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リクルート健康保険組合では、被扶養者の皆さまの生活習慣病の予防やがんの早期発見に役立てるため、
健康診断の支援を行っています！ 対象となる方には「イーウェル一般健診（ファミリー健診）・人間ドックの
ご案内」を7月中旬に送っておりますので、早めにご確認ください。

運動不足、間食の増加、ストレスで食べ過ぎ・飲み過ぎ……コロナ禍での生活習慣の変化による 
健康状態の悪化（健康二次被害）が指摘されています。 そんな今だからこそ、健診でからだの状態
をしっかりチェックしておくことが重要です。

別途ご案内した冊子により外部委託機関（㈱イーウェル）を通じて健康診断を
受診していただけます。冊子は7月中旬に健保届出の住所へ送付しています。

※人間ドックを受診した場合、イーウェル一般健診（ファミリー健診）は受け
られません。どちらか一方を選択して予約してください。

※胃がん検査、子宮頸がん検査、乳がん検査の選択に関しては、別途ご案内した冊子で
ご確認ください。

自己負担額 10,000円（税込）
一部健診機関は20,000円（税込）

安心して健診を受けていただくために

日本全国で
換算すると…

※出典：日本対がん協会の資料より

コロナ禍で
メタボ増加率が
2倍に!

コロナ前に比べ、新たにメタボと
診断された人の増加率は約2倍

（男性：5.8%→13.0%、女性：
8.2%→17.3%）、とくに女性に
多くなっています。健診を受けな
かった人も同様の可能性があり
ます。

8.2%

17.3%

 ※出典：医療法人社団 同友会 春日クリニック
「新型コロナウイルス流行による受診者の生活習慣と健康状態への影響」より

コロナの影響なし
（2018-2019年）

コロナの影響あり
（2019-2020年）

がん検診の
受診者は
3割減少!

コロナ前に比べ、がん検診受診者
が大幅に減ったため、早期での発
見が減り、進行してから発見され
る人の増加が懸念されています。

＝1%として作成

このうち約2,100のがんが
未発見となっている可能性

173万人
2020年未受診だった人

がん検診受診者数の
比較

メタボと診断された人
の

増加率（女性）

2019
年
567
人
万

以上のがんが未発見に!

このうち少なくとも

10,000人

＝25万人として作成

2020年
394万人

健診機関では厚生労働省のガイドラインに基づいて「3密の回
避」「アルコール消毒」などのウイルス対策を徹底しています。
ただし、体調が悪いときは受診をお控えください。

  

 要治療・要精密検査も要治療・要精密検査も 必 ず 受 診 安心のアフターフォロー安心のアフターフォロー 特 定 保 健 指 導病気が見つかった場合でも、
早く適切に対応すれば、
からだへの負担・金銭的な負担は
軽くなります。要治療

異常値が出ており、病気と考えられるケースです。
至急、医療機関を受診してください。

要精密検査
病気が疑われます。何の病気かや治療の必要性を判断するため、
詳しい検査が必要です。極力早く医療機関の受診を。

要再検査
健診で「異常」となった数値が一時的なものかどうかを判断する
ために、もう一度検査が必要です。再検査の結果異常なしになる
こともありますが、放置せずに必ず受診しましょう。

健診の結果、メタボリスクが高いと判定された方は、
管理栄養士などの専門家が行う生活改善支援プログラムを　　　 で受けられます。
対象の方には、2023年5月～6月頃ご案内をさせていただきます。

