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●第22期 組合会議員改選
●平成25年度 決算・事業報告
●健保組合事務組織の抜本的な改革、承認される
●高齢者医療制度納付金・支援金とは？
●診療報酬
（医療費）
が改定されました
●寝苦しい夜 大切にしたい眠りの時間
●手軽にできる
「肩こり解消体操」

（ご家庭にお持ち帰りください）
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新理事長に青木宏至氏
₂₁

₂₃

₃₀

理事長

この度、６月 日に開催されました第２４

青木 宏至

就任のご挨拶

₂₀

₂₃

２回理事会におきまして、第 期の理事長に
就任いたしました。
私はこれまで、第二次特別委員会の委員長

の選択となりました来年３月の支部事業所の

おります。皆様に対しましては、すでにさま

第 期
組合会議員名簿

任期

平成 年６月 日〜
平成 年６月 日

（敬称略）

山口証券印刷株式会社

選 定
※ 山口 明義

新村印刷株式会社

○ 新村 明義

株式会社千修

下谷 友康

株式会社寿山堂印刷所

△ 椎橋 靖夫

光村印刷株式会社

○ 吉原民恵子

者、ご家族の皆様の健康づくりに資するよう、

いかなければならないというその重責を考え

からの健保組合の舵取りをしっかりと行って

印刷業界への恩返しの意味も含めまして、微

長をお引き受けし、長年お世話になりました

私はこれらのことを念頭におきまして理事

そのためには、納付金・支援金と並んで当

て、就任のご挨拶とさせていただきます。

高配をいただきますようお願い申し上げまし

充

靖

株式会社さんこうどう

○ 川上 彰久

株式会社太陽堂印刷所

日暮 秀一

朝日印刷工業株式会社

石川

株式会社櫻井印刷所

櫻井 豊喜

冨士オフセット印刷株式会社

松本 隆史

小林印刷株式会社

○ 小林 敏男
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◎ 鈴木

株式会社精興社

★ 青木 宏至

三美印刷株式会社

笠井前理事長の進めたさまざまな改革を前

よりいっそうの医療費低減に効率的な事業展

○ 山岡 景仁

に、後任として皆様にご推挙いただいたこと

ますと、身の引き締まる思いがいたします。

力ではございますが、専心努力してまいりた

かじ

株式会社双文社印刷

ざまな方法で広報しておりますジェネリック

1₉ 2₀

倉澤みどり

協会けんぽへの移管といった大改革に、敢然

2₉ 26

開をしていきたいと考えております。

医薬品の使用促進をはじめ、今後も、被保険

22

につきましては、身に余る光栄ですが、これ

同時に、浅学菲才の私に笠井前理事長の後任

いと存じております。

体制を再編し、役職員も半減しますが、より

ひ さい

が務まるのか、大変不安な思いで一杯であり
しかしながら、諸先輩が築き上げてこられ

いっそう効率的な事業展開を行っていく所存

最後になりますが、平成 年３月に向けて

会長として、聡明で強い統率力を兼ね備えた

た当健保組合を再建し、それを成し遂げた暁

でございますので、事業主そして被保険者な

ます。

笠井前理事長の下、さまざまな場面でご指導

には、支部事業所の皆様に戻って来ていただ

をいただきました。

べんたつ

らびにご家族の皆様方におかれましては、こ

付金・支援金の過酷な負担により、非常に厳

健保組合の支出のなかで大きな割合を占める

れまでと変わらぬご支援、ご鞭撻ならびにご

しい財政状況のなかで健保組合運営を強いら

医療費の削減が最重要課題であると認識して

度に創設された「高齢者医療制度」による納

笠井前理事長におかれましては、平成 年

20

れ、３年連続の保険料率の引き上げや、苦渋

いります。

けるよう、全力で財政健全化に取り組んでま

を仰せつかり、また、本部地区の地区協議会

27

22

と取り組んでこられました。

去る６月 日、第 期組合会議員の任期満了に伴い組合会議員の改選が行われ、新たに選定・互選合わせて 名の
第 期組合会議員が選出されました。改選結果に基づき、
６月 日に第１５６回組合会、第２４２回理事会が開催され、
理事ならびに理事長の選出が行われました。
理事長には、青木宏至氏（㈱精興社・東京都）が選出され、前理事長の笠井康弘氏（㈱国際文献社・東京都）は最高
顧問に就任されました。また、監事２名および検査委員２名の選出も行われ、監事に椎橋靖夫氏（㈱寿山堂印刷所・東
京都）
・生井義三氏（全日本印刷工業組合連合会・東京都）が選出されました。

