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●平成23年度決算・事業報告
●印刷健保はいま
●特別委員会報告
神奈川支部ならびに兵庫支部の再編について
●「夏バテ」、あなたは大丈夫？
●平成24年度の診療報酬が改定されました

（ご家庭にお持ち帰りください）
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全国印刷工業健康保険組合

ホームページアドレス http://www.insatukenpo.or.jp

平成 年度
決算報告

すでに負担の限界を超える
高齢者医療制度への納付金
当たりの医療費が前年度比３・ ％増大

キや紙等の資材の値上げや受注単価の下

となり、とりわけ中小印刷業界は、イン

内の景気回復は一向に期待できない状況

済の債務危機問題や円高の進行など、国

災の影響による経済停滞に加え、欧州経

当組合は保険料収入によって保健事業サ

年度の現行高齢者医療制度の発足以来、

ることとなりました。この結果、平成

４１５億円と、すでに保険料収入を超え

る巨額な負担を強いられ、その合計額は

付金・支援金は１８２億円と限界を超え

の加入者数の減少は、まさに業界の厳し

間で 万人を超えることとなり、当組合

の減少数５、
１１９名と合わせると 年

５２３名で、前年度より４、
は 万３、

収入の基礎となる年間平均被保険者数

います。

完全に枯渇する誠に厳しい決算となって

この巨額な負担によって、 当組合は４年連続して
赤字決算を強いられることとなりました
決算概要

落、デジタル印刷機の普及などにより、

ービスをはじめとする事業を賄えない状

い雇用環境を強く反映しています。

た。さらに高齢者医療制度へ拠出する納

し、保険給付費は２３３億円となりまし

誠に厳しい経営環境が続いています。

況が、４年連続することになりました。

収入

このような業界の厳しい現状から、当

一方、平成 年度当初は、実質収支

平成 年度の経済情勢は、東日本大震

健康保険組合の被保険者数も大幅に減少

年間平均標準報酬月額は 万３２８円
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９５２名と大幅に減少し、これは前年度
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1

お、支出の全額を賄えない深刻な状況と

余の増収とはなりましたが、それでもな

保険料収入は、前年度と比較して 億円

上げをさせていただきました。その結果、

苦渋の決断により大幅な保険料率の引き

をはじめご加入者の皆様のご理解のもと、

曾有の財政危機に直面するなか、事業主

儀なくされています。平成 年度は、未

し、収入面において大きな落ち込みを余

備金を繰り入れて収支バランスを図りま

については、別途積立金の全額と法定準

４年連続の赤字決算となり、この不足分

大幅に改善されました。しかしながら、

よそ６億３、
４７４万４千円と赤字額が

図った結果、平成 年度の実質収支はお

交付を受けたことや徹底した経費削減を

ですが、国・健保連からの各種補助金の

億円余の赤字予算を策定していたところ

前年度比で 億２、
２６０万円の大幅な

歴史的引き上げをさせていただいた結果、

き、１０００分の にも及ぶ保険料率の

らびにご加入者の皆様にご理解をいただ

しかしながら、平成 年度は事業主な

続きいずれも後退しました。

カ月減の１・３６２カ月と前年度に引き

賞与保険料は前年度に対して０・０１８

で、
前年度と比較して１、
１３６円の減少、

23

その他の収入では、高齢者医療制度へ

10

の健康度向上に力点を置き実施しました。

で積極的に実施し、被保険者・被扶養者

入れ、協会けんぽを上回る充実した内容

健診事業は、全年齢に血液検査を取り

た。

きめ細やかな保健事業を強力に行いまし

した支援事業や健診後のフォローなど、

世紀ヘルスプラン・健康宣言」を中心と

経費の圧縮に努めたほか、
「印刷健保

額の引き上げや各種保健事業の凍結等、

の一部補助の凍結ほか、健診受診者負担

め、付加給付の見直しや契約保養所利用

環として、理事・議員定数の削減をはじ

支出においては、組合財政健全化の一

支出

補助金１億４、
３５３万円がありました。

金および災害臨時特例補助金などの国庫

健指導の実施に伴う補助、出産育児一時

化事業にかかる補助や特定健診・特定保

４、
４０６万円をはじめ、保険給付適正

「高齢者医療支援金等負担助成金」７億

の重い負担に対して国から交付される

！
！

増収となりました。
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20
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した。これにより、かつて 億円を保有

