
トップページ 織機健保プロフィール 加入事業所（No.22）
当健保組合のホームページから
「博愛ナーシングヴィラ」のホームページが参照できます。
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介2021年8月1日か
ら
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ら

博愛ナーシングヴィラは1990年に地域の福祉向上を
目的として設立した緑豊かな介護付有料老人ホームです。
当施設が特に力を入れている点は、手厚い介護・看護

体制です。ご入居者1.5人に対し1人以上のスタッフがサポートに当たり、休日
や夜間帯にも看護師が勤務スタッフの一員として必ず加わるなど、健康管理
面でも安心していただけます。また、いろいろ
な行事も企画し、入居者の方々が生活の質を
落とすことなく、それぞれのスタイルで充実した
生活を送っていただけるよう努めています。

株式会社
博愛ナーシングヴィラ

株式会社 博愛ナーシングヴィラ
愛知県刈谷市野田町北口95番地

1990年3月26日

有料老人ホームの経営
代表取締役社長  二村 寿泰
64名（2021年8月現在）
豊田自動織機 100％出資

事業所概要

高齢者に安心と信頼を

企業理念に基づく行動方針

事業所よりひとこと事業所よりひとこと

ある日
突然訪れる
介護

など、多くの疑問や問題に直面し、戸惑う人が少なくありません。

“誰に相談したらいいの？”

“利用できるサービスは？”“費用は？”

“仕事との両立はできるの？”

http://www.hakuai.co.jp/
0566-25-1600℡介護にお困りの時は、

いつでもお気軽に
お問い合わせください。

名     称
所 在 地

事業内容
代 表 者
職 員 数
資本関係

事業開始
年 月 日

アニマルセラピー

秋祭り

獅子舞と和太鼓

豊田自動織機健康保険組合
https://www.shokki-kenpo.jp/

愛知県刈谷市宝町8丁目1番地　TEL （0566）21-7784　FAX （0566）23-7648
2021年 秋号 2021年10月発行
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豊田自動織機健康保険組合

おトクな情報満載！ ご家族でお読みください。
https://www.shokki-kenpo.jp/
織機健保
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詳しくは当健保組合のホームページをご覧ください
https://www.shokki-kenpo.jp/ トップページ 健保のしくみ 当組合の保険料

●お問い合わせ　医療保険グループ　TEL  内線 70-4611　外線 0566-21-7784

健保組合の財源のほとんどは、みなさんと事業主から納めていただく保険料です。
保険料は年に１回定期的に見直されるため、９月分の保険料からその額が変わる人がいます。

オンライン資格確認とは、マイナンバーカードや健康保険被保険者証（保険証）の記号・番号等を
使って、医療保険の資格情報の確認ができる仕組みです。2021年３月より一部の医療機関で運用が
始まりました。今後もオンライン資格確認システムは順次導入され、本格運用は2021年10月が予定
されています。マイナポータル等で事前登録をすれば、このシステムを導入した病院や薬局などの
医療機関でマイナンバーカードの健康保険証利用が可能です。

