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ヘルシーファミリー倶楽部を
ご活用ください

もちろん、
ご利用はすべて

当健保組合ホームページのトップ画面から、健康情報コ
ンテンツ「ヘルシーファミリー倶楽部」がご覧いただけ
ます。病気・くすり・病院の検索や、週替わりで更新さ
れる健康記事など、魅力的な健康コンテンツが満載です
ので、ぜひご活用ください。

心の悩みや不安は1人で悩まずお電話ください。
プライバシーは厳守いたします。どうぞ安心してご利用ください。

利　用　方　法 音声ガイドに従い、利用したいサービスの番号のボタンをプッシュしてください。

※本サービスには免責事項がございます。詳しくは当健保組合のホームページをご覧ください。
※これまで提供しておりました「ファミリー健康相談」サービスは、廃止となりました。

面接によるメンタルヘルスカウンセリングの予約窓口･････10時〜20時予約受付
電話によるメンタルヘルスカウンセリング････････････････10時〜22時受付
電話によるメンタルヘルスカウンセリングの予約窓口･････10時〜18時予約受付

をプッシュ･➡2
をプッシュ･➡3
をプッシュ･➡4

2 〜 4 は月〜土曜日（日曜・祝日・年末年始は休）

無料

専用ダイヤル 0120-977703（ ）スマホ・携帯電話・PHS
からもご利用いただけます

健康に関する書籍はもちろん、日常生活にお役立
ていただける100冊以上の電子書籍が読み放題。

電子図書館

メールアドレスをご登録いただくと、毎週最新の
健康情報をお届けいたします。

メールマガジン

コンテンツをご覧いただくには、下記のパスワードが必要です。

パスワード 06139497

くすり・病院検索や、健康度、ストレスの
セルフチェックもできる。

健康の悩み、気になる症状に専門医が答え
る「健康相談」など。

ダイエット、野菜不足解消に役立つ、簡単・
おいしいレシピが多数。

運動嫌いさんも安心。レベルに合わせたエ
クササイズいろいろ。

気になる病気やけが、話題の健康情報をわ
かりやすくご紹介。

スマホにも対応！

ご利用は、当健保組合のホームページから

無料！
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平成27年度の保健事業等は次のとおり展開します。

毎年、事業主が従業員に行う健康診断の中で、「がん対策
の充実」のため、35歳以上男女の希望者を対象にペプシ
ノーゲン検査（胃がん）・便潜血検査（大腸がん）・5臓器
超音波検査、45歳以上の男性を対象にPSA検査（前立腺
がん）の4項目の検査費用を健保組合が負担しています。

定期健診時のがん検診

定期健診受診時

当健保組合で管理している医療費・特定健診データなどを
分析し、保健事業を企画・展開していきます。詳しくは4
～5ページへ。

データヘルス計画

被保険者女性を対象に実施可能な事業所でマンモグラ
フィ・乳房エコー検査を実施しています。実施日などは事
業所内の告知をご覧ください。

検診車による乳がん検診

一部事業所にて随時

■「アクティブライフサポート」
63歳～73歳の加入者を対象に、正しいお医者さんのか
かり方などをアドバイスします。

■生活習慣病予防支援（被保険者）「QUPiOでGO！」
生活習慣改善が必要と思われる方を対象にあなただけの小
冊子を健診前にお送りいたします。またWEBでも継続フォ
ローができます。詳しくは右ページとホームページをご覧く
ださい。

健康支援事業

被保険者・被扶養者を対象に、接種回数にかかわらず、1人
2,500円を限度に実費の補助を実施します。

接種対象期間　平成27年10月～平成28年1月31日
補助申請締切　平成28年2月29日

インフルエンザ予防接種 

加入者の「健康観（自分の健康について考え行動する）」を
高める活動・イベントについては、事業所と協力して支援
を行います。支援は、1事業所で年に1回以内とします。

