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2022年度 全国健康保険協会 生活習慣病予防健診予約方法について 

 

 

 日頃より当院をご利用いただき誠にありがとうございます。2022年度「全国健康保険協会 生活習慣

病予防健診」の予約方法を下記の通りご連絡させていただきます。 

 

記   

 

 

① 予約申込みについて 

お申込みにつきましては、貴社より「2022 年度 協会けんぽ生活習慣病予防健診確認書」を当

院に返信いただき、確認でき次第ご連絡いたします。確認の連絡は、電話または FAXでさせて

いただきます。確認の連絡後、健診日のご予約が可能となります。 

2022年度の健診日の予約方法は、WEBまたは FAX予約とします。 

 

《WEBでご予約の場合》 

だいどうクリニック健診センターのホームページよりご予約をしてください。WEB予約の内容

確認が必要な方は、当院稼働日（日曜・祝日を除く）7日以内に連絡いたします。8日以上連絡

がない場合は、ご予約確定となります。事前に「2022 年度 協会けんぽ生活習慣病予防健診確

認書」の返信がない場合は、ご予約確定ができかねますので、ご了承ください。 

 

《FAXでご予約の場合》 

協会けんぽから貴社に届く「生活習慣病予防健診対象者一覧」にご希望日を記載いただきご返

信ください。健診日の空き状況については、当院ホームページからご確認をお願いいたします。 

※日程調整に 2週間程かかります。WEB予約は随時対応しておりますので、ご希望日で調整で

きない場合がございます。ご了承ください。 

 

※FAXでご予約の場合のお願い事項 

FAX していただきます「生活習慣病予防健診対象者一覧」は、協会けんぽから届いた書類（氏

名等が印字されている申込書）にてお願いいたします。「生活習慣病予防健診対象者一覧」は、

協会けんぽのホームページの情報提供サービスよりダウンロードすることもできます。 

新規加入または加入時期により、申込書に氏名記載のない方は手書き記入でも対応させていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 

 

お申込方法については、別紙「生活習慣病予防健診申込み手順」をご参照ください。 



 

年度当初の日程連絡の遅延を緩和するため、ご予約のお申込み期間を設定しております。 

受診希望月 予約申込み対応開始日 

2022.4月 2月 15日より、随時申込み対応           

2022.5月、6月 3月 1日より、随時申込み対応           

2022.7月～9月 6月 1日より、随時申込み対応           

2022.10月～12月 8月 1日より、随時申込み対応           

2023.1月～3月 11月 1日より、随時申込み対応           

上記の通り、予約開始日を設けて対応させていただきます。 

 

  ※7、8月の受診可能人数が例年より少なくなる見込みです。 

例年、7、8月にご受診の方は、6、9月での受診のご検討をお願いいたします。 

 

② 支払い方法について 

お支払い方法は「全てを窓口支払い」または「全てを会社請求（当院独自オプション検査を含

む）」のどちらかとなります。2021 年度より、他のお支払い方法は対応できかねます。また、

お支払い方法は会社単位で統一となりますので、ご了承ください。 

任意継続の方、名古屋市がん検診については「全てを窓口支払い」のみとなります。 

※2020年 3月より、健診料金の窓口での取り扱いをキャッシュレス化いたしました。 

 

③ 健康診断個人票（会社控え）について 

2021年度より、健康診断個人票は受診される方全員に発行しております。個人結果には同封せ

ず、事業所に発送をご希望の場合は、「2022年度 協会けんぽ生活習慣病予防健診確認書」別紙

①-1、「2、健康診断結果等、個人情報の取得について」にてご依頼ください。健康診断個人票

は、受診した月ごとにまとめて翌月の中旬頃に発送いたします。ご依頼がない場合は、個人結

果に同封し発送いたします。また、健康診断個人票の発送も会社単位で統一となります。 

 

④ 請求書について 

請求は、月末締めです。 

そのため、請求書は受診した翌月の当院稼働日初日に発行いたします。（2019年 1月受診分より） 

   

