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けんこう 味の素健康保険組合

●心の悩みや不安は、
相談料・通話料無料のメンタルヘルスカウンセリングサービスへ
TEL0120-977703
●病気・薬・病院検索、料理レシピ、健康維持の方法など健康情報が満載！
「ヘルシーファミリー倶楽部」

　検 索味の素健保

スリムアップサポート
（特定保健指導）を
再開します
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理事長　松澤　巧

事務長　神垣祐子

　味の素健康保険組合の理事長を務めます松澤巧です。
　味の素グループは“食”と“健康”、そして、明日のよりよい生活に貢献することをミッ
ションとしています。企業グループとして「働き方改革」も重視し、健康経営の土台とする
ことも試みています。また、健保組合としては、法定の健康診断時に、腹部エコーや便潜血
検査等を健保組合の費用負担で追加し、さらには人間ドック他さまざまな検診を用意して、
疾病の早期発見につなげようとしています。この手厚さは他の健保組合に例を見ないもので
あり、みなさんの安心のよりどころにしていただければと思います。
　さまざまな生活者やアスリートの健康へのサポートを事業として行う中で、従業員の未
病・予防対策ができていないと、事業そのものの信頼性にも関わると感じています。味の素
グループの健保組合としては、味の素みらい㈱も加わり、計20社、加入者数は2万2,300名
に上るまでになりました。今後も健保組合からもさまざまな情報を発信し、グループのみな
さんの健康につなげていけるよう取り組んでまいります。

　この度、味の素健康保険組合の事務長に就任しました神垣祐子と申します。
　これまで自分自身も出産育児一時金を受け取ったり、業務で傷病手当金申請の手続きをし
たりと、健保組合の恩恵を受けていることを感じていました。そして、実際に当健保組合の
業務に携わると、レセプトデータ（病院からの診療報酬明細書）１枚１枚にストーリーがあ
ることに気づかされると同時に、健康の大切さをひしひしと感じます。
　一方で、恥ずかしながら私は健保組合の仕事に携わって、みなさんからお預かりしている
保険料の47%もが、高齢者の医療制度に拠出されていることを初めて知り驚きました。みな
さんはこの数字をご存じでしたか？　平成37年まで医療費は増え続けることが想定される
中、私たち味の素健保組合の組合員が心身ともに健康であることが、健保組合の運営、ひい
ては日本の医療保険制度の舵取りに重要であると気づかされたところです。
　味の素グループWayの「人を大切にする」を体現する業務に携わっている重みを感じつ
つ、みなさんの健康管理に役立つ健保組合をめざして今後精進してまいります。
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平成29年6月20日開催の当健保組合組合会において、
平成28年度決算、事業報告などについて承認されましたので、

概要をお知らせいたします。

3年連続の経常黒字決算に

保険料収入は2つの新しい事業所が編入したことにより、2.1億円の増加
高齢者医療費にあてられる納付金のしくみが一部変わったため、納付金額は前年度
より４.1億円の大幅増加
実質的な収支である経常収支において10億円の黒字に。しかし、今後も納付金の
負担増加が予想されるため、安定的とはいえない財政状況

❸

❷
❶

平成28年度　決算のお知らせ

保険料
7,525百万円（＋214百万円）

保険給付費
3,130百万円（＋1百万円）

納付金
2,933百万円（＋411百万円）

その他
170百万円（－87百万円）

保健事業費　311百万円（－3百万円）

その他
251百万円（＋21百万円）

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　556百万円（＋277百万円）
平成27年度に余ったお金を28年度に使いました。

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
されました。

みなさんが医療を受けた
ときなどに健保組合が負
担した費用です。

みなさんや事業主から納めて
いただいた、健保組合財政の
貴重な財源となる保険料です。

みなさんの健康をサポートするため、
29年度も積極的に実施します

収　入
総計　8,252百万円（＋403百万円）

支　出
総計　6,624百万円（＋429百万円）

27年度から納付金の
しくみが一部変わった
ことで、負担がさらに
増加

当健保組合が実施する
保健事業を活用し、引
き続き医療費の削減に
ご協力を

（　）は対前年度増減
端数処理の関係で合計が合わない箇所があります

8,252百万円  －  6,624百万円  ＝  1,628百万円
（収　入） （支　出） （繰越・積立）

※経常収支においても1,020百万円の黒字
収支残

決算の
ポイント
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現在、味の素健康保険組合の
加入者は何人なの？