無料

メタボリスクが中程度の人向けのコース。
ライフスタイルにあった目標を設定し、生活習
慣改善に取り組めるようアドバイスをします。

動機づけ支援
メタボリスクが高い人向けのコース。
生活習慣改善のため、専門家が3カ月間、
メールや電話などで継続的にサポートします。

積極的支援

ファミリー健診・人間ドックファミリー健診・人間ドック
が始まります！！

被扶養者
向け

被扶養者
向け

2022年度

任意でご予約・受診 積極的に
がん検査も受けましょう！

マンモグラフィ／乳房超音波検査
40歳以上・2年に1回

月1回セルフチェックを！
胃部X線検査／胃部内視鏡検査
40歳以上・1年に1回
胃部内視鏡検査の場合は、
50歳以上・2年に1回が目安

胸部X線検査
40歳以上・1年に1回
＊喫煙者は痰を調べる「喀痰細胞診」の併用をおすすめ
します。

子宮頸部細胞診
20歳以上・2年に1回

便潜血検査
40歳以上・1年に1回乳がん

子宮頸がん

大腸がん

胃がん

肺がん

■がん検診の検査方法と受診の目安

合
場
の
ん
が
乳

早期がん：1～ 2年 進行がん

3cm

数年～数十年

がん細胞
2cm1cm

急激に
大きくなるここまでに発見するのが重要

たとえば、乳がんの場合、1cmのがんが2cmになるまでには1～ 2年しかかかりません。つまり、早期がんの
うちに発見できるのは、実はたった1～ 2年ということ。早期がんのうちは自覚症状もないことが多いので、
健診を受けないでいると、気づかないまま進行してしまう危険があります。

がんを早期発見できる期間は、実 は 短 い

■早期（Ⅰ期）で発見できた場合の5年相対生存率＊ ＊出典:「全がん協部位別臨床病期別5年相対生存率（2011-2013年診断症例）」
全国がん（成人病）センター協議会の生存率共同調査（2021年11月集計）による

乳がんはセルフチェックで発見できる
ことがあります。また、気になる点が
あれば、次回の検診を待たず、医療機
関を受診しましょう。

女性がかかりやすいがんの第1位

※Ⅳ期の場合は
　38.8％

乳がん

100.0
早期発見
できれば

％
※Ⅳ期の場合は
　26.5％

子宮
頸がん

93.6
早期発見
できれば

％

20～40歳代に多いがん

昨年受けなかった人は
必ず受診を！

 ※2022年4月時点で当健保の加入者であり、
　受診日も加入していることが条件です。

申し込みはこちらから

7月中旬にご自宅にお
送りした「KENPOS予約
ガイド」または健保ホー
ムページをご覧ください。

期限までにご予約を

あなたが受けられる健診コース

2023年2月3日（金）申込
期限

受診
期限 2023年2月28日（火）

申込は
お早めに

!

操作方法サポート・お問合わせ

（株）イーウェル健康サポートセンター

（平日・土曜 9：30~17：30）  ※年末年始12/29～1/4を除く
TEL 0120-560020

さあ、
予約!

リクルート健康保険組合のHP

健康サポート 健康チェック

健診で食い止めよう!
コロナの「健康二次被害」

40歳以上の方は人間ドックを受診することもできます。

19歳以上の被扶養者で以下の条件を
すべて満たしている方
●2022年4月1日時点で当健保に加入している
●受診日まで継続して加入し続けている

対象者

がんは早期発見なら高い確率で治る時代。 リクルート健康保険組合
でご案内している40歳以上の方が受診できるファミリー健診・人間
ドックは、大腸がん、肺がんの検査に加え、胃がんの検査、女性の方
は乳がん・子宮頸がんの検査も無料のオプションで受診できます！

※年齢は年度末（2023年3月31日）時点での年齢です。

ご希望のコースを1つお選びください。期間内に1回受けられ
ます。40歳以上の方は胃がん・子宮頸がん・乳がん検査が無料
オプションで付けられます！

人間ドック

※胃がん検査、子宮頸がん検査、乳がん検査
の選択に関しては、別途ご案内した冊子で
ご確認ください。

自己負担額 無料
イーウェル一般健診（ファミリー健診）

今年の健診、予約しましたか？
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（男性：5.8%→13.0%、女性：
8.2%→17.3%）、とくに女性に
多くなっています。健診を受けな
かった人も同様の可能性があり
ます。

8.2%

17.3%

 ※出典：医療法人社団 同友会 春日クリニック
「新型コロナウイルス流行による受診者の生活習慣と健康状態への影響」より

コロナの影響なし
（2018-2019年）

コロナの影響あり
（2019-2020年）

がん検診の
受診者は
3割減少!

コロナ前に比べ、がん検診受診者
が大幅に減ったため、早期での発
見が減り、進行してから発見され
る人の増加が懸念されています。

＝1%として作成

このうち約2,100のがんが
未発見となっている可能性

173万人
2020年未受診だった人

がん検診受診者数の
比較

メタボと診断された人
の

増加率（女性）

2019
年
567
人
万

以上のがんが未発見に!

