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“がん”について知っていますか？

自覚症状がなくても、まず検診

　さらに、早期の段階でがんを見つけられれば、治癒率はぐんとよくなります。進行
した胃がんでは、半数以上の方が命を落としますが、早期であれば100%近くが完治
します。がん全体についても、早期がんの段階なら多くのがんで９割以上が完治する
と言えます。

　私たちの身体は、約60兆個の細胞からできています。毎日１〜２%の
細胞が死にますので、細胞分裂によって、減った細胞を補う必要があり
ます。しかし、細胞分裂の際に、細胞の設計図である遺伝子のコピーミ
スが起きてしまうことがあります。これが遺伝子の突然変異です。コ
ピーミスの最大の原因はタバコで、ほかにも、発がん性物質や、自然に

存在する放射線などによって、長い時間をかけて遺伝子にキズが蓄積されていきます。
　多数の突然変異を起こした細胞は、多くの場合生きていけません。しかし、遺伝子のうちの、ある特定の部分
にキズがつくと、細胞は死ぬことができなくなり、止めどもなく分裂を繰り返すことになります。
　この「死なない細胞」が、がん細胞です。がん細胞は無秩序に増え続け、やがてかたまりとしての「がん」と
なり、ほかの臓器の機能を阻害するようになります。

　日本の男性の３人に２人が、女性の２人に１人が、生涯にがんを発
症します。
　若くても、これまで病気ひとつしたことがなくても、突然、がんが
見つかる可能性はあります。とくに女性は、若い世代でがんになる方
が多いのです。乳がんがいちばん多いのは40代後半ですし、子宮頸が
んは30代前半です。

がんは、カラダの細胞が分裂するときのコピーミスによって生じます。どうしてヒトはがんになるの？

がんになったら、もう治らない？ いいえ。現在、全体で見れば、がんの６割が治ります。

はい。がんになる可能性はだれにでもあります。私でも、がんになりますか？

　早期の大腸がんではほとんど自覚症状はありません。症状を感じてから病院でみつかるのは進行がんになって
いることが多いのです。早期の段階でがんを見つけて治療するためには、年に１度の大腸がん検診を受けること
が大切で、毎年受けることによって大腸がんによる死亡が60％以上低くなることが報告されています。当健保組
合の“日帰り人間ドック”は30歳以上の方が対象ですが、大腸がん検診も含まれています。

　“健康だから”“時間がないから”“めんどうだから”と受けたことがない方こそ、検診を受けてください。

出典：厚生労働省「大腸がん集団検診の組織化に関する研究」
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早期がん（ステージⅠ）で治療した場合の負担

早期発見・早期治療 はメリットが多い

医療費（５年間治療）89万円

●内視鏡でがんを切除でき、体の負担が少なく入院日数も短い。
●再発・転移の可能性が低く、抗がん剤治療の必要がない。
●仕事への復帰に時間がかからず、いまも営業部門で働いている。
●治療と定期検査にかかった医療費は、進行がんの約５分の１。
●心身の負担はあるが、進行がんの場合より少ない。

血便を放置した50歳代男性
病気は治療が遅れるほどお金と時間がかかり、心身の負担なども大きくなります。
大腸がんが進行してからみつかった場合と、早期発見した場合ではどれくらい違うのでしょう。

くらべて みよう！

病気の
ねだん

放置したために大腸がんが進行

早期がんで発見していれば

早期がんでみつけるためには、40歳になったら年１回、
大腸がん検診を受けることが大切。
禁煙や運動、バランスのよい食事なども心がけましょう。

●掲載しているお金や時間はあくまで目安です。医療費には健康保険の給付も含まれます。
※標準報酬月額28～53万円未満の被保険者（３割負担）の場合

３年後に転移発覚、８年間のはかり知れない負担

大腸がんは早期ならほぼ治る

　営業部門で働くＫさんは数年前から血便がありましたが、痔だろうと思って放
置し、大腸がん検診も受けていませんでした。おなかが張る感じがつづいたため
内科を受診。大腸がんの疑いがあるといわれ、紹介された病院で検査をした結果、
リンパ節に転移のある結腸がん（ステージⅢ・進行がん）だと告げられました。
　手術でがんを取り除くことに成功しましたが、再発を防ぐための抗がん剤治療
を半年間行うことに。抗がん剤の副作用もあり、営業部門から他部署に異動せざ
るをえなくなりました。
　その後、３年目の定期検査で肝臓への転移が発覚。幸い、手術で切除でき、転
移後５年間の定期検査も終えました。がん発見から８年。その間にかかった自分
や同僚、家族の負担ははかりしれません。

