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加入・脱退等手続き一覧
事業主世帯の新規加入
手続きが必要な場合

◎一世帯そろって加入するとき
™市町村の国保をやめて
™新たに薬剤師会へ入会して（新規開業等）

届出書類

①資格取得届（甲種組合員……事業主）

必要な添付書類

②資格取得届（別紙）
③薬局開設許可証の写しおよび事業所調べ
④今までの健康保険の喪失証明書（現在いずれかの保険に加入中の方は被
保険者証の写し）
⑤個人番号記載のある世帯全員の住民票（3ヵ月以内に発行されたもの。
外国籍の方は記載事項に省略のないもの。薬剤師国保に加入しない方の
個人番号は必要ありません）
⑥組合員本人確認書類（公的機関が発行している顔写真付身分証の写し）

注意事項・その他

™加入対象者は大阪府薬剤師会会員で、薬事に関する業務に従事し、当組
合の指定地区に住民票のある方（6、7ページ参照）
™資格取得届には必ず地区組合会議員または協力員の認印をもらってください
™法人事業所の新規加入はできません
™70歳〜74歳の方は、所得を証明する書類が必要です

従業員世帯の新規加入
手続きが必要な場合

◎一世帯そろって加入するとき
™事業主（甲種組合員）の経営する薬局へ勤務して

届出書類

①資格取得届（乙種組合員……従業員）

必要な添付書類

②資格取得届（別紙）
③誓約書
④今までの健康保険の喪失証明書（現在いずれかの保険に加入中の方は被
保険者証の写し）
⑤個人番号記載のある世帯全員の住民票（3ヵ月以内に発行されたもの。
外国籍の方は記載事項に省略のないもの。薬剤師国保に加入しない方の
個人番号は必要ありません）
⑥組合員本人確認書類（公的機関が発行している顔写真付身分証の写し）

注意事項・その他

™事業主が加入しない場合は従業員のみの加入はできません
™加入対象者は甲種組合員が開設する薬局等の従業員で、薬事に関する業
務に従事し、当組合の指定地区に住民票のある方
（6、7ページ参照）
™資格取得届には必ず地区組合会議員または協力員の認印をもらってくだ
さい
™70歳〜74歳の方は、所得を証明する書類が必要です
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家族の追加加入
手続きが必要な場合

◎すでに加入している世帯に家族がふえたとき
™結婚等で転入する場合
™赤ちゃんが生まれたとき
™家族のだれかが他の保険をやめたとき

届出書類

①資格取得届

必要な添付書類

②資格取得届（別紙）
③今までの健康保険の喪失証明書
④個人番号記載のある世帯全員の住民票（3ヵ月以内に発行されたもの。
外国籍の方は記載事項に省略のないもの。薬剤師国保に加入しない方の
個人番号は必要ありません）

注意事項・その他

™届出は14日以内に
™転入・出生の場合はその月から保険料がかかります
™70歳〜74歳の方は所得を証明する書類が必要です

資格変更
手続きが必要な場合

◎事業主の死亡により家族が事業主となる
◎従業員や家族が新規開業して事業主となる
◎家族が結婚して別世帯となり従業員となる場合など

届出書類

①資格変更届
②資格取得届
③資格喪失届

必要な添付書類

④被保険者証・高齢受給者証（該当者）・組合員証（該当者）
（注）死亡の場合は埋火葬許可書・死亡診断書の写しまたは住民票の除票

注意事項・その他

™届出は14日以内に

被保険者証・高齢受給者証の再交付
手続きが必要な場合

◎被保険者証や高齢受給者証を破ったり、よごしたり、なくしたとき

届出書類

①被保険者証再交付申請書・高齢受給者証再交付申請書

必要な添付書類

②被保険者証・高齢受給者証（破損の場合）
③本人確認書類

注意事項・その他

™届出は速やかに
™再交付後、前の被保険者証がでてきたときは速やかに組合にお返しくだ
さい

修学者の特例
手続きが必要な場合

◎子供が修学のために他市町村へ住所を移すとき

届出書類

①国民健康保険法第116条該当届
（注）上記に該当しなくなったときは国民健康保険法第116条非該当届

必要な添付書類

②在学証明書
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事業主世帯の脱退
手続きが必要な場合

◎事業主が組合をやめるとき
™指定地区外に転居する場合
™事業主である組合員が大阪府薬剤師会を脱会したとき
™組合員が健康保険に加入したとき
™組合員が死亡したとき
™市町村の国保に入るとき
™法人事業所で健保適用除外承認を受けないとき
™薬事に関する業務に従事しなくなったとき
™65歳〜74歳の方で後期高齢者医療制度に加入するとき

