あなたのココロとカラダの元気を応援します
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2021年度 決算報告

1. 適用・給付事業

①医療費通知による保険給付適正化 ②ジェネリック医薬品の利用促進 ③重複・頻回受診者に対する啓蒙

2022 年 7 月 15 日、第 173 回組合会において2021年度事業報告ならびに収支決算が承認されました。

⃝ 義務的経費（法定給付費＋納付金）に保険料の101.56％を支出 ⃝
⃝ 保険給付費、納付金が大幅に増加、経常収支で約17億円の赤字に ⃝

健康保険

財政調整事業拠出金、他

約 2 億 7,200 万円の黒字

2 億 9,900 万円

経常収支は 16 億 9,100 万円の赤字

財政調整事業拠出金とは、高
額 医 療 の 発 生および 財政 窮
迫組合に対し健保連が助成を
行うための、調整保険料を財
源とする拠出金。

その他

22 億 6,200 万円

別途積 立金の取り崩し 10 億円、調整
保 険 料 3 億 1,300 万円、 前 年 度 から
の繰越金 6 億 4,000 万円等。

その他経常支出

④レセプト点検業務 ⑤傷病手当金の適正な支給 ⑥柔道整復療養費の適正化 ⑦被扶養者資格確認調査の実施

2. 保健事業

①データヘルス計画の実行・評価（6 年計画の 4 年目） ②特定健診および特定保健指導の定着と推進（社員および被扶
養者向け年齢別適正健診プログラム実施） ③情報システムの活用および改修 ④コラボヘルスの推進

2021 年度に実施した事業の効果

ジェネリック医薬品の利用促進

柔道整復療養費の適正化

掲げています。

限定されている事を理解いただくため、啓蒙活動を推進

成しました。

請求書等の検証を厳しく行っています。

●ジェネリック医薬品の使用割合＊
（％）
80

12 億 2,200 万円

健 診・特定保健 指導などの疾 病
予防事 業をはじめとする、健 康
管理・健康づくりのための費用。

3 億 3,200 万円

＊数量ベースによる使用割合

前年度比
− 3.64％

納付金

62 億 4,800 万円

保険料

国の高齢者医療制度へ拠出した負担金。

149 億 300 万円
経常収入合計
152 億 3,500 万円

経常支出合計
169 億 2,600 万円

保険給付費

前年度比
＋12.80％

91 億 4,600 万円

法定給付費や IBM 健保組合
独自の付加給付など。

収入

174 億 9,700 万円

支出

172 億 2,500 万円

77.2％
74.8％

1 億円

収入

支出

26 億 1,600 万円

※100 万円未満四捨五入

3,924
万円

3,482
万円

60

10,916 件

10,804 件

7,740 件 4,474
3,847
万円
万円
2,927
万円

2018

2019

2020

2021

2022（年度）

0

10,000
8,000

4,000
2,000

2017

2018

2019

2020

0
2021（年度）

その他経常支出

被保険者 1 人当たりで見ると…

保険料は

（件）
12,000

6,000

1,000

こう

1 万 890 円

使われました

財政調整事業拠出金、他

1 万 486 円

保健事業費

その他

7 万 9,376 円

1 万 1,659 円

4 万 2,863 円

収入

61 万
3,859 円

支出

納付金

21 万 9,192 円

60 万
4,284 円

保険給付費

32 万 853 円

保険料

52 万 2,824 円

26 億 1,200 円
26 億 6,200 万円

9,348 件

2,000

介護納付金

24 億 200 万円

10,396 件

70

介護保険

介護保険収入

（万円）
5,000

3,000

400 万円

1 億 5,900 万円

●柔道整復療養費の金額・件数

差異があります。

介護保険料還付金

繰越金

80.7％

4,000

71.3％

その他経常収入

繰入金
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※四捨五入により

78.9％

65

前年度比
＋10.60％

しています。また、柔道整復師等の不正請求を阻止すべく、

当健保は 2021 年度末の時点で 80.7％となり、目標を達

75

保健事業費

接骨院・整骨院において、健康保険適用となる施術は

厚生労働省は 2020 年 9 月までに 80％以上とする目標を

3 億 1,000 万円

その他経常収入

2021 年度に実施した主な事業

経常収入合計
53 万 4,483 円

経常支出合計
59 万 3,798 円
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整骨院・接骨院にかかるときの
気をつけたいポイント
整骨院や接骨院で、健康保険が使えるケースは限られています。

