
協会けんぽ被扶養者（ご家族）の皆さまへ

今年度の特定健診、もう受けましたか？

集団健診のご案内
（エリアA）

集団健診のご案内
（エリアA）

令和3年度令和3年度

● 特定健診を受診する際に必要な受診券は、黄色の封筒にて、自宅に送付しています。
　 お手元にない場合は、協会けんぽにご連絡ください。

● 今年度すでに健診機関にて特定健診を受診された方は、今回の集団健診は受診できません。
　 なお、すでに受診済みの方または申し込み済みの方は行き違いですのでご容赦ください。

お近くの会場で受診可能
特定健診が無料
豊富な無料・有料オプションあり

1
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今回の集団健診のメリット

協会けんぽ_大阪_集団健診リーフA_後期_h1

●診察　●問診　●身体計測　●血圧測定　●尿検査（尿糖、尿たんぱく）

●血液検査

※これ以外の有料オプション検査等の有無は、ご希望の健診機関（p.12～p.14）にお問い合わせください。

〒550-8510
大阪市西区靱本町1-11-7 信濃橋三井ビル6階
０６-７７１１-４３００（自動音声案内）
おかけ間違いにご注意ください

風邪症状のある方は
受診日の変更を
お願いします。

待合に
人が集中しないよう
予約時間の順守を
お願いします。

当日は
手指の消毒を
お願いします。

当日は
マスクの着用を
お願いします。

※国内における感染症の拡大状況により、健診が中止・延期になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

●血糖検査
　・・・血糖状態を表します。高値は糖尿病の疑いがあります。

●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）
　・・・高値のまま放置すると、動脈硬化が進み、
　　　脳梗塞や心臓病の原因になります。

●肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP）
　・・・肝臓に障害がおこると血液中に流れ出し値が高くなります。

感染症拡大防止のためのお願い感染症拡大防止のためのお願い

検査項目（特定健診）検査項目（特定健診）

健診当日も感染症対策を行っております。より安全性を確保するため、ご協力をお願いします。
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上記以外（エリアＢ）の実施会場一覧はこちら→

※エリアBの案内が届いていない方でも、2ページの受診条件を満たしている場合はエリアAまたはBのどちらかで受診可能です。

池田市、茨木市、大阪市、吹田市、摂津市、高槻市、
豊中市、枚方市、箕面市

エリアＢ

4ページに注意点等を記載しておりますので、ご確認ください。

会場索引（エリアＡ）会場索引（エリアＡ）

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/cat040/5410-86018/
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受診までの流れ受診までの流れ