23

した別途積立金は千円未満の端数を除き、

24

23

23

また、支出面においては被保険者１人

なっています。

63

24
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72

23

23
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8,512,094千円

あわせて当組合主催もしくは関係団体と
の共催によるウォーキング大会等の健康
体力づくり諸事業およびメンタルヘルス

介護保険

収入総額 億 、４５７万円（うち介

億３、１８９万７千円）

当組合の取り組み

当組合の財政は、負担の限界を超える

高齢者医療制度への納付金によって危機

医療費適正化対策を幅広く展開しました。

ック医薬品使用促進通知事業を推し進め、

事業や前期高齢者を中心とするジェネリ

４千円の黒字決算となりました。剰余金

５千円）となり、収支差引４、
８４４万

千円（うち介護納付金 億６、
３８６万

に対し、支出総額は 億８、
６１２万６

ています。

収入を上回る結果となり事態は深刻化し

合わせた額は、ここ数年にわたり保険料

護保険料収入

また、当組合が推進する事業等をご理解

につきましては、介護保険分の法定準備

このような状況下にあって、前期に引

対策事業、インフルエンザ予防接種補助

いただくための機関誌の発行、諸会議の

金に繰り入れ、その結果、法定準備金の

き続き、理事会において第 次特別委員

的状況に陥っています。その負担は年々

開催、ホームページ等による制度の仕組

保有額は積立金２、
１４０万４千円と合

増大し続け、この納付金と保険給付費と

みや財政の現状の周知・広報に努めまし

わせ６億３、
４３３万４千円となりまし

会が設置され、同委員会では 年度の保

される状況ではありますが、質の高いサ

税の一体改革」において、支払い能力に

さて、介護保険制度は、
「社会保障と

ンドデザイン構築について真摯な議論が

て事務局の再編など将来を見据えたグラ

険料率を中心に、組合財政健全化に向け

ービスを第一に保健事業に取り組みまし

続けられました。

福祉向上、健康・体力づくりの支援とい

今後も、被保険者・被扶養者の皆様の

具体的な改革が予定されており、当組合

化予防の拡充など制度の安定化に向けて

兵庫支部が近畿支部にそれぞれ再編が決

本年 月には、神奈川支部が本部へ、

応じた総報酬制の導入や介護予防・重度

た。
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24

た。

ここ数年、厳しい予算編成を余儀なく

た。

36

年間平均標準報酬月額

594,851千円

3

まりましたが、今後も特別委員会におい

71
0
0
0
71

539,484千円

450千円

37

としても制度の行方を注視していくとこ

3,663,865
97
21,404
760
3,686,126
48,444

調整保険料収入
老人保健拠出金

1,715,631千円

36

350,275円
233,151円
320,328円
3,180社
32人
89,270人
0.86

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

退職者給付拠出金

37

77,053人
26,470人
103,523人
男
女
計

まいしん

年間平均被保険者数

う健保組合の使命を果たすため、全力を

収入

ろです。

8,588千円

とぞ、ご理解、ご協力のほどお願いいた

底して取り組んでまいりますので、なに

努力し、皆様の健康づくり支援事業に徹

らない健保組合として、役職員一同日々

のセーフティーネットとしてなくてはな

引き続き、印刷産業に携わる方への医療

と健康づくりに取り組んでまいりました。

以上にわたって被保険者とご家族の安心

最後に、印刷健保は設立以来、半世紀

ております。

組織運営の議論をしていただく予定にし

て、さらなる財政健全化をはじめ事務局

10

します。

3

（平成23年度）

適用の状況

1人当たり額

決算額

国庫補助金収入
財政調整事業拠出金

1,186,037千円

繰入金
保健事業費

85,725千円
事務所費 927,293千円

尽くしてサービス向上に邁進いたします。

支出

72
0
0
72

介護納付金
介護保険料還付金
積立金
雑支出
支出合計
収支差引

3,731,897
635
2,038
3,734,570
介護保険収入
国庫補助金収入
雑収入
収入合計

（単位千円）
（単位千円）

目
科

平均被保険者数 51,860人

介護勘定

8,018,570千円

791,345千円
163,692千円

その他の収入

539,535千円
組合会費

前期高齢者納付金

法定給付費 23,083,205千円
付加給付費
202,606千円

財政調整事業交付金

1,312,346千円

その他の支出

41,402,874千円
保険料
国庫負担金収入 120,772千円

保険給付費 23,285,811千円

収入
後期高齢者支援金

支出

健康保険収入 41,523,646千円

納付金

支出合計

18,246,745千円

447億9,905万5千円
収入合計

444億604万3千円

平成23年度決算

平成 年度
事業報告
保険給付
事業

保健事業

厳しい財政状況のため︑一 部事業を見直し・凍結させていただきましたが︑ご加入者の皆様のセーフティー
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︑また︑その後のフォローを
展開しました︒ また︑ジェネリック医薬品使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︒