医療費の自己負担は原則３割です
　みなさんが病気やけがで医療機関にかかった場合、窓口で支
払うのは医療費の原則３割。残りの７割は健保組合が負担して
います。この財源は、もともとみなさんと会社が保険料として、
毎月の給料や賞与などから納めていただいているものです。
●年齢により自己負担割合が異なります●
　◦義務教育就学前…２割
　◦70～74歳…３割または２割（所得によって異なります）

子どもの医療費は「タダ」ではありません
　お住まいの自治体によっては、子どもの医療費が無料（ある
いは軽減）となっている場合があります。これは、本来、患者
が医療費を２割もしくは３割負担するところを、自治体が負担
しているためです。医療費の残りの７割もしくは８割を健保組
合が負担しています。

医療費が高額になっても安心です
　健康保険には、医療費が高額になってしまった場合でも、患
者の負担をおさえるしくみがあります。これに加え、味の素健
保組合では独自のしくみを設けることで、みなさんの負担をさ
らに軽減しています。詳しくは当健保組合ホームページをご覧
ください。

Q

次号では、「育休時の保険料について」をテーマに取り上げる予定です。

保険料を出し合って、
病気やけがをしたときに
お互いに助け合う制度のことです

健康保険って
何だろう？

健康保険の知っておこう き ほ ん

被保険者  12,102人　　 被扶養者  10,889人　　 合　計  22,991人A

　検 索味の素健保

　当健保組合は大正15年12月15日に設立されて以来、平成19年
度までは味の素㈱の単一健保組合でした。
　しかし、20年度から味の素㈱のグループ経営強化にともなっ
て、当健保組合も味の素グループの健保組合への一歩を踏み出し
ました。
　19年度は加入者が約10,000人でしたが、24年度には約27,000人
まで加入者が増えました。
　その後、カルピス㈱の移管や、デリカエース㈱、エース構内サー
ビス㈱などの加入を経て、今年度は新たに、味の素みらい㈱が当
健保組合に加わり、現在20事業所が加入しています。

味の素㈱
味の素健康保険組合
味の素労働組合
㈱味の素コミュニケーションズ
味の素ファインテクノ㈱
味の素冷凍食品㈱
北海道味の素㈱
沖縄味の素㈱
クノール食品㈱
日本プロテイン㈱

EAファーマ㈱
味の素パッケージング㈱
㈱アイ・ピ－・イー
味の素ベーカリー㈱
味の素アニマル・ニュートリション・グループ㈱
デリカエース㈱
エース構内サービス㈱
㈱コメック
㈱フレック関東
味の素みらい㈱

平成29年度加入企業一覧
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 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度平成

（人）

4,518
5,440

9,433
10,261

11,527 11,970 12,587 12,601 12,964 12,856 13,133 12,674 12,024 12,053
11,268

12,206
11,335

12,175
11,249

12,102
10,889

13,779
11事業所が加入し
グループ化スタート

カルピス健保
組合と合併

味の素パッケージング㈱、
味の素ベーカリー㈱、
㈱アイ・ピー・イー 加入

味の素アニマル・
ニュートリション・
グループ㈱ 加入

カルピス㈱ 移管
デリカエース㈱ 加入

被保険者数

エース構内サービス㈱
加入

㈱コメック、
㈱フレック関東
加入

味の素みらい㈱
加入

■過去10年間の加入者数の動向 被扶養者数
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医療費がウェブで確認できるようになります

今年度より
スリムアップサポート（特定保健指導）を再開します

　みなさんに年1回、郵送でお届けしている『医療費と給付金支給額のお
知らせ』について、平成30年1月より当健保組合ホームページから確認で
きるようになります。
　このWEBサービスをご利用いただくには、初回時に登録が必要です。
後日、登録に必要な仮ID・仮パスワードをはがきで送付いたしますので、
手順にしたがって登録を行っていただきますようお願いいたします。

　当健保組合では、厳しい財政状況など諸事情を鑑み、平成
26年度以降、スリムアップサポート（特定保健指導）を中断
しておりましたが、今年度より再開し、内容をさらに充実さ
せることにいたしました。
　対象となるのは、40歳〜74歳の当健保組合の被保険者のう
ち、今年度、各社で実施される定期健康診断結果に基づき、
下記の基準でサポートが必要と判断、選定した方です。対象

