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2つの新プログラムのご紹介
女性の健康課題支援サービス『FEMCLE（フェムクル）』

『デジタルウェルネスプログラム2021』
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2021

秋
被扶養者状況確認（検認）を実施します
　「被扶養者状況確認（検認）」は、2021年度も外部業者の株式会社法研へ委託して実施します。

　検認は、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導に基づいて行うもので、当健康

保険組合加入の被保険者の皆様が公平かつ適正な扶養認定が受けられる制度維持のため、実施が

義務付けられています。

　対象の方のご自宅宛に書類を送付しておりますので、確認書等を期日までにご提出いただきます

よう、ご協力をお願いいたします。

対 象 者

⃝�2021年７月１日現在、当健保に認定されているファイザー社員、ヴィアトリス製薬社員の被扶養者�
⃝�昨年検認をしていないファイザー社員、ヴィアトリス製薬社員およびその他事業所社員の被扶養者�
⃝�昨年検認をしたが、健保組合にて今年も検認が必要と判断した方の被扶養者�
＊ただし、2021年1月1日以降に認定された被扶養者は除きます。�

2021年度

p.9 健保組合からのお知らせ

p.14 2020年度 決算のお知らせ

p.16 被扶養者状況確認（検認）を
実施します

p.12 インフルエンザ予防接種が
始まります

新型コロナウイルス感染症の現状と対策p.6

子宮頸がん・肺炎球菌・風疹（MRワクチンを
含む）の補助申請も可能です

2021年10月29日（金）　法研必着

提出期限

ご家族皆さまでご覧ください

各種ご案内を
挟み込んでいます

・家庭常備薬斡旋（有償）
・ルネサンス秋キャンペーンのお知らせ
・ファイザー電話健康相談

ぜひご活用ください！

新型コロナワクチン接種従事者の扶養認定の特例について

　健康保険の被扶養者になるには年間収入が130万円

未満という条件がありますが、新型コロナワクチン接種

業務に従事したことによる収入は、特例として年間収入

に算定しない特例措置が講じられています（収入増となっ

ても被扶養者の取り消しにはなりません）。2021年4月

から2022年2月末までのワクチン接種業務による収入

が対象となります。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、
助産師、看護師、准看護師など

※�ワクチン接種会場の受付等の事務職は対象になりま
せん。
※�ワクチン接種業務であっても正社員や短時間労働者
の社会保険の適用条件を満たす場合は健康保険の
被保険者となるため、対象とはなりません。

対象となる医療職

クリーム色の封筒で
書類を送付しました！



ファイザー健康保険組合では、次の新プログラムを順次導入します。
ぜひ、積極的にご参加いただき、健康の維持・増進に活用してください。

２つの新プログラムのご紹介

各企業で女性が活躍できる職場環境の整備が進んで
います。女性は、男性と比較すると、かかりやすい病気
があったり、時期や病状などが異なる場合があることが
わかっていますので、女性従業員の健康支援が重要な
課題となりつつあります。
特に、女性はライフステージによって女性ホルモンが
大きく変動するため、その影響を受けやすいとされてお
り、月経や妊娠・出産、罹患率が高まっている婦人科ガ
ンなど、女性特有の健康課題は様々です。
経済産業省の調査によると、女性特有の健康課題に

よって、女性従業員の約５割が「勤務先で困った経験が

ある」、約４割が「職場で何かをあきらめなくてはならな
いと感じた経験がある」と回答しています。
また、別の調査によると、ヘルスリテラシーが高い女
性従業員の方が、月経や更年期にまつわる不調の際に
仕事のパフォーマンスの下がる割合が低いということも
報告されています。
女性特有の健康課題が原因で、仕事の生産性が低下

してしまったり、昇進や新たな経験にチャレンジする機
会をあきらめてしまったりする女性がいることは、女性自
身だけではなく、企業にとっても大きな損失です。

▶�経済産業省では、「健康経営を積極的に推進する企業においては、特に女性特有の健康問題対策に高い
関心が寄せられている。」として、女性の健康課題への対応について取り上げています。