⑥ 胃 X線検査・子宮頸がん検査について 

体重が 130kg以上の方は、装置の安全上の理由により検査をすることはできません。 

 

 

⑦ 外国の方の受け入れについて 

受診当日は、保険証・在留カード・パスポート等、身分証明書をご持参ください。 

日本語での会話が難しい方につきましては、以下のように対応をさせていただいております。 

・検査を正確に行うため、検査当日は通訳できる方と一緒に来院 

 ※通訳できる方がいない場合、受診対応不可 

 



 

   

    2022年度のお申し込みについては、同封の申込書類をご使用ください。 

 

【問合せ先】Tel:052-611-8680  Fax:052-611-8683  Mail:webyoyaku@daidohp.or.jp 

【営業時間】（平日）8：30～17：00  （土曜）8：30～14：00 

                                      ※日曜・祝日を除く 

 

 

 

 

 

同封書類 

・生活習慣病予防健診申込み手順 

別紙①-1 2022年度 協会けんぽ生活習慣病予防健診確認書 

別紙①-2 2022年度 協会けんぽ生活習慣病予防健診確認書 

別紙② 2022協会けんぽオプション料金表 

別紙③ 胃カメラ検査 ～口からと鼻からの違い～ 

  ・健康診断料金変更について 

  ・健康サポート（特定保健指導）の対象となる方へ 

・生活習慣病予防健診 WEB予約方法 



　　　　　　

    　