時間 お金 心身の負担

検査・診断
通院

１カ月間
（4回）

検査費
20万円

本人  ●がんかもしれない不安やショック
同僚  ●検査で休んだＫさんの仕事のフォロー
家族  ●夫・父親が、がんかもしれない不安やショック

大
腸
が
ん
の
治
療

手術

入院
17日間
療養
20日間

入院・
結腸切除手術
100万円

本人  ●がんになったショック　●手術の不安、術後の痛みやつらさ
●家族や同僚に負担をかけている自責

同僚  ●Ｋさんが入院したことによる仕事の負担増
家族  ●夫・父親ががんになったショック

●手術の不安　●看病と、それによる家事の負担

抗がん剤
治療

通院
６カ月間

（２週に１回）

治療費
200万円

本人  ●副作用のつらさ
●治療で会社をたびたび休む心苦しさ
●営業部門から他部署へ異動したことによる落ち込み

同僚  ●Ｋさんが異動したり、治療で休むことによる仕事の負担増
家族  ●副作用でつらそうな姿をみること

●多額の治療費がかかる不安

肝臓転移
の治療

検査
１カ月間
（２回）
入院
10日間
療養
1カ月間

検査費
12万円
入院・

肝切除手術
50万円

本人  ●再発のショックや不安　●手術の不安、術後のつらさ
●家族や同僚に、再び負担をかけている自責

同僚  ●Ｋさんが入院したことによる仕事の負担増
家族  ●再発のショック　●手術の不安

●多額の治療費がかかる不安
●看病と、それによる家事の負担増

定期検査
通院
７年半

（３～６カ月に１回）

検査費
58万円

本人  ●会社を定期的に休むことへの心苦しさ　●再発・転移の不安
同僚  ●検査で休んだＫさんの仕事のフォロー
家族  ●再発・転移の不安

出典：全がん協部位別臨床病期別5年相対生存率
　　　（2006-2008年症例）

５年相対生存率
大腸がんステージ別

91.6％ステージ Ⅱ

84.3％ステージ Ⅲ

19.6％ステージ Ⅳ

98.9％ステージ Ⅰ早
期

末
期

時間 お金 心身の負担

検査・診断 検査・診断にかかる負担は、進行がんと同じ
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の治療
（手術）

入院
4日間

療養
7日間

入院・
内視鏡的粘膜
切除術
23万円

本人  ●がんになったショック　●手術の不安
●家族や同僚に負担をかけている自責

同僚  ●Ｋさんが入院したことで、仕事の負担がやや増加
家族  ●夫・父親ががんになったショック　●手術の不安

●看病と、それによる家事の負担がやや増加

定期検査
通院
５年間

（３～６カ月に１回）

検査費
46万円

本人  ●会社を定期的に休むことへの心苦しさ
●再発・転移がやや不安

同僚  ●検査で休むＫさんの仕事のフォロー
家族  ●再発・転移がやや不安

早期がん（ステージⅠ）で治療した場合の負担

早期発見・早期治療 はメリットが多い

医療費（５年間治療）89万円

●内視鏡でがんを切除でき、体の負担が少なく入院日数も短い。
●再発・転移の可能性が低く、抗がん剤治療の必要がない。
●仕事への復帰に時間がかからず、いまも営業部門で働いている。
●治療と定期検査にかかった医療費は、進行がんの約５分の１。
●心身の負担はあるが、進行がんの場合より少ない。

Ｋさんや同僚・家族の負担 医療費（８年間治療）４４０万円

　大腸がんは、結腸がんと直腸がんの総称。早期がんでみつ
かればがんを切除することができ、ほぼ100％治ります。し
かし、進行がんでみつかると、周囲のリンパ節や肝臓など
に転移していることが多く、手術に加えて抗がん剤治療な
どの化学療法が必要です。がんを切除できれば治る可能性
はありますが、早期がんより５年生存率は下がります。
　大腸がんは男女ともに罹患率、死亡率がいずれも高いが
んです。
　治りやすいがんであるにも関わらず死亡率が高いのは、早期
がんを発見できる大腸がん検診の受診率が低いためです。

自己負担額
約92万円※

自己負担額
約27万円※
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主な現金給付（4月～3月支払分、一人当たり金額） （単位：円）

療養費泫 傷病手当金 出産手当金 出産育児一時金

被保険者

Ｈ27 1,715 16,315 9,974 7,722

Ｈ28 1,802 14,477 9,507 7,094

前年比（%） 105.1 88.7 95.3 91.9

被扶養者

Ｈ27 1,333 － － 8,970

Ｈ28 1,582 － － 7,076

前年比（%） 118.7 － － 78.9

※療養費の大部分は柔道整復師（接骨院や整骨院といった施術所）でかかった施術料です。

○納付金（支援金）は、大きく以下の２つに分類されます。
　前期高齢者納付金：前期高齢者（65～74歳）が多く加入する国民健康保険の財政を支援する納付金
　後期高齢者支援金：75歳以上が加入する保険者（広域連合）の運営費約４割を財政支援する納付金

