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しょうぶ沼公園（足立区）
木立の中に５つのしょうぶ田があり、毎年６月
上旬から中旬まで、江戸系を中心とした約140品
種・約8,100株のハナショウブが咲き誇ります。
開花期間中は、木道を歩きながら花を間近で鑑賞
できるほか、園内には、滝やせせらぎ水路、三連
水車等があり、紫・薄紫・白といった艶やかで美
しい花姿を引き立てています。

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。
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協会けんぽ 東京支部 からの

事業者健診結果データ提供のお願い

協会けんぽに加入の
事業主の皆様へ

協会けんぽでは、労働安全衛生法による定期健康診断（事業者健診）を受診した40歳以上の従業員に健康
サポート（特定保健指導）を実施するため、事業者健診結果データの提供をお願いしています。健診結果の
提供については、「高齢者の医療の確保に関する法律」の定めに基づいて認められています。
スタート

まずは
チェックして
みましょう！

従業員の健診は実施していますか？

NO

健診は労働安全衛生法で定められています。
必ず実施しましょう。

YES
実施している健診は協会けんぽの
生活習慣病予防健診ですか？
NO
YES

事業者健診結果データを協会けんぽに
提供していますか？
YES

健診結果は、
「高齢者の医療の確保に関する法律」の定
めに基づき、健診機関から協会けんぽへ直接提供され
ます。健診結果に応じて、協会けんぽの保健師等によ
る健康サポート（特定保健指導）を無料で受けられます。

NO

従業員のうち、35歳～74歳の被保険者は、
協会けんぽの生活習慣病予防健診が受診できます。
◦協会けんぽが費用を補助します。
◦胃がん・肺がん・大腸がんの検査項目もあります。
（乳がん・子宮頸がんの検査を追加できます。
）

詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧ください。

協会けんぽに同意書を提出してください！
同意書の提出からデータ提供までの流れ
❶協会けんぽ東京支部に同意書を提出します。
❷同 意書に記入された健診機関と協会けんぽ東京支部
とで、健診結果データ提供に関する契約書を締結し
ます。なお、この契約により、個人情報保護の徹底
を図ります。
❸健診機関から協会けんぽ東京支部に健診結果データ
が提供されます。
❹健診結果に基づき、事業所に健康サポート（特定保
健指導）をご案内します。
◦健診結果データの提供は、協会けんぽ東京支部から健診機関に一部を業務委託
しています。そのため、健診機関から事業主の皆様に健診結果データの提供に
ついての委任状の提出をお願いする場合があります。ご了承ください。
◦健 診機関から健診結果データの提供が困難な場合は、事業主の皆様から直接、
健診結果（紙）のコピーを提供していただくこともあります。

事業主

ココ!!
❶同意書

定期健康診断

❹健康サポート

（特定保健指導）

協会けんぽ
東京支部

健診機関
❷事務手続き

❸データ提供

※３ページに続く

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健診専用ダイヤル（TEL 03-6853-6599）まで
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協会けんぽ 東京支部 からの

健診結果を提供するメリットってなんですか？
提供された健診結果をもとに、メタボリックシンドローム（メタボ）を判定し、
該当する方は、健康サポート（特定保健指導）が無料 で受けられます。
【特定保健指導の対象年齢】40歳から74歳まで

※年度内に対象年齢に達する方

健康サポート（特定保健指導）では、健康づくりのプロがメタボの従業員をサポート！
事業所への訪問も実施しています。ご都合に合わせて調整しますので、お気軽にご相談ください。

健康サポート（特定保健指導）の内容

積極的支援
メタボのリスクが
重なり出した方

最初に、個別またはグルー
プで面談が行われ、専門家
のアドバイスのもと、今後
の目標を立てます。

※保 健師等が３か月以上にわたり、メール・
電話等で健康づくりを支援します。

継続的な支援（３か月以上）

個別またはグル ー プ で 面
談が行われ、専門家のアド
バイスのもと、今後の目標
を立てます。

３か月～
６か月後

メタボ改善（目標達成）を確認

メタボのリスクが
出始めた方

計画や目標に沿って、生活習慣の改善を実施

動機付け支援

メタボリックシンドローム
（メタボ）とは？
内臓脂肪型肥満に加え、高血圧・脂質
異常・高血糖のうち、２つ以上をあわ
せもつ状態をメタボリックシンドロー
ム（メタボ）といいます。一つひとつ
の異常は軽度でも、危険分子が重なる
と動脈硬化を急速に進行させてしまい
ます。