保険料の見直し時期保険料の見直し時期

保険料を計算するもととなる「標準報酬月額」は、毎年１回、４・５・６月に受け取る給与の平均額によって決定されます

（受け取り月ベースで決定）。新しい標準報酬月額による保険料は、９月分の給与から天引きされます。

次の場合にも
標準報酬月額が
決められます

標準報酬月額は毎年１回、9月に改定されます

健保組合は、被保険者の報酬（給料等）に応じて保険料を徴収しています。しかし、毎月変動する報酬に基づいて

保険料を計算するのは膨大な事務が発生するため、50等級（58,000円～1,390,000円）に分かれた「標準報酬月額」

に被保険者の報酬をあてはめ、これに保険料率をかけて毎月の保険料を計算します。

毎月の保険料 標準報酬月額 保険料率

※介護保険料も同様（保険料率は1.94％、負担割合は5割ずつ）

毎月の保険料はこのように決まります

（　　　　　　　　　　）

保険料は毎月の給料からだけでなく、賞与からも徴収されます。

賞与の保険料 標準賞与額 保険料率

※介護保険料も同様（保険料率は1.94％、負担割合は5割ずつ）

賞与からも保険料が徴収されます

（　　　　　　　　　　）
賞与支給額の1,000円未満
を切り捨てた額（年度累計
573万円が上限）

当健保組合の保険料率 8.5％
5.223％（約6割）
3.277％（約4割）

事業主負担
被保険者負担

報酬（給料等）を50等級に
あてはめて決定

当健保組合の保険料率 8.5％
5.223％（約6割）
3.277％（約4割）

事業主負担
被保険者負担

入社したとき
初任給等を基礎に決められます。

報酬が大幅に変わったとき
昇給などにより、３ヵ月間に受けた報酬の平均額が
２等級以上変わる場合は、４ヵ月目から改定されます。

産前産後休業や育児休業等が終わったとき
短時間勤務等により報酬が下がった場合は、
被保険者の申し出により改定されます。 ここに注意   健康保険組合への加入届出は引き続き必要です。未対応の医療機関もありますのでご注意ください。

詳しくは

●マイナポータル マイナンバーカードの健康保険証利用
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

●マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

申請書における押印廃止の取り扱いについて
法改正による押印廃止に伴い、各種申請書及び届出の改訂を実施しています。対象外の一部の書類を除き申請者印、
事業主印が廃止、本人同意や医師証明は自筆サインに変更されました。
※古い申請書も当面の間は使用可能です。

https://www.shokki-kenpo.jp/application_index/form
●各種申請書

●自治体独自の医療費助成等については、従来通り、書類の持参が必要です。
●市区町村民税非課税で限度額適用・標準負担額減額認定を受けている方は、従来通り、当健保組合に非課税証明書の提出が必要です。

※なお、医療機関等によって開始時期が異なります。
　利用できる医療機関等については、厚生労働省のホームページまたは、医療機関へ確認ください。

10月 
から

（
予
定
）
「オンライン資格確認」

運用開始
「オンライン資格確認」

運用開始

初めての医療機関でもその
医療機関に同意をすれば
今まで使用した薬の情報
を医師等と共有できる

「限度額適用認定証」の事前
申請をしなくても高額療養
費制度における限度額以上
の支払いが免除＊される

就職・転職・引っ越しをして
もマイナンバーカードが
健康保険証としてずっと
使える

マイナポータルを活用して
医療費情報を確認できる
ようになる

患者のメリット
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データヘルス計画みんなで推進しよう！ 第23 回

入浴から就寝までの時間が
肝心ということですか？

入浴直後は体温が上がって寝つきが
悪く、時間が経ちすぎても体温が下がり
すぎています。入浴は就寝1～2時間前
がおすすめです。

食事状況について

睡眠状況について
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0
体重が増加した人A 標準体重の人B

（％）

2人に1人 29.7%

1.5倍
45.2%

食べるのが速い

体重増加した人の2人に1人が早食い

３つの改善法３つの改善法ちょっとした工夫で肥満を予防、

入浴は副交感神経を高め心身をリラックスさせ、入眠しやすくなります。また入浴で上がった深部体温
（内臓や脳など体内部の体温）が下がり始めることで眠気を起こします。就寝1～2時間前に入浴すると、
入浴によって上がった体温が急激に下がり出すタイミングで眠気が強くなり自然に入眠できます。

起きている時間が長ければ、消費エネルギーが多く太らないようにも感じますが、実際
は睡眠時間が短い方が肥満を助長します。
睡眠時間が不足すると、食欲を抑えるホルモン『レプチン』が減少する一方で、食欲を
増加させるホルモン『グレリン』が増加し、太りやすいホルモン環境をつくります。その
ため高カロリーなケーキや揚げ菓子などを欲するようになります。

『仕事が忙しくて、食事療法や運動療法ができない』、『新型コロナウイルスの感染状況で運動ができない』、『外食
はしないけど料理が苦手』…。そんな方はこんなちょっとした生活習慣の改善方法を取り入れてみてください。

睡眠不足を解消しよう睡眠不足を解消しよう

●カフェインの入ったコーヒー、緑茶、紅茶、栄養ドリンクなど
●光の刺激（スマホ ゲームなど）、蛍光灯の白い光・・・暖色系の光が良い
●激しい運動
●喫煙
●寝酒（寝つきは良いが浅い眠りになり早朝覚醒する）