正しいかかり方を理解したうえで利用しましょう。

POINT

健康保険が使える場合と使えない場合があります

健康保険が使える場合
使える場合

骨折

脱臼

※

※

打撲

捻挫

整骨院・接骨院は
病院ではありません
POINT

症状に限り健康保険の給付対象となります

対象となる
疾病

医療上、マッサージを必要とする

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

※仕事中や通勤途上に起きた
負傷は、健康保険ではなく、
労災保険が適用されます。

症状の改善が見られない
長期の施術
…など

整形外科などの医療機関では、医師がレントゲンや MRI 等の検査結果をもとに診断し、投薬、注
射、手術、リハビリテーション等を行い治療します。
整骨院・接骨院で施術を行う「柔道整復師」は国家資格を持つ専門家ですが、医師ではないので、
病院や診療所と同じように検査、治療を行うことはできません。

【長期間の育休】（※扱い変わらず）

【短期間の育休】

月末 免除 月末 免除 月末 免除 月末 免除 月末

免除

7月

月末
育休期間 3 日

免除

ケース②

育児休業中にかかる
賞与保険料の免除要件

「療養費支給申請書」は内容をよく確認して署名を

健康保険が使えるとき、患者は窓口で自己負担分（２～３割、年齢等により異なります）のみを支払い、施術を行った柔

この場合、
患者は「療養費支給申請書」の内容を確認し、委任欄に自分で署名する必要があります。負傷原因、負傷名、日数、

現

賞与月の月末時点で育児休業を取得していれば、賞与保険料も免除されていましたが、改

正後は、連続して 1 カ月超の育児休業取得者に限り、賞与保険料の免除対象者となります。

4

明細書

整骨院・接骨院は、患者に領収証を無料で発行することが原則義務付けられています。

領収書兼明細書

賞与月の月末時点で育休を取得している場合は賞与保
険料を免除

施術が長引くときは一度医師の診断を受けましょう

賞与月の月末時点で育休を取得しており、なおかつ 1
カ月超の育休を取得した場合に限り賞与保険料を免除

★健康保険の対象者が拡大★
パート・アルバイト等の短時間労働者について、健康保険の対象者が拡大し、現在当健保組合の被扶養者である方も、勤

務先の健康保険の被保険者になる場合があります。
〈イメージ 〉

●無償で明細書を発行する整骨院・接骨院では、院内にその旨が掲示
されます。その場合、月に 1 回 13 円が加算されます（患者負担は 2
～ 3 割）。
●患者の求めに応じて有償で明細書を発行する整骨院・接骨院もあります。

5

改正後

行

金額をよく確認して署名しましょう。

領収証・明細書をもらいましょう

育休期間 14 日
月末時点で育休取得していなくても免除されます

道整復師が患者の代わりに残りの費用を健保組合へ請求する「受領委任払い」が認められています。

POINT

6月

ケース①

育休期間 4 カ月

3

整骨院や接骨院では、患者が求めた場合にのみ明細書が発行され
ていますが、2022 年 10 月からは、施術内容を明らかにして患者
への情報提供を進めるため、明細書の発行が原則義務化されます。