高血圧

肥満

脂質
異常

高血糖

特定保健指導の効果
自覚症状が出る前に対処できる！

自覚症状が出たときには、すでに病気が進行していることがほとんどです。

治療にかかる時間や費用を節約！

「病気の芽」をいち早く発見して生活習慣を改善できれば、生活習慣病になって
も治療費等が抑えられ、家計も安心です。

発病してから後悔するのを防ぐ！

病気になってからでは、治療しても後遺症が残ってしまうこともあります。後悔
しないように、健康サポート（特定保健指導）を有効に活用しましょう。

従業員の健康維持・増進は健康経営の取り組みにもなります
健康経営とは、従業員の健康管理を経営的視点から考えて戦略的に実践することです。
従業員の
生産性
UP

従業員の
健康増進が
図れる

経営リスク
の軽減

企業の
イメージ
UP

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健診専用ダイヤル（TEL 03-6853-6599）まで
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からの

算定基礎届（定時決定）作成上の留意点
厚生年金保険および健康保険では、被保険者が実際に受ける報酬とすでに決められている標準報酬月額がかけ離れない
ように、すべての被保険者に対して、毎年１回、当年９月から翌年８月までの標準報酬月額を決め直します。これを定時
決定といい、その届出を算定基礎届といいます。算定基礎届は、原則として７月１日から７月10日までに提出します。

対象となる人・ならない人
定時決定の対象となるのは、
７月１日現在のすべての被保険者です。ただし、
次のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出の対象外となります。
◦６月１日以降に被保険者となった方
◦６月30日以前に退職（資格喪失日が７月１日以前）した方
◦７月から９月までのいずれかの月に随時改定または育児休業等（産前産後
休業を含む）終了時の改定が行われる方

標準報酬月額の算出方法
４月・５月・６月の３か月のうち、支払基礎日数が17日以上の月に
実際に支給された報酬総額を対象月数で割って報酬月額を算出します。
月の途中で入社し、入社した月に１か月分の給与が支給されない
場合は、その翌月からが算定対象月となるため、５月と６月に実際に
支給された報酬総額を２で割って報酬月額を算出します。
算出した報酬月額により、該当する標準報酬月額を決定します。

支払基礎日数とは、報酬の支給の対象となった
日数のこと。月給者は各月の暦日数、日給者は
各月の出勤日数が基本となります。欠勤日数に
応じて給与が差し引かれる場合等は、就業規則
や給与規定等に基づき、事業所が決めた日数か
ら該当する欠勤日数を控除した日数となります。

パートタイム労働者の取り扱い
１週間の所定労働時間および１か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される正社員等の４分の３以上である
労働者をパートタイム労働者といいます。パートタイム労働者は、支払基礎日数によって次の表のいずれかで算定
します。
支払基礎日数
３か月とも17日以上
１か月または２か月は17日以上 ★
３か月とも15日以上17日未満
１か月または２か月は15日以上17日未満（★を除く）
３か月とも15日未満

算定方法
３か月の報酬月額の平均額
17日以上の月の報酬月額の平均額
３か月の報酬月額の平均額
15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額
従前の標準報酬月額

※随時改定の場合は、パートタイム労働者であっても、継続した３か月のいずれの月も支払基礎日数が17日以上必要です。

特定適用事業所等の短時間労働者の取り扱い
特定適用事業所・任意特定事業所に勤務し、１週間の所定労働時間および１か月の所定労働日数が、同一の事業
所に使用される正社員等の４分の３未満で、①週の所定労働時間が20時間以上 ②雇用期間が１年以上見込まれる
③月額賃金が88,000円以上 ④学生でない のすべてに該当する労働者を短時間労働者といいます。短時間労働者
は、支払基礎日数によって次の表のいずれかで算定します。
支払基礎日数
３か月とも11日以上
１か月または２か月は11日以上
３か月とも11日未満