ＦＡＸの誤送信が多く、一般のご家庭にご迷惑をおかけしている場合がありました。

お手数ですが、ＦＡＸ送信の際は、再度番号をお確かめください。

だいどうクリニック健診センター ＦＡＸ番号

「協会けんぽ生活習慣病予防健診確認書」 別紙①-1、①-2

をだいどうクリニック健診センターへ 返信
※事前に「協会けんぽ生活習慣病予防健診確認書」(別紙①-1,①-2)の返信がない場合、

ご予約確定できかねますので、ご了承ください。

当院より確認連絡後、だいどうクリ

ニック健診センターのホームページ

にてWEB（インターネット）予約
※ご予約方法は「生活習慣病予防健診 WEB予

約方法」(別紙)をご参照ください。

052-611-8683

FAX番号再確認のお願い

生活習慣病予防健診申込み手順

健診資料（日程通知）は受診日10日前までに発送

内容確認が必要な方は当院稼働日

（日曜・祝日を除く）7日以内に連絡

当院稼働日8日を経って連絡がない

場合は予約確定

WEBでご予約の場合 FAXでご予約の場合

当院より確認連絡。必要な場合は、当
院よりオプション記入用紙をＦＡＸ送信

・希望日を記入した対象者一覧
・オプション記入用紙

の返信

FAXまたは電話で日程調整のやり取り



こちらの申込用紙は2022年度の内容になります。お申込み後の内容変更は対応いたしかねますのでご了承ください。

フリガナ

フリガナ

＊資料・結果の送付先　　会社単位で統一となります。ご希望の送付先を○でお囲みください。

資料送付先：

結果送付先： 会社へ送付をご希望の場合、下記に送付先をご記入ください。

　〒

 該当する      にレ点を打ってください。
　　　　

  1、支払方法 　 ＊会社単位で統一となります。

　　　　　　　　　 ＊当日のお支払いは、クレジットカードのご利用をお願いいたします。

　 クレジットカードの利用が難しい場合は、コンビニ振り込みでお願いいたします。

全てを窓口支払い（個人別にて領収書発行）

領収書の宛名は、下記のいずれかをお選びください。　　　

個人名　      　               

会社名  （備考欄に受診者の氏名を記載します）    

全てを会社請求（当院独自オプション検査を含む）

（※月末締め【請求書は受診した翌月の当院稼働日初日に発行いたします】）

請求書送付先

　2、健康診断結果等、個人情報の取得について

　　　　だいどうクリニック健診センター　

2022年度 協会けんぽ生活習慣病予防健診確認書

保険者番号 健康保険証の記号

事業所名称

TEL FAX

担当者

自宅　　・　　会社

自宅　　・　　会社

別紙 ①-1

〒

健康診断個人票（会社控え）を事業主へお渡しすることは、本人の了解を得ている場合に可能です。

健康診断個人票の送付先を事業所にご希望の場合は、下記にレ点とご署名をお願いいたします。

（※健康診断個人票は、受診した月ごとにまとめて翌月の中旬頃に発送いたします）

□ 健康診断個人票は事業所に発送を依頼します 【各個人に個人情報の取得の確認、承諾済み】

ご担当者様のご署名をお願いいたします。

会社名

ご署名



こちらの申込用紙は2022年度の内容になります。お申込み後の内容変更は対応いたしかねますのでご了承ください。

　3、健診コース

　　　　初回申込にて受診される方の人数をご記入ください。

※付加健診･･･年度年齢40歳、50歳の方は一部健保より補助がでます。

協会けんぽ生活習慣病予防健診以外の健診コースをご希望の方がいる場合は、

下記の該当する      　にレ点を打ってください。

コース

　クレアチニン検査：　　　　有　　　　　　　無

特殊健康診断

※クレアチニン検査・・・2018年度より労働安全衛生法に基づく検査項目で実施を推奨しております。

　　　　　　　　　　　　　　　実施ご希望の場合は、別途料金220円（税込）が追加となります。

  4、補助券利用の有無　

　　　愛知県中小企業共済　　　　　　　　　　　　　　　　わーくりぃ知多(対象：35歳以上、一般健診＋付加健診)　

  5、申込み方法　

　　　　ご希望の申込み方法を○でお囲みください。

　　　　だいどうクリニック健診センター（FAX:052-611-8683）

子宮頸がん（単独）[20～38歳(偶数年齢の女性)]

一般健診（補助なし）［34歳以下、協会けんぽ未加入者］

一般健診（補助なし）＋付加健診（補助なし）

WEB　　　　・　　　　FAX

　　　昨年同様　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

項目

定期健康診断

　　　　　　　　　 腹部超音波検査・眼底写真・肺活量検査・血液検査7項目・尿沈渣などが追加できるセットです。

　　　昨年同様　　　　　　　労働安全衛生法に基づく項目　　　　　　　全項目

2022年度 協会けんぽ生活習慣病予防健診確認書

コース

一般健診（補助あり［35歳以上かつ協会けんぽ加入者］）

一般健診（補助あり）及び付加健診（補助あり　［40歳・50歳］）

一般健診（補助あり）＋付加健診（補助なし）

基本/バリウム 胃カメラ

別紙 ①-2



　脳MRIと
　くびの血管検査

　脳MRI検査

肺ドック
〈2週間前〉

　胸部CT検査、
　喀痰検査

　マンモグラフィ
X線撮影による検査です。
＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊6

　超音波検査 超音波での検査です。　＊1

　マンモグラフィ
　＋
　超音波検査

マンモグラフィと超音波検査の両方を行いま
す。　＊1 ＊2 ＊3 ＊4

　細胞診

　HPV検査

2022/4/1

※補助の利用等により料金が一部異なることがあります。

＊1　協会けんぽを申込み後に追加でオプション検査をご希望の場合は、予約日時の条件、空き状況等により同日に追加を

　　　できない場合があります。

＊2　妊娠中の方は検査できません。

＊3　授乳中の方は検査できません。

＊4　医療機器を装着している方は、検査不可の場合があります。かかりつけ医にご相談の上、お申込みください。

＊5　体重130㎏以上の方は、機器の耐荷重超過により安全に検査することができないため検査できません。

＊6　名古屋市がん検診での予約が可能です。(補助を受けるのに条件有り)

 ・予約方法：WEBでお申込みの方へ

2週間前までは、WEBにて日程変更、オプションの追加・キャンセルができます。

予約確定日を過ぎての日程変更は、再度新規で予約となりますのでご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

