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健康診断のご案内

健康診断のご案内

① 全額または一部に費用補助がある健診を受けられます。
② 健診の結果、生活習慣の改善が必要と判定された方は無料で健康づくり支援（特定保健指導）を受けられます。

船員保険では、どのような健康づくりサポートを受けられますか？

健診の種類 対象者 受診者負担上限額（税込）

生活習慣病予防健診

40 歳以上
75歳未満の方

（ 75歳の誕生日の）前日までの方

受診者負担上限額は被保険者と同じです

基本的な健診 健診費用総額 -7,150円

詳細な健診 健診費用総額 -3,400円

特
定
健
康
診
査

健診の種類 対象者 補助額（税込） 受診者負担上限額（税込）

一般健診
（巡回健診） 35歳以上

75 歳未満の方
（75歳の誕生日の前日までの方）

一般21,714円
巡回23,034円

総合33,036円

0円

総合健診 4,936円

子宮頸がん検診 偶数年齢女性 3,463円 新 0円

乳がん検診
50歳以上の偶数年齢女性 3,619円 新 0円

40歳以上50歳未満の偶数年齢女性 5,621円 新 0円

前立腺がん検査 50歳以上の男性 2,160円 926円

眼底検査 40歳以上
（医師が必要と判断した場合のみ実施） 713円 79円

Ｃ型肝炎ウイルス検査 過去にこの検査を
受けたことがない希望者 1,078円 462円

生
活
習
慣
病
予
防
健
診

健
診
に
追
加
し
て
受
診

■ 被保険者の方（ご本人）の健診

■ 被扶養者の方（ご家族）の健診

令和4年度から
子宮頸がん検診・乳がん検診が

無料となりました！

健診の受診には「受診券」が必要です。
紛失や未着などお手元にない場合は、右の
二次元コードを利用してスマートフォン等
で発行手続きができます。

●手続きは一般財団法人船員保険会のホームページからとなります

❶受診券を準備
健診の受診券は、3月下旬
にお送りしています。
お名前等印字内容に誤りが
ないかご確認ください。

❷予約する
健診は予約制のため、事
前に希望する健診機関
へご予約ください。
（急なご予約は対応でき
ない場合があります。）

❸受診する
予約した日時に、以下を
持参して受診してください。
・受診券
・保険証
・採便容器等
・健診結果通知票

受診券が手元に
ない場合は？

受
診
の
流
れ

A

Q

集合Ａ契約の健診機関（全国約2,500機関）においては無料で受診いただけます。

※対象者の年齢は当年度の年齢
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健康診断のご案内

腹 囲

85㎝
以上

90㎝
以上

男性 女性

BMI

腹囲不該当かつ
BMI 25以上

BMI=体重(Kg)÷身長(m)×身長(m)

空腹時血糖
100㎎/dL 以上

or

or

or
HbA1c

5.6％ 以上

血糖A

C D

B 中性脂肪
150㎎/dL 以上

HDLコレステロール
40㎎/dL 未満

LDL

脂質

収縮期血圧
130㎜Hg 以上

拡張期血圧
85㎜Hg 以上

血圧 喫煙する方は
リスクとして
カウント

喫煙歴

健診結果と問診の追加リスク

腹囲とBMI（肥満指数）
で内臓脂肪蓄積のリスク
があるかを判定します。

健診結果と問診から追加
となるリスクがいくつあ
るかを数えます。

船員保険では、40歳から74歳の方のうち、健診結果や生活習慣の問診等からメタボリックシンドローム
(予備軍）の方を対象に、「特定保健指導」を無料で実施しています。
保健師などの専門スタッフから生活習慣の改善をするためのアドバイスを受けることができますので、
ご自身の健康を見直すため、ぜひ、積極的にご利用ください。