第 期
組合会議員改選
22

₂₂
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退任のご挨拶
前理事長

笠井 康弘

事長はこうしたなかで「聖域なき改革」を断

した偪迫した状態でありましたが、倉澤元理

会の会長として、また、第二次特別委員会の

は、当健保組合の理事として、本部地区協議

ころではございますが、後任の青木新理事長

ひっぱく

行し、５年連続の黒字決算で 億円もの別途

互

選

委員長として、私と苦労をともにされた方で

全国印刷出版産業労働組合
総連合会

清水たきみ

瀬味証券印刷株式会社

○ 横山 健司

す。また、健保組合の事業運営にも精通され

積立金を積み上げられました。
しかしながら、私が皆様方から付託を受け

ございました。この高齢者医療制度への納付

まさに健保組合にとって転換期となった年で

「高齢者医療制度」が創設された年であり、

信しております。皆様には私に寄せていただ

を前にして、必ずや力を発揮されるものと確

に優れた方です。これからの健保組合の難局

にも豊富な経験をおもちの、人格・見識とも

川越印刷株式会社

小林 桂三

昇

俊郎

滋

議員 選定 名／互選 名／合計 名
理事 選定７名／互選７名／合計 名
監事 選定１名／互選１名／合計２名
検査委員 選定１名／互選１名／
合計２名

株式会社東京印書館

牧野 昌幸

全日本印刷工業組合連合会

△ 生井 義三

株式会社久栄社

佐藤 正浩

株式会社精興社

竹内 健二

株式会社光陽メディア

○ 大原つくる

宝印刷株式会社

○ 篠原 正雄

株式会社きかんし

○ 白原

あかつき印刷株式会社

※ 谷村 年由

株式会社新藤コーポレーション

中村 信幸

三浦印刷株式会社

○東

壮光舎印刷株式会社

石川 満隆

光村印刷株式会社

○ 宍戸

株式会社金羊社

誠

ていらっしゃるうえに、印刷業界の組織運営

を退任いたしました。在任２期６年は過ぎて

金・支援金の過酷な負担により、誠に断腸の

きましたと同様に格別のお力添えを賜ります

株式会社千修

下谷 隆之

前・中部印刷株式会社

山下 賢治

○ 山崎

て理事長に就任しました平成 年は、４月に

しまうと早いものですが、おかげ様で皆様の

思いではございましたが保険料率を３年間で

私事、この度６月 日をもちまして理事長

力強いご支援をいただきまして務めさせてい

よう、お願い申し上げる次第でございます。

２期６年にわたり皆様方からのご支援、ご

１０００分の 引き上げざるを得ませんでし
た。

ただくことができましたことを、誠にありが
たく厚く御礼を申し上げます。

上げますとともに、当健保組合の発展と皆様

厚情をいただきましたことを重ねて御礼申し

皆様にはいったん協会けんぽへ移管していた

のご健勝をお祈り申し上げまして、退任のご

さらに、平成 年３月には、支部事業所の

期９年にわたり理事長を務められ、その３期

だき、本部中心の運営をしていくという苦渋

顧みますと、私の前任の倉澤元理事長は３
目には私も当健保組合の副理事長をさせてい

共立印刷株式会社

不二印刷株式会社

井戸 幹雄

大同印刷株式会社

岩田 克彦

交友印刷株式会社

飛田二三哉

永和印刷株式会社
株式会社セイブンドー

矢川 邦夫

水落

充

中西 弘也

久永 保昌

水上印刷株式会社

水上 光啓

佐藤 忠重

相 談 役

うございました。

挨拶とさせていただきます。長い間ありがと

株式会社国際文献社

笠井 康弘

相 談 役

このようななかでの退任で誠に心苦しいと

の決断をしたところでございます。

最高顧問
新村 重晴
新村印刷株式会社

庄吉

倉澤 直則
問 株式会社双文社印刷
盛

慶昌堂印刷株式会社
（印刷厚生年金基金連絡協議会会長）

一彌
健

株式会社久栄社

田畠
浅野

株式会社甲南堂印刷

₁₅

15

27

ただき、さまざまなご指導をいただきました。

（敬称略）

※＝検査委員

△＝監事

○＝理事

◎＝専務理事

★＝理事長

₁₄ ₃₀

63

20

前・中西印刷株式会社

₁₅

顧

相 談 役

株式会社金羊社

3

数

定
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当時の健保組合の財政は法定準備金も払底

第22期
最高顧問・顧問・相談役名簿

平成 年度
決算報告

３年連続
保険料率引き上げも、
厳しさ続く組合財政
前年度から２億９、
３１２万７千円の

有の経済危機に直面し、厳しい経営環

ンショックや東日本大震災による未曽

１万５千円増となりましたが、増大す

保険料収入は前年度対比３億９、０３

とさせていただきました。これにより、

全国平均と同様の１０００分の１００

い状態が続いています。

ス等健保組合事業の運営が賄いきれな

当健保組合の年間平均被保険者数は
９万８、
４９１名で、前年度より１、
６

保険料

は１９３億３、７３０万８千円となり、

因をはらみ、さらに保険料収入のおよ

増額となりました。被保険者１人当た

境を強いられてきましたが、現在はそ

る納付金などの支出を賄うに至らず、

４７名の減少となりました。前年度の

前期高齢者納付金

業界の現状はなお楽観視できない要
そ半分を拠出する高齢者医療制度の納

りでは 万６、３３６円で３・ ％増

ひっぱく

付金負担と毎年伸び続ける医療費によ

れらのダメージからも回復し、業績の

収支差引は、 億２、５４９万７千円

法定給付費

決算概要
平成 年度の経済情勢は、安倍内閣
の経済政策への期待や大胆な金融緩和

・ ％にまで達しています。これら

となります。この額は保険料収入の
納付金と保険給付費を合わせると保険

り、当健保組合の財政は極めて偪迫し
第二次特別委員会の苦渋の答申に基

料収入の ・ ％を占め、保険料収入

ています。
づき、３年連続の保険料率引き上げで、

だけでは、依然として保健事業サービ

政策によって、企業業績・個人消費と

平成 年度は保険料率を協会けんぽの

もに回復し、円安と株高が進展するな
ど、景気は徐々にではありますが上向
くこととなりました。
一方、中小印刷業界は近年、リーマ

改善が見られる資料も公表されていま

の実質赤字となっています。この収支

み ぞ

す。しかしながら、この景気の回復は

減少数３、３８５名に比べ減少のペー

う

インキ・紙等、資材の値上げを招き、

不均衡に対応するため、法定準備金か

スは落ち着いていますが、厳しい中小

入

価格競争の激化から受注単価が抑えら

ら 億２、６２８万２千円を繰入金と

収

れるなど、業界の現状は依然として厳

印刷業界の雇用環境を反映した結果と
なっています。一方、年間平均標準報

して充てることとしました。
一方、支出面では保険給付費は、総

しい状態が続き、併せてデジタル化の
進展に伴うペーパーレス化、内製化や

酬月額は 万４７１円で、前年度と比

健康保険収入

446億8,396万1千円

収入合計

365,920千円

4

446億8,317万6千円

支出合計

404,492千円

額２２４億４３８万２千円で保険料収

料も０・０４１カ月増の１・４７３カ月
これにより保険料収入は、基礎数値

となりました。

1,099,282千円

国庫補助金収入

繰入金

財政調整事業拠出金

474,769千円

500,487千円

その他の支出

1,867,803千円

502,243千円

財政調整事業交付金

758,746千円

２4

調整保険料収入

その他の収入

保健事業費

8,434千円

収入

退職者給付拠出金

支出

₃７

電子書籍の台頭などに脅かされている

となり、７年連続しての上昇となりま
した。高齢者医療制度への各種納付金

老人保健拠出金

337千円

組合会費

国庫負担金収入

70,347千円

8,906,324千円

123,398千円

165,009千円

1,269,327千円

事務所費

