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抗菌薬は適正に使用しましょう

豊洲市場（江東区）
築地市場の移転に伴い、中央卸売市場として
10月11日に開場。青果棟（５街区）、水産仲卸売
場棟（６街区）
、水産卸売場棟（７街区）の３街
区で構成されています。市場開市日は一般者も見
学でき、マグロのせりを見られるほか、飲食店等
も楽しめます。

東京社会保険協会のホームページ

http://www.tosyakyo.or.jp

皆さんでご覧ください。

社 会 保 険 新 報

平成 30.11―❷

協会けんぽ 東京支部 からの
70歳以上
75歳未満の方の

高額療養費が変わりました

70歳以上75歳未満の方の高額療養費が、平成30年８月以降の診療分から変わりました。なお、70歳未満の方は変更
ありません。高額療養費については、こちらをご覧ください。

平成30年８月診療分からの変更ポイント
標準報酬月額28万円以上の方（現役並み所得者）の自己負担限度額（上限額）
が３つに細分化され、医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証の申請が
必要となりました。※３ページもご参照ください。

医療機関の窓口で

限度額適用認定証 を提出しましょう！

□ 70歳以上75歳未満の被保険者で、標準報酬月額28万～79万円の方の医療費が高額にな
る場合は、医療機関等の窓口に限度額適用認定証を提出してください。

□ 医療機関等の窓口での支払いが、自己負担限度額までで済みます。
□ 限度額適用認定証をお持ちでない方は、加入者ご自身で協会けんぽへ申請する必要があります。

次の３点を医療機関等の窓口にご提出ください
健康保険証

高齢受給者証

限度額適用認定証

医療機関等の窓口
提出

70歳で標準報酬月額が55万円、医療費が80万円の場合
限度額適用認定証を提出しないと…

限度額適用認定証を提出すると…

医療費の３割の24万円を、いったん医療機関等の窓口
で支払います。
（差額ベッド代等は別途。）

医療機関等の窓口での支払いは、自己負担限度額の
169,820円となります。（差額ベッド代等は別途。）

申請書を郵送
後日、高額療養費支給申請書を協会けんぽに提出いた
だくと、自己負担限度額との差額をお支払いします。た
だし、最短でも診療月から３か月以上先になります。

計算方法

医療費

167,400円＋（800,000円－558,000円）× １％
＝169,820円

協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。
▶このページの記事の内容に関するお問い合わせは、協会けんぽ東京支部（TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「１」）まで
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協会けんぽ 東京支部 からの

平成30年８月診療分からの自己負担限度額（70歳以上75歳未満の方）
自己負担限度額（上限額）

被保険者（加入者ご本人）の
所得区分

個人ごと（外来）

現役並み所得者

現役並みⅢ

252,600円＋（総医療費－842,000円）× １%《140,100円》

標準報酬月額83万円以上の方

現役並みⅡ

167,400円＋（総医療費－558,000円）× １% 《93,000円》

標準報酬月額53万～79万円の方

現役並みⅠ

80,100円＋（総医療費－267,000円）× １% 《44,400円》

標準報酬月額28万～50万円の方
一般（現役並み・低所得者以外の方）

世帯ごと（入院を含む）

18,000円（年間上限144,000円）

57,600円《44,400円》

低所得者Ⅱ（住民税非課税の方等）

24,600円
8,000円

低所得者Ⅰ（所得が一定基準以下の方）

15,000円

◦《 》内は、多数回該当した場合の自己負担限度額です。
◦総医療費とは、健康保険が適用される診察費用の総額（10割）です。

多数回該当って、どんなとき？
診療を受けた月以前の１年間に３回以上の高額療養費の支給を受けた場合、４回目から
多数回該当となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
◦限度額適用認定証を提出して、自己負担限度額を支払った場合も含みます。
◦多数回該当は、加入している医療保険が同一の場合のみ通算できます。

70歳で標準報酬月額が55万円（現役並みⅡ）、医療費が80万円の場合
多数回該当

４月

５月

６月

７月

８月

限度額適用
認定証

限度額適用
認定証

限度額適用
認定証

限度額適用
認定証

限度額適用
認定証

医療費が200,000円
だったため
60,000円の支払い

169,820円の支払い
（自己負担限度額まで）

93,000円の支払い

３回目

４回目

169,820円の支払い
169,820円の支払い
（自己負担限度額まで） （自己負担限度額まで）

１回目

２回目

自己負担限度額未満
のため、多数回のカ
ウントはできません。

限度額適用認定証を提出すると、自己負担限度額までの支払いで済みます。

協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。
▶このページの記事の内容に関するお問い合わせは、協会けんぽ東京支部（TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「１」）まで
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からの