特定保健指導の対象となるリスクなど

該当したリスクの数に応じて「動機付け支援」「積極的支援」のどちらかのコースをご案内します。

➊利用券を準備
健診を受診した2，3か月
後に、特定保健指導の基
準に該当した方あてに、
ご案内と利用券をお送り
します。

➋申込する
ご案内を確認いただき、
健診機関で受ける場合
は健診機関へ、それ以
外は船員保険情報セン
ターへお申し込みくだ
さい。

➌利用する
健診機関で受ける場合は、
予約日にご来院ください。
それ以外は、事業者より連
絡がありますので、案内に
従い日程をご予約くださ
い。

船員保険指定の事業者で受ける

スマホ PC

船員保険情報センター●申込先

●申込方法
郵送

特定保健指導のご利用方法

☎
電話予約

健診機関で受ける
各健診機関●申込先

●申込方法

健診の当日にご利用い
ただくか、後日、船員
保険からのご案内でお
申し込みください。後
日利用の申込方法は右
のとおりです。

船員保険情報センターへ、
スマートフォンで申し込みいただく場合は、
左の二次元コードをご利用ください。
申込書を提出する場合は、右の住所まで
ご郵送ください。

船員保険情報センター
〒105-0023
東京都港区芝浦1丁目11-4
TEL 03-6722-0448
平日9︓00～17︓00まで

申込書の提出先

検 索
●お申し込みは一般財団法人船員保険会のホームページからとなります

船員保険会　特定保健指導

申
込
書

ご
利
用
の
流
れ

健康づくりサポート（特定保健指導）のご案内 
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宿泊補助のご案内

船員保険では保養事業として以下の宿泊補助を行っています。
加入者の皆さまは1泊3,000円の宿泊補助が受けられます。

船員保険の保養事業とはどのようなものですか？

保養事業について詳しくはこちらの二次元コードから HP をご覧ください。

３．保養所などの代替施設を利用する場合

対象施設

対象施設

　（1）近畿日本ツーリスト、JTB、日本旅行の窓口またはお電話で申し込みの場合
　　　※インターネットでの予約では宿泊補助の対象とはなりません。

　（2）たびゲーターの専用サイトよりインターネットで申し込みの場合

　●宿泊予約の詳細は、各旅行代理店の窓口またはお電話にてご確認ください。

２．保養所、総合福祉センターを利用する場合

１．旅行代理店の契約施設を利用する場合

　船員保険の加入者の皆さまが船員保険保養所等の代替施設に宿泊した場合、保険証をご提示いただく
ことで１泊3,000円の宿泊補助が受けられます。

　船員保険の加入者の皆さまが船員保険保養所または総合福祉センターに宿泊した場合、保険証をご提示いただくことで１泊3,000円
の宿泊補助が受けられます。また、日帰り入浴を無料で利用できます。

　船員保険の加入者の皆さまが旅行代理店の契約宿泊施設をご利用される場合、
事前にお手続きいただくことで１泊3,000円の宿泊補助が受けられます。
※補助を受けられるのは年度内（4月から翌年3月まで）お1人につき4泊までです。

所在地 施設名
千葉県銚子市 大新
長野県諏訪郡 八峯苑　鹿の湯
鳥取県境港市 ホテルエリアワン境港マリーナ
徳島県小松島市 かめや旅館

保養施設 名称
鳴子保養所 鳴子やすらぎ荘
三崎保養所 サンポートみさき
総合福祉センター（神戸市） みのたにグリーンスポーツホテル

所在地 施設名
香川県坂出市 ホテルニューセンチュリー坂出
高知県安芸郡 ホテルなはり
福岡県筑後市 筑後船小屋　公園の宿

保養施設 名称
箱根保養所 箱根嶺南荘
焼津保養所 やいづマリンパレス

HPより申請
船員保険部 HP 掲載のたびゲーター
専用サイトURL より申請する

旅行代理店へ予約
旅行代理店の窓口または
お電話により宿泊施設を
予約する。（船員保険の加
入者であることをお伝え
ください）

利用申込書の提出
船員保険部から届いた承
認済の利用申込書を旅行
代理店に提出し、料金を
支払う。

利用申込書の到着
船員保険部から承認済の
利用申込書が郵便で届く。

船員保険部へ申請
船員保険部 HP 掲載の利
用申込フォームより申請、
または郵送で利用申込書
を船員保険部へ提出する。

クーポンを受け取る
クーポン（補助金利用分）をメールで
受け取る

予約する
クーポン（補助金利用分）を使って
予約する

1

1 2 3 4

2 3

A

Q

３営業日程度

３営業日程度
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宿泊補助のご案内
下船後３月の療養補償は、「乗船中（原則として船舶内）に、はじめて発生した職務外の病気やけが」が対象になります。
療養補償証明書を発行する前に、下記のフローチャートをご参照いただき、適正な使用にご協力ください。
制度の詳細は6ページ目をご覧ください。

