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　東京都江戸東京博物館（墨田区）の分館で、約
７haの敷地内に、東京都における文化的価値の
高い歴史的建造物を移築し、復元・保存・展示し
ています。写真は明治から昭和初期の政治家で第
20代内閣総理大臣の高橋是清の邸宅の一部で、
書斎および寝室だった２階は、昭和11（1936）
年に起きた二・二六事件の現場となりました。

江戸東京たてもの園（小金井市）
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協会けんぽの健診
　近年は、生活習慣病が若年化している傾向にあります。そのため、協会けんぽでは、35歳から74歳の被保険者（加入者
ご本人）向けに生活習慣病予防健診、40歳から74歳の被扶養者（加入者ご家族）向けに特定健診を実施し、早期からの生
活改善に取り組んでいます。健診は、健康状態を知る第一歩です。まだの方は、早めに受診しましょう！

一般健診 35歳から74歳

子宮頸がん検診
20歳から38歳の偶数年齢の女性

自己負担額（最高）　1,020円

◦問診　　◦細胞診

自己負担額（最高）
7,169円

◦診察等　　◦身体計測　◦血圧測定
◦尿検査　　◦便潜血反応検査　
◦血液検査　◦心電図検査
◦胸部・胃部レントゲン検査

◦診察等　　　　◦問診
◦身体計測　　　◦血圧測定
◦尿検査　　　　◦血中脂質検査
◦肝機能検査　　◦血糖検査

◦心電図検査　◦眼底検査
◦貧血検査　　◦血清クレアチニン

付加健診

40歳と50歳

◦腹部超音波検査
◦肺機能検査
◦血液学的検査　等

40歳から74歳基本的な健診

協会けんぽからの補助額（最高）

6,650円

協会けんぽからの補助額（最高）

3,400円

乳がん検診
40歳から74歳の
偶数年齢の女性

自己負担額（最高）
4,802円

子宮頸がん検診
36歳から74歳の
偶数年齢の女性

◦問診
◦細胞診

自己負担額（最高）
1,039円

肝炎ウイルス検査
35歳から74歳

◦HCV抗体検査
◦HBs抗原検査

※過去に受診された方は対象外

自己負担額（最高）
624円

自己負担額（最高）
40歳から48歳　1,686円
50歳以上　　 　1,086円

◦問診
◦乳房エックス線検査
視診・触診は、医師が必要と判断
した場合のみ実施

自己負担額（最高）
79円

◦眼底検査

追加健診 一般健診に追加して受診できる項目です。
単独での受診はできません。

40歳から74歳詳細な健診
健診結果により、医師が必要と判断した場合
のみ実施されます。
◦必ず受診する健診ではありません。

※３ページに続く。

医師が必要と判断した
場合のみ実施

早めの受診で生活改善！

被保険者向け

生活習慣病予防健診
被扶養者向け

特定健診

単独受診OK

◦�補助額を差し引いた実際の自己負担額は、
受診する医療機関ごとに異なります。

3,100円
自己負担額（平均）参考

◦�補助額を差し引いた実際の自己負担額は、
受診する医療機関ごとに異なります。

1,500円
自己負担額（平均）参考
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受診を希望する健診機関に電話で健診を予約 受診券がお手元にあるかを確認

健診結果により、特定保健指導の対象となった方には、
健診機関または協会けんぽから勤務先を通じてご案内
※ 健診当日に特定保健指導を実施する場合があります。詳細は、協会け

んぽ東京支部のホームページ（健診実施機関一覧）をご覧ください。

健診結果により、特定保健指導の対象となった方の
ご自宅に、「特定保健指導の利用券」を送付

申込書に健診受診日や健診機関名等を記入して、
協会けんぽ東京支部に送付

受診を希望する健診機関に電話で健診を予約

被保険者向けの生活習慣病予防健診と被扶養者向けの特定健診は、健診・特定保健指導を受けるまでの流れが異なります。

健診・特定保健指導を受けるまでの流れ

生活習慣病予防健診を受診 特定健診を受診

後日、健診機関から健診結果が届く 後日、健診機関から健診結果が届く

健診機関は、協会けんぽ東京支部のホームページで
確認できます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat050/
template06