地域型・職域型年金委員制度
年金委員制度は、国民の皆様に年金制度を広く知っていただくとともに、年金制度への
理解と信頼を深めていただくことを目的として設立されました。
年金委員は、 地域型 と 職域型 に分かれます。地域型年金委員は自治会等の地域で、
職域型年金委員は職場（厚生年金保険の適用事業所）で、年金事務所とのパイプ役となって
年金に関する相談や助言等を行います。

地域型年金委員
概

【任期：３年（更新可）
】

要 ●全国で約4,770人に委嘱（平成30年３月末時点）

活 動 内 容 町内会での年金相談や地域が開催する研修会等での年金に関する講演等
推薦条件

推薦の流れ

●国または地方公共団体等の職員として、年金事務に従事したことがある方
●自治会長、民生・児童委員、社会保険労務士として務めている（務めたことがある）方
●年金委員（社会保険委員および国民年金委員を含む）として委嘱されたことがある方
区市町村等が、年金委員推薦書（地域型）を管轄の年金事務所へ提出し、厚生労働大臣が委嘱
年金委員推薦書（地域型）に、年金委員証明書（身分証明書）用の顔写真を添えて提出してください。

職域型年金委員
概

要

【任期：なし】

●全国で約113,000人に委嘱（平成30年３月末時点）
●厚生年金保険の適用事業所のうち、被保険者が300人以上の事業所 ➡ ２名以上
被保険者が300人未満の事業所 ➡ １名以上

活動内容

新入社員（職員）に対する年金制度の概要の説明、職場における年金制度の周知、定年退職予定者
に対する年金受給手続きの相談・助言等

推薦条件

推薦時点において、厚生年金保険に関する事務を担当している（したことがある）等、職場において
一定期間、年金や社会保険全般の実務経験があり、年金制度に関する知識がある方

推薦の流れ

厚生年金保険の適用事業所の事業主が、年金委員推薦書（職域型）を管轄の年金事務所へ提出し、
厚生労働大臣が委嘱

年金委員への活動を支援します

厚生労働大臣が委嘱します

日本年金機構では、厚生労働省が示した重点内容
に基づき、年金委員の活動を支援して
います。具体的には、活動の基本とな
る冊子や年金制度に関するリーフレッ
ト等を提供します。

地域型・職域型年金委員は、厚生労働大臣より委
嘱されます。また、政府管掌年金事業
の推進および発展に、長年にわたって
ご協力いただいている年金委員には、
年金委員表彰を行っています。

▶このページの記事の内容に関するお問い合わせは、管轄の年金事務所（http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/）まで
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からの

年金セミナーを実施しています！
日本年金機構では、公的年金制度の周知活動の一環として、年金事務所の職員が、教育機関（高等学校・大学・専門
学校等）や事業所、自治体に伺い、公的年金制度等について説明する年金セミナーを実施しています。平成29年度には
全国の教育機関で約28万名の学生が参加しています。
年金セミナーに関心のある方は、ぜひお近くの年金事務所にご相談ください。
内

容

社会保障における年金の意義や役割等、公的年金制度全般
※事前打ち合わせにて、ご希望をお伝えください。

資

料

等

当日配付する資料をもとに、スクリーンや動画等を用いて説明

対

象

者

学生（教育機関）・職員（事業所や自治体）

間

質疑応答やアンケート等を含め、50分前後 ※時間は別途相談

時

日程・参加人数

相談

※日程が合わない、参加人数が少ない等で対応できない場合あり。

賞与支払届の提出をお願いします
事業主は、賞与を支給したとき、被保険者賞与支払届に被保険者賞与支払届総括表を添付して、
支給日から５日以内に、東京広域事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。
日本年金機構に登録している賞与支払予定月に賞与の支給がなかった場合は、被保険者賞与
支払届総括表の「④ 支給・不支給」の「不支給 １」に○を付けて提出してください。また、70
歳以上の被用者に賞与を支給した場合も提出が必要です。
保険料や将来受け取る年金額にも反映されますので、適正な届出をお願いします。
日本年金機構のホームページ
従業員に関する手続き