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

YES

YES

乗船中に発生したものですか？ 療養補償証明書の対象外です

お仕事が原因で発生した
病気やけがですか？※1

船に乗る前から医療機関で治療を
続けている病気やけがですか？

虫歯や歯周病の治療ですか？

長期間（１年以上）操業・航海
している船舶（遠洋マグロ漁船等）

に乗る長期乗船者ですか？

※2 「下船後三月満了年月日」が経過後の受診には自己負担（一部負担金）が発生します。

※1 職務上の病気やけがは、労働者災害補償保険法（労災）
の対象となります。

療養補償証明書をご使用いただけます※2

●医療機関（薬局）及び船員保険部に療養補償証明書を提出いただく必要があります。

「下船後3月の療養補償」の対象と認められなかった場合は、
被保険者の方に医療機関等の窓口で
お支払いいただくはずであった
一部負担金相当額（職務上の傷病の場合は医療費の全額）を後日、
船員保険部へ返還いただくことになります。

療養補償証明書

療養補償証明書の対象外です※1

療養補償証明書の対象外です

療養補償証明書のチェックポイント
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給付内容のご案内

職務外の事由により病気やけがをしたときは、保険医療機関（病院・診療所等）に保険証を提出し、一部負担金を支
払うことで、診察・投薬などの治療を受けることができます。
また、乗船中に職務外の病気やけがをしたときは、下船日から3か月目の末日までは、自己負担なしで療養が受けら
れます。（詳しくは５ページをご覧ください）
その他にも以下の給付を受けることができます。

船員保険ではどのような給付を受けられますか？

給付の種類 給付される場合 給 付 額

療養費
立替払い、
治療用装具を作成
したときなど

かかった費用の7割
( 小学校入学前、70歳以上の所得区分一般の方は８割 )

下船後の
療養補償

乗船中にはじめて
職務外の病気やけが
をしたとき

＜療養に関する費用の給付割合＞
下船日から3か月目の末日までの間は、保険診療分について自己負担なし
→５ページのチェックポイントをご覧ください

高額療養費 医療費の支払いが
高額になったとき

＜70歳未満の同一月内の自己負担限度額＞

＜70歳以上の同一月内の自己負担限度額＞

所得区分 自己負担限度額計算式 多数該当

ア（標準報酬月額
83万円以上） 252,600円 +（総医療費－842,000円）×1％ 140,100円

イ（標準報酬月額
53万～79万円） 167,400円 +（総医療費－558,000円）×1％ 93,000円

ウ（標準報酬月額
28万～50万円） 80,100円 +（総医療費－267,000円）×1％ 44,400円

エ（標準報酬月額
26万円以下） 57,600円 44,400円

オ（低所得者
( 被保険者が市区町村民

税の非課税者 )）
35,400円 24,600円

所得区分
自己負担限度額計算式

個人単位（外来のみ） 世帯単位（外来 + 入院）

現役並み所得者Ⅲ
（標準報酬月額83万円以上）

252,600円 +（総医療費－842,000円）×1％
【多数該当 140,100円】

現役並み所得者Ⅱ
（標準報酬月額53万～79万円）

167,400円 +（総医療費－558,000円）×1％
【多数該当 93,000円】

現役並み所得者Ⅰ
（標準報酬月額28万～50万円）

80,100円 +（総医療費－267,000円）×1％
【多数該当 44,400円】

一般
（それ以外）

18,000円
( 年間上限 144,000円 )

57,600円
【多数該当 44,400円】

低所得者Ⅱ
（被保険者が市区町村民税の

非課税者等である場合）
8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ
（被保険者と扶養家族すべての

