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「Salu!」とは、スペイン語の「salud」という単語の造語で、平成 20 年に新誌名を公募し、たくさんの応募をいただいた
中から決定しました。「salud」は、「健康」という意味があり、スペインでは乾杯をするときに「健康でいられますように」
との願いを込めて「salud」と言うそうです。『Salu!』を読んで健康になりましょう♪

って？

　あけましておめでとうございます。
　加入者の皆さまにおかれましては、すこやかに新年を迎えられたこととお慶び申しあげます。また、日ごろより
当組合の事業運営につきまして、多大なご理解とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。
　世界でもトップクラスの長寿国であるわが国では、平均寿命が延び続け、この５０年間で１２年以上も長くなって
います。この長寿の実現には、医療技術の発達とともに、誰もが安心して医療が受けられる国民皆保険制度が寄与
しており、日本が誇るべきことです。
　昨年は５月に、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（医療保険制度
改革関連法）」が成立しました。その内容は、国民健康保険および協会けんぽの財政基盤安定化を図るものが大半
でした。持続可能な医療保険制度への見直しを求める全国の健康保険組合と健保組合の上部団体である「健保連」に
とっては、改革というには厳しい改正でした。

　当組合では、収支改善のため効率的な事業運営を図る一方で、現役世代に過重な負担を強いる高齢者医療制度の負担
構造の見直しを「健保連」を通して、求めてまいりました。今後も、平成２９年４月の消費税増税に向けて、税財源
を高齢者医療制度に投入するよう働きかけを継続するとともに、２年目を迎えるデータヘルス計画＊の推進やマイ
ナンバー制度＊実施への対応など、皆さまの健康と安心を支え、業務にまい進する所存です。
　総合健診については、気を緩めることなく引き続き、積極的な受診奨励策を展開してまいります。また、健康サポート
につきましては、被扶養者の個別支援を中心に展開し、当健保の特徴である「対象者の希望に沿った支援」で、生活
習慣の改善に取り組み、皆さまの健康維持・増進をよりいっそうサポートしていけるよう、事業展開を行なっていく
予定です。
　また、保養所につきまして、長らく休館していたＩＨＩグループ蓼科山荘は、昨年７月から再開しました。シーズン
の時期も重なり、７月と８月の部屋稼働率が約５割となり、順調な滑り出しとなりました。ＩＨＩグループ伊豆高原荘
は、３ヵ年の改修工事がすべて完了し、昨年１１月にリニューアルオープンしました。ご利用者からは、施設、料理
ともにたいへんご好評をいただいています。皆さまのご利用をお待ちしています。

　今年は、診療報酬改定や入院時食事代の引き上げ、紹介状なしで大病院を受診した際の定額負担の実施など、医療
にかかわる制度変更が行なわれます。今後さらに高齢化が進展する中で、限りある医療財源を効率的に利用していく
ため、医療費節減の精神にて、ご協力くださいますようお願いいたします。
　最後になりましたが、本年が皆さまにとって幸多き一年となることを祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。

＊「データヘルス計画」
　安倍総理の「日本再興戦略」において、「すべての健康保険組合に対し、レセプト（診療内容の詳細）等のデータの分析、それに基づく加入者の
健康保持増進のための事業計画としての「データヘルス計画」を作成・公表・事業実施・評価等の取り組みを求める」ことが掲げられており、そ
の計画を各健康保険組合が策定し、実施していくもの。

＊「マイナンバー制度」
「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」、「行政の効率化」のため、国民一人ひとりがマイナンバー（個人番号）を持ち、社会保障・税・
災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続きに利用することを目的としている制度。