32

後期高齢者支援金

₉₉

較して６３５円増額となり、賞与保険
２２

8,562,844千円

付加給付費

10

入の ・ ％を占めています。被保険
₃4

者１人当たり額では 万７、４７６円

5₃

42,006,391千円

納付金

22,280,984千円

25

10

ところです。さらに平成 年 月 日

今後の景気動向が注視されます。

れ、増税の影響がどのように現れるか、

より 年ぶりに消費税率が引き上げら

4

19,337,308千円

１₉

₀₃

₂₅

1

26

42,076,738千円

保険給付費

22,404,382千円

4６

25
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平成25年度決算

健保組合が推進する事業等をご理解い

３年の間に１万円以上も増加していま

人当たりの介護納付金負担額は、過去

た真摯な議論が続けられました。

組合財政健全化に向けて将来を見据え

に設置された第二次特別委員会では、

ただくための組合報、諸会議の開催、

当健保組合の ～ 歳の被保険者１

びにご加入者の皆様のご理解の下、料

す。人口の高齢化の加速に伴う介護給

神奈川・兵庫支部の再編に続き、支部

対策を幅広く展開しました。また、当

率を１０００分の２引き上げさせてい
あるいはホームページ等により制度の

付費の膨張に対し、
「医療・介護総合

事務所廃止と支部事業所の協会けんぽ

の改善と前年度に引き続き事業主なら

た だ い た こ と に よ り、 予 算 対 比 で
仕組みや財政の現状の周知に努めまし

推進法」が成立（平成 年６月）する

診・保健指導実施に伴う補助金、災害

齢者医療支援金等負担助成金や特定健

への重い負担に対して国が交付する高

その他の収入では、高齢者医療制度

事業には重点的に取り組みました。

者の皆様へのサービスに直結する保健

くされる状況ではありますが、ご加入

ここ数年、厳しい予算編成を余儀な

とするため見直しが図られています。

など、介護保険制度を持続可能なもの

平成 年３月からは
本部中心の運営へ

への移管（平成 年３月より）という

苦渋の決断を下し、財政健全化へ大改

革を行うこととなりました。

これまで印刷健保は、設立以来半世

紀以上にわたって被保険者とご家族の

安心と健康づくりに取り組んでまいり

ました。この度、当健保組合設立の原

平成 年度からの新高齢者医療制度
は、健保組合に過重な納付金負担を課

点に立ち返って本部中心の組織運営と

今後も、被保険者・被扶養者の皆様
という健保組合の使命を果たすため、

し、保険給付費の増加に伴い多くの保

なりますが、引き続き印刷産業に携わ

臨時特例補助金、さらには当健保組合
からの補助金など合わせて４億１、３

全力を尽くしてサービス向上に邁進い

険料収入が費やされてまいりました。

る方への医療のセーフティネットとい

の福祉向上、健康・体力づくりの支援

３６万３千円の交付がありました。
たします。

保険料率の大幅引き上げや、付加給付

う役割を果たすとともに、支部事業所

前年度に引き続き経費の圧縮に努め

出

や保健事業などご加入者サービスの縮

の皆様に戻っていただけるよう財政健

支

小、別途積立金、さらには法定準備金

たほか、
「印刷健保 世紀ヘルスプラ

介護保険
介護保険料率を前年度と同じ１００

全化を図ってまいりますので、なにと
このような状況下にあって、理事会

す。

ぞ、ご理解、ご協力をお願いいたしま

をも投入して組合財政を維持してきま

収入は対前年度６、００６万９千円増

ン・健康宣言」を中心とした支援事業
や健診後のフォローなど、きめ細やか

の 億６、２５９万２千円となりまし
一方、支出の大部分を占める介護納

年間平均標準報酬月額

た。

り入れ、また前年度より便潜血検査に

付金は 億４、９０５万円となり、前

支出

な保健事業を強力に行いました。

二日法を導入して充実した内容とし、

年度より５・ %増の高い伸びを示し

収入

健診事業は、全年齢に血液検査を取

ご加入者の健康度向上に力点を置き実

ました。

350,529円
234,932円
320,471円
3,030社
32人
83,874人
0.85

男
女
平均
事業所数
（3月末）
１事業所当たり被保険者数
年間平均被扶養者数
扶養率

72,881人
25,610人
98,491人

男
女
計

施しました。併せて、当健保組合主催

５２１万３千円の赤字決算となり、収

収入・支出総額の収支差引は実質８、

グ大会等の健康・体力づくり諸事業、

入不足を介護法定準備金からの繰り入

や関係団体との共催によるウォーキン
メンタルヘルス対策事業、インフルエ

その結果、法定準備金の保有額は６

れによって補うこととなりました。
億１、
７４２万４千円となっています。

ンザ予防接種補助事業、前期高齢者を
中心とするジェネリック医薬品使用促

年間平均被保険者数

（平成25年度）

適用の状況

81
0
0
81
4,249,050
209
0
4,249,259
98,375
介護納付金
介護保険料還付金
雑支出
支出合計
収支差引

２７

42

した。

０分の ・５に据え置き、介護保険料

が取り組んだ保険給付適正化事業へ国

27

26

保険料率改定や滞納保険料徴収対策、

３億９、５７４万１千円の増収となり
た。

74

ました。

40

79
4
0
83
4,162,592
183,588
1,454
4,347,634
介護保険収入
繰入金
雑収入
収入合計

1人当たり額

決算額

41

進通知事業を推し進め、医療費適正化

5

27

20

（単位千円） （単位千円）

目
科

平均被保険者数 52,
400人

介護勘定

１６

21

平成 年度
事業報告

厳しい財政状況にあっても、ご加入者の皆様のセーフティネットとしての役割を
果たすべく事業を厳選して実施いたしました。
保険給付ならびに「病人のいない事業所づくり」を目指して、「印刷健保 世
紀ヘルスプラン・ 健康宣言」支援事業をはじめとして、健康・体力づくりの支援と
情報提供、各種健康診査と健診後のフォローを展開しました。また、ジェネリック
医薬品利用促進などの医療費適正化対策も重視した施策を行いました。

●ｗｅｂ・電話健康相談

●諸会議の開催

●広報誌の発行

メンタル電話相談「こころの相談ネットワーク 」
、
「印刷けんぽホームページ 」内 に
web 相談「こころのオンライン」を引き続き開設しました。

地区協議会、健保推進委員会、ヘルスプラン研修会等を開催しました。

機関誌﹃印刷けんぽ﹄全国版およびミニコミ紙を発行しました。

●インフルエンザ予防接種補助

●健診後のフォロー

●人間ドック

●特定健康診査

●生活習慣病予防健康診査

高額な薬剤を処方されている方を対象に、変更可能なジェネリック医薬品名や変更した場
合の差額などをご案内する通知書をお送りしました。

被保険者ならびに中学生以下の被扶養者を対象に、年度内１回、一人１、
０００円の補助
を行いました。

健診結果を活用し、保健師・管理栄養士等の専門スタッフによる健康相談や生活習慣改善
指導などを実施しました。

歳から５歳刻みの節目、および 歳以上の被保険者・被扶養者（配偶者）に、費用の一
部を補助しました。

歳以上の被扶養者（妻を除く）を対象に実施し、メタボリックシンドローム予備群の発
見と予防に努めました。

年齢を問わず血液検査を含む充実した内容で実施し、また、被扶養者（妻）には婦人科検
査を含む婦人生活習慣病予防健診を実施しました。

健康・体力づくり

●ジェネリック医薬品利用促進事業

疾病予防事業

受診記録を取りまとめた「医療費のお知らせ」を年２回お送りしました。

21

●医療費通知

保健指導 宣 伝

被保険者・被扶養者の方が病気、けが、出産、死亡等
のとき、医療費の一部負担や給付金の支給を行いまし
た。健康保険法上の「法定給付」に加え、当健保組合
独自の「付加給付」を支給しました。