6：0022：00
就寝

20：00
入浴

入浴により
体温上昇

お風呂に入らないと
体温はゆるやかにしか
下がらない

入浴しなかった場合の体温の動き

入浴

深部体温は
「上がった分だけ
下がろう」とするので
深部体温が急降下

時刻

深
部
体
温

体重増加した人は標準体重の人より
朝食を抜く人が多い

体重が増加した人A 標準体重の人B

25

20

15

10

5

0

（％）

5人に1人

20.1% 1.6倍

12.9%

朝食を週3回以上抜くことがある

体重増加した人の2人に1人は
睡眠不足を感じている

体重が増加した人A 標準体重の人B
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1.3倍45.6%
36.2%

睡眠不足を感じている人

朝食をとることで脳と体に目覚めのスイッチが
入り、体内時計を整えます。朝食を抜くと、体内

時計が乱れ、脂肪代謝
が悪くなり、摂取量が
減っているのに体重が
増加します。

朝食は必ず食べましょう。2

睡眠不足はホルモンの作用で食欲が
増えて食べ過ぎてしまうんだね。
睡眠不足はダイエットの敵ということ
だね。

食欲

太りやすいホルモン環境

とくに、炭水化物の
ケーキ、パン、パスタや
カロリー密度の高い
揚げ菓子、チップス類を
食べたくなる

睡眠不足

減少減少 増加増加
グレリンレプチン

胃から出るホルモン
食欲を増進

脂肪から出るホルモン
食欲を抑制

出典：「Dr.坂根の保健指導に役立つ
　　  食事＆運動のエビデンス」
　　  へるすあっぷ21 2021.7 No.441

睡眠不足と食欲・肥満の関係

肥満

不眠は痩せるホルモン
『レプチン』を減らし、食欲
を増進させる『グレリン』
を増やします。

睡眠をしっかりとりましょう3

知らない人も多いと思う睡眠と肥満の関係は、

入浴による快眠法1

就寝2～3時間前に避けたいこと2

これらのことも気をつけて
良い睡眠をとりましょう。

検証 当健保組合の40歳以上被保険者・被扶養者の2020年度特定健診結果を
　と　 の対象者に分けて、問診を比較しました。

BMI25以上（肥満）の人でこの1年間で５㎏以上体重増加した人 171人A

BMI22を維持している標準体重の人B

A B

ワンポイント
アドバイス

トピックス次ページ を参考にしてください。

早食いは脳の満腹中枢に満腹感が達するまで
に食べ終えてしまうので、満腹感がないままに
食べ過ぎてしまいます。
ゆっくり食べれば、食べ
ているうちに満腹感を
得られます。

1,754人

睡眠不足と肥満の関係を解明トピックス

ポイント

食事はゆっくり噛んで食べましょう。1
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申込方法

個人
負担額

対象者

健診会場

実施日程

◆充実した内容の健診がわずかな個人負担で受けられます！

◆乳がん検査・子宮頸がん検査も受けられます！
◆日程・会場が豊富。土日に受けられる会場もあります！

◆健診後のサポートも充実しています！

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県西部に
お住まいの方は

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県西部
以外にお住まいの方は

◆Web（パソコン・スマートフォン・携帯電話）、同封ハガキの２通りあります。
　詳しくはお送りした「予約の方法」等でご確認ください。
◆受診予約は先着順です。早めのお申し込みをおすすめします。

通常20,000円程度の健診が
健保の補助で個人負担は

乳がん検査・子宮頸がん検査が
健保の補助で個人負担は

通常20,000円程度の健診が
健保の補助で個人負担は

30歳以上の女性被扶養者
30歳以上の女性任意継続被保険者

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県西部の
比較的在住者が多い地域で開催

（後期）9月～12月 6月～12月

20歳以上の女性被保険者 30歳以上の女性被扶養者
30歳以上の女性任意継続被保険者

愛知県・岐阜県・三重県・
静岡県西部以外で、
比較的在住者が多い地域で開催

1,100円たったの2,200円！ たったの2,200円！

対象者の方には8月中旬に
「ご案内」をご自宅にお送りしました。

対象者の方には５月中旬に
「ご案内」をご自宅にお送りしました。

！ 注意

186会場 186会場 273会場

詳しくは当健保組合のホームページをご覧ください

●お問い合わせ　保健事業グループ　TEL  内線 70-4613　外線 0566-21-7784
https://www.shokki-kenpo.jp/ 健診一覧 巡回健診トップページ 保健事業

