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　武田薬品工業注1の皆さんにご利用いただいている現在の保険証は「記号３桁、番
号４桁」（従業員番号を分割）で付番されています。
　従来はこの番号体系で支障がなかったのですが、現在、国が推進している社会保
険関係の行政手続きの電子化においては、被保険者証の記号が事業所ごとに統一
されている必要があります。現在の番号体系では記号が統一されていないため、
電子化に対応できません。このため、保険証の記号・番号を電子化に対応する番号
体系に変更すると共に、保険証の更新（差し替え）を、武田薬品工業のグローバル
HR・給与Gと連携して行います注2ので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
注1 武田コンシューマヘルスケアおよび武田薬品労働組合への出向者を含みます。

武田薬品工業以外の皆さんの保険証については、2018年3月に記号・番号の変更お
よび保険証の更新を実施済みですので、今回の対応の対象外です。

注2　新保険証配布については、武田薬品工業のグローバルHR・給与Gにて方法を決定
し、実施していただく予定です。

武田薬品工業の皆さんの保険証について

記号・番号の変更 と
保険証の更新 を行います！！

整骨院・接骨院 のかかり方

今年度中に実施予定

正しく利用しましょう

骨折、脱臼、打撲、ねんざ（いわゆる肉ばなれを含む）
※骨折や脱臼は、緊急の場合を除いて、あらかじめ医師の
同意を得ることが必要

整骨院等で健康保険が使えるのは
外傷性が明らかなケガだけ！

●日常生活からくる肩こり、筋肉疲労
●保険医療機関で治療中の負傷
●脳疾患後遺症などの慢性病
●症状の改善が見られない長期の施術
●労災保険が適用となる仕事中や通勤途上に起きた負傷

こんなときは健康保険が使えません！
（全額自己負担）

　健保組合では、健康保険証を使って整骨院等の施術
を受けた方に、施術内容、負傷原因等について確認させ
ていただく場合があります。不適切と判断した場合は、
保険給付の全部または一部を停止する措置（給付制限）
を行いますので、ご留意ください。

健保組合から、施術内容等を
照会することがありますのでご協力ください

心をすこやかにする生き方
コロナ禍はメンタルにも影響 意識的にストレスケアを

ウォーキングキャンペーン　2020
のご案内

特集

Mail DL.kenpo_qa@takeda.com
規約・規程をご覧の際のみ

発行責任者 編集責任者米澤俊夫 岸本高明

vol.371
2020年9月発行

2020年9月発行



Takeda Kenpo

歩いた歩数に応じた達成賞（KENPOSのBHポイント）

キャンペーン期間

エントリー期間

2020年9月7日（月）～9月30日（水）

今すぐＫＥＮＰＯＳでエントリー！

キャンペーン期間は2カ月！

ウォーキング
キャンペーン 2020

KENPOSに登録している下記いずれかの方
◆被保険者(本人)
◆2020年9月1日現在20歳以上の被扶養者（武田健保の保険証をお持ちの方）
※KENPOSにまだ登録されていない方は（http://www.kenpos.jp/)で行ってください。
武田健保のホームページからもアクセスできます。

エントリー期間【9月7日（月）～30日（水）】内に次の❶❷の手順で申し込み
❶スマートフォンまたはパソコン等からKENPOSへログイン
❷「ウォーキングキャンペーン2020」のバナーからエントリー

キャンペーン期間【10月1日（木）～11月30日（月）】
❸KENPOSで日々の歩数を入力してください。
※スマートフォンの方は、KENPOSからウォーキングアプリをダウンロードすると
手入力なしに歩数が自動登録できてとても便利！

今年度も武田健保のウォーキングキャンペーンを
実施します。
武田健保では、秋空の下でより快適に楽しみなが
ら歩いていただきたく、キャンペーン期間を10月
からの2カ月間に変更しました。
日々のウォーキングで生活に新たなリズムを取り
入れましょう。

◆獲得したポイントの有効期限は2021年2月末までです。
忘れずにお好みの賞品と交換してください。

参加資格

応募方法

参加方法

注意事項

毎日の歩数記録にも
ポイントがつきます！

〈残念賞もあります！！〉

１日８千歩以上の歩数をKENPOSに登録
１日５ポイント付与

◆毎日歩きま賞（通年でポイント付与）

歩くときは新型コロナウイルス
対策を忘れずにネ！

2020年10月1日（木）～11月30日（月）
日々の歩数を登録
することでもらえる
ポイントは、1年中
実施しているよ

◆１日平均１万１千歩（２カ月で67.1万歩）達成者 4000ポイント付与
◆１日平均１万歩(２カ月で61万歩)達成者 3000ポイント付与
◆1日平均８千歩(２カ月で48.8万歩)達成者 2000ポイント付与