納付金（支援金）（被保険者一人当たりの金額） （単位：円）

前期高齢者
納付金

後期高齢者
支援金

退職者給付
拠出金

老人保健
拠出金

合　　計

H27 78,417 84,686 9,215 1 172,318

H28 94,920 84,876 5,653 1 185,451

前年比(%) 121.0 100.2 61.3 100.0 107.6

※ 退職者給付拠出金： 国民健康保険に加入の高齢退職者（退職から65歳未満）の医療費にかかる拠出金。制度終了のため平成27年度から段階的
に減額中。

　老人保健拠出金：“後期高齢者支援金”の前制度。平成21年度からは事務費のみを負担。

　前期高齢者納付金の伸びが大きく、財政を大きく圧迫しています。
　医療制度の限界が近づいてきている中、健保組合としてできる限りの施策を行っていきます。

○保険給付（医療費）は、大きく以下の２つに分類されます。
　現物給付：被保険者証を使って病院などを受診した際の医療費を健保組合が負担しているもの
　現金給付：傷病手当金等を健保組合に申請することにより被保険者に直接給付されるもの

平成28年度保険給付と納付金の実績を 
ご報告いたします

現物給付（3月～2月受診分、一人当たり金額） （単位：円）

　 　 医　科 歯　科 調　剤 その他 合　計

被保険者

18～64歳

Ｈ27 57,439 12,792 20,936 408 91,575

Ｈ28 62,882 13,226 20,295 372 96,775

前年比（%） 109.5 103.4 96.9 91.2 105.7

被扶養者

0～64歳

Ｈ27 83,244 10,998 22,997 910 118,149

Ｈ28 88,908 11,578 23,758 751 124,995

前年比（%） 106.8 105.3 103.3 82.5 105.8

前期高齢者

65～74歳

Ｈ27 271,281 20,614 57,425 4,761 354,081

Ｈ28 211,574 22,007 53,291 2,561 289,433

前年比（%） 78.0 106.8 92.8 53.8 81.7

※１円未満の端数を四捨五入していますので、各項の和が合計に一致しない場合があります（以下同じ）。
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　平成28年度は、保険料率を前年度の87.00‰から91.50‰へと大きく引き上げましたが、経常収支の赤
字を解消することはできませんでした。
　平成29年７月４日開催の第81回組合会において、ベネッセグループ健康保険組合の平成28年度決算、
及び決算残金処分が承認されました。以下に、その概要をご報告いたします。

●収支について
　一般勘定の収支残は420百万円となりましたが、実質的な
収支を表す経常収支残は前年度より改善されたものの▲349
百万円であり、大幅な赤字が続いています。保険給付費の伸
びに加え、納付金（拠出金）の伸びが大きいためですが、次
年度に繰り入れることのできる別途積立金が枯渇しつつあ
り、今後の収支についても大変に厳しい状況が予想されま
す。

●決算残金について
　一般勘定（健康保険）の収支残420百万円は、平成29年度
に300百万円を繰り越し、残りの120百万円を別途積立金と
します。しかし、平成29年度会計に繰り入れるために取り崩
す別途積立金が229百万円であるため、実質的に財産は目減
りしていきます。このような状況を踏まえ、平成30年度以降
の保険料率を設定する必要があります（平成29年度の保険料
率は94.50‰となっています）。
　介護勘定（介護保険）の収支残123百万円については、平
成29年度に100百万円を繰り越し、残りの23百万円を法定準
備金として積み立てます。

保険料率を引き上げても、経常収支は349百万円の赤字でした

【一般勘定（健康保険）】 （単位：千円）

科 　 目 H27年度実績 H28年度実績 対前年差 対前年比(%)

収
入

保 険 料 収 入 8,017,588 8,750,299 732,711 109.1
調 整 保 険 料 収 入 121,678 126,188 4,510 103.7
繰 入 金・ 繰 越 金 800,000 682,761 ▲117,239 85.3
財政調整事業交付金 53,580 86,334 32,754 161.1
雑収入及びその他 94,014 191,462 97,448 203.7
収 入 合 計 9,086,860 9,837,044 750,184 108.3
経 常 収 入 8,026,456 8,941,762 915,306 111.4

科 　 目 H27年度実績 H28年度実績 対前年差 対前年比(%)