届出書類

①資格喪失届

必要な添付書類

②資格喪失届（別紙）
③被保険者証
④組合員死亡の場合
※埋火葬許可書・死亡診断書の写しまたは住民票の除票

注意事項・その他

™届出は14日以内に
™事業主が他の保険に移ると、従業員が当組合に残ることはできません
™市町村国保へ加入されるときは証明書を発行しますのでお申し出ください

従業員世帯の脱退
手続きが必要な場合

◎従業員が組合をやめるとき
™指定地区外に転居する場合
™従業員である組合員が薬局をやめたとき
™組合員が健康保険に加入したとき
™組合員が死亡したとき
™事業主が資格喪失したとき
™市町村の国保に入るとき
™法人事業所で健保適用除外承認を受けないとき
™薬事に関する業務に従事しなくなったとき
™65歳〜74歳の方で後期高齢者医療制度に加入するとき

届出書類

①資格喪失届

必要な添付書類

②資格喪失届（別紙）
③被保険者証
④組合員死亡の場合
※埋火葬許可書・死亡診断書の写しまたは住民票の除票

注意事項・その他

™届出は14日以内に
™事業主が他の保険に移ると、従業員が当組合に残ることはできません
™従業員の脱退のときは事業主が責任をもって被保険者証を返還してください
™市町村国保へ加入されるときは証明書を発行しますのでお申し出ください

◎保険料について
™保険料の口座振替は、毎月24日（休業日の場合は翌日）です。
預金口座の資金は、前日までに必ず確認し、振替不能にご注意ください。
™正当な理由がないのに、3カ月以上保険料を滞納すると除名処分を受けること
がありますので、ご注意ください。
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家族の資格喪失
手続きが必要な場合

◎家族あるいは同居の人が組合をやめるとき
™家族の結婚等による転出 ™家族の健康保険加入（就職等）
™死亡したとき ™組合員が資格喪失したとき
™組合員と同一世帯でなくなったとき
™65歳〜74歳の方で後期高齢者医療制度に加入するとき

届出書類

①資格喪失届

必要な添付書類

②資格喪失届（別紙）
③被保険者証
④健康保険加入の場合
※その日付を証明する書類または被保険者証の写し
⑤同一世帯でなくなった場合
※住民票の除票
⑥死亡の場合
※埋火葬許可書・死亡診断書の写しまたは住民票の除票

注意事項・その他

™届出は14日以内に
™修学のために他市町村へ転出したときは継続できますが、手続きが必要です

氏名変更
手続きが必要な場合
届出書類

◎被保険者の氏名に変更があったとき
①氏名変更届

必要な添付書類

②被保険者証・高齢受給者証（該当者）
③個人番号記載のある世帯全員の住民票（３カ月以内に発行されたもの。
変更前の氏名の記載のあるもの。外国籍の方は記載事項に省略のないも
の。薬剤師国保に加入しない方の個人番号は必要ありません）

注意事項・その他

™届出は14日以内に

住所変更
手続きが必要な場合
届出書類

◎組合員が住所を変更したとき
①住所変更届

必要な添付書類

②被保険者証・高齢受給者証（該当者）
③個人番号記載のある世帯全員の住民票（３カ月以内に発行されたもの。
前住所の記載のあるもの。外国籍の方は記載事項に省略のないもの。薬
剤師国保に加入しない方の個人番号は必要ありません）