なお、リンパ浮腫は対象外です。

育児休業中は、健康保険や厚生年金の保険料が免除されます。現在は、月末時点で育児休業を取得している場合

負傷原因を正確に伝えましょう

2022 年10月より明細書の発行が義務化

※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。

に免除対象となりますが、同月内に 14 日以上の育児休業を取得した場合も保険料が免除されるようになります。

健康保険の対象にならない場合もあるため、
「いつ」
「どこで」
「どうして負傷したのか」

POINT

筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮 など

★育児休業期間中の保険料免除要件が変わります★

2

「どんな症状があるのか」を、施術を受ける前に、柔道整復師に正確に伝えましょう。
POINT

対象となる
疾病

10月からの制度改正のお知らせ

脳疾患後遺症などの
慢性病

肉離れ

ない場合に限り健康保険の給付対象となります

健康保険の給付手続きを進める過程で施術内容などの照会をさせていただく場合があります。

保険医療機関で
治療中の負傷

※骨折、脱臼は、応
急 処 置 を 除 き、
あらかじ め 医 師
の同意が必要。

あんま・マッサージ・指圧の場合

については、上記以外でも認められることがあります。

日常生活からくる肩こり、
筋肉疲労

のものに限られます。

はり・きゅうの場合

※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

健康保険が使えない場合
使えない場合

外傷性が明らかで、慢性的な状態に至っていない、下記

健康保険が適用されるには条件があります

慢性病で、医師による適当な治療手段が

皆さまからいただいた保険料を適正に使わせていただくため、施術内容等について照会させ
ていただくことがありますので、どうぞご協力ください。

1

はり・きゅう・あんま・マッサージ

該当する場合は、新しい健保組合への加入手続き、当健保組合からの削除手続きを忘れずにお願いします。

⃝新しい健保組合への加入手続き
勤務先で加入手続きを行います。

新しい健康保険証の受け取り方法等について

は勤務先にご確認ください。

削除手続きについての詳細は

⃝当健保組合からの削除手続き

「健康保険被扶養者
（異動）届」に、
該当する被扶養者の健康保険証
（交

付されている場合は高齢受給者証、限度額適用認定証）を添えて、当
健保組合へ（現役社員の方は事業主様経由）ご提出ください。

IBM 健保

検索

「健保の手続き」→「家族の加入・脱退について」
または「家族が増えた・減ったとき」

整骨院・接骨院の施術を受けても、なかなか症状が改善しない場合には、内科的要因も考えられます。
4 ★ 2022 summer
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2021年度版（2020 年度実績分）

健康スコアリングレポート

●年 1 回、健診で体の状態をチェックしましょう！

被扶養者のみなさん、日々忙しく過ごすなか、健診の受診をつい後回しにしてい

ませんか？

メタボリックシンドローム予防を目的とした 40 歳以上の方が対象の「特定健診」

家族健診、特定保健指導は必ず受診しましょう！

＊本レポートは厚生労働省、経済産業省、日本健康会議が協働して作成した
2020 年度データのもので、すべての健保組合に通知されています。

禍の影響もあり家族健診（家族・任意継続・特例退職者

向け健診）の実施率が低く、
全体の実施率を下げています。

（％）
100

50

被扶養者の低さが目立ちます。また、全体で平均

は上回っているものの、目標値と約 13％の開きが
あります。

健診の項目、追加できるがん検診、
申込方法については、同封のチラシをご覧ください。

77.9

お問い合わせ先

皆様が健診および保健

80

（公財）パブリックヘルスリサーチセンター
家族健診ヘルプデスク

指導を受診することで、
納付金の額を減らす事

☎ 03 － 3808 －1707

ができます。

70

toiawase-kazoku@helpdesk-kenpo.jp

電話受付時間 9:00－17:00（土日祝日および休業日を除く）
60

目標値

50

40

20

10

特定保健指導のメリットって？

34.3

23.3

➡ 無料で健康になるためのアドバイスが受けられます！
27.1

全健保組合平均
（加入者全体）

30

●特定保健指導の案内が届いた場合は必ず受けて生活の見直しを！

45.5
41.9

単一組合平均
（加入者全体）

0

とがあります！

当健保組合
（被扶養者）

10

0

スコアリングレポートは、
「すこやかサポート Plus」に掲載しています。ログイン後、
各種情報
「データヘルス」から参照ください。
https://ibm-ssp.sukoyaka-support21.com/psn/
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2021 年度の受診控えの反動により、2022 年度の申込みは集中することが予想され
ます。
また、がん健診（胃がん・乳がん・子宮がん）は希望者が多く予約が取りづらい状況です。
健診機関によっては日程がかなり先になる可能性があります。申し込みを先延ばしに
せずお早目にお申込みください。