◆1日平均5千歩以上8千歩未満

達成者にはポイントが付与されます！

500ポイント付与

present

10月 11月▶

2 3



Takeda Kenpo

歩いた歩数に応じた達成賞（KENPOSのBHポイント）

キャンペーン期間

エントリー期間

2020年9月7日（月）～9月30日（水）

今すぐＫＥＮＰＯＳでエントリー！

キャンペーン期間は2カ月！

ウォーキング
キャンペーン 2020

KENPOSに登録している下記いずれかの方
◆被保険者(本人)
◆2020年9月1日現在20歳以上の被扶養者（武田健保の保険証をお持ちの方）
※KENPOSにまだ登録されていない方は（http://www.kenpos.jp/)で行ってください。
武田健保のホームページからもアクセスできます。

エントリー期間【9月7日（月）～30日（水）】内に次の❶❷の手順で申し込み
❶スマートフォンまたはパソコン等からKENPOSへログイン
❷「ウォーキングキャンペーン2020」のバナーからエントリー

キャンペーン期間【10月1日（木）～11月30日（月）】
❸KENPOSで日々の歩数を入力してください。
※スマートフォンの方は、KENPOSからウォーキングアプリをダウンロードすると
手入力なしに歩数が自動登録できてとても便利！

今年度も武田健保のウォーキングキャンペーンを
実施します。
武田健保では、秋空の下でより快適に楽しみなが
ら歩いていただきたく、キャンペーン期間を10月
からの2カ月間に変更しました。
日々のウォーキングで生活に新たなリズムを取り
入れましょう。

◆獲得したポイントの有効期限は2021年2月末までです。
忘れずにお好みの賞品と交換してください。

参加資格

応募方法

参加方法

注意事項

毎日の歩数記録にも
ポイントがつきます！

〈残念賞もあります！！〉

１日８千歩以上の歩数をKENPOSに登録
１日５ポイント付与

◆毎日歩きま賞（通年でポイント付与）

歩くときは新型コロナウイルス
対策を忘れずにネ！

2020年10月1日（木）～11月30日（月）
日々の歩数を登録
することでもらえる
ポイントは、1年中
実施しているよ

◆１日平均１万１千歩（２カ月で67.1万歩）達成者 4000ポイント付与
◆１日平均１万歩(２カ月で61万歩)達成者 3000ポイント付与
◆1日平均８千歩(２カ月で48.8万歩)達成者 2000ポイント付与

◆1日平均5千歩以上8千歩未満

達成者にはポイントが付与されます！

500ポイント付与

present

10月 11月▶

2 3



コロナなんかに負けない！ 元気な 体を作るウォーキング
　運動で内臓脂肪を減少させるには、ウォーキングやランニングなどの有酸素運動が理想的です。
　ウォーキングなら、体力に自信がなくても行え、継続することで生活習慣病の予防にもつながります。

たくさんある、健康効果

免疫力がアップし感染症をブロック！

油断大敵！これだけは守りましょう

健康効果は正しいフォームから

　ウォーキングは、心肺機能を高め、血行促進、筋力低下の予防、骨を強化します。
また、脳が活性化され、認知症予防にも効果があります。

からだの上下左右の余分な揺れに注意して、
頭の位置をムダに動かさないようにしましょう。

肩の力を抜けば、腕の振りは
スムーズに、歩きは軽快になります。

腰の回転を意識すれば、自然と歩幅は
広がります。さらに、股関節周辺の筋
肉が使われ、運動効果も上がります。

かかとから着地し、体重を親指の付
け根へ移動させ、つま先で大地を
しっかりキック！これが大事です。

　ウォーキングは比較的安全に取り組める有酸素運動ですが、ケガなく継続するためにも以下のことに注意して行
いましょう。

　感染への不安がある中でのウォーキングは、自分が感染
しないこと、万一自分が無自覚症状で感染してしまっている
場合に感染を広げないことが最も大切です。そのため、マス
クは必須ですが、10月でもまだ暑い日もあり熱中症が心配
されます。気温と湿度が高いときにマスクをすると、熱がこ
もりやすく、また脱水状態になっていることに気づきにくく
なるため注意が必要です。熱中症対策としてマスクを外して
ウォーキングする場合は下記のことを守りましょう。

