
あなたの カラダ
変えてみない

コナミ、ルネサンスに加え、
ライザップも利用できるようになりました

■インフルエンザ予防接種費用補助について
■家庭用保健薬購入の費用補助について

？

0120-922312

※詳しくは武田健保のHP または同送しているちらしをご覧ください。

通話料・相談料無料 プライバシー厳守

音声ガイドに従ってご利用になりたいサービスの番号をプッシュしてください

ファミリー
健康相談
■24時間、年中無休だから安心
■WEBでも相談可
https://familycare.sociohealth.co.jp/
■海外からは国際フリーダイヤ
ルの利用も可。サービス対象外
地域からの利用の場合は、
【通常の国際電話】
03-5524-8500

■電話カウンセリング
【受付時間】
月～土曜日（日曜・祝日、年末年
始は休み）10：00 ～ 22：00
翌日以降の電話カウンセリン
グの予約も可
■面接カウンセリング
月～土曜日（日曜・祝日、年末年
始は休み）10：00 ～ 20：00

【受付時間】
月～土曜日（日曜・祝日、年末年始
休み）10：00 ～ 21：00
※本サービスは、がん・心筋梗塞・
脳卒中などの対象疾患と診断
された方のみご利用いただけ
ます。

メンタルヘルス
カウンセリング

ベストドクターズ・
サービス

夜、子どもが
急に熱を
出しちゃって

会社に行こうと
思うと、おなかが
痛くなるんです

名医のセカンド
オピニオンを

受けたいんですが

武田健保
専用
ダイヤル

電話
健康相談

「赤ママ 小児科オンライン」
　病院の閉まっている時間に赤ちゃんが発熱、どうしていい
かわからず開いている病院を探して駆け込むことは珍しくあ
りません。
　そんなときは、「赤ママ 小児科オンライン」をご活用くださ
い。LINEチャットや電話でリアルタイムに育児の悩みや質問
を小児科医に直接相談できる遠隔医療相談サービスです。

被扶養者の０～１５歳対象者

平日１８：００～２２：００、１枠１０分でWEBでの予約制（当日予約可）

▶QRコードをお読み取りいただくか以下のURLにアクセスを！

相談時間

❶武田薬品健康保険組合専用の小児科オンラインサイトから会員登録。
❷小児科オンラインサイトにある「さっそく相談する」から相談日時を予約。
❸予約が完了すると予約内容確認のメールが送信される。
❹予約日時に、確認メールに記載された連絡先にご自身でつないで相談。

利用方法

https://syounika.jp/lp/kenpo/takeda
会員登録に必要な合言葉
べたあへるす

まずは小児科オンラインの
サイトで会員登録を！

　会員登録時には、記号番号の入力が必要となりますので、お手
元に保険者証をご準備のうえ登録してください。

スマホで無料相談

Better Health
武田健保ニュース

2019 Autumn

vol.369

秋

6
8
5
5

発
行
責
任
者
　
米
澤
俊
夫
　
編
集
責
任
者
　
岸
本
高
明
　
2
0
1
9
年
11
月
発
行
　
〒
5
3
2-

8
6
8
6 

大
阪
市
淀
川
区
十
三
本
町
2
丁
目
17
番
85
号

武
田
薬
品
健
康
保
険
組
合

規
約・規

程
を
ご
覧
の
際
の
み



　今、ちまたでは筋肉ブーム。女性も

ただ体重を落としてやせるのではな

く、筋肉をつけて引き締まった体を手

に入れましょう。

　年齢を重ねるにつれて太りやすくなるのは、加齢に伴っ
て筋肉が減るからです。また、下腹がでてきたりお尻が垂
れてきたり二の腕がたぷたぷになってくるのも、その多く
は筋肉の減少によるたるみ。筋肉の減少を食い止めれ
ば、太りにくい引き締まった体を手に入れることができる
のです。
　さらに近年の研究で、筋肉を鍛えることで冷えを改善し
たり※1、骨を強くしたり、認知機能を高めたり※2、肌のシミ
を防ぐ※3などの可能性があることもわかってきました。 

※1:出典 Bal NC,et al.Nat Med.2012 Oct;18(10):1575-9.
※2:出典 Barnes DE,et al.Lancet Neurol.2011;10(9):819‒828.
※3:出典 「美と筋肉～筋肉に秘められた美肌作用～」