毎年４月に、被保険者のご自宅宛に送付しています。
お手元にない場合は、協会けんぽ東京支部へお問い
合わせください。

健診機関または協会けんぽ東京支部の保健師等に
よる特定保健指導を受けましょう。

健診機関または協会けんぽ東京支部の保健師等に
よる特定保健指導を受けましょう。

予約をいれたら、申込書に必要事項を記入して、
協会けんぽ東京支部に送付（郵送）してください。

健診機関は、協会けんぽ東京支部のホームページで
確認できます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat050/
sb02/6212-5027

必ず保険証を持参してください。 必ず保険証と受診券を持参してください。

健診結果を確認しましょう。 健診結果を確認しましょう。

毎月５日頃配信。登録無料！
協会けんぽ東京支部の最新情報のほか、
メタボやがん予防等の健康サポート、
ラジオ番組の情報をお届けします！

メルマガ登録者募集中

被保険者向け

生活習慣病予防健診
被扶養者向け

特定健診

kyoukaikenpo.or.jp（@マークの後ろ）から
のメールを受信できるよう設定してください。

スマホはこちら
協会けんぽ 東京 メルマガ

検索または協会けんぽ東京支部のホーム
ページのこのバナーをクリック！

パソコンはこちら
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特別支給の
老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

繰下げ加算額受給できない
期間

▲
65歳

▲
66歳

▲
60歳以降

◦ 障害基礎年金以外の障害年金や遺族年金を受給してい
る方は、繰下げできません。

◦ 65歳以降も厚生年金保険に加入し、在職老齢年金に
より支給停止されていた年金額は、繰下げによる増額
の対象になりません。

◦ 繰下げ期間中は、加給年金は受給できません。また、
加給年金は、繰下げによる増額の対象になりません。

老齢厚生年金
のみ繰下げ

2

老齢年金の繰下げ受給制度70歳までだと最大42％増額

　老齢基礎年金および老齢厚生年金は、受給権を満たしていれば原則65歳から支給されますが、ご自身のライフスタイ
ルにあわせて、受給開始時期を66歳以降70歳までの希望する時点に繰下げることが可能です。繰下げて受給した場合、
繰下げ１月につき0.7％増額され、70歳まで繰下げると最大42％増額された年金額を、生涯にわたり受給できます。

請求時の年齢……66歳以降の受給開始年齢�※月単位で選択
繰下げ増額率……１月につき0.7％増率

　繰下げによる加算額は、原則65歳の時点で受給する老齢基礎年金および老齢厚生年金の額を基準とし、繰下げ受給を
申し出た時期に応じて計算されます。次の表をご確認ください。

繰下げ受給の増額率【65歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数×0.7％】

● 月単位の繰下げは、昭和16（1941）年４月２日以降に生まれた
方が対象です。昭和16（1941）年４月１日以前に生まれた方は、
年単位の繰下げとなり、増額率が変わります。

● 申出月の翌月分から、年金が受給できます。

請求時の年齢 繰下げ増額率
66歳０か月～66歳11か月 8.4％～16.1％
67歳０か月～67歳11か月 16.8％～24.5％
68歳０か月～68歳11か月 25.2％～32.9％
69歳０か月～69歳11か月 33.6％～41.3％

70歳０か月～ 42.0％

◦ 上記に記載の1および2と同様です。

特別支給の
老齢厚生年金

老齢厚生年金

繰下げ加算額

老齢基礎年金

繰下げ加算額
受給できない

期間

受給できない
期間

▲
65歳

▲
60歳以降

▲
66歳

特別支給の老齢厚生年金は、男性は昭和24（1949）年
４月２日～昭和36（1961）年４月１日・女性は昭和29

（1954）年４月２日～昭和41（1966）年４月１日生ま
れで、老齢年金の受給資格期間（10年）があり、厚生年
金保険等の加入期間が１年以上の場合、報酬比例部分相
当の額が支給されます。繰下げによる増額はできません。