収入から必要経費・控除額を
除いた後の所得がない場合）

15,000円

※現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税であっても現役並み所得者となります。

自己負担限度額を
超えた分が

払い戻されます。

医療費が高額になりそう
なときは限度額適用認定
証をご利用ください！
医療機関等での窓口負担
が自己負担限度額までに
軽減されます。

1　仕事以外で病気やけがなどをした時の給付

詳しくはこちらの
二次元コードから
HPをご覧ください。

A

Q
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給付内容のご案内

給付の種類 給付される場合 給 付 額

傷病手当金
病気やけがで
療養のため仕事を休み、
給与が受けられないとき 1日あたりの金額：【支給開始日の以前の継続した12か月間の各標準報酬月額

を平均した額】÷30日×（2/3）

出産手当金 出産のため仕事を休み、
給与が受けられないとき

出産育児
一時金

妊娠85日以後に
出産したとき

1児につき420,000円
（妊娠22週未満または産科医療補償制度に加入していない医療機関等で

出産された場合は408,000円 ※令和３年12月以前の出産の場合は404,000円）

葬祭料

亡くなったとき

被保険者・被扶養者ともに50,000円

葬祭料
付加金

被保険者
（被保険者の資格喪失時の標準報酬月額の２か月分－50,000円）

被扶養者
（被扶養者が死亡した当時の被保険者の標準報酬月額の1.4か月分－50,000円）

給付の種類 給付される場合 給 付 額

休業手当金

職務上の事由による病
気やけがで療養のため
仕事を休み、
給与が受けられないとき

① 休業１日目から3日目（労災保険給付の待期期間） 
標準報酬日額の全額

② 休業４日目から4か月以内 
標準報酬日額の4割から労災保険法の休業特別支給金の額を控除した額

③ 療養開始1年6か月経過後で、船員保険の標準報酬日額が労災保険法で 
定める額を上回る場合 
標準報酬日額から労災保険法に定める額を控除した額の6割

休業特別
支給金 労災保険から休業（補償）給付を受け、その給付基礎日額が一定の水準を下回るとき

行方不明
手当金

乗船中、職務上の事由
により行方不明になり
1か月以上経過したとき

１日につき、標準報酬日額相当額

その他年金
など

職務上の事由による傷病で障害が残ったとき
障害年金、障害手当金、障害差額一時金　など

職務上の事由で死亡し、遺族がいるとき
遺族年金、遺族一時金、遺族年金差額一時金　など

2　仕事上で病気やけがなどをした時の給付

各給付について詳しくはこちらの二次元コードからHPをご覧ください。 

職務上年金はこちら
職務上給付（休業手当金、休業特別支給金、行方不明手当金）について
詳しくはこちらの二次元コードから HP をご覧ください。
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船員保険疾病任意継続の加入について

下記の加入要件を満たしてお申込みいただければ、
疾病任意継続被保険者として引き続き船員保険にご加入いただけます。
※ 船員保険（医療保険）のみ継続加入する制度です。年金は含んでおりませんのでご注意ください。

資格を喪失した後も船員保険に加入したいときは、どうすればよいですか？

疾病任意継続に加入
するための2要件

（2つとも満たす必要があります） 喪失日の翌日から20日以内に船員保険部に申請いただくこと

喪失日の前日までに、船員保険の被保険者期間 ( 疾病任意継続被保険者の
期間を含まない ) が継続して2か月以上あること

疾病任意継続に加入できる期間は最長で2年間です。ただし、以下の①～⑤のいずれかに該当する場合は、
2年を経過する前に資格を喪失します。

就職して船員保険・
健康保険・共済の

被保険者になったとき

保険料を期日までに
納めなかったとき

後期高齢者医療制度に
加入したとき

疾病任意継続
被保険者でなくなる
ことを希望したとき

被保険者が
亡くなったとき

　保険料は資格喪失した時の標準報酬月額により決定さ
れ、全額ご本人負担となります。ただし、資格喪失した
時の標準報酬月額が一定以
上（令和4年度は44万円）の
方には保険料の上限がありま
す。なお、保険料は保険料率
の変更や標準報酬月額の上限
額の変更等の場合を除き、原
則として2年間変わりません。

　ご家族を被扶養者とする届出を行う際は、「船員保険 疾
病任意継続被保険者 資格取得申出書」、「船員保険 疾病任
意継続被保険者被扶養者（異動）届」に添付書類が必要と
なります。

〇 満16歳以上の方が被扶養者として加入する場合には、
収入状況が確認できる書類が必要となります。

（学生であっても、収入状況が確認できる書類の添付が必
要です）

〇 被保険者と別居されている方が被扶養者として加入す
る場合は、仕送り金額が確認できる書類の添付が必要
となります。

（国内に居住している16歳未満の方、または16歳以上の
学生の方を被扶養者として加入させる場合には仕送り金額
が確認できる書類の添付は不要です）

〇 新たにご家族の方が被扶養者として加入する場合
（例：疾病任意継続加入期間中に生まれたお子様が扶
養家族として加入する場合、など）、被保険者との続
柄が確認できる書類の添付が必要となります。

（在職時に船員保険の被扶養者であった方が、疾病任意継
続に引き続き加入される場合は添付不要です）

　疾病任意継続の保険証は、「退職日（または資格喪失日）
が確認できる証明書」を疾病任意継続被保険者資格取得
申出書に添付いただくことで、証明書に記載された日付
に基づき保険証を発行することができます。保険証の発
行をお急ぎの方は証明書のコピーを添付して下さい。
※ 証明書の添付が無くても日本年金機構からの資格喪失情報に基づきお手続きで