注意事項・その他

™届出は14日以内に
™住居表示の変更の場合でも届け出てください

（注）届出用紙は組合にあります。ご連絡いただければお送りします。
（注）各種届出用紙に個人番号の記入や本人確認書類の添付が必要となります。詳細については届
出用紙をご請求いただいた際にご案内いたします。
（注）組合へ個人番号を含む書類を郵送される場合、個人情報の漏えいを防止する観点から簡易書
留や特定記録など、郵便の追跡が可能な方法で郵送していただけるようお願いいたします。
（注）組合から被保険者証を郵送する際の簡易書留郵便料は組合員様のご負担となります。
【個人番号の利用目的について】
当組合は、被保険者の個人番号を番号法別表第１の第30項「国民健康保険法による保険給付の支
給または保険料の徴収に関する事務」において、適用、給付および徴収事務で利用します。
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《府薬国保の組合員資格について》
組合員資格の適正化のため、「薬事に関する業務に従事する者であることの判定基準」が
設定されました。
区

分

条

件

判定基準で組合員となれる方

甲種組合員
（薬局または医薬品
販売業（以下「薬局等」
という）の開設者また
は管理者）

大阪府薬剤師会会員で、
薬事に関する業務に従事
し、７ページの地区内に
住所（住民票）を有する
者

・個人事業所の薬局等の事業主
・法人事業所に変更された薬局等の事業主
で、健康保険の適用除外承認を受けた者
（注１）
・従業員が５人以上になった個人事業所の
薬局等の事業主で、健康保険の適用除外
承認を受けた者（注１）
※法人事業所や従業員５人以上の個人事業
所は新規加入できません。

乙種組合員
（甲種組合員が開設
または管理する薬局
等の従業員）

甲種組合員に使用される
者で薬事に関する業務に
従事し、７ページの地区
内に住所（住民票）を有
する者

・個人事業所の薬局等の従業員
・法人事業所の薬局等の従業員で、健康保
険の適用除外承認を受けた者（注１）
・従業員が５人以上の個人事業所の薬局等
の従業員で、健康保険の適用除外承認を
受けた者（注１）

廃業した甲種組合員
（甲種組合員が薬局
等を廃業または職責
を退いた後、薬剤師
の資格を有する専門
職として業務に携わ
る者（非常勤勤務者
を含む））（注２）

大阪府薬剤師会会員で、 ①薬剤師等を育成する教育機関等の講師
薬事に関する業務に従事
（教師）
し、７ページの地区内に ②審査支払機関における診療報酬明細書等
住所（住民票）を有する
の審査に携わる者
者
③学校薬剤師
④研究機関等において薬事に関する調査・
研究を行う者
⑤薬剤師会（支部を含む）・国保組合、その
他薬事関係団体の役員、委員および議員等
⑥薬局又は医療機関等に勤務する薬剤師

（注 1）個人事業所から法人事業所に変更された場合や個人事業所の従業員が常時５人以上になっ
た場合は、健康保険の強制適用になります。ただし、年金事務所で健康保険適用除外承認
を受けることにより当組合に引き続き加入できます（厚生年金は強制加入）。
必ず当組合に届け出て「健康保険適用除外承認申請書」を年金事務所に提出してください
（法人設立から原則 14 日以内）。
届け出されない場合は、組合を資格喪失となりますので、ご注意ください。
（注 2）薬局を廃業またはその職責を退いた場合、①から⑥の業務に従事していることがわかる書
類を提出していただくと引き続き加入できますので、必ず当組合に届け出てください。
業務に従事していない場合は継続できませんので、組合を脱退する手続きが必要になります。
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《組 合 の 地 区》
大