2週間以内で日程変更、オプション追加をご希望の場合は、電話にてお問い合わせください。

¥1,650
血液検査でピロリ菌の抗体を調べます。ピロリ菌は胃粘膜の萎縮や胃炎・胃十二指腸潰
瘍、胃がんの発症に関係しているといわれています。　＊6

¥9,603
一般健診実施で、40歳・50歳以外の方が対象です。　＊1
（40歳・50歳の方は、一部健保より補助がでます。）
腹部超音波検査・眼底写真・肺活量検査・血液検査7項目・尿沈渣が追加できるセットです。

子宮頸がん検診
〈1週間前〉

¥5,500
子宮頸部の細胞がウイルスに感染しているかどうかを調べます。
特にハイリスクといわれるHPV16型・HPV18型についてのチェックを含みます。細胞診の検
体で追加検査できます。　＊2 ＊5

¥5,500
一般健診で実施する胃X線検査（上部消化管X線撮影）を胃カメラ（内視鏡検査）に変更する
ことができます。　＊1 ＊2 ＊3

¥25,300 MRI･MRA･頸動脈超音波の検査を行い、脳疾患について調べます。　＊1 ＊2 ＊4

¥22,000

肺がんの早期発見、肺炎等の炎症性疾患や呼吸機能障害について調べます。
通常のCT検査より被ばく線量を低減させて撮影をする低線量CTで行います。
画像の質は通常のCT検査に比べ劣りますが、肺にある陰影の有無は十分に判断可能で
す。　＊1 ＊2 ＊4

¥3,300 CT撮影で腹部の内臓脂肪のつき具合を調べます。　＊1 ＊2 ＊4

¥4,950

¥4,400

¥8,800

※マンモグラフィと超音波検査の違いは、
　健診センターホームページの
　よくある質問をご参照ください。

2022年度 協会けんぽオプション料金表

　　　　　　　注意：全て事前予約になります。　　　　　検査ごとに予約期限が異なりますのでご注意ください。

　　　　　　　当日検査の追加・変更はできませんのでご了承ください。

料金（税込） 内容説明
検査名

〈予約期限〉

付加健診
〈2週間前〉

胃カメラ
〈2週間前〉

脳検査
〈2週間前〉

¥4,400
血液検査で3項目（TSH、FT3、FT4）の値を測定します。血液中の甲状腺ホルモン、
甲状腺刺激ホルモンの値を計測して、甲状腺の働きを調べる検査です。

¥19,800 MRI･MRAの検査を行い、脳疾患について調べます。　＊1 ＊2 ＊4

¥2,200 超音波で足のかかとの骨量を調べます。 ＊1 ＊6

¥3,300
血液検査で前立腺特異抗原（PSA）の値を測定します。
前立腺腫瘍や前立腺肥大などで上昇します。＊6

¥6,600
血液検査で3項目（抗CCP抗体、抗核抗体、MMP３）の値を測定します。
免疫の状態を確認し、膠原病、関節リウマチ等を調べます。

¥3,300
子宮頸部の細胞を採取して悪性細胞（がん細胞）があるかどうかの判定を行います。
＊1 ＊2 ＊5 ＊6

¥1,650 両手、両足の血圧と脈波を測定して動脈の硬さと、詰まりの程度を調べます。　＊1

乳がん検診
〈1週間前〉

甲状腺血液検査
〈前日〉

ピロリ菌検査
〈前日〉

動脈硬化検査
〈前日〉

腹部内蔵脂肪検査
〈前日〉

骨密度検査
〈前日〉

前立腺検査
〈前日〉

膠原病・リウマチ検査
〈前日〉

別紙 ②

社会医療法人宏潤会

だいどうクリニック 健診センター

〒457-8511

名古屋市南区白水町8番地

TEL 052-611-8680 / FAX 052-611-8683

HP http://www.daidohp.or.jp

電話対応時間

平日(月～金曜日)8:30～17:00

土曜日8:30～14:00 (日曜・祝日除く)



