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保健事業のご案内
　健康保険組合では、加入者の皆様の健康保持・増進を図るため、病気の予防、体力の向上・保養など
の保健事業を行っていますが、既存の事業に加え令和元年度から厚生労働省と健康保険組合連合会
のサポートを受けて新たな事業を引き続き実施しますのでご案内いたします。皆様の健康で安心のあ
る生活の一助となるよう取り組みますので、ぜひ参加いただきますようお願いいたします。

ご家族みんなで参加しましょう
コロナに負けない！ 今年もやるぞ 感染症予防キャンペーン ‥‥‥‥‥‥‥‥P2
Amazonギフト券が当たる！ グッピーヘルスケアfor健保 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥P3
事業所巡回歯科健診募集中！ ファミリー歯科健診のご案内‥‥‥‥‥‥‥ P4・P5

健康なからだづくりのために
マイヘルスウェブ登録者募集中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P6・P7
おさえておきたい「受診・服薬」ポイントのご案内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P8
禁煙を応援 オンライン禁煙サポート申込み受付中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P9
スマホde特定保健指導 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P10・P11
いつでも利用できる 組合専用 健康相談ダイヤル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P12

令和3年度

令和3年度の保健事業のご案内ですので、令和4年3月31日まで大切に保管してください。TEL 078-341-4801
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町 4-6-4発行 兵庫県運輸業健康保険組合

いつでも利用できる 組合専用 健康相談ダイヤル
兵庫県運輸業健康保険組合



家族で取り組む感染症＆むし歯予防

感染症予防キャンペーン 2021

　新型コロナウイルス感染予防のため手洗い、うがいは、生活の中に
定着しました。
　また、歯みがきの習慣は、むし歯予防だけでなく、大人になったとき
の歯周病や生活習慣病の予防につながります。
　そこで今年度も3～12歳のお子さまのいるご家庭を対象
に、11月から1月までの3ヵ月間、「家族で取り組む感染
症＆むし歯予防キャンペーン2021」を実施いたしま
す。キャンペーンで目標を達成した場合には「こども商
品券」をプレゼントいたします。
　お子さまと一緒にご家族みんなで手洗い・うがい・歯
みがきで、感染症＆むし歯予防に取り組んでいきま
しょう。

キャンペーン期間
11月1日～1月31日

3ヵ月間

キャンペーンのポイント
手洗い・うがい・歯みがきの習慣をつけて、
感染症・むし歯を予防する

目　的

3歳（平成30年度中に生まれたお子さま）～小学校就学中のお子さま対象者

手洗い・うがい・歯みがきがすべてできた日はカレンダーにシールを貼る方　法

3ヵ月間で60日以上シールを貼る目　標

カレンダー（アンケート記入）を同封の返信用封筒に入れて、
令和4年2月18日（金）までに健保組合（必着）へ郵送

提　出

60日間達成したお子さまに「こども商品券」をプレゼント
さらに抽選で5組に某テーマパークの入場券プレゼント

その他

10月中旬 対象のお子さまのご家庭に小児用感染症予防セットと
キャンペーンキットをお送りします。

今年もやります

（新型コロナウイルスの影響により「特別賞（某テーマパークの入場券）」が
変更となる場合があります。）

健康活動を記録 1000ポイント以上貯める Amazonギフト券が当たる応募まではとってもカンタン！ 3ステップ

いつでも 健康を記録して、自分の健康度を向上させませんか？

グッピーヘルスケア for 健保
 毎日の体重、食事、睡眠などを記録することや歩くことでポイントがたまります。自分の健康度を毎日確認するこ
とで、目標を意識した健康生活がおくれます。

獲得ポイントと基準
起動

アプリを起動したら

10pt
毎日

睡眠
睡眠時間を記録したら

10pt
毎日

歩数
5,000歩
10pt

イベント
イベントに参加したら

100pt
毎日

体重
体重を記録したら

10pt
毎日

健診受診
健診を受診したら

500pt
年2回まで

食事
食事の写真を投稿したら

10pt
毎日

特定保健指導受診
特定保健指導を受診したら

500pt
毎年

禁酒
禁酒したら

10pt
毎日

特定保健指導完了
特定保健指導が完了したら

500pt
毎年

毎日

10,000歩
さらに10pt

毎日

登 録 方 法

対象者：被保険者および18歳以上の被扶養者

毎日普通に5,000歩は歩くので、毎日アプリを起動し、お酒も飲まないし、
睡眠を記録するだけで毎月1,000ポイントは簡単に貯まります。

利用者の声
（40代女性）
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むし歯＆歯周病
予防のために

コロナ禍でも歯科健診を定期的に受けよう
初期のむし歯や歯周病は、自覚症状がほとんどありません。

痛みや腫れ、出血などの症状が出てからでは、症状がかなり進行しています。
定期的に歯科健診を受けて、歯の健康を守りましょう。

　むし歯や歯周病の予防・早期治療のために、半年に
一度は、かかりつけ歯科医で健診を受けることが大切
です。過去に治療した歯の詰め物や入れ歯などは、永
遠にもつものではありません。定期的なメンテナンス
が必要です。その際は、むし歯や歯周病のチェックの他、
歯石やプラークの除去もしてもらいましょう。
　各市区町村の保健センターでも、定期健診や歯科医
院の紹介をしています。積極的に活用してください。

