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健保連によるプロジェクト

ロコモティブ
シンドロームを防ぐ！

せきゆけんぽホームページから
アクセスしてください！

ご家族の
皆様でご覧
ください

家族のためにも
年1回の健診を！

特集

連載第2回

受けよう健康診断 ～生活習慣病予防のために～

スマホで見られます！

せきゆけんぽホームページ



せきゆけんぽでは、健康診断の補助を年度1回（4月～翌3月）行っています。

毎年必ず受けてご自身の健康状況を見落とさないようにしましょう。

今年の健診の予約がお済みでない方は、今のうちに予約してください。

せきゆけんぽの健診は東
とう

振
しん

協
きょう

コースと健
けん

保
ぽ

連
れん

コースがあります

健保連の健診

健診機関を選ぶ
※せきゆけんぽホームペー

ジをご覧ください。

予約する
※健診機関に直接ご連絡

ください。

受診券を入手する

TEL 03-3265-3289

※せきゆけんぽに電話で
ご依頼ください。

受診する

【特定項目】 診察、身長・体重、血圧測定、尿検査、血液検査 (注)25歳未満の被扶養者は対象外です（配偶者は対象です）

契約健診機関が全国約2,200件。メタボ

予防にはこちらで充分です。東振協の健診

機関がない地域の方 に々おすすめです。

家族のためにも
年1回の健診を！

健診コース 対象年齢 検査項目 自己負担金

東振協

一般健診
（Ａ2コース）

すべての方 特定項目＋胸部Ｘ線＋心電図 1,000円
（40歳以上無料）

生活習慣病健診
（Bコース）

30歳以上 一般健診＋胃部Ｘ線 5,000円

人間ドック
（D1コース）

40歳以上 生活習慣病健診＋腹部超音波 20,000円

健保連 特定健診 40歳以上 特定項目（メタボ予防健診） 無 料
※受診券利用

契約健診コースの一部負担金

受診までの流れ

東振協の健診

健保連の健診

東振協の健診 契約健診機関が全国約700件。

3種類の健診コースがあり充実しています。
よしっ！

契約健診機関を
せきゆけんぽ
ホームページで
探してみよう！

東振協の健診内容は
充実してるから、

まずは、近くに東振協の
健診機関があるか
チェックしてね。

無料の健診も
あるんだね

自己負担金の支払いは健診日に
窓口でお支払いください。

特 集

年1回の
健康チェックを
習慣にしましょう！
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もうそろそろ申込開始です
健診補助金制度

せきゆけんぽが定める検査を全額

自費で受診された方に、健診費用

の補助をする制度です。

奥さま補助金 裏表紙をご覧ください。

インフルエンザ予防接種の
予約を開始します

せきゆけんぽは東振協の「インフルエンザ予防接種共同事
業」に参加しており、東振協の契約医療機関で予防接種を
受けた際、1人1回につき1,000円の費用補助を行ってい
ます。今年も忘れずに早めの接種をお願いいたします。

契約健診機関が近くにない方はこちら 必須健診項目を必ず受診してください。

● せきゆけんぽ以外の助成を受けた健診（自治体や商工会議所など）も
　 健診補助金制度の対象になりました。
● 被扶養者の方は、個人で申請ができるようになりました。

生活習慣病健診相当の
必須健診項目を受診の補助額

一般健診相当の
必須健診項目を受診の補助額

30歳以上 40歳以上 すべての方 40歳以上

15,000円 16,000円 6,000円 9,000円

詳しくは…せきゆけんぽホームページをご覧ください。 〈お電話でのお問い合わせはこちら〉
健康管理課：03-3265-3289

家族のためにも
年1回の健診を！

◆接種期間 平成29年10月1日～平成30年3月31日

◆接種対象者 すべての被保険者および被扶養者（受診日に資格がある方）

◆接種の流れ

● せきゆけんぽへの申請手続きは不要です。　● 契約料金は「予防接種医療機関一覧表」でご確認ください。
● 資格喪失後に利用されますと、後日補助金額を返還請求させていただきます。

詳細はせきゆけんぽホームページまたは東振協ホームページをご覧ください。 インフルエンザ予防接種の
ご案内はスマートフォンか
らもご覧いただけます。【問い合わせ先】 健康管理課　TEL 03-3265-3289