（ポーラ化成工業研究所 2018）
※4:基礎代謝量 安静な状態で消費される最小限のエネルギー代謝量。

　軽めの筋トレでも限界と感じるまでやれば効果が得られ、しかも毎
日より2～3日に1回行うほうが効率よく筋肉を増やせます。また、部
分的より全身をバランスよく鍛えたほうが、引き締まった印象を得や
すくなります。
　次に紹介する3種の筋トレも、自分ができる回数を続けていれば、
2週間～1カ月でプラスの変化が感じられるはずです。

❶ひざをつき、手を肩幅に開いて肩の真下に置く。脇を締め、
おなかに力を入れて、ひざから脇、首のラインが一直線にな
るようにする。

❷脇を締めたまま、ゆっくりひじを曲げて胸を下ろし、1秒保
つ。このとき胸と二の腕の後ろ側の筋肉を意識する。

❸ひじを伸ばして❶の姿勢に戻す。ひじの曲げ具合を調整し
て、15回を目安に限界と感じるところまで行う。

目指すのは
「やせる」じゃなくて
「引き締める」
引き締めに欠かせない「筋肉」は健康と美の財産

軽めの筋トレでOK！毎日より週2～3回がいい

運動で筋肉のついた引き締まった体作り

胸と二の腕を引き締める

太ももとお尻を引き締める おなかを引き締める
❶両足を前後に大きく開き、前に出した足のかかとを床にしっ
かりつける。

❷前に出した足のひざに両手をのせ、上半身を前に倒しなが
ら1～2秒かけて両ひざを曲げる。背筋は伸ばし、前足のも
も裏とお尻の筋肉を意識する。

❸体の反動を使わず、前足で床を押すように後ろの足のひざ
を伸ばし、❶の姿勢に戻す。左右各15回を目安に限界と感
じるところまで行う。

❶床に座って足を腰幅に開き、ひざを90度に曲げる。両手を
後ろについて体を60度くらい後ろに倒し、背筋を伸ばして
胸を張る。

❷ひざの角度を保ったまま、両足をゆっくりと胸に引き寄せ、
❶の姿勢に戻す。このときおなかの筋肉を意識する。1セッ
ト目30回、2セット目10回、3セット目8回を目安に、限界と
感じるところまで行う。セットの間は90秒の休憩をとる。

　アルコールは、肝臓で分解されるときに中性脂肪の合成が促されます。また、内臓脂肪の蓄積や筋肉の分解を
促すコルチゾールというホルモンの分泌量も増えるため、筋肉をつけて体を引き締めるためにはお酒はいいとは
いえません。しかし、好きなお酒をガマンすると筋トレも続きません。筋肉を維持するためにも、飲む日や飲む量、
飲み方、おつまみ選びなどを工夫しましょう。

お酒は太るし筋肉が増えにくい。でも飲みたい人はどうすればいい？

　筋トレをした日は、筋肉の合成がもっとも盛ん。お
酒はそれ以外の日に飲みましょう。また、適量までの
飲酒なら、筋肉への影響も最小限にとどめられます。
●適量の目安 ： 1日に純アルコールで20ｇ

◆ビール 中ジョッキ１杯（500ml）
◆日本酒 1合（180ml）　◆焼酎 0.6合（約110ml）
◆ウイスキー ダブル１杯（60ml）
◆ワイン グラス2杯（約180ml）

　お酒を飲むと、肝臓はアルコールの処理を優先す
るため、おつまみからとった脂肪や糖質は代謝が後
回しにされ、体脂肪になりやすくなります。
　そのため、おつまみは低脂肪・低糖質で、アルコー
ルの分解に必要なたんぱく
質やビタミンB群、C、アル
コールや脂肪の吸収を抑え
る食物繊維などがとれるも
のを選びましょう。

コ ラ ム

運動監修：フリーインストラクター　今井真紀子
食事監修：管理栄養士　德田泰子

筋肉が増えると基礎代謝
量※4の増加にともない、
エネルギー消費量が増
える。

太りにくい
筋肉がつくと、その上に
ある脂肪や皮膚のたるみ
が改善され、ハリのある
引き締まった体になる。

たるみにくい

●正しいフォームで行う。
●鍛えている筋肉を意識する。
●自分が限界と感じる回数まで行う。
※目安の回数がラクにできる場合は、正しい
フォームでできていない可能性があります。