健保
イチオシ！

ポイント制導入により来年度以降の健診費用が安くなります（A・Cコースのみ）

巡回健診 ご案内の

Aコース Bコース Cコース
（全豊田巡回健診） （婦人科健診） （全国巡回健診）

「特定健康診査受診券」を
お送りします
巡回健診を未受診の方、予約をされていない方
には、後日「受診券」を送付させていただきます。
お近くの医療機関にお問い合わせのうえ、受診券
を利用して特定健康診査を受けてください。

40歳以上の被扶養者で今年度健康診断（特定健診）を受診されていない方へ40歳以上の被扶養者で今年度健康診断（特定健診）を受診されていない方へ

ポイント制
導入！

ポイント制
導入！

特定健診　14項目健 診 項 目

2022年3月31日受診券の有効期限

無料（当健保組合が負担）費　　　用
※オプション検査追加の場合は自己負担となります

40歳以上の被扶養者で、当健保組合の
補助を利用した健診を受けていない方

対　象　者

●受診日において当健保組合の資格を喪失された方は受診できません。
●ご案内が届かない方は当健保組合にご連絡ください。

健
診
会
場

◯◯◯会館

今年は2月から被扶養者の資格調査
（共同扶養確認）を実施しました。
その結果、対象者3,180人のうち
28人が扶養から外れました。

被扶養者資格調査は
2022年度以降も
継続的に実施します
対象となる被保険者の方には
調査書をお送りしますので、
ご理解とご協力を
お願いいたします。

（2021年8月集計）

適正 3,152人

削除 28人

卒業して、就職先の健康保険に加入したとき。
パート先の健康保険に加入したとき。
他の家族の被扶養者となったとき。

年間130万円以上の収入が見込まれるようになったとき。
（60歳以上または障害年金受給の場合は180万円以上）
離婚・死亡したとき。
同居条件の被扶養者が別居したとき。

確定申告の医療費控除に

医療費控除の手続き等に
ついては、最寄りの税務署
にお問い合わせください。「医療費控除の明細書」を作成した場合

2021年12月診療分の医療費は掲載されておりません。12月に受診された場合は、医療機関の領収書に基づいて12月分の
「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。

領収書の提示を求められる可能性がありますので、領収書は５年間は
保存する必要があります。

2022年2月
発行予定 「医療費控除」は、１年間に自己負担した医療費が一定額を超えたとき、税務署に申告すると税金が

還付される制度です。申告の際には、当健保組合の「年間医療費のお知らせ」を医療費の明細書として
確定申告書に添付することができます。「年間医療費のお知らせ」は2022年２月に発行する予定です。

ご協力ありがとうございました
被扶養者資格調査の結果報告

「年間医療費のお知らせ」が使用できます

「年間医療費のお知らせ」を添付した場合
記載されている医療費の領収書は提示を求められませんが、確定申告
の照合書類として領収書は保存しておいたほうが無難です。

加入資格の基準については当健保組合のホームページをご覧ください
https://www.shokki-kenpo.jp/ トップページ 健保のしくみ 家族の異動について

●お問い合わせ　医療保険グループ　TEL  内線 70-4611　外線 0566-21-7784

1 被扶養者の人数にかかわらず、被保険者の
年間収入（過去の収入、現時点の収入、将来
の収入等から今後１年間の収入を見込んだ
もの）が多い方の被扶養者となります。

2 夫婦のどちらかが共済組合の組合員であっ
て、その方に扶養手当等の支給が認定されて
いる場合には、その方の被扶養者となる場合
があります。

3 被保険者の育児休業期間中は、被扶養者の
地位安定の観点から特例的に被扶養者の異動
は行いません。ただし新たに誕生した子につい
ては改めて認定手続きを行います。