老齢厚生年金特別支給の
老齢厚生年金

老齢基礎年金

繰下げ加算額
受給できない

期間
▲

65歳
▲

60歳以降
▲

66歳

◦ 障害年金や遺族年金を受給している方は、繰下げで
きません。

◦ 繰下げ期間中は、振替加算は受給できません。また、
振替加算は、繰下げによる増額の対象になりません。

老齢基礎年金
のみ繰下げ

1

両方とも
繰下げ

3

繰下げ受給には３つのパターンがあります【例 66歳に繰下げた場合】

からの からの

▶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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11月は「ねんきん月間」
11月30日は「年金の日」
　日本年金機構では、国民の皆様に公的年金を身近に感じ、年金制度への理解を深め
ていただけるよう、厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」、11月30日
（いいみらい）を「年金の日」と位置づけ、周知・啓発活動を行っています。
　この機会に、インターネットサービス「ねんきんネット」を活用して、年金記録や
受給見込額を確認される等、今後の生活設計を考えてみてはいかがでしょうか。

国民年金ひとことメモ 国民年金の任意加入制度
　やむを得ない事情により、国民年金保険料を納められなかった期間や国民年金に加入していなかった期間が
あると、それに応じて将来受け取る年金額が少なくなります。そこで国民年金には、満額を受給できる納付済期
間480月（40年）に満たない場合、本人の申し出により、60歳以上65歳未満の５年間に国民年金保険料を納め
れば、65歳から受け取る老齢基礎年金の月額を増やすことができる任意加入制度があります。
　また、平成29（2017）年の年金機能強化法の改正により、年金の受給資格期間が、25年から10年に短縮さ
れました。60歳までに５年以上の納付等（国民年金・厚生年金保険・共済年金）の実績があれば、任意加入制
度により、不足している期間の国民年金保険料を納付することで、受給資格が得られます。それでも受給資格
期間が不足している場合は、特例である高齢任意加入被保険者（65歳以上70歳未満）として任意加入できます
ので、お近くの年金事務所等にご相談ください。

　任意加入の条件や手続き等は、次のとおりです。

ご不明な点は、お住まいの区市町村の国民年金担当窓口もしくは年金事務所へお問い合わせください。

任意加入は、次の①～④のすべてを満たすことが条件です

① 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
② 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
③ 20歳以上60歳未満で国民年金保険料の納付月数が480月未満の方
④ 厚生年金保険（共済年金も含む）に加入していない方

任意加入は、ご本人がお住まいの区市町村の国民年金担当窓口で手続きしてください

　マイナンバーカードまたは年金手帳、預貯金等の通帳、印鑑（金融機関届出印）、身分を確認できるもの（運
転免許証、健康保険証、パスポート等）をご持参ください。任意加入日は、申し出された日となります。
※ マイナンバーカードで申請する場合で、マイナンバー（個人番号）をお持ちでない方は、マイナンバーが確認できる書類（通

知カード、マイナンバーが表示されている住民票の写し）と身元を確認できる書類を提出してください。

毎月の国民年金保険料は、月額16,410円【令和元（2019）年度】です

　納付方法は、原則として口座振替となります。前納制度もあります。

「ねんきんネット」の詳細は、日本年金
機構のホームページをご覧ください。

◦ 区市町村役場・大学・祭事会場・商業施設等、全国各地
で、年金事務所の職員等による出張年金相談を実施

◦大学や高校等で、学生向けの年金セミナーを実施
◦「わたしと年金」エッセイの募集と優秀作品の発表
◦年金委員の表彰および研修会を実施

「ねんきん月間」
の主な取り組み

からの からのからの からの

▶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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萎縮性胃炎のみ
Ｂ・Ｃ群：ピロリ菌除菌治療
Ｄ群：他のピロリ菌検査で再検査