算定方法
３か月の報酬月額の平均額
11日以上の月の報酬月額の平均額
従前の標準報酬月額

特定適用事業所・任意特定事業所とは、
❶被保険者数が常時501人以上
❷500人以下で労使合意に基づき申出
❸国または地方公共団体に属する
のいずれかに該当する事業所です。

※随時改定の場合は、短時間労働者であっても、継続した３か月のいずれの月も支払基礎日数が11日以上必要です。
※５ページに続きます。

▶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

保険者算定
一般的な算定方法で報酬月額を決定できない場合や結果が著しく不当となる場合は、保険者が特別な算定方法に
より報酬月額を決定する保険者算定となります。算定基礎届の記載にあたり、標準報酬月額の算出方法について留意
すべき主なケースは次のとおりです。
４月・５月・６月の３か月とも支払基礎日数が17日未満
（パートタイム労働者は15日未満）の場合

従前の標準報酬月額

病気等による欠勤や育児休業および介護休業等により、４
月・５月・６月の３か月とも報酬が支給されていない場合

従前の標準報酬月額

４月・５月・６月のいずれかの月の報酬の一部または全部
が７月以降に支給される場合

７月以降に支給される月分を除く
報酬月額の平均額

病気等による休職により、低額の休職給が支給された場合

休職給が支給された月分を除く
報酬月額の平均額

当年４月から６月と前年７月から当年６月の報酬月額の平均
額の差が２等級以上で、業務の性質上、例年見込まれる場合

前年７月から当年６月の年間報酬の平均額
（事業主の申立書および本人の同意が必要）

算定基礎届に関する詳しい内容等は、管轄の年金事務所でご確認ください

国民年金ひとことメモ

産前産後期間の国民年金保険料の免除

次世代育成支援のため、2019年４月から、国民年金第１号被保険者の産前産後期間の国民
年金保険料が免除されるようになりました。この期間は通常の免除期間とは違い、国民年金
保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。2019年２月以降に出
産した方から対象となり、出産予定日の６か月前から届出ができます。この届出はご自身で
行う必要がありますので、忘れずに手続きしてください。

免除期間

出産予定日 または 出産日が属する月の前月から４か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日 または 出産日が属する月の３か月前から６か月間
※出産とは、妊娠85日（４か月）以上の出産をいいます（死産・流産・早産された方を含みます）
。

対

象

者

国民年金第１号被保険者で、出産日が2019年２月１日以降の方

届出時期

出産予定日の６か月前から

届

お住まいの区市役所や町村役場またはお近くの年金事務所の国民年金担当窓口

出

先

届出用紙をご希望の方は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
ご不明な点等は、お近くの年金事務所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、管轄の年金事務所（http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/）まで
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フィオーレ健診クリニック からのお知らせ

2019年度 NEWオプション検査のご案内
基本的な健診項目だけでも、生活習慣病等の大多数の方が罹患する病気を診断することが可能です。
それに加えて、ご自身が気になる病気を見つける検査をオプション検査としてご用意しました。
健診とご一緒に、気になる検査を受けてみませんか？

肺がんスクリーニングセット

18,000円（税抜）

１週間前までにお申し込み

肺がんは患者数、死亡数ともに多いがんです。診断精度の高い肺CTと喀痰細胞診、腫瘍マーカーをセットでご受診いただ
けます。
検査項目
肺CT ＋ 喀痰細胞診 ＋ CEA ＋ CYFRA

こんな方におすすめ
…喫煙歴がある・周囲にたばこを吸われる方がいる

胃がんリスクABC分類（ピロリ抗体＋ペプシノゲン）

4,500円（税抜）

胃粘膜の萎縮や炎症の程度を表すペプシノゲンとピロリ菌に対する抗体を血液検査で測定し、その組み合わせから胃がん
の発生リスクを評価する検査です。胃がんリスクに応じて胃内視鏡検査の必要度が判断できます。
＊ピロリ菌除菌治療後の方、胃切除術後の方、胃酸を抑える薬を内服中の方、腎不全の方は正しい結果が得られない場合がありますのでこの
検査はおすすめできません。

