
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

１．対象者 

平成 30 年４月 1 日以降に当組合へ加入されている 40 歳から 74 歳(75 歳誕生日の前日) 

までの被扶養者が対象となります。 

※初回の発送対象者は、平成 30 年 4 月 17 日時点において、被扶養者として認定・登録されて 

 いる方が対象となります。 

※平成 30 年 4 月 18 日以降に認定・登録された方は翌月以降順次、ご案内を発送致します。 

 

２．実施概要 

平成 30 年度 被扶養者の特定健康診査の実施にあたり、５月 16 日（水）以降に、健保組 

合から「健康診断のご案内」封筒（青色・個人毎）を被保険者の勤務先事業所へ発送します。 

※対象の被保険者が人事異動されている場合は、異動先拠点へ回付をお願いします。 

※対象の被保険者が長期休暇・休業等の場合は、お手数ですが、ご自宅への送付をお願いします。 

※対象の被保険者が退職している、被扶養者に該当しない（被扶養者の削除手続きをした）等の場 

合は、お手数ですが、健保組合宛てご返送ください。 

 

 

 

 

健保組合が健診業務を委託している株式会社 LSI メディエンスの提携施設における委託健

診、もしくは昨年度と同様に「健康保険組合連合会」の集合契約（Ａタイプ及びＢタイプ）に

よる特定健康診査のいずれかを選択のうえご利用ください。 

 なお、株式会社 LSI メディエンスによる委託健診と集合契約による特定健康診査は、どち 

らか一つのみの選択受診となりますので、ご注意ください。 

 

被扶養者の特定健康診査を実施します 
年に１回は、必ず健康診断を受けましょう！ 

 

特定健康診査は、40 歳から 74 歳までの方を対象とする｢生活習慣病｣に着目した健診です。 

生活習慣病は自覚症状がないため、知らないうちに進行する恐ろしい病気（糖尿病・心筋梗

塞・脳卒中等）であり、日本人の死亡原因の約 6 割が生活習慣病となります。 

ご家族が自らの健康状態を正しく理解するために、健康保険組合では被扶養者の特定健康診

査受診を促進しております。健診費用補助も実施しておりますので、是非ご利用ください。 

 

年金機構けんぽからのお知らせ （第 177号） 30 .5 .7  

｢健康診断のご案内（封筒）｣は、必ず対象の被扶養者の方へお渡しください。 

ご家族の健康診断受診にご協力いただけますようお願いいたします。 



３．特定健康診査項目 

平成 30 年度より、特定健康診査の項目が一部変更となっております（赤字部分）。 

 

区 分 内            容 

特 

定 

健 

康 

診 

査 

基
本
的
な
健
診
項
目 

質問（問診） 服薬歴、喫煙歴、運動習慣、食事習慣など２２項目 

身体計測 身長・体重・腹囲・BMI 

理学的検査 身体診察 

血圧 収縮期血圧・拡張期血圧 

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 コレステロール（中性脂肪=400mg 以上、また

は食後採血の場合） 

肝機能検査 GOT（AST）・GPT（ALT）・γ- GTP 

血糖検査 
空腹時血糖・HｂA1ｃ（NGSP 値） 随時血糖（HbA1c

が測定できない場合〔食直後を除く〕） 

尿検査 尿糖・尿蛋白 

詳
細
な
健
診
項
目 

貧血検査 赤血球・血色素量・ヘマトクリット値 

心 電 図 検 査 

眼 底 検 査  

血清クレアチニン検査（eGFR） 

  ※ 詳細な健診項目は医師が必要と認めた場合のみ実施します。 

 

４．受診方法 

 

 

 

（施設健診をご希望の方）※男女とも選択可能です 

■申込期間 平成３０年５月中旬～平成３１年１月３１日 

■受診期間 平成３０年６月上旬～平成３１年３月３１日 

「健康診断のご案内」の施設健診案内、健診機関名簿をご確認いただき、「申込ハガキ」もしく 

は「ＷＥＢ」にてお早目に健診申込みをしてください。 

 

（巡回レディース健診をご希望の方） ※女性のみ選択可能です 

■申込期間 平成３０年５月中旬～平成３０年１２月３１日 

■受診期間 平成３０年６月上旬～平成３１年 ２月２８日 

「健康診断のご案内」の巡回レディース健診案内表、巡回レディース健診案内をご確認いた 

だき、「申込ハガキ」もしくは「ＷＥＢ」にてお早目に健診申込みをしてください。 

＜ 株式会社 LSI メディエンスの施設健診・巡回レディース健診を選択される方 ＞ 



 
 

健保組合ホームページ（http://www.nenkinkikou-kenpo.or.jp）より、受診できる健診

機関をご確認ください（トップページ→特定健診→特定健診等実施施設検索システム）。 

ご希望の集合契約実施医療機関へ電話予約のうえ、「健康診断のご案内」に同封されている

「特定健康診査受診券（セット券）」を持参し、受診してください。ホームページが閲覧でき

ない場合には、実施機関リストを送付いたしますので、健保組合までご連絡ください。 

 