₂₅

●ウォーキング大会の開催

₄₀

₅₀

「ウォーキング大会」を開催したほか、関連団体の健康・体力づくりイベントを協賛・共催
しました。

₃₀

保険給付
事業
業
事
健
保

支部常務理事
異動のお知らせ

組合会議員の改選に伴い、下記の

とおり、支部の常務理事に異動があ

りましたのでお知らせします。

理事を兼務

鈴木
充
専務理事 静岡・東海支部担当常務

北海道・東北支部担当

柴田 紀男

近畿支部担当

大槻 昌人

事務局長

田中 秀明

九州支部担当
（本部監査室長を兼務）

山崎 嘉廣

中国・四国支部担当

支部常務
久保 昌義
理事

任

康彦

静岡・東海支部常務理事

巽

業務局長

小川

事務局・ （甲信越・北陸支部担当
常務理事を兼務）
業務局
智

退

6

月〜 月

今後のスケジュール

平成 年

平成 年 １月

行政へ
協会けんぽ移管に
かかる認可申請

ら６月にかけて各地区において事業主

努めてきた、歴史ある全国印刷工業健

にわたり中小印刷業界の福祉の向上に

各事業所よりご提出いた
だいた書 類を取りまとめ
のうえ、行政へ申請いたし
ます。

懇談会を開催し、本改革の趣旨ならび

康保険組合の灯を消すことだけは何と

平成 年 ３月１日
に今後のスケジュールについてご説明

しても避けなければならないとして、

してまいりました。

で、協会けんぽに移管された支部事業

所の皆様に戻ってきていただくために、

あらゆる事業を見直し経費の圧縮に努

め、早期に財政健全化を図っていく所

存でございます。なにとぞご理解を賜
りますようお願い申し上げます。

11

担当者説明会後より、協
会けんぽ移管手続き書類
の提 出をお願いすること
となります。

事務担当者説明会

9

健保組合事務組織の抜本的な改革が
組合会で承認されました

（平成 年３月１日付）

これにより
支部事業所の皆様には
協会けんぽへ移管して
いただくこととなりました
特別委員会の
苦渋の決断
ご加入者の皆様もご承知のとおり、

26

協会けんぽへの
移管日
の事務担当者の方を対象とした説明会

結果として、本部のみを残して財政

健保組合改革の検討が重ねられてきま

回理事会および第１５４回組合会で、

を開催させていただき、協会けんぽへ

の健全化を図っていくこととなりまし

今後は各地区において、支部事業所

健保組合事務組織の抜本的な見直しを

の移管に向けた事務手続きについてご

たが、今後は、財政を立て直したうえ

本年の１月 日に開催された第２３９

柱とする第二次特別委員会の答申につ

説明をさせていただく予定にしており

60

した。

いての検討がなされ、苦渋の決断とし

ます。

定されました。

これまで第二次特別委員会では、

今後の
事業運営にあたって

移管していただくこととなりました。

13
回にわたる会議のなかで、 年の長き

は平成 年３月１日より協会けんぽに

これにより、支部の事業所の皆様に

10

27

27

27

て、本部を除く全国 支部の廃止が決

21

そのため、移管に向けて、本年３月か

7

27

用者保 険（健保組合など）と国保

前期高齢者の割合（加入率）は、被

ますます重くなる懸念があります。

り増加するため、現役世代の負担が

塊の世代」がすべて前期高齢者とな

調整額※

高齢者医療制度納付金・支援金とは？

なぜ保険料収入の半分を
持ち出すことに
なってしまうのか︙

担の不均衡を財政調整する」という
考え方が、前期高齢者医療制度の根
本にあります。
当健保組合の場合、加入者である
前期高齢者にかかった医療費の実に

健保組合に加入する現役世代はこ
のように前期高齢者医療費の数倍の

を比べると国保が高く、現役世代が

健保連は、前期高齢者医療制度を

※平成22年度から保険者の財政能力に応じた
「総報酬割」
が一部に取り入れられました。

少子高齢化が急速に進む日本において、
高齢者の方の医療を社会的に幅広く支えるための制度として、
それまでの「老人保健制度」に代わり、
平成 年４月に「高齢者医療制度」が発足しました。
「 〜 歳」の前期高齢者と
「 歳以上」の後期高齢者に分けた医療制度です。