新年のご挨拶
I Ｈ I グループ健健康保険組合
　  理事長　長野　正史

2



➡ お問い合わせは、15 ページ（総務グループ）をご覧ください。

クロスワード

頭の 体 操

クロスワードを解いてA～Ｅを
つなぐと答えになります。

（出題／福永　良子）

❖ヨコのカギ
① がんばって困難を乗り越えること
④ 夜明けから昼になるまでのあいだは…
⑥ 照度の単位で、記号は lx
⑦ 人の体も沈まない塩湖として有名
⑧ 行儀、礼儀作法を英語でいうと
⑩ もり蕎麦はなににつけて食べる？
⑫ 出ていなければ店は閉店中
⑭ 野球でエースといえば主戦○○○○
⑮ 諺によれば、月がかぶっていれば、翌日は雨
⑯ 建物の落書きは町の○○○を損ねる行為
⑱ 異物を飲み込んでしまう事故のこと
⑲ ヨコ⑱の事故、子供ではこれが１番多くて危険！
❖タテのカギ
① 手続きをすれば、この装具の購入費用の一部は療養費と

して戻ってきます
② 日本風の掛け算の暗記法といえば？
③ 日本家屋内で使われる間仕切り兼引き戸
④ 止まれ！ の信号の色といえばこれ
⑤ 要治療といわれても、受けない人は案外多いもの
⑦ エンドマークが出るのは、映画のラスト…
⑨ ５本のうちでは１番長い、という人が多数派
⑪ 柳の下、うらめしやといったら…
⑬ 夏や年末などの長期の休暇
⑰ 将棋の駒の一つで、斜めに動くことができます

●資　格　被保険者および被扶養者の方
●応　募　中とじの返信用ハガキに、次のことをご記入のうえ、お送りください。
　　　　　①冬号のクロスワードの答え　②アンケート　③ご意見・ご希望
●締　切　１月３１日（日）（当日消印有効）
●賞　品　正解者の中から抽せんで２名様に記念品をお贈りします。
　　　　　なお、当せん者の発表は記念品の発送をもってかえさせていただきます。
●注　意　応募は一世帯一通とします。

※�応募により取得した個人情報は、クロスワードの抽せん・記念品の発送のみに
使用いたします。

応　募　規　定

※蓼科山荘・伊豆高原荘・全国契約保養所で使用できます。
　契約保養所の場合、ご利用できる施設に制限があります。

今回は
保養所ペア宿泊券

（一泊２食付）２組！

本号から！
クロスワード正解者の中から抽せんで

　　　　　　　記念品をお贈りします
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「初申祭」が行なわれます。また、猿を神の使いと
する神社は全国に点在しており、東京・日枝神社や
滋賀・日吉大社では、猿を「神

ま

猿
さる

」と呼び、「魔が
去る」「勝

まさ

る」に通じることから、厄除けや必勝祈
願のご利益がある縁起のよい動物としています。
　福岡・猿田彦神社では、６０日ごとに巡ってくる
庚
かのえ

申
さる

の日に「庚
こう

申
しん

祭
さい

」を行ない、猿の面を授けてい
ます。これを玄関に掛けると、災難が去り、幸運が
訪れるという縁起物です。
　申年の新年、悪いことは去り、勝負に勝てる１年
になりますように。

　申
さる

は、十二支の９番目、月では旧暦の７月にあた
ります。方角では西南西、時刻は午後３時から午後
５時までが申刻となります。「申」の字には、まっ
すぐに伸びる意味があり、動物では猿があてられて
います。

　「富士山は申の日に現
れた」との故事から、
猿は神の使いとされ、
富士山本宮浅

せん

間
げん

大社な
どでは、４月の最初の
申の日に、豊穣を祈る

2016年

神の使い「まさる」

干支の話 申



保健師の
『へるしーあい』
保健師の

『へるしーあい』

第27回

子どもの誤飲事故  薬が１位!
ついにタバコを抜いた!!

誤飲とは？ 異物がのど（咽頭～喉頭）を経由して

食道よりも下に入ったことを「誤飲」といいます。

その１ 最近の誤飲の特徴は ?