広報誌の発行

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。

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。

予防健診を実施しました。

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

※受診者負担額・組合補助額を改定いたしました。

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。

ン」を引き続き開設しました。

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

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。

特定健康診査

生活習慣病予防健康診査

疾病予防事業

医療費通知

ｗｅｂ・電話健康相談

諸会議の開催

保健指導宣伝

「付加給付」を支給しました（付加給付の一部を改定・凍結いたしました）
。

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、組合独自の

21

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。

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。

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。

る通知書をお送りしました。全被保険者を対象に、保険証に貼る「ジェネリック医薬品希望シール」を配付しました。

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

健診後のフォロー

ウォーキング大会の開催

健康・体力づくり

ジェネリック医薬品使用促進事業

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

50

インフルエンザ予防接種補助

人間ドック

40

30

23

4

政 府・与党は、「後期高齢者医療制

ぶっている後期高齢者医療制度」等）
。

が定めた 歳以上 歳以下を対象とし

印刷健保が行っている各種健診は、国

の精度を上げ、がん予防にも注意を向け

て充実しています。 全年齢の健診に血

た「特定健診」の内容よりすべてにおい

ワーク」
・ｗeb サイト「こころのオンライ

いますが、電話相談「こころの相談ネット

一方、メンタルヘルスの重要性が高まって

ています。

高齢者医療制度を創設する」 としてい

液 検 査を実 施し、専 門スタッフ（保 健

ン」により、皆様のこころの健康管理をサ

年４月には新しい

日本経済の低迷が長く続くなか、東

ました。 しかしながら、「社 会 保 障と

師・管理栄養士）による保健指導を行

度を廃止して平成

日本大震災と福島第一原発事故という

税の一体改革」において高齢者医療制

印刷健保を
取り巻く状況は

未曾有の大災害に見舞われてから、１

ポートしていきます。

解、ご協力をお願いいたします。

今後とも、印刷健保の事業運営にご理

います。

下）を対象に予防接種費用補助を行って

いよう、被保険者・被扶養者（中学生以

種を受けていただき、深刻な状況とならな

インフルエンザが大流行する前に予防接

入れてまいります。

合を占める薬剤費削減にもいっそ う力を

刷健保、そして国民医療費でも大きな割

にジェネ リック医薬品使用を促進し、印

な医療費削減を呼びかけています。 さら

な医者のかかり方の情報提供とともにムダ

医療のコスト意識をもっていただき、上手

国に先駆けて行ってきた医療費通知で、

い、若い人も含めた生活習慣病の予防・

年度は大腸がん検診の

「便潜血検査」に２日法を採用し検診

また、平成

度改革は、社会保障制度改革推進法案

透明なものとなっています。

送りされることになり、その行方は不

年以上が経過しました。

₇₄

改善に努めています。

₄0

に規定された「国民会議」に議論を先

問題山積の政治・経済状況下で、経
さらに印刷業界においては、デジタル

40歳以上
74歳以下の
特定健診

済の好転への道筋は依然不透明です。
技術の進展という時代の影響を大きく
受けて、多くの事業所が極めて厳しい局
面に立たされています。

印刷健保を取り巻く諸状況が何ひと

充実した保健事業等で
印刷健保はこれからも
皆様の健康を守ります

したが、長 期にわたって多 くの健康保

つ好転しないなかで、印刷健保の財政状

また、これまでもお知らせしてきま
険組合が苦しい財政運営を強いられてい

況の推移は次の６～７ページのグラフに示
しかし、このような困 難な社 会・経

るのは、根本に、現役世代が高齢者医

済状況であればこそ、被保険者・被扶

すように、厳しさを増しています。

けんぽ第２８４号 ﹄の「印刷健保に大き

れる制度上の問題があります（
﹃印刷

養者の皆様のお役に立つ健康保険組合で

₂₄

国が定めた 印刷健保の
特定健診
健診
労働安全
衛生法の
健診

療制度へ納付金等の巨額の負担を強いら

な影響を及ぼしている前期高齢者医療

ありたいと考えています。

▶印刷健保の
健診

25

制度」、
﹃同第２８６号 ﹄の「健保を揺さ

5

健保を取り巻く諸状況は変わらず、
苦しい事業運営が続いていますが、
各種健診等を積極的に進めてまいります

印 刷 健 保 は い ま

▼印刷健保、協会けんぽの保険料率と、印刷健保の実質的な所要保険料率の推移
〔数字は1000分の～〕

印刷健保の保険料率

104.7

印刷健保の実質的な所要保険料率
（財政シミュレーションに基づく）

100.0

協会けんぽの平均保険料率

100.0

96.4
93.4
91.8

98.0
95.0
95.0

93.1

90.0

88.2
85.0

85.0
83.4

85.0

82.0

80.0

H19年度

82.0
H20年度

₄₅

85.0
82.0
H21年度

H22年度

H23年度

H24年度予算

＊
「協会けんぽ」とは

「協会けんぽ」も、中小企業等で働く従業員やその家族の加入している健康保険です。保険料率は
全国一律ではなく、都道府県ごとに医療費等を反映した保険料率が設定されており、平成24年度の
保険料率は全国平均で10.00％（1000分の100.0）です。

もし、私たちの印刷健保がなくなってしまったら……
わが国では、国民皆保険制度（す
べての国民が何らかの医療保険制度
に加入する）により、だれもが医療
機関にかかったときに保険給付を受
けられることになっています。
法律で定められた保険給付を上回
る独自のサービスを提供することが
健保組合の最大のメリットです。
印刷健保は、このような非常に厳

印 刷 健 保 は い ま

保険料収入の約 ％を
高齢者医療制度への納付金等が占め、
事業所数、
被保険者数、
平均標準報酬月額は減少、
現在の保険料率では
収支のバランスがとれなくなっています

保険料率の推移をみると

しい財政状況においても、印刷業界
で働く皆様の医療福祉サービスを守
るべく努力を続けています。
しかし、私たちが加入する印刷健
保がなくなってしまうと、印刷健保
が独自に行っている付加給付や手厚
い健診、保健事業などの、これまで
のような協会けんぽを上回るサービ
スは受けられなくなります。

9.0
△37.9
△6.3
△16.8
前期および後期高齢者
医療制度がスタートし、
納付金負担が増大

H19年度

H20年度

△28.4

△33.1
H21年度

H22年度

H23年度

H24年度予算
6

事業所数・被保険者数が減少し、平均標準報酬月額も減少が続いています
▼平均被保険者数、平均標準報酬月額の推移
（人）
150,000
140,000

平均被保険者数

329,374 329,771 330,015 329,951
325,392

130,000 128,199

125,519

120,000

122,968 121,053
120,364

（千円）
330

117,244

320

319,000
108,475

100,000

310

皆様と事業主が納める ▼納付金等の年度別推移と保険料収入に占める割合
（億円）
保険料収入に占める 250
納付金等の割合が、 200
45.31%
42.19%
年々多くなっています
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
納付金等の割合

39.79%

39.30%

3,912
3,800
3,737
3,667
3,611
3,565
3,502
3,402
3,338
3,264
3,180

（平成16年3月末）
H15年度
（平成17年3月末）
H16年度
H18年度
（平成19年3月末）
（平成20年3月末）
H19年度
（平成22年3月末）
H21年度