1 一人または少人数で実施する
2 人ごみの少ない時間、場所を選ぶ
3 ほかの人との距離を確保する
4 すれ違う時は距離をとる
5 帰宅したら必ず手や顔を洗う

持病のある人は、
事前にかかりつけ
医に相談してから
始めましょう。

歩く前のウォーミングアップと歩いた後のクールダウンを行いましょう。

体調が悪いとき
には、無理せず
休みましょう。

必ず水分補給
をしましょう。

新型コロナウイルス感染症が気になる中での
ウォーキングの注意点ってありますか？

　人は、免疫力によって感染症やがんなどさまざまな病気の発症を防いでいます。また、万が一病気になったとし
ても免疫によって重症化を防ぐことができます。ウオーキングは免疫力のアップにも効果があります。ウイルスや
細菌は熱に弱いため、ウォーキングで体温を上げることで免疫力を高めることができます。また、体温が上がること
でウイルスから体を守る役割のNK細胞も活性化するため効果はさらに高まります。
　免疫力を上げるためのウォーキング強度は少し息があがる程度の早足です。無理のない範囲で30分を目安※に
継続して歩くようにしましょう。
※30分はあくまで目安です。自分の体力に合わせて、無理のない範囲で行いましょう。

顔は揺らさずしっかりと！

肩は力を抜いてリラックス

美しい姿勢を作るためには、あごを軽く引き、
やや遠く（15ｍ先くらい）を見る感じで。

かかとを地面につけ
たまま伸ばします。

バランスをとりながら
つま先を後方へ持ち
上げます。

つま先を地面から上
げて、太もも裏を伸ば
します。

ひじを伸ばしている
腕を軽く引きながら
肩を伸ばします。

二の腕を反対の手で
押さえるように伸ば
します。

目線はまっすぐ

①ふくらはぎ ②太もも表側 ③太もも裏側 ④肩 ⑤二の腕

呼吸は無理せず、意識せず。自分の自然な
リズムで歩くのがイチバンです。

呼吸は自分のリズムで

ひじを軽く曲げて振れば、腕は疲れにくくな
り、さらに大きく振れば歩幅は広くなります。

ひじはやや曲げて。
腕を大きく振りましょう！

膝を伸ばして歩けば、自然にかかとから着地します。
かかとから着地をすれば、歩幅が広がります。

膝を伸ばしてかかとから着地

腰の回転で歩幅を広げて

しっかり大地をキック

　ウォーキングは正しいフォームで行うことが重要です。間違った歩き方はケガのもととなります。

10,000歩（うち速歩き30分以上・75歳未満の人）
8,000歩以上（うち中強度の運動※20分以上）
7,000～8,000歩（うち速歩き15～20分以上）

5,000歩（うち速歩き7.5分以上）

4,000歩以上（うち速歩き5分以上）
資料：「健康長寿を実現する至適身体活動パターンの解明：加速度計を用いた10年間の縦断研究」より
※中強度の運動…速歩き、犬の散歩、山歩きなど

１
日
当
た
り

メタボリックシンドロームの予防
高血圧症・糖尿病の予防や治療
動脈硬化・骨粗しょう症・筋減少症・体力低下の予防
要支援・要介護の予防（１人でご飯が食べられる、
お風呂に入れるなど、生活機能全般の維持）
うつ病の予防

（出典：「安全に運動・スポーツするポイントは？」　スポーツ庁）

マスクを
していると
呼吸で体を
冷やせない

熱が
こもりやすい

体温調整ができないと・・・

マスクを
していると、
脱水状態に
気づきにくい

熱中症に
体温
上昇

脱水
状態

身体の
バランスの
破たん

Q

マスクを外してのウォーキング注意点

ウォーキングフォームのポイント

準備運動と整理運動には軽い体操やストレッチングを行いましょう！

歩いてみるか

4 5



コロナなんかに負けない！ 元気な 体を作るウォーキング
　運動で内臓脂肪を減少させるには、ウォーキングやランニングなどの有酸素運動が理想的です。
　ウォーキングなら、体力に自信がなくても行え、継続することで生活習慣病の予防にもつながります。

