
2020年度配偶者健診は、

① (公財)東京都予防医学協会 (2020年9月23日～2021年2月26日)

② 巡回健診 (2020年７月１日～2020年11月１７日）

③ 特定健診等実施機関 (受診券の利用で、2021年2月28日まで)

での受診が可能です。

次ページ以降のいずれか１つを選択し、ご受診ください。
①・②は、健診申込みハガキ（①ブルー・②ピンク）が入っています。
該当の健診先をご確認の上、裏面を記入し、めかくしシール・切手を貼って投函して

ください。
③は、当健保組合に「受診券」による受診の旨、電話（03-5427-1525）でご連絡

ください。対象は40歳以上の方になります。

なお、申込方法がそれぞれ異なりますのでご確認の上、お申込みください。
ただし、申込みハガキ等の送料は、ご負担ください。

※ 年齢によって、受診できる項目が異なります。
※ 対象年齢は、すべて、２０２１年3月末日現在です。
※ 受診日以前に被扶養者の資格を喪失された場合は、受診できません。

大腸がん検査は従来どおり
（公財）東京都予防医学協会で実施となります。
詳細および検査キットは、９月中旬に別送でご案内いたします。

2020年度

配偶者健康診断のご案内

※ 健診期間が受診機関によって異なります。ご注意ください。

※ 健診項目は2ページ目の通りです。その他の追加検査等（自費）をご希望の方は、申込ハガキに
追加検査項目をご記入ください。
（検査できない項目等は、お申込み健診機関より直接ご連絡いたします。）

※ 今年度、慶應義塾大学病院予防医療センター人間ドック補助金制度をご利用の方は、本健診の
対象外です。補助金制度ご利用には、「人間ドック補助金制度適用申請書」の提出が必要です。

※ 当健保組合は特定健診の実施責任者として、受診状況を把握し、国へ報告する義務があります。
すでにかかりつけの医療機関にて健診を受診されている場合、健診結果（コピー）のご提出に
ご協力ください。
健診結果のご提供にご協力いただける方は、健診結果のコピーとあわせて、
「健診結果提出にかかる同意書」を必ずご提出ください
（http://www.kenpo.keio.ac.jp/contents/03hoken/kenshin/index.htmlに掲載）。
なお、ご提出いただいた健診結果は、保健事業に活用させていただきます。

※ 病気治療中・観察中の方は検査が重複する場合がございます。希望されない検査項目がござい
ましたら受付にお申し出ください。ただし、特定健診項目を受診されない場合、前項の結果の
ご提出にご協力ください。

健診結果提出にか
かる同意書の2次元
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ

お問い合わせ先： 慶應義塾健康保険組合
TEL： 03-5427-1525 （直通）
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45

注意事項等



※いずれの健診も、受診日以前に被扶養者（配偶者）の資格を喪失された場合は受診できません。

◎ ：必須健診項目です。必ず受診ください。
〇 ：選択健診項目です。希望する検診項目に〇を記入ください。
／ ：対象健診項目ではありません。
健診費用は全額健康保険組合が負担いたしますので、自己負担はありません。
ただし、健診項目以外の追加検査等は、自己負担となります。

＜注釈＞

①東京都

予防医学協会
②巡回健診 ③特定健診

生活習慣病健診
診察・計測・血圧・尿検査・血液検査・心電図・視

力・聴力・胸部Ｘ線撮影
◎ ◎

特定健診 （40歳以上）計測・検尿・血圧測定・血液検査 ◎ ◎ ◎

胃部X線 （40歳以上） 〇※１ 〇

腹部超音波検査 （40歳以上） 〇 〇

乳がん検査 （女性のみ） 〇※２ 〇※5

子宮頚がん検査 （女性のみ） 〇※3 〇※6

前立腺がん検査 （50歳以上、男性のみ） 〇※4 〇※4

その他 自己負担で可能な検診項目 〇※７ 〇※７ 健診先でご確認ください

大腸がん検診 〇※８

※１：内視鏡に変更が可能です。差額は自己負担になります。
変更希望の場合は、申込みハガキの「胃部内視鏡」に〇を記入ください。

※２：30歳代は超音波、40歳以上はﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨを推奨しますが、他方への変更が可能です。

申込みハガキの「乳がん検診」の希望の検査方法に〇を記入ください。

両方希望の場合は、両方に〇を記入ください。ただし、１検査分は自己負担になります。

※３：診察・頚部細胞診を実施します。

※４：血液検査で実施します（申込みは不要です）。

※５：超音波のみで実施します。

※６：頚部細胞診診査を自己採取法で実施します。（採取キットは申込み後にご本人に送付します。）

※７：追加希望の検診を、申込みハガキに〇を記入ください。いずれも自己負担になります。

※８：郵送検査（東京都予防医学協会）になります。検査キット等は９月中旬に別送いたします。

①・②・③よりいずれか１つ健診先を選択し、受診ください。
受診場所・受診期間・申込方法は、次ページをご確認ください。

健診項目一覧

配偶者健診
※対象者は、35歳以上の被扶養配偶者です。

・健康診断のご案内（本紙）
・健診申込みハガキ：東京都予防医学協会（ブルー）

巡回健診 産業保健研究財団（ピンク）
・めかくしシール

送付書類



① （公財）東京都予防医学協会で受診

健診場所 (公財)東京都予防医学協会保健会館 〒162-8402 東京都新宿区市谷砂土原町1-2

申込方法 同封の東京都予防医学協会宛ハガキ(ブルー)に希望日・希望健診項目を記入の上、
めかくしシール・切手を貼って、お申込みください。（2021年２月１２日（金）必着）
折り返し、受診票・検尿キット等を送付いたします。
自費で追加検査等のご希望の方は、申込みハガキにご記入ください。