阪

府

大阪府下全市町村

京

都

京 都
長岡京
向 日
宇 治

兵

市
市
市
市

庫

川 西
宝 ∫
伊 丹

奈

府
市
市
市
市

尼
西

崎
宮
屋

市
市
市

桜
天
香
五
宇

井
理
芝
條
城
陀

市
市
市
市
市
市

岩

出

市

（乙訓郡）
大山崎町

（相楽郡）
精 華 町

（久世郡）
久御山町

加古川市

（川辺郡）
猪名川町

（北H城郡）
王 寺 町
河 合 町
上 牧 町
広 陵 町

（磯城郡）
田原本町
（Z野郡）
Z 野 町
大 淀 町

県

市
市
市

良

八 幡
京田辺
城 陽
木津川

神
明
三

戸
石
田

市
市
市

県

奈 良 市
生 駒 市
橿 原 市
大和高田市
大和郡山市
御 所 市

（生駒郡）
三 郷 町
斑 鳩 町
平 群 町

和歌山県
和歌山市
橋 本 市

滋
大

賀
津

三
名

県

市

重
張

紀の川市

草

津

市

湖

南

市

県

市
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保険給付内容等手続き一覧
療養の給付
給付内容 病気やケガで病（医）院で受診するとき、保険証を提出すれば、診察、薬、検査、手
術、入院等に要する費用の7割を組合が負担します。ただし、小学校入学前までの乳
幼児は８割。70歳〜74歳の方は８割（昭和19年４月１日以前に生まれた人は９割）、
なお、現役並み所得者の方は７割。支払額が一定額を超えた場合は高額療養費の対象
となる場合があります。
また、入院した場合は、療養費として入院時食事療養費、入院時生活療養費が給付され、
自己負担は標準負担額だけですみます。
●入院時食事療養費・入院時生活療養費

療養病床
医療の必要性の低い方
（医療区分Ⅰ）
65歳未満

65歳以上

医療の必要性の高い方
（医療区分Ⅱ、Ⅲ）

一般

食費460円/食

低所得者

食費210円/食（注1）

一般病床・精神病床等

一般

食費460円/食（注2）
居住費370円/日

食費460円/食
居住費370円

食費460円/食

住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ

食費210円/食（注1）
居住費370円/日

食費210円/食
居住費370円

食費210円/食（注1）

低所得者Ⅰ
（70歳以上のみ）

食費130円/食（注3）
居住費370円/日（注3）

食費100円/食
居住費370円

食費100円/食

（注1）入院日数が90日を超える人は1食160円
（注2）管理栄養士または栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合は１食420円
（注3）老齢福祉年金を受給している等の場合は１食100円、居住費0円

申請書等

交通事故や傷害事件等の場合は、届出が必要となります。

療養費
給付内容 次のような場合で、療養の給付（保険証の使用）を受けられなかったときには、療養
費の支給申請をしてください。支払われた額のうち保険で認められた費用の組合負担
分を支給します。
【診
療
費】①緊急、その他やむを得ず、保険証を提出できなかった場合
②保険加入手続き中に受診した場合
【治 療 用 装 具】③コルセット等の補装具を装着された場合
【柔道整復師術】④柔道整復師に施術を受けた場合
【はり・きゅう】⑤はり・きゅう術を受けた場合（医師の同意を得た分のみ）
申請書等

™療養費支給申請書
™領収書
①、②の場合、上記申請書、領収書の他に、™診療内容明細書
③の場合、上記申請書、領収書の他に、™医師の意見書
④、⑤の場合、療養費払いが原則ですが、保険証による受診も可
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保険外併用療養費
給付内容 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は療養の給付と同じ支給となります。

高額療養費
給付内容 保険による一部本人負担金（負担限度額）が下記の金額を超えた場合に、その超過分支給しま
す（部屋代や歯科の差額分等保険対象外のものおよび入院時の食事に要する標準負担額を除く）。
● 70歳未満の方の自己負担限度額

（月額）

区分

基礎控除後の総所得

上位所得者
一般
低所得者

自己負担限度額

年４回目以降

ア

901万円以上

252,600円＋（総医療費−842,000円）×１％

140,100円

イ

600〜901万円以下

167,400円＋（総医療費−558,000円）×１％

93,000円

ウ

210〜600万円以下

80,100円＋（総医療費−267,000円）×１％

44,400円

エ

210万円以下

57,600円

44,400円

オ

住民税非課税

35,400円

24,600円

● 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

（月額）
自己負担限度額

年４回目以降

区分

課税所得

現役並みⅢ

690万円以上

252,600円＋（総医療費−842,000円）×１％

140,100円

現役並みⅡ

380万円以上

167,400円＋（総医療費−558,000円）×１％

93,000円

現役並みⅠ

145万円以上

80,100円＋（総医療費−267,000円）×１％

44,400円

一般

145万円未満

低所得者Ⅱ

住民税非課税※１

低所得者Ⅰ

住民税非課税※２

外来（個人単位）

18,000円＊
8,000円

世帯単位で入院と外来が複数ある場合は合算

57,600円

44,400円

24,600円

―

15,000円

―

※１ 住民税非課税の世帯に属する方。
※２ 住民税非課税の世帯で、世帯の所得が一定基準に満たない方。
＊ 年間上限144,000円

申請書等 ™該当者は組合より必要書類を送付（ただし、該当していてもシステム上通知できな
い場合がありますので、通知が届かない場合は申し出てください）
™年度内で最初の申請時には世帯全員の所得証明書（該当年度分）