筋肉が増えると、筋肉内
で熱を生み出す力が増
える。

冷えが改善する
筋肉に負荷がかかると、
骨の代謝が上がり、強く
なる。

骨が強くなる

筋肉から分泌される物質
に、美白作用があるとい
う報告がある。

顔のシミを防ぐ
筋トレ後は、脳の海馬の
中の物質が増え、脳機能
が高まる。

認知機能が高まる

からだの内側からキレイになろう

ポイント

体を60度ぐらい
後ろに倒す

ひざから首まで
一直線にする

脇を締めたままで

ひざを90度に
保ったままで

胸とひざの
距離が近い
ほど効果がＵＰ

お酒を飲む日は筋トレ日を避け、適量を守る おつまみは低脂肪・低糖質、高たんぱく・高ビタミン

お尻～もも裏が
伸びているのを
実感する
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　筋肉は食事をすると合成され、空腹になると分解が進むという性質があります。筋トレをしても、食事がおろそか
だと筋肉は減ってしまうのです。筋肉のついた引き締まった体を作るためには、1日3回、栄養バランスのよい食事
をとるのが基本。とくに、筋肉の材料となるたんぱく質は摂取する量とタイミングが大切になります。

食事が筋肉を作る！とくに、たんぱく質が大切

食事で筋肉のついた引き締まった体作り

　筋肉を増やすためには、たんぱく質と同時に糖質も必要です。筋肉の合成が進
む筋トレ日とその翌日の主食は、1食当たりごはんならふつう茶碗１杯、食パン6枚
切り1枚を目安にとりましょう。
　それ以外の日は主食を控えめ（２/３程度）にすると脂肪がつきにくくなります。

主食の量を調整すれば、より効果的
コ ラ ム

　たんぱく質の1日の必要量は、運動をしてい
ない人で体重1kg当たり1.0g前後で、軽い筋ト
レを週2～3回する場合は1.2gが目安です。体
重55kgの人なら1日に約66ｇです。これを良質
のたんぱく質源である肉、
魚、卵、大豆製品、乳製品な
どから毎日とりましょう。

＊たんぱく質量は日本食品標準成分表2015年版を参
考に、覚えやすいおおよその目安を記しています。

＊（　）で囲んだ数字が、その料理に含まれるたんぱく質
のおおよその目安量です。

1日にとりたいたんぱく質の量

たんぱく質が約20gとれる食事例

●肉（100g） 20ｇ

●ウインナー（100g） 13ｇ

●魚（100g） 20ｇ

●卵（１個） 6g

●納豆（1パック50ｇ） 8g

●木綿豆腐（1丁300ｇ） 20ｇ

●牛乳（200ml） 6ｇ

●ヨーグルト（1個80ｇ） 3ｇ

●プロセスチーズ(１個18ｇ) 4ｇ

●ごはん（1膳150g） 4g

朝食（たんぱく質量21ｇ）
●納豆チーズトースト（12g）
●ゆで卵入りサラダ（6g）
●フルーツヨーグルト（3g）

昼食（たんぱく質量20ｇ）
●ミートソーススパゲッティー（20ｇ）
●野菜サラダ

　たんぱく質はとりだめできません。とりすぎる
と体脂肪になるため、1日の必要量を朝・昼・夜
の食事で均等にとることが大切です。体重55kg
の人なら、朝食、昼食、夕食でそれぞれ22gぐら
いです。
　朝食はとくにたんぱく質が不足しやすいため
意識してとりましょう。

夕食（たんぱく質24ｇ）
●ごはん（4g） ●豆腐みそ汁（４g）
●刺身（16g） ●野菜炒め

たんぱく質をとるタイミング

食品のたんぱく質量の目安

体重1kg当たり1.2ｇが目安 朝・昼・夜の食事で均等に

２０１９年９月から、　　　　 が利用できるようになりました。

武田薬品健康保険組合　被保険者・被扶養者限定

お得に通える　  のプレミアム特典3つ
個人入会金通常￥50,000円(税別)→
　　　　　　　　もしくは
分割払いの場合、分割払い手数料無料（年率19.8％）
初回限定。お一人様初回一回限り。

