全国の喫煙率推移の比較 （対象：成人病健診受診者）
※全国の喫煙率は日本たばこ産業株式会社（JT）の「全国たばこ喫煙者率調査」をもとに、40歳以上の対象者の喫煙率を算出

REPORT『喫煙率』
Sekisui Health DataSekisui Health Data

ヘルスアップ
Health

 up!

Health
 up!

女性男性

各事業所のみなさまへ

今後の活動   

傾　向

ヘルスアップ 教室訪問

重症化予防対象者

4,691人

喫煙している人数

3,255人

喫煙率

69.4％

禁煙指導対象者

1,125人

内、禁煙チャレンジした人

48人

禁煙実施率

4.3％

ヘルスアップ事業

VOICE

加治木保健師のコメント

健康診断を受けても、生活習慣を
改めなければ何も変わりません。

生活習慣を改善するためにも、積極的に
保健師面談を受けましょう！
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スタート

健康保険を使えるケースは されています！

当健保では、健康保険を使用して整骨院・接骨院等で施術を受けられた方に対し、
内容が適正であるかを確認・審査しています。当健保が業務を委託している会社よ
り、照会文書「整骨院・接骨院（柔道整復師）での受診内容等の確認について」を送付
させていただくことがあります。封書が送られてきましたら、回答をご自身でご記入
のうえ、期限までに返送いただきますようお願いいたします。

整骨院・接骨院で健康保険を使用する施術を行ったときは、整骨院・接骨院が健保組合へ療養費支給申請
書にて、通常７割分の請求を行いますが、なかには実際の施術内容とは異なる内容で請求されることがあ
ります。このようなケースを、「不正請求」といいます。

施術を受けていない
部位を実際の内容より
多くして請求

腰だけの
施術だった
のに…

施術日数を実際よりも
多くして請求

３日しか
行ってない
のに…

慢性的な肩こりや筋肉
疲労をねんざや挫傷
の施術と偽って請求

肩こりって
言ったのに…

●脳疾患後遺症などの慢性病
●症状の改善のみられない長期にわたる施術
●過去の交通事故などによる 後遺症

下記のようなケースでも、
健康保険が使えません。

NO YES

整骨院・接骨院では
健康保険を使えるケースは されています！
整骨院・接骨院では 各種保険取扱 健康保険適用

限定

どんなときに健康保険が使えるの？

Check!! 痛みの原因は次のどちらですか？

転んで打った
ひねったなど
負傷原因のはっきりした、
急性または亜急性の外傷性に
よるケガ

1
慢性的な痛みなど
内科的病気が原因の痛み
昔からの慢性的な痛み
あるいは原因不明の痛み

2

●肩こりや腰痛、スポーツ等による筋肉疲労例

例

次のうち、どのケガですか？

骨折 脱臼 打撲 ねんざ
（肉離れを含む）

柔道整復師にかかることに
ついて、医師の同意は
得ていますか？

※ただし、応急手当には健康保険が使えます。

健康保険が

使えません
健康保険が

使えません

健康保険が

使えません
健康保険が

使えません

健康保険が

使えます
健康保険が

使えます
健康保険が使えるケースでも、
施術が長期にわたるときは、

医療機関に受診し、医師の診察や
検査を受けましょう！

よく耳にする「不正請求」とはなんですか？

セキスイ健保でも下記のような請求が見受けられます！

1 2 3

 健康保険が使える施術の際は「療養費支給申請書」に署名を求められます。白紙の用紙に署名すると実際の施術とは
異なった請求につながる恐れがあります。必ず、申請書の負傷名や原因、日数、金額等を確認してから署名しましょう。
　また、領収証は必ずもらい、「医療費のお知らせ」※で確認しましょう。
※「医療費のお知らせ」は当健保からの郵送や各社のイントラネット等でご確認いただけます。

白紙の書類に署名していませんか？ココも注意！

※送付先住所は、当健保の住所情報ではなく、「療養費支給申請書」に記載されている住所に送付されます。
【業務委託先▶ガリバー・インターナショナル（株）】

施術内容等の照会についてご協力をお願いします 医療費適正化の取り組みにより、
2016年度は約900万円
の医療費の削減となりました。

と看板に書いてあってもと看板に書いてあっても

医療費の
お知らせ

医療費の
お知らせ

医療費の
お知らせ
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会社だけでなくセキスイ健保への届出も必要になるとき

セキスイ健保への届出が必要なケース

2017年度  被扶養者資格確認調査で必要な書類

　引っ越し・別居や進学・就職などで状況が変わった場合は、会社への届出のほかにも、当健保まで各種届出が必
要になります。ケースによって届出内容が異なりますので、当健保のホームページの下記イメージをクリックして
ご確認のうえご送付ください。