平成28年1月までに申請

事業所主催の
健康づくりイベント・活動への支援

健保組合と加入者を結ぶ大事なコミュニケーションツール
です。自分の意思で健康行動がとれるように（自分の健康
を自分で守ること）、「気づき」を提供します。また、ホー
ムページではリアルタイムの情報を発信します。

春号（4月発行） 秋号（11月発行）

広報誌『けんこう』の発行 および
ホームページの充実

　高齢化が進み、現役世代人口が減少していくなかで、今後の医療保険制度の行く末が危ぶ
まれておりますが、そのような状況の下、健全な健保組合運営を継続していくために、加入者
のみなさんの発病予防と重症化抑止につながる、効果的な事業の展開に財源を集中させます。
　そして、「がん」と「生活習慣病」の対策に特化した健診事業の強化を、これまで以上に推進
してまいります。

被扶養者確認調査

平成27年7月～8月

みなさんからお預かりした保険料を適切に使うため、被扶
養者の方が認定基準を満たしているかの調査を毎年実施し
ています。

みなさんの健康づくりをお手伝いします！
味の素健康保険組合の保健事業テーマ

平成27年度 保 健 事 業 計 画 のご案内

データヘルス計画の一例
「QUPiOでGO!」

今年度も生活習慣改善が期待される方へ冊子をお配りします。ぜひ改善に取り組んでください

WEBであなたの健診結果が
見られます！
　QUPiOの「WEB版」が、当健保組合
ホームページからご利用いただけます。
　冊子版の配布対象でない方も、WEB
をご覧になってご自身の健康結果や、
健診結果に基づく健康情報をチェック
しましょう。

単独がん検診
（35歳以上の被保険者の方）

受診可能期間　平成27年5月15日～平成28年３月
申 込 締 切　平成28年2月29日

胃がん・肺がんに加え、本年度より大腸・脳の単独受診が
可能です。胃・肺は20,000円、大腸・脳は30,000円まで
補助を実施します。
（35歳以上の被保険者の方）
■ 2項目まで選択可能。
■ 大腸と脳は人間ドックのオプションに加えることはできま
せん。

婦人科単独検診

受診可能期間　平成27年4月～平成28年3月
申 込 締 切　平成28年2月29日

■ 「婦人科検診の充実」のため、成人女性（被保険者・被
扶養者）を対象に、「乳がん検査・子宮頸がん検査」に
10,000円まで補助を実施しています。

 （オプションとして人間ドック・一般健診と同時受診可）
■ 子宮頸がんHPV検査自己採取の、郵送検査費用を全額
負担。ただし預り金で1,000円お支払いいただきます。

 （成人女性の方）

加入者のみなさんに正しい健康状態を把握していただくた
めに、健診の費用補助を行っています。対象となる加入者
の方のご自宅に申込方法の案内をお届けしています。
■ 人間ドック　50,000円まで補助
 （35歳以上の被保険者・被扶養者の方）
■ 一般健診　30,000円まで補助
 （成人被扶養者・任意継続の被保険者の方）
■ 巡回レディース健診基本項目費用の全額負担
 （成人被扶養者女性の方）
上記コースにオプションを追加できます。
 ●婦人科検診　10,000円まで追加補助
 　・子宮頸部細胞診
 　・乳房エコーまたはマンモグラフィ
 ●骨密度 ●肺部CT検査
 ●前立腺がん検査（PSA） ●胃部内視鏡への変更

受診可能期間　平成27年4月～平成28年3月
申 込 締 切　平成28年2月29日

人間ドック・一般健診・巡回レディース健診

各事業の詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

バナーを
クリック

NEW
5月15日から
申し込みスタート

味の素健保

　今年度も引き続き、生活習慣の改善が見込める方に、定
期健診の2か月前ごろに冊子『QUPiO』をお届けします。
　昨年実施した結果から、取り組んでいただければ、数値
が改善することが見えてきましたので、ぜひチャレンジし
てみてください！

