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南町田グランベリーパーク（町田市）
「南町田拠点創出まちづくりプロジェクト」の再開発エリア
で、2019年11月にオープン。約240店舗が並ぶショッピング
ゾーン、スヌーピーミュージアム等があるパークライフ・サ
イト、パークゾーン（鶴間公園）からなり、その広さは約
22haに及びます。南町田グランベリーパーク駅と直結してい
て利便性もよく、自然とにぎわいが融合する〝新しいまち〟
として注目を集めています。

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
賢い患者学

医療費のムダを減らす５つのポイント

医療費の増加は、協会けんぽ等の健康保険にも皆さんの家計にも負担となります。だからといって、体調が悪いのに病
院に行かないでがまんしてはいけません。医療費は、ちょっとした心がけで節約できるのです。今月号では、上手に受診
して医療費のムダを減らすためのポイントについて解説します。

かかりつけ医
かかりつけ薬局を
もちましょう
近所にかかりつけ医・かかりつけ薬局をもつこと
が、医療費節約の第一歩です。生活習慣病等の長期
にわたる治療や服薬、かぜ等の軽い症状のときは、
まずはかかりつけ医を受診しましょう。入院や詳し
い検査が必要な場合には、適切な医療機関等や専門
医に紹介状を書いてもらえます。また、かかりつけ
薬局をもつことで、薬の重複やムダを防げます。

料金が違います！
受診する時間に
注意しましょう
診療時間外、夜間や休日に医療機関等を受診する
と、割増料金がかかります。また、夜間や休日には、
限られた検査や治療しか受けられない場合が多く、
診療時間内にあらためて受診する必要があります。
急病や緊急時以外は、診療時間内に受診しましょう。

例 時間帯別の初診料
診療時間内
診療時間外
休日
深夜

病院を次々変える
ハシゴ受診は
やめましょう
治療中なのに、「新しくできた病院のほうがよさ
そう」等の理由で、医療機関等を次々に変えるハシ
ゴ受診は、複数の医療機関等を受診するたびに初診
料がかかります。また、検査や治療、薬の処方等が
重複すると、その分、医療費が増えるだけでなく、
体にも負担がかかる場合もあります。

ハシゴ受診とは違います！

セカンドオピニオン
セカンドオピニオンは、患者が
納得できる治療を受けるために、
主治医以外の医師に意見を求めることをいいま
す。セカンドオピニオンを申し出ると、主治医は
紹介状に加えて、検査結果や画像等の必要な情報
を、紹介先の医療機関等に提供してくれます。

※３割負担の場合

860円
1,120円
1,610円
2,300円

夜間や休日等に
子どもの病気で
迷ったときは
救急相談へ！
こども医療でんわ相談

☎ ＃8000

全国同一の短縮番号「＃8000」をプッシュすると、
小児科の医師や看護師に電話で相談できます。受付
時間は、都道府県によって異なります。詳しくは、
#8000（厚生労働省ホームページ）で検索ください。
【https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html】

こどもの救急

http://kodomo-qq.jp/

公益社団法人 日本小児科学会が管理・運営してい
るホームページです。対象年齢は生後１か月から６歳
で、夜間や休日等に医療機関等を受診すべきかどうか
の判断の目安を確認できます。
※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（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

安全で低価格！
ジェネリック医薬品
を活用しましょう
有効成分

同じでなければいけないところ

添加剤
品

有効成分の種類と量

質

安全性

同等

ジェネリック医薬品の
メリットはココ！
◦薬代の負担軽減

効き目
ジェネリック
医薬品

ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先発医薬品
の特許期間が切れた後に販売される薬です。先発医薬
品と同じ有効成分を使用し、品質・効き目・安全性が
同等で低価格です。

違っていてもよいところ
先発医薬品

形・大きさ・色・味・添加剤等

 大で６割も負担が軽くなる薬もあります。
最
詳しくは、 かんたん差額計算

◦飲みやすい形・味・香りに改良

使用割合が健康保険料率に反映されます
健康保険料率は、加入者の皆様の医療費に基づいて算出するため、医療費が下がれば、健康
保険料率も下がります。また、協会けんぽでは、平成30年度よりインセンティブ制度が導入され、
加入者および事業主の皆様の取り組み結果が健康保険料率に反映されています。その評価指標
の１つが、ジェネリック医薬品の使用割合です。
【イメージ】これまで 加入者の医療費 → 現在 加入者の医療費 と 加入者の取り組み【５つの指標】
ジェネリック医薬品への切り替えは、個人の薬代の負担軽減とともに、医療費の抑制にもつながります。
医療保険財政の厳しさが続くなかで、必要な医療を確保しつつ、国民皆保険制度を持続させていくには、