⇒

⇒

事業主の方

⇒ 大切なお知らせ［シーン別手続き案内］ ⇒

従業員に賞与を支給したときの手続き

でご確認ください。

社会保険料控除証明書

国民年金ひとことメモ

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。日本年金機構では、社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書を送付しています。年末調整や確定申告の際には、この証明書または領収証書を必ず添付してく
ださい。
◦平成30年 １ 月１日～ ９ 月30日に国民年金保険料を納付された方 ⇒ 平成30年11月上旬に送付
◦平成30年10月１日～12月31日に国民年金保険料を本年初めて納付された方 ⇒ 平成31年 ２ 月上旬に送付

お問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤル

0570-003-004（ナビダイヤル）
050から始まる電話でかける場合は、03-6630-2525（通常の通話料金がかかります。）
受付時間

●月曜日～金曜日
●第２土曜日

午前９時～午後７時
午前９時～午後５時

※土曜日（第２土曜日を除く）・日曜日・祝日および
12月29日～１月３日は利用できません。

社会保険料控除証明書の再交付についても、上記までお問い合わせください。

▶このページの記事の内容に関するお問い合わせは、管轄の年金事務所（http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/）まで
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東京社会保険協会 フィオーレ健診クリニック

オプション検査

   からのお知らせ

胃カメラ

早期の胃がんは多くの場合、健診によって発見されています。バリウムや胃カメラが苦手という方も多いですが、
胃の検査はとても大切です。症状の有無に関わらず、定期的に健診を受けましょう。

経口／経鼻胃カメラ
小型カメラを内蔵した細長い管（内視鏡スコープ）
を口または鼻から挿入し、食道・胃・十二指腸を直接
観察します。これらの部位にできる病気（がん、
炎症、
潰瘍、ポリープ、静脈瘤など）を早期に発見できます。

検査の流れ

健診の各検査の過程で、順にお呼びします。

問診

健診コースに胃部レントゲン（バリウム）検査
が含まれている方は、差額料金5,400円（税込）
の追加で、胃カメラ検査への変更を承ります。
【事前予約制】

消泡剤を内服

＊ご加入の健康保険組合との契約内容により、差額料金
が異なる、または変更できない場合もあります。健診
の予約時にご確認ください。

経口法
のどに麻酔薬の
スプレーを噴霧

内視鏡スコープ
フィオーレ健診クリニックでは、経口／経鼻胃カメラ検
査ともに、非常に細い経鼻用スコープ（直径６mm程度）を
使用しています。また、スコープ
は検査のつど、日本消化器内視鏡
学会のガイドラインに沿った方法
で、洗浄・滅菌していますので、安
全体像
先端をペンと比較
心してご受診ください。

鼻に血管収縮剤を噴霧
鼻に麻酔薬のゼリーを注入
鼻に麻酔薬を塗布した
チューブを挿入
鼻腔の狭い方や耳鼻科疾患が
ある方で、鼻からスコープが
挿入できない場合は、経口法
に変更することがあります。

組織採取（生検）
検査中に病変を認め、医師が必要と判断した場合のみ、良
性か悪性かの病理診断のために、粘膜組織をわずかに採取
する生検を行います。
生検を行う場合は、保険診療となります。
（別途5,000～
10,000円程度の費用がかかります。
）

経鼻法

胃カメラ
※妊娠中の方は検査をご受診いただけません。

一緒におすすめしたい オプション検査＜血液検査＞
◦ヘリコバクターピロリ抗体

1,080円（税込）
ヘリコバクターピロリ菌は、慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍の原
因とされています。また、胃がんとも深く関わっていることが明
らかになっています。この菌の感染の有無について、血中の抗体
を測定します。

◦ペプシノゲン

2,700円（税込）
胃粘膜の萎縮を血液中のペプシノゲンの
値により測定し、萎縮性胃炎の程度を調べ
ます。萎縮性胃炎は胃がんの発生原因とも
いわれています。

次号（12月号）は、平成30年度の健診の予約・受診 についてご案内する予定です。

フィオーレ健診クリニック
健診予約専用ダイヤル
お 問 い 合 わ せ

TEL 03-5287-6211
TEL 03-5287-6217

A2
「東新宿」駅 出口
から徒歩１分

大江戸線
副都心線

電話受付 月曜日～金曜日 9：00～17：00
時間
土曜日健診実施日 9：00～12：00

健康診断およびオプション検査等の詳細は、ホームページ https://www.k-ﬁore.jp をご覧ください。
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東京社会保険協会 からのお知らせ