▶『FEMCLE（フェムクル）』でできること

▶女性の健康課題支援サービス『FEMCLE（フェムクル）』
ファイザー健康保険組合では、株式会社リンケージ

と協力して、女性（被保険者）を対象とした支援サービス
『FEMCLE（フェムクル）』を実施します。
「生理のつらさは誰にも相談できない」、「パフォーマン
スは下げたくないから、生理前・生理中でも我慢しながら

働いてるけど…辛い！」、「男性社員にはわかってもらえな
い」という女性の声を、「身体の辛さが軽減された」、「周
囲に理解してもらえるので、居心地が良い」に変えるため
に、次のプログラムを提供します。
詳細については、各企業様を通じて案内します。

女性の健康課題支援サービス『FEMCLE（フェムクル）』
『デジタルウェルネスプログラム2021』

▶健保だより��2020年春号に掲載した記事もご参照ください。

■プログラムの流れ

対象者� 女性（被保険者）
プログラム開始時期� �2021年8月にファイザー被保険者を先行開始し、
� 他の事業主の被保険者に展開
費用負担� 健保全額負担

■その他の情報

問診
（希望者のみ）

女性特有の健康課題について、問題を把握します。問診結果は疾患項目（月経痛、過多月
経、月経前症候群、更年期障害）の重症度に応じてA～Eの5段階評価を行い、本人のみにお
戻しします。（会社や健保には問診結果は共有されません）

専門医への相談、医療機関の紹介を行います。医療・改善機会の提供

教育 教育コンテンツを提供します。「正しい知識」を習得することで行動変容のためのきっかけを
提供します。

出典：経済産業省ヘルスケア産業課

1女性特有の健康課題を改善するための支援プログラム
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医療現場ではAIによる画像診断支援や手術支援ロ
ボ、介護現場ではリハビリ支援ロボットなど、デジタルヘ
ルスケアが実用化されています。
身近なところでは、Apple�WatchやFitbitなどの腕
時計タイプのウェアラブル端末によって、歩数、心拍数、
心電図、血圧、体表温度、睡眠状態などのデータ測定が
容易になり、そのデータを健康維持・増進に活用すること
ができるようになりました。
昨年、ファイザー健康保険組合とファイザー株式会社

は共同で、ファイザー株式会社の約500名の社員に協力
いただき、ウェアラブルデバイスと体組成計を用いて、健
康アプリを介した健康維持・改善プログラムのパイロット
を実施しました。結果は、ニューノーマル環境下における
健康の維持・増進に対し、非常に有効であることが示さ
れました。
そこで、今回、ファイザー健康保険組合では、生活習慣
改善プログラムとして、本格導入します。
詳細については、各企業様を通じて案内します。

2 デジタルウェルネスプログラム2021

＊こちらに掲載の内容は、本番稼働までに変更される場合があります。
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▶ 免疫ができるまで2週間程度※かかるため、その間
に新型コロナに感染する可能性がある

　※ファイザー社製は２回目の接種後7日程度以降、モデルナ社製
は2回目接種後14日以降。

▶ 新型コロナワクチンの「感染そのものを予防する
効果」「他の人への感染を防ぐ効果」については、
まだ明らかになっていない

▶ワクチンでできた免疫をすり抜ける変異株が出て
くる可能性がある

接種後も感染対策が必要な理由

●こまめに水分補給
●他人と距離を十分(2m）とれる涼しい場所
　でマスクを外して休憩
●マスクをしているときは、運動の強度を
　落とす

●目安は30分に1回、数分
間程度

●対角線上にある窓やドア、
2箇所を開ける

●外に向かって空気を出す
ようにサーキュレーター・
扇風機をおくと効果的

手洗い・手指消毒、
密集・密接の回避も
忘れずに！

屋外であっても、人と会話するときはマスク着用。
しぶきの吸い込みを防止する効果は不織布マスクが最も
高いですが、しぶきの飛び散りは、不織布マスク、布マスク
ともに、8割程度カットできることがわかっています。