など

資格調査（共同扶養）の主な基準

「年間医療費のお知らせ」は2021年１月～11月診療分です

豆 知識
こんなときには
異動届の提出が
必要です

領収書の
保存は必要です
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いいえ

はい

詳しくは当健保組合のホームページをご覧ください
https://www.shokki-kenpo.jp/ トップページ インフルエンザ予防接種保健事業

●お問い合わせ　保健事業グループ　TEL  内線 70-4613　外線 0566-21-7784

９月下旬に接種補助券をお送りしました（接種補助券は再発行しませんのでご了承ください）

接種日に当健保組合の
被扶養者資格が
ありますか？

補助の受け方

補助対象外

愛知県内の
指定医療機関
で受ける

愛知県外の
医療機関で
受ける

愛知県内の
指定医療機関
以外で受ける

予防接種は
どこで受けますか？

◆接種補助券を使える指
定医療機関は当健保
組合のホームページで
検索できます

満６ヵ月～15歳の被扶養者（2006年4月2日～2021年7月31日生まれ）

2021年10月1日（金）～2022年1月31日（月）に受けた予防接種

対象者1人につき2,000円まで（期間内１回分のみ）
※重複請求または対象外の方が補助を受けられた場合は、補助金を返還していただきます。

※８月１日以降入社等の方で、「接種補助券」が発行されていない方、また「接種補助券」を紛失された方は、当健保組合のホームページから
　「インフルエンザ予防接種補助申請書」をダウンロードして必要事項を記入し、領収書を添付して当健保組合に提出してください。

補助対象者

補助対象期間

補 助 金 額

費用補助を行います
お子様のインフルエンザ予防接種

予防接種は12月中旬までに
　インフルエンザは例年11～12月ごろに流行が始まり、１～
３月にピークを迎えます。予防接種の効果は、接種の約２週間
後から５ヵ月程度とされていますので、流行に備えて、12月中旬
までにはすませておきましょう。
　なお、13歳未満は２回の接種が必要です。１回目の後、１～４
週間後に２回目の接種をすることになりますので、余裕をもった
スケジュールを立てておきましょう。

新型コロナワクチンとインフルエンザの予防接種は
一緒に接種できるの？

Q

厚生労働省の情報サイトによると、原則として、新型コロナ
ワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種できません。
新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方の
ワクチンを受けてから2週間後に接種できます。

A 原則として、新型コロナワクチンと
それ以外のワクチンは、同時に接種できません。

10月1日に新型コロナワクチンを
接種した場合、他のワクチンを接種
できるのは、10月15日（2週間後
の同じ曜日の日）以降になります。

（例）

接種補助券を使う

医療機関に予防接種の予約をする

「接種補助券」と「保険証」を医療機関に提出して予防接種を受ける

予防接種の費用から当健保組合の補助額（2,000円）を差し引いた額を支払う

「接種補助券」は医療機関が回収する

表面

1

2

3

4

…接種補助券を使用することを伝える

ここが赤（表面）

医療機関に
渡すだけで
OK！

「補助金申請書」への記入を断られた場合

補助金申請書を使う裏面

医療機関に予防接種の予約をする

予防接種を受け、「補助金申請書」の医療機関記載欄に必要事項を
記入（「ゴム印」または「手書き+押印」）してもらい、返却してもらう

予防接種の費用を全額支払う

「補助金申請書」を当健保組合に提出する

当健保組合から事業所経由で補助金を受け取る

1

2

3

4

5

提出締切 2022年2月28日（月） 必着

予防接種の領収書をもらう

領収書と未記入の「補助金申請書」を
当健保組合に提出する

氏名・日付・金額・インフルエンザ予防接種代
である旨が記載されていること

ここがオレンジ（裏面）

1

2

医療機関に
必要事項を記入
してもらい、
持ち帰る
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当日の流れ