前期高齢者
納付金とは？
前期高齢者（ ～ 歳の方）の人
口は約１、
６００万人で、その８割が

３・５倍近くを納付金として負担し
ています。前期高齢者医療費 前
+
期高齢者納付金の合計額が保険料収

国民健康保険（国保）に加入してい
多く加入する国保は、前期高齢者の

入に占める割合は ％に及びます。

ます。 会社を退職された方などが
増加に伴って医療費も増加し、自治
体などの国保財政を圧迫する要因と
なっています。

多い被用者保険が低くなっています。

将来にわたり安定的に維持するた

納付金を負担しています。
今年は
「団

前期高齢者の加入率が低い被用者保

め、国に対してこの制度への公費投

加入者（０～ 歳）全体に占める

険と、加入率の高い国保との間の「負

●印刷健保の平成25年度決算に当てはめると……

89億円

事務費

189,347人

52,514円

1億1,000万人

計

事務費

事務費
その保険者の前期高齢者加入率

後期高齢者
支援金

（平成25年度）

85億円
3.5%

（精算）

被用者保険 7,200万人

約40%

15兆円（1,500万人）

75歳以上後期高齢者の医療費

74 20

6.6兆円

約10%

当健保組合0〜74歳以下
加入者見込

1人当たり負担見込額

国保加入者 3,800万人

約50%

5.8兆円

公費

1.0兆円

1.2兆円

74

前期高齢者
納付金

（精算）

調整額

25億円

現役並み高齢者分公費なし

支援金

保険料

患者負担

20

13.6%
前期高齢者医療費

65

74

調整額
（精算）

前期高齢者加入率の全国平均

その保険者の
前期高齢者にかかる
医療給付費

75 65

前期高齢者納付金の基本的な算定式（国が示した非常に複雑な計算式を大幅に単純化しています）

後期高齢者支援金の基本的な算定式（国が示した非常に複雑な計算式を大幅に単純化しています）

加入者割部分

8

期高齢者医療制度」に加入していま

す。

25

入を強く要求しています。

ご加入者の皆様には、納付金算出

平成 年度は、
後期高齢者（１、
５

想されます。

印刷健保の後期高齢者支援金負担

者の資格確認を適正に行い、被扶養

就職などで被扶養者の資格を失っ

を軽減するには、被保険者・被扶養

００万人）の医療費は 兆円が見込

者に該当しなくなった方を速やかに

15

の基となる医療費を削減するために

次のようなご協力をお願いいたしま

まれ、これを患者の一部負担・後期

の保険者（健保組合など）からの後

納付金負担も深刻です。

74

ても削除しないままでいると、支援

あります。特に、現役世代は高齢者医療制度への

0

期高齢者支援金で賄います。

すが、高齢者も現役世代も、負担能力には限度が

金の算定式の加入者入数の対象に含

人口の高齢化とともに医療費が増大していきま

８ページの算定式のように加入者

ジェネリック医薬品使用を促進するため、
ジェネリック調剤率の高い薬局を重点的
評価。

なります。

医療機関の機能分化を推進し、入院から
在宅療養への移行を支援。

まれるため、余分に支出することに

「地域包括診療料」
を新設し、
「かかりつ
け医
（主治医）
」機能を推進。

割では、 ～ 歳までの赤ちゃんか

て、次のような見直しも行われました。

ら大人までが一律に負担することと

また、高齢化がいっそう進む今後への対応とし

このようなむだな支出を避け、皆

450円

されています。高齢者人口の増加に

420円

様からお預かりした貴重な保険料を

●再診料（歯科）

伴い、後期高齢者にかかる医療費が

2,340円

大切に使うためにも、ご協力をよろ

●初診料（歯科） 2,180円

増加する一方、若年者人口が減少す

720円

しくお願いいたします。

690円

ると、加入者割部分での１人当たり

●再診料（医科）

2,820円

負担額がますます重くなることが予

●初診料（医科） 2,700円

す。

【改定された主な医療費】

削除することが必要となります。

た。

高齢者が負担する保険料・公費・他

療報酬全体でみると 0.1% の引き上げとなりまし

休日・時間外加算の料金のかか
らない平日の時間帯での受診を

消費税率が上がったことに対応するためで、診

日頃からかかりつけ医に
相談し、日常の健康維持を

一度、見直しが行われます。今回の改定は、主に

ジェネリック医薬品の
積極的な利用を

る公定価格のことです。国が金額を定め、２年に

後期高齢者
支援金とは？

医療サービスを受けた際に医療機関に支払われ

75

歳以上の人はすべて、各都道府

診療報酬とは？

県の「広域連合」を保険者とする「後

平成26年4月
「診療報酬（医療費）の改定」が
行われました

限られた財源を有効に使うためにも、医療費を
節約することを心がけてください。

納付金・支援金等の年度別推移
₂₅₀
︵億円︶
₂₀₀
₁₅₀

老人保健拠出金
退職者給付拠出金
前期高齢者納付金
後期高齢者支援金
保険料収入に占める割合

₄₅.₃₀％
₃₉.₇₉％ ₃₉.₃₀％

₁₀₀

₄₂.₁₆％

₄₇.₅₀％

₄₄.₇₉％ ₄₄.₀₇％

₄₇.₃₆％
₄₅.₇₆％ ₄₆.₀₃％

₃₇.₀₃％

₅₀
₀
平成₁₆年 ₁₇年

9

₁₈年 ₁₉年 ₂₀年 ₂₁年 ₂₂年 ₂₃年 ₂₄年 ₂₅年 ₂₆年予算
︵年度︶
※老人保健拠出金は20年度より納付金に変更。
※26年度の「保険料収入に対する割合」
は、予算の保険料収入額を用いて算出。
※日雇拠出金および病床転換支援金を含みます。

寝苦しい夜だからこそ

大切にしたい眠りの時間
今年３月︑厚生労働省から︑
﹁健康づくりのための睡眠指針２０１４﹂
が示されました︒
睡眠に関する指針の改定は 年ぶり︒この間に睡眠に関する研究は進みました︒
〝自然に寝ついて気持ちよく目覚めたい〟︱︱これは誰しもが思うこと︒
新指針から快眠を得るヒントを探ってみました︒

した不注意などのヒューマンエラー

力や作業能率を低下させ、ちょっと

が６割で、だいたいこのくらいの時

眠時間は６時間以上８時間未満の人

睡眠時間が不足したり、その質が

があります。

の疲労を回復するという大切な役割

すっきりするように、睡眠には心身

しっかり眠ると翌日は心も体も

す。日本の研究でも、夜間の睡眠時

度が高くなるという結果が出ていま

比べると、明らかに居眠り運転の頻

間が６時間未満の人は７時間の人と

ると、アメリカの研究では、睡眠時

ともあります。自動車事故を例にす

ります。夜、実際眠ることができる

また、年齢によっても変化が起こ

ます。

というように季節によっても変動し

が短くなってくると逆に、長くなる

例えば日が長くなると短くなり、日

間が一般的であると考えられます。

よくなければ疲れがとれないばかり

間が６時間未満のときに、追突事故

時間は、 歳代前半までは８時間以

を起こし、それが事故につながるこ

か、血圧が上がったり、血糖値のコ

や自損事故の頻度が高いことが示さ

必要な睡眠時間については、８時
間というイメージをもつ人が多いの
ではないでしょうか。
ある調査では、わが国の成人の睡

25

45

合わせて考えていく必要があります。

るときには、このライフステージに

適切な睡眠時間や睡眠の質を考え

とがわかってきました。

進むと一晩の睡眠量は減っていくこ

歳以上になると約６時間と年齢が
65

時間、 歳では６・５時間、さらに

上ですが、それが 歳になると約７

10

しかし、睡眠時間は一定ではなく、

ントロールがうまくいかなくなるな

れています。

ことが示されています。
また、よい睡眠は心の健康にとっ
ても欠かせません。不眠がうつ病や
不安障害の危険因子になっているこ
とがわかっています。
そのほか、寝不足や睡眠障害など
によって起こる日中の眠気は、集中