胃がんや胃潰瘍等
それぞれ治療

〈胃内視鏡検査〉推奨
萎縮性胃炎や胃がんの有無評価

Ｃ群 Ｄ群Ｂ群

東京社会保険協会　 フィオーレ健診クリニック からのお知らせ

フィオーレ健診クリニック

❖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。
【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

健診予約専用ダイヤル　03-5287-6211 お問い合わせ　03-5287-6217

「東新宿」駅A2出口から徒歩１分保育室完備

オプション検査を受診して 胃がんの早期発見を！
　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。

　 フィオーレ健診クリニックでは、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6,000
円（税抜）の追加で、〈胃内視鏡検査〉への変更を承ります。【事前予約制】
＊�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。

〈胃内視鏡検査　経鼻�or�経口〉

　ピロリ菌に感染すると、数十年かけて徐々に萎縮性胃炎を引き起こします。この萎縮性胃炎は、お腹が痛くなった
り、ムカムカしたりといった症状が出ることは少ないと言われています。
　では、なぜピロリ菌を除菌して萎縮性胃炎を抑えたほうがよいのでしょうか？
　それはピロリ菌感染によって萎縮性胃炎が進むと、胃がんや胃潰瘍のリスクが高くなるからです。胃がんや胃潰
瘍になってから治療するのではなく、病気になる前にリスクを下げて防いでいく、そのためにピロリ菌の除菌が重
要なのです。
　ピロリ菌の感染状況を調べる方法はいくつかありますが、〈胃がんリスクABC分類〉は血液検査で簡単に行えます。
今までに検査を受けたことがない方は、ぜひこの機会にご受診ください。

〈胃がんリスクABC分類〉4,500円（税抜）

〈胃がんリスクABC分類〉の結果による対処法

１年に１回の〈胃内視鏡検査〉

胃がん低リスク
定期健診や有症状時に〈胃内視鏡検査〉推奨

Ａ群

ピロリ菌
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東京社会保険協会 からのお知らせ

オプション検査を受診して 胃がんの早期発見を！
　東京社会保険協会では、会員事業所の被保険者および被扶養者を対象に、各種
事業を行っています。2019年度後半（2019年10月～2020年３月）に実施す
る主な会員特典をご紹介します。この機会にぜひお申し込みください。
※税抜表示のない費用および料金は、税込となります。

2019年度後半 会員特典のご案内
新規入会
受付中！

講習会
　定年からの再雇用や短時間勤務等、60歳以降の働き方の変化とそれに伴う雇用保険・社会
保険の手続き等について解説します。※定員に満たなかった場合のみ、会員以外も参加できます。