NEW
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生活習慣病年齢別有病者数割合（被保険者男性）

「データヘルス計画」が始まります

　グラフは、生活習慣病で医療機関にかかっている人数の
割合を、それぞれの年代で比較しています。
　加齢につれ、高血圧・高脂血症で医療機関にかかってい

る人が増え続け、50代前半では４人に１人は高血圧で受診
していることになります。高血圧・高脂血症は生活習慣病
の代表疾病です。

　平成27年度より、すべての健保組合に実施が義務
づけられている「データヘルス計画」。これは、電子化
されたレセプト※データや、特定健診（定期健康診断）
データ・人間ドックデータを分析し、その結果に基づき、
保健事業を効果的・効率的に実施するための事業計画
です。
　具体的にはみなさんがどのような病気にかかり、ど
れぐらいの医療費を支払っているのか、また他の健保

組合と比較して味の素健保組合がどのような状態であ
るか、などの比較も明らかになります。
　このような分析結果から、当健保組合では今までの
取り組みを継続しながら、独自の健康課題に向けての
施策をスタートさせます。

※	医療機関が健保組合に医療費を請求するために、行った処置や
使用した薬剤などを記載した明細書のことです。入院・外来・
歯科・調剤の4種類があります。

　　 の分析の結果から、被保険者男性には生活習慣を改
善していただこうという施策が考えられます。
　そのひとつの施策が、昨年度より導入したヘルスケア
コミッティー社の「QUPiO」という小冊子配布事業です。

「QUPiOでGO !」……定期健康診断前に生活習慣改善が期待
される方に対し、個人向け情報冊子を自宅に送付し、健康
診断に向かって行動を起こしていただくのがねらいです（3
ページ参照）。

　今回は平成25年度に実施した「QUPiOでGO！」の結果を報告いたします。

　「ある一定の効果は得られたが、マンネリ化しない施策を検討しよう！」など、次年度に向け修正を加えた施策を実施します。

　このように「Plan〜Do〜Check〜Act」を繰り
返すことで（PDCAサイクルといいます）、保健事業
を継続的に展開していきます。
　また、「データヘルス計画」には健保組合だけの
施策にとどまらず、事業主との協力体制（コラボヘ
ルス）の構築も盛り込んでいます。分析結果から得

られた各事業所の特性をふまえ、効果的・効率的な
健康支援の体制づくりを検討していきます。
　今回の「データヘルス計画」は3年後に総括的な
事業評価を行います。効果ある保健事業にご期待く
ださい。
　もちろん、主役はあなたです。

（例）生活習慣病年齢別有病者数の分析より

平成25年4月～26年3月レセプトデータより

「データヘルス計画」の詳細については当健保組合
ホームページからご覧いただけます。

◦無関心期からの平均脱却率（対前年で何%増減したか） ※

◦検査値の平均改善・悪化状況

※	健診の際、お答えいただく21の質問に『改善に取り組む予定や考えがあるか』
という項目があります。改善するつもりがない層（無関心期）から脱却した方の
割合を算定しました。

対象者 非対象者

2.7%増加 0.1%減少

対象者 非対象者
〜前年 〜今年 差 〜前年 〜今年 差

BMI（肥満指数） 0.3% −0.2% −0.5% −0.1% 0.3% 0.3%

最高血圧 1.2% −0.2% −1.4% 0.4% 1.3% 0.8%

空腹時血糖 1.1% 0.6% −0.5% 0.5% 0.8% 0.3%

中性脂肪 10.4% 5.2% −5.2% 4.5% 10.6% 6.2%

※3年間連続で健診を受診した約1,700名を対象に集計しています。

取り組みの結果、目をみはる改善となった、味の素㈱のメタ
ボブラザーズのみなさん。左からウェルネス事業部	森さん・
鈴木さん、スポーツニュートリション部	篠田さん

　冊子をお配りした方は、平均的に意識が高まった
り、健診結果が改善していました。きっと、取り組み
をいただけた方が多かったのだと思われます。
　当健保組合のホームページに、より詳細な取り組
み結果のまとめと、取り組みをされた方の改善事例の
紹介を載せていますので、ぜひご覧ください。