支援金が加算されるこ

当健保組合（被保険者）

20

受診時期に関わらず、お申し込みはお早目に！

実施率が低いと、ペナル

当健保組合（加入者全体）

30

45.1
当健保組合（被扶養者）

40

80.0

全健保組合平均（加入者全体）

60

69.1

当健保組合（加入者全体）

70

任意継続・特例退職者および 19歳以上の被扶養者の健康診断
健康診断のお申し込みは済んでいますか。

特定保健指導の実施状況

90

単一組合平均（加入者全体）

80

不良

に一度は健診を受けましょう。

ティとして後期高齢者

90.8

当健保組合（被保険者）

90

中央値と
同程度

良好

（％）
100

目標値

家事・育児・介護などが最優先で自分のことは後回しになりがちですが、もし倒れ

てしまったら、ご家族はもっと困ってしまいます。自分のため、ご家族のため、年

全健保組合平均を 100 とした際の各健保組
合の相対値を高い順に 5 等分し、
「良好
」
から「不良
」の 5 段階で表記しています。

で、
「健康の通信簿」です。健保組合では、この情報を事業主と共有し、
みなさまへの予防・健康づくりの取り組みに活用していきます。

被保険者の受診率は目標を上回っていますが、コロナ

方は 45.1％にとどまっています。

顔マークの見方

健康スコアリングレポートとは、加入者の健康状態や健康づくりの取
り組みを、全健保組合平均や業態平均と比較して「見える化」したもの

特定健診の実施状況

は、被保険者は 90％以上（現役社員は 95％以上）受けているものの、被扶養者の

特定健診を受けた 40 歳以上の方のうち、メタボリックシンドロームのリスクが高い

方を対象に、
「特定保健指導のご案内」をお届けしています。

特定保健指導では、無料で保健師、管理栄養士などの専門家による、健診結果の説

明とその人にあった生活習慣改善のアドバイスが受けられます。

特定保健指導を受けた人たちには、実際に次のような成果が出ています。

体重

1.54kg 減

腹囲

1.73cm 減

※ 2018 年度→ 2019 年度での検査値の変化（モデル実施者）いずれも平均値
第１回「第 4 期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」資料より作成
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Keep on！ Your Healthy Life

