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2019年度予算のご報告
2019年2月14日に行なわれた「組合会」で予算が承認
されておりますので、ご報告いたします。

2019年度から実施する婦人科健診
について

リクルート健保では 2019 年度から婦人科健診の対象年
齢を拡大することにいたしましたので、お知らせいたし
ます。

付加給付についてのお知らせ
以前発行のけんぽっぽでもお伝えしておりますが、平成
31 年 3 月で付加給付が終了しますので、あらためて詳細
についてご案内いたします。

けんぽっぽインフォメーション
健保からのお知らせと、リクルート健保が行なっている
サポート内容についてご案内いたします。

けんぽっぽ インフォメーション
2020年に送付する医療費通知の
送付時期と通知内容の変更について

リクルート健保では医療費の確認のため、医療機関からの請求に基づく前年
1月～12月分の医療費を「年間医療費のお知らせ」（以下、医療費通知）として、
医療機関から12月診療分の請求が届く2月末に作成し3月初旬に送付してきま
した。

しかしながら税法改正により平成29年（2017年）の医療費控除の申請分から
健保の発行する「医療費通知」が活用できるようになり、医療費通知の活用範
囲が広がりました。

医療費控除の申請を確定申告で行なう場合、申告期間が2月中旬～ 3月中旬と
限られており、皆さまの利便性を考え、2019年分の医療費通知より1月～ 11
月分の医療費を1月末に作成し、2月初旬に発送するように変更いたします。

上記変更により、2020年の確定申告時に健保送付の医療費通知を医療費控除
に活用される場合、医療費通知に記載されていない期間の診療分に関しては、
ご自身で医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を
確定申告書に追加して添付する必要がありますので、領収書は紛失なさらない
ようご自身で保管してください（確定申告期限から5年間）。

医療費控除の申告に関するご質問等は、最寄りの税務署にお問い合わせくだ
さい。

また医療費の適正化の観点から確定申告をされない方も医療費通知の内容は
必ずご確認いただきますようお願いいたします。

リクルート健保加入者は、下記スポーツ施設を法人会員料金で利用できます。
詳細はリクルート健保のHP（健康サポート→リフレッシュ（フィットネス））で
ご確認ください。
キャンペーンなどお得な情報もリクルート健保HPにて、
随時ご案内しております。

※コナミスポーツクラブは、平成31年4月から施設利用料金が改定されます。
　詳細はリクルート健保のHPにてご確認ください。
※利用手順等のお問い合わせは、各施設へ直接ご連絡ください。

リクルート健保HP「けんぽっぽnet」

フィットネスクラブのご案内

施設名 所在地 利用料金/回（税抜）

コナミ
スポーツクラブ

全国170施設、
法人会員利用
提携329施設
（ゴールドジム等）

コナミ：1,900円～ 2,700円
提携施設：1,600円～ 2,800円
会員証発行手数料：1,000円

1,200円（新宿、聖路加、
港北、広島のみ1,600円）
会員証発行手数料：1,000円

1,000円
会員証発行手数料：無料
1,500円
会員証発行手数料：1,000円

首都圏22ヶ所
近畿圏13ヶ所
広島1ヶ所
※オアシスラフィー
ルは利用対象外

全国56ヶ所

全国206ヶ所

東急スポーツ
オアシス

スポーツクラブ
NAS

ルネサンス

ジェネリック医薬品 と 服薬情報に関するお知らせについて

心と体の健康サポートのご案内

国民医療費が毎年増大するなか、医療費の抑制につながると期待され
ているのが「ジェネリック医薬品」です。
政府は2020年9月までに後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用率
80％以上達成を目標としており、健康保険組合にも同様の目標が定め
られております。
新薬（先発医薬品）からジェネリック医薬品に変更することで、加入者
のみなさまの家計にもやさしく、更に健康保険組合の医療費削減にも
大きな効果が期待できます。
ジェネリック医薬品のメリットを正しく理解し、医療費の削減にご協力
をお願いいたします。

ジェネリック医薬品の特徴

平成30年度は、ジェネリック医薬品希望シールの配布やジェネリック医薬品促進通
知の発送を行なってまいりました。

平成31年度も引き続き、ジェネリック医薬品促進通知をお送りします。ジェネリッ
ク医薬品に変更することで自己負担額の削減が見込まれる方等にお薬の飲みあわ
せ等も確認できる「服薬情報に関する情報提供のお知らせ」を6月頃、お送りさせ
ていただきます。

ご自身のお薬をご確認いただき、より良い治療にお役立てください。

【リクルート健保の後発医薬品使用率】
リクルート健保の後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用率について、ご報告
いたします。
皆さまのご協力のおかげで、徐々に使用率が上がってきております。
引き続き、ご協力の程よろしくお願いいたします。