　　　当健保組合の特徴 Plan1

　　　何を行いますか？ Do2

　　　事業を数値評価します Check3

　　　そして次年度に向け事業の改善・修正を行います Act4

健診結果
（生活習慣病リスクの情報）

レセプト
（医療費の情報） 健保組合

データ分析により、
加入者の健康課題を
明らかにする

電子データ

電子データ

データヘルス計画

データ分析に基づく
効果的な保健事業を実施

25年度実施結果ご報告

1

味の素健保

味の素健保

◦	自分専用のマガジンがあると、普段、本などを読まない
人でも読むようになり、健康を意識するようになる。

	 （50代男性　味の素ベーカリー㈱）
◦	クピオをありがとうございます。「健康年齢ゾーン」の
結果が「やや年齢より上」と出ていてちょっとショック。

生活に少し余裕を持ち、バランスの良い食事に気をつけ
ます。	 （60代女性　㈱ギャバン）

◦	とてもすばらしい情報でした。現在、生活習慣改善中。
息永く生きたいと思う。その意味でもいい励みになりま
す。	 （40代男性　味の素㈱）

◦ご意見（アンケート結果から）
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収　入　の　部

収　入　の　部

平成27年度予算と事業計画のお知らせ

平成27年２月18日開催の当健保組合組合会において、
平成27年度予算と事業計画が承認されましたので、概要をお知らせいたします。

	 前年度に引き上げを行った保険料率については、27年度は据え置きとしました。

	 高齢者の医療費にあてられる納付金は、保険料収入の約４割に。この負担が財政
運営の大きな足かせとなっています。

データヘルス計画の推進
　加入者の特徴に合わせた保健事業を展開し、その結果を検証。これを繰り返し、さらな
る健康増進を図ります。

わかりやすい、透明性の高い健保組合運営
　加入者の「健康」、「健保組合」への興味、関与を高めるタイムリーな情報発信を行います。

❖	平成27年度の保健事業については２～３ページに掲載しています。詳細はホームページをご
覧ください。

みなさんの健康をサポートしながら、
事業の効率化を図ってまいります

保険給付費 納　付　金
保健事業費

その他

7,204

7,2653,5673,140 320 238

3,335 3,360

3,496 2,789 6,941

275 234

395 262

25年度
（決算）

26年度
（決算見込）

27年度
（予算）

（合計）

保険給付費
504円

納付金
402円

その他 37円
保健事業費 57円

として使われます。

保険料の約4割が
健保組合の外に
持ち出される

収　入　の　部

支　出　の　部

総計 7,620百万円
（7,984百万円）

総計 6,941百万円
（7,204百万円）

（　）は平成26年度決算見込

（　）は平成26年度決算見込

保険料
7,149百万円

（7,108百万円）

保険給付費
3,496百万円
（3,335百万円）

納付金
2,789百万円

（3,360百万円）

その他　262百万円（234百万円）

保健事業費　395百万円（275百万円）

その他　180百万円（710百万円）

みなさんや事業主からいただく貴重な保険料です。

みなさんが医療を受けたときに
健保組合が負担する費用です。

前期高齢者や後期高齢者などへの給付を
支援するために国から徴収されます。

人間ドックなど各種健康施策のための費用です。

前年度からの繰越金
279百万円（166百万円）

前年度に余ったお金を27年度に使います。

保険料率は前年度据え置き

健保組合財政を苦しめている元凶

ポイントは「がん対策」と「生活習慣病対策」

賢い受診を心がけ、
医療費の削減にご協力を！

▪支出額の推移（単位：百万円）

❶

❷

味の素健保組合
事業計画の重点テーマ

平成27年度も厳しい財政状況に置かれることから、
引き続き効率的な事業運営に努め、加入者の実態に
適した事業展開を進めてまいります。

❷
❶予算の

ポイン
ト

あなたが納める
保険料が

1,000円だったら…

グラフで
見る！

平成27年度
健康保険予算