高額介護合算療養費
給付内容 医療と介護の自己負担額が高額になったときは、毎年8月〜翌年7月までの年額を国
保・介護のそれぞれの制度で按分して高額介護合算療養費が支給されます。
● 70歳未満の方の自己負担限度額

区分

（年額）
基礎控除後の総所得

自己負担限度額

ア

901万円以上

212万円

イ

600〜901万円以下

141万円

ウ

210〜600万円以下

67万円

エ

210万円以下

60万円

オ

住民税非課税

34万円

区分

課税所得

自己負担限度額

現役並みⅢ

690万円以上

212万円

現役並みⅡ

380万円以上

141万円

現役並みⅠ

145万円以上

67万円

一般

145万円未満

56万円

低所得者Ⅱ

住民税非課税※１

31万円

低所得者Ⅰ

住民税非課税※２

19万円

上位所得者
一般
低所得者

● 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

※１
※２

（年額）

住民税非課税の世帯に属する方。
住民税非課税の世帯で、世帯の所得が一定基準に満たない方。
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〔限度額適用認定証について〕
給付内容 医療費の支払いが高額になる場合、組合が交付する「限度額適用認定証」または
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、窓口での
１カ月あたりのお支払いが高額療養費の自己負担限度額までの負担となります。入
院等、高額受診される場合には事前に申請してください。
申請書等

™限度額適用認定申請書
™限度額適用・標準負担額減額認定申請書
™世帯全員の所得証明書（該当年度分）

海外療養費
給付内容 海外で病気やケガで診療を受けた場合（ただし、日本国内で保険診療の対象となって
いるもの）。
申請書等

™療養費支給申請書 ™診療内容明細書、領収明細書（いずれも日本語訳添付）
™現地で支払った領収書 ™同意書 ™パスポート等海外渡航事実が確認できる書類

移送費
給付内容 病気やケガで移動が困難な患者が医師の指示により移送される場合。
申請書等

™移送費支給申請書 ™医師の意見書 ™領収書

訪問看護療養費
給付内容 厚生労働大臣の定める疾病により、居宅において指定訪問看護を受けた場合、算定費
用の7割を組合が負担します。

出産育児一時金
給付内容

™出産育児一時金に相当する額を保険者から医療機関等に直接支払いする「直接支払
制度」が平成21年10月から実施されています。
この制度をご利用の際は、医療機関等に申し込んでください。
™産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、42万円を支給します。
（在胎週数22週以降の出産に限る）
™産科医療補償制度未加入機関で出産した場合等は、40.4万円を支給します。
※ただし、他の保険で給付される場合には支給しません。
※死産や4カ月以上の流産も可。

申請書等

™直接支払制度を利用しない場合
・出産育児一時金支給申請書
・医師の出産証明書または母子手帳の写し
・領収書（産科医療補償制度加入機関の場合は、証する印が押印されたもの）
・「直接支払制度を利用しない」旨が明記されたもの
™直接支払制度を利用し、出産費用が上記の金額に満たない場合は、差額支給申請が
必要です。
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葬祭費
給付内容 被保険者が死亡したとき、事業主および従業員の場合、7万円、家族および同居人の
場合、5万円支給します。
申請書等 ™葬祭費支給申請書
™死亡診断書・埋火葬許可書の写し

¡いずれの届出用紙も組合にあります。ご連絡いただければお送りします。
¡手続き、その他詳しいことは、組合までご照会ください。

給付の申請はお早めに！
療養費・高額療養費・海外療養費・移送費・出産育児一時金・葬祭費の支給を申請で
きる期間は、事実のあった時から2年以内となっています。2年を過ぎると時効になり
ますのでご注意ください。

