
健康保険被保険者各位

当健康保険組合では、来年度の保健事業の一環として日帰り人間ドック健診を実施いたします。

下記内容をご覧いただき、受診を希望される方は指定期日までに申込み下さいますようお願い致します。

　＜変更点＞ ①申請方法が変わります。

　各社掲示のformsにより申請ください。（紙での申請はできません）

　会社自宅PC（代理申請も可）、個人スマートフォンなどよりお申込みください。

　健康保険組合はペーパーレス化、作業効率化を目指しております。ご協力をお願いいたします。

②たちかわ総合健診センターの胃ｶﾒﾗｵﾌﾟｼｮﾝが追加予定です。

　詳細は、下記6.ｵﾌﾟｼｮﾝについてを確認ください。

③健康医学予防協会「西新潟健診プラザ」が対象となりました。

1.健診項目

日帰り人間ドック　

        健保健診委託機関の検査項目は別紙を参照ください。

脳ﾄﾞｯｸ､心臓ﾄﾞｯｸなど特定部位のﾄﾞｯｸは費用補助対象外です。

2.対象者

次の全てを満たしている方

・申込時および受診日現在､当健康保険組合の被保険者または被扶養配偶者の資格を有している

　退職後に任意継続の被保険者または被扶養配偶者の資格を有する方は、対象です

・令和6年3月31日現在、年齢が40歳以上

・申請後、必ず人間ドックを受診される方（申請後のキャンセルはできません）

＊ 海外出向の方は、会社が行う健康診断の代わりとして健保補助の人間ドックを受けることはできません。

3.申請受付期間　　

令和4年12月1日から令和4年12月末日まで

上記期間以外の申請受付は、理由に関わらず一切できません。

formsのURL・QRｺｰﾄﾞは上記期間外に開けません。

4.健診期間

 令和5年４月１日　～　令和6年２月末日

5.健診委託機関

日曜・祝日および

・立川綜合病院 たちかわ総合健診センター 長岡市旭岡 土曜日休診

・健康医学予防協会 長岡健康管理センター　　長岡市千秋　 第２土曜日休診

新潟健診プラザ　　新潟市中央区紫竹山　 第２土曜日休診
R5追加！→ 西新潟健診プラザ　新潟市西区小新南　 第２土曜日休診

・長岡中央総合病院 中央健診センター　長岡市川崎町 土曜日休診

　＊ 新潟県内在住の場合は、理由を問わず申請後の健診機関変更はできません。

　＊ 営業所等県外勤務の方は、委託機関以外での受診が可能です。

転勤により県内⇔県外へ勤務地が変更になった場合は、健保組合へご連絡ください。

6.オプションについて　

・ｵﾌﾟｼｮﾝ検査は、原則申請時に希望を確認しますが、健診機関予約時に申込みください。

・ｵﾌﾟｼｮﾝ費用は、健保補助対象外です。検査項目など詳細は健診機関ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて確認ください。

・たちかわ総合健診ｾﾝﾀｰでの胃ｶﾒﾗ検査について

令和5年度は胃部内視鏡検査のｵﾌﾟｼｮﾝ追加予定（3,000円+税）です。

ただし人数の制限がありますので、ご了承ください。

胃ｶﾒﾗｵﾌﾟｼｮﾝが取れないことを理由に健診機関の変更はできません。

令和4年11月18日

令和5年度　日帰り人間ドックの実施について



7.申請方法　　

各社掲示のformsより申請ください。

申込用URL、QRコードは、各社掲示板に掲載されています。

*1 ｵﾌﾟｼｮﾝ検査は全額自己負担で、直接健診機関へ支払いください。

 胃部ﾚﾝﾄｹﾞﾝから胃ｶﾒﾗ検査の変更はｵﾌﾟｼｮﾝ扱いで、自己負担です。(金額は上記)