※フェイスシールドやマウスシールドは、単体では、飛沫の飛び散り防止・
吸入防止効果はほとんど期待できません。
※健康上の理由等でマスクができない場合は、十分に距離（2m以上）を
とってください。

マ ス ク
換気の悪い密閉空間では、細かいしぶき（マイクロ
飛沫）がしばらく空気中をただよい、感染の原因に
なる可能性があります。エアコン使用中もこまめに
換気を。

換 気

特に気をつけたい2つのポイント

暑い日や
運動する
とき

ゼロ密

不織布マスクでも、すき間があると効果激減。
鼻～あごまでぴったりフィットさせること。

由来
感染力
（従来比）

重症化
しやすさ

アルファ株
イギリス

約1.3倍

入院・死亡リスクが
高い可能性

ベータ株
南アフリカ

5割程度
高い可能性

入院時の死亡リスクが
高い可能性

ガンマ株
ブラジル

1.4～2.2倍
高い可能性

入院リスクが高い
可能性

デルタ株
インド

高い可能性

入院リスクが高い
可能性

＊国立感染症研究所および厚生労働省資料をもとに作成

■日本国内で確認された主な新型コロナウイルス変異株
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いまだ世界各地で猛威をふるっている新型コロナウイルス。
新型コロナウイルス収束に向けての重要なカギとして期待されるワクチンの接種も少しずつ進んでいますが、
しばらくは「With コロナ」の生活が続きます。正しい知識をもって、自分と周りの人を守りましょう。

出典：厚生労働省「データからわかる�新型コロナウイルス感染症情報」

感染者数（累計） 1,040,009人
出典：厚生労働省「データからわかる�新型コロナウイルス感染症情報」

死亡者数（累計） 15,290人

日本で最初に新型コロナウイルス感染症患者が報告
されたのは、2020年1月。その後、感染は拡大を続け、
2021年8月6日には累計感染者数は100万人を超えま
した。感染の急拡大が進む中で重症患者も増加し、医
療体制のひっ迫などの問題も起きています。
重症化する人や死亡する人は以前と比べて少なくなっ

ていますが、重症化や死亡の割合は、高齢者は高く、若

者は低い傾向にあり、重症化は約1.6％（50代以下で
0.3％、60代以上で8.5％）、死亡は約1.0％（50代以下
で0.06％、60代以上で5.7％）となっています。（2021�
年8月現在）
また、基礎疾患（COPD、腎臓病、糖尿病、高血圧、
心臓病、肥満）のある人や喫煙者は、重症化のリスクが
高いことがわかっています。

国内の感染の広がり

■国内の感染者数（累計） 2021年8月9日現在 ■国内の死亡者数（累計） 2021年8月9日現在

ワクチンや治療薬の開発や普及が急ピッチで進められ
る中、ウイルスの遺伝情報の一部が変化して新たな性質
を持った「変異株」が世界各地で確認され、とくに日本で
はデルタ株の急激な拡大が見られます。ウイルスが変異

すると性質も変化することがあり、新型コロナウイルス
の変異株についても、高い感染力や重症化しやすい特
徴を持つと言われています。

「変異株」拡大に警戒が必要

新型コロナウイルス感染症の現状と対策新型コロナウイルス感染症の現状と対策
ワクチンは、からだの免疫力をつけ、感染症に対する
抵抗力を強くするためのもので、新型コロナウイルスワ
クチンも開発や実用化が進んでいます。
2021年8月現在、国内では2種類のワクチンが接種