検査項目
ヘリコバクターピロリ抗体 ＋ ペプシノゲン

子宮頸部細胞診

こんな方におすすめ
…胃がんが心配・家族に胃がんを患った方がいる

3,000円（税抜）

子宮頸部をブラシ等で擦って細胞を採取し、スライドガラスへ移した細胞を検査に提出します。
同時に医師による内診も行います。

子宮頸部細胞診（液状化細胞診） 変更追加料金

1,500円（税抜）

子宮頸部細胞診をより精度の高い液状化細胞診に変更いただけます。当健診クリニックでは、2019年４月から新たに導入
された検査です。細胞の採取方法は同じですが、専用容器に細胞を回収し検査に提出します。
日本産科婦人科学会、がん検診学会等から推奨され始めている検査法です。
＊子宮頸部細胞診を実施した場合のみ変更いただけます。

検査項目
子宮頸部細胞診

3,000円（税抜） ＋ 液状化細胞診への変更追加料金

1,500円（税抜）

ご加入の健康保険組合等からの補助が受けられる場合がありますので、詳細はご加入の健康
保険組合のホームページ等でご確認ください。

その他のオプション検査も充実させております。詳細は、ホームページをご覧ください。

フィオーレ健診クリニック
健診予約専用ダイヤル

保育室完備

03-5287-6211

「東新宿」駅A2出口から徒歩1分

お問い合わせ

03-5287-6217

【電話受付時間】月～金曜日 9：00～17：00
土曜健診実施日 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。

社 会 保 険 新 報

2019.6 ― ❼

東京社会保険協会 からのお知らせ

年金シニアライフセミナー

会員限定
新規入会も
お待ちして
います！

会員事業所に勤務する定年退職を間近にされた被保険者およびその配偶者を対象に
開催します。会員限定のセミナーで、東京都年金委員会連合会との共催となります。
充実したシニアライフに必要な「年金・医療
保険」「生きがい」「家庭経済プラン」等

要

地図・交通
↑池袋

概

電設年金会館

開 催 日 時 ８月６日（火）13時～16時30分
員 200名

講

師 大橋 正一 氏（株式会社 活性化セミナー研究所）

新大久保

応募者多数の場合は抽選

松屋

日本年金機構
新宿年金事務所
交番
大久保通り

大久保２丁目交差点

東新宿駅 B1出口

費

会員：2,000円（１名）

定員に満たなかった場合
会員以外：10,000円（１名） のみ会員以外も参加可

用

会

電設年金会館 ２階会議室
新宿区大久保２-８-３

場

A１出口

東新宿駅 B2出口

ホテルサンルート東新宿
フィオーレ東京

新宿７丁目交差点

マクドナルド

◦JR 新大久保駅 徒歩10分
◦都営大江戸線／東京メトロ副都心線 東新宿駅
B1出口またはエレベーター口 徒歩５分

Web申込URL https://fofa.jp/tosyaky/a.p/215/

応募方法

A２出口
新宿↓

応募締切日 ７月８日（月）必着

東新宿駅
エレベーター口

すき家
明治通り

定

職安通り

駐車場・駐輪場は
ございません。

Webまたは郵送でお申し込みください。応募者多数の場合は、抽選とします。
応募結果等は、締切後３週間程度でお知らせします。

Web

郵送

本会ホームページまたはWeb申込URLにアクセス
し、必要事項を入力してください。応募結果等は、ご
登録いただいたメールアドレスにお送りします。１つ
のメールアドレスにつき１名のお申し込みとなります。

お問い合わせ先

A 参加申込書

会員事業グループ 講習会 係
TEL 03-5292-3596

封筒にBを貼付し、参加希望者１名ずつ、Aをご
記入のうえ、82円分の切手を貼付した返信用封筒を
それぞれ同封してください。応募結果等は、返信用封筒
にて郵送します。