スタジオプレミアム法人会員サービス以外の割引サービスと併用することはできません。

2週間トライアルコースは、ENGLISH、COOK、KIDSは対象外となります。
利用者の個人情報は、各種サービス・商品のお届けと関連するアフターサービス、RIZAPおよびRIZAPグループ会社
からの各種サービス・商品のご案内等に使用されます。本契約は日本語対応のみとなります。

対象サービス　受付時間　9:00～21:00　年中無休

RIZAP WOMAN

RIZAP GOLF

0120-297-418

0120-991-466

あなたのカラダ、
変えてみない？

RIZAP ENGLISH

0120-466-044

RIZAP COOK

0120-169-768

RIZAP KIDS

0120-297-427

RIZAP

0120-600-574

初回本入会 本コース契約金額(税別)より       OFF20%特典
2

特典
1

初回限定。お一人様初回一回限り。本コース（最短2カ月・16回以上）のご契約に限ります。

特典
3

【法人会員様限定】
2週間トライアルコース　　　　　 (税別)￥49,800
週2回(計4回)のマンツーマントレーニングを受けていただけるトライアルコースです。入会金不要。

￥０

ＲＩＺＡＰ

お問い合わせの際には必ず【健保名、問い合わせ番号　　　　　】をお伝えください。
【注意！】　問い合わせ番号がなければ、法人会員特典を受けることはできません。
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●疾病別医療費トップは「呼吸器疾患」
　2016年度以降３年間の調剤費を含めた主要疾病
の医療費は、呼吸器が最も多く、歯科、新生物、循環器
の順になっています。

●医療費総額は24億円、1人当たりでは13万円
　医療費の総額は、2017年度よりも加入者数が
22％減少したことにより24億3000万円となり
22.9％減少しました。加入者１人当たりでは13万
2227円で、前年度の13万3361円よりも1134円、
0.9％減少しました。

❶生活習慣病の１人当たり医療費のうち、高血圧症、
肝機能障害は低下傾向にあり、糖尿病、脂質異常症
の医療費は上昇傾向にあります。
❷武田健保の高血圧症、糖尿病、脂質異常症、肝機能
障害の医療機関受診率を大企業健保の平均値＊と
比較したところ、脂質異常症を除いていずれも低い
結果となりました。

＊IQVIA社が調査した約39健保加入者の270万人の平均値

基準値を超えると、該当疾患治療費だけで
なく総額医療費も増えます。収縮期血圧は
1.2倍、空腹時血糖は1.4倍、HDLは1.5倍、
腹囲は1.7倍、BMIは1.7倍となっています。

脂質異常症とは、血液中のコ
レステロールや中性脂肪な
どが多くなりすぎている状態
のこと。血液中に余分な脂質
が多くなると、動脈硬化を起
こしやすくなり、心筋梗塞や
脳卒中などのリスクが高く
なってしまうんだよ。

健診
分析
血圧・血糖・脂質・生活習慣の
改善傾向が続く

医療費
分析
2018年度の
1人当たり医療費は横ばい

主要疾病の１人当たり医療費（調剤含む）
　呼吸器　　歯科　　新生物　　循環器
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　武田健保の2018年度の健診結果を分析したところ、血圧・血糖・脂質の検査値において、基準値超過している人
の割合の改善が続き、運動を始めとする生活習慣の改善に取り組んでいる人も増加しています。
　一方で、男性の腹囲、女性のＢＭＩの悪化傾向が続いていることが課題となっています。

　2018年度健診において、血圧（収縮期・拡張期）・血
糖（空腹時血糖・HbA1c）・脂質（中性脂肪・HDL・LDL）
のいずれかが基準を超過した割合を大企業健保の平
均値＊と比較したところ、脂質異常症を除いていずれ
も低く、良好でした。
＊IQVIA社が調査した約39健保加入者の270万人の平均値

武田健保の医療費＆健診分析

収縮期血圧（130以上）の割合
　本人・男性  　家族・女性  　本人・女性

2014 201720162015 2018

被保険者１人当たり医療費の推移
　高血圧症　　脂質異常症　　糖尿病　　肝機能障害

201620152014 2017 2018

2018年度の総額

2018年度の生活習慣病の医療費（本人）

疾病別の医療費

●血圧・血糖・脂質の基準値超過の割合は低下傾向が続き良好

●肥満率は変わらず上昇傾向
　本人男性は腹囲、本人女性はＢＭＩの値の悪化が続
いているため、肥満率が上昇しています。

検査値の推移

これからの季節はイ
ンフルエンザに要注
意！予防のためにも
手洗いうがいと予
防接種を！（p9参照）

医療機関受診率（他健保との比較）
　大企業健保平均　　当組合

肝機能障害高血圧症 糖尿病脂質異常症
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基準超過割合（他健保との比較）
　大企業健保平均　　当組合

