
結果の内容が※右表＜必須検査項目＞特定健診項目（★印）を満たしていた方には、クオカードを進呈します。
★印（尿潜血、白血球数、血小板数総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙはのぞく。空腹時でない採血の場合はﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ A1c が必要です。）
［提出書類：①パート先での健診結果(写)②問診票（健保 HP 申請書一覧にあります）]

健康診断は、社員みなさんの「安全と健康」家族の「健康」を守ることを目的に、
会社と健保組合の共同事業として毎年実施しています。

＜健診の流れ＞
① ～④について各自で手続き等お願い致します。今年から②の手順が変更にな
っています。⑤については健診結果をもとに対象者に連絡致します。

①健診機関に受診日を予約する。〔社内健診は除く〕（予約期間2/8～3/10）
（但し、予約開始日はるさき：2/13～、刈総・豊田地域・みなと：3/1～）

②受診方法をwebアンケートで回答する。【期日3/10】
web アンケートで回答できない方は「予約状況回答書」を健保へ提出して下さい。書式は office365 掲示板
や健保 HP からダウンロードできます。

③受診する。（期間 4/1～7/31）〔契約外機関は 6/30 迄〕

④健診結果に、再検査・要精密検査があれば医療機関を受診する。

⑤会社や健保による健診後のフォロー。
産業医による健診結果の確認(社員)や受診結果報告書等による受診勧奨、特定保健指導等があります。

＜説明＞
➤健診機関により検査項目が異なります。「契約健診機関一覧 兼 検査項目一覧」

をご確認のうえ、希望する機関へお申し込み下さい。

➤料金は健診機関により異なりますが、健保組合からの補助額は一律 20,000 円までの実費です。
婦人科検診実施の場合25,000 円まで、前立腺を含む 50 歳以上男性は 22,000 円までの実費です。

受診者支払金額 ＝ 健診料金 － 事業所負担金額 － 健保補助金額

➤ 健診時に風疹抗体検査が実施できます。予約時にお申し込み下さい。(自治体発行ｸｰﾎﾟﾝ保有者）

社員 健診受診日、再検査受診日はストック有休（各 1 回のみ）が使えます。

家族 パート先の健診を受けるため、健保組合の健診を利用しないご家族は、その結果を健保へ提出して下さい。

個人情報保護管理についてご了承願います
健診結果は㈱ＦＵＪＩ、ＦＵＪＩ健康保険組合にて社員の健康管理のため受領致しますことをご了承ください。
㈱ＦＵＪＩ、ＦＵＪＩ健康保険組合はその結果をプライバシー情報として責任を持って管理します。
ＦＵＪＩ健康保険組合は保健事業の企画や運営の資料として使用させていただきます。

2021 年 2 月

健 康 保 険 組 合

総 務 課

～健康診断は全社員に受診の義務があります。期間内に受診して下さい。～
～ご家族も毎年受けましょう。～
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1962(昭和37)年4 月2日～1979(昭和54)年4月1 日 生まれの男性

対象者 被保険者1986(昭和 61)年 3月 31日以前生、1990(平成 2)年 4月 1日～1991(平成 3)年 3月 31日以前生

    被扶養配偶者1986(昭和 61)年 3月 31日以前生、被扶養者1982(昭和 57)年 3月 31日以前生

NEW！

2021年度 成人病健診・人間ドックのご案内

※この制度は 2021年度で終了します。

21度－本人・家族

★診察 医師の診察、診断医の氏名 ★糖尿病 空腹時血糖、ヘモグロビン A1c

★計測 身長、体重、腹囲、BMI ★脂  質 総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、中性脂肪、HDL-C、LDL-C

★血  圧 血圧(最高)(最低) 痛  風 尿酸

視  力 視力（右）（左） ★肝機能 AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP

聴  力 聴力(右)(左)（1000Hz・4000Hz） 胃部がん検診 バリウム検査または胃カメラ検査

★尿 蛋白、糖、潜血、 大腸がん検診 便潜血検査

胸部Ｘ線 胸部Ｘ線 PSA 検査 50 歳以上の男性

心 電 図 心電図 △乳がん検診 受けることをお勧めします（女性のみ）

★血  算
赤血球数、白血球数、血色素量
ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値、血小板数

△子宮がん検診 受けることをお勧めします（女性のみ）

＜健診の流れ 詳細＞
①受診する健診機関を決め、予約受付開始日以降に各自が電話で予約する。

詳細は契約機関一覧表を参照

② 予約をしたら web アンケートで回答する。【期日 3/10】
受診方法別説明※補助金申請や立替払いのない契約健診機関、社内健診、巡回健診(家族）をお勧めします。

