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1.MYページの解説
①各種設定/よくある質問/お問合せ/ログアウト
各種設定→パスワード・メールアドレスの設定・変更が出来
ます。
よくある質問→よくある質問とその回答を確認できます。
お問合せ→各種問合せページです。
ログアウト→MY HEALTH WEBからログアウトします。

②あなたのステータス
あなたが設定したスローガン・目標体重が表示されます。
(プロフィール設定→3ページへ）

③MYミッション
現在設定しているミッションが表示されます。「記録する」
から記録ページへ移動することが出来ます。(MYミッション
について→16ページ)

④MYダイアリー
ログイン状況が確認出来ます。(MYダイアリーについて→
20ページへ)

⑤各種バナー
各ページへ遷移します。

⑥キャンペーン・おすすめ情報
期間限定のキャンペーン情報やおすすめ情報が表示されます。

⑦新着情報
サイトの更新情報や健保からのお知らせが表示されます。タイトルをクリックすると詳しい内容を読むことが
出来ます。

⑧MYメール
あなた宛のお知らせメールが表示されます。タイトルをクリックすると本文が表示されます。(MYメールにつ
いて→22ページへ)

⑨健康情報
さまざまなテーマを取り上げた健康特集や疾患情報、医療費節約情報などを配信しています。

⑩おすすめコンテンツ
あなたへおすすめの各種コンテンツが表示されます。
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2.あなたのステータスを見る

MYページ左側上部にあなたのステータスが
表示されています。

①スローガン
MY HEALTH WEBでは、健康維持や生活習
慣改善の為にスローガン(目標)を設定します。
ここには、あなたが設定したスローガンが表
示されます。

②目標体重
あなたが設定した目標体重が表示されます。

①

②
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MYページ左側上部のステータス表示下部に
ある「プロフィール設定」をクリックします。

3.プロフィールを設定・変更する

プロフィール設定のページが表示されます。
このページでは、
・スローガンの設定・変更
・目標体重の設定・変更
・1日の目標歩数の設定・変更
・身長の設定・変更
を行うことが出来ます。
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4.ご利用案内を見る

ナビメニュー内の「ご利用案内」をクリック
します。

ご利用案内のページが表示されます。
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5.「医療費情報」最新の医療費情報を見る

ナビメニュー内の「MYデータ」をクリック
します。

左側メニュー内「医療費情報」もしくは
右側コンテンツ名の「医療費情報」をクリッ
クします。

「医療費情報」のトップページが表示されま
す。このページでは、「最新の医療費明細
(家族総計)」「最新の給付金支給額明細(家
族総計)」「最新のジェネリック医薬品情報
(家族総計)」を確認することが出来ます。各
情報の「詳細をみる」をクリックすることで、
各情報の詳細ページへ移動することが出来ま
す。
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6.「医療費情報」医療費明細を見る

ナビメニュー内の「MYデータ」をクリック
します。

右側「概要」内の「医療費明細」をクリック
します。

「医療費明細」のページが表示されます。こ
のページでは、「受診状況検索」や、月単位
での「医療費明細」を確認したり、「医療費
明細」をPDFファイルとしてダウンロード・
印刷することが出来ます。

※左側に常時表示されている
「医療費明細」バナーをクリッ
クで、直接このページへ移動す
ることが出来ます。
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7.「医療費情報」医療費明細のみかた

※医療費の掲載は、原則受診から3ヶ月後の掲載となります。医療機関からレセプト請求状況により
さらに遅れることもあります。

※記載は、1行につき1ヶ月間に1つの医療機関で受診された分をまとめています。
※ 医療費の額には保険外負担（差額ベット代、歯科における自費診療分等）は、含まれておりません。
※ 市町村の医療費助成等を受けている方は、助成分等が「あなたが支払った額」の欄に記載される場合

もあります。
※ 自己負担額等は、端数処理や審査等によって、実際の支払額とは異なる場合があります。
※ この通知書は確定申告には使用できません。

受診者

診療区分

受診したところ

診療年数・日数（回数）

総医療費

食事療養費

保険負担額

公費負担額

窓口負担額

薬剤・食事負担額

診療を受けた人の名前が表示されます。

診療を受けた人の続柄、入院・通院区分が表示されます。

診療を受けた病院や薬局名が表示されます。

治療や入院に要した年月、日数、調剤の場合は回数が表示されます。

治療や入院に要した費用の合計金額です。

入院に要した食事費用の合計金額です。

総医療費のうち、健保組合が負担した金額です。

総医療費のうち、国または市町村が負担した金額です。

総医療費のうち、あなたが負担した金額です。

薬剤・食事療養費のうち、あなたが負担した金額です。
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8.「医療費情報」給付金支給額明細を見る

