
【お問合わせ先】

石油製品販売健康保険組合 保健事業課
〒102-0075

東京都千代田区三番町1-5 5階
TEL 03-3265-3289    FAX 03-3265-3533

URL http://www.toseki-kenpo.or.jp
検索せきゆけんぽ スマホの方はコチラから

平成30年度

健康診断の

ご案内

「健診に関する手続き」をご覧ください
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※　25歳未満の被扶養者は対象外になります(配偶者は対象です）。

5,000円婦人健診

健保連
無料

※受診券利用
特定健診項目（メタボ予防健診）

婦人生活習慣病予防健診 30歳以上の女性

一般健診 40歳以上

生活習慣病健診（Bコース）＋

子宮頸がん検査＋乳房エコー検査

金担負己自目項査検

5,000円

1,000円
（40歳以上無料）

生活習慣病健診（Bコース）＋腹部超音波 20,000円

特定健診項目＋胸部Ｘ線＋心電図

一般健診（A2コース）＋胃部Ｘ線

対象年齢

人間ドック
（D1コース）

40歳以上

一般健診
（Ａ2コース）

すべての方

健診コース

東振協 生活習慣病健診
（Bコース）

30歳以上

健保連の健診
メタボ予防にはコチラで充分です。東振協の健

診機関がない地域の方々におすすめです。

契約健診機関は全国約2,200件。

東振協の健診 婦人健診
他の健診コースではオプションになる乳がん･子

宮頸がん検査が基本検査にプラスされている健

診です。春と秋の年2回、実施しています。

健診会場は病院の他、ホテルなど全国約700件。

せきゆけんぽが定める検査を全額自費で受診

された方に、健診費用の補助をする制度です。

くわしくは6ページをご覧ください。

とうしんきょう けんぽれん

東振協の健診・健保連の健診・婦人健診があります

健診コースは3種類あります。

人間ドック・生活習慣病健診･一般健診

契約健診機関は全国約700件。

詳細はP4～の実施要項を必ずご確認ください。

一部負担金と検査内容

P9～の
健診機関一覧表で
探してみようっ！

【特定健診項目】

身長・体重、血圧測定、尿検査、血液検査

受診までのながれ

健保連の健診

受診する契約健診機関を選ぶ

契約健診機関に電話予約する

健診を受ける

せきゆけんぽ に電話して
受診券を入手する

※ ご案内の送付は
被保険者：事業所ご担当者宛に送付しますので、

ご周知願います。
被扶養者：登録されているご自宅へ郵送します。

婦人生活習慣病

予防健診

せきゆけんぽ に申し込みをする

健診を受けて
一部負担金を支払う

健診機関に予約する際は

お手元に保険証をご用意のうえ、

せきゆけんぽの加入員であるこ

とをお伝えください。

東振協の健診

契約健診機関に電話予約する

健診を受けて、窓口で
一部負担金を支払う

受診する契約健診機関を選ぶ

受診コースを選ぶ

婦人健診だけは

せきゆけんぽ経由で

お申し込みください

契約健診機関以外で受診された方はこちら

東振協の健診内容は充実してるから

まずは、近くに東振協の

健診機関があるかチェックしてね

補助金制度
30歳以上の奥さまがパート先や自治体などで

受診された健診結果をせきゆけんぽに提出し

ていただいた方にQUOカード3,000円を進呈し

ます。くわしくは最終ページをご覧ください。

受診する健診会場を選ぶ

せきゆけんぽから案内が届く
春季：12月 秋季：6月

【 注意事項 】 次に該当の場合は、健診費用を全額負担していただきますので、ご注意ください。

１．せきゆけんぽの健診を年度内に２回受診した場合の重複分

２．せきゆけんぽの資格喪失後に健診を受診した場合

奥さま補助金制度
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喫煙歴

血液検査の値

血圧・血糖・脂質

特定保健指導は、生活習慣病になる一歩手前のメタボの人を対象に行う保健指導で

す。健診の結果からメタボと判断された方にはライフスタイルに合わせて生活習慣の改

善ができるよう保健師や管理栄養士などの専門家がサポートしますので、必ず受けて

生活習慣病を未然に防ぎましょう。費用はすべてせきゆけんぽが負担します。

健診結果から生活習慣病
のリスクにより2つの
コースに分かれます

＋

＋

事業所経由で
対象の方に案内が
届きます ※

積極的支援

動機付け支援【例】 ・夕食は腹八分目にする

・通勤で歩く速度を速める

・間食を減らす など・・・

＊ リスクが高い方 ＊

積極的支援

＊ リスクが低い方 ＊

動機付け支援

初回面談
その後の

サポート

腹囲・BMI

病院へ行くのは

初回面談の１回

だけなんだね特定保健指導のながれ

初回面談の

申し込みをしてください

* 対象者が2名以上いる
場合は、会社の会議室
などで実施することもで

きます。

特定保健指導 ＊40歳以上の方が対象＊

せきゆけんぽの無料健康相談室

専門家と一緒に目標を決めます

身近なところから変えていく
目標なので、継続できる内容です

せきゆけんぽでは、被保険者及び被扶養者の皆様が無料でご利用できる相談室を開設しております。

ベテランの医師がお体の不調や健診結果についての疑問にお答えします。

必要なときには適切な病院をご紹介しております。

担 当 医 師
担当医師

日 時

予 約 電 話

場 所

渡辺 和子 （ わたなべ かずこ ）

毎月 第2・4 火曜日 10：00 ～ 12：00
＊ 事前に保健事業課にご予約ください。

＊ 曜日や時間などご都合がつかない場合はご相談ください。

＊ 面談が基本ですが、遠方の方や諸事情などを考慮し、

お電話 でも対応いたします。

03-3265-3289
（受付時間 9：00～1７：00）

石油健保ビル5F 健康相談室

「心身の体調がすぐれない」

「健診結果に疑問がある」

「結果の見方がわからない」

「精密検査・治療を勧められたが何

科を受診するのかわからない」等

お気軽にご利用ください。

状況により診療情報提供書（紹介状）

を発行いたしております。

なお、看護師は予約なしで対応して

おりますが、研修等で不在日もござい

ますので、まずはお問合せください。

特定保健指導は受けないといけないのですか？

ご自身・ご家族のためにぜひ特定保健指導を受けてください。

※ 「東振協の健診」を受けられた被保険者の方への案内方法です。被扶養者の方へはせきゆけんぽから直接
通知いたします。「補助金制度利用」の方は、お問合せください。

2年連続して積極的支援に該当した方でも、1年目に比べ2年目の状態が改善している方については、
動機付け支援と同等のサポートですむこととなりました。

変更点
電話・メール・手紙での

サポートが3〜6回

電話・メール・手紙での

サポートが 1回

変更点

特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に加え、脂質異常･高血圧・高血糖のリスクがある状態
の方が対象になります。「血圧や血糖値がちょっと高め」程度でも、それを放置すると重症
化し腎不全・脳卒中や心筋梗塞など命にかかわる深刻な状態になり不自由な生活を強い
られることになります。
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