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健康診断のご案内

2020年度

～ご家族及び任意継続被保険者の皆様へ～

人生はあなたのもの、でも命はあなたひとりのものではありません。
あなたが病気になって悲しむのはあなただけでなく、家族も同様です。
新型コロナウイルス感染拡大のため、対象者のご自宅への受診案内の配布を延期していましたが、7月
上旬に郵送いたしました。
「健診のために時間がとれない」という方にも気軽に受診していただけるよう、お住まいの周辺に設営
された巡回健診会場や医療機関をご用意していますので、ぜひご利用ください。

健診申込期間

2020年7月8日
（水）～ 2020年12月17日
（木）

健診受診期間

2020年8月1日
（土）～ 2020年12月末まで（※）

受診は
お早めに

※健診結果に基づき必要な保健指導等を年度内に実施するため、今年度は健診受診期間
を12月末までとしています。
詳細は栗田健保のホームページをご確認ください。

パソコン、スマートフォンより
「健康管理ツール（KENPOS）」から
簡単に受診の手続きができます。
パソコン、スマートフォンなどでKENPOSのWEBサイトにアクセスください

自覚症状のない病気もあります。健診を受けて安心を得ましょう。
「私はどこも悪いところがない」と思って何年も健診に行かない方がいますが、自覚症状がない病気の場合、進行して症状が
出てからあわてて病院へ行ったのでは治療に余計な時間とお金がかかってしまいます。
毎年健診を受けていれば、早期発見・早期治療ができます。安心を手に入れるためにも、年に一度は必ず健診を受けましょう。

女性の
ライフステージと
健康課題

高コレステロール

女性ホルモン
（エストロゲンの分泌量）

高血糖
高血圧

高中性脂肪

20歳

気をつけたい
主な病気・不調

30歳

月経異常 PMS
子宮内膜症 子宮筋腫
子宮頸がん 乳がん 貧血
妊娠や出産に伴うトラブル
など

40歳

更年期障害 生活習慣病※
子宮体がん 乳がん
卵巣がん 子宮頸がん
うつ など

※動脈硬化・高血圧・脂質異常症・糖尿病など

50歳

60歳

更年期はエストロゲンが急激に減少するため、のぼ
せやイライラなど更年期障害の症状が現れます。ま
た、エストロゲンにより保たれていた血管のしなやか
さが失われ代謝機能が低下するため、生活習慣病や
骨粗鬆症に注意する必要があります。

正しく
かかり
ましょう

接骨院・整骨院への
正しいかかり方のお願い
＊

＊

＊

接骨院・整骨院で利用した健康保険の適用が認められず、
後日利用者の方への施術料の請求が必要なケースが増えてきています。
接骨院・整骨院へ通院している方は必ず確認し、注意して通院してください。
柔道整復療養費（接骨院・整骨院の施術費）では、施術所の紛らわしい広告が問題になっていることはご
存知でしょうか。多くの接骨院・整骨院では看板に「各種保険取扱い」などの記載がありますが、柔道整復療
養費は医療機関の補完的位置づけにあり、保険診療が使用できる範囲が決まっています。正しいかかり方を
ご理解いただき、ご協力をお願い致します。

厚生労働省の示す保険でかかれる範囲
外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないこと。
また、外傷性とは関節等の可動域（問題なく動くことのできる範囲）を超えた捻れや外力によって
身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、体の組織の損傷の状態が
慢性に至っていないものであること。
＊骨折・脱臼には医師の同意が必要です。
＊「外傷性が明らか」とは疲労による肩こりや加齢に伴う肩膝痛などは含まれず、転倒やスポーツで可動域を超
えて捻る等です。

こ ん な 時 は 健こ
康保険は使えません
《健康保険が使えない具体例》

どんな時？

症

状

なぜ
使えないの？

保険診療対象外理由（健康保険は使えません）

●病院等で治療を受けている時にかかる

医療機関と接骨院、接骨院と別の接骨院、鍼灸と接骨院、など同
じケガで同時に施術を受ける時は健康保険は使えません。

●過去にケガをした箇所が痛む

過去のけがによる痛みは健康保険は使えません。

●症状の改善が見られない長期施術
●負傷箇所が数か月ごとに変わる長期施術
（数か月～数年毎月のように通う）

捻挫でも3ヵ月で治癒するといわれています。内科的原因も考え
られますので医師の診察を受けましょう。
毎月のように通うのは体の組織の状態が慢性に至っている可能
性もあり、疲労回復・マッサージ替わりの利用とも考えられます。
※亜急性状態（急性と慢性の中間である状態）と考えられる症状が多くあります。