食生活

〝夏の疲れ〞
と〝気候の変化〞
に要注意

秋口の食生活でとくに気をつけ

たいのは、体を冷やすものはでき
るだけ避けて、体を温めるものを

⃝冷たい飲み物から温かい飲み物
に切り替える

⃝体を温める食材を取り入れる

生姜、ニラ、ネギ、ニンニク、唐
辛子など、体を温める作用のある

食材を食事に取り入れましょう。

積極的にとることです。もちろん、
栄養バランスのとれた食事を 1 日

3 食、規則正しくとることも大切

真夏の厳しい暑さもようやく落ち着き、過ごしやすい日が増

です。

えてきたのに、なんだか疲れがとれない…、いまいち体調がす
ぐれない…。それは秋バテのサインかもしれません。

秋を快適に過ごすために、秋バテのサインは早めにキャッチ

して、しっかり予防・対策を講じましょう！

原因は
自律神経の乱れ

秋バテの主な原因は、大きく分けて 2 つ

あります。1 つは夏の疲れ。夏は冷房や冷

たいもののとりすぎによって体が冷え、自
律神経が乱れがちになります。

そして、涼しくなる秋は過ごしやすい一

方で、気候の変化が大きい季節でもありま

⃝冷たいもののとりすぎに注意

睡眠
就寝時はまだ暑くても、朝晩一

気に冷え込むこともあります。ま

■症状からみる秋バテチェックリスト
疲れやすい、体がだるい

た、睡眠時間が足りないと夏の疲
チェックが多いほど
秋バテの可能性が…

食欲がない
胃もたれ、胸やけがする

寝つきが悪く、ぐっすり眠れない

肩こり、頭痛がする

頭がぼんやりする

朝、すっきり起きられない

やる気が出ない

す。日中は夏のような暑さが続いているか

と思えば、朝晩は一気に冷え込むことも。

しましょう。

運動

ける＂ことが大事です。

乱れに拍車がかかり、さまざまな不調を来

うにしておく

ぐっすり眠って心身の疲れを解消

よりも、＂無理なくできる運動を続

が大きい秋に突入することで、自律神経の

方に寒くなったら掛けられるよ

らに不眠に悩まされることに……。

には、いきなり激しい運動を行う

夏の疲れを引きずったまま、気候の変化

⃝毛布を 1 枚用意して、深夜や朝

疲れがたまり、秋バテとなってさ

える作用があります。秋バテ予防

しまいます。

長袖長ズボンに衣替えする

れがとれないどころか、ますます

適度な運動には、自律神経を整

体温調節を司る自律神経はさらに疲弊して

⃝パジャマは T シャツ短パンから

⃝ウオーキングや
軽いジョギング

⃝ラジオ体操

⃝仕事の合間にストレッチ
⃝就寝前に軽いヨガ など

⃝近所を散歩する

してしまいます。

テレワークでリスク増大、「座位行動」とは？

早めの対策で秋を快適に過ごそう！

秋バテを予防するには、気候や温度の変化に体を順応させるため、空調管理や体温調節など環境を整え、生活習慣を夏か

ら秋へ上手に切り替えることが必要です。本格的な秋を迎える前に、
生活の工夫で夏の疲れを解消し、
秋バテを予防しましょう！

空調管理・体温調節
テレワークが定着したことで冷房の

効いた室内から出ることが少なくな

り、体の冷えや、体温調節機能が低下
している可能性があります。

⃝気温が下がってきたらエアコンを
切る、または温度設定を見直す

エアコンの温度設定は、外気温と

室内の温度差を 5℃以内に抑える
のが理想的といわれています。

⃝風が直接体に当たらないようにし
て、体が冷えすぎるのを防ぐ

⃝昼夜の気温差の激しい季節は、服
装で体温調節を図る

カーディガンを 1 枚羽織る、靴下
をはくなどで調節しましょう。
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座位行動とは、座った状態、あるいは横になった状態のことです。運動習慣のあるなしに関わらず、この座位行動

をとっている時間があまりにも長いと、肥満や糖尿病、心臓病などのリスクが高まることがわかっています。

テレワークの定着で座っている時間がこれまでよりも長くなっている人は、意識して座りっぱなしを避け、こまめ

に体を動かすようにしましょう。

●座りすぎは死亡リスクが高まる！

●座りっぱなしを減らすコツ

日中の座位時間が 2 時間増えるごとに、死亡リスクが 15％高まると
言われています。糖尿病の場合は 27％も高まると言われています。

（％）
30
20
10
0

日中の座位時間が 2 時間増えるごとに
増加する死亡リスク
15

18

20

全体

脂質異常症

高血圧

（
「2021 年度版（2020 年度実績分）健康スコアリングレポート」より）

27

糖尿病

・テレワーク中は 30 分
に 1 回 立 ち 上 が り、
軽めのストレッチを
する
・テレビなどのリモコン
を手元に置かない
・テレビを見ながら掃除
など他の用事をする