半年に一度は歯のチェックを
　歯や全身の健康を保つ上でも、「かかりつけ歯科医」
をもちましょう。長く付き合えば、過去の症状や治療経
過、体質なども把握してくれるので安心です。正しい
歯磨きの仕方を指導してもらうのもおすすめ。むし歯や
歯周病の原因となるプラークをしっかりとる歯磨きをマ
スターしましょう。

かかりつけの歯科医をもとう

長く付き
合える

かかりつけ歯科医選びのポ イント
●予防に熱心

歯磨き指導、歯周病のチェックにも力を入れており、歯科衛
生士もいる。

●相談しやすく、説明が丁寧
デンタルケアや治療について分かりやすく説明してくれる。
●全身の健康状態にも気を付けてくれる

口腔内だけでなく、内科的な症状を把握してくれ、内科医と
の連携がとれる。

●通いやすい場所にある
いつでも気軽に行けるよう、自宅や職場の近くの歯科医院
がおすすめ。

実 践 正しい歯のみがき方をマスターしよう！
　ブラッシングは、正しく行わなければ意味がありません。ぜひ歯科医師・歯科衛生士からブラッ
シングの指導を受けて、正しいブラッシング方法を身につけ、歯をみがきかしょう。

まず、ポイントをおさえよう自分に合った歯ブラシは？
正しい持ち方は？

歯ブラシの選び方 歯ブラシの当て方と動かし方
ヘッドが小さめで、ネックが細く、
柄はまっすぐのもの。毛の硬さは、
みがいて痛くない程度のものを
選びます。
その他、電動歯ブラシもおすすめ
です。

歯ブラシの持ち方
力を入れ過ぎて歯ぐきを傷つけ
ないよう、柄の端の方を持ちま
す。鉛筆と同じように、親指と人差
し指で軽くつまむよ
うに持ちます。

1Method スクラッビング法

2Method バス法

　基本的なみがき方です。毛先を歯に対して90度に当て、
2～3mmずつ横に振動させます。

　毛先を歯に対して45度に当て、歯と歯ぐきの間を1mm 
くらいずつ振動させます。

ネック 柄

むし歯＆歯周病予防

　昨年度と同様、事業所巡回歯科健診及びファミリー歯科健診を実施
いたします。
　事業所巡回健診は従業員とその家族で15名以上の希望者があれ
ば、事業所に赴き歯科健診を実施しますので、事業所へお問い合せ
ください。
　ファミリー歯科健診は、近畿圏内の健保組合（共同事業）で休日
に兵庫・奈良・京都・大阪7会場で実施します。令和3年度は下記の
とおり実施します。
　希望される方は別途申し込みが必要となります。

●歯科衛生士より歯科治療の説明及び相談
●直接歯ブラシを使い各人の口腔状態にあったブラッシングの指導
●所要時間の範囲内における歯科衛生士による口腔疾患予防を目的
とした歯間清掃、歯面の研磨等

《歯科医師検査》 
歯科医師による、う蝕症（虫歯）・歯石・歯肉炎・歯槽膿漏・口腔清掃状態のチェック

【対 象 者】被保険者、被扶養者
【健診費用】兵庫県運輸業健康保険組合が全額負担

《口腔衛生指導・口腔内清掃・歯面研磨》

＊所要時間　10 分～ 15 分

〈健診機関〉日本歯科衛生協会
大阪市東淀川区東中島 2－9－15　日大和生ビル　06－6325－8011

事業所巡回歯科健診・ファミリー歯科健診

※申し込み方法及び日程案内については、健保だより秋号
へ同封し、9 月中旬にホームページにも掲載予定です。

ファミリー歯科健診日程ファミリー歯科健診日程

①神戸市センタープラザ西館 2021年10月17日（日） 午前・午後
②奈良県文化会館 2021年11月6日（土） 午前
③京都市 京都テルサ 2021年11月7日（日） 午前
④エディオンアリーナ大阪 2021年11月13日（土） 午前・午後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（大阪府立体育会館） 
⑤姫路市飾磨市民センター 2021年11月14日（日） 午前
⑥堺市産業振興センター 2021年11月20日（土） 午前・午後
⑦大阪市梅田センタービル 2021年11月21日（日） 午前・午後
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マイヘルスウェブ [MY HEAL TH WEB] を利用しましょう！
マイヘルスウェブ [MY HEALTH WEB]とは
　マイヘルスウェブは、皆様一人ひとりと健保組合との双方向でのコミュニケーションを図るツールとなる〝個人
向け健康ポータルサイト〞です。利用手続きが済みましたら、あなた専用のマイヘルスウェブページが利用できるよ
うになります。
　医療費の節約や健康づくりを実践するために役立つさまざまな健康情報・健康支援ツールなどを提供します。
マイヘルスウェブを活用して、健康増進に役立てましょう！