日時
2020年２月19日（水）14時～16時

２月20日（木）14時～16時
２月21日（金）14時～16時

会場 電設年金会館　２階会議室（新宿区大久保）

費用 会員：無料／会員以外：5,000円（１名）

60歳からの雇用保険・社会保険等会員無料

日帰りバス
会員事業所の被保険者および被扶養者（会員）以外のご家族やご友人も参加できます。

内容
ヒルトン成田のストロベリーブッフェ、
東京ドイツ村のイルミネーション ほか

日時 2020年２月15日（土）　９時30分出発

料金 会員：8,900円／会員以外：10,000円

春を満喫！�日帰りバスツアー１人�8,900円

日時
2020年１月 ４ 日（土）　　  第１部

１月13日（月・祝）  第２部

会場 浅草公会堂（台東区浅草）

料金 会員：7,000円／会員以外：9,500円

日時 2019年12月21日（土）12時30分開演
会場 日生劇場（千代田区有楽町）

料金 会員：9,600円／会員以外：11,500円

新春浅草歌舞伎

ミュージカル「スクルージ�～クリスマス・キャロル～」

１人�7,000円

１人�9,600円

観劇会

お土産付

2019年12月～2020年３月期間

～2020年３月末期間

健診コースと料金
会員ドック 会員：28,000円（税抜）／通常：35,000円（税抜）

会員定期健診 会員： 8,000円（税抜）／通常： 9,000円（税抜）

健診施設
直営施設 フィオーレ健診クリニック

契約施設
鶯谷健診センター　葛飾健診センター　健診プラザ日本橋
健診プラザ両国　八王子健康管理センター

検査と料金

MRI脳 会員： 32,000円／通常： 48,600円

MRIレディースセット 会員： 48,000円／通常： 51,840円

MRI上腹部 会員： 36,000円／通常： 37,800円

MRI全身がん 会員：110,000円／通常：129,600円

心臓ドック＋MRI脳 会員：155,000円 ※会員特別コース

心臓ドック 会員：124,000円 ※会員特別コース

検査実施場所 契約施設
メディカルスキャニング（銀座、恵比寿等、都内19か所）

心臓画像クリニック飯田橋

会員健診

各種MRI検査等

特別料金

特別料金

健診・検査
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健康レシピ
サンマともち麦の炊き込みごはん
血中脂質が気になる人の元気ごはん

　鴨川ホテル三日月ならではの楽しみのひとつが、2018年７月に
オープンした「一望千里の湯」。地上35ｍの高さにある大露天風呂
で、眼下には太平洋が広がります。昼は陽光にきらめく波頭、夕方
には空が茜色に黄昏れ、晴れた日の夜は満点の星空…と、都会の喧
騒を離れて解放感に浸れます。ホテル三日月名物「黄金風呂」では、
開運・金運・昇運を祈願。温泉でのんびりした後は、種類豊富な料
理をバイキングまたは和懐石にてご堪能ください。

◦勝浦・龍宮城・きぬ川の各ホテルでもご利用できます。

宿泊料金�10％�OFF　※１泊２食付のみ特別優待

心地よい温泉と美味しい料理でのんびりゆったり　鴨川ホテル三日月
会員特典　新規契約施設

お問い合わせ：会員事業グループ　TEL 03-5292-3596　http://www.tosyakyo.or.jp

サンマ…………………………… 2 尾
（頭を落として2～3等分にし、内臓を除く）
塩………………………… 小さじ 1/2
酢………………………… 大さじ 1/2
米………………………………… 2 合
もち麦…………………………… 1 合
昆布だし…………… 3 と 3/4 カップ
薄口しょうゆ……………… 大さじ 1
小ねぎ…………… 1 本（小口切り）
スダチまたはカボス
　　　　……… 3 個（半分に切る）

材 料（作りやすい分量・6 人分）

●料理制作 牧野直子（管理栄養士）　●撮影 愛甲武司　●スタイリング 宮沢史絵

作 り 方

❶サンマに塩、酢をふって 10 分おき、魚焼きグリルで焼く。
❷炊飯器に米、もち麦、昆布だし、薄口しょうゆを入れてさっと混ぜ、

サンマをのせて炊く（写真）。
❸炊き上がったらサンマの骨をとって身を粗くほぐして、ごはんに混ぜ、

器に盛り、小ねぎをちらし、スダチまたはカボスを添える。

　おにぎりにしたり、だし汁をかけてお茶漬けにするのもよいですね。サンマがなければサバでもOKです。

アレンジ活用術

1人分

378kcal

塩分 1.4g

DHAやEPAは血中脂質をコント
ロールして脂質異常症の予防、改
善に働きます。脂質の代謝を促す
ビタミンB2も豊富。

サンマCheck

ホームページ「会員限定ページ」をご覧ください

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

編集・発行／一般財団法人 東京社会保険協会 〒160-8407  東京都新宿区新宿7-26-9　電話 03（3204）8877（大代表）

ホームページ http://www.tosyakyo.or.jp
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