血圧リスク 脂質リスク血糖リスク
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28.5%
18.4%

　40歳以上　　全年齢
16.9%

12.0%

　40歳以上　　全年齢

優秀

優秀
優秀

7.4%

あなたにとって、1年の
医療費が13万円も⁉
それとも13万円程度⁉
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2018年度から「間
食・甘い飲み物の
摂取の状況」とい
う問診項目が新た
に加わりました。
男女とも「時々」と
回答した人が半数
を超えました。

どうしても甘いものが欲しく
なっちゃうのよね。ダメかしら…

間食するなら午後2時
前後に！この時間帯な
ら、脂肪を溜め込むた
んぱく質「ビーマル１」
の分泌が少ないから、
太りにくいんだよ。

●喫煙率は減少、運動習慣ありは増加、飲酒習慣も改善傾向に
本人の生活習慣（問診）
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good!

喫煙率は年々減少しています。とく
に男性の減少率が伸びています。

本人は男女とも運動に取り組む方
の割合が増えています。

毎日飲む人の割合は減少傾向です。
飲まない人の割合も増加傾向です。

※KENPOS未登録の方は、
　事前に登録をしてください。

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)
2019年10月1日（火）～2020年1月31日（金）
2019年11月1日（金）～2020年2月10日（月） <期限厳守>
接種期間内での1回の実費費用(消費税含む)
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、その接種費用(税込み)を負担します。

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の申請をお願いします。
システムで必要事項を入力のうえ、領収書の写真をアップロードしてください。
※医療機関にて接種者ごとに領収書を発行していただくようご協力をお願いします。

①スマートフォン、パソコンから
　KENPOS 
　http://www.kenpos.jpにログイン
②「インフルエンザ予防接種」のバナーを
　クリック

8https://www.kenpos.jp/inquiry（お問い合わせフォーム）
50570-057-072
※詳細については、武田健保HP（http://www.takeda-kenpo.or.jp）をご覧ください。

WEBシステムへのログイン方法

対 象 者
接種対象期間
申 請 期 間

接 種 回 数と
費 用 補 助

注 意

インフルエンザの予防接種を費用補助します！

補助費申請システムは
11月からKENPOS経由で
申請できる予定だよ！

KENPOSへは
被保険者(本人)のID・PWで
ログインしてね！

●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。
●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。

KENPOS 登録に関するお問い合わせ

個人接種の場合

　セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）とは、健康の維持増進や病気予防
への取り組みとして特定の一般用医薬品を購入した際に、その購入費用について所得
控除を受けることができるものです（2017年1月から2021年12月までの特例税制）。
　セルフメディケーション税制なら、年間医療費総額が10万円に満たないなどの理由から確定
申告の際に従来の医療費控除が適用できなかった方でも、控除を受けられる場合があります。
　ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用できませんので、ご注意ください。

医療費控除に向けてご準備を！

　2018年の医療費控除の確定申告より、当健保組合が発行する「年間医療費のお知らせ」が医療機関等の
発行する領収書の代用として使用できることになっています。
　ただし、このお知らせは前年1月から11月受診分までの医療費の表示となりますので、12月受診分はこ
れまで同様に領収書をご準備ください。

【注】このお知らせは再発行できません。なくされた方は領収書により申告してください。
確定申告後5年間は税務署から領収書の提出等を求められることがありますので、領収書は捨てずに
保管しておいてください。

送付時期：2020年２月中旬

健保組合からの「年間医療費のお知らせ」について

❶接種者名にはフルネームを記載。
●フルネームが入っていない場合は鉛筆で追記してください。
●複数名で1枚の領収書発行となった場合は、領収書の空い
たスペースに鉛筆で接種した方全員のフルネームを記載し
てください。
❷「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。

❶

❷

セルフメディケーション税制市販薬で健康管理
している方はご注目！

セルフメディケーションの
詳細は、管轄の税務署ま
たは厚生労働省のホーム
ページ等を参照してね。
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体調の変化 生活時間とジャストタイムのズレ（休日）