ライフステージに
合わせた睡眠を

ど、生活習慣病になる危険性が高い

私たちの心身の健康に
深くかかわる睡眠

11

c

alth Topi
He

七

六

五

四

三

二

一

若年世代は夜更かしを避けて、
体内時計のリズムを保つ。

良い睡眠のためには、
環境づくりも重要です。

年齢や季節に応じて、ひるまの
眠気で困らない程度の睡眠を。

睡眠による休養感は、
こころの健康に重要です。

良い睡眠は、生活習慣病予防に
つながります。

適度な運動、しっかり朝食、
ねむりとめざめのメリハリを。

良い睡眠で、
からだもこころも健康に。

【２０１４　厚生労働省健康局】

勤労世代の疲労回復・能率アップに
毎日十分な睡眠を。

睡眠12カ条

八

「健康づくりのための睡眠指針2014」

10

若年世代で問題になるのは、夜更

若年世代に多い
夜更かし
ことができなくなってしまうのです。

長期休暇後の朝、すっきり目覚める

まいがちです。そのため、月曜日や

短くなっていきます。 歳代と 歳

加齢とともに、必要な睡眠時間が

熟年世代は
メリハリをつけた毎日を

ことができます。

かしによる体内時計のズレです。も
若年世代は、できるかぎり規則正し

らに夜に寝つく時間が遅くなってし

ともと若年世代は夜更かしをしがち

に布団の中で過ごす時間は ～ 歳

の人を比べると、 歳の人のほうが

働き盛りの世代は
しっかり睡眠を

代では７時間程度、 歳で７・５時

九

熟年世代は朝晩メリハリ、
ひるまに適度な運動で良い睡眠。

けやすいのも確かです。うまく眠れ

眠くなってから寝床に入り、
起きる時刻は遅らせない。

間を超えるという報告があります。

ないときには、無理に布団に入らず

十

くてもなかなか睡眠時間を確保しに

「しっかり眠らなければ」と思う

に自分なりにリラックスできる方法

いつもと違う睡眠には、
要注意。

人間は、朝起きたとき太陽の光を
くいという問題があります。しかし、

あまり、布団の中で過ごす時間を必

で、眠くなるまで待つとよいでしょ

十一

浴びることで、体内時計がリセット
日中の眠気が活動に支障をきたすよ

要以上に長くとってしまうと、逆

眠れない、その苦しみをかかえずに、
専門家に相談を。

され、 ～ 時間後に眠気が出ると

うであれば、しっかりした睡眠時間

う。ただし、朝、起きる時間はでき

十二

いうリズムをもっています。しかし、

に睡眠が浅くなり、質の悪い睡眠と

間を必要以上にとらないようにし、

熟年世代の場合は、布団に入る時

喫煙は避けましょう。特に喫煙は、

カフェインの入っている飲み物や、

また、眠る前には覚醒作用のある

るだけ遅らせないことです。

昼間は適度に体を動かすなどして、

寝つきが悪くなるだけでなく、眠り

人間は目を覚ましてから作業を行

しっかりと活動して、寝ている時間

が浅くなって睡眠の質が落ちること

と、休日や長期休暇では、どうして

間以上だと飲酒運転と同じ状態の作

と起きている時間のリズムにメリハ

が研究でわかっています。また、が

うのが可能なのは、 ～ 時間が限

業効率になってしまいます。これで

リをつけるようにします。昼間、運

んや循環器疾患とのかかわりが深い

界だといわれています。 時間以上

は、ミスが多くなり、仕事によって

動をするなどして体を動かすことは、

ことも明らかにされていますから、

す。朝の太陽を浴びることができな

は、事故にもつながりかねません。

加齢によって衰えがちな日常生活動

健康のためにぜひやめたいものです。

たつと、酒気帯び運転と同じ、 時

「眠らずにがんばる」よりも、ある

作（ＡＤＬ）を維持していくことに

私たちの心身の健康に大きくかか

また、どうしても夜の睡眠時間を

です。

上がり仕事をこなすことができるの

17

確保することが難しいときには、午

に季節や体調、環境などの影響を受

保健師 大堺 浩子）

（監修 全国印刷工業健康保険組合

相談することをおすすめします。

います。予防のためにも、専門家に

の病気につながることも指摘されて

善されない場合は、うつ病などの心

いろいろ環境を整えても不眠が改

程度のところで、しっかりした睡眠

15 13

わっている睡眠ですが、年代のほか

不眠をうまく
解消するために

もつながります。

も起床時間が遅くなる傾向がありま

16

眠る前には、パソコン
やゲームなど光の刺激
の強いものはやらない。

寝る直前の飲食はなるべ
く避ける。特に、カフェイン
の入った飲み物は、就寝
の3〜4時間以内は避ける
べき。また、アルコールや
タバコは眠りを浅くする。

なってしまいます。

を確保する必要があります。

30

約１時間短くなります。一方、夜間

その傾向はますます強まりつつあり
仕事で忙しい世代の人は、眠りた

く睡眠を心がけたいものです。

65

ます。

ですが、最近では、パソコンやスマ

20

日頃夜更かしによる睡眠不足が続く

20

ホ、ゲーム機器の操作などの影響で

65

75

時間を確保するほうが、より能率が

12

後の早い時間に 分以内の短時間の
30

昼寝をすると、仕事を効率的に行う

11

15

就寝の30分以上前に
40度程度のぬるめの
お風呂にゆったり入る。

いと体内時計がリセットできず、さ

睡眠前にリラックスする方法

街に増えているマッサージ店。
肉の緊張をもたらすのは、①長時間

行をよくする、ラジオ体操やスト

眠をとる、お風呂で温まり全身の血

ひどいとき、手がしびれるなどの症

隠れている場合もあります。痛みが

しかし、肩こりには思わぬ病気が

イントです。

同じ姿勢や悪い姿勢を続ける ②眼

レッチ、ウォーキングなどで運動不

状を伴っているときは、早めに整形

肩こりを解消するには、十分に睡

「自覚症状の状況」でも、
「肩こり」
精疲労 ③運動不足 ④ストレス

足を解消するなどのほか、左図の

外科を受診しましょう。

血行が悪くなることが原因です。筋

は女性ではトップ、男性でも２位と、
⑤寒冷 ⑥体形 などさまざまです

「肩こり解消体操」を行ってみてく

「国民生活基礎調査」
（平成 年）の

多くの人が肩こりに悩んでいる様子
がですが、筋肉の緊張をとり血行を

保健師 大堺 浩子）

（監修 全国印刷工業健康保険組合

両肩の力を抜き、首をすくめるように
両肩を上げる。３秒保ったら力をストン
と抜く。これを２〜３回繰り返す。

頭を前へ倒す

肩甲骨を回す

肩の上げ下ろし
左手を右耳の辺りにおいて、右腕は力
を抜いて、左手の重みだけで頭をゆっく
り左に倒す。深呼吸を３回したら、元の
位置へ戻す。手の左右を変え、反対側も
同様に行う。

がうかがえます。

ゆっくりとした呼吸で行うのがポ

ださい。

とが大切です。

よくする工夫により、悪化を防ぐこ

多くの場合、肩こりは首や肩周り
の筋肉の緊張が過重になり、筋肉の

「肩こり解消体操」でつらい肩こりを解消！

手 軽 に で き る

椅子に深く座って背筋を伸ばし、両手
を組み後頭部に乗せて、両手の重みのみ
を利用して頭を前へ倒す。深呼吸を３回
してからゆっくり頭を上げる。

頭を左右に倒す

両手を肩に触れ、肘を深く曲げ、その
まま肘を大きく前に３回、後ろに３回
回す。
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12