たくさんある、健康効果

免疫力がアップし感染症をブロック！

油断大敵！これだけは守りましょう

健康効果は正しいフォームから

　ウォーキングは、心肺機能を高め、血行促進、筋力低下の予防、骨を強化します。
また、脳が活性化され、認知症予防にも効果があります。

からだの上下左右の余分な揺れに注意して、
頭の位置をムダに動かさないようにしましょう。

肩の力を抜けば、腕の振りは
スムーズに、歩きは軽快になります。

腰の回転を意識すれば、自然と歩幅は
広がります。さらに、股関節周辺の筋
肉が使われ、運動効果も上がります。

かかとから着地し、体重を親指の付
け根へ移動させ、つま先で大地を
しっかりキック！これが大事です。

　ウォーキングは比較的安全に取り組める有酸素運動ですが、ケガなく継続するためにも以下のことに注意して行
いましょう。

　感染への不安がある中でのウォーキングは、自分が感染
しないこと、万一自分が無自覚症状で感染してしまっている
場合に感染を広げないことが最も大切です。そのため、マス
クは必須ですが、10月でもまだ暑い日もあり熱中症が心配
されます。気温と湿度が高いときにマスクをすると、熱がこ
もりやすく、また脱水状態になっていることに気づきにくく
なるため注意が必要です。熱中症対策としてマスクを外して
ウォーキングする場合は下記のことを守りましょう。

1 一人または少人数で実施する
2 人ごみの少ない時間、場所を選ぶ
3 ほかの人との距離を確保する
4 すれ違う時は距離をとる
5 帰宅したら必ず手や顔を洗う

持病のある人は、
事前にかかりつけ
医に相談してから
始めましょう。

歩く前のウォーミングアップと歩いた後のクールダウンを行いましょう。

体調が悪いとき
には、無理せず
休みましょう。

必ず水分補給
をしましょう。

新型コロナウイルス感染症が気になる中での
ウォーキングの注意点ってありますか？

　人は、免疫力によって感染症やがんなどさまざまな病気の発症を防いでいます。また、万が一病気になったとし
ても免疫によって重症化を防ぐことができます。ウオーキングは免疫力のアップにも効果があります。ウイルスや
細菌は熱に弱いため、ウォーキングで体温を上げることで免疫力を高めることができます。また、体温が上がること
でウイルスから体を守る役割のNK細胞も活性化するため効果はさらに高まります。
　免疫力を上げるためのウォーキング強度は少し息があがる程度の早足です。無理のない範囲で30分を目安※に
継続して歩くようにしましょう。
※30分はあくまで目安です。自分の体力に合わせて、無理のない範囲で行いましょう。

顔は揺らさずしっかりと！

肩は力を抜いてリラックス

美しい姿勢を作るためには、あごを軽く引き、
やや遠く（15ｍ先くらい）を見る感じで。

かかとを地面につけ
たまま伸ばします。

バランスをとりながら
つま先を後方へ持ち
上げます。

つま先を地面から上
げて、太もも裏を伸ば
します。

ひじを伸ばしている
腕を軽く引きながら
肩を伸ばします。

二の腕を反対の手で
押さえるように伸ば
します。

目線はまっすぐ

①ふくらはぎ ②太もも表側 ③太もも裏側 ④肩 ⑤二の腕

呼吸は無理せず、意識せず。自分の自然な
リズムで歩くのがイチバンです。

呼吸は自分のリズムで

ひじを軽く曲げて振れば、腕は疲れにくくな
り、さらに大きく振れば歩幅は広くなります。

ひじはやや曲げて。
腕を大きく振りましょう！

膝を伸ばして歩けば、自然にかかとから着地します。
かかとから着地をすれば、歩幅が広がります。

膝を伸ばしてかかとから着地

腰の回転で歩幅を広げて

しっかり大地をキック

　ウォーキングは正しいフォームで行うことが重要です。間違った歩き方はケガのもととなります。

10,000歩（うち速歩き30分以上・75歳未満の人）
8,000歩以上（うち中強度の運動※20分以上）
7,000～8,000歩（うち速歩き15～20分以上）

5,000歩（うち速歩き7.5分以上）

4,000歩以上（うち速歩き5分以上）
資料：「健康長寿を実現する至適身体活動パターンの解明：加速度計を用いた10年間の縦断研究」より
※中強度の運動…速歩き、犬の散歩、山歩きなど

