平成３０年度健診事業
◎ 健保組合の健診事業での補助は、下記健診の内、本年度内１回とします。

１．生活習慣病健診
◎ 対象者……年度内３５歳以上の本人・家族
健診種別及び料金等
健診種別
生活習慣病健診
大腸がん
①
婦人科
ＰＳＡ（前立腺がん）

生活習慣病健診
(東振協)
②
大腸がん
婦人科

一部負担金
２,０００円
５００円
無 料
１,０００円

年齢（年度内）
３５歳以上
３５歳以上
４０歳以上女性
５０歳以上男性

３,０００円

３５歳以上

対象健診機関
下記①当組合契約機関

３５歳以上
下記②東振協契約機関
５００円
４０歳以上女性
無 料
ＰＳＡ（前立腺がん）
５０歳以上男性
１,０００円
・希望者に大腸癌検査を実施します。
追
加 ・年度内４０歳以上の女性希望者に婦人科検査を実施します。病院によって実施内容が異なりますのでご確認ください。
検 ・年度内５０歳以上の男性希望者にＰＳＡ検査を実施します。
査 ※ＰＳＡ検査とは前立腺がんの検査で、血液を採取して行います。（一般の血液検査と同時採取で行います）
申 健診機関で予約を取り、健保組合に申込書と料金を添えて送付してください。（ＦＡＸ・振込可）
込
追加検査の有無を申込書に記載し、該当料金を追加してお支払いください。
方
法 健診料金は、受診日までに必ずお支払いください。
○ 生活習慣病健診には、特定健診項目が含まれています。
○ 東振協（とうしんきょう）の健診機関については、当組合のホームページをご覧ください。

◎ 生活習慣病健診契約機関
①当組合契約機関
健診機関名
① 府県別
東 京 北品川クリニック
神奈川 船員保険健康管理センター
愛知 全日本労働福祉協会東海診療所
福井県労働衛生センター
福井
若狭高浜病院
京都 鳥羽健診クリニック
恵生会 アプローズタワークリニック
当
組
合
の
契
約
機
関

健診機関所在地
東京都品川区北品川１-２８-１５
横浜市保土ヶ谷釜台町４３-２

電話番号
03-3474-1351
045-335-2265
名古屋市中村区名駅南１－２７ 日本生命笹島ビル６F 052-582-0751
福井県福井市日光１－３－１０
0776-25-2206
福井県大飯郡高浜町宮崎８７－１４－２
0770-72-1703
京都府伏見区下鳥羽六反長町１０９
075-603-6000
大阪市北区茶屋町１９-１９
06-6377-5620
桜橋渡辺病院附属 駅前第三ビル診療所 大阪市北区梅田１－１－３－１８００ 第三ビル１８Ｆ 06-6348-0411
福慈会 福慈クリニック
大阪市中央区南船場２－１－３
06-4963-3205
大阪市中央区城見２－２－２２ マルイトОＢＰビル１階 06-4791-9902
ＯＢＰ今村クリニック
船員保険大阪健康管理センター
大阪市港区築港１-８-２２
06-6576-1011
大阪みなと中央病院
大阪市港区築港１-８-３０
06-6599-0271
愛仁会 総合健診センター
高槻市幸町４-３
0120-109-941
大阪 野崎徳洲会病院
大東市谷川２－１０－５０
072-818-0035
一翠会 一翠会千里中央健診センター 豊中市新千里東町１-５-３ 千里朝日阪急ビル３階 06-6923-5516
北条病院
堺市北区百舌鳥陵南町１－７７－１
072-277-1119
コーナンメディカル鳳総合健診センター 堺市西区鳳東町４－４０１－１
072-260-5555
新長堀診療所
大阪市中央区島之内１－１１－１８
06-6251-0501
岸和田平成病院健診センター
岸和田市春木若松町３－３
072-430-5477
ニッセイ予防医学センター
大阪市西区立売堀６－５－１５
06-6532-6438
聖授会フェスティバルタワー健診センター 大阪市北区中之島２－３－１８ フェスティバルタワー１５Ｆ 0120-845-489
姫路市医師会
姫路市西今宿３-７-２１
079-295-3344
兵庫
姫路愛和病院
姫路市飯田３－２１９－１
079-234-2117
福岡市博多区博多駅前３-１９-５
092-472-0222
福 岡 日本予防医学協会 福岡診療所
098-850-9003
沖 縄 沖縄医療生活協同組合とよみ生協病院 沖縄県豊見城市字真玉橋５９３-１