リクルート健康保険組合
〒100-6640 東京都千代田区丸の内１-９-２ グラントウキョウサウスタワー
TEL：03-6705-0450

池内 省五発行人 青山 尚弘編集人 櫻岡 あさと担　当 第一印刷所制　作

後発医薬品の使用率 リクルート健保
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日頃よりリクルート健康保険組合の事業運営にご協力いただき、ありがとうございます。
2019年2月14日に行なわれましたリクルート健康保険組合 第97回組合会にて、2019年度の一般勘定（健康保険）、
介護勘定（介護保険）の予算が決定いたしましたので、ご報告いたします。

一般勘定（健康保険）について

2019年度　予算のご報告

〈 収入について 〉
保険料収入
保険料収入は、被保険者数の増加に伴い、約236.1億円（前年比：
102.3％）となる見込みです。

別途積立金繰入
不測の事態に備え、25.00億円を繰り入れます。

〈 収入について 〉
介護保険料収入
保険料収入は、介護被保険者数の増加に伴い、約23.06億円（前
年比：104.9％）となる見込みです。

〈 収入について 〉
介護納付金
介護納付金は、各健保の介護保険加入者数を元に、国が定める計
算式によって決まります。
介護納付金は、約24.61億円（前年比：104.8％）を見込んでいます。

〈 支出について 〉
保険給付費
加入者の増加、および1人当たりの保険給付の増加により、約
125.00億円（前年比：107.9％）を見込んでおります。

納付金
納付金は65歳以上の高齢者医療を支えるための拠出金で、各健保
の加入者数や総報酬額などを元に、国が定める計算式によって決ま
ります。
高齢者医療への納付金は、約109.20億円（前年比：122.9％）を
見込んでいます。日本全体の高齢化がますます進む中で、納付金負
担は今後も増え続けていく見込みです。

保健事業
人間ドック・被扶養者向けの健康診断などを中心に実施しています
が、2019年度より子宮がん（19歳以上）、乳がん（35歳以上）へ
の健診を新たに実施します。また人間ドックの対象である40歳以上
の加入者の増加などにより、約10.25億円（前年比：146.0％）を見
込んでいます。

事務所費
加入者数増加による業務量の増加、マイナンバー対応システム費用
などにより、前年比増での運営費を見込んでいます。

2019年度の予算規模は、263億2464万円となります。
保険料率は、8.00％で、前年度と変更ありません。

介護勘定（介護保険）について
2019年度の予算規模は、26億0629万円となります。
保険料率は、1.90％で、前年度と変更ありません。
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■一般勘定 （単位：千円）
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2019年度から実施する婦人科健診について
リクルート健保では主要5大がん（胃がん・大腸がん・肺
がん・乳がん・子宮頸がん）の検診を一律40歳以上の加
入者に実施してきましたが、健康増進法に基づき市町
村が行なっている対策型がん検診では子宮頸がん検診
の対象を20歳以上としていること等を踏まえ、リクルー
ト健保の子宮頸がん検診の対象年齢を見直しました。

また、リクルート健保での疾病を分析したところ、加入
者の約８割が女性であることもあり、がん罹患者のなか
で乳がんの割合が高く、35歳を超えると乳がんの罹患
率が高くなる傾向にあることから、リクルート健保の乳
がん検診の対象年齢を拡大することにしました。
予約方法やお問い合わせ先等、詳細は決まり次第、リク
ルート健保HPにてお知らせいたします。
対象となる方には7月頃にご案内をお送りいたします。

≪参考≫　市町村が行なっている対策型がん検診

子宮頸がん
検診 乳がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 胃がん検診

対象年齢 20歳以上 40歳以上 40歳以上 40歳以上 50歳以上

検診間隔 2年に1回 2年に1回 毎年 毎年 2年に1回

≪参考≫　罹患数の多いがんの部位（2014年）

1位 2位 3位

男性 胃 肺 大腸

女性 乳房 大腸 胃

※参照データ：国立がん研究センターがん情報サービス

■リクルート健保の婦人科健診（2019年度から追加）

内 容 被扶養者（ご家族）・任意継続被保険者（本人） 在職中の被保険者（本人）

婦
人
科
健
診

子宮頸がん
検診

対象年齢 ： 19歳以上

受診方法 ： ファミリー健診受診時にオプション検査として実施
　　　　　※40歳以上の方は、人間ドック受診時にオプション
　　　　　　検査として実施することも可能

対象年齢 ： 19歳以上

受診方法 ： 婦人科健診として単独で実施
　　　　　※40歳以上の方は、人間ドック受診時にオプション
　　　　　　検査として実施することも可能

乳がん検診

対象年齢 ： 35歳以上

受診方法 ： ファミリー健診受診時にオプション検査として実施
　　　　　※40歳以上の方は、人間ドック受診時にオプション
　　　　　　検査として実施することも可能

対象年齢 ： 35歳以上

受診方法 ： 婦人科健診として単独で実施
　　　　　※40歳以上の方は、人間ドック受診時にオプション
　　　　　　検査として実施することも可能

リクルート健保独自の給付（付加給付）を平成31年3月で終了します
以前発行のけんぽっぽでもお伝えしており
ましたが、平成31年3月診療分迄で、リク
ルート健保の付加給付は終了いたします。
詳しくは右記となりますので、ご確認ください。