きます。

※  添付書類の詳細については、船員保険部へお問い合わせいただくか、
　　HP にてご確認ください。

扶養認定に関する添付書類について保険料について

保険証の発行をお急ぎの方へ

■ 証明書の例
・船舶所有者様が証明した退職証明書 
・雇用保険被保険者離職票
・船員保険被保険者資格喪失届　など

1 2 3 4 5

A

Q
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船員保険疾病任意継続の加入について 制度の改正について

令和４年１月１日から支給期間が、支給開始日から「通算して３年」になりました。
・同一のけがや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して３年に達する日までに変わりました。
・ 支給期間中に就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には支給開始日から起算して３年を超えても繰

り越して支給可能になります。
・ 令和３年12月31日時点で、支給開始日から起算して3年を経過していない傷病手当金（平成31年1月2日以降に支給

が開始された傷病手当金）も新制度の対象になります。

令和４年１月１日から任意の資格喪失の申出が可能となりました。
疾病任意継続被保険者が、被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合には、その申出が受理された日の属する
月の翌月１日に被保険者の資格を喪失することとなります。

【例】 ・申出の受理： 4月１日～３０日
 ・資格喪失日： ５月１日　※保険料の納付は4月分まで必要です

制度改正に対応した申請書はこちらからダウンロードできます。
疾病任意継続

改正前の傷病手当金の支給期間

支 給 支 給不支給 不支給

支 給不支給 不支給

不支給 不支給
欠勤

※支給開始日から起算して
　3 年経過後は不支給

※支給開始日から通算して
　3 年に満たないので支給可能

療養期間 療養期間 療養期間
欠勤出勤 出勤 出勤 欠勤

３年３年

３年３年

支 給
欠勤

支給開始支給開始

療養期間 療養期間 療養期間
欠勤出勤 出勤

不支給
出勤 欠勤

通算３年
支 給

支給開始支給開始

改正後の傷病手当金の支給期間

制度改正に対応した申請書はこちらからダウンロードできます。
傷病手当金

傷病手当金

疾病任意継続
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船員保険被保険者の状況

　令和３年度の収入は約46,990百万円、支出は約42,261百万円で収支差は約4,729百万円
となりました。
　船員保険の財政状況は近年比較的安定していますが、高齢化の進展等により医療費の増加が
見込まれることから、中長期的な観点から慎重な財政運営を行う必要があります。

● 令和３年度末の被保険者数は57,092人でした。令和
２年度末から766人の減少となりました。

● 令和３年度末の被保険者一人あたりの平均標準報酬
月額※2は426,194円でした。平成24年から10年連
続の増加となりました。

※2　標準報酬月額とは船員保険の被保険者が受ける報酬を一定の幅で区分したもの
　　 です。この標準報酬月額をもとに、保険料の額や保険給付の額が計算されます。

※1 計数は四捨五入のため、一致しない場合がある。

保険料等交付金 35,978

疾病任意継続被保険者保険料 1,064

国庫補助金等 2,953

職務上年金等交付金 5,316

準備金戻入 1,597

その他 82

収入計 46,990

保険給付費 25,756

拠出金等 10,006

介護納付金 3,046

業務経費等 3,405

その他 47 

支出計 42,261

収支差 4,729

■ 令和３年度決算 （単位：百万円）
船員保険事業の費用の一部について、国から補助金が交付されています。

被保険者の疾病保険料負担を軽減するため、保険料の0.5％に
相当する準備金を約16億円取り崩し、収入に繰り入れています。

【内訳】※1

医療給付費 18,647百万円 病院の診療等にかかった費用
現金給付費 3,274百万円 傷病手当金などの給付費
年金給付費 3,835百万円 障害年金や遺族年金など

高齢者医療にかかる拠出金等です。

385,000

390,000

395,000

400,000

405,000

410,000

415,000

420,000

425,000

56,000

57,000

58,000

58,500

59,000

59,500

60,000

60,500

61,000

430,00061,500

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 2年度 3年度令和
元年度

被保険者数(左目盛) 平均標準報酬月額(右目盛)