H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度予算

41.23%

H13年度
（平成14年3月末）

H20年度
（平成21年3月末）

99,500
300

150

4,640

H17年度
（平成18年3月末）

113,594
103,523

S 48年度
（昭和49年3月末）

H14年度
（平成15年3月末）

320,328
321,464

110,000

90,000

▼事業所数の推移

平均標準報酬月額

331,272 330,455

H22年度
（平成23年3月末）
H23年度
（平成24年3月末）

（%）
50

47.50%
44.79%

44.07%

46.57%

40

37.07%

100
50
0

H15年度

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

30

H24年度予算

組合財政の推移をみると
▼決算の推移

（億円）

40

総報酬制の導入
（賞与等
からも保険料を徴収）に
より保険料収入が増加

30

30.4

36.3

34.2

35.8

H17年度

H18年度

20
10
0
-10
-20

△16.4

△13.6
△20.2

△21.2

H13年度

H14年度

-30
-40
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H11年度

H12年度

H15年度

H16年度

特 別 委 員 会 報 告

の選択として、平成 年度の健康保

らびに兵庫支部をそれぞれ平成 年

月を目途に、本部ならびに近畿支
部に再編することとされました。

特別委員会は引き続き
財政健全化策を検討
特別委員会は、引き続き平成 年

４月 日に第３回目を、同年６月

ろです。

これまで、事務局は保険料徴収対

係方面とも相談のうえ、平成 年

月１日に業務の完全移行を行うこと

た第１５１回組合会において、それぞ

れの支部の再編が決議されました。

たが、当組合が中小印刷業界を母体

存する滞納事業所の取引先への売掛

にした組 織であることから、特に現

することについて理事長に答申されま

険料率ならびに介護保険料率を改定

をはじめ、神奈川支部ならびに兵庫

見直しを含めた財政健全化策の検討

する組合財政に対し、事務局運営の

日に第４回目の会議を開催し、逼迫

に際し、滞納事業所に対して、滞納

て、保険料の滞納が増加している状況

による中小印刷業界の業績悪化によっ

また、特別委員会では、景気低迷

金を合わせて３億５千万円にも達し

り、健康・介護保険料ならびに延滞

を重ねた対応をとってまいりました。

せかねないとの配慮から、慎重に慎重

金などの差し押さえは、事業所の信

併せて、、組合財政の収支不均衡を

支部の再編時期や滞納保険料の債権

処分などの法的措置を視野に入れ、

たことから、第４回の会議では、事務

年度の保険

23

料滞納額は平成 年度を大きく上回

しかしながら、平成

用を失墜させ資金繰りをショートさ

一方的に保険料で賄うだけでなく、

確保策について協議が重ねられました。

債権確保には重大な決意をもって臨
る経費圧縮のために、神奈川支部な

22

した。

医療費削減対策や滞納保険料等債権

むことを事務局に求められてきたとこ

増大する滞納保険料等
債権確保の強化に
向けた徴収対策の策定

い姿勢をもって取り組んでまいりまし

策を健保組合の最重要施策として強

10

を決定し、同年７月 日に開催され

24
そして、神奈川支部ならびに兵庫

ひっぱく

27

10

24

特別委員会は
組合財政健全化対策の一環として、
神奈川支部ならびに
兵庫支部の再編を決定しました
また、増大する滞納保険料に対し、
より強固な保険料徴収対策を検討しました
保険料率の改定と
事務局の再編
平成 年 月 日に開催された第
月

12

と平成 年１月に会議を重ね、苦渋

「第２次特別委員会」は、同年

２３３回 理 事 会において設 置された

28

支部の再編時期については、業界や関

24

24
27

7

確保の強化を図るとともに、さらな

26

23

24

8

神奈川支部ならびに
兵庫支部の
再編について

局から提出された改善案などの保険
料徴収対策をさまざまな角度から検

や付加給付の一部凍結等さまざまな

努めてまいりました。 今後も財政基

し、あるいは事 務 局のさらなる再 編

ただし、これらの問題については、

盤の強化に向けてあらゆる施策を徹

事業を廃止・凍結し、財政健全化に

協会けんぽの保険料率の動向や「社

底して行っていくとともに、印刷業

等協議をいただいているところです。

会保障と税の一体改革」 をはじめと

界に従事するご加入者の健康を維持・

さらなる財政健全化
を目指して

した組合財政により、事業主・ご加

する国の動きを見極めたうえで、さ

サポートし、皆様の医療のセーフティ

討されました。
し、財政健全化を果たすためには、
入者の皆様のご理解のもと、保険料

らなる議論を要することから、今後

当組合の平成 年度予算は、逼迫

増大する滞納保険料の解消が極めて
率を１０００分の３引き上げ、１００

ーネットとして、保険者機能を充実

実質赤字を見込み、実質的な所要保

かしながら、予算上では 億円余の

印刷健保は、
よりいっそうの
被保険者サービスを
提供してまいります

兵庫支部

近畿支部

〒534-0027
大阪府大阪市都島区中野町4-4-2
大阪印刷会館
TEL 06-6352-4791 FAX 06-6352-7791

使命でございます。

そして協会けんぽに比べ、優れた事

業を展開する印刷健保を将来にわた

って存続させるために、これまでに培っ

てきた被保険者サービスならびに事業

訃報

元理事・日比野 政一氏（本部）は、
平成２４年５月１２日逝去されました。

元相談役・飯村 恭造氏（北海道
支部）は、平成２４年５月２８日逝去
されました。

ここに謹んで、お二人のご冥福をお祈り申し
上げます。なお、組合役員等の規程により
弔意申し上げました。

サービスを駆使し、役職員一同、心の

〒104-8250 東京都中央区新川1-5-13
TEL 03-3551-9301 FAX 03-3555-3089

当組合はこれまで、苦渋の選択と

神奈川支部

本部

率引き上げの議論は避けて通れない

お手続き・お問い合わせ先の
窓口が変更になります

こもったサービスを提供してまいりま

年度も保険料

28

場合がありますのでご注意ください。

して、ご加入者の皆様の利用に供して

ままお使いになると、無資格診療扱いになる

ことから、現在、特別委員会では、

現在お使いの被保険者証は、お勤めの事業

すので、皆様のご理解ご協力を、なに

被保険者証（保険証カード）の
切り替えを行います

おりました保養所施設や野球場、さ

（10月1日より）

そして、逼迫する組合財政に直面

重要であること、また、保険料負担

特別委員会のなかで、あらゆる検討

ととし、５カ月を超える滞納事業所

険料率も１０００分の１０５前後を推

てご参照願います。

させていくことも、当組合に課された

０分の とさせていただきました。し

であって、事業 主に再三の納付督 促

移し、組合財政は極めて厳しい局面

また別途、神奈川県・兵庫県に所在する事

25

所を通して印刷健保にご返却願います。その

年７月

業所宛に詳細をご案内いたしますので、併せ

をいただくこととなっています。

の公平性の確保を第一に優先するこ

を行ったうえで、なお納付計画の履
を迎えています。

ます。

これに伴い、平成

行が認められない場合は、自動的に

24

滞納処分の執行など法的措置を行う

神奈川支部ならびに兵庫支部のご加入者の

さらなる財政対策として、医療費の

更新作業を行います。

ことを中核とした新たな徴収対策が

皆様には、次のとおりご案内させていただき

とぞお願い申し上げます。

を、9月中に新しい被保険者証に切り替える

27

策定されました。この新たな徴収対

となりました。

らには、契約保養所施設への一部補助

再編に伴い、事業所記号や保険者番号など

策につきましても、平成

部へ、それぞれ 10 月１日付で再編すること

削減のための施策や事務運営の見直

9

98

が変わりますので、現在お使いの被保険者証

24

日に開催された第１５１回組合会にお

組合財政の健全化対策により経費削減のた

いて報告・承認されました。

め、神奈川支部を本部へ、兵庫支部を近畿支

﹁夏バテ﹂
、あなたは大丈夫？
早めの対策で、
まだまだ続く暑い夏を乗り切ろう
夏バテは︑ジメジメとした暑さの梅雨時から︑
残暑の厳しい秋の始まりまでの時期に多く見られます︒
﹁夏が大好き〜♪﹂
﹁暑さなんて平気！﹂と思っている人でも︑
暑さのなかで蓄積された疲れが︑
少し遅れて秋口に出てしまうこともあるようです︒
皆さんは︑この夏いかがお過ごしですか？