いいえ

いいえ

受診方法を選べます！

詳しくは
こちら

申し訳ございません。今回のご案内
は行き違いとなっております。

健診については、保険証に記載され
ている保険者へお問い合わせくだ
さい。

「本人（被保険者）」であれば、今回
ご案内の健診は受診できません。
生活習慣病
予防健診の
受診をご検
討ください。

はい

はい

ご自身の保険証の一番下に、
「全国健康保険協会」と
記載されていますか？

いいえ
（受診した）

申し訳ございません。今回のご案内
は行き違いとなっております。

また来年度以降もご受診ください。

令和３年４月１日以降、
まだ特定健診を受診して
いませんか？

ご自身の保険証の一番上に、
「家族（被扶養者）」と
記載されていますか？

詳しくは
こちら

お近くの会場（集団健診）
で受診する（この冊子でのご案内分）1

3ページ以降をご覧いただき、ご希望の
健診機関へ直接ご予約ください。
（健診機関によってご予約方法が異なります。）

かかりつけ医等（健診機関）
で受診する2

ご希望の健診機関へ
直接お電話で
ご予約ください。

特定健診
集
団
健
診
の
案
内
を
見
て
、

健
診
を
予
約
し
た
い
の

で
す
が…

協
会
け
ん
ぽ
の

特
定
健
診
を

予
約
し
た
い
の
で
す
が…

申込書
または 

1,210円無料

特定健診特定健診
無料

はい
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●泉大津市
会場名

健診日

申込先

泉大津市イーズホール テクスピア大阪

1/20（木）、2/15（火）、3/3（木） 1/18（火）・19（水）

船員保険大阪健康管理センター （p.13） 医療法人 メディフロントミズノクリニック （p.14）

TEL：06-6576-1007
TEL：072-436-2055
FAX：072-436-2056

WEB予約は
こちら

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

●泉佐野市
会場名

健診日

申込先

泉佐野市立文化会館（エブノ泉の森ホール）

1/27（木） 3/12（土）

船員保険大阪健康管理センター （p.13）

一般財団法人
大阪市環境保健協会 （p.14）

WEB予約は
こちら

WEB予約は
こちら

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

●和泉市 
会場名

健診日

申込先

和泉市コミュニティセンター

1/31（月）

TEL：06-6576-1007

船員保険大阪健康管理センター  
（p.13）

和泉市立人権文化センター(ゆう・ゆうプラザ)

1/17（月）、2/22（火） 1/20（木）　、　2/24（木）

WEB予約は
こちら

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

医療法人恵生会
恵生会病院健診部 （p.14）

TEL：06-6362-0211
問合せ時間  平日 8：30～19：00
　　　　　  土曜 8：30～12：00

一般財団法人 大阪市環境保健協会 （p.14）

TEL：06-6362-0211
問合せ時間  平日 8：30～19：00
　　　　　  土曜 8：30～12：00

TEL：0570-002-161
受付時間  平日（月～金）
　　　　  9：00～16：00

FAX：072-982-5502
FAXは24時間対応

※冬季休業12/29～1/4

実施会場実施会場

申込締切日2/26(土)

申込締切日1/7(金) 申込締切日1/6(木) 申込締切日2/9(水)

予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877

TEL：06-6576-1007

WEB予約は
こちら

予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877

FAX：06-6575-3877
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ご注意ください！！ご注意ください！！

よくあるお問い合わせよくあるお問い合わせ

被保険者様の退職などで協会けんぽの資格が無くなる場合
ご自身が就職されるなどして保険証が切り替わった場合
受診日の前に７５歳になる場合（被保険者様が７５歳になった場合も含みます。）

　特定健診の補助は年度内に１度のみのため、同一の年度内(４月１日～翌年３月３１日)に
誤って２度目の健診を受診されますと、２度目は全額自費負担となります。ご注意ください。

健診日までに協会けんぽの被扶養者の資格がなくなった場合は、受診出来ません。

４月以降に近くの医療機関で特定健診を受診しました。今回の集団健診も
受診できますか？

特定健診の補助は年度内に１度のみです。

例１
例2
例3

受診できません。健診機関で受診した場合でも今回の集団健診で受診した場合でも、
どちらも基本的な健診内容は同じですので、どちらかでの受診となります。

Q

A

受診券（セット券）が届いていない・紛失した場合は、どうしたらいいですか？

健診を受診するために必要な受診券は、協会けんぽより被保険者様のご自宅に直接
お送りしています。お手元にない場合は協会けんぽホームページより「特定健康診査
受診券（セット券）申請書」を印刷・記入の上、協会けんぽにご送付ください。

Q
A

集団健診の予約をしたが都合が悪くなった場合は、どうしたらいいですか？

健診日や健診内容の変更は、直接ご予約した健診機関とご調整ください。
協会けんぽへの連絡は不要です。

Q
A

集団健診の案内の送付対象は誰ですか？

こちらの案内は、令和３年10月中旬時点の情報をもとに、４０～７４歳の被扶養者（ご家族）
様にお送りしております。

Q
A
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TEL：06-6455-6708
FAX：06-6455-6707