東京社会保険協会にご入会ください！
一般財団法人 東京社会保険協会では、事業所の新規入会を随時受け付けています。入会された事業所には、被保険
者やそのご家族を対象とした、社会保険制度の周知、福利厚生や健康づくり事業等を提案しています。新規での入会につ
いて、よくある質問をまとめました。

東京社会保険協会って、どんな団体なんだろう？

東京社会保険協会は、東京都内における健康保険および厚生年金保険の適用
を受けている事業主を会員として設立されました。創立72年の安心と安定
のもとで、現在、約４万の事業所が会員となっています。

会員になると、どんなメリットがあるの？

さまざまな会員特典をご利用できます。社会保険事務講習会やセミナーへの
参加、契約宿泊施設の利用補助、東京ディズニーリゾートR等のレジャー施
設の利用割引のほか、会員特別価格で人間ドック・定期健診も受診できます。
観劇会や日帰りバスツアーもご用意しています。詳しい内容は、会員事業所
に年３回送付している広報誌『協会だより』でお知らせしています。

それはうれしいね～♪ でも、年会費が高いんじゃない？

いえいえ。たとえば、被保険者10人未満の事業所の場合、年会費3,500円
です。従業員１人あたりだと、年間で約350円。被保険者2,000人以上の事
業所でも、48,600円の年会費で各種特典が利用できます。

そりゃ、お得だな！ 入会するにはどうすればいいの？

東京社会保険協会のホームページ（http://www.tosyakyo.or.jp）から簡単
に入会できます。トップページ右の 入会はこちら ⇒ 入会申込 とクリック
して、必要事項を入力のうえ、送信していただくだけでOKです。

そうか！ 従業員の福利厚生を充実させるためにも、さっそく入会しよう！

社 会 保 険 新 報

平成 30.11―❽

ご入会いただき、会員特典をご活用ください！
入会のお申し込み
会員特典等の詳細

会員事業グループ TEL 03-5292-3596
【URL】http://www.tosyakyo.or.jp

の海外・国内旅行がお得にご利用できるようになりました！
優待１

海外・国内ツアー割引

優待２

添乗員同行海外ツアー割引

優待３

ベネフィットデスク限定割引

優待４

H.I.S以外のツアーも割引

優待５

空港駐車場の利用サービス

H.I.S.「冬カナダ オーロラ」より、イエローナイフ

お知らせ

この冬のお得な海外・国内旅行をお探しの方は、
11月最終週にホームページをご覧ください！

優待は、H.I.S.ベネフィットデスクでご予約いただいた方のみ適用となります。ご注意ください。
最新の優待情報は、
こちら（https://www.his-benefit.com/index.php?company_id=xn8e7wpffp）でご確認ください。

H.I.S.ベネフィットデスク

季節の健康
TOPICS

海外旅行：03-6844-2891 ／ 国内旅行：0570-300-890

かぜに抗菌薬は効きません

秋から冬は
のシーズン！
本格的なかぜ

抗菌薬は適正に使用しましょう

秋から冬にかけてかぜが流行しますが、一般
的なかぜのほとんどはウィルスによるため、抗

薬に
頼るより

菌薬（抗生物質）が効きません。「念のため」と

まずは…「かぜ」をひかない心がけを !
うがい・
手洗い

いって医師に抗菌薬の処方を依頼することは控

体を冷やさない
ように温める

十分な睡眠やバラン
スのよい食事など、
規則正しい生活

えましょう。
抗菌薬は細菌による感染症に効果のある薬で
すが、抗菌薬を使用すると腸内細菌を乱して下
痢を起こしたり、抗菌薬が効かない耐性菌を増
やしてしまうことが指摘されています。
また、国立成育医療研究センターの調査によ
ると、２歳までの抗菌薬の使用と５歳時点のア
抗菌薬を使用した群でアレルギー疾患の発症リ
スクが高くなることも報告されています。
抗菌薬を「かぜの特効薬」と思っている人も
少なくないと思いますが、かぜに抗菌薬は不要
ということを忘れないようにしましょう。

1

のとき
とっさ

マスクを
着用する。
（口や鼻を覆う）

うに
隙間のないよ
着用

レルギー疾患の有症率には有意な関連があり、

周りの人にうつさない＂せきエチケット＂を実行しましょう !

3

上着の内側や
袖で口や鼻を
そ で

が
マスク
き
ないと

2

覆う。

ティッシュ・
ハンカチなどで
口や鼻を覆う。
覆ったティッシュは
ゴミ箱へ。
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