◆CTがん検診のキャンペーン継続中！！◆

※オプションで胃がんリスク検診（ABC検診）も
　自己負担1,000円で受けられます（キャンペーン価格）

被保険者・被扶養者（任意継続被保険者含む）対 象 者

＊PSAは前立腺の検査です（男性特有の検査）

男性：胸部CT・腹部CT・腫瘍マーカー（PSA＊）
女性：胸部CT・腹部CT

検査内容

男性・女性ともに5,000円（キャンペーン価格）自己負担額

刈谷豊田総合病院 CTがん検診

詳しくは当健保組合のホームページをご覧ください

●お問い合わせ　保健事業グループ　TEL  内線 70-4613　外線 0566-21-7784
https://www.shokki-kenpo.jp/ CTがん検診トップページ 健診一覧

10：00には帰宅または職場に向かえます。10：00には帰宅または職場に向かえます。

CTがん検診 ご案内の

★予約時に「豊田自動織機健康保険組合の
加入者」であることを伝えてください。

刈谷豊田総合病院健診センター

〈受付時間〉病院稼働日の8：00～16：00
（土曜日は13：30まで）

0566-25-8182TEL

こんな方は受診検討を

刈谷豊田総合病院に
直接電話をして
お申し込みください。

HOSPITAL

禁煙キャンペーン下期の参加者を募集します！
〈 2022年 1月1日～3月31日〉

詳しくは当健保組合のホームページをご覧ください
https://www.shokki-kenpo.jp/ トップページ 保健事業 禁煙サポートプログラム

●お問い合わせ　保健事業グループ　TEL  内線 70-4613　外線 0566-21-7784

期   間期   間

参 加 者参 加 者

参 加 費参 加 費

申込方法申込方法

2022年1月１日（土）～3月31日（木）

本紙にはさみ込みの申込書に必要事項を
記入して当健保組合に提出してください。

無料

２名１組で参加 喫煙者である被保険者と、
健保加入のサポーター（ ）

90日間

「禁煙キャンペーン」参加申込書を当健保組合に提出
（はさみ込み、当健保組合ホームページからも印刷可）～12/14

1/1～3/31 禁煙実施期間（90日間）

禁煙達成者は「禁煙達成証明書」を当健保組合に提出（別途ご案内）

●禁煙達成者
●サポーター

注）禁煙達成状況は、次回の健康診断の問診票で確認する場合があります。
4/1～4/13
に自己申請

達成賞
（禁煙達成者）

申込締切 2021年12月14日（火）当健保組合 必着

当健保組合では組合員の方の禁煙をサポートするため、2021年度より禁煙キャンペーンを年2回に増やして開催
しております。喫煙習慣から脱して、タバコから「卒煙」されたい方のための、今年度2回目のキャンペーンを行います。
禁煙したい方、ぜひご参加ください。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

下期募集要項

QUO
QUOカード（2,000円）、卒煙証書
QUOカード（2,000円）

健保組合 禁煙サポートプログラム

医療機関の禁煙外来を受診し、
医師のアドバイスを受けながら禁煙
にチャレンジ。医療費の窓口負担
を補助します（上限１0,000円）。

市販のニコチンパッチ・ニコ
チンガムを使って禁煙にチャ
レンジ。その購入費用を補助
します（上限2,000円）。

禁煙外来コース 禁煙補助剤コース

なりません！火を使わず加熱した蒸気を吸う仕組みの加熱式タバコ。煙も出ず受動喫煙の
害も少ないと人気ですが、加熱式タバコにはニコチンはもちろん、その他発がん性物質などの
有害物質が含まれています。依存性もあり、やはり健康を害することは普通のタバコと同じ。
加熱式タバコに変えても、禁煙したことにはならないのです。

加熱式タバコに変えたら禁煙になるの？
ニコチン

発がん性
物質

禁煙費用
補助制度

禁煙費用補助制度を併用してのご参加もできます

達成者＆サポーターへのプレゼント
それぞれQUOカード2,000円！

2名1組（喫煙者とサポーター）で
3ヵ月間の禁煙にチャレンジ

サポーターは、
当健保組合員に
限ります。

禁煙サポート
プログラム

禁煙 QQ AA&&
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＊1階コンシェルジュカウンター・待合室