2022 summer ★ 9

栄養 ア・ラ・カ・ル・ト

ク イ ズ
問

塩分は血圧を高くする要因の 1 つです。体内の過剰な塩分の排泄を

題

促す働きがある、カリウムを多く含む食品群はどれ？

A

肉類

B

魚介類

C

野菜・果物類
（正解はページ下部）

心

の不具合、ときほどきます

あなたの暮らしに暗い影を落としているのは、どんな悩みですか？

第14 回

人生相談の達人、野村先生が、心の中のもつれた糸をときほぐします！
監修／六番町メンタルクリニック名誉院長

一般社団法人 日本うつ病センター副理事長

野村 総一郎（精神科医）

Ｑ
Ａ

楽しみややりがいを
見つけられない
やりがいや楽しみは人それぞれ。
自分にとってのやりがい、
楽しみを見つけよう！

楽しみややりがいというのは、なくても生きては行けま

すが、あった方が人生豊かになることは間違いありません。
ここでは仕事を例に考えてみましょう。

そもそも「やりがい」とは、物事に対する充足感や手応

えのことを指します。どんなときにやりがいを感じるのか

標を立てて、小さくてもよいので手応えを感じてみてくだ

価されたとき」
「目標を達成したとき」
「自分の成長が感じ

リがつきますし、達成感を積み重ねることは自分の成長を

は人それぞれですが、多くは「感謝されたとき」
「高く評
られたとき」などでしょう。

このうち、前者の 2 つには、他人の考えや感情が絡んで

きます。つまり、あなたを正当に評価してくれる（やりが
いを感じさせてくれる）お客様や上司の存在が必要です。

小さくてもよいので手応えを感じてみよう
一方、後者の 2 つは、自ら見つけることのできるやりが

いです。
「何時までにこの書類を作成する」
「今週中にこの
問題を解決する」など、まずはごく短時間で達成可能な目
正解

C
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さい。単調で張り合いのない仕事だったとしても、メリハ
感じることにもつながります。

そしてもう 1 つ、
「楽しみ」は仕事そのものに求めなく

てもよいのではないでしょうか。職場には様々な楽しみが

あるはずです。
「安くて美味しいランチにありつけた！」
「話
題のドラマや映画の話で盛り上がった！」などといった出
来事も、ちょっとした息抜きになるものです。

仕事におけるやりがいや楽しみのハードルを高くする必

要はありません。あなたにとってのやりがい、楽しみをみ
つけてください！

【解説】
カリウムには高血圧を予防する効果のほか、むくみを予防・改善する効果、筋肉を正常に保つ効果などがあります。塩分のと
りすぎや高血圧が気になる人は、カリウムを多く含む食品を積極的にとりましょう。野菜・果物類のほか、昆布やひじき、わか
めなどの海藻類にも豊富に含まれています。

すきま時間に楽しく！

かす ”

自宅でできる
トレーニング

て〝体を動
タオルを使っ

今回は、タオルを
使います！

した
識
意
を
動
運
少し
てみよう
し
を
グ
ン
ニ
トレー

指導・監修
トレーニングジム IPF
ヘッドトレーナー
健康運動指導士

くなったり、
ムをとりやす
ー
ォ
フ
い
し
ことで、正
タオルを使う
ます。
くなったりし
ます。
力が入りやす
動をご紹介し
った簡単な運
使
を
ル
オ
タ
今回は、

片 タオル拾い
脚

体幹＆
下半身

ターゲット

タオル
押し込み腹筋
10 回

左右 各 10 回

1

1

床にタオルを
置き、離れて
片脚で立つ

2

忍

ターゲット

もも裏

お腹

ターゲット

清水

仰向けの状態で両脚を上げ、
両手で持ったタオルを
ももに当てる

もも裏

タオルストレッチ
左右 各 30 秒

1

仰向けの状態で片脚を上げ、
両手で持ったタオルを
足の裏にかける

膝は曲げ、床と垂直になるように
上げましょう。

立っている脚と同じ側の手で
タオルを触り、戻る

勢いをつけてはいけません。

グラグラしないようにゆっくりと

2

2
上体を起こしながら、
タオルを強く押し込む

片足を天井に向けて
押し上げる

痛みを感じない程度の位置でキープします。

余裕のある人は

コントロールしましょう。

つま先を頭のほうへ

倒しましょう。

後ろの脚を上 げる
と GOOD です。

NG
背中を丸めると効果が

半減してしまいます。

CHECK!

簡単！ 解説動画はコチラ
http://douga.hfc.jp/imfine/undo/22summer01.html
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健 保 掲 示 板
全健保組合の2022年度予算状況が公表されました
健康保険組合連合会（以下健保連）が発表した 2022 年度健保組合予算早期集計結果の概要によると、健保組合全体