このうち少なくとも

10,000人

＝25万人として作成

2020年
394万人

健診機関では厚生労働省のガイドラインに基づいて「3密の回
避」「アルコール消毒」などのウイルス対策を徹底しています。
ただし、体調が悪いときは受診をお控えください。

  

 要治療・要精密検査も要治療・要精密検査も 必 ず 受 診 安心のアフターフォロー安心のアフターフォロー 特 定 保 健 指 導病気が見つかった場合でも、
早く適切に対応すれば、
からだへの負担・金銭的な負担は
軽くなります。要治療

異常値が出ており、病気と考えられるケースです。
至急、医療機関を受診してください。

要精密検査
病気が疑われます。何の病気かや治療の必要性を判断するため、
詳しい検査が必要です。極力早く医療機関の受診を。

要再検査
健診で「異常」となった数値が一時的なものかどうかを判断する
ために、もう一度検査が必要です。再検査の結果異常なしになる
こともありますが、放置せずに必ず受診しましょう。

健診の結果、メタボリスクが高いと判定された方は、
管理栄養士などの専門家が行う生活改善支援プログラムを　　　 で受けられます。
対象の方には、2023年5月～6月頃ご案内をさせていただきます。

無料

メタボリスクが中程度の人向けのコース。
ライフスタイルにあった目標を設定し、生活習
慣改善に取り組めるようアドバイスをします。

動機づけ支援
メタボリスクが高い人向けのコース。
生活習慣改善のため、専門家が3カ月間、
メールや電話などで継続的にサポートします。

積極的支援

ファミリー健診・人間ドックファミリー健診・人間ドック
が始まります！！

被扶養者
向け

被扶養者
向け

2022年度

任意でご予約・受診 積極的に
がん検査も受けましょう！

マンモグラフィ／乳房超音波検査
40歳以上・2年に1回

月1回セルフチェックを！
胃部X線検査／胃部内視鏡検査
40歳以上・1年に1回
胃部内視鏡検査の場合は、
50歳以上・2年に1回が目安

胸部X線検査
40歳以上・1年に1回
＊喫煙者は痰を調べる「喀痰細胞診」の併用をおすすめ
します。

子宮頸部細胞診
20歳以上・2年に1回

便潜血検査
40歳以上・1年に1回乳がん

子宮頸がん

大腸がん

胃がん

肺がん

■がん検診の検査方法と受診の目安

合
場
の
ん
が
乳

早期がん：1～ 2年 進行がん

3cm

数年～数十年

がん細胞
2cm1cm

急激に
大きくなるここまでに発見するのが重要

たとえば、乳がんの場合、1cmのがんが2cmになるまでには1～ 2年しかかかりません。つまり、早期がんの
うちに発見できるのは、実はたった1～ 2年ということ。早期がんのうちは自覚症状もないことが多いので、
健診を受けないでいると、気づかないまま進行してしまう危険があります。

がんを早期発見できる期間は、実 は 短 い

■早期（Ⅰ期）で発見できた場合の5年相対生存率＊ ＊出典:「全がん協部位別臨床病期別5年相対生存率（2011-2013年診断症例）」
全国がん（成人病）センター協議会の生存率共同調査（2021年11月集計）による

乳がんはセルフチェックで発見できる
ことがあります。また、気になる点が
あれば、次回の検診を待たず、医療機
関を受診しましょう。

女性がかかりやすいがんの第1位

※Ⅳ期の場合は
　38.8％

乳がん

100.0
早期発見
できれば

％
※Ⅳ期の場合は
　26.5％

子宮
頸がん

93.6
早期発見
できれば

％

20～40歳代に多いがん

昨年受けなかった人は
必ず受診を！

 ※2022年4月時点で当健保の加入者であり、
　受診日も加入していることが条件です。

申し込みはこちらから

7月中旬にご自宅にお
送りした「KENPOS予約
ガイド」または健保ホー
ムページをご覧ください。

期限までにご予約を

あなたが受けられる健診コース

2023年2月3日（金）申込
期限

受診
期限 2023年2月28日（火）

申込は
お早めに

!