１
日
当
た
り

メタボリックシンドロームの予防
高血圧症・糖尿病の予防や治療
動脈硬化・骨粗しょう症・筋減少症・体力低下の予防
要支援・要介護の予防（１人でご飯が食べられる、
お風呂に入れるなど、生活機能全般の維持）
うつ病の予防

（出典：「安全に運動・スポーツするポイントは？」　スポーツ庁）

マスクを
していると
呼吸で体を
冷やせない

熱が
こもりやすい

体温調整ができないと・・・

マスクを
していると、
脱水状態に
気づきにくい

熱中症に
体温
上昇

脱水
状態

身体の
バランスの
破たん

Q

マスクを外してのウォーキング注意点

ウォーキングフォームのポイント

準備運動と整理運動には軽い体操やストレッチングを行いましょう！

歩いてみるか

4 5



心をすこやかにする生き方

ストレスとうまくつき合う

自分のストレスと向き合い、それを認める

ストレスとうまくつき合い、生活リズムを整えようストレスとうまくつき合い、生活リズムを整えよう
コロナ禍はメンタルにも影響

意識的に

コロナでだれもがストレスフル！
心が疲弊すると“コロナうつ”に
コロナでだれもがストレスフル！
心が疲弊すると“コロナうつ”に

新型コロナウイルス感染症のパンデミックで、私たちの生活は一変しました。精神面への影響も深刻で、
いわゆる“コロナうつ”になる人が増えています。コロナとの共生は長期化が予想されます。こうした状況
の中で心をすこやかに保つためには、意識してストレスケアに取り組むことが大切です。

ストレス要因は取り除けないものが多いため、コロナうつやテレワークうつを防ぐためには、ストレスとうまくつ
き合い、ストレスをためないようにすることが大切です。生活リズムを整えることも心がけましょう。

自分の感じているストレスや不安の正体がわからないと感情
がコントロールできず、周りに対して攻撃的になったり、自分に対
して批判的にもなり、ストレスがたまる一方です。
そのため、自分が何にストレスや不安を感じているのかを考

え、それを認めましょう。ストレスがやわらぎ、心が落ち着きます。

いまここの感情や行動に焦点を当てる

コロナ禍では、先のことが心配になったり、過去といまを比べ
てしまいやすく、それがストレスをまねきます。いまここの自分の
感覚や行動に焦点を当てると、そうしたストレスから解放され、心
がおだやかになります。

　マインドフルネスは「いまここでの経験に」「評価や判断
を加えることなく」「能動的に注意を向けること」で心をす
こやかに保つ方法。呼吸に意識を向けるマインドフルネ
ス呼吸をやってみましょう。
不安で気持ちが落ち着かないときなどにおすすめです。

❶椅子に座って背筋を伸ばし、両足を床につけ、姿勢を安定させる。
❷目を閉じ、ゆっくりと鼻呼吸をする。
❸呼吸に意識を向け、お腹がふくらんでへこむ動きを観察する。
❹雑念が浮かんだら、それをただ見つめ、呼吸に意識を戻す。

　行動活性化は、楽しさや達成感につながる活動
を増やしていくことで、心をすこやかに保つ方法。
ケーキを作る、パズルに挑戦する、家の中をピカピ
カにそうじする‥など、なんでもかまいません。
　ストレスを感じる状況が続き、日々の生活がワン
パターンになって、なんとなく気が滅入ってきたと
感じるときにおすすめです。

環境の変化は大きなストレ
ス要因。外出自粛は緩和さ
れたが、新しい生活様式は不
自由なことが多く、こうした
生活を余儀なくされること
はストレスになる。

家族でも、ふだんは適度な距離を保っています。しかし、在宅勤務で
いっしょに過ごす時間が増えるとそれがむずかしくなり、相手のイヤな
ところが目につく、1人になれる時間がない…などでイライラや不満が
つのります。
また、在宅勤務による業務のやりにくさや、オンラインでのコミュニ
ケーションのとりにくさにストレスを感じている人も。そして、こうしたス
トレスによる“テレワークうつ”という言葉も生まれています。

私たちはふだんから何らかのストレスを抱えています。それに加え、新型コロナ
ウイルス感染症のパンデミック以来、さまざまなストレスや不安にもさらされ、自覚
がなくても多くの人がストレスフルになっています。
この状態は、新型コロナウイルス感染症が収束するまでつづくと考えられます。
抱えるストレスが自分のストレス耐性を超えると、心が疲弊してコロナうつに発展
する可能性があるため注意が必要です。
＊コロナうつは、新型コロナウイルス感染症に起因する抑うつ状態の俗称です。