子どもによる医薬品の誤飲事故に注意！ （代表的な４事例）

誤飲の予防策 医薬品保管の注意ポイント

誤飲したときの処置方法

その2 何歳くらいの子に多い？

モニター病院９施設の小児科が報告した531件中、医薬品・医薬部外品が96件と、

前年度57件から大幅に増加し、初めてタバコの94件を抜いて1位になりました。

　自分でフタや包装をあけて薬を取り出せるようになる

1～2歳児で誤飲が多く発生しています（64％）。

　薬の形では、錠剤が 50.7％と最多、次いで塗り薬

22.5％、水薬10.1％。

　誤飲は子ども自身によるものが9割近くで、残りは親や

保護者らの飲ませ間違いや薬の取り違えなどでした。

（子どもが開けにくいように工夫された容器のことです）

安全キャップ キャップカバー

ＩＨＩ播磨病院	 診療技術部　部長
神戸薬科大学	 臨床教授
一般社団法人	 兵庫県薬剤師会副会長

西田英之薬剤師のコメント

〔監修〕ＩＨＩ播磨病院　診療技術部　部長・神戸薬科大学臨床教授・一般社団法人兵庫県薬剤師会副会長
　　   西田英之薬剤師

（一般社団法人　日本病院薬剤師会）

「厚生労働省　平成 25 年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」

●誤飲した物に応じた処置方法

消化されない物

消 化 さ れ る 物

1 子どもが踏み台を
持ってきて、手に
取ったと推定され
る事故

1 子どもの手の届かない、見えないところ、
鍵のかかるところに保管しましょう

3 兄の治療中に弟が誤飲した事故

3 子どもの前で薬を服用するところを
見せないようにしましょう

2 置き忘れを誤飲した
事故

2 水薬を冷蔵庫に保管する際には、ドア棚など
にジュースと一緒に並べて保管するのはやめ
ましょう

4 甘い味のする水薬を大量に誤飲した事故

チャイルドレジスタンス容器

1～ 2歳児
64％

その他の年齢
36％

医薬品・
医薬部外品

96

プラスチック
製品

60

金属製品

50

電池

20

化粧品

17

タバコ

94

玩具

51

硬貨

25

食品類

19

洗剤類

16

（件）

（上位 10 品目）

小児の誤飲事故

誤飲した年齢

硬貨・ボタン　　　　　　 ➡ 便として出てくるのを待つ
画びょう・針・ボタン電池  ➡ 医療機関へ

タバコ、医薬品、石鹸など ➡ 吐かせてから、医療機関へ

意識なし、けいれんを起こしている  ➡ 救急車を呼ぶ

意識あり、呼吸・脈拍に異常なし　  ➡ 症状がある場合は医療機関へ

子どもの誤飲、薬が最多　タバコを初めて上回る

1 ～ 2 歳児の誤飲が多い

下

に押
しながら回す

　

し

っ
かりとし

め
る

下に押しながら回さないと
キャップが開かない

フタの側面を強くつまま
ないとキャップが開かない

「厚生労働省　平成 25 年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」

➡ お問い合わせは、15 ページ（健康推進グループ）をご覧ください。

ピンポン玉より小さい
ものは注意が必要

子どもが医薬品を誤飲したとき

【相談機関】
　中毒 110 番・電話サービス（一般専用）
◦つくば中毒 110 番
029-852-9999
（365日　９時～21時対応）

◦大阪中毒 110 番
072-727-2499
（365日　24時間対応）

保護者が ➡  相談機関に  ➡ 連絡する
　小児の医薬品等の誤飲が多く発生し、入院に
至るような重い中毒症状を起こす向精神薬等の
誤飲も発生しています。
　特に０～２歳の小児は製薬会社がどんなに包
装等を改善しても誤飲します。また子どもの成
長によって変動する行動特性も考えておかなけ
ればいけません。家庭での適切な保管・管理を
お願いします。
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平成27年度　IHIグループ総合健診

○○病院 △△病院

早期発見 チャンス 精密検査は、どのくらいの人が受けているのでしょうか？

乳がん・子宮がん検査の結果に「要精密検査」と書かれていると不安になりますよね。
でも異常があったからといって、「がん」と決まったわけではありません。

より詳しい検査を受けることで、本当に治療が必要かどうかの診断が確定します。

自覚症状がないからといって、検査結果を放置していませんか？

がんだったら
怖い…。

また
精密検査か…。

Ｉ子さん（30歳） H美さん（55歳）

精密検査は先延ばしにせず、早めに受けるようにしましょう。
先延ばしにした結果、病気が進行してしまうと、治療も長引いてしまいます。

せっかく受けたがん検査の結果は放置せず、あなたの未来のために活かしてください。

※精密検査の結果、がん以外の病気と診断される場合もあります。
※精密検査には自己負担が発生しますので、医療機関に受診するときは、保険証を忘れずにお持ちください。
※がん検査の結果も併せて持参すると、受診の際に役に立ちます。