操作方法サポート・お問合わせ

（株）イーウェル健康サポートセンター

（平日・土曜 9：30~17：30）  ※年末年始12/29～1/4を除く
TEL 0120-560020

さあ、
予約!

リクルート健康保険組合のHP

健康サポート 健康チェック

健診で食い止めよう!
コロナの「健康二次被害」

40歳以上の方は人間ドックを受診することもできます。

19歳以上の被扶養者で以下の条件を
すべて満たしている方
●2022年4月1日時点で当健保に加入している
●受診日まで継続して加入し続けている

対象者

がんは早期発見なら高い確率で治る時代。 リクルート健康保険組合
でご案内している40歳以上の方が受診できるファミリー健診・人間
ドックは、大腸がん、肺がんの検査に加え、胃がんの検査、女性の方
は乳がん・子宮頸がんの検査も無料のオプションで受診できます！

※年齢は年度末（2023年3月31日）時点での年齢です。

ご希望のコースを1つお選びください。期間内に1回受けられ
ます。40歳以上の方は胃がん・子宮頸がん・乳がん検査が無料
オプションで付けられます！

人間ドック

※胃がん検査、子宮頸がん検査、乳がん検査
の選択に関しては、別途ご案内した冊子で
ご確認ください。

自己負担額 無料
イーウェル一般健診（ファミリー健診）

今年の健診、予約しましたか？
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病気のリスク減

経済的負担

体調改善

美容効果

禁煙すると、こんなに
イイコトが待っている!

禁煙エリアでの
ストレス

仕事力アップ

 

周囲の評価

防災・清掃面

 

対人関係のストレス

禁煙できた自分に
自信がもてるよう
になりました。家
族も喜び、職場で
も尊敬されるよう
になりました

喫煙所を探す必要がなくな
りました。新幹線や飛行機、
映画館でもイライラしなく
なりました

非喫煙者に気
をつかったり、
においや口臭、
歯の汚れなど
を気にする必
要がなくなり
ました

がんや呼吸器病、生活習慣
病の心配が減りました。健
診結果も改善されました

のどの調子がよくなってカ
ゼをひかなくなりました。階
段で息切れしなくなりました

たばこ代がかからなくなりま
した。その分を積み立てて、
家族で旅行に行きました

集中力がつき、仕事もはかどる
ようになりました

たばこの消し忘れによる火事の
心配がなくなりました。部屋も
汚れなくなりました

肌がキレイになりました。
頭痛や肩こりが減り、冷え性
も改善されました

たばこの害はわかっているけ
れど、なかなかたばこをやめ
る決心がつかないという人も
少なくありません。
しかし、禁煙にはあなたの人
生をも変える「イイコト」が
たくさんあります。ぜひ、禁煙にチャレンジして、
ココロもカラダも生まれ変わってみませんか?

禁煙してどのくらいで、
たばこの害は減るのですか?

禁煙1日目から
効果はあります。
禁煙期間が長い
ほど非喫煙者レ
ベルに近づいて
いきます。

健保のご案内する
禁煙外来で禁煙治療を
受けてみよう!

健保のご案内する
禁煙外来で禁煙治療を
受けてみよう!

リクルート健保では、お手持ちのスマホで受け
られる禁煙外来をご案内しています。オンラ
インの受診＋禁煙補助薬（ニコチネルTTS）が
配送されるので、通院の手間も省けます！