※引っ越し、単身赴任等で住所が変わった際に届出されないと、主婦・退職者健診等の
　案内が届かないことがあります。

会社を退職して扶養に入った家族が、失業給付を
もらい始めます。どんな届出が必要ですか？

　今年度も10月頃をめどに被扶養者の資格確認調査を行う予定です。その際、収入の有無に関わらず、所得証明
書、別居のご家族への仕送り証明等のご提出をお願いすることになりますので、ご協力お願いいたします。

①被扶養者届および被扶養者確認通知書 
②雇用保険受給資格者証の両面の写し
③セキスイ健保の保険証　が必要です。 

――失業保険受給期間は扶養から外れていただくことになります。
※ただし、失業給付の基本手当の日額が3,612円未満（60歳以上の方または障がい者は日額5,000円未満）の場合は、手続き不要です。

こんなときは
セキスイ健保への
届出が必要です！

家族を扶養する
扶養からはずす

子どもが
生まれた

2CASE

扶養に入っている子どもが、春から遠隔地へ通学のため
一人暮らしを始めました。どんな届出が必要ですか？

①被扶養者別居・取消（同居）届および確認通知書
②学生証または在学証明書の写し　が必要です。 

覚えておきたい
健保の手続き

※上記以外にも書類の提出をお願いする場合があります。
※これらの書類を紛失されますと、再交付に時間とお手間がかかりますので、大切に保管してください。

調査対象のご家族全員

対象者 書類名 発行元など

別居しているご家族
（単身赴任と学生以外）

年金受給者

不動産収入・自営業など
確定申告者

•所得証明書

•確定申告書（控）のコピー
•収支内訳書または損益計算書のコピー
•年金額改定通知書または
　年金振込通知書
•仕送りの証明書
　（振込み時の明細票または現金書留の控え）

毎月の仕送りの証明を保管しておいてください。手渡し
など、事実を確認できない場合は認められません。

日本年金機構
　年金額改定通知書は毎年６月に届きます。

お住まいの市区町村役場
　調書が届いてからお取り寄せください。

4CASE

当健保が負担した医療費があれば、返納してもらう
ことになります。また、国民健康保険に入る場合は、
加入日までさかのぼって保険料を徴収されます。

CASE3・4のような扶養から外す
手続きが遅れるとどうなるの？

現役社員の方は
必ず会社を通じて、
退職者の方は直接
当健保へ、届出を
提出してください。

住所が変わった

Q

A

Q

A※

1CASE

引っ越しして住所が変わりました。
どんな届出が必要ですか？

①健康保険被保険者住所変更届および確認通知書
　が必要です。 

▼「変更しないとどうなるの？」
　――ご家族の健康診断の案内等、郵便物が届かなくなります。

Q

A

3CASE

家族が就職し、就職先の健康保険に加入しました。
どんな届出が必要ですか？

▼「セキスイの保険証は使ってもいいの？」
　――新しい保険の資格取得日（加入日）以降セキスイの保険証は使わないでください。

①被扶養者届および被扶養者確認通知書  
②就職先の保険証の写し
③セキスイ健保の保険証　が必要です。 

Q

A
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　　　　　　等の
WEB申し込みができるようになりました！

●2017年度からの制度 ●2017年度   健診スケジュール

セキスイ健保組合のホームページから

健康保険

財政状況の推移

介護保険

　当健保では、2017年度より「主婦・退職者健康診断」の自己負担額を軽減、また、各種がん検査を自由に選べる
よう、制度の変更を行いました。各種がん等、疾病の早期発見のためにも、定期的に健康診断を受診してみてはい
かがでしょうか。

「現役社員の方向け」
「現役社員以外の方向け」
のいずれかをクリック！

「共通ID」と「パスワード」を
入力してログイン

※「共通ID」「パスワード」は 
家庭用常備薬等の斡旋の
ご案内に記載されています。

健康診断受診健康診断受診

2016年度 決算概要

●被保険者数・・・・・・・・・・・・・・・・・53,949人
●被扶養者数・・・・・・・・・・・・・・・・・59,827人
●被保険者平均年齢・・・・・・・・・・・・43.1歳
●保険料率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9.0％