- STEP 1 - - STEP 4 -- STEP 3 -- STEP 2 -

東振協ホームページか
らご希望の契約医療機
関をお選びいただき、
健康保険証をご用意の
上、直接お電話でお申
し込みください。

接種日に医療機関の窓
口等で、契約料金から
1,000円割り引いた金
額をお支払いください。

接種日には、印刷・記
入した「利用券」と「健
康保険証」を持参してく
ださい。

健保ホームページ（または東振協ホーム
ページ）から下記ファイルをダウンロードし
て印刷します。
①院内または集合予防接種…「インフルエ

ンザ予防接種利用券（院内・集合）」
②出張予防接種…「インフルエンザ予防接

種利用券（出張）」

予 約 接種費用の
支払い

接 種利用券の発券

注意
事項

せきゆけんぽ 検 索

このほかにも、女性のためのお得な
婦人生活習慣病予防健診もあるのよ。

平成30年春の婦人健診の案内を
11月下旬にお知らせする予定よ。

えーっ、もう来年の健診！

来春の予定はわからない…と思って
も、都合が悪ければ日程の変更もで
きるし、自己負担金の精算は受診後だ
から、まずは申込みしてね！

なるほどね…
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はり・きゅう、マッサージの
施術を受けるとき

医師の同意が必要です
● 初回申請の際は、必ず医師の同意書を添付してください。

● 継続して施術を受ける際は、3カ月に一度、必ず医師の同意書が再度必要になります。

はり・きゅうで
健康保険証が使える場合

健康保険が使える範囲

施術費用は
後日に払い戻されます

せきゆけんぽでは、はり・きゅう、マッサージの施術を受けた場合は、施術

費用をいったん窓口で全額お支払いいただき、後日、健保組合に請求して

いただく償還払いの取り扱いになっています。

〈手続き方法〉下記の書類をそろえて、せきゆけんぽへ申請してください。
●療養費支給申請書（原本） ●医師の施術同意書（原本）

●施術内容証明書（原本） ●施術費用領収書（原本）

詳しくは、給付課（03-3265-3306）へお問い合わせください。

神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎
捻挫後遺症の6疾病が対象疾患で、慢性的疼痛について

医療機関で治療の効果が得られず、医師が、はり・きゅう

師の施術を認めた（同意）場合。

医療機関との重複受診はできません！
同じ時期に、医療機関（病院、診療所など）で同じ対象疾

患の治療を受けている場合は健康保険が適用されません。
※柔道整復師との重複受診もできません。

脳血管障害の後遺症等などに起因する筋麻痺や、骨折後

の後遺症や手術後の障害などによる関節拘縮であって、

医療上マッサージを必要とし、医師の同意書または診断

書がある場合。

単なる肩こりや筋肉疲労回復を目的とした施術には、健
康保険証は使用できません。

はり・きゅう、マッサージの施術を受けるときには、すべての施術に健康保険が使えるわけではありません。
一定の条件を満たし、健保組合が認めた場合は健康保険の対象になります。