●	「しこり」を作らないがんも

発見可能

●	触診では発見できない早期

の小さながんや微小な石灰

化、また、「しこり」を作ら

ないがんも見つけることが

できます。

●	乳腺の発達した人や若い人

向き

●	しこりの良性・悪性が診断

できます。

が ん検査の受診者数の増加とと

もに、「要精密検査」や「要

治療」といった異常が発見される人

も年々増えてきています。

　７割を超える方々に医療機関への

受診をしていただいておりますが、

まだ３割近い人のがん検査の結果が

活かされていないのが現状です。が

んは知らず知らずのうちに大きく

なっていきますので、毎年がん検査

を受けることが大切です。

　異常が発見されたときは、早期に

治療を始めるため、また、精密検査

の結果で問題がないことを確認する

ためのチャンスととらえ、早めの受

診を心がけましょう。

初めて子宮がん検査を受け
てみたら、結果に「要精密

検査」と書いてあった。

毎年、乳がん検査を受け
ているが、いつも結果が

「要精密検査」となっている。
数年前に一度精密検査を受けて
いて特に異常がなく、自覚症状
もないので、それ以降は放置し
ている。

超音波
（エコー）
検査

マンモ
グラフィ
検査

状況 状況

◦乳がん検査の特徴◦

乳がん検査には2種類あり、それぞれ特徴があります。
どちらか１つを選んで受診してください。

Ｉ子さん、

精密検査を受けないと

「がん」なのかどうかはわかりません。

精密検査を受けずに怖がるよりも

受けて不安を取り除き

ましょう。

Ｈ美さん、

数年前に異常がなくても、

その後どうなっているかを

精密検査で確認

しましょう。

➡ お問い合わせは、15 ページ（健康推進グループ）をご覧ください。

　「がん」の発生する場所や種類（形）によっては、検査で見つ

けづらいことがあります。早期発見のため、年１回の乳がん検

査と、月１回の自己チェックをおすすめします。

●精密検査対象となった人のうち、
　受診した人とその割合

●精密検査を受診した人の割合を
　年代別にみると…

0 50 100 150 200（人）

89

161

170

189

67

128

129

143

2011年

2012年

2013年

2014年

75.28％

79.50％

75.88％

75.66％

0 50 10025 75

2011年

2012年

2013年

2014年

（%）

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

20歳代

70歳代

6 7no.102



ご利用をお待ちしています。
ぜひ、春夏とは異なる
“白銀の世界”をお楽しみください。

蓼科山荘に泊まろう！
～家族と、大切な方と、お友達と～

～蓼科山荘に到着～

～カラオケ・ダーツ・ビリヤード～ ～就寝～

遊び疲れたあとは、蓼科山荘でゆっくり
～夕食～

茅野

諏訪 IC

小津安二郎
記念館 蓼科

アミューズメント
水族館

白樺高原国際スキー場

蓼科テディベア
美術館

白樺湖

諏訪湖

車山高原
スキー場

世界の影絵・きり絵ガラス・
オルゴール美術館

至軽井沢・佐久

蓼科牧場

蓼
科
湖

20

152

142

ピラタス蓼科
スノーリゾート

I H Iグループ
蓼科山荘の看板

冬の長野で思いっきり遊んだあとは、リニューアルされた蓼科山荘でゆっくりと過ごしてみませんか？

1日目
自宅出発　　　　長野県入り　　スキー場到着　　蓼科山荘に一泊

芽田堀くんのお休み計画　～長野スキー旅行編～

～起床～2日目
２日目はどこに行こうかな？
まずは、朝ご飯！！

そのほかにも周りには
イロイロあるなあ～

スキーの
乾燥室が

あります。

高反発マ
ットレス

も貸出可

なお、長期連休の予約は『抽選』となります。詳細はけんぽホームページでご案内します。

ご利用料金（１泊２食付　小学生以上）　従業員・ご家族等
5,500 円（税別）　※入湯税150円が別途かかります。

予約開始日は「利用希望月の２ヵ月前の月初」からとなります。