１人ひとりができることとして、ジェネリック医薬品の果たす役割は極めて大きいのです。
◦ジェネリック医薬品に変更した
場合の薬代の差額を知りたい

◦ジェネリック医薬品の品質や
安全性について相談したい

日本ジェネリック製薬協会
https://www.jga.gr.jp

かんたん差額計算▶

医療費が高額になる場合は

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp

限度額適用認定証をご利用ください！
限度額適用認定証をご利用ください
！

医療機関等の窓口で限度額適用認定証を保険証と一緒に提出すると、１日から末日までの１か月間の医療費の支払いが
自己負担限度額までで済みます。次に該当される方は、限度額適用認定証の申請が必要です。
詳細は、
●70歳未満の方
●70歳以上の方で所得区分が
・現役並み所得者Ⅱ（標準報酬月額53万～79万円）
・現役並み所得者Ⅰ（標準報酬月額28万～50万円）
・低所得者Ⅱ（住民税非課税等）
・低所得者Ⅰ（所得が一定基準以下）

協会け
ホームペー んぽ
ジ
ご覧くださ を
い。

クリック！

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

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった場合は、一定の条件
等に基づき、健康保険および厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定（変動後４か月目に改定）によ
らず、特例により翌月から改定が可能になりました。

次のすべてに該当する方が対象です
❶ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業（時
間単位を含む）があったことにより、令和２年４
月から７月までの間に、報酬が著しく低下した月
が生じた方

❷ 報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額
（１か月分）が、すでに設定されている標準報酬
月額に比べて２等級以上下がった方

次の保険料が対象です
令和２年４月から７月までの間に、休業により報酬
が著しく下がった場合に、その翌月の令和２年５月か
ら８月分の保険料が対象
※令和３年１月末日までに届出があったものが対象となります。
それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑
化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしよう
とする場合はすみやかに提出してください。

※固定的賃金（基本給、日給等単価等）の変動がない場合
も対象となります。

❸ この特例措置による改定内容に、本人が書面によ
り同意している

報酬が下がった
４か月目に改定

休業手当

休業手当

休業手当

４月

５月

６月

７月

▪今回の特例改定 … ５月から改定が可能
連続する３月

休業手当

休業手当

３月

２等級以上

休業手当

２月

報酬が下がった
翌月に改定可能

休業手当

月額変更届（特例改定用）に申立書を添付して、
管轄の年金事務所へ郵送（窓口への提出も可能）して
ください。届書および申立書については、日本年金
機構ホームページからダウンロードできます。

２等級以上

休業手当

申請手続きは管轄の年金事務所へ

３月

従前の報酬

※休業が回復した月とは、実際の報酬支払日数が17日以上（特
定適用事業所等の短時間労働者は11日以上）となった月です。

２月

従前の報酬

特例改定後に、固定的賃金が変動して随時改定の対
象となる場合は、随時改定（月額変更届）の届出が必
要となります。また、７月または８月に特例改定され
た方には、定時決定が行われないため、今回の特例改
定に限り、休業が回復した月（※）から継続した３か月
間の平均報酬が２等級以上上がった場合は、固定的賃
金の変動の有無に関わりなく、必ず随時改定（月額変
更届）の届出を行ってください。

連続する３月

従前の報酬

休業が回復したときは…

▪通常の随時改定 … ４か月目の７月に改定
従前の報酬

※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要です。
改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金や出産手当金
および年金の額が算出されることへの同意を含みます。
※この特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行
うことはできません。

４月から休業手当が支払われた場合は…

４月

５月

６月

７月

詳しくはこちらまで
日本年金機構ホームページ ⇒ 大切なお知らせ
の2020年 ６ 月25日【 事 業 主 の 皆 様 へ 】、 ま た は、
ねんきん加入者ダイヤル（0570-007-123）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（https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/）まで
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からの