者には、定期健康診断受診後に個別に連絡を差し上げます。
　サポート内容については、各社で異なる場合がございます
が、基本は6ヵ月間のプログラムが実施されます。なお、勤務
先などにより今年度対象外となる方もいらっしゃいます。
　この機会を利用し、プログラムに積極的に取り組んでいた
だき、ご自身の生活習慣改善にお役立てください。

実施時期 動機づけ支援（少し改善） 積極的支援（しっかり改善）

1ヵ月目 ◦初回面接（約30分間）
◦体重・腹囲の測定

◦初回面接（約30分間）
◦体重・腹囲の測定

2～5ヵ月目 ◦電話での支援：6ヵ月間で1回
◦ダイアリーファイルを記入

◦電話、面談、手紙での支援：6ヵ月間で3回
◦ダイアリーファイルを毎月郵送

6ヵ月目 ◦6ヵ月後の状況を返信
　➡委託業者より修了レポートを送付し完了

◦6ヵ月後の状況を返信
　➡委託業者より修了レポートを送付し完了

■基本プログラム内容

登録時に必要なもの

❶	『WEBサービスのご案内』はがき
	 （後日送付予定）
❷	健康保険証
❸	メールアドレス

情報提供 情報提供動機づけ支援 動機づけ支援積極的支援 積極的支援

あるない

ない ないある ある

ない ある

腹囲（おへそまわり）
男性85cm以上　女性90cm以上

BMIが25以上
BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

右の判定値のうち、いくつ該当するか

次の判定値のうち、いくつ該当するか
血糖	 空腹時血糖	100mg/dL以上　または
	 HbA1c（NGSP）5.6％以上
脂質	 中性脂肪	150mg/dL以上　または
	 HDLコレステロール40mg/dL未満
血圧	 収縮期血圧	130mmHg以上　または
	 拡張期血圧	85mmHg以上

喫煙習慣 喫煙習慣

1個2個1個 0個0個 2個以上3個

スリムアップサポート対象者 スリムアップサポート対象者

《判定基準》
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男性の生活習慣病予防に着目しています！
　当健保組合の被保険者男性の３年間の医療費データ（１人
当たり）を、疾病別に分析してみました。
　その結果、高血圧症・脂質異常症を代表とする循環器系
疾患の医療費が、ここ数年トップを占めています。
　また３年間の推移をみると、健診の充実や各事業所の保
健指導の成果が医療機関への受診につながっていることも

考えられますが、被保険者男性については、年々、医療費
が上昇していることがわかります。
　このデータからもわかるように、当健保組合では今年度
も男性の生活習慣病予防に重点を置き、対象者への積極的
なアプローチを実施してまいります。

人間ドック補助額の変更について

血圧
太った

やや太った

変化なし

やややせた

やせた

-6 -4 -2 -0 0 2 4 6

収縮期血圧
拡張期血圧

（mmHg）

循環器系疾患

消化器系疾患

内分泌・栄養・代謝疾患

呼吸器系疾患

新生物

筋骨格系・結合組織疾患

精神・行動障害

0 5,000 10,000 15,000 20,000

被保険者男性の疾病別医療費（1人当たり額）

平成27年度
　　26年度
　　25年度

（円）

生活習慣病が
増えている

太った

やや太った

変化なし

やややせた

やせた

-3 -2 -1 0 0 1 2 3 4 5 6

HDL（善玉）コレステロール（mg/dL）中性脂肪

-40 -30 -20 -10 0 0 10 20 30

太った

やや太った

変化なし

やややせた

やせた

（mg/dL）

LDL（悪玉）コレステロール
太った

やや太った

変化なし

やややせた

やせた

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 0 2 4

（mg/dL） γ-GTP
太った

やや太った

変化なし

やややせた

やせた

-20 -15 -10 -5 0 0 5 10 15 20

（IU/U)

　今年度より被保険者の人間ドック補助上限額が50,000円から30,000円に変更になっております
のでご注意ください。詳しくは、前号の『けんこう』春号をご覧ください。