2023年3月31日（金）まで申込期間

同封の「禁煙プログラム」のチラシで
ご確認ください。

申込方法

10,000円（税込）　※通常60,500円自己負担額

以下の条件①～③全てに該当される方
①申込時点で健保に加入している喫煙者
②2023年3月31日時点で35歳以上の方
③スマホをお持ちの方

対 象 者

禁煙の効果

※厚生労働省「e-ヘルスネット情報提供」より

直後

20分

8時間

24時間

数日後

2週間～3ヶ月

1～9ヶ月

1年

2～4年

5～9年

10～15年

周囲の人の受動喫煙の心配がなくなる

血圧、脈拍が正常に近くなる
手足の温度が上がる

血中の一酸化炭素濃度が下がる
血中の酸素濃度が上がる

心臓発作の可能性が下がる

心臓や血管など、循環機能が改善する

肺がんのリスクが明らかに低下

さまざまな病気のリスクが
非喫煙者レベルまで近づく

虚血性心疾患のリスクが35％低下
脳梗塞のリスクも顕著に低下

肺機能の改善 
※軽度・中等度の慢性閉塞性肺疾患のある人

咳などが改善する。スタミナが戻る
気道の自浄作用が改善し、
感染しにくくなる

味覚や嗅覚が改善する
歩行が楽になる

自己負担額は10,000円！
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編 集 後 記

一般社団法人
認知行動療法研修開発センター
理事長

大野  裕

　42歳の主婦をしております。4年前に高校の同窓会に参加したときのことで
す。一度同じ班になった程度でそれほど親しくもなかった子が、私の陰口を言っ
ているのを偶然聞いてしまいました。突然のことに内心ショックを受けたものの、
その場は聞かなかったていでやり過ごし、彼女と話す機会もないままその日はお
開きになりました。このことはずっと忘れていたのですが、最近フェイスブックで
彼女を見かけてから当時の言動を思い出してしまい、頭から離れなくなりました。
例えば読書に集中したいときや、お茶を飲んでリラックスしようとしたときなど、ふ
としたときに思い返してしまい、やり場のない怒りが湧き上がるのです。正直、
彼女とは同窓会以外で会うこともないでしょうから、私が忘れさえすればいいの
でしょう。しかしクヨクヨする性格のせいか、彼女の心無い言葉が頭の片隅にこ
びりついてしまい、苛立ちにさいなまれる日々が苦痛でなりません。どうにか解
決できないでしょうか。

過去に傷つけられた心無い言葉が忘れられません

意識的に楽しいことをやってみよう
　陰口を言うなんて、イヤな人ですね。そのときのことを思い出
してイライラして苦しくなる気持ちはよくわかります。でも、そのこ
とで毎日の生活に支障が出ているとすると、たしかに困ります。
自分の大切な時間が、いつの間にか、その体験に乗っ取られて
しまっているからです。
　その体験が頭に浮かんだことに気づいたときには、意識して、
楽しいことをするようにしてはどうでしょうか。ごく簡単なことでよ
いので、好きなことをしてみましょう。これまでにしたいと思ってい
たことや、やって楽しかったことをしてもよいでしょう。自分が持っ
ている服の中で一番明るい色や柄ものを着て外に出て歩いて
みましょう。スキップしたり、笑顔を作ったりしてもよいでしょう。

イヤな体験は人に話すと気持ちが楽に
　それでも、どうしても気になるときには、自分のこころの中だけ
に止めておかないで、信頼できる人に話してみてはどうでしょうか。
自分のイヤな体験、それも陰口を人に話すのはためらわれるかも
しれません。でも、人に話すことでその体験から距離を置けるよ

うになります。つらい気持ちをわかってもらえる人がいれば気持
ちが楽になります。

ストレスは重なるとより強くなる
　それでも楽にならないときには、もしかすると、他にもストレスを
感じていることがあるのかもしれません。いくつかのストレスを同
時に体験しているときには、ひとつひとつのストレスが強く感じら
れるようになるものです。他にもストレスを感じていることがない
かどうか考えてみて、問題をひとつひとつ解決していってください。

夏至（げし）を超えた途端、35度を超える暑さ。皆様体調はいかが
ですか？ 梅雨が明け、本格的に気温が上がり、日差しが強くなる、
こんな時期は体調も崩しがちです。こまめな水分補修と休息、よい
睡眠をとるなど、工夫をして上手に夏を乗り切っていきましょう！
今号でも3ページにわたり特集していますが、毎年実施している任
意で受けられる健診が8月から始まります。皆様、今年の健診の
予約はされましたか？ 公益財団法人日本対がん協会のアンケート
調査によると、５つのがん検診別にコロナ前の2019年と2021年
の受診者数を比べると、胃がんは13.2％減で減少率が最も大きく、

肺がんは11％減、乳がんは9.9％減、大腸がんは9.0％減、子宮頸
がんは8.0％減となっています。2020年に比べ、2021年の受診
者数は回復傾向にありますが、2020
年、2021年と健診を控えた方が少なか
らずいたと推測されます。がん検診も
含め、定期的な体のチェックは、生活習
慣病の予防や病気の早期発見が望めま
す。この機会に健保の健診を是非ご活
用ください！