「わたしと年金」エッセイ募集
日本年金機構では、11月をねんきん月間として、厚生労働省との
連携により、公的年金制度の周知・啓発活動を展開しています。広
く国民の皆様から、公的年金制度とのかかわりについてのエッセイ
を募集していますので、ふるってご応募ください。

テ ー マ
（内容）

「わたしと年金」…公的年金の大切さ、応募者ご自身
や身近な方と公的年金のかかわり、公的年金について
の応募者ご自身の考え等、なんでも結構です。
【応募資格】中学生以上

募 集 要 項

【応募締切】令和２年９月11日（金）消印有効
日本年金機構ホームページ ⇒
令和２年度「わたしと年金」エッセイ募集

提

国民年金ひとことメモ

出

で検索

日本年金機構 相談・サービス推進部
サービス推進グループ「わたしと年金」担当
先
〒168-8505 杉並区高井戸西３-５-24
【お問い合わせ】TEL 03-5344-1100（代表）

国民年金保険料の免除・納付猶予

国民年金保険料には、経済的な理由等で納付が困難なとき、一定の条件（※１）を満たす方への救済措置と
して、全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例の４つの制度があります。国民年金保険料を未納のま
まにしておくと、老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金も受給できない場合がありますの
で、免除・納付猶予制度をご利用（※２）ください。
（※１）本人・配偶者・世帯主の前年の所得（１月から６月までの間に申請する場合は前々年の所得）が
対象となります。失業者の場合は、失業特例が適用されます。
（※２）令和２年度の免除・納付猶予は、令和２年７月分から令和３年６月分までの期間を対象として、
７月１日から受付を開始しています。

制度
全額免除

一部免除

納付猶予

学生納付特例

概要

提出する届書

・所得等により、納付を免除（１か月単位）
・免 除額は、①全額 ②一部（４分の３、半額、
４分の１）
・免除期間は、
年金受給資格期間に算入。
ただし、
②は減額された国民年金保険料を納付しない 国民年金保険料
と未納扱いとなり、算入されない。
免除・納付猶予申請書
・所得等により、納付を猶予（10年間）
・50歳未満が対象
・猶予期間は、
年金受給資格期間に算入。
ただし、
年金額の計算上は含まれない。
・所得等により、納付を猶予（１年ごとに審査）
国民年金保険料
・猶予期間（10年間）は、年金受給資格期間に
学生納付特例申請書
算入。ただし、年金額の計算上は含まれない。

新型コロナウイルス感染
症の感染拡大により所得
が減少された方は、左記
の届書に「簡易な所得見
込額の申立書（臨時特例
用）
」を添付して手続き
してください。詳細は、
『社会保険新報』６月号
に掲載しています。

詳細は、日本年金機構ホームページまたは区市町村の窓口およびお近くの年金事務所まで

▶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（https://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

健診結果の見方と活かし方

フィオーレ健診クリニックでは、健康診断の受診後に送付する健診結果に、冊子『健診結果の見方と
活かし方』を同封しています。基準値や判定区分等の詳細が記載されていますので、健診結果とあわせ
てご確認ください。

基準値について
健康な方をたくさん集めて得られた検査データの95％の方が含まれる範囲を、正常値（正常範
囲）と定義しています。このため、健康であっても、正常値から外れる場合があります。したがっ
て、正常値という用語は誤解を招くため、フィオーレ健診クリニックでは基準値（基準範囲）と
表記しています。
最終的に、異常値が病気によるものかどうかは、医師による総合的な判断が必要となります。
また、同じ検査項目でも、検査方法や単位により、正常値や基準値が異なる場合があります。
他の医療機関での検査結果と比較する際はご注意ください。

判定区分について

医師が検査項目を総合的に判断し、判定します。

Ａ 異常なし

今回の健診結果の範囲においては、異常を認めませんでした。

Ｂ 軽度異常

わずかに基準値を外れていますが、日常生活に差し支えありません。また、精密検査の必要もあり
ません。

Ｃ 要経過観察

生活習慣を改善、あるいは、症状等に変化がなければ、数字の月数が経過した時点で、最寄りの
医療機関で再検査をお受けいただくことをおすすめします。
・Ｃ12（要経過観察・年 １ 回）……年１回の健診で経過をみてください。
・Ｃ６ （要経過観察・６か月後）……６か月後の再検査をおすすめします。
・Ｃ３ （要経過観察・３か月後）……３か月後の再検査をおすすめします。