 

胃カメラ検査 ～口からと鼻からの違い～ 

 

経口胃カメラの利点 

①明るく、画像がきれいなため、細かなところまで観察ができる。 

（早期癌など、微細な病変の発見がしやすい） 

②検査に引き続き、潰瘍出血の止血等処置を行うことができる。 

 

経口胃カメラの欠点 

①経鼻胃カメラに比べ、咽頭部の刺激が強いため、吐き気や息苦しさ等の不快感がある。 

 

 

経鼻胃カメラの利点 

①経口胃カメラに比べ、喉の反射が軽いため、吐き気が少ない。 

②検査中に会話が可能。 

 

経鼻胃カメラの欠点 

①鼻の麻酔に時間がかかる。麻酔薬の刺激が強い（ツーンとする）。 

②経口胃カメラに比べて画像が悪い。 

③鼻粘膜に傷がつき、鼻血が出る場合がある。 

④検査に時間がかかる（吸引や空気を入れるのに時間がかかる。） 

 

注意：鼻腔が狭かったり曲がっていたりする場合、経鼻胃カメラが困難なことがあります。 

 

 

 全国健康保険協会生活習慣病健診の一般健診に含まれる胃検診（バリウム）を胃

カメラ（胃内視鏡）に変更すると差額で 5,000+消費税がかかります。 

 

 事前予約となっておりますので、当日のバリウムから胃カメラへの変更はできま

せん。 

 

別紙 ③ 

 

③③           



2022年 2月吉日 

 

健康診断ご担当者様 

 

社会医療法人 宏潤会 

だいどうクリニック 

       健診センター 

 

 

健康診断料金変更について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にあり

がとうございます。 

さて、2022年 4月 1日より料金を下記の通り協会けんぽの補助上限額に変更させていただきた

いと思います。 

大変心苦しいお願いとなりますが、ご理解いただき何卒よろしくお願いします。 

 

          敬具 

 

記 

 

自己負担額（参考） 

内容 2021年度料金

（税込） 

2022年度料金

（税込） 

変更額 

一般健診（補助あり） 7,165円 7,169円 ＋4円 

一般健診（補助なし） 18,856円 18,865円 ＋9円 

付加健診（補助あり） 4,800円 4,802円 ＋2円 

付加健診（補助なし） 9,600円 9,603円 ＋3円 

子宮頸がん検診（補助あり） 1,035円 1,039円 ＋4円 

乳がん検診（40歳代補助あり） 1,685円 1,686円 ＋1円 

乳がん検診（50歳以上補助あり） 1,085円 1,086円 ＋1円 

肝炎検査（対象者のみ） 620円 624円 ＋4円 

 

 

以上 

 



健診ご担当者様

健康サポート(特定保健指導)とは

　協会けんぽの委託のもと、保健師・管理栄養士が健康のためのサポートを行うものです

　●身体計測や血圧の測定結果によって、対象となる方には個別にご案内させていただきます。

　●健診後、そのまま面談を行います。面談時間はおひとり20～30分程度です。

　●協会けんぽの被保険者が対象です。

　●ご本人や会社での費用負担はありません。

ご注意いただきたい点

　○健診当日、すべての対象者にご案内できるわけではありません。

　○今まで対象者全員にご案内していた会社様も、状況によって全員へのお声がけはできなくなり

　　ますのでご理解のほどお願いします。

ご不明な点等ございましたらご連絡ください

健康サポート(特定保健指導)の対象となる方へ

ご案内をさせていただきます

当院では健診当日、

★お問い合わせ先★

だいどうクリニック 健診センター 保健指導担当者

電話 052-611-8680

メール shidou@daidohp.or.jp

営業時間 平日：8：30～17：00 土曜日：8：30～14：00

評
価
3
～
6
ヶ
月
後

健
診
対
象
者
へ
ご
案
内

実
践
生
活
習
慣
の
改
善

面
談
20
～
30
分
程
度