）円（）人（

令和3年度決算の詳細についてはこちら
※第56回船員保険協議会資料（R4.7.15開催）

令和4年度予算についてはこちら
※第55回船員保険協議会資料（R4.3.14開催）

令和4年度保険料率についてはこちら

船員保険の決算について
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○サービス向上のための取り組み

迅速な業務の実施
　各種給付金の受付から振り込みまでの期間を10営業日以内、保険証の発行については船員保険部に必要な情報
が届いてから3営業日以内を目標として、迅速かつ正確なサービスの提供に努めています。
　令和３年度は、いずれも100％を達成しました。

○保養事業の利用促進

旅行代理店を活用した保養施設利用補助事業
　旅行代理店を活用した保養施設利用補助事業については、加入者の利便性向上のため、
令和２年度からインターネットのみで手続きが行える旅行代理店と契約を行っておりま
す。令和３年度は「船員保険通信」にチラシを同封するなどし、全被保険者と全船舶所有
者に周知を行ったこともあり、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の影
響が大きかった令和２年度より増加しました。

○医療費適正化のための取り組み

ジェネリック医薬品の使用促進
　ジェネリック医薬品に切り替えた場合の薬代の自己負担の軽減可能額に関するお知らせを、令和３年10月と令
和４年3月に送付しました。「お知らせ」を送付した方の約24％に当たる4,681人の方がジェネリック医薬品へ切
り替えていただきました。

○健康づくりを支援するための取り組み

船舶所有者に対する支援
　自社船員の健康課題を適切に把握し、その課題解消に向けた健康づくりへの取組を船員保険部が支援する船員
の健康づくり宣言（プロジェクト“S”）のエントリー数は令和３年4月時点で3社でした。
　プロジェクトの内容や事業自体の周知不足に加え、健康づくりへの取組の必要性は感じつつも、健康づくりプ
ランの実行にハードルの高さを感じていることが要因と考えられましたので、気軽に参加いただけるよう支援ス
キームの見直し等を行った結果、令和4年3月末時点のエントリー数は85件と多くの船舶所有者さまにエント
リーいただきました。

加入者に対する支援

　船員保険加入者は他の医療保険加入者と比べて喫煙率が高い傾向にあることから、
第2期船員保険データヘルス計画では「喫煙対策」を重点事項として掲げ、禁煙支援
に関する情報提供を実施するとともに、スマートフォンを活用したオンラインによる
禁煙プログラム（船員保険卒煙プロジェクト）を実施しています。
　令和３年度中にプログラムを終了した方は142人でした。プログラム終了者のうち
97人の方が禁煙に成功し、禁煙成功率は約68.3％となりました。

船員保険の決算について 船員保険の事業について

船員保険事業について、その一部をご紹介します



船員保険への健康証明書のご提供がない場合、健康づくりのための様々な特典が受けられなく
なります。
特典をタイムリーに受け取るため、証明を受けた後、時間を空けずに健康証明書をご提出ください。

＜特典＞
①無料健康相談（特定保健指導）
②健康リスクに応じた情報提供
③マイナポータルで健診結果を閲覧

Check
Point!
Check
Point!

が受け取れる

ご本人だけでなく船舶所有者の方の
負担もなく受診いただけます

胃がん検査が含まれるほか、乳がん
検査、子宮頸がん検査も無料で受診
できます

タイムリーに健康づくりの情報提供が
受けられます

健康情報健康情報

含まれる含まれるがん検診が

無料無料生活習慣病
予防健診を

ご利用ください！

年に1度の健診は

船員保険の生活習慣病予防
 健診は船員手帳の健診に
　はない様々な特典があり
　 ます。

今年度の健診がお済み
　 でない方はぜひご利
　　    用ください︕

で受診できる

メルマガ
「うみがめーる」

会員募集中

PICKUP情報
旬なお知らせを
いつでも確認

できます！

〒102-8016　東京都千代田区富士見2-7-2 
　　　　　　　ステージビルディング14階
TEL 03-6862-3060（携帯電話・IP電話ご利用の方)

0570-300-800（固定電話ご利用の方は市内通話料金）

出さないと
損 をする⁉

船員手帳の健康証明書の提出に
ご協力ください！

生活習慣病予防健診を
受けなかった場合

お問い合わせ先　〈健康診断に関すること〉　　　一般財団法人船員保険会　TEL:03‐3407‐6063
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1-5-6 SEMPOSビル
　　　　　　　　〈受診券の発行に関すること〉　船員保険情報センター　TEL:03‐6722-0448
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  〒105-0023　東京都港区芝浦1-11-4

船員保険部からのお知らせ
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