夏バテの原因と症状
私たちの体は、日本の夏のような高

通話料は利用者負担です。

月曜〜金曜日 9：00〜21：00 土曜日 10：00〜18:00
※日曜・祝日、1月1日〜3日はご利用いただけません。

温・多湿な状態におかれると、体温を

必読︑夏バテ対策術！

03-3234-1441

携帯・PHS
専用☎

0120 - 681-199

一定に保とうとして、たくさんのエネ
ルギーを消費し、体にかなりの負担が
かかります。多くの場合はその負担に
耐えられるのですが、そうした状態が
差が大きくなった現在の生活環境では、

長引いたり、負担が過度になると、全
身のだるさ、食欲不振、頭痛、めまい

体温調節の機会が増え、自律神経のバ

ントは３つ。以下をヒントに、まだま

などの症状を引き起こし、いわゆる

た、熱帯夜で眠りが浅くなると疲労回

だ続く暑さを乗り切りましょう。

夏バテを防ぎ、解消するためのポイ

原因の多くは、自律神経のバランス

復が妨げられたり、冷たいものをとる

ランスが乱れやすくなっています。ま

の乱れと考えられています。私たちの

機会が多くなると、胃腸を冷やしてし

食欲がないときは、
「量より質」
にこだわる

暑いからといって、そばやそうめん、
冷やし中華などの炭水化物ばかりでは

こころの相談ネットワーク

人間関係や仕事の不安、あるいは病気、育児や介護のことなどで悩んでいませんか。
あなたの悩みに、精神科医、臨床心理士、精神保健福祉士、心療内科医が丁寧にお応えします。

無料
電話相談

「夏バテ」の状態となります。

体は、体温を保つために汗をかいたり、

腸の働きが悪くなると、体力が落ち、

まい消化酵素の働きが低下します。胃

放出しています。この調整機能を果た

疲れはたまり、ますます自律神経の働

血管を広げたりして体にたまった熱を
しているのが自律神経です。ところが、

きが悪くなってしまいます。

栄養バランスのよい
食事を心がける

空調設備の普及により、屋内外の温度

1

さ ま ざ ま な 悩 み や 不 安 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㈱保健同人社に委託して提供しています。

10

0点

8

夏バテ防止に焼き肉、
うなぎのかば焼き、豚カツな
どをよく食べる

2点

0点

9

日中は暑いので動く気がせず、家でダラダラと過ご
している

2点

0点

10

汗をかかないように、水分はできるだけ控えている

2点

0点

11

暑さに弱いので、部屋はクーラーをガンガンきかせ
ている

1点

0点

12

寝苦しいせいか、寝不足の日が続いている

2点

0点

13

夜遅くまで、テレビを見たり、
ビデオ鑑賞や読書を
楽しんでいる

2点

0点

14

昼食を抜いて、少し涼しくなる夜にまとめて食べる
ときが多い

3点

0点

15

夏の晩は、仕事帰りについビアガーデンに立ち寄
ることが多い

2点

0点

8～21点
0 ～7点

完全に夏バテです

食生活などを見直して、夏バテから脱出しましょう。

夏バテ予備軍

少しずつ夏の疲れをため込んでいる状態です。早めにケアを始め
ましょう。

祝♪夏バテ知らずの元気人

あなたは今のところ夏バテの心配なし。
とはいえ、
まだまだ厳しい暑
さが続くこれからの時期も油断は禁物です。今のコンディションを
維持する工夫をしましょう。

︵全国印刷工業健康保険組合
保健師 大堺浩子︶

22～31点

3

（出典：ＮＨＫ出版『今日の健康』
テキストより）

webサイト

web相談

こころのオンライン

印刷健保ホームページ内に、メンタルヘルス
や健康情報を提供するwebサイト「こころのオン
ライン」を開設しています。
健康の悩みについて“よくある相談”や“相談ランキング”など
のコーナーのほか、web相談もご利用いただけますので、ぜ
ひのぞいてみてください。
11