【ご注意】 

①LSI メディエンス経由の申込み・受診の際は、「特定健康診査受診券（セット券）」のご利用 

は出来ませんのでご注意ください。「特定健康診査受診券（セット券）」は、集合契約によ 

る特定健診を選択される場合のみのご利用となります。 

②平成３０年４月～平成３１年３月の期間中に、パート勤務先の事業主健診やその他の健康 

 診断を受診された場合には、「健康診断の結果（写し）」と「特定健康診査に係る質問票」 

を当組合へ送付ください。 

 

 

 

 

 

 

 

４０歳以上の被扶養者で特定健康診査に相当する健康診断を受けている場合、健診結果の 

判定値から生活習慣病リスクの高い方には、特定保健指導のご案内および「特定保健指導 

利用券」をご郵送します。 

 

５．費用負担 
 

＜ 株式会社 LSI メディエンスによる委託健診 ＞ 

各健診機関の健診料金より、健保組合が補助する金額を引いた残額を健診機関窓口でお支払い 

ください。 

 

（施設健診を選択された場合）  
コース名 平均価格(税込・円） 健保組合補助額 自己負担額 

特定健診 7,077 
上限  10,000 

0 
基本健診 A＋心電図 11,358 1,358 
人間ドック（被扶養者） 39,407 29,407 

※健診料⾦は各施設の平均価格であり、自己負担額は各施設によって異なります。 
※健診予約後に株式会社 LSI メディエンスより送付される「健診予約券」を提⽰することにより、各施設の健診料⾦から健保組合 

補助額を減額した⾦額にて受診することが可能です。自己負担額は健診予約券に記載されておりますので、必ずご確認ください。 
※特定健診の場合、健保組合補助額（上限 10,000 円）は、詳細な健診項目を含んだ補助額となります。 

＜ 集合契約による特定健診を選択される方 ＞ 

 「特定健康診査に係る質問票（40 歳以上の方のみ）」 
の様式が変更となりました 

平成 30 年度より、⽣活習慣の改善に関する⻭科⼝腔保健の取り組みの端緒となる質問が追
加され、様式が変更となっておりますので、必ず平成 30 年度の「特定健康診査に係る質問票」
をご提出いただきますようお願い致します。 



特定健康診査は、国（厚生労働省）が保険者に対して実施を義務付けている法定事業であり、実

施率の目標値が設定されています。単一健保の特定健康診査実施目標値は 90%となりますが、当

健保組合の実施率（速報値）は、80%弱となっており目標値に達しておりません。 

平成 29 年度以降、特定健康診査の実施率が低い保険者に対しては、後期高齢者支援金が加算さ

れることとなり、特定健康診査の受診有無が健保財政（保険料率）にも影響を与えることとなりま

す。 

ご家族の健康保持増進に向けた取組みについて、皆様のご協力をお願いいたします。 

（巡回レディース健診を選択された場合） 
コース名 価格(税込・円） 健保組合補助額 自己負担額 

巡回レディース健診 13,885 上限 10,000 3,885 

※健診料⾦は統⼀価格となります。 
※健診予約後に株式会社 LSI メディエンスより送付される「健診予約券」を提⽰することにより、各施設の健診料⾦から健保組合 

補助額を減額した⾦額にて受診することが可能です。自己負担額は健診予約券に記載されておりますので、必ずご確認ください。 

 

＜ 集合契約による特定健診 ＞  ※特定健康診査受診券（セット券）の利用が可能です 

各健診機関の健診料金より、健保組合が補助する金額を引いた残額を健診機関窓口でお支払い 

ください。 

 

契約内容 価格(税込・円） 
健保組合補助額 

自己負担額 
基本項目 詳細項目 

集合契約Ａ 単価 7,020 
上限10,000 上限 2,971 0 

集合契約Ｂ 平均単価 8,311 
※集合契約Ｂタイプは、健診機関により、健診料⾦が異なります。詳しくは、各健診機関へご確認ください。 
※各健診機関が設定している健診料⾦が健保組合補助額を下回った場合は、健診料⾦が費⽤補助額となります。 

 

 

 

 

＜施設健診・巡回レディース健診に関すること＞  

※お電話ではご予約を承っておりません。 

株式会社 LSI メディエンス 健康検診事業部 

〒859-3290 早岐郵便局留め 東京都千代田区内神田 1-13-4 

TEL 0120-507-066 （平日）9 時～17 時 30 分（土日祝日除く） 

 

＜特定健康診査受診券に関すること＞ 

日本年金機構健康保険組合 総務課 （安部・吉田） 

〒168-8548  東京都杉並区高井戸西３-５-２４  

TEL 03-5336-0312 （平日）9 時～18 時（土日祝日除く） 

【 照 会 先 】 