《自動車事故にあったとき》
交通事故など第三者の行為で傷害を受けた場合も、健康保険の給付を受けられます。しかし、
交通事故などは、その原因が加害者（第三者）によるものですから、国保組合は給付に要した
費用を加害者または自賠責保険の保険会社に請求します。このため、健康保険で治療を受けた
ときは、できるだけ早く「第三者行為による傷病届」に事故証明書などを添えて国保組合に提
出しなければなりません。ただし、すでに示談によって損害賠償を受けた場合は、損害賠償の
額の限度で健康保険の給付は行われないので、示談の前に国保組合へ相談してください。

《70歳から74歳までの方の医療について》
70歳から74歳の方には、所得に応じて決められた負担割合の記された「高齢受給者証」を交
付します。75歳の誕生日を迎え、「後期高齢者医療制度」に移行するまで、医療機関にかかる
ときは、被保険者証と「高齢受給者証」を窓口に提示してください。

《後期高齢者医療制度》
都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合（後期高齢者医療広域連合）が運営主体となっ
て、保険料の決定、医療費等の事務を行います。
■対 象 者

75歳以上の人と65歳から74歳で一定の障がいがある人
75歳誕生日当日から対象となり、当組合の被保険者資格を喪失することになり
ます。
■患者負担 医療費の１割負担（現役並所得者は３割負担）
自己負担額が限度額を超えた場合には、高額療養費制度の適用があります。ま
た、療養病床に入院した場合は、食費と居住費の標準負担額分を負担すること
になります。
■被保険者証 75歳の誕生日までに広域連合から新しい被保険者証が届きます。
組合員の方は、ご本人の希望により「被保険者資格のない組合員」として組合に残ること
ができます。それにより75歳未満の家族や従業員は組合に残ることができます（75歳以上
の家族の方はお残りいただけません）。75歳の誕生日を迎えられる組合員の方には順次届
出用紙をお送りします。
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保健事業の内容
府薬国保は被保険者の疾病予防、健康保持・増進のために、つぎの各種の事業
を行っています。
健康診断の補助は、下記 １ ２ ３ のうち、いずれか年度内に1回です。

™内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目した基本的な検査項目の健診で
™対象者は、40歳から75歳未満の被保険者です。
™健診費用は無料（全額組合で負担します。ただし、年度内1回で、人間ドック、生活
習慣病共同健診との重複受診はできません）
。
™対象者には、組合から「受診券」をお送りします。
特定健診実施医療機関で予約のうえ、「受診券」と「被保険者証」を提出して、受診
してください。

（特定健診検査項目を含む）
■受診資格 当組合の被保険者で、被保険者の資格を取得されてから1年以上の方
■補助金額 組合員……35,000円
家族……25,000円
※ただし年度内1回で、健診費用が補助額以下の場合はその実額、
また、生活習慣病共同健診、特定健診との重複受診の場合は補助できません。
※ 補助対象は契約健診機関での対象コースのみです。
※ オプション検査等は全額自己負担となります。
■利用方法
™健診希望日を契約機関で予約したうえで、ご連絡ください。組合より「人間ドック
受診券」をお送りします。
™健診当日、「人間ドック受診券」「被保険者証」（後期高齢者組合員の場合は「組
合員証」）を契約機関窓口に提示し受診してください。
™各契約機関の人間ドック契約料金から補助金額を差し引いた額を当日窓口でお支払
ください。
※ご注意 契約機関以外での受診には補助できません。
■契約機関 HP「人間ドック・生活習慣病共同健診」→「契約機関一覧はこちらから」をご参照ください。

（特定健診検査項目を含む）
™大阪府国保組合協議会の共同事業で実施される巡回車による健診を受診していただき
ます（35歳以上の被保険者対象）。同時にオプションとして実施している大腸がん検
査、骨密度検査、眼底検査、乳房Ｘ線検査マンモグラフィ（女性40歳以上の被保険
者対象）も受診できます。
™健診費用は無料（全額組合で負担します。ただし、年度内1回で、人間ドックまたは
特定健診との重複受診はできません）。
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™特定健診等の結果、生活習慣改善の必要性の高い人とやや高い人には、特定保健指導
が行われます。

™大阪府歯科医師会との契約に基づき、口腔疾患の早期発見・早期治療および歯周病予
防を目的として実施します。
™受診資格は、20歳以上の被保険者で、組合に加入してから1年以上経過している方。
™健診費用は組合で負担します（ただし、年度内1回を限度とします）
。