　例 3 月 26 日に泊まりたい。⇒ 1 月１日から予約開始！
お電話で…

☎ 0266－67－6310（年中無休：9：00～18：00）

FAX で…

0266－67－6313（利用申込用紙はけんぽホームページからダウンロードできます）

蓼科山荘
予約方法

365日営業中

I H Iグループ

〒391-0301
長野県茅野市北山南山栗平ヨリ
三室大萱迄 4035 番 2645

➡ お問い合わせは、15 ページ（総務グループ）をご覧ください。

JR 茅野駅から
無料の送迎バスを
ご用意しています

長野県

※季節によって異なります。

蓼科山荘から一番近いスキー場はこちら

スキーやスノーボード以外にも、スノーシューや冬山登山も楽しめます。

＊スノーシューとは…
　雪の上で沈まず、歩ける「西洋版のかんじき」のこと

ピラタス蓼科スノーリゾート（北八ヶ岳ロープウェイ）

8 9no.102



手続きはお早めに！

健康保険の給付を受ける権利には時効があります。
療養費の場合は、療養に要した費用を支払った日の翌日（＝起算日）から２年間です。
２年を経過すると給付を受けられないので、すみやかに手続きしてください。

 領収証の日付が平成 27 年 12 月 25 日の場合

  起算日  平成 27 年 12 月 26 日  時　効  平成 29 年 12 月 25 日

療養費の手続きについて
病気やケガの治療のため、医師が治療上必要を認め、コルセット（治療用装具）等を作成
したときは、購入費用の全額を支払います。その費用は、後日、健保組合に申請すると費用の一部が戻っ
てきます。

最近、腰痛や足のしびれがあったから医療機関に受診したら
「腰椎椎間板ヘルニア」と診断され、コルセットを購入したんだけど…。
このコルセットは健康保険の対象にならないの！？

コルセット代は、「療養費支給申請書」で手続きをすると、購入費用の一部
が療養費として７割（未就学児は８割）戻ってきます。
（ただし、日常生活や職業上必要なもの、美容目的で使用するものは対象外です。）

どんな書類を用意して申請すれば、いいの？？

 申 請 書 類

 被保険者・家族　療養費支給申請書

 添 付 書 類

 装着指示書（装着部位等の内容が記載されているもの）

　または療養費支給申請書の医師の意見記入欄の証明

 領収証

 装具作成明細書

 傷病原因届

　（傷病名が外傷性の場合のみ提出　＜例：●●骨折・▲▲断裂　など＞）

 在 職 中 の 方：各会社担当課へ

 任意継続の方：健保組合へ郵送

次のようなケースも「療養費」として申請ができます

➡ お問い合わせは、15 ページ（適用給付グループ）をご覧ください。

立て替え払い

をしたとき

必要書類と提出先は
コチラです。

必 要 書 類
いずれも原本
が必要です

書類提出先

詳しくは、けんぽホームページ
http://www.ihikenpo.or.jp
をご参照ください。

療養費の申請ができるケース 給付割合 ※

（旅行先等で）保険証を
持たずに、医療機関に
かかったとき

支払った費用のうち、保険診療に準じて算出さ
れた額の７割（未就学児は８割）

9歳未満の子どもが「弱視」
「斜視」「先天性白内障術後の
屈折矯正」の治療で、眼鏡や
コンタクトレンズを作成・購入
したとき

上限の７割（未就学児は８割）
上限額
● 眼鏡＝ 38,461 円（税込）
● コンタクトレンズ＝ 16,139 円（１枚）（税込）

医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・
マッサージなどを受けたとき

基準料金の７割（未就学児は８割）

※支払った費用のすべてが給付対象になるとは限りません。

上記の申請の添付書類は、けんぽホームページを参照してください。

（ホームページからダウンロードできます）

療養費
一時的に費用を自分で立て替えて、後で健保組合から払い戻しの給付を受けることを療養費と
いいます。
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IHIグループ伊豆高原荘
リニューアルした施設や料理をいくつかご紹介します。