ナビメニュー内の「MYデータ」をクリック
します。

右側「概要」内の「給付金支給額明細」をク
リックします。

「給付金支給額明細」のページが表示されま
す。このページでは、「給付金支給額明細検
索」や、月単位での「給付金支給額明細」を
確認出来ます。また、「給付金支給額明細」
や「給付金支給決定通知書」をPDFファイル
としてダウンロード・印刷することが出来ま
す。

※左側に常時表示されている
「給付金支給額明細」バナーを
クリックで、直接このページへ
移動することが出来ます。
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9.「医療費情報」給付金支給額明細のみかた

対象者

給付金種別

支給年月

診療年月

支給期間（自）

支給期間（至）

給付額

給付対象者の氏名が表示されます。

給付内容が表示されます。

給付金が支給される年月が表示されます。

給付金の対象となった診療（治療や入院）の年月が表示されます。

給付金の支給開始日が表示されます。

給付金の支給終了日が表示されます。入院に要した食事費用の合計金額です。

給付金として支給される額が表示されます。
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10.「医療費情報」ジェネリック医薬品差額情報を見る

ナビメニュー内の「MYデータ」をクリック
します。

右側「概要」内の「ジェネリック医薬品差額
情報」をクリックします。

「ジェネリック医薬品差額情報」のページが
表示されます。このページでは、「ジェネ
リック医薬品情報検索」や、月単位での
「ジェネリック医薬品差額情報」を確認出来
ます。また、「ジェネリック医薬品差額情
報」をPDFファイルとしてダウンロード・印
刷することが出来ます。

※左側に常時表示されている
「ジェネリック医薬品差額情
報」バナーをクリックで、直接
このページへ移動することが出
来ます。
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11.「医療費情報」ジェネリック医薬品差額情報のみかた

※窓口での実際のお支払額には、技術料・指導料・検査費用などが含まれているため、実際の支払金
額と異なる場合があります。

※削減可能額が0円となる場合もあります。

処方実績

先発医薬品名

薬価

使用量

支払額

ジェネリック医薬品名

削減可能額

切替後支払額

あなたが処方された医薬品の情報です。

あなたが処方された先発医薬品です。「お薬情報」から医薬品の詳しい情報を閲覧

出来ます。

医薬品の価格です。

処方された医薬品の量です。

薬価 × 使用量 × 3割（自己負担分） ＝ 支払額（小数点以下四捨五入）で算出さ

れた金額です。

先発医薬品と同じ効能を持つジェネリック医薬品の品名です。

あなたに処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に削減出来

る金額です。

ジェネリック医薬品に切り替えた場合にあなたが支払う金額です。
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12.「医療費情報」ジェネリックお願いシートを印刷する

ナビメニュー内の「MYデータ」をクリック
します。

右側「概要」内の「ジェネリック医薬品差額
情報」をクリックします。

「ジェネリック医薬品差額情報」のページが
表示されます。右上にある「ジェネリックお
願いシートを印刷」をクリックすると、
「ジェネリックお願いシート」が表示されま
す。印刷してご利用ください。

※左側に常時表示されている
「ジェネリック医薬品差額情
報」バナーをクリックで、直接
「ジェネリック医薬品差額情
報」へ移動することが出来ます。
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13.「医療費情報」ジェネリック「お薬情報」を見る

ナビメニュー内の「MYデータ」をクリック
します。

右側「概要」内の「ジェネリック医薬品差額
情報」をクリックします。

「ジェネリック医薬品差額情報」のページが
表示されます。ジェネリック医薬品差額情報
内の「お薬情報」をクリックすると、各医薬
品の詳細情報が表示されます。
※医薬品の表示が無い場合は「お薬情報」は表示さ
れません。

※左側に常時表示されている
「ジェネリック医薬品差額情
報」バナーをクリックで、直接
「ジェネリック医薬品差額情
報」へ移動することが出来ます。
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14.「健診結果情報」健診結果を見る

ナビメニュー内の「MYデータ」をクリック
します。

右側「概要」内の「健診結果」をクリックし
ます。

健診結果数値が経年表示されます。基準値を
超えている場合は、 がつきます。
「PDF/ダウンロード印刷」から、画面表示
されている健診結果表をPDFで表示させるこ
とができ、データ保存や印刷が簡単に行えま
す。