Ｅ 要精密検査

検査で異常がみられましたが、明らかな診断をつけるために、さらに詳しい検査および診察が必要
です。今後、治療が必要となる場合がありますので、必ずご受診してください。

Ｄ 要治療

ただちに、専門の医療機関を受診し、医師による治療を受けてください。

Ｆ 治療中

現在、通院して治療中、あるいは、体調が悪いときに医療機関でみてもらっている疾病に関する
項目です。結果の良し悪しにかかわらず、必ず主治医にお見せください。

検査項目ごとに、ワンポイントアドバイスも記載されています。
健康診断を受診後も、今後の疾病予防のために、
『健診結果の見方と活かし方』を有効活用しましょう！

血糖値が高めの方へのワンポイントアドバイス
食生活に注意しながら、体を動かす習慣をつけましょう。糖尿病の場合は、血糖値を
コントロールして合併症を予防することが何より重要です。
★適正なエネルギー量の食事をとる
★早食いを防ぐため、よく噛んでゆっくり食べる
★欠食をせず、１日３回の食事をとる

フィオーレ健診クリニック
健診予約専用ダイヤル

03-5287-6211

保育室完備

★水分補給は、水かお茶にする
★１日１万歩をめざして歩く
★こまめに体を動かす

「東新宿」駅A2出口から徒歩１分

【電話受付時間】月～金曜日（祝日を除く） 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。
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東京社会保険協会 からのお知らせ

会員限定

労災保険・雇用保険の基礎知識、ハラスメント対策

東京社会保険協会では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、受講者の安全を守るために、
次のような予防対策を実施します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほど、お願いします。
■ マスクを着用されていない方は、受講をお断りしています。
■ 入室の際は、検温と手指の消毒をお願いしています。
■ 会場内のソーシャルディスタンスの確保のため、受講人数を制限しています。

感染予防対策
日

時

会

場

費

地図・交通

９月23日（水）
・24日（木）
・25日（金）
各回 10時～16時

東京実業健保会館

総武本線

６階大ホール

会員：1,000円

用

会員以外：11,000円

定

員

150名（各回 50名）

講

師

特定社会保険労務士 大野 知美 氏
（あすそら社会保険労務士事務所）

清洲橋通り
都営新宿線

７月28日（火）10時～８月４日（火）17時

通

り

馬喰横山駅 A2出口

シモジマ

東京実業健保会館
カフェ・ド・クリエ

東日本橋駅 B4出口

セブンイレブン

◦JR 総武本線 馬喰町駅 出口1 徒歩２分

駐車場・駐輪場は
ありません

◦都営新宿線 馬喰横山駅 A1出口 徒歩１分

会員事業グループ 講習会 係
TEL 03-5292-3596

◦都営浅草線 東日本橋駅 B4出口 徒歩２分

Webまたは郵送でお申し込みください。応募結果等は、締切後３週間程度で
お知らせします。定員に満たなかった場合のみ、会員以外の方も参加できます。

応募方法
WEB

郵送

本会ホームページの 講習会・セミナー ⇒ web申込
からご応募ください。応募結果等は、ご登録のメール
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。

封筒にAを貼付し、ご記入いただいたBと宛先を明記
した返信用封筒（84円分の切手付）を一緒にご郵送く
ださい。応募結果等は、返信用封筒にてお送りします。
参加者１名につき返信用封筒１通をご用意ください。

A

注意事項
・応募期間外のお申し込みや不備がある場合は、落選となります。
・諸事情により、中止となる場合があります。ホームページで
ご確認ください。（http://www.tosyakyo.or.jp）