リクルート健保の療養費の自己負担額

平成29年4月〜
平成31年3月

平成31年4月〜

通　常 多数回該当

住民税非課税  20,000円  35,400円  24,600円

標準報酬月額  〜26万円  30,000円  57,600円  44,400円

標準報酬月額 28〜50万円  40,000円  80,100円+（医療費−267,000円）×1%  44,400円

標準報酬月額 53〜79万円  80,000円 167,400円+（医療費−558,000円）×1%  93,000円

標準報酬月額 83万円〜 120,000円 252,600円+（医療費−842,000円）×1% 140,100円

※100円未満の端数は切り捨てとなります。
※住民税非課税者はリクルート健康保険組合への非課税証明書の提出が必要です。
※高額療養費が1年間に4回以上となった時には、4回目以降は自己負担限度額が多数回該当の金額に変更

※ご注意ください※
リクルート健保の人間ドック・ファミリー健診・婦人科健診をご受診いただくには、WEBサイト
からの予約登録が必要です。
詳細は健保からのご案内（7月送付予定）をご確認ください。
会社で実施している定期健康診断とは異なりますのでお間違いのないようご注意ください。
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施設名 所在地 利用料金/回（税抜）

コナミ
スポーツクラブ

全国170施設、
法人会員利用
提携329施設
（ゴールドジム等）

コナミ：1,900円～ 2,700円
提携施設：1,600円～ 2,800円
会員証発行手数料：1,000円

1,200円（新宿、聖路加、
港北、広島のみ1,600円）
会員証発行手数料：1,000円

1,000円
会員証発行手数料：無料
1,500円
会員証発行手数料：1,000円

首都圏22ヶ所
近畿圏13ヶ所
広島1ヶ所
※オアシスラフィー
ルは利用対象外

全国56ヶ所

全国206ヶ所

東急スポーツ
オアシス

スポーツクラブ
NAS

ルネサンス

ジェネリック医薬品 と 服薬情報に関するお知らせについて

心と体の健康サポートのご案内

国民医療費が毎年増大するなか、医療費の抑制につながると期待され
ているのが「ジェネリック医薬品」です。
政府は2020年9月までに後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用率
80％以上達成を目標としており、健康保険組合にも同様の目標が定め
られております。
新薬（先発医薬品）からジェネリック医薬品に変更することで、加入者
のみなさまの家計にもやさしく、更に健康保険組合の医療費削減にも
大きな効果が期待できます。
ジェネリック医薬品のメリットを正しく理解し、医療費の削減にご協力
をお願いいたします。

ジェネリック医薬品の特徴

平成30年度は、ジェネリック医薬品希望シールの配布やジェネリック医薬品促進通
知の発送を行なってまいりました。

平成31年度も引き続き、ジェネリック医薬品促進通知をお送りします。ジェネリッ
ク医薬品に変更することで自己負担額の削減が見込まれる方等にお薬の飲みあわ
せ等も確認できる「服薬情報に関する情報提供のお知らせ」を6月頃、お送りさせ
ていただきます。

ご自身のお薬をご確認いただき、より良い治療にお役立てください。

【リクルート健保の後発医薬品使用率】
リクルート健保の後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用率について、ご報告
いたします。
皆さまのご協力のおかげで、徐々に使用率が上がってきております。
引き続き、ご協力の程よろしくお願いいたします。

リクルート健康保険組合
〒100-6640 東京都千代田区丸の内１-９-２ グラントウキョウサウスタワー
TEL：03-6705-0450

池内 省五発行人 青山 尚弘編集人 櫻岡 あさと担　当 第一印刷所制　作

後発医薬品の使用率 リクルート健保
他健保平均％
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■心と体の健康相談（心や体の不調だけでなく、介護・妊娠・育児についてのご相談も可能です）
サービス内容 ご利用時間帯 アクセス先
電話相談

24時間・年中無休
0120-911-097

Web相談 https://t-pec.jp/
websoudan/

■メンタルヘルスカウンセリング
サービス内容 ご利用時間帯 アクセス先

電話カウンセリング 9：00～22：00・年中無休

0120-911-097
面談カウンセリング

＜予約受付時間＞
9：00～21：00　月～金
9：00～16：00　　　土

Webカウンセリング 24時間・年中無休 https://t-pec.jp/
websoudan/

リクルート健保では、皆さまの健康をサポートするために外部機関と
契約し、健康相談・メンタルヘルスサポートを提供しております。
気になることがございましたら、お手元に保険証をご用意の上、おか
けください。

■ベストホスピタルネットワーク®サービス
サービス内容 ご利用時間帯 アクセス先

セカンドオピニオン
9：00～18：00　月～土 0120-911-097

受診手配・紹介