B

〒160-8407
新宿区新宿7-26-9

フィオーレ東京

東京社会保険協会 講習会 係

複数参加希望の場合は、コピーして
それぞれお申し込みください。

年金シニアライフセミナー 参加申込書
性

ふりがな

参加者氏名

男

別

連 絡 先 電 話 番 号

女

事 業 所 名
〒

事業所所在地

会員の有無

会員

会費払込受領証に
記載の７ケタの番号

※返信用封筒が同封されていない等､お申し込みに不備がある場合は､抽選の際に落選となることがあります。ご注意ください。
※上記情報は、本会事業案内以外に使用いたしません。

払 込 受 領 証貼付欄
会員事業所の方は下に
会員番号を記入してい
ただくか、 金融機関の
受 領 印のある2019年
度 会 費 払 込 受領証の
コピーを本欄に貼付し
てください。

非会員

不明

社 会 保 険 新 報

会員特典

会員向け検査

2019.6 ― ❽

最新情報

MRI全身がん検査のご案内
体の一部だけでなく、全身のがんを１回の受診でチェックできます。最新
の高性能MRIによる検査で、放射線を使用しないため、被ばくの心配はあり
ません。また、検査着のまま、姿勢も変えずに寝ているだけなので、女性の
方も安心して受診できます。

検査料金 優待価格：110,000円（税込）

通常：129,600円（税込）

検査場所 メディカルスキャニング【銀座、恵比寿ほか都内17か所】
◦上記以外にも、MRI脳検査・MRIレディースセット・MRI上腹部検査も、優待価格で受診できます。
◦MRI脳検査は、2019年９月末までの受診の場合、29,000円（税込）の期間限定キャンペーン価格となります。

詳細およびお問い合わせは、ホームページ（http://www.tosyakyo.or.jp/medical-checkup/brain-heart/）まで

季節の健康
TOPICS

熱中症の知識と適切な暑さ対策

熱中症による救急搬送患者が昨年は９万５千人を超えました。炎天下での活動はもちろん、
普段の生活の過ごし方等、熱中症の知識と適切な暑さ対策を身につけましょう！

なんで熱中症になるの？ 人間の体は、熱をつくり出す一方で、汗をかいたり皮膚から熱を放散して
体温の上昇を抑えています。ところが炎天下等で、体温調節機能がうまく働かなくなって体に熱がこもって
しまったり、大量の汗をかいて体の中の水分や塩分のバランスが崩れたりすると、熱中症を起こすのです。

熱中症を起こしやすい人ってどんな人？
高齢者
子ども
その他

加齢による体温調節機能の低下。暑さやのどの渇き等を感じにくい。
体温調節機能が未発達。水分補給や衣服を脱ぐ等、暑さ対策が自分でできない。
下痢や二日酔いで脱水症状の人、体調不良の人、運動不足の人（発汗機能が低下して
いる）
、肥満の人（皮下脂肪が体の熱を逃がす効率を妨げる）等も注意が必要。

熱中症を起こすのはどんなとき？
最高気温が25℃を超えると熱中症患者が発生し、30℃を超えると熱中症による死亡者が増え始めます。気温が低く
ても湿度が高いときや日差しが強いとき、風が弱いときにも要注意。汗が蒸発しにくいので体温は下がらず、熱中症
を起こしやすいのです。環境省の熱中症予防情報サイトや熱中症指数計等で「WBGT 値（暑さ指数）※」を確認し、予
防のための対策をとりましょう。
※WBGT値（暑さ指数）…熱中症予防に使用する国際的な指標。単位は気温と同じ摂氏度（℃）ですが、気温とは異なります。

どんな場所が危ない？
屋

外

屋

内

車

内

 天下では直射日光やコンクリートの照り返し等の影響を受けるので、日陰がない道
炎
を歩行しているときも要注意です。日傘や帽子を使用し、こまめに水分補給を。
高齢者等は条件によっては自宅でも熱中症になります。室温が28℃を超えないように
エアコンや扇風機を上手に使い、水分補給は忘れずに。
閉め切った車内で冷房を切ると車内の温度は一気に上昇します。短い時間でも熱中症の危険が高くなります。
記事提供／日本年金機構 新宿年金事務所・全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部
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