*2 受診料が 健保負担額以下の場合は実費を補助とします。

健診項目の一部を受診しない場合でも自己負担額は変わりません。

9.その他注意事項

① 申請受付完了および健診機関への予約方法については、1月下旬に案内いたします。

健康保険記号番号・社員コードを入力すると申込んだ健診機関名が表示される検索シートおよび

健診機関の電話番号や予約期間などの案内を掲示いたしますので、後日ご確認ください。

② 海外出向、勤務地県内⇔県外変更、長期入院等の特別な事情以外は原則キャンセルできません。

健診機関の都合もあるため、確実に受診する方のみお申込みください。

③ 胃ｶﾒﾗの検査を希望される場合､健診機関の能力により予約が難しい状況が発生していること、

ご承知おきください。

問合せ先

日本精機健康保険組合

日本精機㈱本社3号館1階

〒940-8580　新潟県長岡市東蔵王2-2-34

TEL  直通0258-24-5311　NS内線1950　　FAX　0258-24-5344

EMAIL　 NSの方　M365　健康保険組合　奥村

NS以外の方　nskenpo@nscs-net.ne.jp

-

29,000円（*2）

全額健診機関へ支払い、

領収証を健保組合へ送付

健康医学予防協会

中央健診センター

県外健診機関

8,400円（*1）

費用総額-健保負担額

8.費用・支払方法  

たちかわ総合健診センター

健診機関 自己負担額 健保負担額 支払方法 胃ｶﾒﾗｵﾌﾟｼｮﾝ料金

窓口で自己負担分支払い

3,000円+税

5,000円+税

5,000円+税



たちかわ総合健診センター

⑯ 婦人科 *内診 (婦人科エコーを含む)  ・*子宮頚部細胞診

*標準項目外(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

⑬ 聴力  オージオ１０００・４０００Ｈｚ

⑭ 内科診察

⑮ 外科系 *乳房Ｘ線　

⑩ 血液学系  白血球・赤血球・血色素量・ﾍﾏｸﾘｯﾄ・ＭＣＶ・ＭＣＨ・ＭＣＨＣ・血小板数・白血球像・血清鉄

⑪ 血清学  高感度CRP・RF・TP抗体・RPR法・HBｓ抗原・HCV抗体・血液型

⑫ 眼科系  視力・眼圧・眼底（両眼）

⑦ 脂質 TC ・HDL-C・LDL-C･TG・nonHDL

⑧ 尿酸代謝（痛風） UA

⑨ 糖代謝 BS ・HｂＡ1C(NGSP値) ・尿糖

 便潜血 2日法

⑥ 腎臓系

 尿検査 ﾀﾝﾊﾟｸ・潜血・比重・PH・ｹﾄﾝ体・沈渣

 腎機能 BUN・CRE・eGFR・Nａ・K・Cｌ・Ca

 腎臓超音波

⑤ 消化器系

 胃部X線　直接撮影 4つ切り　8枚

 上腹部 超音波 肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓､腹部大動脈

 肝機能系
TB・AST・ALT・ALP・LDH・CHE・GGT・LAP・TP・A/G比･ALB･TP分画
尿ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ

 膵機能 ｱﾐﾗｰｾﾞ

② 身体計測  身長・体重・標準体重・肥満度・ＢＭＩ・体脂肪率・腹囲

③ 呼吸器系
 肺機能（肺活量、%肺活量、努力性肺活量、１秒率、１秒量、%1秒量）
 胸部 Ｘ 線直接撮影（２方向）

④ 循環器系  血圧（２回測定の平均値）・心電図・心拍数・胸部 Ｘ 線（心臓大血管）

　　　検　　　査　　　項　　　目

① 問診  特定健診問診票も含む



健康医学予防協会

⑫ 眼科系  視力・眼圧・眼底

⑯ 婦人科 ※内診 ・※子宮頸部細胞診

※希望者　無料項目　☆印  初回のみ　★印　オプション検査

⑬ 聴力  オージオ１０００・４０００Ｈｚ

⑭ 内科診察

⑮ 外科系 ★乳房Ｘ線　★乳房X線(３Ｄ)　★乳房超音波

⑩ 血液学系  白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・ＭＣＶ・ＭＣＨ・ＭＣＨＣ・血小板数・白血球像・血清鉄