〈健診結果に基づいた解説・アドバイス等の閲覧内容 例〉

初めてご利用される
方は別途初回登録が
必要となります。
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通院にかかる費用を少なくできる方を対象に

【おさえておきたい「受診・服薬」の
ポイント】をご案内します！

多種・多量投与とは？

　ご自身の医療の受け方や服薬について意識してもらう機会として【おさえておきたい「受診・服薬」
のポイント】をご自宅へ郵送いたします。通知物が届いた方は、この機会に「受診、服薬」に関する
正しい知識を身につけていただき、賢くお付き合いください。
　なお、対象者は当健康保険組合で抽出しております。

「通知物サンプル」

医療費の増加などで健康保険の財政状況はとても厳しい状態です。
保健事業を利用して健康を守るとともに、医療費節約にご協力ください。

このお知らせは令和　年　月～令和　年　月の期間で
「はしご受診」「頻回受診」「時間外加算」「服薬注意」の
可能性がある方にお送りしています。

このお知らせは令和　年　月～令和　年　月の期間の受診状況より、
併用禁忌、重複服薬、多剤処方に該当するお薬の明細となります。

相談できる「かかりつけ医」をつくる。

ジェネリック医療品を活用する。

はしご受診をしない。

薬が余るときは医師・薬剤師に相談する。

夜間・時間外の安易な受診は避ける。

おくすり手帳を活用する。

医療費の節約にご協力をお願いします。

はしご受診

併用禁忌

頻回受診

時間外加算

服薬注意

調剤月 医療機関名 お薬名 医療機関 お薬名

重複処方
調剤月No 医療機関名 お薬名 処方日数

調剤月 医療機関 当月の合計薬剤数薬剤数

多剤処方

・はしご受診について
・頻回受診について
・夜間・休日の安易な受診について
・薬の飲み合わせについて
・重複処方について
・薬のもらいすぎについて

あなたの禁煙を応援します

対象者：被保険者・被扶養者 申込期限 令和4年2月28日 全国で2000名まで（早めに申し込みください）

オンライン禁煙サポート申込み受付中

＊1：プログラム開始 3 ヶ月目時点の実績・2020 年 9 月時点の 3 ヶ月移動平均より算出　＊2：既往歴等によっては、参加者様の健康を守るため、医薬品をお渡し出来ない場合がこざいます。

禁煙サポートの参加方法

禁煙サポートの流れ
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健康保険組合から特定保健指導の案内が届いたら

スマホ  de 保健指導スマホ  de 保健指導
～初回面談から継続支援までwebで完結～

　特定保健指導を直接面談だけではなく、リモート面談でも実施いたします。
　特定保健指導の対象になられた方には、ご自宅へ実施案内をいたしますので、リモート面談を活用して、
生活習慣病重症化予防をはじめ、健康づくりに取り組んでください。
　終了者には、QUOカード（1,000円分）を進呈いたします。

webでの面談なので、面談場所へ行くことはありません。
㈱に委託して実施します。

初回面談

Web上での遠隔面談

継続支援 支援完了
利便性が高いので
被扶養者の方も
参加しやすく、
目標達成へ !

アプリでの支援か
電話支援か
ニーズに合わせて
選択可能 !

▶相談員との初回面談は、スマートフォン(またはタブレット)の
テレビ電話機能を使います。

▶その後のサポートは、無料アプリ「QUPiO With」でのサポート、
もしくは相談員からの電話でのサポートを、ご自身で選ぶことが出来ます。

ヵ月後ヵ月後ヵ月後ヵ月後ヵ月後初回面談介入期間

上での
遠隔面談

またはまたはまたはまたはまたは

または ※面談後、プログラム
   ガイドなどの資料を
　対象者さま宛に
　送付します。（3ヵ月支援）

（5ヵ月支援）

遠隔面談までの流れ

① 案内文送付

当組合より、遠隔面談の案内書一式を送付
します。

② （健康相談員⇒対象者さま）日程調整

健康相談員より希望された対象者さまへ、
日程調整の連絡をさせていただきます。

③ （対象者さま）アプリのダウンロード

(スマホ、タブレットの方は)「リモートミーティング」と
いうアプリを事前にダウンロードしていただきます。

④ （健康相談員⇒対象者さま）事前確認

約束の時間になりましたら、健康相談員が対象者さまに
電話で当日の操作方法を説明いたします。

遠隔面談実施 面談後資料送付

□ お手持ちのスマートフォン・タブレットをご用意ください。
□ 通信環境をご確認ください 。（※Wi-Fi環境推奨）

□ 「リモートミーティング」アプリをお持ちのスマートフォン・タブレットにインストールください。
□ 個人情報の取扱い、プログラムご利用上の注意事項に同意ください。

◆遠隔面談をご利用いただくには・・・

※アプリ自体は無料でご利用いただけますが、通信費は別途対象者のご負担となるため、Wi-Fi環境を推奨いたします。
　（Wi-Fi環境でない場合、1回の面談で使用するデータ通信量は560MB程度です）
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令和3年度

令和3年度の保健事業のご案内ですので、令和4年3月31日まで大切に保管してください。TEL 078-341-4801
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