WEB予約は
こちら

●門真市
会場名

健診日

申込先

大阪府立門真スポーツセンター
（東和薬品RACTABドーム）

1/18（火）

船員保険大阪健康管理センター  
（p.13）

門真市保健福祉センター

1/25（火）、3/2（水）

守口門真商工会館

2/3（木）

TEL：06-4862-5455
（予約専用）

医療法人 健人会
那須クリニック （p.14）

船員保険大阪健康管理センター  
（p.13）（　　　 　）

健診機関名
オプション
等情報

●岸和田市
会場名

健診日

申込先

1/21（金）、2/18（金）・25（金）、3/8（火）

船員保険大阪健康管理センター （p.13）

南海浪切ホール
3/13（日）　　・　　14（月）

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

●河内長野市
会場名

健診日

申込先

河内長野駅前市民センターノバティホール

1/26（水） 2/4（金）

医療法人桜峰会本場診療所 （p.13）（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

一般財団法人 大阪市環境保健協会 （p.14）

TEL：06-6362-0211
問合せ時間  平日 8：30～19：00
　　　　　  土曜 8：30～12：00

一般財団法人 大阪市環境保健協会 （p.14）

TEL：06-6362-0211
問合せ時間  平日 8：30～19：00
　　　　　  土曜 8：30～12：00

受付時間 月～金 9：00～16：00
（12/25～1/5除く）

FAX：06-6308-3631

申込締切日1/11(火)

申込締切日2/26(土) 申込締切日2/28(月)

WEB予約は
こちら

WEB予約は
こちら

TEL：06-6576-1007

WEB予約は
こちら

予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877

TEL：06-6576-1007

WEB予約は
こちら

予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877

TEL：06-6576-1007

WEB予約は
こちら

予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877
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実施会場
●大阪狭山市

TEL：06-4963-3205
FAX：06-4963-3206

医療法人福慈会 福慈クリニック （p.14）

●交野市
会場名

健診日

申込先

交野市立総合体育施設（いきいきランド交野）

1/24（月） 1/27（木）

TEL：0570-07-1290
問合せ時間  平日 9：30～16：00

船員保険大阪健康管理センター （p.13） 一般財団法人 京都工場保健会 （p.13）（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

会場名

健診日

申込先

大阪狭山市文化会館（SAYAKAホール）

1/19（水） 2/19（土）

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

一般財団法人 大阪市環境保健協会 （p.14）

TEL：06-6362-0211
問合せ時間  平日 8：30～19：00
　　　　　  土曜 8：30～12：00

医療法人恵生会 恵生会病院健診部 （p.14）

TEL：0570-002-161
受付時間  平日(月～金) 9：00～16：00

FAX：072-982-5502

●貝塚市
会場名

健診日

申込先

1/25（火）、2/5（土）

船員保険大阪健康管理センター （p.13）

貝塚市民文化会館（コスモスシアター）

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

●柏原市
会場名

健診日

申込先

2/7（月）

柏原市民文化会館（リビエールホール）

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

※冬季休業12/29～1/4

FAXは24時間対応

申込締切日2/5(土)申込締切日12/15(水)

WEB予約は
こちら

TEL：06-6576-1007

WEB予約は
こちら

予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877

TEL：06-6576-1007

WEB予約は
こちら

予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877
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1/24（月） 1/29（土）

1/26（水）

2/14（月） 3/7（月）

2/15（火）1/24（月）

堺市立東文化会館

医療法人福慈会
福慈クリニック （p.14）

医療法人 緑地会 （p.14）

国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）

堺市立美原文化会館（アルテベル）

堺市立南図書館ホール

TEL：06-4963-3205

FAX：06-4963-3206

申込締切日12/21(火) 申込締切日1/21(金)

申込締切日1/5(水)

TEL：06-6911-2961
問合せ時間
平日 9：00～17：00

一般財団法人
大阪市環境保健協会 （p.14）

TEL：06-6362-0211
問合せ時間 
平日 8：30～19：00
土曜 8：30～12：00

会場名

区

健診日

申込先

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

会場名

区

健診日

申込先

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

会場名

区

健診日

申込先

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

東 区

南 区

医療法人恵生会 恵生会病院健診部 （p.14）

TEL：0570-002-161
受付時間  平日(月～金) 9：00～16：00

FAX：072-982-5502
※冬季休業12/29～1/4

FAXは24時間対応

TEL：06-7176-7845
受付時間
月～金 9：00～17：00
（土・日・祝、12/29～1/4除く）

医療法人朋愛会 朋愛病院 健診事業部 （p.13）

WEB予約は
こちら

船員保険大阪健康
管理センター （p.13）

WEB予約
はこちら

美 原 区

TEL：06-7176-7845
受付時間
月～金 9：00～17：00
（土・日・祝、12/29～1/4除く）

医療法人朋愛会 朋愛病院
健診事業部 （p.13）

WEB予約は
こちら

●堺市 ※区名順で掲載

申込締切日1/14(金)

