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日本年金機構からのお知らせ
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

平成２８年１０月から

（※平成２８年１０月以降に秋田支部にご提出いただいた場合は神奈川支部に転送されます。）

海外療養費とは

「海外療養費支給
申請書」および必
要な添付書類をご
用意ください。

神奈川支部から審
査の結果を皆様
（加入者ご本人様）
に通知します。

申請書および添付
書類を神奈川支部
にご提出ください。

神奈川支部で海外
療養費の審査を行
います。

　海外療養費は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関
で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。

　協会けんぽでは、海外療養費の審査効率化などを目的として、平成２８年１０月より、神奈川支部
で一括して審査および事務処理を行います。

平成２８年１０月から
海外療養費支給申請書のご提出先は
協会けんぽ神奈川支部になります

海外療養費支給申請書の送付先（協会けんぽ神奈川支部住所）

海外療養費の申請書が新しくなりました

検索協会けんぽ

海外療養費の申請書は、平成２８年７月より「療養費支給申請書（立替等）」から独立して新様式と
なりましたので、今後は「海外療養費支給申請書」をご使用ください。なお、この申請書は、協会け
んぽのホームページからダウンロードが可能です。

平成２８年１０月以降の海外療養費の事務処理イメージ

海外療養費について
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018-883-1800

海外療養費の給付の範囲

海外療養費の支給金額

018-883-1841

健康経営宣言事業所様をご紹介します健康経営®はＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。

　　海外療養費の支給対象は、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
★　美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合
　は、給付の対象になりません。
★　治療目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。日本で実施できない治療を行った場
　合でも、保険給付の対象になりません。
★　海外で治療費のお支払いをした翌日から２年を経過すると、時効により申請できなくなります
　ので、ご注意ください。

　日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額（実際に海外で支払った額
の方が低いときはその額）から、自己負担相当額（患者負担分）を差し引いた額を支給します。
　★日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額
　　よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。

◆外貨で支払われた治療費については、支給決定日の外国為替換算率（売レート）を用いて「円」に換算して支給金額を
　算出します。
◆海外療養費の審査は、被保険者や海外の医療機関等に診療内容等の照会をすることがありますので、時間がかかる場合
　があります。
◆海外療養費の支給は、海外への直接送金はできません。事業主または日本在住のご家族の方などに受け取りを委任して
　ください。（海外療養費支給申請書の受取代理の欄にご記入ください）

　７月末時点で１１社様が「健康経営宣言事業所」としてエントリーをされて、従業員の方の健康づくりに取り組
んでいただいています。協会けんぽ秋田支部は県内の事業所様の健康づくりのサポートをさせていただきます。

★詳細については協会けんぽ秋田支部のホームページをご覧ください。
協会けんぽ秋田支部では引き続き「健康経営宣言事業所」にエントリーしてくださる事業所様を募集してお
ります。ぜひ、下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。

所 在 地

鹿　角　市
横　手　市
仙　北　市
横　手　市
横　手　市
仙　北　市
大　館　市
秋　田　市
由利本荘市
大　館　市
大　仙　市

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

生活・受動・運動・メンタル
生活・受動
生活・受動・運動・メンタル
生活・受動・運動・メンタル
生活・受動・運動
生活・受動・運動・メンタル
生活・受動・運動・メンタル
生活・受動
生活・受動
生活
生活・運動・メンタル

株式会社浅利佐助商店
有限会社おがさわら
角館木材加工有限会社
農事組合法人山内漬本舗加工組合
ＪＵＫＩ電子工業株式会社
田鉄産業有限会社
東光コンピュータ・サービス株式会社
バス乗車券発売所
光タクシー株式会社
有限会社ビューティ・スポット　ゆう
株式会社レアル

健康経営宣言事業所名
（敬称略・５０音順）

健 康 保 険
委員の設置 主な健康プラン（※）
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秋田県社会保険協会からのお知らせ

　秋田県社会保険協会では、健康管理推進事業の一環として、
被保険者や被扶養者の方々の健康づくりをサポートするために、
お申し出のあった事業所等に保健師・運動指導士・栄養士を派
遣して１時間程度の健康管理講座(無料)を実施しています。
　平成２7年度に７３８名の方に受講していただき、６６１名の
方々からアンケートに答えていただきました。