されており、2022年2月末までを目途に順次、接種が
進められています。

新型コロナワクチンの有効性は、発症予防効果は約

95％、また重症化を予防することも確認されています。
また、少なくとも６カ月は効果があることがわかってい
ます。
変異株に対しても十分に作用すると報告されています

が、南アフリカ型やブラジル型などの一部の変異株には
効き目が低下するというデータもあるため、引き続き有
効性の確認が必要です。

ワクチンについて

「ワクチンを打てばもう感染対策は不要なのでは？」と
思いがちですが、そういうわけではありません。右記の
理由から、引きつづき感染対策が必要です。
なお、新型コロナ流行以前の生活に戻れるのは、一定
以上の人が免疫を持ち、感染が広がりにくくなる「集団
免疫」を獲得してから。どのくらいの割合が免疫を持て
ばよいかは感染症によって異なりますが、新型コロナウ
イルスの場合は7割〜 9割の人が免疫を持つ必要があ
ると考えられています。

ワクチンを打っても感染対策は必要



https://myna.go.jp/

マイナポータルへの登録が必要です。あらかじめ市区町村で
設定した暗証番号（数字4桁）をご用意ください。

スマホの場合 パソコンの場合

マイナンバーカードを保険証として利用するには?

マイナポータル 検索

※パソコンの場合、ICカードリーダーが
　必要です。

健保組合からのお知らせ

　オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号を使うことにより、医療機関・薬局等
において瞬時にみなさんの加入者資格がわかるしくみです。導入が遅れていましたが、2021年10月より本格運用開始と
なります。
　実際には、医療機関・薬局の受付で保険証機能を搭載したマイナンバーカードをカードリーダーにかざすなどして使用
します。今までの保険証も使用できますが、将来、下記のように健診情報を閲覧できるなどのメリットもありますので、この
機会にマイナポータルに登録し、手続きされることをおすすめします。

保健医療情報 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

健
診
・
検
診
等
情
報

特定健診

事業主健診（40歳未満）

自治体検診

予防接種

薬
剤
・
医
療
機
関
等
情
報

薬剤情報

電子処方箋情報

医療機関名等　　
手術・透析情報等 　
医学管理等情報

■マイナポータルを通じて閲覧できる保健医療情報（抜粋） ※厚生労働省「データヘルス改革に関する工程表について」

2021年10月〜 閲覧可能

 2022年度早期〜

2022年夏〜

2022年夏〜

2017年6月〜

2021年10月〜

閲覧可能 2023年度中〜

※2017年6月以降の定期接種歴
※可能な限り早い段階で、新型コロナワクチンについても閲覧可能に

がん検診、骨粗鬆症検診、
歯周疾患検診、
肝炎ウイルス検診

子どもの定期接種、
高齢者のインフルエンザ、
肺炎球菌など

レセプトに基づく過去の
処方・調剤情報

リアルタイムの処方・
調剤情報

閲覧可能

閲覧可能

閲覧可能

閲覧可能

閲覧可能

オンライン資格確認が本格スタート2021年10月から（予定）
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できれば顔を見て話そう

　メールによる文字だけのやり取りだと、誤読やきつい
印象を与えるなど小さなトラブルの原因になることが
あるかもしれません。メールの意図が正しく伝わる確
率は50%という研究結果もあります。可能であれば、
Web会議などで顔を見て話しましょう。

□ いつもよりささいなことでも
　 連絡を取り合う
□ お互いの状況や気持ちも共有する
□ 困ったことは上司や同僚に相談する
□ 感謝の言葉を積極的に伝える

　新型コロナウイルス感染拡大対策として在宅勤務を行う人が増え、生活リズムやコミュニケー
ションの変化などによりストレスをかかえることが多くなっています。
　困ったことはすぐ相談するなど、積極的にコミュニケーションをとるようにしましょう。