※条件を満たさない施術は、健康保険の適用外となり不支給（全額自己負担）となりますので、ご注意ください。

あんま・マッサージで
健康保険証が使える場合

4



はり・きゅう、マッサージの
施術を受けるとき

　今回は東京スカイツリー開業5周年ということで、「東京スカイツリーウォーキング」を平成29年9

月24日（日）に開催いたしました。

　参加申し込みされた方の中から抽選で、約400名の方が両国より東京スカイツリー（いずれも東

京都墨田区）までのウォーキングを楽しみました。

　当日は天候にも恵まれ、ご家族や会社の同僚たちとウォーキ

ングを行いました。皆様和気あいあいと楽しそうに、ゴールまで

約４㎞のコースを歩いていかれました。

　ゴールされた方には完歩賞として、東京スカイツリー搭乗券

（セット券）がその場で進呈されました。そして、天望デッキ

（350ｍ）より上の天望回廊（450ｍ）まで登っていただき、その

高さからのスリルを味わうとともに、素晴らしい眺めを堪能して

いただきました。特にお子様たちには大盛況でした。

　参加者の皆様、大変お疲れ様でした。

　ジェネリック医薬品に変えることにより、年額で5,000円以上自己負担が安くなる方に対し、書

面で通知させていただきました。皆様の自己負担額が軽減されるとともに、せきゆけんぽ全体の医

療費の抑制にもつながります。ぜひ、積極的にジェネリック医薬品へ切り替えていただきますようお

願いいたします。また、せきゆけんぽホームページから「ＷＥＢ版医療費通知＆ジェネリック差額通

知」もご覧いただけますので、こちらもご活用ください。

利用したいのに「パスワードがわからない……」
「情報の見方がわからない……」。そんなとき
はヘルプデスクにお電話ください。さまざまな
お問い合わせにヘルプデスクがお答えします。

「医療費のお知らせ」ヘルプデスク
TEL：03-5213-4540

（平日9：00～17：00）

東京スカイツリーウォーキングを開催しました！

ジェネリック差額通知を発送いたしました

せきゆけんぽのホームページから、医療費
やジェネリック医薬品に変えた場合の差額
などが簡単に確認できます。

「WEB版 医療費通知＆ジェネリック差額通知」
でらくらくチェック！

ここを
クリック!
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1年間健康を保持された方に、「健康表彰」として賞品（カタログギフト）を進呈しております。

10月中旬より、下記対象となる世帯の被保険者様宛に順次賞品を発送しておりますので、

届いたカタログからお好きなものをお選びいただき、所定の方法にてお申込みください。

対象となる世帯 賞品申込期限

平成28年1月～12月の間に
一度も健康保険証を
使用しなかった世帯

平成30年1月末日

【事業状況】※平成29年8月末現在

事業所数
846

被保険者数 
20,070人

男 15,825人

女   4,245人

平均標準報酬月額 
354,764円

男 381,112円

女 256,542円

【公告】

事業所名称変更

事業所所在地変更

宮崎株式会社

コスモ石油販売北海道カンパニー株式会社

株式会社MID交通

北海道北広島市

札幌市中央区

新事業所名称

事業所名称 新所在地

合資会社宮崎商店

北海道札幌市

札幌市東区

旧事業所名称

旧所在地

東京都荒川区

平成29年6月23日

平成29年8月7日

所在地

変更年月日

平成29年6月27日

変更年月日

大切な保険料を決定する年に1度の算定

基礎届の処理を、皆様のご協力のもと無

事終了することができま

した。また来年度もよろ

しくお願いいたします。

就職やご結婚などで、ご家族の方が新たな健康保険に加入

していませんか？　このような場合、「被扶養者異動届（削

除）」の手続きが必要となります。当局からの指導により、年に

１回手続きもれがないかどうか、いっせいに調査（検認）を実

施させていただいております。12月になりましたら、事業所を

通して調査票を送付させていただきます。お忙しいところ恐縮

ですが、回答についてご協力のほどよろしくお願いいたします。

このような保健事業のご連絡等を、健保組合は被保険者の方に直接行う場合がございます。

住所は、事業主様を通して正しくせきゆけんぽに届出してください。
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インターネットで
サプリメントを買うとき