仕事のパフォーマンス（10段階自己評価）欠食率の変化

サービス利用開始者の割合 平均体重の推移（全体）

おなか、体調がスッキリ！

201９年１～２月 関係会社で実施しました！

利用を開始した人
は38.6％。

 Point！
★起きたらすぐ、
　カーテンを開ける

体調の善し悪しの鍵を握る
のは体内時計。
「光」と「食事」は体内時計を動かす重要なスイッチ。
とくに朝の光は体内時計を動かす力が最も強い。

 Point！
★ごはん＋たんぱく質
　（魚がおすすめ）
★温かいもの

「主食＋たんぱく質」でから
だのスイッチがON。
「温かいもの」は体温を上げ、朝から代謝のいいから
だでスタート。1日の消費カロリーも大違い。

 Point！
★目標：20時までに食べ終える
★20時を回る場合も、
　できるだけ早く食べ終える

夕食時間を早めると、翌日、目覚めもむくみ
もスッキリ、からだの軽さを実感。

 Point！
★玄米、麦、雑穀入りごはん
★海藻類（めかぶ、もずくなど）
★豆

食物繊維プラスで、血糖値の上昇が
抑えられ、翌日のお通じもスッキリ。

平均体重が1.28
㎏減少。平均BMI
も0.35減少し、嬉
しい改善効果。

すべての項目で改
善。とくに、午後も
集中力が途切れな
いと感じる人が
48.1％も増加。

休日の起床と朝食
の時間が早まり、
寝だめによる社会
的時差ボケが改善
されました！

朝食の欠食率は比
較的低水準です
が、さらに欠食率
が約3割改善しま
した。

仕事のパフォーマ
ンスが自己評価で
4.4％上昇しまし
た。

リボーンマジックのエッセンスを
次ページで紹介するね！

食べ方や過ごし方を少し変える
だけで、不調から開放されて体が
軽く心地よく過ごせるんだよ。

後
ズ
レ

前
ズ
レ

初期 1週 2週 3週 4週

64.48kg

63.28kg

63.35kg

63.34kg
63.20kg

利用なし
61.4％

利用開始
（初期設定
完了者）
38.6％

65.0

64.5

64.0

63.5

63.0

62.5

0 2 4 6 8 10 12
サービス利用開始前の

4週間
サービス利用中の

4週間
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朝食

昼食

夕食

就床

朝食

昼食

夕食
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76
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70

目覚め
朝の食欲

排便の時間

午前の集中

0.8

4.5

11.6

0.7

2.4

7.8

昼の空腹感
午後の集中

終業後活力

寝つき

1日穏やか

休日活力
初回
4週目

上段：1週目
下段：4週目

■1週目
■4週目

44.81
-15.32分
-15.86分

60.12

42.81
58.67

こんなに体調が良くなる
なんて、すごい！

どんなことを
したのかしら？

効果を実感！体調アップのコツ
―いつ、どう食べるか、に注目！―

起きたら朝の光を浴びる 起きて1時間以内に朝食

早めの夕食 夕食にプラス食物繊維

揚げ物を食べるなら夕食よりラ
ンチで。おやつは15時までなら
脂肪になりにくい。和菓子、果物、
ナッツなどが
おすすめ。

☆今の食事量が適量かどうか ➡ 「食前の空腹感が適度か」と「体重」で確認しましょう。
☆体調の変化 ➡ 目覚め、便通、集中力、寝つき、気持ちの変化を確認して
 みましょう。

アルコールは高カロリー（1g＝
7kcal）。遅くなればなるほど、一
緒にとった糖
や油とともに
脂肪に変わり
やすい。

ランチは定食
おやつは15時まで

アルコールは21時まで
21時以降は蒸留酒

食物繊維の多い料理を先に食べ
ることで、食後の血糖値の上昇は
緩やかに。

遅い夕食は
野菜・海藻・豆から

このマークは
とくに重要

1週間で

4.4%
上昇！

1.28kg
減

　　　　　　　　　は、スマホやPCで
楽しみながら　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　 です。
　4週間、「起きる時間」「寝る時間」「食べ
る時間」などの入力をするだけ。4週間後
には、生活リズムが体内時計に合い、お
なか、体調、頭がスッキリします。