も忘れずにス ト レ ス 対 策

ストレスや精神的な不調を感じたら、一人で抱
え込まずに誰かに相談することが大切です。
同僚や上司、勤務先の担当者や産業医などに
相談しましょう。

精神的な不調を感じたら…

孤独感や不安感からくる
ストレスがたまる

テレワークうつに
なることも

認識のずれや誤解が生じやすくなる 業務効率や生産性の低下
業務の状況や成果が把握されづらい 評価につながらない

こんな懸念も…

コニュニケーション不足でおこること

　在宅勤務でも、メールや電話、Web会議などを通して「報告・連絡・相談」は大切です。情報の共
有や意見の交換は積極的に行い、トラブルや困ったことが起きた場合、一人で抱え込まないようにし
ましょう。
　また、相手と接する機会が少ない在宅勤務だからこそ、感謝の言葉を忘れずに。相手に安心感を
与えるだけでなく仕事をがんばろうというモチベーションにもつながります。

職場の人との『報・連・相』は密に

在宅勤務のコミュニケーションのポイント



　ファイザー健康保険組合では、新型コロナ感染拡大防
止対策として、職員の在宅勤務を実施しているため、問
い合わせや業務について、次のような取り扱いとさせて
いただきます。
　ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほど、
何卒、よろしくお願い申し上げます。

1 お問い合わせ
　原則、健保ホームページからの「お問い合わせ」経由
のみとさせていただきます。
　＜http://www.pfizer-kenpo.or.jp/＞の最下段に
入口がございます。
※�電話は常時、留守番電話とさせていただいております。出社時の
確認になるため、返信に時間がかかります。お急ぎの場合はホー
ムページの「お問い合わせ」をご利用ください。

2 一部の業務の遅延
　オフィスに出社して行わなければならない業務につき
ましては、通常よりお時間をいただいております。すぐに
対応できない場合がありますので、お早めに申請いただ
きますようお願いいたします。
・被保険者証や限度額適⽤認定証などの発行
・被扶養者の認定
・保険給付⾦の⽀給　など

3 今後の業務体制
　母体企業であるファイザー株式会社の出社方針にした
がって職員は概ね在宅勤務となっております。現時点で
今後のスケジュールは未定です。変更がある場合は、健
保ホームページに掲載させていただきます。

健保へのお問い合わせ方法、業務遅延等について

健康保険組合のホームページが新しくなります！  C
oming Soon!

重 要

ファイザー健康保険組合では、「よりわかりやすい、そして使いやすいホームページ」へリニューアル予定で
す。情報量も増やし、欲しい情報がすぐに手に入る仕掛けも導入予定です。
健康保険の仕組みや各種保健事業のご案内等々、みなさまの健康づくりに役立つ情報を盛りだくさん掲載
していきます。
オープンの時期については、今秋を予定しておりますが、日程が決まり次第改めてご案内させていただきます。

「手続き・申請から探す」
の画面から9種類の選択1

情報検索のための便利なタ
ブを3種類ご用意いたしま
した。

3種類のタブで簡単検索！

「給付から探す」のタブで
は10種類2

「用語から探す」のタブで
は11種類3

各種保健事業関係の情報が
まとまっています。

チャットボットでもお答えい
たします！

アクセスランキングを導入。
トレンドの情報がすぐにわ
かります

もちろんスマートフォンからも
ご覧いただけます！�ぜひブッ
クマークにご登録ください。

　受診者の年齢や病気等によっては医療費の一部または全部が
公費でまかなわれる場合があります（乳幼児医療・小児慢性特定
疾患・難病や特殊疾病による特定疾病医療費助成制度・自立支援
医療費制度・障害者総合支援法に基づく医療制度等）。公費支
給がある方については、当健保組合の付加給付制度との確認を
行っております。
　医療費助成制度を受けており、「医療証」や「受給者証」といっ
た証書をお持ちの方は、ファイザー健保組合ホームページの申請
書ダウンロードより「医療費助成制度該当届（新規・更新・変更・終
了）」を記載いただき、証書の表と裏のコピーを添付のうえ、メール
にてご提出をお願いいたします。証書の年度更新等により、有効
期間が変更となっている場合も、改めてご提出ください。