ウエスト周りを減らせば、各種検査値も改善できる！

次号では、女性の健診結果データを紹介します。

　平成26年度にBMI25以上（肥満）の40歳以上の味の素健
保組合に加入の被保険者男性1,030名の方を対象に、2年後
の28年度に、ウエスト周りの増減によって健診結果がどのよ
うに変化したかを分析しました。その結果、いずれの項目に
おいても、ウエスト周りが減ることで、ほとんどの健診結果
項目は改善されていることがわかりました。
　ウエスト周り1cmは体重約1㎏＝約7000Kcalの消費です。

1ヵ月にベルトの穴を一つ減らすことを目標に掲げ、1日
250Kcal	程度の消費を目安として運動と食事をコントロール
してみませんか？
　当健保組合では、「わかってはいるけれど、なかなか健康行
動を実行できない」という方へ、積極的なサポートを実施し
ていきます。

データ分析から見える味の素健保組合の実態

グラフ上の表記 ウエスト周り
太った 5cm以上増えた

やや太った 2～4.9cm増えた
変化なし 1.9～マイナス1.9cm

やややせた マイナス2cmから
マイナス4.9cm減った

やせた マイナス5cm以上減った
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味の素健保組合が行う健康サポート事業

健診や日々の健康管理に重点を置いた
事業をご活用ください

「Q
ク　ピ　オ

UPiOでGO！」

スリムアップサポート（特定保健指導）

単独検診・人間ドックなどの
健診費用補助

胃がんリスク検診
※詳しくは同封のパンフレットをご覧ください

薬局を利用したヘルスサポート
（トライアル施策）

　健診データを格納できてい
る被保険者のうち、生活習慣
改善が必要とされる方が対象。
健診2ヵ月前に自宅へ、健康
アドバイス冊子「QUPiO」が
送付されます。

　厚生労働省が健保組合に義
務づけている特定保健指導を
実施。5ページに記載の基準
で対象者が決まります。対象
になった方は、6ヵ月間のス
リムアップサポートのプログ
ラムを受けていただきます。

　前号の『けんこう』春号
の健診のご案内を参照いた
だき、当健保組合の費用補
助も利用して、各種健診を
賢く受診しましょう。特に、
被扶養者は受診率が低い傾
向にありますので、積極的
にご受診ください。

　胃に存在するピロリ菌の有
無を調べる検査です。昨年度
より、すでに1,300名を超え
るたくさんの方に受診いただ
きました。胃の除菌によって、
「胃のむかつきがなくなった」
など、がんの予防だけでなく、
胃の調子が良くなったという
声が届いています。

　「薬を飲んでいるのに血圧が改善されない」「本当にこの
薬で良いのかな？」などの疑問や不安に、専門の薬剤師
が相談に応じ、みなさんの健康をサポート。脳梗塞や心
筋梗塞などの重篤な病気にならないために、服薬内容に
基づいて日々の生活習慣の見直しを提案するプログラム
です。
　当健保組合から対象者へ通知が送られます。その後、
薬剤師との面談をとおして服薬の指導を受けることができ
ます。

自分のからだに関心を持ち、セルフケアを身につけていきましょう。

生活習慣改善施策

生活習慣改善施策

健診受診促進施策 本年度トライアル施策

病気の重症化予防策
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ヘルシーファミリー倶楽部を
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 音声ガイドにしたがい、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。

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）

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

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

その他にも…健康関連書籍が読み放題／健康に関するトピックスを月
2回更新／メールマガジンサービスを毎週発信

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。知りたい健康のこと

体力レベルに合わせたエクササイズい
ろいろ。健康は自分で作るもの

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。簡単ヘルシーレシピ

処方薬・病院の検索、症状から病気検
索が可能。内容充実の簡単チェック

味の素健保組合ホームページをご利用ください

心の相談サービス

　味の素健康保険組合の被保険者の方（40歳～74
歳）は、ヘルスケアコミッティ社の健康情報サイ
ト「QUPiO」にて、過去３回分の健診受診データ
を確認できます。ぜひご利用ください。

　当健保組合ホームページの健康情報サイト「ヘルシー
ファミリー倶楽部」をご利用いただいていますか？	当
サイトでは、下記のような健康づくりに役立つさまざ
まな情報を掲載しています。どうぞお役立てください。

知りたい情報がみつかります

サイトの一例

画像はイメージです

もちろん、ご利用はすべて無料！　検 索味の素健保

を
ご活用ください

スマホにも
対応！