リボーンマジック
コンディションを整えて

くれる健康支援サービス

約3割
改善！
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次のとおり理事の異動がありました。

＊平成３０年度収入支出決算見込表の届出　（令和１年５月２９日届出）
＊平成３０年度収入支出決算及び事業報告の届出　（令和１年７月２２日届出）
＊組合規程の一部変更等の届出　（令和１年７月２２日届出）
  •インセンティブ付き保健事業実施規程の新設　（令和１年８月１日適用）
  •インフルエンザ予防接種利用規程の一部変更　（平成３０年１０月１日適用）
  •公印管理規程の一部変更　（令和１年８月１日適用）
＊損益計算書の届出　（令和１年７月３１日届出）
＊理事長就退任届の届出　（令和１年８月１日届出）

はり師、きゅう師およびあんま・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費（あはき療養費）に関する受領委任制度が
2019年１月１日から全国で導入されました。
これまでは、患者が施術者に療養費の受領の代理を承認する「代理受領払い」を採用していましたが、武田健保
においても2019年6月受診分から患者が施術所で一部負担金を支払い、療養費支給申請書への委任の署名を
行って、施術者が患者に代わり健保組合へ療養費を申請する「受領委任払い」に変わっています。

整骨院・接骨院では、柔道整復師が施術をします。柔道整復師は医師ではないため、病院と
同じように検査・治療を行うことはできず、健康保険が使えるケースは限られています。

（注）あはき療養費の支給対象は、慢性的な疼痛を主な症状とする限定した疾病
で医師による適当な治療手段のないものに対する施術が対象となります。

6カ月を超えて施
術が必要な場合
は再同意が必要。

所属事業所氏名 所属事業所氏名

澤井　憲司

佐田　髙樹

令和1年８月１日

同　上

武田薬品工業(株)

武田薬品工業(株)

武田薬品工業(株)

武田薬品工業(株)

小川　寛六

寺川　澄夫

理 事 長

選定側理事

旧新
異動日

はり、きゅう、あんま・マッサージ・指圧の療養費（あはき療養費）が変わりました
制度改正のお知らせ

適正受診の豆知識

整骨院・接骨院の 正しいかかり方

正しいかかり方はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧の

健康保険が使える

健康保険が使える

整骨院・接骨院は
病院とは違います

健保組合では、健康保険証を使って整骨院・接骨院の施術を受けた方で疑義
がある場合には、後日、施術日や施術内容、負傷原因等について書面で確認さ
せていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、ご理解とご協力
をお願いします。

●はり・きゅうの場合
慢性病で、医師による適当な治療手段がない場合
医師の発行した施術への「同意書」が必要です。
＜対象となる傷病＞
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
※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするもの
については、上記以外でも認められることがあります。

・医師が同意していないとき
単に本人が希望して受ける場合は健康保険の対象にはなりま
せん。

・疲労回復や慰安、疾病予防目的のとき
さらに、はり・きゅうは
・病院で同じ傷病について治療中のとき
医師から薬や湿布を処方された場合も治療行為となります。

●あんま・マッサージ・指圧の場合
医療上、施術を必要とする症例の場合
医師の発行した施術への「同意書」が必要です。
＜対象となる症状＞
筋麻痺・関節拘縮など
ただし、可動域の拡大等、症状の改善を目的としていること

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

健康保険が使えない（例）（全額自己負担）

健康保険が使えない ※療養費の申請はできません

・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
・症状の改善の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
・部活動を継続する等、治療に専念する意志がない