公的な医療費補助を受けている方はお知らせください

　商品は126品目、当健保組合加入者限定価格でのご案内です。中には「セルフメディケーション税制（医療費控除の特
例）対象の商品もあります。
　購入金額4,000円以上の場合は送料無料（4,000円未満の場合は500円）となります。
　郵送（同封のご案内）またはファイザー健保ホームページよりお申込みください。
　次回は来年の春を予定しています。
●ファイザー健保組合ホームページ申込　▶︎ ID：pfizer パスワード：kenpo
●郵送申込：12/6（月）必着

秋の家庭用常備薬斡旋販売を行います  申込締切 12/6（月）  同封チラシ参照

　2021年1月大雪、7月、8月大雨などにより、災害救助法の対象
となった被災者の方は、医療機関での窓口負担が免除される場
合があります。
　対象の方は、ファイザー健保組合ホームページ最下段の「お問
い合わせ」経由でご連絡をお願いいたします。

災害救助法の適用を受けている方はお知らせください
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　「医療費のお知らせ（医療費通知書）」「保険給付金支給決定通知書」は、「す
こやかサポートパーソナル」のWebサービス（おしえて！ わたしの医療費・お薬代）
にて提供しております。通知書の掲載期間は、過去2年分となります。必要な情報
はご自身で保管いただきますようお願いいたします。
＊ 医療費通知書…… 1ヵ月の間に外来・入院・施術等を受けた医療機関・調剤薬局

等の明細（診療月の3ヵ月以降に掲載）
＊支給決定通知書… 健保組合で支給決定した給付金明細
　　　　　　　　　ご利用につきましては、ファイザー健保組合ホームページの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　よりご確認ください。

「医療費通知書」「支給決定通知書」について



……

1

インフルエンザ予防接種が始まります
子宮頸がん・肺炎球菌・風疹（MRワクチンを含む）の補助申請も可能です

KENPOSを通しての補助金申請…ご自身のかかりつけ医で接種＆会計した場合

東振協契約医療機関で接種した場合

予防接種を受けるまでの流れ

申請方法の流れ

集合接種

❼利用券を印刷�
対象医療機関に保険証
と一緒に持参

❻送信（利用券表示）ボタン
をクリックし、データ送信、�
ＰＤＦを表示させる

❺記号、番号、利用者氏名、
利用者フリガナ、生年月日
等を入力後、「確認画面へ」
をクリック院内接種

❹院内接種…都道府県及び医
療機関を選択

　集合接種…会場を選択

❸該当の接種方法名が表示されて
いることを確認し、保険者番号
「06133334」を入力❷‒1該当の接種方法をクリック

＊�当健保組合員については院内予防接種
または集合予防接種の２択となります

※�希望の医療機関への
　予約が必要となります。 ❷‒2 発行申し込みボタンをクリック

❶ファイザー健康保険組合ホームページ

❷

こちらに
掲載されます

⃝�KENPOSにログインするには初期登録が必要
です。

⃝領収書は原本のみ、返却不可です。
⃝�医療機関窓口で接種費⽤の全額を⽀払い、接種
後にKENPOSから補助⾦を申請してください。

⃝�申請書の郵送代は個人負担となります。郵便
事故も散見されるため簡易書留を推奨します。
また領収書は必ずコピーを取っておいてくだ
さい。
⃝�申請は年度内にご家族まとめて1回のみとな
ります。（複数不可）