ログインＩＤ
（健康保険証に記載されている
「０」から始まる８桁の保険者番号）

経が働き続け、余計に疲れてしまいま

3点

とるようにしましょう。ただし、冷た

食欲がないときの食事は、すいかやアイスクリーム
などですませることがある

栄養が偏ってしまいます。少しの量で

7

す。寝るときのエアコンの設定温度は

0点

い飲み物をごくごくと一気に飲むと胃

3点

も栄養バランスのとれた食事をとり、

のどが渇くので、ジュースや炭酸飲料などを1日に
1リットルくらいは飲んでしまう

28

℃ぐらいが最適です。除湿機能やタ

6

腸が冷えてしまい、消化機能が落ちて

0点

体力を回復させましょう。特に、夏場

2点

イマー、扇風機を上手に使い寝室の環

夏になってから、
どうも食がすすまない

夏バテを促進してしまいますので、こ

5

はビタミンやミネラルの消耗が激しい

0点

境を整えましょう。また、ぬるめのお

1点

まめにとるように気をつけましょう。

暑いので、つい火を使わない料理が多くなる

ので、旬の野菜や果物、豆製品などを

4

風呂にゆっくり入ると副交感神経が活

0点

積極的に食べるようにしましょう。

3点

発になり、リラックス効果が得られ、

食事はあっさりしたものやのどごしのよいものばかり
食べている

しっかりと寝る

3

ぐっすり眠ることができます。

0点

夏バテによる疲 労感をとり体力を

2点

2

水分を補給する

このところ、同じようなものを繰り返し食べている

夏バテしない工夫で、この残暑を元

2

回復させるには、十分な睡眠と休息が

0点

暑い夏には汗として体の水分がどん

1点

気に乗り切りましょう。

夏はどうしても食事をつくるのが面倒になる

効果的です。ただし、寝苦しいからと

1

どん失われていきますので、水分を補

No

いって冷房を効かせすぎると体が冷え

Yes

給することが大切です。ふだんからあ

以下の質問に
「Yes」
「No」
で答え、点数を合計してみましょう。

てしまい、体温を調節しようと自律神

あなたの夏バテ度はどれくらい？

まり水やお茶を飲まない人も意識して

Let's
Try

平成
「診療報酬」とは？

保険薬局でのジェネリック医薬品在庫管理

●保険薬局でのジェネリック医薬品調剤への

の負担を軽減することとしました。

使用した場合の加算を、より使用を促進す

加算や、 医療機関がジェネリック医薬品を

年度までに価格の安いジェネリック医薬品の数

●印刷健保ではジェネリック医薬品を使用

るように見直しました。

す。

量シェアを % にすることを目標にしていま

国民医療費の増大に直面し、国は平成

ジェネリック医薬品の
使用促進を目指して

年度の診療報酬が改定されました

このような状況を改善するため、平成８
状のない初診患者から特別料金を徴収して

年には「ベッド数２００床以上の病院は紹介

「診療報酬」 とは、保険診療における医
年４月か

よい」と認められましたが、大病院にかかる
軽症患者が減らないため、平成

療行為の対価となる報酬のことで、「診療報
円として計算
初診でかかった場合」の患者負担をさらに増

らは、「５００床以上の病院に紹介状なしで

酬点数表」において１点＝
部（自己負担分）を窓口で支払い、残りを

して２年ごとに中央社会保険医療協議会で

払うことになります。 診療報酬は、原則と

下）やベッド数２００床未満の病院で「かか

通いやすい地域の診療所（ベッド数 床以

くなり医療ミスを招くおそれも増大します。

加え、医師をはじめ医療従事者の負担も重

症患者も十分な診療が受けられないことに

大病院に患者が集中することによって、軽

「個々の医薬品について変更の可否を明示

るジェネリック医薬品への 「変更不可」 欄が

●処方箋様式の変更により、医師が署名す

じられました。

改定でもさらなる使用促進のための措置が講

療費支出削減を図るため、今回の診療報酬

報提供・ 点）は、改定後は薬剤服用歴管

報 提 供 料（従 来の 「お薬 手 帳 」 による情

薬剤服用歴管理指導料（

を提供することになりました。これにより、

する情報（後発医薬品の有無・価格など）

文書」 を活用してジェネリック医薬品に関

保険薬局でも患者に渡す 「薬剤情報提供

した場合の差額通知をお送りしていますが、

料など）が引き上げとなる一方、薬価など

する」 ものとなり、変更可能な処方箋が増

患者の自己負担額や国・医療保険者の医

は引き下げとなり、全体として 0・００４

りつけ医」を見つけて、病歴や体質・生活習

えることが期待できます。

その医療機関の
診療時間外

850円

650円

平成 年度改定は、診療報酬本体（技術

※時間外や休日に受診すると、当直医が専門外の場合、適切な
診断や治療が受けられない場合があります。また、医師などのス
タッフの負担が重くなり、医療ミスを招く可能性が増えます。

理指導料（ 点）として一本化されました。

（6,950円） （5,900円）

今後は、「お薬手帳」 を健康管理に活用す

再 診

の議論を経て決定されます。

% 引き上げられました。「安心・安全で質

慣を把握してもらい、初診はかかりつけ医で

2,500円 1,900円
（3,650円） （2,600円）

ることが期待できます。

日曜、祝日などの
休診日
（休日加算）

●製薬会社がつけた 「商品名」 ではなく、

（2,000円） （1,350円）

有効成分の 「一般名 」 での処方を勧め、

時間外・休日・深夜加算が上乗せされて
かかります（カッコ内は6歳未満の場合）

専門的な検査や治療が必要になったら、

軽症なのに安易に救急医療機関や、それ以外の一
般の医療機関で夜間（深夜）や休日に受診しても、
メリッ
トはありません。やむを得ない場合を除き、医療
機関の診療時間内に受診しましょう。

するとされています。

200点（2,000円・新設）

かかりつけ医に相談し、紹介状をもらって大

（時間外加算）

初 診

病院・専門病院で受診しましょう。

救急医療の充実に向けて
緊急に治療が必要な救急患者のために夜間
関」ですが、「昼に行くより空いているから」

（深夜）
・休日も開業している「救急医療機
といった安易な理由で、軽症にもかかわらず

夜間休日救急搬送医学管理料

41

加算の種類

今回の改定のポイント
今回の改定で、私たちの身近にかかわる分
野では次のものが挙げられます。 改定をきっ
かけに、より 「賢い患者」 として医療費節
減を心がけましょう。