[回答者の内訳]
性　別：男性５５％　女性４５％
年代別：２０代１３％・３０代１８％・４０代２０％・５０代２３％
　　　 ６０代１８％・７０代以上８％

●実施内容については、「ウオーキング」（徒歩通勤を含む）３１％、
「スポーツ」１７％、「食生活改善」２１％、「ストレッチ・ヨガ」
１８％、「禁煙・減塩」７％、「その他」（犬の散歩、自転車通勤、階
段登り降り等）が６％となっています。（図1）
●その、取り組み頻度としては「ほぼ毎日」４２％、「週2.3回程度」
２８％、「週1回程度」２０％、「月１回程度」２％、「不定期」８％と
なっています。
●健康づくりを行うきっかけは、「運動不足・体力づくりのため」
４２％、「肥満・ダイエットのため」２０％、「体調変化・病気予防のた
め」１５％、「健診結果から」１４％、「新聞・雑誌・テレビ番組から」
３％、「その他(ストレス解消、趣味等)」６％となっています。

●理由としては、「時間的余裕がない」が５２％と最も多く、日々時
間に追われる生活をしている事が伺えます。次に、「面倒だから」
３４％、「必要性を感じない」６％、「その他（長続きしない等）」
８％となっていますが、講座受講によって今後の健康づくりに取り
組むきっかけになったと答えた人が8４．６％となっており、この講
座がきっかけ作りには貢献しているようです。

●今後取り組みたい内容としては「運動の実践」４３％、「食生活の
改善」３６％、「ダイエット」１１％、「禁煙・減塩」８％、「その他」
２％となっています。（図2）

「ダイエット・運動」３７％、「食生活改善」３１％、「病気・検診結
果」２４％、「禁煙」７％、「その他（禁酒等）」１％となっています。
【分析結果】
　お申込みのあった事業所から話を伺うと、適度な運動・バランス
の良い食事等に興味はあっても長続きしない。時間に余裕が持てな
い。健康への不安はあるのになかなか取り組むきっかけがつかめな
いという方が多いようです。
　しかし、アンケート結果及び受講後の感想から、「健康に過ごせる
よう無理なくコツコツ改善していこう」「健康は自分自身へのプレゼ
ントとして実践していけば、穏やかに長く継続していけそう」と、更
に健康づくりに対する意識が前向きに変わったように思われます。
　今後も、是非多くの方々に当講座を受講していただき、健康づく
りのお手伝いが出来ればという思いを強くしたところです。
　また、こうしたアンケート結果や感想も参考にしながら、秋田県
社会保険協会では今後の健康管理事業の推進・内容の充実に努め
たいと考えています。

普段健康づくりを行っている 48.9％

興味のある講座は？

受講後の健康管理意識

51.1％
図１ 健康づくり実践者の内容 図２ 受講後の健康管理意識

　被保険者や被扶養者の方々の健康づくりをサポートするため、健
康づくりに関する講習会を実施しております。都合の良い日時に、
保健師等が職場又はご用意された会場へお伺いします。

無料

お問い合わせ・申し込みは／一般財団法人秋田県社会保険協会　　018-831-6205  FAX 018-832-3681

健康管理講座の募集

普段健康づくりを行っていない

平成27年度健康管理講座アンケート結果と分析

レクリエーションパークゴルフを開催
主催／社会保険協会本荘支部
共催／本荘地区社会保険委員会

　秋田県社会保険協会本荘支部では、本年度の健康づくり事業の一環として本荘地区
社会保険委員会との共催のもと、次のとおりレクリエーションパークゴルフ大会を開催します。
・社会保険協会本荘支部の会員事業所の皆様には、参加申込案内を同封しております。
・他支部の会員事業所からの参加も歓迎いたしますのでご連絡ください。

　　●日　　時 平成28年10月１日（土）受付開始12時30分
　　●会　　場 八塩いこいの森パークゴルフ場（由利本荘市東由利田代字深山地内）
　　●申込方法 同封の大会参加申込書により、平成28年９月21日（水）までにFAXまたは郵送で、
　 一般財団法人秋田県社会保険協会あてお申込み願います。

支部からの
お知らせ
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ジェネリック医薬品について

Ｑ 　テレビＣＭなどで「ジェネリック医薬品」という言
葉を耳にする機会が増えましたが、どのようなお薬で
しょうか？

　　　　