での経常収支は▲ 2,770 億円の赤字となることがわかりました。

■拠出金は 2023 年度に 2,600 億円の増加が見込まれる

2022 年度予算は、
経常収入８兆 3,869 億円（対前年度比 2,653 億円増）
に対し、
経常支出８兆 6,638 億円（同 394 億円増）
となり、▲ 2,770 億円の赤字となる見込みです。2021 年度と比較すると、赤字額は 2,259 億円減少しています。
赤字額が減少した要因について健保連は、高齢者医療制度への拠出金が３兆 4,514 億円（同 2,080 億円減）と大きく
減少したことを挙げています。しかし、これは 2020 年度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、高齢者医
療費が一時的に減少したことで精算戻り等の影響を受けた、2022 年度限りの一時的かつ極めて異例なケースとしています。
今後は、拠出金減少の反動や、団塊の世代の高
図 高齢者拠出金額の動向と見通し（健保組合分）
齢化による後期高齢者支援金の増加など拠出金
納付額の対前年度増加額（右目盛）
納付額の対前年度減少額（右目盛）
当年度納付額（左目盛）
（億円）
（億円）
2023年度は 2,600
40,000
3,000
の急増は必至であり、2023 年度は 2,600 億円
39,100
39,900
急増が
39,000
2,000
見込まれる
の増加が見込まれています（左図参照）。
1,300
1,100
1,100
1,000
800
38,000
37,000

36,400

36,000

0

36,800

-1,000

35,400

35,000
34,000

1,000

37,800

-2,200

‘19

34,300

‘20

‘21

‘22

34,200

‘23

-2,000

‘24

‘25

-3,000
‘26（年度）

新型コロナ感染拡大の影響による高齢者医療費等の減少

※加入者数（2022 年度概算要求ベース）と標準報酬総額（2021 年度見込み）を固定したごく粗い試算である。
※当年度納付額は、当年度概算額に 2 年前の精算額を加えて算出する。
出典：健康保険組合連合会「令和 4 年度 健康保険組合の予算早期集計結果（概要）について」
（2022 年 4 月 28日）より作成

現役世代が減少するなか、2025 年には団塊
の世代がすべて後期高齢者（75 歳以上）となり、
2042 年には高齢者人口がピークを迎えると推計
されています。「給付は高齢者中心、負担は現役
世代中心」の構造の是正が重要であり、全世代型
の社会保障制度へと転換することが不可欠です。

家族向け「オンライン禁煙プログラム」開始します !!
なんと無料！

禁煙成功率 91.1%

スマートフォンで完結

テレビ電話で医師が診療、お薬はご自宅に

喫煙は本人の健康のみならず、受動喫煙による家族の健康にも大きな
影響が出ることが知られています。ぜひ、ご参加ください。
●参 加 費： 通常 60,500 円の禁煙プログラムが、自己負担 0 円
●申込期限： 2022 年 9 月 1 日～ 2023 年 2 月 28 日

●対

象：20 歳以上の日本 IBM 健保加入者家族
（任意継続、特退被保険者も含む）で禁煙したい方
●募集人数： 50 名（定員になり次第終了）
●申込方法： 日本 IBM 健保 HP「禁煙プログラム」をご参照ください。

「医療費と給付金支給額」が 2022 年 8 月にリニューアルしました！

すこやかサポート Plus にてご利用いただいております「医療費と給付金支給額
のお知らせ」が 2022 年 8 月にリニューアルしました。
●更新タイミングが毎月 10 日から 2 日になりました。
●表示が「通知年月」から「診療年月」に変わりました。
● e-Taxでの医療費控除データのダウンロード機能を追加しました。

医療費と給付金支援額

医療費やジェネリッ
ク医薬品の情報、給
付金の支援額はこち
らから確認

￥

なお、初回ログイン時にはメールアドレスの登録が必要です。詳しいご利用方法
は健保 HP「医療費と給付金支給額のお知らせ」をご参照ください。
ご参照：https://www.ibmjapankenpo.jp/member/outline/expense.html

●「My Health」へのご意見・お問い合わせは、当健保組合ホームページの「Web でのお問い合わせ」まで
no.113 2022 summer
2022 年 8 月23 日発行

発行 : 日本アイ・ビー・エム健康保険組合
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 36 番 2 号
Daiwa リバーゲート南ウィング 10 階（社内郵便番号 HZD-YY1）
代表電話 : 03-5614-6441、URL: https://www.ibmjapankenpo.jp
発行責任者 : 坂上 正樹、担当者 : 敷島 太一、編集協力・デザイン : ㈱法研