セルフメディケーション

薬剤師に聞く！ 市販薬の賢い使い方

監修
伊藤真美

そうごう薬局 綾瀬店
薬局長・薬剤師

　サプリメントは薬ではなく、食品に分類されま

す。「不足する栄養素を補う」という意味がありま

すが、明確な定義はありません。

　そのため、サプリメントも健康食品の一つと考

えられています。

　最近は、インターネットで海外のサプリメントを

簡単に個人輸入することができますが、海外の

サプリメントは、成分の含有量が多い傾向にあ

り、摂り過ぎによって副作用が生じることもありま

す。また、どんな成分がどの程度入っているかが

わからないものもあります。医薬品成分のため、

日本で販売が禁止されているカバ、マオウなどの

サプリメントもインターネットでは簡単に手に入り

ますが、これらにも副作用のリスクがあるので安

易に個人輸入するのは要注意。

　もしも、サプリメントを摂って体調が悪くなった

ら、すぐに摂るのをやめてください。

　インターネットで購入する際は、信用のおける

メーカーのものがおすすめです。商品の原材料

や製造法についてしっかり記載されているものを

選びましょう。

　サプリメントは、薬や食べ物との飲み合わせに

よって、副作用が生じることがあります。例えば、

イチョウ葉エキスは、アスピリンや抗血栓薬のワ

ルファリンと併用すると出血しやすくなります。ま

た、体質によってアレルギー反応が現れることも。

持病がある人、処方された薬を服用している人、

市販薬を服用している人、妊産婦の方は、サプリ

メントを摂取してはいけない場合があります。サプ

リメントを利用する際は、いきなりインターネットで

購入せず、メーカーの相談窓口や薬局の薬剤師

などの専門家に相談して、購入しましょう。

海外のサプリメントを
安易に購入するのは危険

いきなりインターネットで購入せず
まずは専門家に相談

市販薬（一般用医薬品）も
インターネットで買える

　「要指導医薬品」（医師が処方する薬を
市販薬に転用してから間もない薬）以外の
市販薬（１類、指定第２類、２類、３類）は、
インターネットでも購入できます（ただし、１類
は薬剤師の販売義務あり）。購入する際は、
必ず薬の副作用や飲み合わせなどの詳細を
確認しましょう。
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料理：田中可奈子　写真：片柳沙織　構成：大嶋律子（ジラフ）

秋の味覚狩り
炊き込みごはん

まいたけと豚肉の
とろろ汁

なめこと青菜の
煮びたし

★1人分 26kcal  ★塩分 0.6g ★1人分 165kcal  ★塩分 2.2g★1人分 417kcal  ★塩分 1.7g

香り立つ季節のおもてなしレシピ

〝実りの秋〟がやってきました。

とりわけ、きのこ類やおいもがおいしい季節。

新米と炊き込めば、

旬の味覚を欲張った贅沢なごはんに。

日頃の疲れを取り払いましょう。

A

B

C

CBA

❶	まいたけは食べやすい大きさにほぐし、豚ば
ら肉は3㎝幅に切る。

❷	豆腐は食べやすい大きさに手でくずしておく。
❸	鍋にだし汁を温め、まいたけと豚ばら肉を入
れて煮てアクを取り、豆腐を加え、煮立ったら
【A】を加えて味を調える。
❹	山いもは皮をむき、酢水につけてアク止めを
し、すりおろす。

❺	❸を器に盛り、❹のとろろをかけ、好みでさっ
とゆでた絹さやを細切りにして、山いもの上
に飾る。

まいたけ	・・・・・・・・・・ 50g（1/2パック）
豚ばら肉	 ・・・・・・・・・ 70g
山いも	・・・・・・・・・・・ 8㎝
豆腐	・・・・・・・・・・・・・ 100g
だし汁	 ・・・・・・・・・・・ 4カップ（800ml）

酒	 ・・・・・・・・ 大さじ3
しょうゆ	 ・・・・ 大さじ2
みりん	 ・・・・・ 大さじ1
塩	 ・・・・・・・・ 小さじ1/4

絹さや	 ・・・・・・・・・・・ 2枚（好みで）

【A】

材料（3人分）

作り方
❶ 春菊は洗って葉の部分を摘む。なめこはぬる
ま湯でさっと汚れを洗い流し、水気を切る。

❷	鍋に【A】を入れて火にかけ、煮立ったところ
に、春菊となめこを加える。再び煮立ったら
火を止める。

❸	器に盛り、好みですだちを切って添える。

なめこ	 ・・・・・・・・・・・ 70g
春菊（葉の部分）	・・・ 150g

だし汁	 ・・・・・ 2/3カップ（150ml）
酒	 ・・・・・・・・ 大さじ2/3
砂糖	 ・・・・・・ 小さじ2/3
しょうゆ	 ・・・・ 小さじ1と1/2

すだち	 ・・・・・・・・・・・ 適量

【A】

材料（3人分）

作り方

❶ 米は炊く1時間前に洗い、ざるにあげておく。
❷	さつまいもは2㎝角に切って水にさらし、アク
抜きをする。えびは、殻と背わたを取って塩
（分量外）でもんで洗い、食べやすい大きさに
切る。しめじは小房に分ける。