7月13日に行われた第155回組合会にて、
2016年度決算が承認されました
　被保険者のみなさまと事業主より納めていただいた保険料の使い道をご報告いたします。

決算基礎数値

①収入・支出・収支 ②保険料収入

③保険給付費 ④高齢者医療への納付金・支援金

収入合計
321億円

支出合計
301億円

収支差
＋20億円

＋1.9億円

納付金の影響による支出減で黒字幅はやや回復 被保険者数の増加により、緩やかな増加傾向

16年は減少も、17年は総報酬割により大幅増14年以降は総額・１人当たりともに横ばい

保険給付費
152億円

保険料
309億円

納付金
123億円

保健事業費
19億円

調整保険料
収入 5億円

雑収入
5億円 事務所費

3億円

収入 保険料収入（億円） 被保険者1人当たり（千円）支出 収支 （億円）

保険給付費（億円） 後期支援金（億円）前期納付金他（億円） 被保険者1人当たり（千円）被保険者1人当たり（千円）

介護納付金
2015年
26.7億円

2016年
28.6億円

●自宅納品の場合のみの申し込みとなります。
●WEB限定商品もラインナップ！ぜひご活用ください。

収支差の20億円につきましては、今後財
政が厳しくなることが予想されるため、積
立金の積み増しに充当します。

セキスイ健康保険組合 検 索まずはHP
を検索！☞

主婦、家族および退職者
（特退・任継）のみなさまへ

スマホにも
対応しています♪

「施設健診」は2,000円、
「巡回健診」は1,000円から
受けられるようになりました！

トップページから
下記をクリックして
申し込みサイトに
ログイン！

❶
❷

❸

家庭用常備薬

のすすめのすすめ

次回斡旋は
2017年9月頃の予定

321301

17 14 8 20

305287
315301 316308

573

291

557

303

568

304 309 310310

570329 329

0

569

13 14 15 16 17予算

234230 228

256

239
271

280 286 287281

60 5762

60

120

66

63

62

125

67

129 123

6767

140

142 149 154 152 156156

収入

支出

準備金から繰入  1.2億円

介護納付金  28.6億円

介護保険収入  27.9億円

基本健診（一般健診A１）

選択受診可能ながん検診

•胃部がん
•腹部エコー
•乳がん(婦人科)
•子宮頸がん(婦人科)

健診項目
自己負担額

施設健診

2,000円

1,000円
1,000円
500円
500円

500円
500円
0円
0円

1,000円

巡回健診 施設健診 2018年1月31日

申込み期限 受診期限 健診機関

締切は会場ごと

2018年2月28日

2018年2月28日

約1,600機関

巡回健診 約570会場

13 14 15 16 17予算13 14 15 16 17予算

13 14 15 16 17予算

7373
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編集後記
　今号から始まった「ヘルスアップ教室訪問」では、今後も引き続き取材
を行っていく予定です。「自分の事業場でもヘルスアップ教室をやってみ
たい」という方は、ぜひ一度当健保までご連絡ください。

ご意見やご要望、ご感想はコチラまで
7healthylife@sekisui.com

しっかり食べて、夏バテを予防！
●料理制作／北嶋佳奈
　（管理栄養士・フードコーディネーター）

●撮影／福岡拓
●スタイリング／寺門久美子汁なしピリ辛そうめん

ささみ 
塩
こしょう
酒
乾燥わかめ
そうめん
　　穀物酢
　　コチュジャン
　　鶏がらスープの素
　　ごま油
キムチ
卵
青ねぎ

①ささみは筋に沿って縦に切り込みを
入れ、広げて筋をとり、塩・こしょうを
ふって耐熱皿にのせ、酒をふる。ふん
わりラップをしてレンジで3分加熱
し、そのまま冷ましたら手でほぐす。
②卵は茹でておく。
③乾燥わかめは水で戻す。そうめんを
茹で、冷水にとって水気をしっかり切
り、Ａと和える。
④そうめんを皿に盛り、ささみ、わかめ、
キムチ、半分に切ったゆで卵をのせ
て刻んだ青ねぎを散らす。

ささみは広げてな
らべると、熱の通り
方が均等になり、
無駄なく加熱でき
ます。

●カプサイシン
唐辛子に含まれ、食欲を      
増進させてくれます。

●アスパラギン酸
疲労回復効果が期待できるとされ、栄養ドリンク
にも多く含まれています。

●材料（2人分） ●作り方

1人分
529kcal
塩分2.6ｇ

3本
少々 
少々 
小さじ2
少々 
3束
大さじ3
小さじ2
小さじ1
小さじ1
50ｇ
1個
適量

満腹ヘルシー
COOKING!

Pick up! キムチ

！調理の　　コツ
ささみは広げて加熱A

食欲を増進し水分も摂れる、夏バテ予防にぴったりのメニューです。