参加希望日

国

馬喰横山駅 A1出口

応募期間

B

靖

馬喰町駅 出口1

※テキスト代含む。受講日当日支払い。

お問い合わせ

江戸通り

馬喰町

ドコモショップ

中央区東日本橋３-10- ４

〒160-8407
新宿区新宿7-26-9

東京社会保険協会 講習会 係

労災保険・雇用保険の基礎知識、ハラスメント対策 参加申込書
９月

日

会員の有無

会員

非会員

不明

会費払込受領証に記載の７ケタの番号
ふりがな

参加者氏名

連 絡 先
電話番号
払込受領証貼付欄

事 業 所 名

事業所所在地

〒

※上記情報は、本会事業等以外に使用いたしません。

上に会員番号を記入、または、
金融機関の受領印のある2020年度
会費払込受領証のコピーを貼付
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メディカルスキャニング ～最新鋭のMRIで定期的な検査を～

メディカルスキャニングは、25施設いずれのクリニックも駅から徒歩５分圏内で、毎日診療（１月１～３日
は休診）しています。受付から検査、会計まで約１～２時間（検査により異なります）と短時間で受診できます。
東京社会保険協会では、会員の皆様にお得な料金でご案内していますので、ぜひご利用ください。
おすすめの検査

料金（税込）

MRI全身がん

会員料金 110,000円（一般料金 132,000円）
大宮

富士見台
立川
立川北口 武蔵小金井

全身のがんと脳疾患を約１時間半でチェック

府中

◦前日の食事制限なし
（当日、検査の６時間前までに済ませてください）

ココが
ポイント ◦放射線を使用しないため、被ばくの心配なし
◦検査着のまま、姿勢を変えずに寝ているだけ

検査施設

（25施設）

町田

日暮里

新百合ケ丘

経堂

長津田 たまプラーザ 第二溝の口 用賀
武蔵小杉

センター南
藤沢

（新丸子）

自由が丘

横浜

お茶の水
東京

（日本橋）

溜池山王

銀座

恵比寿
浜松町
（大門）

申し込み等の詳細は、ホームページ → 健康診断のご案内 → 脳検査・心臓ドック等の料金割引 をご覧ください。

【お問い合わせ】会員事業グループ

季節の健康
TOPICS

TEL 03-5292-3596

http://www.tosyakyo.or.jp

水分補給と体調管理で熱中症を防ぎましょう

気温や湿度が高くなると、熱中症のリスクも高くなります。熱中症になりやすい条件を理解すると
ともに、なりにくい体づくりをすることが予防のキホンです。 マスク熱中症にも注意しましょう

湿度等のリスクが
上がる状況を理解
熱中症のリスクを示す指標に「暑
さ指数
（WBGT）
」
があります。気温、
ふくしゃねつ
湿度、輻 射熱※ 等を取り入れた指標
で、これをもとに天気予報では熱中
症への注意喚起を行っています。
暑さ指数でもっとも大きなウエイ
トを占めるのが、湿度です。湿度が
高いと汗が蒸発しにくくなり、体内
の熱を逃がしにくくなるためです。
熱中症は、
炎天下の屋外だけでなく、
熱や湿気のこもった屋内でも発生し
ます。キッチンやお風呂場等で熱中
症になるケースもありますので、注
意しましょう。
※地面や建物・体から出る熱のこと。

のどが渇いて
いなくても水分補給

のどの渇きを感じる前に、こまめ
に水分補給をしましょう。起きてい
る間は、コップ 1 杯の水を２時間
おきに飲むくらいが理想です。特に
起床後・入浴前後・就寝前は、体に
水分をチャージしておきたいタイミ
ングです。
毎日の習慣にしましょう。
また、外出先でも定期的に水分補
給ができるように、飲みものを持ち
歩くようにしましょう。保冷効果の
高い水筒であれば、食中毒の心配も
少なく、冷たさも長持ちするのでお
すすめです。

体調管理が
リスクの程度を左右
体調不良は、熱中症のリスクを大
きく上げる要因です。夏は、ただで
さえ食欲不振による栄養バランスの
乱れ、熱帯夜による睡眠不足等がお
きやすい時期です。無理をせず快適
な室温（28℃くらい）となるよう
に扇風機やエアコンを使い、疲れを
感じたら早めに休養をとるようにし
ましょう。きちんと食事をとって、
栄養補給をすることも大切です。
また、アルコールは利尿作用があ
り、二日酔いのときは熱中症になり
やすいため、多量摂取は厳禁です。
飲みすぎには注意しましょう。

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