契約機関で受診
（受診期間 4～7 月）

社内成人病健診で受診
※社内で勤務している方のみ

共同巡回健診で受診
（受診期間 8～12 月）
※女性 家族 専用です

契約外機関で受診
（受診期間 4～6 月）

各自健診機関に電話で予約。

web アンケート 健診の受診方法
は「健診機関名」と「健診日」（予
約日）選択。

予約時に伝える内容
※お手元に保険証を準備しておかけ下さい
□健保名「FUJI 健康保険組合」
□受診希望日 □社員番号
□氏名 □生年月日 □電話番号
□希望コース
「成人病」または「人間ドック」
□胃カメラ希望の有無
□女性は「乳がん・子宮がん検
診」希望の有無

web アンケート 健診の受診方法
は希望会場の「社内成人病健診」
を選択。

[実施日]
豊田：6/4(金)、7(月)、8(火)
本社：6/9(水)、11(金)、14(月)
岡崎：6/17(木)

・希望する会場の健診日の中に
都合の悪い日時がある場合は
その日時と理由を必ず回答し
て下さい。

・受診決定日は後日改めて個別
に案内します。

webアンケート 健診の受診方法
は「共同巡回健診」を選択。

・申し込んだ方には 6 月末～7
月初旬頃、自宅へ予約方法や
実施会場の詳細資料を送付し
ます。

各自健診機関に電話で予約。

web アンケート 健診の受診方法
は「その他」を選択
「健診機関名」を入力し「健診
日」（予約日）選択。

※
・契約外機関で受診の方は下表

＜必須検査項目＞すべての項
目が必要です。

・受診時は必ずこちらを提示し
て下さい。

③受診し、費用を支払う。

契約機 関：健保補助額を差し引いた費用を窓口で支払って下さい。
社内成人病：支払いはありません。
巡回健診：補助額を超えた場合、健診結果と一緒に同封されてくる振込用紙で自己負担費用を支払って下さい。
契約外機関：窓口で費用全額を支払い、速やかに必要書類下記 4 種を揃えて健保組合へ補助金を申請して下さい。

〈必要書類〉1 補助金申請書、2 問診票（1.2 健保 HP 申請書一覧にあります）3 健診結果(写)、4 領収書(原本)
※＜必須検査項目＞                                【最終申請期限 8/4（水) 】

予約受付開始日 契約健診機関

案内配付時点から
受付開始

中野胃腸病院健診ｾﾝﾀｰなかの 安城更生病院健康管理ｾﾝﾀｰ 小林記念健康管理ｾﾝﾀｰ
西尾市医師会健康管理ｾﾝﾀｰ  半田市医師会健康管理ｾﾝﾀｰ 光生会病院総合健診ｾﾝﾀｰ
名古屋ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ 三河安城ｸﾘﾆｯｸ 国際ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ 中京ｻﾃﾗｲﾄｸﾘﾆｯｸ
ｲﾑｽ仙台ｸﾘﾆｯｸ mo ｸﾘﾆｯｸ

2 月 13 日(土)～ 岡崎市医師会はるさき健診ｾﾝﾀｰ（※7/19、22 は祝日ですが営業します。）
３月 1 日(月)～ 刈谷豊田総合病院健診ｾﾝﾀｰ 豊田地域医療ｾﾝﾀｰ みなと健診ｸﾘﾆｯｸ

電話番号は
「契約健診機関一覧表」参照

＜昨年実施会場例＞

豊田市高岡農村環境改善ｾﾝﾀｰ、

岡崎市六ッ美市民ｾﾝﾀｰ

安城市民会館、

刈谷市総合文化ｾﾝﾀｰｱｲﾘｽ、

知立市中央公民館、西尾市文化会館、

ｱｲﾌﾟﾗｻﾞ豊橋、豊明市文化会館、

日進市民会館  

ﾙｰﾄｲﾝ ｸﾞﾗﾝﾃｨｱ小牧、

津島市文化会館   など他多数