（イ）出産のお祝い
™初めて出産されたお母さんに、育児月刊誌を1年間お送りし、子育てを応援します。
（ロ）満1歳のお誕生祝い
™出産育児一時金を受けて出生された新生児が満1歳の誕生月に、ぬいぐるみをお贈
りし、お祝いします。
（ハ）高齢者のお慶び
™被保険者等が満77歳と満88歳になられる年の敬老の日に、喜寿祝・米寿祝として、
慶祝の記念品をお贈りし、ご長寿をお祝いします。

™組合員の世帯単位で、1年間全く医療費を使わなかったご家庭に、11月3日に表彰の記
念品をお贈りします。

™被保険者がいつまでも元気でご活躍されるための参考になる書籍の無料配布を適宜行
います。

™被保険者の健康づくりを目的とした事業を行います。

™法による公示事項は府薬雑誌と規約で定めています。毎年度の事業計画・予算・事業
報告・決算等はそのつど公示しています。
™趣旨普及の広報や保健事業の諸行事は組合員宛お知らせします。
◎ご注意
保険料を滞納されますと、保健事業の利用や参加をお断りすることがあります。
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大阪府薬剤師国民健康保険組合第三期特定健康診査等
実施計画概要（平成30年4月）
■特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方

生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積(内臓
脂肪型肥満)が関与しており、肥満に加え、高血糖、
脂質異常、高血圧等が重複した場合、虚血性疾患
や脳血管疾患等の発症リスクが高くなることから、
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当
者・予備群の減少を目指すものです。
すなわち、適度な運動や食生活の見直しなど、
生活習慣を改善し内臓脂肪を減少させることで、
生活習慣病の発症リスクの低減を図ることができ、
ひいては生活の質の維持・向上を図りながら医療
費の伸びの抑制を実現することが可能となります。
特定健診は、このような生活習慣病の発症や重
症化を予防することを目的に、メタボリックシンド
ロームに着目し、生活習慣等を改善するための保
健指導を必要とする者を的確に抽出するための健
康診査であり、特定保健指導は、健康診査の結果
に応じて生活習慣の改善等が必要な者に対し、対
象者が自らの生活習慣における課題を認識し、行
動変容と自己管理のもと、生活習慣の改善に向け
た支援を行うことにより、生活習慣病の発症・重症
化を予防するために、結果を出す保健指導として
実施されるものとなります。

■特定健康診査受診率、特定保健指導実施率の目標値※
2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度 年度 年度 年度 年度 年度
特定健康診査
45％ 48％ 50％ 55％ 60％ 65％
受診率の目標値
特定保健指導
8％
実施率の目標値

10％ 12％ 15％ 18％ 20％

※本計画では、期間内に最大限の努力により達成
可能な目概値に引き下げ、長期目標値として受診
率70%以上、実施率30%以上を定めます。
特定保健指導対象者の減少率の目標値は、特
定保健指導の効果の検証等のための指標として、
2023年度までの期間に、特定保健指導対象者
の減少率について、2008年度と比較し、減少率
25％以上を目標とします。

■特定健康診査等の実施方法
1）実施場所
大阪府医師会の会員医療機関のうち、特定健康
診査・特定保健指導実施医療機関として届出をし
ている医療機関へ実施期間内に被保険者自らが
直接予約を行い、保険証および特定健康診査受診
券・特定保健指導利用券を持参し受診する「個別
受診方式」、
「個別指導方式」にて実施します。
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2）実施項目
検査内容

基本的な
検査項目

診察

問診（服薬状況、既往歴、喫煙習慣など）、自覚症状、他覚症状

身体計測

身長、体重、腹囲、BMI

血圧測定

収縮期血圧、拡張期血圧

肝機能検査

AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)