鮮やかな色の旬の夏野菜は
ビタミンがいっぱい

夏野菜の揚げ浸し ＆
いんげんのごま味噌和え
夏野菜の揚げ浸し〔作り方〕

1 だし汁、みりん、しょうゆを合

カロリー（1人分）

わせ一煮立ちさせ、酢または
レモン汁を加える。

約308kcal

塩分量 約2.5g
脂質 約17.2g

2 野菜、豆腐は少し大きめに
切って、水気をふき取る。

〔材料〕3人前
なす

2本

ピーマン

2個

パプリカ

2個

ズッキーニ

１本

かぼちゃ

１/８個

豆腐

１/２丁

揚げ油

適量

だし汁

200cc

みりん

50cc

しょうゆ

50cc

酢またはレモン汁 大さじ２
スプラウト

適量

の野菜、豆腐を素揚げし
3
て、油を切る。
2

4

を 1 にしばらく漬け置いてか
ら盛りつけ、 1 を回しかけ、
スプラウトをちらす。
3

いんげんの
ごま味噌和え
カロリー（1人分）
約73kcal

塩分量 約1.5g
脂質 約4.0g

〔材料〕3人前
いんげん
塩

100g
小さじ１

〔作り方〕

1 鍋に湯を沸かし、塩を加えて、

いんげんを入れさっとゆでる。

2

1 のいんげんを食べやすい長さ
（３cmくらい）に切る。

3 砂糖、味噌、しょうゆ、すりご

まをよく混ぜ、 2 を和える。

ここがポ
イン

ト
夏野 菜
は体を
冷やす
砂糖
大さじ１
があり、
効果
鮮やかな
色に含ま
るカロテ
味噌
大さじ１
れ
ンやポリ
フェノー
は、体の
ル
しょうゆ
大さじ１
に
調子を整
え、免疫
をアップ
力
する効果
すりごま
大さじ2
がありま
す。
料理の
ポイント
野菜の
素揚げ
は衣が
ので天ぷ
ない
らより油
の摂取
減らすこ
量を
とができ
、油とい
しょに摂
っ
取するカ
ロテンは
吸収しや
より
すくなり
料理・根岸絹恵
（フードコーディネーター）
ます。だ
から作る
し汁
代わりに
、めんつ
酢を加え
ゆ
に
ても作れ
ます。

最
近言葉を覚えはじめた２歳の娘
が「 こ わ い 」 と い う 単 語 が な

ぜ か お 気 に 入 り で、出 か け た 先 で も
「こわい」
「こわい」と何回も言うので、

中島紗弥子
靖史

高い高いが 筋トレに
小松

郁子

赤ちゃんの
目は近く トイレは近く 耳遠く

小池

歳にして……ぜんそく発病。お

煙すい 命はき出し たばこかな
いきます。ジュースなどの購入も減り、
お財布にも体の健康にもよく、ここ

もちろん、水筒の中はドクダミ

年ほど実践した成果が少しはあったか
も

麦茶で、小さなところから……。健康
広瀬 直美

夫だろうかと心配だった娘が、

でも親に頼りっぱなしで、大丈

がいちばんです。

何

かげで禁煙できました。

大矢 茂輝

採用された方には記念品をお
送りします。日常の楽しい出来事、
私の健康法、イラストなど、皆様
からの楽しいお便りをお待ちして
います。クイズの回答ハガキの余
白もご利用いただけます。「自由
空間」 のみに投稿される場合は、
封書でも結構です。

ふだん叱ってばかりだと思われたくな

また、川柳もあわせて募集して
います。あなたが作った、
「健康
づくり」、
「医療保険制度」をお
題にした川柳をお送りください。

禁煙記事の掲載をきっかけに、皆様の
「禁煙体験談」の募集を始めてからこれ
まで、１００件以上の体験談をお寄せい
ただいております。禁煙のきっかけやコツ、成功
後の体調の変化、失敗談まで、幅広く禁煙にまつ
わる情報を共有できました。
喫煙によって引き起こされるさまざまな病気
（たばこ病）は、
「肺」だけでなく全身に及びます。
〝一病息災〟でもよいのですが、できる限りたば
こ病にはかかってほしくないと願っています。
今後とも、印刷健保は禁煙に取り組む方をサポ
ートいたします。

「自由空間」に
お便りやイラストを
お寄せください。

自分の意志と力で就職先を決めて、親

319,139円

くて、私は「怖くないよー」
「 怖くな

平均標準報酬月額

元から旅立ちました。うれしいやら、

81,447人

いよー」と言いながら歩いています。

被 扶 養 者 数

寂しいやら……。ただ、健康に気をつ

熊谷 英之

97,783人

けて元気にやっていればそれで充分。
頑張れ、わがムスメよ！

禁煙体験談
じの肺がん死去でビックリして
いたところ、それから３カ月後

被 保 険 者 数

族の病気で、周りの負担がどれ
だけ大変なのか初めて知りまし

お

くらいに受けたレントゲン検査で「吸
い続けると肺気腫」と言われ決心。
仲本 博一

平成26年6月末現在

7

柴田 洋子

家

体に負担を

た。自分だけでなく、家族の健康がど
れだけありがたいのか

出かける際は必ず水筒を持って

事の日もオフ（休日）の日も、

茨田 加寿代

かけない生活を心がけていきたいです。

仕

3,012社
所
業
事

！？

45

数

印刷健保の現勢

！！

A
21

22

35

E

G
クロスワードパズル 出題・チュンチュン

ヨコのカギ

₁ 夏の目隠しメインイベント。
₅ ケアレスミスのひとつ。
₇ 渓流釣りの代表的魚。アユ、ヤマメと
はライバル！
？
₈ カエルの昔風呼び名。
₁₀ メラニン色素＋紫外線。
！
₁₂ やる気満々！ よしヤルぞー！
₁₄ トンボではありません。幼虫はアリジゴク。
₁₇ ３対３でするバスケットボール、スリー・
○○・スリー。
₁₈ 歯がなく、長い舌で１日に約３万匹もの
アリを食べるらしい。
₁₉ 熱中症予防には喉に○○○を覚える前
に水分補給。
₂₁ 長十郎・幸水・豊水・新高・20世紀。

答え

A

B

C

D

₂₂ おっとりマイペース。
₂₄ 『野菊の墓』で民さんが野菊なら政夫さ
んは？
₂₆ 台風のこと。
₂₇ ジェットスキーやウェイクボードは○○○
スポーツ。
₂₈ カナカナカナ…。この鳴き声を聞くとも
うすぐ秋。
₃₀ 中国でかつて行われた官吏採用試験。
₃₁ 日本人はコレに弱いとか。名刺に書い
てある…。
₃₃ ホテルなどでは枕カバーやシーツ、タオ
ルなど。
₃₄ カレーに用いられるときはターメリック。
₃₅ ○○やり。○○難題。
E