大病院に行く前に、
まずかかりつけ医へ

救急医療に支障をきたすケースもあるた
め、このような状況を改善し、救急医療の

30

4,200円

（深夜加算）

200点（2,000円）
100点（1,000円）

4,800円

22時〜６時

救急医療機関に受診する人が増えています。

患者のためにある大病院に、軽い症状でもか

充実を図るための改定が盛り込まれています

本来、高度で専門的な医療を必要とする
かる患者が多いため、重症の患者に十分な医

（例参照）
。

15

点 ） と薬剤情

めに必要な分野に重点配分」（厚生労働省）

の高い医療が受けられる環境を整えていくた

受診しましょう。

やすことが決まっています。

されます。 保険診療では、受診者はこの一

25

24

24

健保組合などの医療保険者が医療機関に支

30

10

療を提供することが難しくなってきました。

地域連携夜間・休日診察料

【例】

19

24

12

料理・根岸絹恵
（フードコーディネーター）

ビタミンたっぷりのかぼちゃの
手作りメニューです

かぼちゃのニョッキ ＆ かぼちゃプリン
かぼちゃのニョッキ 〔作り方〕

カロリー（1人分）
約500kcal

カロリー（1人分）

のかぼちゃに薄力粉と卵を加
えてよく練りまとめ、ラップをして
30分ほど常温で寝かします。

〔材料〕6人前

2

〔材料〕3人前
かぼちゃ

（ゆでた状態で） 400g

薄力粉

200g

卵

1/2個

トマト缶

400g

にんにく

１かけ

オリーブ油

大さじ２

1

3 フライパンにオリーブ油をひき、

みじん切りにしたにんにくとたま
ねぎをいため、トマト缶を加え
て、強火で水分を飛ばしながら
煮詰め、塩、こしょうで味を調え
トマトソースを作ります。

1個

たまねぎ

4 鍋に湯を沸かし、

2 の生地を
一口大にまるめてゆでます。

適量

5

パセリ、
粉チーズ お好みで

4 を 3 のフライパンに加えて
トマ
トソースを絡めます。

6

5 を器に盛りつけ、刻んだパセ
リ、粉チーズをかけます。

塩、こしょう

かぼちゃのプリン 〔作り方〕

1 かぼちゃは皮を取り除いてゆで、
熱いうちにつぶします。

夏に収穫されるかぼちゃは、ビタミンA、C、Eや食物繊維が

ここが
豊富な栄養価の高い野菜です。プリンやニョッキを作るときには、
ポイント
裏ごしをしないでそのまま使い食物繊維を摂取します。

1 かぼちゃは皮を取り除き、ゆで

約330kcal

て熱いうちにつぶします。

2 ボウルに 1 を入れ、砂糖、卵、

牛乳、生クリームを加えてよく混
ぜ合わせます。

かぼちゃ

（ゆでた状態で） 300g

砂糖

70g

卵

3 耐熱容器に 2 を流し入れ、天

板に湯を張って、180度のオー
ブンで40分ほど、固まるまで焼
きます。

3個

牛乳

100cc

生クリーム

100cc

黒みつ

お好みで

4

3 のあら熱を取り、冷蔵庫で冷
やします。

5

4 を器に盛りつけ、黒みつをか
けます。

かぼちゃは買ってきたらすぐに種を取り除き、使いやすい大きさ

料理の
に切って電子レンジで加熱するか、ゆでて冷凍しておくといつでも
ポイント

使えます。かぼちゃをつぶして使うときは熱いうちにすると簡単です。

１カ月で体重が３㎏ 減りましたが、
それ以降は進展がないので、今後は運
動も取り入れて、標準体重まであと

り始め、これはダイエットを真

なか周りの肉もだんだん気にな

梅田 保夫

㎏（！）の減量に努力します。

お
剣に考えなければいけないと、最近考

スクワークのため運動不足だと

ＯXが設置されました。前よりも間食

営 業 部 員 の た め に、夜 食 の お 菓 子B

ところが、社長の好意で残業の多い

えるようになりました。

感じるようになり、寝る前にス

今

禁煙体験談

までずっとタバコをやめられな

かった父。今年 歳になる弟が

禁煙を始め、一緒に頑張っている様子。

もう５カ月になります。せきの回数も
減ってきたように思います。

公手 美有紀

煙を始めて３年半。体調もよく

なり、駅まで自転車で行ってい
たのを歩きにして片道 分。体重も

禁

が大幅増量中です。喜んでいいのやら、

デ
トレッチを始めました。体が硬くなっ

悲しんでいいのやら……。

恵まれました。プロポーズの時

婚 年目にして、やっと子宝に

河原 央季

たようで、学生時代よりもどこの筋肉
が伸びているのかはっきりわかるよう
になりました。あの頃の柔軟さを取り

結

戻せるように毎日続けたいと思います。
石川 絵里子

髙島 良栄

㎏ から ㎏ になり、ますます絶好調で
す。

採用された方には1,000円分の図
書カードをお送りします。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。クイズ解答
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。

29

25

毎回、禁煙についてのエピソードを皆様
から多数お寄せいただき、ありがとうご
ざいます。
今回は禁煙によって、父子の絆が深まったり、
体調がよくなり、体力アップや減量成功等々の一
石○鳥
得られるものが多いことを教えていた
だきうれしくなりました。
これからも、さまざまな体験を共有していきた
いと思いますので、
皆様の投稿お待ちしています。

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。

90

「自由空間」に
お便りやイラストを
お寄せください。

に「 年後には幸せにする」と言った

317,876円

ものの、何をしたらよいか考えていま
したが、
「ベイビー誕生が最高のプレ

86,210人

平均標準報酬月額

量のため、 時～ 時に食べて
いた夕食をやめ、夕方５時半、

ゼントだね！」と妻はとても喜んでい

被 扶 養 者 数

減
会社で家から持参のおにぎり１個のみ

ます。約束を守れたなぁと、ホッとし

紀美代
由美

小長谷

安齊 健一

食べる。また、朝食をトースト２枚か

巧

ています。

ぞう

斎藤

100,695人

10

ら副食色々の和食に変更しました。

かさ

禁煙も 孫の為なら 苦にならず 宮坂
カロリー減 こんにゃく入れて 嵩は増
処方箋 勇気を出して ジェネリック

被 保 険 者 数

10

85

3,169社

10

！？

数
所
業
事

平成24年6月末現在

11

保健師
より
ひと言

印刷健保の現勢

10

3

4

5

15

6

A
7

8

9

11

9 8 6

5 4 3

26

10

11

12

暑さを忘れて

B

C

13
14

15

16

17

18

F

E
21

30

22

23

24

25
D

26

27

28

31

29

30

32
クロスワードパズル

出題・チュンチュン

ヨコのカギ
1 1920年アントワープ五輪で日本人初の銀
メダル。今話題は錦織 圭。
。予行演習などにも
3 本戦や本番の“前”
つけます。
5 水泳のクロールを○○○形と言うわけでは
ありません。
7 気分転換も大切です。
10 スポーツ選手と二人三脚でサポート。
12 神様はちゃんと見ています！
13 アテネ、北京、ロンドンの次。
14 ⇔外
15 ソウル五輪のマスコットキャラクターのモデ
ルになりました。
16 北京五輪で太田雄貴が銀メダルを獲得し
たフェンシングの種目。
18 ソフトボールとともにロンドン五輪から除外
されました。