　１）効き目や安全性
　ジェネリック医薬品は、新薬と同一の有効成分を含
み、効き目や安全性が同等であると厚生労働省が承認
したお薬です。
　具体的には、新薬と同じように体内で有効成分が吸
収されるかを確認する試験などを実施していて、その
品質は新薬と同等であると厚生労働省から保証されて
います。
　また、医薬品メーカーによって、お薬の小型化・剤
形の変更・味の改良など、服用しやすい工夫がされて
います。

　２）価格
　新薬の開発には長い期間と多額の開発費用が必要で
す。一方、ジェネリック医薬品は新薬の特許期間が過
ぎた後に開発されるため、開発にかかる期間やコスト
を抑えることが可能です。そのため、価格は先発医薬
品より3割から5割程度安くなる場合もあります。

　３）ジェネリック医薬品に切り替えるには？
　医師・薬剤師にご相談ください。ただし、医師の判
断により切り替えができない場合や、薬局の在庫状況
で切り替えできない場合があります。また、すべての
新薬にジェネリック医薬品があるわけではないことも
あらかじめご了承ください。

Ａ

「
熊
出
没
注
意
」

　　　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、
　　新薬（先発医薬品）と同等の有効成分・効能
があると厚生労働省から認められている低価格な
お薬です。



▲

― 

職
場
内
で
回
覧
し
ま
し
ょ
う 

―

第166回　感染症にご注意を！ 
　毎日暑い日が続きます。暑さから食欲不振になり栄養のバランスを崩したり、エアコンの効いた部
屋でついつい夜更かしをして生活が不規則になったりと体調を崩しやすい時期でもあります。
　免疫力が低下しているこんな時期は感染症にかかりやすくなります。今回は感染症についてお伝え
します。

★ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（年金全般に関する相談）

年金についての相談やお問い合わせ先

平成28年９月 平成28年10月
日 月 火 水 木 金 土

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

一般財団法人秋田県社会保険協会

日 月 火 水 木 金 土

6

13

20

27

7

14

21

28

5

12

19

26

7

14

21

28

1

8

15

22

29

4

11

18

25

2

9

16

23

30

3

10

17

24

1

8

15

22

29

6

13

20

27

5

12

19

26

4

11

18

25

2

9

16

3

10

17

23
　30

24
　31

ウイルスや細菌、真菌、微生物などが皮
膚や粘膜などから体内に侵入して増殖し、
様々な症状を起こす病気。

手洗い
衛生管理（食材を念入りに洗う・十分に
　　　　　火を通すなど・・・）
体全体の免疫力を高める
予防接種を受ける
海外旅行での生ものや生水に注意

水いぼ
「伝染性軟属腫」といい、ほとんどは自然に治る。 一度かかると免疫ができるので発症するこ

とはない。肌を露出した人と接触しなけれ
ばうつらない。

流行性結膜炎 目やにが出て、結膜が充血する。乳児は発熱やリンパ腺の
腫れなど風邪のような症状になることがある。

プールなどで感染することが多い。

手足口病
手足の水泡と口内炎ができる。少々の下痢症状をともなう
夏風邪の一種。初日から2日目に発熱。その後はない。5日
くらいで改善。

髄膜炎になることがあり注意が必要。

ヘルパンギーナ のどの奥に口内炎ができ、高熱が長く続く。 毎年発症する子供もいる。

風疹 発疹、リンパ腺の腫れがある。多少熱はともなうが、4日か
ら5日で症状は治まり、約2週間で感染期間は終わる。

妊娠中に罹患すると障がいを持った子供が
生まれる確率が高いので十分な注意が必要。

リンゴ病 咳、鼻汁、微熱など軽い風邪症状が出る。その後、赤い発疹
がほおから手足に広がる。

プール熱
「咽頭結膜炎」といい、7月から9月に流行る。
高熱をともない、のどと目に炎症を起こす。

重症化するケースもあり、死亡例も報告さ
れている。

◆食事の前、トイレの後、帰宅後、手を洗うよう習慣づける。
◆洗うときは石鹸を使って手首や指先、爪の間までしっかりと。
◆洗った後は使い捨てのキッチンペーパーや清潔な布でふくこと。