F

G

「ソウキハッケン」でした。
答え 第298号のクイズの正解は
A

B

C

D

E

F

G

応募総数73名
抽選の結果、
「オムロン エレパルス低周波治療器」
は
石橋 敏樹様、小林 裕昌様、澤木 成明様
「記念品」
は筒井 奈津子様ほか14名の方々が当選となりました。
15

ク

イ

ズ

応

募

方

くわ

34

すき

33

32

鋤や鍬、鎌など。

31

看病。

B
30

山へ行くのは、○○○○学校。

29

近ごろ注目の甘味料、○○○果エキス。

28

₃₂ ₂₉ ₂₅ ₂₄ ₂₃ ₂₂
日本の国技をする規定の場所。

27

26

アイスコーヒーやアイスティーに入れるシ

25

ロップ。

24

23

₁

タテのカギ

20

せみ

19

しずけ

D
18

₂

大人もマイボトルとして携帯。

17

怪談を聞いた後に寝るとなる確率が高

16

！
？

₃

閑さや ○○にしみ入る 蝉の声。

15

い

C
14

！
！

₄

夏休みの自由研究の教科といえば。

13

₅

夏ならではの和菓子。

12

かんとう

11

時代劇では、袖の下。

F
10

₆

スペシャル

9

ＵＦＯは○○○○○飛行物体。

8

₂₁ ₂₀ ₁₆ ₁₅ ₁₃ ₁₁ ₉

6

一番星ともいわれる宵の明星は、
○○星。

7

5

一発○○でも受ければ人気者。

4

「ナマアシ」
と言うことのほうが多いかな。

3

体温計を挟むところ。

2

ねぷたやねぶた、竿灯などは大規模。

1

法

ハガキに、 クイズの答え
氏 名（ 被 扶
養者が応募する場合は被保険者名も併記）
保険証の記号・番号
会社名
賞品
の送付先住所
（〒も） 今号でおもしろかっ
た記事、ご感想など
掲載してほしい情報
「自由空間」へのお便り
川柳
（
のう
ち１つ）
をご記入のうえ、
〒104‐8250 東京都中央区新川1‐5‐13
全国印刷工業健康保険組合 『印刷けんぽ
全国版299号』
クイズ係までお送りください。
締め切り : 平成26年10月1日
（水）
（当日消印有効）
賞品：
「モッズ・へア
イオンドライヤー」
を
3名様に、さらに15
名様に記念品を差
し上げます。
モッズ・へア
イオンドライヤー

クイズの正 解および当
選者は、
『 印刷けんぽ全
国版第300号』
に掲載し
ます。お寄せいただいた
個人情報は、
「クイズ抽
選」
「自由空間への掲載」
「 本 誌の企 画 、編 集の
参考」に利用し、
それ以
外の目的には利用いたし
ません。

印刷けんぽ・全国版
第299号／2014年 ８月 日発行

₂₅

をご利用
ください
印刷健保のご加入者がかかった診療
費は、平成 25 年度は 200 億 2,124 万
円。うち、薬剤費は 36 億 7,283 万円
で、診療費の18.34% を占めています。
被保険者１人当たり額を前年度と比

ジェネリック医薬品について、
もっと知りたいときは、
こちらをご参照ください

かんじゃさんの薬箱

較すると、診療費の伸びは 1.24％で

発行／全国印刷工業健康保険組合 〒104︲8250 東京都中央区新川 ︲5︲

（3551）
9301代表 （禁・無断転載）
☎ 03

₁₃

パソコン版

携帯版

http://www.generic.gr.jp/

http://www.generic.gr.jp/m/

すが、薬剤費は 4.03% も増えています。
国も各健保組合も、医療費増額に歯
止めをかけるため、ジェネリック医薬
品への切り替えを推進しています。
印刷健保でも、高額な薬を処方され
ている方に「ジェネリック医薬品促進
通知」をお送りして、切り替え可能な

1

（日本ジェネリック医薬品学会ホームページ）

ジェネリック医薬品をご案内していま

「ジェネリック医薬品」を
取り入れている
医療機関の紹介

あなたが使用している薬の
「ジェネリック医薬品」の
調べる
検索

探す

受診者からのジェネリック医薬品に関する相談や
変更依頼に積極的に応じる、在庫を多くそろえるな
ど、ジェネリック医薬品の普及に積極的に取り組ん
でいる医療機関・薬局を紹介しています。

先発薬の名称（一部でも可）を「ジェネリック医薬
品検索」で検索すると、その名称を含む先発医薬
品のリストが表示されます。さらにそのなかから現在
服用している薬を選択すると、それに対応するジェネ
リック医薬品の一覧が表示されます。

す。

子育てに不安がつのり笑顔で接することができない…
職場の人間関係がうまくいかない…
どうしたらいい？ 誰にも相談できない…。

心の不調を感じたら、
ひとりで悩まないでください
印刷健保では、
こころの問題に関する
相談をサポートします
印刷健保ホームページ内にｗｅｂサ
イト「こころのオンライン」を開設して
います。
「よくある相談」では職場や家族の
悩み、育児や介護など様々な相談につ
いてのアドバイスを見ることができま
す。また
「かんたんセルフチェック」で
はいくつかの項目にチェックをすると
現在のストレス度を簡単にチェックで
きます。このほかにもお役立ちコンテ
ンツが満載です。ぜひお気軽にのぞい
てみてください。

※お手元に置き、
こころの悩みで
相談したいとき
にこのカードを
ご利用ください。

ご相談は【電話】
または
【ｗｅｂ】
（無料）
で、
面接相談も可能です
（年度内5回まで無料）
。

ご相談内容に応じて精神科医、臨
床心理士、精神保健福祉士、看護師
が丁寧にお応えします。
プライバシーは厳守され、当健保組
合はもちろん、勤務先にも情報が伝わ
ることはありませんので、安心してご利
用ください。

（このサービスは、健康情報の提供に長年の
実績と信頼を有する
（株）
保健同人社に委託し
て提供しています。）

よくある相談やかんたんセルフチェックなど、
日々の健康管理に役立つ情報が満載

こころのオンライン
PC・スマートフォン版サイト

https://www.healthy-hotline.com/

健康保険証に記載されている

ログインＩＤ 「０」から始まる８桁の保険者番号

メンタルヘルスについてお悩みでしたら、 プライバシーは厳守します
ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

こころの相談
ネットワーク

携帯版サイト

https://www.healthy-hotline.com/m
ログインＩＤ 保険者番号 被保険者証記載の0から始まる8桁の番号

全国印刷工業健康保険組合

携帯・PHS OK

電話受付 ／平日9：00〜21：00、土曜日10：00〜18：00
日・祝日と1月1日〜3日は休み

全国印刷工業健康保険組合