❸	炊飯器に米、だし用昆布、【A】を入れ、水を
2合の目盛りまで加える。上に❷をのせて普
通に炊く。炊きあがったら、10分ほど蒸らし、
さつまいもをくずさないように混ぜる。

❹	器に盛り、1～2㎝長さに切った三つ葉と黒
ごまを散らす。

米	・・・・・・・・・・・・・・・ 2合（360ml）
さつまいも	 ・・・・・・・・ 100g（小1/2本）
しめじ	・・・・・・・・・・・・ 50g（1/2パック）
えび	・・・・・・・・・・・・・ 70g（正味）
三つ葉	・・・・・・・・・・・ 3本

酒	 ・・・・・・・・ 大さじ1
みりん	 ・・・・・ 小さじ2
しょうゆ		・・・・ 小さじ1
塩	 ・・・・・・・・ 小さじ2/3

だし用昆布	 ・・・・・・・ 10㎝×10㎝
黒ごま	 ・・・・・・・・・・・ 少々

【A】

材料（3人分）

作り方
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消去
動作

今日の疲れは今日のうちにクリア！

ストレスはなくすよりもコントロールが大事。
手軽にできる積極的休息法で、
ストレスと上手につきあえるようになりましょう。
監修／スポーツクラブルネサンス

【リラクゼーション呼吸法】

ストレス
コント
ロール編

〉〉

【自律訓練法（重感、温感）】

睡眠に近いまどろみ状態になることがあります。途中で止めると頭痛やめ
まいを起こす場合がありますので、消去動作までしっかり行いましょう。
※就寝前に行う場合は、消去動作を行わずにそのまま眠ってしまってもかまいません。

【注意点】

正しく楽しい
エクササイズ

鼻からゆっくり息
を吸い、おなかを
膨らませます。

口からゆっくり長く
吐きながら、おな
かをへこませます。

吸う
準備

吐く

目を閉じ、リラックスできる姿勢で
ゆったりとした呼吸を行います。

〈 心の中で言葉を唱えます 〉

気持ちが落ち着いている
↓

左（右）腕・足が重たい
↓

左（右）腕・足が温かい

自己暗示をかけながら心と体の緊張をほぐし、自律神経のバランスを整えます。

手のひらを
握ったり開いたりを

3、4回繰り返します。
目を閉じたり

開けたりします。 気持ちよく伸びをして目を開けます。
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3,
00

0円の
QUOカード

が
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せきゆけんぽでは、パート勤務先や自治体などで受け
た健診結果のコピーを送るだけでQUOカード3,000円
を進呈しています。

30歳以上の被扶養配偶者（奥さま）である
年齢：年度末（3月31日）時点の年齢　
健診日にせきゆけんぽの資格がある奥さま　

申請の〆切りを過ぎていない
申請〆切：健診を受診した翌日から6カ月以内

健診日の年度内（4月～翌3月）にせきゆけんぽの
各種健診を受けていない（予定もない）
各種健診：東振協の健診、健保連の健診、春季・秋季婦人生
活習慣病予防健診、補助金制度

健診結果に以下の項目が記載されている
身長・体重・血圧測定・血液検査 [ AST（GOT）・ALT（GPT）・
γ-GTP・空腹時血糖またはHbA1c ・中性脂肪・HDLコレステ
ロール・LDLコレステロール ]

■

■

■

■

※すべて満たしていることが条件です。

せきゆけんぽホームページのトップページにある「健康診断に関する手続

き」をクリックして「⑤奥さま補助金（被扶養配偶者健診補助金）」から申

請書をダウンロードしてください。

※お電話でも対応いたしますので、
お気軽にご連絡ください。

書類送付先／連絡先
〒102-0075 東京都千代田区三番町1-5 石油健保ビル5階
石油製品販売健康保険組合 健康管理課
ＴＥＬ 03-3265-3289

せきゆけんぽ 検 索

パート先で受けた
健診の結果を

せきゆけんぽに送ると
もらえるのよ。

QUOカー
ド

3,000円

QUOカー
ド

3,000円

後日…

もらえる！？

申請書は3分で書ける内容よ。
それと健診結果のコピーを
郵送するだけよ。

そんなに簡単なのね
私も送ってみようっ♪

でも…
申請書を書いたり
手続きが大変そうよね。