血中脂質検査 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール(Non-HDL)
血糖検査

追加項目

空腹時血糖、HbAlc、随時血糖

尿検査

尿糖、尿蛋白

追加項目

尿酸、血清クレアチニン

※医師が必要と
貧血検査
認めた場合

ヘマトクリット値、血色素量(ヘモグロビン)、赤血球数

心電図検査

眼底検査

3）実施時期
〇特定健康診査
原則として、毎年度4月1日かち3月31日までの間
を実施期間とします。
〇特定保健指導
原則として、毎年度4月1日から3月31日までの間を実
施期間とします。ただし、法定報告時期に間に合う
よう、初回面接の最終実施時期の設定を考慮し、ま
た、被保険者の利便性とニーズに配慮し実施します。
4）周知・案内方法
当組合の発行する広報誌等により、制度の概要
や特定健康診査・特定保健指導の実施方法、費用
負担等についての周知を図ります。
5）記録の保存方法等
特定健診・特定保健指導の実施結果は、標準的
な電子データファイル仕様に基づく電子ファイルの
形態で、健診・保健指導機関や他の医療保険者等
から提供され、代行機関である大阪府国民健康保
険団体連合会の特定健診等管理システム内にデー
タベース形式で整理・保管を委託します。
特定健診・特定保健指導の記録については、保
存期間を記録の作成の日の属する年度の翌年度か
ら原則5年間とし、当組合の被保険者でなくなった
場合は、当該資格を喪失した日の属する年度の翌
年度末までを保存期間とします。
また、保存年限を経過した後の取り扱いについ
ては、原則として記録・データ等の廃棄または消去
とします。
6）個人情報の保護に関する事項
当組合は、大阪府薬剤師国民健康保険組合
個人情報保護管理規程を遵守します。
また、当該事業にかかる業務を外部に委
託する際も、個人情報の厳重な管理や目的
外使用の禁止等を委託契約書に定めるとと
もに、委託先の管理・監督を行うものとし
ます。

大阪府薬剤師国民健康保険組合
法令遵守（コンプライアンス）体制の整備に関する基本方針
平成23年４月１日制定
1.趣

旨

大阪府薬剤師国民健康保険組合（以下「組
合」という。）は、我が国の公的医療保険制度
の一翼を担う公法人であることを踏まえ、業
務運営が国民健康保険法その他の関係法令に
沿って厳正に行われるよう、規約第29条第１
項第２号に基づき法令遵守（コンプライアン
ス）体制の整備に関する基本方針を定めるも
のである。
2.法令遵守についての基本的な考え方
組合の役職員は、国民健康保険法その他の
関係法令並びに組合の規約及び規程その他の
決定事項を遵守し、組合員及び被保険者の信
頼に応えるとともに、公的医療制度の一翼を
担う公法人としての社会的責任を果たす。

③委託業務においても法令遵守体制が確保
できるよう、委託契約に法令遵守に関す
る事項を明記することとする。
4.実践計画の策定・評価
組合は、法令遵守を具体的に実践するため、
次のとおり実践計画を策定するとともに評価
を行う。
①毎年度、理事会において、法令遵守のた
めの具体的な実践計画（以下、
「実践計画」
という。）を策定し、組合会の承認を得る
こととする。
②法令遵守担当理事は、実践計画の進捗状
況及び達成状況を把握する。
③理事会において、定期的に実践計画の報
告・評価を行い、適時、合理的な内容の
ものとなるように見直しを行う。

3.法令遵守のための組織体制
組合は、法令遵守のため、次のとおり組織
体制を整備する。
①組合の理事のうち１名を法令遵守担当理
事とし、理事がこれを互選する。
②法令遵守担当理事は、組合の被保険者資
格の管理、保険料の賦課・徴収、保険給
付、保健事業その他の実務を実施する部
門から独立した立場から法令遵守に関す
る業務を行うため、関連文書の提出要求、
調査の報告要求、業務改善の指導ができ
るものとする。

5.監事による監査
監事は、組合の法令遵守に関する業務の執
行状況を監査する。
6.責任追及、懲戒処分
組合会は、役職員が法令等に違反する行為
を行ったときは、その責任を追及するととも
に、厳正かつ公平な懲戒処分等を行う。
附
則
１この基本方針は、平成23年４月１日から施
行する。

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言
大阪府薬剤師国民健康保険組合（以下「当
国保組合」という。）は、適用、保険給付及び
保険料等徴収関係事務において特定個人情報
ファイルを取り扱うにあたり、その取扱いが
個人のプライバシー等の権利利益に影響を及

ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の
漏えい、その他の事態が発生するリスクを軽
減させるために適切な措置を講じ、もって個
人のプライバシー等の権利利益の保護に取り
組んでいることを宣言する。
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