支
出

事 務 所 費 72,170 85,999 13,829 119.2
組 合 会 費 130 140 10 107.7
保 険 給 付 費 4,141,565 4,408,771 267,206 106.5
納付金（拠出金） 3,973,824 4,522,214 548,390 113.8
保 健 事 業 費 236,043 266,570 30,527 112.9
還 付 金 862 1,071 209 124.2
営 繕 費 5,564 0 ▲5,564 0.0
財政調整事業拠出金 121,514 126,053 4,539 103.7
連 合 会 費 5,489 5,535 46 100.8
雑 支 出 309 231 ▲78 74.8
支 出 合 計 8,557,471 9,416,585 859,114 110.0
経 常 支 出 8,430,166 9,290,429 860,263 110.2
収 支 残 529,388 420,459 ▲108,929 79.4
経 常 収 支 残 ▲403,710 ▲348,667 55,043 86.4

【介護勘定（介護保険）】 （単位：千円）

科 　 目 H27年度実績 H28年度実績 対前年差 対前年比(%)

収
入

介 護 保 険 料 収 入 692,594 756,170 63,576 109.2
繰 越 金 50,000 30,000 ▲20,000 60.0
繰 入 金 0 0 0 －
雑収入及びその他 16 14 ▲2 87.5
収 入 合 計 742,610 786,185 43,575 105.9

科 　 目 H27年度実績 H28年度実績 対前年差 対前年比(%)

支
出

介 護 納 付 金 695,805 663,388 ▲32,417 95.3
還 付 金 72 136 64 188.9
積 立 金 0 0 0 －
支 出 合 計 695,877 663,524 ▲32,353 95.4
収 支 残 46,733 122,661 75,928 262.5

※項目毎に千円未満を四捨五入しているため、各項目の和と合計が一致していない場合があります。

平成28年度　決算報告

平成28年度　収入支出決算概要



　ベネッセハウスでフロント業務を担当しています。最近ハマっているのが、ロードバイクです。風を切り、景色が流
れるように過ぎ去っていく中で、汗をかいて必死にペダルを
漕ぐ。木の間から見える海や山から見下ろす町並みに感動し、
100キロを走り終えた後の食事は「生き返る！」の一言に尽
きます。気持が良い上に健康のためになっていると思うと、
まさに一石二鳥です。
　私は直島に住んでおり、毎日自転車で通勤しています。職
場の目の前には海が広がり、アートが至る所にあり、いつも
すがすがしい気持ちで仕事に向き合えます。職場には自転車
仲間が多くいて、大会参加も視野に入れ、先輩や後輩とチー
ムを組んで練習しています。ロードバイクは、皆が健康にな
る素晴らしい趣味だと思います。皆さんも、趣味から始まる
運動を見つけて、健康を目指しましょう！

宿泊部（フロント）
坂東　堅太さん

①事業概要
　瀬戸内の島・直島にある「ベネッセハウス」や「家
プロジェクト」、「つつじ荘」等を運営しています。直
島は自然が美しいだけでなく、様々なアート体験が出
来ることで知られる島です。
　私たちの事業の中心となるのが「ベネッセハウス」
です。世界的建築家・安藤忠雄氏の設計により、1992
年に現代美術館と宿泊施設が一体となった特別な場と
してオープン。「ミュージアム」「オーバル」「パーク」
「ビーチ」の４つの棟で構成されています。国内外から
高い評価を受けており、世界中から文化芸術をはじめ
幅広い様々なジャンルのお客様にお越しいただいてい
ます。年間３万人以上の宿泊客のうち、５割以上が海
外からのお客様です。
　私たちは、様々な宿泊関連サービスの提供を通じて、
一人一人のお客様が「Benesse=よく生きる」につい
て主体的に考えることの出来る機会の提供を目指して
いきます。

②被保険者の平均年齢と男女別人数
2017年７月１日時点
被保険者数：108名（男性48名・女性60名）
平均年齢：37.3歳

③人事労務担当者の紹介
　年間を通してたくさんのお客様にお越しいただく
中、直島文化村のスタッフは多岐にわたる就業体系や
職場環境の中で働いており、健康面の配慮がお客様へ
ご満足いただくためにも必要となっています。
　今年の夏には、毎月実施している安全衛生委員会で
議題に上がった熱中症対策の応急キットを各拠点に購
入しました。直島の夏は日差しも強く、島内各所にあ
る家プロジェクト作品を案内するスタッフや、敷地内
のランドスケープを行うスタッフ、屋外パオのハウス
キープ作業のあるつつじ荘などをはじめ、各所での熱
中症対策が不可欠となっています。
　スタッフの皆も多忙を極める中、各施策への協力や
安全衛生委員会への議案提出など、意欲的に取り組ん
でおります。

第18回　株式会社 直島文化村

事業所紹介

我が社の「健康人」

人事労務メンバー（業務企画部）左より西田拓也さん、
内野真紀さん