WEB予約
はこちら

TEL：06-6576-1007
予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877
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●堺市
実施会場

TEL：072-436-2055

FAX：072-436-2056

医療法人メディフロント
ミズノクリニック （p.14）

医療法人恵生会
恵生会病院健診部 （p.14）

1/13（木）　 、 　2/8（火）

2/22（火）

1/20（木）・25（火）

3/1（火）

1/28（金）

1/18（火） 2/8（火）・9（水）

1/25（火）、2/15（火）、3/17（木）

堺市産業振興センター

堺市立西文化会館ウエスティ

フェニーチェ堺 サンクススクエア堺
（堺市立勤労者総合福祉センター）ホテルリバティプラザ

ソフィア堺（堺市教育文化センター）

TEL：06-6321-0170

医療法人 あけぼの会 （p.13） 船員保険大阪健康管理 センター （p.13）

船員保険大阪健康
管理センター （p.13）

WEB予約
はこちら

船員保険大阪健康
管理センター （p.13）

TEL：0570-002-161
受付時間
平日（月～金） 9：00～16：00

FAX：072-982-5502
FAXは24時間対応

※冬季休業12/29～1/4

TEL：0570-002-161

FAXは24時間対応

※冬季休業12/29～1/4

会場名

区

健診日

申込先

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

会場名

区

健診日

申込先

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

会場名

区

健診日

申込先

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

北 区

堺 区

西 区中 区

会場名

区

健診日

申込先

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

受付時間   9：30～12：00
13：00～16：30
（土・日・祝除く）

FAX：06-6321-5221

TEL：0570-07-1290
問合せ時間  平日9：30～16：00

一般財団法人 京都工場保健会 （p.13）医療法人恵生会恵生会病院健診部
（p.14）

FAX：072-982-5502

受付時間  平日（月～金） 9：00～16：00

※区名順で掲載

申込締切日1/28(金)

申込締切日12/7(火) 申込締切日12/27(月)

申込締切日1/6(木)

TEL：06-6576-1007

WEB予約は
こちら

予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877

TEL：06-6576-1007
予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877

WEB予約
はこちら

TEL：06-6576-1007
予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877
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●羽曳野市
LICはびきの

大阪府立中央図書館

1/13（木） 2/7（月）・14（月）1/24（月）

会場名

健診日

申込先

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

船員保険大阪健康管理センター  
（p.13）

TEL：0570-07-1290
問合せ時間  平日 9：30～16：00

一般財団法人
京都工場保健会 （p.13）

医療法人恵生会
恵生会病院健診部 （p.14）

TEL：0570-002-161
受付時間
平日（月～金） 9：00～16：00

FAX：072-982-5502
※冬季休業12/29～1/4

FAXは24時間対応

TEL：0570-002-161
受付時間
平日（月～金） 9：00～16：00

FAX：072-982-5502
※冬季休業12/29～1/4

FAXは24時間対応

●阪南市
会場名

健診日

申込先

2/17（木）

1/14（金）、2/2（水） 1/19（水）・20（木） 2/16（水）・24（木）

阪南市立文化センター(サラダホール)

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

医療法人 あけぼの会 （p.13）

TEL：06-6321-0170
受付時間   9：30～12：00

13：00～16：30
（土・日・祝除く）

FAX：06-6321-5221

●東大阪市
会場名

健診日

申込先

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

船員保険大阪健康管理センター  
（p.13）

医療法人恵生会
恵生会病院健診部 （p.14）

医療法人福慈会
福慈クリニック （p.14）

TEL：06-4963-3205
FAX：06-4963-3206

申込締切日1/11(火)

申込締切日1/24(月)