外傷性が明らかで、慢性的な状態に
至っていないものに限られます。

骨折※ 脱臼※
打撲 捻挫（いわゆる肉ばなれを含む）

※応急手当の場合を除き、
　あらかじめ医師の同意が必要。・

・

健康保険が使える場合は限られています

整骨院・接骨院は、病院ではないため、健康保険が使える場合は限られています。
また、健康保険が使えるときにも注意していただきたいことがあります。

覚えて
おきたい

公 告

受領委任払い

保険医

③施 術

患者

健保組合

④一部負担金を支払い、
　領収証を受け取る
⑤療養費支給申請書に 
　請求委任の署名を行う

⑦患者に代わり
　療養費を申請

⑧審査後、
療養費を
支払う

施術者

※被保険者証(保険証)を提示して受ける。
⑥申請書の写しまたは一部負担金明細書を交付

※まず、医療機関の保険医（主治医）の診察を受け、療養費で定められた施術（注）を受ける旨の同意書の交付を受ける。

①受 診

②診察・施術
　の同意

健康保険が使える場合、
使えない場合があること
を忘れないでね。

スーパーの特売で疲れた～
整骨院でマッサージして
もらおうかしら…

健康保険が使えるのよね

全額自費になるよ
整骨院は病院とは違って
健康保険が使えるケースは

限られているよ

（2019年6月受診分から）

誤解しないで！

組合会理事の異動について（敬称略）

届出事項について
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　武田健保では、武田コンシューマーヘルスケアのOTC医薬品等
を社内販売にて購入された方に費用補助を行っています。ご家庭に
常備していただきお役立てください。

11月下旬にお家に
チラシを送るよ

2019年12月2日（月）～2020年1月31日（金）

商品購入代金（上限2,000円まで）
※送料、代金引換手数料は補助の対象外

被保険者（本人）

まずは「KENPOS」へのログインが必要！

※費用補助のご利用は期間中、1回限りとなります。

1KENPOSにログイン→2社内販売バナーを
注）KENPOS未登録の方は、今すぐ初回登録を
　  してください。
〈KENPOS URL〉　https://www.kenpos.jp
〈KENPOS登録に関するお問い合わせ〉
https://www.kenpos.jp/inquiry
または、0570-057072

武田健保から、社内販売医薬品等の購入で2,000円を補助します！お知らせ

対象期間

補助金

対象者

利用手順

14 15
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あなたの カラダ
変えてみない

コナミ、ルネサンスに加え、
ライザップも利用できるようになりました

■インフルエンザ予防接種費用補助について
■家庭用保健薬購入の費用補助について

？

0120-922312

※詳しくは武田健保のHP または同送しているちらしをご覧ください。

通話料・相談料無料 プライバシー厳守

音声ガイドに従ってご利用になりたいサービスの番号をプッシュしてください

ファミリー
健康相談
■24時間、年中無休だから安心
■WEBでも相談可
https://familycare.sociohealth.co.jp/
■海外からは国際フリーダイヤ
ルの利用も可。サービス対象外
地域からの利用の場合は、
【通常の国際電話】
03-5524-8500

■電話カウンセリング
【受付時間】
月～土曜日（日曜・祝日、年末年
始は休み）10：00 ～ 22：00
翌日以降の電話カウンセリン
グの予約も可
■面接カウンセリング
月～土曜日（日曜・祝日、年末年
始は休み）10：00 ～ 20：00

【受付時間】
月～土曜日（日曜・祝日、年末年始
休み）10：00 ～ 21：00
※本サービスは、がん・心筋梗塞・
脳卒中などの対象疾患と診断
された方のみご利用いただけ
ます。

メンタルヘルス
カウンセリング

ベストドクターズ・
サービス

夜、子どもが
急に熱を
出しちゃって

会社に行こうと
思うと、おなかが
痛くなるんです

名医のセカンド
オピニオンを

受けたいんですが

武田健保
専用
ダイヤル

電話
健康相談

「赤ママ 小児科オンライン」
　病院の閉まっている時間に赤ちゃんが発熱、どうしていい
かわからず開いている病院を探して駆け込むことは珍しくあ
りません。
　そんなときは、「赤ママ 小児科オンライン」をご活用くださ
い。LINEチャットや電話でリアルタイムに育児の悩みや質問
を小児科医に直接相談できる遠隔医療相談サービスです。

被扶養者の０～１５歳対象者

平日１８：００～２２：００、１枠１０分でWEBでの予約制（当日予約可）

▶QRコードをお読み取りいただくか以下のURLにアクセスを！

相談時間

❶武田薬品健康保険組合専用の小児科オンラインサイトから会員登録。
❷小児科オンラインサイトにある「さっそく相談する」から相談日時を予約。
❸予約が完了すると予約内容確認のメールが送信される。
❹予約日時に、確認メールに記載された連絡先にご自身でつないで相談。

利用方法

https://syounika.jp/lp/kenpo/takeda
会員登録に必要な合言葉
べたあへるす

まずは小児科オンラインの
サイトで会員登録を！

　会員登録時には、記号番号の入力が必要となりますので、お手
元に保険者証をご準備のうえ登録してください。

スマホで無料相談
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