※左側に常時表示されている
「健診結果情報」バナーをク
リックで、直接「健診結果」へ
移動することが出来ます。
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14.「健診結果情報」健診結果を見る

検査項目をクリックすると健診結果数値が経
年で分かりやすいグラフで表示されます。
また検査項目の解説や将来の疾病リスクが表
示されます。

将来の疾病リスクに表示されている傷病名を
クリックすると詳しい傷病情報を閲覧するこ
とが出来ます。

※判定の基準値は、MY HEALTH WEBが設定した数値です。医師の所見等がある場合は、受診された
医療機関に従いましょう。
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15.行動計画・目標(MYミッション)を登録する

ナビメニュー内の「MYミッション」をク
リックします。ここでは、あなたのライフス
タイルに応じて生活習慣改善の為の『ミッ
ション』を設定し日々の生活の中に取り入れ
る事で生活習慣の改善を図ります。

「ステージ選択」をクリックします。

ミッションは6つのステージに分けられてい
ます。挑戦したいステージを選択し、クリッ
クします。

※MYページ左側の「MYミッ
ション」内「ミッション設定」
をクリックすると、直接「MY
ミッション」のページへ行くこ
とが出来ます。
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15.行動計画・目標(MYミッション)を登録する

選択したステージ内に設定されたミッション
が表示されます。
挑戦したいミッションを選択し、「期間指
定」をクリックします。

チャレンジの「開始日」と「終了日」を設定
し、「設定する」をクリックします。

内容を確認し、「登録する」をクリックする
と、ミッションの登録が完了します。
目標達成を目指して頑張りましょう！
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16.行動計画・目標(MYミッション)の達成状況を記録する

ナビメニュー内の「MYミッション」をク
リックします。

「記録する」をクリックします。

※MYページ左側の「MYミッ
ション」内「記録する」をク
リックすると、直接「MYミッ
ション」の記録ページへ行くこ
とが出来ます。

「記録する日」と「ミッションの達成状況」
を選択し、「記録する」をクリックします。
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16.行動計画・目標(MYミッション)の達成状況を記録する

入力内容に間違いがないかを確認し、「記録
する」をクリックします。

ミッションの記録を行うと、「MYダイア
リー」に達成状況に応じたそれぞれのステー
ジカラーの「羽」が付きます。
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17.「MYダイアリー」のみかた

ナビメニュー内の「MYダイアリー」をク
リックします。

「MYダイアリー」は、ログインやミッショ
ン達成の記録がされるページです。

①ヘロンくんの足あと
ログインした日にはヘロンくんの足あとがつ
きます。
②ヘロンくんの羽
「MYミッション」を記録すると、達成状況
に応じた各ステージカラーの羽がつきます。
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18.「MYバイタル」を見る・記録する

ナビメニュー内の「MYバイタル」をクリッ
クします。

このページでは、「運動・睡眠(歩数・移動
時間・エクササイズ時間・上った階数・睡眠
時間)」「身体測定(体重・体脂肪率・腹
囲)」「バイタル(最高血圧・最低血圧・体
温)」を毎日記録することができます。
項目を「運動・睡眠」「身体測定」「バイタ
ル」から選択後、「選択タブ」内の各項目を
クリックすると、それぞれのグラフに切り替
わり表示されます。

バイタルを記録するには、右上の「記録す
る」をクリックします。

※MYページ右側の「MYバイタル」項目でも同じ様に
バイタルの確認・記録を行うことが出来ます。
※BMIは体重を記録すると自動算出されます。BMIの
自動算出には、「プロフィール設定」での「身長」の
登録が必要です。

バイタル記録画面が表示されます。
記録年月日を選択後それぞれの項目を記入し、
「記録する」をクリックすると、グラフに反
映されます。
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19.MYメールの利用方法

あなたへのお知らせメールは、MYメールに
受信されます。
MYページ内「MYメール」にあなたが受信し
たメールが表示されます。メールのタイトル
をクリックすると、詳細内容が表示されます。
また、「MYメール一覧」をクリックすると、
今までに受信したメールを確認することが出
来ます。

返信が必要なメールには、「メール返信
フォーム」が表示されます。
必要事項を記入し、送信ボタンを押してくだ
さい。

このマークが表示されているメールは、
返信が必要です。メールのタイトルをクリッ
クすると内容が表示されます。