TEL：06-6576-1007

WEB予約は
こちら

予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877

TEL：06-6576-1007

WEB予約は
こちら

予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877

申込締切日12/27(月)

11
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●泉南市

会場名

健診日

申込先

●大東市

●富田林市 ●寝屋川市

会場名

健診日

申込先

イオンモールりんくう泉南

1/25（火）・26（水）

1/6（木） 1/27（木） 2/7（月）・8（火） 3/4（金）・5（土）

2/15（火）

会場名

健診日

申込先

大東市立市民会館（キラリエホール）

寝屋川市立市民会館

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

TEL：0570-07-1290
問合せ時間  平日 9：30～16：00

一般財団法人 京都工場保健会 （p.13）医療法人 メディフロントミズノクリニック （p.14）

TEL：072-436-2055
FAX：072-436-2056

TEL：06-4963-3205
FAX：06-4963-3206

（直通）

（直通）
TEL：072-820-3111

FAX：072-823-3834

FAX：06-6923-5558 TEL：06-6362-0211
問合せ時間
平日 8：30～19：00
土曜 8：30～12：00

船員保険大阪健康管理
センター （p.13）

医療法人福慈会
福慈クリニック （p.14）

一般財団法人
大阪市環境保健協会 （p.14）

一般財団法人
大阪市環境保健協会 （p.14）

医療法人協仁会 小松病院
健康管理センター （p.13）

一翠会千里中央健診
センター （p.14）

会場名

健診日

申込先

3/18（金）・19（土） 1/12（水）・13（木） 1/16（日）・17（月）

富田林市市民会館
（レインボーホール）

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

一般財団法人
大阪市環境保健協会 （p.14）

TEL：06-6362-0211
問合せ時間  平日 8：30～19：00
　　　　　  土曜 8：30～12：00

実施会場

申込締切日2/18(金)

申込締切日3/5(土) 申込締切日12/28(火)

WEB予約
はこちら

TEL：06-6362-0211
問合せ時間
平日 8：30～19：00
土曜 8：30～12：00

WEB予約
はこちら

WEB予約は
こちら

WEB予約
はこちら

TEL：06-6576-1007
予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877
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医療法人 あけぼの会
オプション検査(有料)

医療法人医誠会 医誠会病院

・HbA1c、貧血検査
 →無料で含まれています。

↓WEB予約申込↓

・肺癌　シフラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,350円
・胃癌　ABC検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,100円
・消化器癌　CEA・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,050円
・肝臓癌　AFP・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,050円
・肝炎ウイルスHBs抗原・HCV抗体・・・・・・・・・・・3,050円
・膵臓癌　CA19-9・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,350円
・卵巣癌　CA125・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,350円
・前立腺癌　PSA・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,350円
・心電図検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・眼底検査（片眼右）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・乳癌リスク検査ミアテスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,000円

受診者様全員に無料サービス

朋愛会は大阪府内21回開催!!
豊富な日程で集団健診を
実施します!! ご予約はこちらから

血糖検査 (HbA1c)

追加オプション検査(有料)

その他、嬉しいオプション検査が充実！詳しくは下記QRへ

眼底検査(片眼)
＋1,000円（税込）

心電図検査
＋1,000円（税込）

船員保険大阪健康管理センター 医療法人朋愛会 朋愛病院 健診事業部

予約QR

医療法人協仁会 小松病院 健康管理センター

オプション検査（有料）
・心電図検査・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・眼底検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・大腸がん検診・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・肺がん検診・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円

オプション検査(無料)
・貧血検査

オプション検査(有料)
・腫瘍マーカー・・・・・・・・・2,000円
・アレルギー検査・・・・・・2,000円

医療法人桜峰会本場診療所

オプション検査(有料)
・心電図検査・・・・・・・・・1,000円
・眼底検査（片眼）・・・・・・1,000円
※受診希望の場合、予約時にお申し出ください。

TEL：0570-07-1290
（平日9：30～16：00）

予約枠には限りがあります。お申込みはお早めに！
希望日の3週間前まで

予約先

申込期限

健診機関ごと
その他オプション等

の情報
※費用は全て税込表示です

受診者全員に無料サービス
・HbA1c、貧血検査
 （赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット）