⑪ 血清学  ＣＲＰ・ＲＦ・ＴＰＨＡ・ＲＰＲ法・ＨＢｓ抗原・ＨＣＶ抗体・☆血液型

⑨ 糖代謝  ＢＳ・ＨｂＡ１Ｃ・尿糖

④ 循環器系  血圧・心電図・心拍数・胸部 Ｘ 線（心臓大血管）

⑤ 消化器系

 胃部X線　直接撮影 4つ切り　8枚

 上腹部 超音波 肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腹部大動脈

 肝機能系
ＴＢ・ASＴ・ALＴ・ＡＬＰ・ＬＤＨ・ＣＨＥ・γ-ＧＴ・ＬＡＰ・ＴＰ・Ａ/Ｇ比・ALB

ＴＰ分画・尿ウロビリノーゲン

 膵機能 アミラーゼ

 便潜血 2日法

③ 呼吸器系  肺機能（肺活量、努力性肺活量、１秒率、１秒量）・胸部 Ｘ 線直接撮影（大角２枚、２方向）

⑦ 脂質  ＴＣ・ＨＤＬ－Ｃ・ＬＤＬ－Ｃ・ＴＧ・nonHDL

⑧ 尿酸代謝（痛風）

⑥ 腎臓系

 尿検査 タンパク・潜血・比重・ＰＨ・ケトン体・沈渣

 腎機能 ＢＵＮ・ＣＲＥ・eGFR・Ｎａ・Ｋ・Ｃｌ・Ｃａ

 腎臓超音波

 ＵＡ

　　　検　　　査　　　項　　　目

① 問診  特定健診問診票も含む

② 身体計測  身長・体重・標準体重・肥満度・ＢＭＩ・体脂肪率・腹囲



中央健診センター

① 問診  特定健診問診票も含む

　　　検　　　査　　　項　　　目

② 身体計測  身長・体重・肥満度・ＢＭＩ・体脂肪率・腹囲

③ 呼吸器系

 肺機能（肺活量、１秒率、１秒量）・胸部Ｘ線直接撮影（大角２枚、２方向）

　★胸部CT検査（選択時胸部Ｘ線直接撮影は未実施）　　★喀痰細胞診検査

④ 循環器系  血圧・心電図・心拍数・胸部Ｘ線（心臓大血管）

⑤ 消化器系

 胃・十二指腸
 胃部Ｘ線直接撮影（4つ切り　12枚）

 ★胃内視鏡検査　★胃がんリスク検診（ＡＢＣ検診）

 腹部超音波検査  肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腹部大動脈、腎臓

 肝機能
 ASＴ・ALＴ・γ-ＧＴ・ＡＬＰ・ＬＡＰ・ＬＤＨ・ＴＢ・ＴＰ・蛋白分画・Ａ/Ｇ比・ALB

 α1グロブリン・α2グロブリン・βグロブリン・γグロブリン・尿ウロビリノーゲン

 膵機能  血清アミラーゼ

 大腸  便潜血2日法

⑥ 腎臓系
 尿検査  タンパク・潜血・比重・ＰＨ・沈渣

 腎機能  ＢＵＮ・ＣＲＥ・eGFR

⑫ 眼科系  視力・眼圧・眼底

⑦ 脂質  ＴＣ・ＨＤＬ-Ｃ・ＬＤＬ-Ｃ・ＴＧ・nonHDL・ＬＤＬ/ＨＤＬ-Ｃ

⑧ 尿酸代謝（痛風） ＵＡ

⑨ 糖代謝  空腹時血糖・ＨｂＡ１Ｃ・尿糖

⑩ 血液学系
 赤血球・血色素・ヘマトクリット・ＭＣＶ・ＭＣＨ・ＭＣＨＣ・血小板

 白血球数（白血球数1万以上の場合は血液像追加）

⑪ 血清学系  ＣＲＰ・ＲＦ（定量）・ＴＰＨＡ・ＲＰＲ法・ＨＢｓ抗原・ＨＣＶ抗体　　血液型（初回のみ）

⑬ 聴力  オージオ１０００・４０００Ｈｚ

⑭ 内科診察

⑮ 外科系 ★乳がん検診（マンモグラフィー1方向もしくは2方向）

★印　オプション検査

⑯ 婦人科 ★子宮頸がん検診（内診 ・子宮頸部細胞診・経腟エコー）

⑰ 骨検査 ★骨密度検査

⑱ 前立腺 ★前立腺がん検査（血液検査）