　平成元年に開設したＩＨＩグループ伊豆高原荘。
　皆さまに末永く愛される施設を目指し、平成 27 年 11 月にリニューアル工事が終わりました。

　

　

料　理

ラウンジ・食堂

玄関ホール

外　観

客　室 温　泉

新たな装いの施設と美食に満たされて、心身ともにリフレッシュしてみませんか

▲畳や壁紙など落ち着いた雰囲気に ▲温泉でのんびりと

▲夕食は旬の食材を使った料理が満載

▲皆さまがくつろげる空間に

▲�食堂床の変更、照明色の
統一など、より楽しい
食事ができるように

◀玄関ホールのイメージを一新

大室山

安全のために、避雷針や
窓の飛散防止フィルムを
設置したよ

リニューアル

➡ お問い合わせは、15 ページ（総務グループ）をご覧ください。

▲売店コーナーを設置

〒413-0232
静岡県伊東市八幡野1041-78

全自動開閉機能付きの
ウォシュレット完備

朝食は自家製干物
バイキング（３種）

生
いけ

簀
す

を設置して新鮮な
地魚をご提供します！

城ケ崎伊豆高原桜並木

12 13no.102

なお、長期連休の予約は『抽選』となります。詳細はけんぽホームページでご案内します。

ご利用料金（１泊２食付　小学生以上）　従業員・ご家族等
5,500 円（税別）　※入湯税150円が別途かかります。

予約開始日は「利用希望月の２ヵ月前の月初」からとなります。
　例 3 月 26 日に泊まりたい。⇒ 1 月１日から予約開始！
お電話で…

☎ 0557－54－2662（年中無休：9：00～18：00）

FAX で…

0557－54－1494（利用申込用紙はけんぽホームページからダウンロードできます）

伊豆高原荘
予約方法

365日営業中



■ IHI グループ健康保険組合　お問い合わせ一覧表
業務内容 連絡先／電話番号・ファミリーネット

健康推進
グループ

◦健康診断
◦健康サポート
◦健康チャレンジキャンペーン
◦健康教室

東地区・横浜地区・その他の地区 ０３－６２０４－８４０1

相生地区 ０７９１－２２－０６５１

呉地区 ０８２３－２１－７７５６

適用給付
グループ

健康保険の手続き
・健康保険証に関すること
・保険給付金の請求、支給に関すること
・限度額認定証の発行に関すること
・交通事故等に関すること　　　など

０３－６２０４－８４００
⑨－４０－８４００

総 務
グループ

保養所について
※ご予約は保養所へ

ＩＨＩグループ伊豆高原荘 ０５５７－５４－２６６２

ＩＨＩグループ蓼科山荘 ０２６６－６７－６３１０

その他 ０３－６２０４－８４００
⑨－４０－８４００

ＱＲコード

けんぽホームページ
http://www.ihikenpo.or.jp

平成28年４月から健康保険制度に

一部変更があります。

大病院に紹介状なしで受診すると、定額負担が必要に

標準報酬月額の上限額引き上げ

傷病手当金・出産手当金の算出方法

標準賞与額の上限額引き上げ

　現在すでに特別料金の負担がある病院もありますが、すべての大病院で定額負担が
求められます。保険診療分とは別に、一定の額を全額自己負担で病院に払うことが義
務化されます（救急等はのぞく）。

　健康保険料は、毎年４月から６月の平均給与を段階的な等級（標準報酬月額）に当てはめ計算されています。現在、
５万８千円から121万円までの47等級あり、この上限が139万円に引き上げられ、50等級となります。