一般財団法人 京都工場保健会
無料特典(申込者全員に追加致します)
・血液検査（貧血・腎機能・尿酸・HbA1c）
・血管年齢測定
※お申込みは不要です。

貧血検査（　　　　　　　　　　　）血色素(ヘモグロビン)・
赤血球数・ヘマトクリット

オプション検査(無料)
・貧血検査（赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット）
・HbA1c検査
オプション検査(有料)
・超悪玉コレステロール
・心電図検査
・眼底検査（片眼）
・各種マーカー検査、など

TEL：06-6576-1007
FAX：06-6575-3877

（受付時間 平日9：00～17：00）

●寝屋川市の地域住民の皆様のご利用を心よりお待ち
　いたしております。

・有料オプション検査多数あります

13

協会けんぽ_大阪_集団健診リーフA_後期_P13

●守口市

●八尾市

船員保険大阪健康管理センター （p.13）

会場名

健診日

申込先

守口文化センター（エナジーホール）

藤井寺市立市民総合会館 松原商工会議所 ふるさとぴあプラザ

1/12（水） 1/14（金）、2/1（火）

2/1（火） 1/17（月） 1/21（金）

会場名

健診日

申込先

LINOAS（リノアス）八尾 八尾市立総合体育館（ウイング）

2/8（火）・9（水）・10（木） 1/24（月）

医療法人 健人会 那須クリニック （p.14）

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

●藤井寺市 ●松原市
会場名

健診日

申込先

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

会場名

健診日

申込先

（　　　 　）
健診機関名
オプション
等情報

TEL：06-6455-6708
FAX：06-6455-6707

WEB予約は
こちら

医療法人桜峰会本場診療所
（p.13）

TEL：06-6455-6708
FAX：06-6455-6707

船員保険大阪健康管理
センター  （p.13）

WEB予約
はこちら

医療法人桜峰会
本場診療所 （p.13）

TEL：06-6326-1121

医療法人医誠会 医誠会病院 （p.13）

問合せ時間
月～金 9：00～17：00（祝日除く）
※QRコードからお申込みください

医療法人恵生会 恵生会病院健診部 （p.14）

TEL：0570-002-161
受付時間  平日(月～金) 9：00～16：00

FAX：072-982-5502
※冬季休業12/29～1/4

FAXは24時間対応

TEL：06-4862-5455
（予約専用）

受付時間 月～金 9：00～16：00
(12/25～1/5除く)

実施会場

FAX：06-6308-3631

申込締切日12/22(水)

WEB予約
はこちら

TEL：06-6576-1007
予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877

TEL：06-6576-1007

WEB予約は
こちら

予約期限：健診日の2週間前まで

（受付時間  平日 9：00～17：00）

FAX：06-6575-3877
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特定保健指導とは
・・・生活習慣病予防のための個別の健康サポートです。

特定保健指導のご案内特定保健指導のご案内

対象者

保健指導の流れ

特定保健指導は、リスク数に応じて「積極的支援」と「動機づけ支援」に分かれます。（対象年齢：40歳～74歳）
■高血圧症・糖尿病・脂質異常症で服薬治療中の方、インスリン注射をしている方は、特定保健指導の対象になりません。
■65歳～74歳の方は、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援となります。

保健指導対象の方は、集団健診会場で受けられます！
ぜひご利用ください。

※健診結果によっ
ては、保健師や
管理栄養士等が
電話や手紙、メール等による定期
的な支援を行います。

〇体重・腹囲を計測
〇今後の生活習慣のポイントを
　アドバイス

目標が

達成できたか

チェックします。

　