答え

答え

A

B

C

D

20 ロンドンは札幌より高く、樺太と同じくらい。
21 コナン・ドイルやアガサ・クリスティはイギ
リスを代表する○○○小説家。
22 子どもの頃プールでコレを使っていても水
泳選手になれますよ。
23 警戒が厳重だとはい出ることもできない虫。
24 どんなスポーツでも団体なら適材○○○
○が基本。
26 長らく「文芸復興」と訳されてきましたが、
現在では文芸のみでなく広義で使われる
ので「復興」の意味で使われます。
29 試合に負けて○○○○に勝つ、というも
やり切れませんね。
31 オウンゴールをこのひと言で済ますことは
できません！
32 観覧・応援のためスタンドを埋めつくす人・
人・人・人・人。
E

F

第294号のクイズの正解は
「ストレッチング」でした。

A

B

C

D

E

F

G

応募総数108名
抽選の結果、
「オムロン耳式体温計」
は
見上 今日子様、石川 文雄様、堀内 裕子様
「図書カード」
は重光 千絵里様ほか14名の方々が当選となりました。
15

28

27

25

23 19 18

ク

イ

ズ

応

17

16

陸上競技は大きく二つに分かれます。 ト
ラックと。
女子はフリースタイルだけですが、男子に
はグレコローマンスタイルもあります。
できる社長や監督。
一位。 金メダル。
ロンドンとは時 差が８時 間あるので、 日
本がおやつの頃あちらでは○○ご飯。
北京五輪では福原 愛、ロンドン五輪では
吉田沙保里が。
緊 張 感がなくってだらしなくなると、 緩
みます。 巻いて、引き締めます。
空 手の「 ○ ○ 止めルール」では見 極めが
難しいので審判の高い能力が要求されます。
けがすることなく○○に帰ってきてほしい。

20

19

募

方

法

ハガキに、❶クイズの答え ❷氏名（ 被扶
養者が応募する場合は被保険者名も併記）
❸保険証の記号・番号 ❹会社名 ❺賞品
の送付先住所
（〒も） ❻今号でおもしろかっ
た記事、
ご感想など ❼掲載してほしい情報
❽「自由空間」へのお便り ❾川柳 ❿禁煙
についての体験談
（❽❾❿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
全国版第295号』
クイズ係までお送りください。
締め切り:平成24年10月1日
（月）
（当日消印有効）
賞 品：
「シチズン
防災クロック」を
3 名 様に、さらに
15名様に1,000
円分の図書カード
を差し上げます。

シチズン防災クロック
ディフェリアＲＡ03

クイズの正解および当選者は、
『 印刷けんぽ全国版第
296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。

タテのカギ

2

１ ゴールに次ぐゴールの○○○○合戦。
２ 家でも迫 力あるスポーツ観 戦ができるテ
レビといえば。
陸上はアスリート、球技は。
開会式では整然と作って行進します。
美術館や博物館によっては決まっていて表
示してあります。
うわべばかりで軽々しいさま。
船でする旅のこと。
チケットは自 由 席のもありますが、こち
らがほとんど。
ヨコのカギ を代表する芸術家、○○○
○○・ダ・ヴィンチ。
2020年のオリンピックを誘致するため
にがんばっています。
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診療費の約18％が薬剤費！
皆さんのご協力があれば
医療費は削減できます！
34％の方が
ジェネリック医薬品に切り替え
平成23年度の診療費（保険診療分のうち、患者の
一部負担を除いて印刷健保が医療機関に支払った額）
205億1,880万円のうち、薬剤費は36億6,805万円とな
り、診療費に占める割合は17.88%でした。
印刷健保は平成23年度に、高額な薬を処方されてい
る方5,551人に「ジェネリック医薬品促進通知」をお
送りしました。そのうち、平成24年1月にも受診した
3,564人のうち、ジェネリック医薬品に切り替えた方
は1,215人で、切り替え率は34.09%でした。
ジェネリック医薬品への切り替えにより、受診者ご
自身の経済的負担を減らすことができます。また、ご
加入者の皆さんが切り替えてくださることで、健保組
合の薬剤費の支出も削減できます。ジェネリック医薬
品の使用をさらに推進するため、一人でも多くの方の
ご協力をお願いいたします。

ジェネリック医薬品に変更したら、どのくらい安くなるの？
高血圧症の場合

糖尿病の場合

（1日1回、1回1錠服用）

（1日3回、1回1錠服用）

脂質異常症の場合
（1日1回、1回1錠服用）

ロンゲス錠10mg

1錠 69.0円

ベイスン錠0.3

1錠 55.0円

リポバス錠10

ロンゲリール錠10

1錠 15.7円

ボグリボース錠
0.3mg

1錠 25.7円

シンスタチン錠10mg

に切り替えた場合、

に切り替えた場合、

1年間で約5,800円

1年間で約9,600円

ご本人の負担が軽減されます。

ご本人の負担が軽減されます。

1錠 232.3円
1錠 89.5円

に切り替えた場合、

1年間で約15,600円

ご本人の負担が軽減されます。

※複数種類のあるジェネリック医薬品は、価格の安いものと比較しています。
※薬代のみ、1年間365日、3割負担で計算しています。端数処理の関係で、実際の薬剤費とは若干異なります。

ジェネリック医薬品について、 「かんじゃさんの薬箱」 日本ジェネリック医薬品学会
もっと知りたいときは、
こちらをご参照ください。
われ
歩。
ら健
1万
1日

歩
人。
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う！

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