環境の変化
再び感染が流行するのでは
ないか、いつまでこの生活が
つづくのか…。私たちはこう
した“先が見えないこと”に
強い不安を感じ、不安は長期
化するほど大きくなる。

先の見えない状況

在宅勤務がストレス要因になっている人も

コロナ禍による2大ストレス要因

いまだからできることを
探してみよう

を

マインドフルネス呼吸

行動活性化

呼吸に意識を向け、
意識が呼吸から
それたらまた戻す

ああ、このことにストレスを
感じていたのか

ストレスケア
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　武田健保が実施する健康診断は、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が
発令されたため一時中止にしておりましたが、6月から再開しています。
　受診を検討されている方は、9月30日までに健診機関へご予約ください（予約後に
受診券発行のお手続きが必要です）。

◆健診を受けないリスクと感染リスクをご勘案のうえ、受診するかご判断ください。
◆新型コロナウイルス感染症対策を行っているなど、安心できる健診機関をお選びください。
　(注)被保険者につきましては、原則、会社の定期健康診断を受診ください。

日 帰 り：  5,000円  負担
2日以上：23,000円  負担※35歳以上は、胃検診、腹部エ

コー、眼底検査のオプション
検査も原則無料

※6月末に対象者宛てに受診券
を送付しておりますので、必ず
ご確認ください。

※上限金額があります。詳しくは
健保HPで確認を！

健診の種類
40歳以上対象

特定健診
35歳以上対象

人間ドック
自己負担なし自己負担なし

被扶養者・任意継続被保険者のみなさま

総合健診・人間ドック・単独検診総合健診・人間ドック・単独検診
9月30日まで9月30日まで予約予約

のの
はは ですです

20歳以上対象

総合健診コース

健診は、KENPOSからお申し込みできます。
※KENPOSとは、武田健保が契約している健康サポートサイトです。

KENPOSの健診申込はコチラから。
※初めての方は、KENPOSへの登録が必要です。

　2020年4月より、武田コンシューマーヘルスケアの社内販売が廃止されました。
　これに伴い、社内販売の代替として「武田OTC製品の品揃えが従来の社内販売に近いレベルであること」
「購入補助のメリットが実感できるような価格・送料であること」「購入手順が簡単でわかりやすいこと」等の
条件を満たす通信販売業者等を検討しています。
　しかし、上記の条件を満たし、皆様にご活用いただける代替先をなかなか見つけることができず、今年度
の実施は厳しい状況にあります。
　詳細が決定しましたら、健保組合ホームページ等でお知らせいたします。

●起床と就寝の時間を一定にし、朝起きたら太陽
の光を浴びる。
●昼寝は15時までに30分以内で。
●夜に明るい光、とくにスマホやパソコンから発せ
られるブルーライトを避ける。

～してくれると
助かるわ

～してくれて、
ありがとう

●1日3食、できるだけ同じ時間に食事をとる。
●アルコールも体内時計を狂わせる。寝酒や昼酒
はせず、飲みすぎに注意する。

●毎日、運動をする。毎日できるだけ同じ時間帯が
よい。
●１日１回は屋外に出て、３密を避けながら体を動
かす。

家庭用保健薬等の
購入補助キャンペーンについてのお知らせ

●洗顔や歯磨き、朝の着替え、在宅での仕事、家
事、入浴など毎日行う日課は、できるだけ同じ時
間に行う。

2020年度

気持ちをわかちあえる信頼できる人間関係は、うつ予
防も含めた心の抵抗力になることが医学的に示されて
います。
1人暮らしの人はLINEや電話でもよいので、できるだ

け毎日、親しい人と会話する機会をもちましょう。
家族と暮している人は、お互いを思いやる気持ちを

もって接し、心地よくステイ・ホームできる工夫を。ただ
し、家族といえども四六時中、同じ空間にいると疲れるた
め、お互いにパーソナルスペースをとったり、1人になれ
る時間を作ることも大切です。