⃝�当日は「利⽤券」と「保険証」を�
持参してください。 院内予防接種…2021年10月1日〜2022年2月28日

　　　　　　　（申込受付：2021年9月2日〜）
集合予防接種…2021年11月2日〜12月15日  
　　　　　　　※土日のみ（申込受付：2021年9月2日〜10月31日）

※ 各ワクチンの申請回数は種類毎に年度内1回です。ワクチン毎にまとめて。
　必ず被保険者がご家族分を併せて申請してください。

❻申請書出力画面が出たら印刷。領収書を添付し、申請書送付先（イーウェル）へ送付

印刷

❺申請入力内容を確認し、
　「申請登録」をクリック

過去の申請履歴が
表示されます。

クリック

❸申請TOP画面の「次へ」をクリック ❹必要情報を入力し、「次へ」をクリック

❷�KENPOSトップ画面上部にある
メニューバーの『予防接種補助
金申請』ボタンからアクセス ①『日中連絡先』と

　『連絡可能時間帯』を入力

『接種氏名／カナ』・ 『接種日』・
『費用（税込）』を入力
4つの予防接種の中から『予防
接種名』を選択

③クリック
【申請書出力画面】

領収書記載項目
①接種者の個人名（フルネーム）　②接種年月日
③医療機関の住所・名称・領収印
④接種費用　⑤予防接種代を示す記載

領収書（原本）添付

①入力内容を
　確認してください。

②『個人情報の取扱いに同意する』に
　チェックし、『申請登録』をクリック

お問合せ先
一般社団法人
東京都総合組合保健施設振興協会

TEL：03-5619-4121　
平日 9：00-17：00（12/29～1/3を除く）医療機関窓口で支払いが

一切発生しない
おススメ
ポイント1 おススメ

ポイント2 KENPOSポイントがたまる
（1,000健康ポイント／家族）

クリック

お問合せ先
株式会社イーウェル　健診事務センター

TEL：0570-057-054
平日 9：30～17：30（12/29～1/4を除く）

〒699-0203　
島根県松江市玉湯町
布志名767番31
株式会社イーウェル　
予防接種担当

申請書送付先

インフルエンザ…2021年10月1日〜2022年2月28日
インフルエンザ以外３種…通年

接種期間

インフルエンザ…￥3,960/1回接種、¥7,920/2回接種（13歳未満）
子宮頸がん…接種費用全額（1人につき最高3回）
肺炎球菌…接種費用全額
風疹（MRワクチンを含む）…合計1万円まで（1人につき最高2回）

補助額上限

インフルエンザ…2021年10月1日〜2022年4月30日必着
インフルエンザ以外３種…通年

申請期間

接種期間

インフルエンザ

インフルエンザ・子宮頸がん・肺炎球菌・風疹（MRワクチンを含む）対象予防接種

対 象 者 当健保組合の保険証をお持ちの被保険者・被扶養者

接種（申請）
方法

インフルエンザ予防接種………下記1または2の方法
インフルエンザ予防接種以外…下記2の方法のみ

❶ファイザー健康保険組合ホームペー
　ジのKENPOSバナーからアクセス

対象予防接種

❻

❺
❸

❸

おススメ！

2
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2021年7月8日（木）に第136回組合会がWeb 会議システムを使用して開催され、
2020年度の決算が承認されました

（単位：千円）

収  入 予　算 決　算 過不足
（△印不足額）

介護保険収入 837,001 888,301 51,300
繰越金 32,931 32,931 0
国庫補助金受入・雑収入 14 1,482 1,468
収入合計 869,946 922,714 52,768

（単位：千円）

支　出 予  算 決  算 過不足
（△印残額）

介護納付金 737,832 737,677 △155
介護保険料還付金 150 550 400
その他 131,964 0 △131,964
支出合計 869,946 738,227 △131,719

決算残額 184,487

（単位：千円）

収　入 予　算 決　算 過不足
（△印不足額）

保険料等収入 4,890,640 4,974,120 83,480
その他収入 27,331 42,638 15,307
収入合計 4,917,971 5,016,758 98,787