8：40

8：30

9：10

9：10～

9：20～

受付 ※受付は8:30のみです。

着替え

2Fレストラン「フォーラス」で軽食

着替え
およそ
40分

男性

女性

＊更衣室（パウダールーム完備）

（順番が逆転することがあります）
CT検査　採血

CT検査

長年喫煙されてきた方、
およびそのご家族

ご家族にがんの
既往歴がある方

発がんリスクが高くなる
50歳以上の高年齢層

発がんリスクが高く、心配している方



　高血圧予防というと、減塩ばかりに気をつかっていませんか？ただ塩分を抑えるのでは
なく、次のようなちょっとした工夫で、塩分控えめでもおいしく感じることができます。

　また、野菜や根菜、いも類は食物繊維やカリウムなどのミネラルが豊富で、塩分を排出し高血圧予防に効果的といわ
れていますので、積極的に取り入れましょう。
　食べる量が増えれば、それだけ塩分量も増えるので、腹八分目を心がけることも大切です。また、味見もせずにしょうゆ
やソースを使う人は、まずは食材や料理そのものを味わう習慣をつけましょう。

●化学調味料の代わりに天然塩やしょうゆ・みそなどを使う
●天然のだし・調味料を使って食材そのものの味を活かす
●にんにく、酢、レモン、大葉、きのこ、ごま、ハーブなど、うま味・香味成分で
　味にアクセントをつける
●カラメルソースや少しの焦げ目などで、コク・うま味を出し、色よく仕上げる

鶏肉と大根のこっくり煮
211kcal
1.6g

料理制作●柴田 真希（管理栄養士）　撮影●鈴木 信吾　スタイリング●たちばな さわ

塩分控えめでもおいしい！

高血圧を予防する献立

高血圧症を

予防する

調理法

プロが教える

❺チンゲンサイと❹を皿に盛り付け、白髪ねぎを飾る。

❶鶏肉は食べやすい大きさに切る。大根は１㎝厚さの半月
切りに、長ねぎは白髪ねぎを少々作り、残りは４㎝長さの
ぶつ切りにする。しょうがは薄切りにする。

❷チンゲンサイは縦４等分に切り、塩（分量外）を入れた熱湯
で芯のほうから茹でる。

❸フッ素加工のフライパンを強火にかけ、鶏肉を皮のほう
から焼き目をつけるようにこんがりと両面焼く（あとで
煮込むので中まで火を通さなくてもよい）。

作り方

❹鶏肉をいったん取り出し、鶏の脂をキッチンペーパーなど
で拭き取り、砂糖を入れて中火にかける。砂糖が溶けて
茶色くなってきたら、　 、鶏肉、大根、しょうが、にんにくを
入れて10～15分煮込む。長ねぎ（ぶつ切り）、栗の甘露煮
を加えてさらに５分程度煮る。

A

材 料 ２人分

●鶏もも肉 160g
●大根 200g（1/5本）
●長ねぎ １本
●しょうが 少々
●チンゲンサイ １株
●にんにく １片
●栗の甘露煮 ４粒
●砂糖 小さじ２