よい人間関係も“心の抵抗力”になる

生活リズムを整える

規則正しい生活で、体内時計を整える
　生活環境や働き方が変わっても、規則正しい生活をすることが心をすこやかに保つうえ
で欠かせません。生活が不規則になると体内時計が乱れて、不眠や食欲不振、倦怠感、憂う
つなどの不調が起こりやすくなります。
　体内時計を整える規則正しい生活のカギは、「睡眠」「食事」「運動」「日課」です。

受診検討時は次の点にご留意ください！
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集団接種の場合

インフルエンザを
予防しましょう！！

予防接種の費用補助について

費用の請求方法

被保険者 (本人)ならびに被扶養者 (家族)
2020年10月1日（木）～2021年1月31日（日）
2020年11月1日（日）～2021年2月10日（水） <期限厳守>
接種期間内での1回の実費費用(消費税含む)※上限5,000円
13歳未満の子どもが2回接種した場合は、合計額を補助します。
※なお、年齢は接種日時点の満年齢とします。

　インフルエンザ予防のために、武田健保では被保険者ならびに被扶養者がインフルエンザの
予防接種をした場合に、1回5,000円を上限にその接種費用(税込み)を負担します。

　2020年7月17日に書面決議による組合会で決算および事業報告等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。

皆様からお預かりした保険料を適切に活用し、次の基本方針等に基づき事業を運営しました。
❶データヘルス計画に沿った加入者の健康維持・増進（集団としての健康状態の向上）
❷加入者のヘルスリテラシーの向上

●厚生労働省の「スコアリングレポート」で、健康状態等が良好という評価をいただきました。
●満足度調査を実施し、その結果を踏まえて保健事業の改善や絞り込みを進めています。
●「後期高齢者支援金の加算減算制度」＊1において、支援金の支払い額が減額されることになりました。
＊1 厚生労働省が定めた指標により健保組合の活動状況を評価して、後期高齢者支援金を増額・減額するインセンティブ

制度です。
●後発医薬品の利用率を引き上げるため、「後発医薬品差額通知」を開始しました。
●2019年4月に近畿厚生局の指導監査を受け、概ね良好という評価をいただきました。

　収支ともに、概ね加入者数の減少を反映
し、減額となりましたが、トータル収支は約
７億８千万円の黒字となりました。収支それ
ぞれのポイントは次のとおり。

　加入者数の減を報酬額の増が上回り、保
険料収入の減額を抑制できました。

　高齢者医療制度への納付金＊2は、加入者
数減に加え前々年度の精算が影響したこと
等で、大幅な減額となりました。
 　この黒字額は法定準備金への積み立て
の必要がないため、大半を別途積立金へ積
み立てます。
＊2 高齢者納付金は、全国の高齢者（65歳以上）の

医療費を医療保険制度全体で支えるために健
保組合で分担が必要な法定義務経費です。

詳細は事業主からの会報等をご確認ください。
事業主が実施する集団接種については、接種費用の補助に関する手続きは不要です。

WEBシステムにて補助費を申請いただく予定です。
申請方法の詳細は武田健保HP等で、改めてお知らせします。
なお、申請には領収書が必要です。

❶医療機関にて接種者ごとに領収書を発行。
❷接種者名にはフルネームを記載。
❸「インフルエンザ予防接種代」で記載。

【個人接種の場合】各自の給与支払口座へ振り込みます。
【任意継続の方の場合】各自の銀行口座へ振り込みます。

対 象 者
接種対象期間
申 請 期 間

接 種 回 数と
費 用 補 助

●海外で接種された場合の費用は補助対象となりません。
●日本で不認可のワクチンは国内で接種されても補助対象とはなりません。

補助費のお支払いについて

個人接種の場合

5,000円／回を上限に
予防接種費用補助

変更

健康保険

介護保険

決算のお知らせ

◆事業運営における基本方針

　介護保険については、収支差（決算残金）が
約６千万円となりました。この決算残金は法定
準備金への積み立ての必要がないため、全額
を2020年度へ繰り越します。

◆主なトピック

◆決算の概況

保険料収入
（調整保険料含む）
別途積立金繰入
その他収入
収入合計
経常収入
保険給付費
高齢者納付金
保健事業費
予備費
その他支出
支出合計
経常支出
経常収支差額
収支差額

