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（平成 28 年県民健康・栄養調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆1 日飲酒量（令和元年度特定健診を受診された方が対象）

 １合未満 1～２合 2～3 合 ３合以上

当国保 49.2% 29.9％ 15.8% 5.0%

山形県 68.5%  20.7% 8.7% 2.1％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
現在、コロナ禍で酒席は減っていると思われますが、飲む場合は厚労省が提案している飲

酒ルールを実践し日頃から適性飲酒を心がけましょう！ 

山形県保険者協議会 
※山形県保険者協議会とは、県内の医療保険者により被保険者の健康保持増進と円滑な事業を行うために設立された団体です。 

山形県の男性は生活習慣病のリスクを高め

る量を飲酒している者の割合が、全国と比

べて高い状況です。 

また、男女とも健康やまがた安心プランで

設定している目標値には達していません。 

多量の飲酒を続けると病気の

発症リスクが高まります。 

 

脳委縮、認知症、

脳血管障害 

（脳の血管が破

れる、詰まる） 

狭心症、不整脈、

心筋梗塞 

脂質異常、 

高尿酸血症、 

高血圧、貧血 

糖尿病、 

免疫機能低下 

（風邪をひき

やすくなる） 

アルコールによる主な健康障害 

ビール（5 度） 

中びん 1 本 

（500ml） 

ワイン（12 度） 

グラス 2 杯弱 

（200ml） 

ウイスキー 

（40 度） 

ダブル 1 杯 

（60ml） 

日本酒（15 度）

1 合（180ml）

焼酎 

（25 度） 

100ml 

建設国保ではインフルエンザ予防接種を受けた組合員・家族に対して費用

の一部を助成しております。 

新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えて早めに予防

接種を受けるようにしましょう。 

予防接種を受けた方は忘れずに申請してください。(年度内一人1回） 

インフルエンザが流行する季節になります 

今年は早めにインフルエンザの予防接種を受けましょう 

◆申請方法 
 印鑑をご持参の上、所属している支部(組合)の窓口で申請してください。 

 

◆補助対象者 
（1）建設国保の資格取得日から6ケ月以上経過している方 

（2）保険料を完納している世帯 

（3）居住する市町村からの助成対象以外の方 

   上記3点を満たしている場合、助成金の対象となります。 

   ※65歳以上の方は予防接種法の適用により対象外となります。 

 

◆必要書類 

 〇領収書原本 

 〇接種済証明書又は当該母子手帳（写し） 
 ①接種済証明書は予防接種受診日時に窓口で発行してもらうよう申し出てください。 

 ②接種済証明書が提出できない場合は、下記項目すべて記載されている領収書でもかまいません。  

  ※予防接種を受けた方の氏名・受診日・医療機関名・インフルエンザ予防接種代と明記されており   

  予防接種の金額がわかるもの 

 

◆補助金額 
 年度内(R2.4/1～R3.3/31）に一人1回2,000円を上限に助成します。 

  ※小学生以下の方は、年度2回接種のため、1回につき2,000円 

  合計4,000円まで助成します。 

 

（市町村によって助成される年齢、対象者（妊婦等）が違います）



令和2(2020)年度 
特定健康診査・がん検診を受診しましょう 

 当組合では特定健診・特定保健指導と併せて、がん検診受診率向上に取り組んでおりま

す。特定健診等を受診すると、13,500円まで健診補助金を受けることができます。 

 また、がん検診受診率の向上に伴い、当組合には国からより多くの補助金が交付され、よ

りよい保健事業を展開することができます。 

 特定健診を受診した際に、下記がん検診も受診している場合は、健診補助金の支給申請時

に結果通知の写しの提出にご協力をお願いします。 

 ※がん検診だけでは健診補助金の対象になりま

せんので必ず特定健診を受診してください。 

 

≪対象となるがん検診≫ 

 ◆胃がん検診 ◆大腸がん検診 ◆肺がん検診 

 ◆乳がん検診 ◆子宮がん検診 

  

ハイリスク受診勧奨通知と糖尿病重症化予防についてのお知らせ 

 特定健診受診者で、血圧・LDLコレステロール（悪玉コレステロール）・中性脂肪･血糖の数値が要医療に

もかかわらず、未受診の方に受診勧奨通知を行います。ご案内が届いた方は、お早めにかかりつけ医や医療

機関を受診してください。 

 病気の重症化を防ぐため、適切な健康管理と病気の早期発見及び早期治療は大変重要です。健康診断で異

常を指摘された方はお早めに医療機関に受診するようにしましょう。健康診断を受けていない方はご自身の

毎年の健康チェックのためにも、必ず健診を受けましょう。 

確定申告で医療費控除をされる方へ 
 

所得税等の医療費控除の申告の手続きが、従来の医療費等の領収書の添付等から、医療費の

明細書として医療費通知に変わり活用できるようになりました。 

当組合でも医療費控除に対応した通知書を作成しますが、令和2年11月診療分と12月診療分

は時期の都合上、医療費通知書に掲載することができません。 

お手数ですが11月診療分と12月診療分の領収書は各自で保管いただき医療費通知と併せて、

確定申告でご活用いただきますよう、お願いいたします。 

健康診断補助金申請についてのお知らせ 
 

  ☆ 申請には領収書（原本）と 健康診断の結果表の写しが必要になります。 

  所属の支部窓口にて申請をお願いいたします。 

   ※事業所宛の領収書では健診補助金の交付申請は出来ません。 

   

 現在、日本人の２人に１人が、がんになると言われてい

ます。しかし、検診で早期発見・早期治療により、「がん」

も約半数の方が治るようになりました。 

 これまで、がん検診を受けたことがない方もぜひ定期的に

受けましょう。 

○保険証が使える場合 
 
●打撲・捻挫・挫傷(いわゆる肉ばなれを含む） 

●脱臼・骨折 
 脱臼、骨折については緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。 

 (応急手当の場合は、手当後に医師の同意が必要です。) 

 

           

×保険証が使えない場合 
 
 ●日常生活による単純な疲労や肩こり・腰痛 

 ●スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛 

 ●加齢(けがなどによるものではない）からくる痛み 

 ●脳疾患後遺症、神経痛、リウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ 

 ●症状の改善が見られない長期の施術(漠然とした施術） 

柔道整復師にかかる方へ 

 整骨院や接骨院などで柔道整復師の施術を受ける場合、保険証が使えるものと使えないものがあります。次の

ことに注意して、適正な治療を受けられるようお願いします。 

■治療を受けるときの注意 
●単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で治療を受

けた場合は全額自己負担になります。 
 
●療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者（建設国保）へ請求を行い支給をうけ

る「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を

柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」とい

う方法が認められています。 

 このため、多くの整骨院・接骨院では、病院・診療所にかかった時と同じように自己負担分のみを

支払うことにより、施術を受けることができます。 
 
●柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の

方のサインをいただくことが必要になります。 
 
●保険医療機関（病院・診療所など）で同じ負

傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象

にはなりません。 

長期にわたり整骨院・接骨院で施術を受けても

症状が改善しない場合は原因が他の病気にあ

る可能性も考えられます。 

※施術日や施術内容等について照会さ

せていただく場合がありますので、ご協力

をお願いします。 

(
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