（単位：千円）

支　出 予  算 決  算 過不足
（△印残額）

保険給付費 1,899,343 1,624,073 △275,270
納付金 1,333,112 1,361,412 28,300
保健事業費 358,619 279,906 △78,713
その他（予備費含） 1,326,897 194,284 △1,132,613
支出合計 4,917,971 3,459,675 △1,458,296

決算残額 1,557,083

2020年度

一般勘定 ⃝�収入は、50億1,676万円（対前年2.6%減）となりました。その収入の98%は、保険料等収入
49億7,412万円（対前年2.6%減）が占めます。

⃝�支出は、34億5,968万円（対前年6.7%減）となりました。新型コロナウイルス感染を懸念した
医療機関への受診控えもあり、保険給付費16億2,407万円（対前年10.0%減）と減少しました。
その他には、納付金・支援金納付金等13億6,141万円（前年比6.1%減）などがあり、収支とし
ては15億5,708万円の黒字となりました。
⃝�今後増加していく国への納付金に備えるために、残金処分として15億5,661万円を別途積立金
として積み立て、47万円を財政調整事業繰越金といたしました。

2020年度決算の収支

介護勘定 ⃝�収入は、9億2,271万円となり、介護保険料収入8億8,830円（対前年96％増）、前年度繰越
金3,293万円と利子収入等でした。

⃝�支出は、7億3,823万円であり、主な内訳は介護納付金7億3,768万円（対前年37％増）、介
護保険料還付金55万円でした。

⃝�収支は1億8,449万円の黒字となり、残金処分として同額を2021年度予算に繰越します。

2020年度決算の収支

その他
382万円 
0.1%

支出総額
34億5,968万円

収入総額
50億1,676万円

後期高齢者支援金
11億2,190万円

前期高齢者納付金
2億3,947万円

納付金 13億6,141万円

退職者給付
拠出金等
4万円

保険料等収入
49億7,412万円 
99.2%

その他
4,264万円 
1.8%

39.4%

疾病予防費
2億6,743万円

保健事業費  2億7,991万円

その他
1,248万円

保険給付費 16億2,407万円

法定給付費
15億3,890万円

付加給付費
8,517万円

46.9%

　8.1%

7.0%7.0%

32.4%

0.0%

7.7%
0.4%

44.5%

2.4%

事務費　
1億1,680万円 
3.4%
財政調整事業拠出金　
7,366万円 
2.1%

介護保険収入
8億8,830万円

介護納付金　
7億3,768万円

3.6%

96.3% 99.9%

繰越金
3,293万円

0.1%
介護保険料還付金

　55万円

0.1%
その他
148万円

収入 支出

⃝�介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度
で、対象となる人（市区町村で要介護認定を受けた人）は介護サービスを利用できます。
⃝�健保組合は、健保組合に加入している40歳以上の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険
料の徴収を代行しています。

介護保険の仕組み

高齢者の医療費は国民医療費全体の6割を超え、年々増加しています。75歳以上の高齢者が加
入する後期高齢者医療制度と65歳以上74歳以下の高齢者が多く加入する市町村国保等への財
政調整に、健保組合は納付金を拠出して財政支援をしています。高齢者医療費は、私たち現役世
代の健康保険が支えるしくみになっています。
団塊世代が後期高齢者に到達し始める2022年度から、全員が後期高齢者になる2025年度にか
けて、後期高齢者の医療費が急増することが見込まれています。当健保では、保険料率を2015
年度に9.4％に改定して備えておりますが、当時の予測よりも、保険料収入の増加や国への高齢者
医療制度の納付金額の増加がゆるやかなことなどから、当初の予定よりも別途積立金が増加して
おります。

私たち現役世代が高齢者医療制度を支えています

また、厚生労働省保険局保険課長通知の指導方針に基づいて、関東信越厚生局による実地指導監査（総合監査）が6月
に実施されました。
改善が必要との指摘項目はありましたが、概ね良好な事業運営が行われていることが確認されました。

決算をお知らせします
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