6,346

0
182
6,529
6,257
2,502
3,364
352
0

253
6,471
6,362
▲105
58

5,931

278
72

6,281
5,852
2,646
2,606
519
200
310
6,281
5,988
▲136

0

6,014

0
165
6,179
5,935
2,222
2,608
309
0

253
5,392
5,298
637
787

83

▲278
93

▲102
83

▲424
2

▲210
▲200
▲56
▲889
▲690
773
787

▲332

0
▲17
▲350
▲322
▲280
▲756
▲43
0
0

▲1,079
▲1,064
742
729

被保険者数（名）
法定準備金残高
別途積立金残高
健康保険料率（‰）

8,107
1,914
4,382
83.840

7,630
1,916
3,883
83.840

7,397
1,902
5,169
83.840

▲233
▲14
1,286
0.00

▲710
▲12
787
0.00

2018年度
実　績

２０１９年度 
予　算 実　績 対予算比 対前年比

単位：百万円

単位：百万円

介護保険料収入
その他収入
収入合計
介護納付金
その他支出
支出合計
収支差額

487
5

492
442
2

444
48

451
50
501
456
45
501
0

467
49
516
455
0

455
61

16
▲1
15
▲1
▲46
▲46
61

▲ 20
44
24
13
▲1
11
13

介護準備金残高
介護保険料率（‰）

64
10.00

64
10.00

64
10.00

0
0.00

0
0.00

2018年度
実　績

２０１９年度 
予　算 実　績 対予算比 対前年比

2019年度

収入

支出

詳細については、武田健保HP（http://www.takeda-kenpo.or.jp）を見てね。
１３歳未満の方で２回接種された場合は、必ず一度に請求してくださいね。

注 

意

領収書に
ついての
注意事項
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　収支ともに、概ね加入者数の減少を反映
し、減額となりましたが、トータル収支は約
７億８千万円の黒字となりました。収支それ
ぞれのポイントは次のとおり。

　加入者数の減を報酬額の増が上回り、保
険料収入の減額を抑制できました。

　高齢者医療制度への納付金＊2は、加入者
数減に加え前々年度の精算が影響したこと
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 　この黒字額は法定準備金への積み立て
の必要がないため、大半を別途積立金へ積
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Better Health
武田健保ニュース

武田薬品健康保険組合　〒532-8686 大阪市淀川区十三本町２丁目１７番８５号

毎日

コツコツ

歩きまし
ょう！

毎日

コツコツ

歩きまし
ょう！

　武田薬品工業注1の皆さんにご利用いただいている現在の保険証は「記号３桁、番
号４桁」（従業員番号を分割）で付番されています。
　従来はこの番号体系で支障がなかったのですが、現在、国が推進している社会保
険関係の行政手続きの電子化においては、被保険者証の記号が事業所ごとに統一
されている必要があります。現在の番号体系では記号が統一されていないため、
電子化に対応できません。このため、保険証の記号・番号を電子化に対応する番号
体系に変更すると共に、保険証の更新（差し替え）を、武田薬品工業のグローバル
HR・給与Gと連携して行います注2ので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
注1 武田コンシューマヘルスケアおよび武田薬品労働組合への出向者を含みます。

武田薬品工業以外の皆さんの保険証については、2018年3月に記号・番号の変更お
よび保険証の更新を実施済みですので、今回の対応の対象外です。

注2　新保険証配布については、武田薬品工業のグローバルHR・給与Gにて方法を決定
し、実施していただく予定です。

武田薬品工業の皆さんの保険証について

記号・番号の変更 と
保険証の更新 を行います！！

整骨院・接骨院 のかかり方

今年度中に実施予定

正しく利用しましょう

骨折、脱臼、打撲、ねんざ（いわゆる肉ばなれを含む）
※骨折や脱臼は、緊急の場合を除いて、あらかじめ医師の
同意を得ることが必要

整骨院等で健康保険が使えるのは
外傷性が明らかなケガだけ！

●日常生活からくる肩こり、筋肉疲労
●保険医療機関で治療中の負傷
●脳疾患後遺症などの慢性病
●症状の改善が見られない長期の施術
●労災保険が適用となる仕事中や通勤途上に起きた負傷

こんなときは健康保険が使えません！
（全額自己負担）

　健保組合では、健康保険証を使って整骨院等の施術
を受けた方に、施術内容、負傷原因等について確認させ
ていただく場合があります。不適切と判断した場合は、
保険給付の全部または一部を停止する措置（給付制限）
を行いますので、ご留意ください。

健保組合から、施術内容等を
照会することがありますのでご協力ください

心をすこやかにする生き方
コロナ禍はメンタルにも影響 意識的にストレスケアを
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