　病気や出産で仕事を休み、お給料がもらえないときに「傷病手当金」「出産手当金」が支給されます。その支給
額の算出方法が、次のとおり変更となります。

健康保険料を計算する年間上限額が、540万円から 573万円に引き上げられます。

これを機に、自分に合う「かかりつけ医」を
見つけたほうがいいね！

現行

所得区分 負担額（１食）

一般所得 260円

低所得Ⅱ
（住民税非課税）

210円

低所得Ⅰ
（住民税非課税で一定所得以下）

100円

平成 28 年４月から

負担額（１食）

360円

据え置き

平成30年４月から

負担額（１食）

460円

据え置き

２
年
後

※難病、小児慢性特定疾病の方は据え置き。

平成 28 年４月から（原則） （支給開始月以前の直近１２カ月の標準報酬月額の平均 ÷３０）×２／３

現行
（直近の標準報酬月額 ÷３０）×２／３

　　 標準報酬月額：毎年４月から６月の平均給与

医療機関にかかるとき

健康保険料

健康保険の給付

医療機関の分類

「医院」「診療所」

定額負担

それ以外の 200床以上の病院

大 病 院

入院時の食事代が増額

　現在は、１食につき自己負担額が260円です（一般所得の場合）。
平成28年４月から段階的に引き上げられます。

等
級

標準報酬
報酬月額

一般保険料月額

月額 日額 被保険者 事業主 合計

1
円

58,000
円

1,930
円以上 　　　円未満

～ 63,000
円

1,968
円

3,484
円

5,452

＊この表はイメージです。４月にけんぽホームページに月額表が掲載されます。

48 1,270,000 ― ― ― ― ―

49 1,330,000 ― ― ― ― ―

50 1,390,000 ― ― ― ― ―

47 1,210,000 40,330 1,175,000 ～ 41,066 72,674 113,740

平均給与 健康保険料

追加
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ＩＨＩグループ健康保険組合

　カキは栄養の宝庫です。今まで見つかった多くの貝塚からカキの殻が発見されていることから、
私たちは、はるか縄文時代より、カキからたくさんの栄養を摂取していたことがわかります。

　海水がウイルスに汚染されてしまうと、カキはそのウイルス
を蓄積・濃縮します。そのカキを食べてしまうと、食中毒を
起こします。カキは、85 度以上かつ１分以上加熱すると、
食中毒のリスクが軽減されて、安全に食べることができると言
われています。ただ、食べ放題などで大量に食べた場合には、
食中毒になる確率が高くなりますので、ご注意ください。

　漢字で書くと「牡蠣」ですが、この名前の
由来は、海の岩にくっついた貝を「かきおとす」
から「カキ」という説や、殻を欠き砕いて取
るというところから「カキ」となった説など
があります。つまりカキの殻を取るための動作
から、名前がついたと言われています。

貧血の予防に！
良質なたんぱく質、鉄分やビタミン類が
豊富に含まれています。貧血で疲れがち
な女性には、お勧めです。

二日酔いにイイ！
カキに含まれるタウリンが、肝機能を
高めます。アルコールをスムーズに分解
することで、二日酔いの症状を和らげます。

美肌の効果！
カキに含まれるアミノ酸により、
肌のキメを整え、顔色を明るく
します。

➡�相生小学校の子ども達が作成した
キャラクター「カッキー」。
　青い鉢巻きが目印です！

料理制作／柴田 真希（管理栄養士）

スタイリング／たちばな さわ　　撮影／鈴木 信吾

１人分
401kcal

塩 分
3.4gカキとのりの和風パスタ

えのき………………………………… 100g
水菜…………………………………… 50g
カキ…………………………………… 10 粒（200g）
パスタ………………………………… 150g
のり…………………………………… 全型 3 枚
だし汁………………………………… 200cc
しょうゆ……………………………… 大さじ 1
みりん………………………………… 小さじ 2
塩……………………………………… 小さじ 1/6（1g）

❶ えのきは石づきを取ってほぐしておく。水菜は４cm の
長さに切る。カキは塩水（分量外）でふり洗いし、水気
をよく切る。

❷ パスタを半分の長さに折って、塩を入れたたっぷりの熱
湯（分量外）で茹でる。茹で上がる 30 秒前にえのきを
加え、30 秒後にパスタと一緒に湯切りする。

❸ フライパンにだし汁とカキを入れて中火にかけ、のりを
手でちぎり入れて、だし汁に溶かしていく。しょうゆと
みりんを加えたら、❷を入れてからめる。

❹ 塩で味を調え、皿に盛り付け、水菜を飾る。

作り方

材料（2 人分）

広島県だけじゃない！
兵庫県相生市の特産物でもあるんです♪