●スポーツ等で負傷と治癒を繰り返す

立て続けにケガをすることも考えにくく、筋肉疲労・筋肉痛・体
調調整が考えられます。また、何度も同じ部位を負傷するのは
慢性症状と考えられます。慢性症状は健康保険は使えません。

●加齢による体の不具合（五十肩等）
●脳疾患後遺症・神経痛・ヘルニア

五十肩、加齢による体の不具合はケガによるものではありませ
ん。神経痛・ヘルニアなどは病気による痛みやしびれで、ケガで
はありません。

★接骨院・整骨院などで健康保険が使えるといわれて施術を受けてもあとで使用できないケースであるこ
とがわかった場合は利用者に費用を請求させていただくことがありますので、上記のようなケースでは健
康保険を使用しないよう、ご協力お願い致します。
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皆さんが健康のために

「取り組んでいること」、
「新たに始めたこと」、
「昔からずっと続けていること」など、
自分なりの健康法を大募集します。

コロナ禍において、
「他の人はどんなことに

取り組んでいるんだろう」
と気になりませんか？

いただいた内容は、健保ホームページや

大 募 集！
！

次号のクリちゃん通信等でご紹介します。

コロナ禍の中で取り組んでいる

健康法を皆さんで共有しましょう！

募 集 内 容

記 載 例

●健康のために取り組んでいること、新たに始めたこと、
昔からずっと続けていること
●御家族みんなで取り組んでいること
●新型コロナウィルスに負けないために取り組んでいる
こと、免疫力アップのために取り組んでいること
●お勧めしたい健康法
など

「（目的）～～～のために、
（取り組み）～～～をしています。」
＊取り組んでいる目的を明記してください。

【例】

「免疫力向上のため、毎日納豆を食べてい

ます」
「 運動不足解消のため1日15分は
ウォーキングをしています」
「メタボ解消の
ため、通勤時に電車を1駅手前で降りて歩

くようにしました」

など。

＊取り組みが成果に表れた方は、そのエピ

ソードも併せて記載していただけると嬉

しいです。

【例】

「○○○に取り組んだことで、3kg減量できた」
など。

♢いただいた内容は、栗田健康保

険組合の広報誌やホームページ
等に掲載させていただきます。

♢趣旨を変えずに文字数や表現を

変えさせて頂く場合がございま

す。

送っていただいた方
にはクリちゃんから
ちょっとうれしい粗
品をプレゼント☆

募 集 期 間
2020年9月23日（水）～
2020年12月31日（木）

宛 先

■郵送の場合
〒164-0001東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト10階
栗田健康保険組合 クリちゃん通信係
■メールの場合
takamizawa@kuritakenpo.or.jp

皆さんの
ご応募を
お待ちして
います！

※粗品を贈呈しますので、必ず、ご住所・氏名・連絡先を明記してお送りください。

お知らせ

オンライン健康セミナー
参 加 方 法

対 象 者

各開催日に、以下の参加URLまたは
QRコードにアクセスしてご参加下さ
い。
（申し込み不要）

栗田健康保険組合の加入者全て
ご家族皆様でご参加下さい！

参加URL

https://writening.net/page?BFxZsy

講 師
RIZAP株式会社 パーソナルトレーナー

PC でもスマホでも
参加できます！

第1回目
■ 開催日 ： 2020年10月10日（土）
■時

間 ： 10：00 ～ 11：00

■内

容 ： 食事セッション（夢と健康をプロデュース）

RIZAPメソッドを完全公開。明日からできる低糖質食事法などをご紹介します。

第2回目
■ 開催日 ： 2020年11月7日（土）
■時

間 ： 10：00 ～ 11：00

■内

容 ： 運動セッション（スタートアップコース）

正しい体づくりメソッドをご紹介。筋力トレーニングの基本編です。

第3回目
■ 開催日 ： 2020年12月5日（土）
■時

間 ： 10：00 ～ 11：00

■内

容 ： 運動ステップアップコース

筋力トレーニングの応用編です。運動（トレーニング）が一生モノに。

オンライン健康セミナーに関するお問合せ先
栗田健康保険組合 オンラインセミナー係

■T E L：03-6743-6790
■メール：takamizawa@kuritakenpo.or.jp

詳細は栗田健保の
ホームページを
ご覧ください