②東振協（とうしんきょう）契約機関
② 全国 ㈳東京都総合組合保健施設振興協会（東振協） ４７都道府県（健保組合ホームページに掲載） 03-3626-7504
検索方法：トップメニュー→健診案内→東振協（とうしんきょう）契約機関検索→パスワード<06273015>を入力
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平成３０年度

２．特定健診
◎ 対象者……年度当初４０歳以上の家族及び任意継続被保険者
健診種別及び料金等
健診種別
③

一部負担金

特定健診

無

料

申込方法他
６月初旬、特定健診該当者宛に送付する「案内書」のとおり
対象の健診機関で予約をし、当組合発行の「受診券」を健診機関窓口に提
出して受診

③ 特定健診実施機関について
特定健診については、当組合と医療機関で直接の契約は結んでおりません。
特定健診を受ける場合の健診機関の検索は当健康保険組合ホームページから検索できます。
（検索方法：トップメニュー→特定健診検索→診療報酬支払基金のページへ→検索）
（検索方法：トップメニュー→特定健診検索→健保連のページへ→保険者番号<06273015>を入力→検索）
全国都道府県の特定健診契約機関の一覧が都道府県単位で検索できます。
もしくは、最寄の医療機関や、かかりつけの医院等で実施している場合があります。
一度ご確認ください。

３．人間ドック
◎ 対象者……受診時４０歳以上の本人・家族
健診種別及び料金等
健診種別

一部負担金

対象健診機関

④

２５,０００円

下記④の当組合契約機関

⑤

１日人間ドック

１日人間ドック
下記⑤の東振協契約機関
２０,０００円
(東振協)
※平成３０年度より、直接契約の医療機関も含め、一泊人間ドックが廃止になっております。

申
込 健診機関で予約を取り、健保組合に申込書と料金を添えて送付してください。（ＦＡＸ・振込可）
方 追加検査については自費となります。料金については各医療機関にお問い合わせください。
法 健診料金は、受診日までに必ずお支払いください。

◎ 人間ドック健診機関
④当組合・健保連契約機関
健診機関名
④ 府県別
住友生命社会福祉事業団
福慈会 福慈クリニック
中之島クリニック
当
船員保険大阪健康管理センター
組
関西労働保健協会 アクティー
合
多根クリニック
の 大阪
南大阪総合健診センター
契
大野クリニック
約
みどり健康管理センター
機
一翠会 千里中央健診センター
関
関西労働保健協会 千里ＬＣ

健診機関所在地
大阪市淀川区西中島５-５-１５
大阪市中央区東心斎橋１-１２-２０
大阪市福島区福島２-１-２
大阪市港区築港１-８-２２
大阪市北区梅田３-１-１ サウスゲートビル１７階
大阪市港区弁天１-２ Ⅱ-６００
大阪市住之江区東加賀屋２-１１-１８

電話番号
06-6304-8141
06-6251-1789
0120-489-401
06-6576-1011
06-6345-2210
06-6577-1881
06-6682-3291
大阪市中央区難波２－２－３ 御堂筋グランドビル７Ｆ 06-6213-7235
吹田市垂水町３-２２-５
06-6385-0265
豊中市新千里東町１-５-３ 千里朝日阪急ビル３階 06-6923-5516
豊中市新千里東町１-４-２ 千里ＬＣビル
06-6873-2210
コーナンメディカル鳳総合健診センター 堺市西区鳳東町４－４０１－１
072-260-5555
名古屋市中村区名駅南1-27 日本生命笹島ビル6F 052-582-0751
愛知 全日本労働福祉協会東海診療所
４７都道府県（健保組合ホームページに掲載）
全国 健康保険組合連合会（健保連）
検索方法：トップメニュー→人間ドック検索→健保連契約機関検索→パスワード<06273015>を入力

⑤東振協（とうしんきょう）契約機関
健診機関名
健診機関所在地
電話番号
⑤ 府県別
全国 ㈳東京都総合組合保健施設振興協会（東振協） ４７都道府県（健保組合ホームページに掲載） 03-3626-7504
検索方法：トップメニュー→人間ドック検索→東振協（とうしんきょう）契約機関検索→パスワード<06273015>を入力
※ 当健康保険組合のホームページは大阪府電気工事健康保険組合で検索できます。（ＵＲＬ→http://denkikoujikenpo.com）
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