目標を決める ウォーキングなど 3～6ヵ月後

腹囲 腹囲
BMI

男性85cm以上
女性90cm以上

男性85cm未満
女性90cm未満 BMIが25以上+

血圧

脂質

血糖

喫煙

収縮期血圧（上の血圧）130mmHg以上、または拡張期血圧（下の血圧）85mmHg以上

中性脂肪値150mg/dl以上、またはHDLコレステロール値40mg/dl未満

上記3つのうち1つでも当てはまる方はカウントされます

該当する
項目数

該当する
項目数

空腹時血糖値（やむを得ない場合は随時血糖）100mg/dl以上
またはHbA1c5.6％（NGSP）以上

特定保健指導対象者
となります

2つ以上
1つ

3つ以上
1つか2つ

積極的支援
動機づけ支援

積極的支援
動機づけ支援

該当なし

今日は少し
歩いてみようかな

面談 実践 評価

初回は医師や保健

師、管理栄養士等

が、あなたに合った

計画を一緒に考え

ます。

健診結果の見方や生活習慣改善の
ための情報提供を行います。

健診を受けた後が
大切です！
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医療法人メディフロント ミズノクリニック

オプション検査（有料）
・心電図検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・眼底検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・腫瘍マーカーセット（男性）・・・・・・4,500円
・腫瘍マーカーセット（女性）・・・・・・4,500円
・胃がんリスクABC検診・・・・・・・・・4,500円

医療法人恵生会 恵生会病院 健診部

福慈クリニック

オプション検査（有料）
・心電図検査・・・・・・・・・1,000円
・眼底検査・・・・・・・・・・・・1,000円
・腫瘍マーカー等

オプション検査（無料）
・貧血検査

オプション検査（有料） ※当日申込み
・男性腫瘍マーカーセット（AFP・CEA・CA19-9・PSA）・・・・7,000円
・女性腫瘍マーカーセット（AFP・CEA・CA19-9・CA125）・・7,000円
・ABC検査（胃がんリスク検査）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円
・心電図・眼底検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,000円
・新型コロナS抗体検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円

オプション検査(無料)
・貧血検査（赤血球数・ヘマトクリット・血色素量）
・血糖検査（HbA1c）

詳細は右記QRコードよりホームページをご確認ください。

https://www.keiseikai.or.jp/hmd/news/index.html

(※ワクチン接種後の抗体価をお調べします！)

一般財団法人 大阪市環境保健協会

医療法人 緑地会
オプション検査（有料）
・心電図検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・眼底検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円

TEL：06-6911-2961予約先

申込期限 健診実施日の3週間前まで

〈血液オプション検査（有料）〉
・PSA（男性のみ・前立腺）　・CA125（女性のみ・卵巣がん）
・ペプシノーゲン（胃がん）　・シフラ（肺がん）
その他血液検査
※受診票送付時に案内同封

（平日9：00～17：00）

医療法人 健人会 那須クリニック
特定健康診査＋貧血検査を無料で！

〈オプション検査(有料)〉
・心電図検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・眼底検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円

〈血液オプション検査（有料）〉
・女性がん総合、男性がん総合
・卵巣がんリスク
・甲状腺機能
・胃がんリスク(ABC検診)、その他血液検査

健診機関ごと
その他オプション等

の情報
※費用は全て税込表示です

オプション検査（無料）
・貧血検査

オプション検査(有料)
・心電図検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・眼底検査（片眼）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
その他
・各種腫瘍マーカー　・骨密度測定　・ピロリ菌検査
・アレルギー検査　等
健診当日お申込みできます。
詳しくは、事前に送付するご案内をご覧ください。

オプション検査(無料)
・貧血・クレアチニン・eGFR

オプション検査（有料）
・心電図検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・眼底検査（片眼）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・腫瘍マーカーセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円

・腫瘍マーカー PSA （男性・前立腺）・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,200円
　　　　　　  CA125 （女性・卵巣）・・・・・・・・・・・・・・・2,200円
・甲状腺機能検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,200円
・39種類のアレルギー検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,430円
・脳梗塞・心筋梗塞のリスク検査・・・・・・・・・・・・・・・・・15,400円

オプション検査(無料)

※CEA・AFP・CA19-9 (消化器・肝臓・膵臓)

法人本部 TEL：06-6923-5516お問合せ先

予約受付期間 希望日の1ヵ月前まで

・貧血検査　・HbA1c

一翠会千里中央健診センター

電話予約受付時間 月～金（土日祝除く）
10：00～12：00　13：00～16：00
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