だし汁 200㏄
酒 大さじ１
しょうゆ 大さじ１

A

当健保組合のホームページをご活用ください！
健保のしくみや給付、保健事業などを詳しく紹介しています。

項目 10月 11月 12月 1月 2月 3月

組合会 予算組合会

医療費通知

巡回健診A
・全豊田巡回健診

糖尿病性腎症重症化予防、心筋梗塞・脳梗塞再発予防のための保健指導

禁煙キャンペーン

生活習慣病
重症化予防

広報誌発行 ライフナビ
秋号発行

被扶養者調査

ライフナビ
冬号発行

各種健診 人間ドック・主婦健診・婦人科検診・脳ドック・CTがん検診  契約健診機関にて通年 

インフルエンザ
予防接種

禁煙費用補助  通年 

薬品・健康管理
用品斡旋

ジェネリック
利用促進

家庭常備薬
申込

配付
11月

家庭常備薬
申込

配付
3月

巡回健診B
・婦人科健診

巡回健診C
・全国巡回健診

P.4参照

禁煙推進
P.11参照

P.8参照

資格確認

歯科健診

健康ウォーク ハッピーウォーク2021“秋”
10月1日～11月３0日

けんぽれんあいち
秋の健康ウォーク

中止

外部ウォーキング 9月～12月下期

歯ッピー健診下期 15会場 10月3日～2月6日（申込受付中）

診療所型歯科健診（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県）  通年

受診勧奨通知  通年 

案内送付
8月

案内送付
8月

案内送付
5月

後期

9月～12月
被扶養者・任意継続被保険者（30歳以上の女性）

9月～12月
被保険者（20歳以上の女性）

医療費の
お知らせ送付

ジェネリック
利用促進通知

以外愛知県・岐阜県・三重県・
静岡県西部在住者

愛知県・岐阜県・三重県・
静岡県西部在住者

後期 愛知県・岐阜県・三重県・
静岡県西部在住者

6月～12月
被扶養者・任意継続被保険者（30歳以上の女性）

P.7参照

P.7参照

P.7参照

2021 2022

（186会場）

（273会場）

（186会場）

テーマパークを歩こう
in 東山動植物園

中止

10月～1月
予防接種費用補助 満6ヵ月～満15歳までの被扶養者
（2006年4月2日～2021年7月31日生まれの方）

健保カレンダー主な行事予定です！当健保組合の 2021年度下期
10～3月

P.6参照

P.6参照

https://www.shokki-kenpo.jp/
メンバーズサイトのログインパスワードはお手元に
お届けした「ライフナビ」をご覧ください。
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詳細は、ライフナビ冬号の「ハッピーウォーク 2022"春"参加者募集」でご連絡します。詳細は、ライフナビ冬号の「ハッピーウォーク 2022"春"参加者募集」でご連絡します。

"RenoBody"アプリの概要

予 告

個人賞 初心者コース…35日以上達成
挑戦者コース…45日以上達成 グル－プ賞 5人以上のグループが対象

「ハッピーウォーク」は、アプリ変更後も今まで通り実施します

とは…日本最大級のウォーキングアプリ、全国250以上の企業・団体で50万人超が利用中

スマホがあれば、活動量計なしで参加できます!!

❶スマホだけで参加可能
❷歩数でWAON POINTが貯まる
❸歩いて貰えるクーポン機能
❹目標設定・ダイエット機能

アプリの特長アプリの特長

専用アプリ「OMRON connect」に
デ－タ送信後RenoBodyと連携します。
従来の活動量計※は、RenoBodyで使用できません。
初年度は、キャンペーンで斡旋価格をお安くします。

〈斡旋機器〉オムロン HJA-405T（オムロンの最新機種です）

健保斡旋の
活動量計が
変わります

お知らせお知らせ

グループメンバーの活動状況、グループ賞の達成状況もわかります

シンプルで見やすいランキング画面

イベント画面

個人一覧画面

グループ一覧画面

●個人合計歩数
●個人平均歩数（日次）

個人ランキング

※アプリ登録時のニックネームで表示
※ネーム表示はON／OFF設定が可能

グループランキング

●グループ合計歩数
●グループ平均歩数（日次）
※人数が異なる場合でも平均で対抗可能

イベント
詳細を
表示

タイトル、説明、期間など
イベント概要

連携連携

随時切替可能

内蔵歩数センサー

Android
Step
Counter

iOS
Motion
coprocessor

連携

ウェアラブルデバイス

OMRON connect

その他のデバイスを利用した
場合、健保組合はデータ連携の
不具合について責任を負いかね
ますので、予めご了承ください。

（当健保組合の活動量計斡旋も継続します）

目標/日
8,000歩

2022年“春”より、ハッピーウォークのアプリが
“RenoBody（リノボディ）”に変わります!!
2022年“春”より、ハッピーウォークのアプリが
“RenoBody（リノボディ）”に変わります!!

●所属グループのランキングを確認する事が出来ます。

便利機能

※型式 オムロンHJA-403C、HJA-311（旧式）

14 15ライフナビ● 2021秋ライフナビ● 2021秋

楽しく健康をサポートする歩数計アプリ

リリース

対応OS

各種連携

2014年5月～

iOS（iOS11以上）／Android（Android5以上）

OMRON connect／iOS Healthcare
Google Fit／スマートフォン歩数計

auスマートパス版を
ダウンロード

歩いてWAON POINTが貯まる♪
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