健診期間 2020年9月23日(水)～2021年2月26日(金)まで

注意事項 • 子宮頚がん・乳がん検査は、原則として常勤女性医師を毎日１名配置しています。
女性医師をご希望の方は、ハガキに『女性医師希望』とご記入ください。
ただし、当日の担当医師変更によりご希望に添えない場合があります。

• 子宮頚がん・乳がん検査を慶應義塾大学病院の医師が担当する日は、火曜日午前になります。
• 二次検査等受診、追加検査は自己負担になります。
• 大腸がん検診は、９月中旬に別送でご案内いたします。本健診受診時にご持参ください。

受診時に未着の場合は、ご郵送ください。

※日曜、第２・第４土曜日、祝祭日、年末年始（ 12/2６～1/６ ）を除く

お問合せ先 (公財)東京都予防医学協会 03-3269-1141

② 巡回健診で受診

お住まいの地域の公会堂やホテル等
首都圏の健診会場は、次頁「実施会場一覧」をご覧ください。
その他会場は、当健保組合Webページ
http://www.kenpo.keio.ac.jp/topics でご確認ください。

2020年７月１日(水)～2020年11月１７日(火)

注意事項： • 大腸がん検診は、９月中旬に別送でご案内いたします。東京都予防医学協会にご郵送く
ださい。

• 各種超音波検査は、女性技師が実施します。
• 日程や会場の都合により（優先行事・選挙等）で、やむを得ず健診会場を変更または、
中止する場合がありますのであらかじめご了承ください。

健診場所

申込方法

健診期間

同封の産業保健研究財団宛ハガキ（ピンク）に希望日・希望健診項目を記入の上、
めかくしシール・切手を貼って、健診日の2週間程度前までにお申込みください。
折り返し、受診票・健診キットを送付いたします。
自費で追加検査等のご希望の方は、申込みハガキにご記入ください。

お問合せ先 (一財)産業保健研究財団 03-5456-5630

③ 特定健診等実施機関で受診（受診券の利用）

お住まいの最寄りの特定健診対象医療機関で、ご希望の日に受診ください。

健診期間 2021年2月28日（日）まで

注意事項 • 大腸がん検診は、 ９月中旬に別送でご案内いたします。東京都予防医学協会にご郵送くだ
さい。

• 乳がん・子宮頸がん検診等の検査を受診希望の方は、お住まいの市区町村の検診を
ご確認ください。

• 受診券の有効期限は、当年度の2月末日までとなります。

申込方法 まず、当健保組合に「受診券」による受診の旨、電話（03-5427-1525）もしくは、
当健保組合Webお問い合わせからご連絡ください。
希望の健診機関に申込の上、受診ください。

健診場所



（2020.6）

※ 日程や会場の都合により（優先行事・選挙等）で、やむを得ず健診会場を変更または、中止する場合があり
ますのであらかじめご了承ください。

※ その他会場は、当健保組合Webﾍﾟｰｼﾞ http://www.kenpo.keio.ac.jp/topicsでご確認ください。
※ 色のついた日程で受診を希望される方は、 (一財)産業保健研究財団（03-5456-5630）へ

直接お電話の上、ご予約ください。受診はがきのご送付は不要です。

② 巡回健診 実施会場一覧（首都圏）

実施会場一覧の
2次元ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ

会　　場　　名 実 施 日 コード 会　　場　　名 実 施 日 コード

 渋谷聖仁会診療所① 10月4日(日)  川崎市麻生市民館 9月16日(水) 39

 渋谷聖仁会診療所② 11月15日(日)  すくらむ２１（溝の口） 10月12日(月) 40

 中目黒ＧＴプラザホール 7月9日(木) 2 慶應義塾日吉キャンパス 協生館① 8月22日(土)

 大田区産業プラザ(PIO) 8月31日(月) 3 慶應義塾日吉キャンパス 協生館② 9月18日(金)

 池袋ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ文化会館 7月13日(月) 5  川崎市産業振興会館 10月9日(金) 42

 板橋区立グリーンホール 7月1日(水) 6  鶴見公会堂 9月2日(水) 43

 赤羽会館 8月16日(日) 78  アートフォーラムあざみ野 7月6日(月) 44

 中野サンプラザ 11月16日(月) 9  都筑公会堂 8月28日(金) 45

 三鷹市公会堂 7月14日(火) 10  新横浜グレイスホテル 11月17日(火) 46

 むさし府中商工会議所 9月3日(木) 95  西公会堂 7月17日(金) 70

 調布グリーンホール 7月3日(金) 11 男女共同参画センター横浜（フォーラム）① 7月7日(火)

 セレス立川 9月7日(月) 13 男女共同参画センター横浜（フォーラム）② 8月6日(木)

 成城ホール 8月7日(金) 16  瀬谷公会堂 9月1日(火) 50

 町田市健康福祉会館 10月3日(土) 17  大和保健福祉センター 7月5日(日) 81

 練馬産業会館 9月26日(土) 79  プロミティ厚木 8月21日(金) 76

 両国ビューホテル 11月12日(木) 18  サンエールさがみはら 9月10日(木) 53

 江東区総合区民センター　 7月15日(水) 19  かながわ平和祈念館 10月10日(土) 84

 葛西区民館 7月19日(日) 20  横須賀市文化会館 9月25日(金) 55

 江戸川区総合文化センター 8月2日(日) 21  藤沢市民会館 9月6日(日) 56

 足立区勤労福祉会館 8月1日(土) 22  茅ヶ崎市文化会館 10月7日(水) 57

 船橋グランドホテル② 8月29日(土)  JA共済埼玉ﾋﾞﾙ
 （大宮駅東口） 11月14日(土) 26

 モリシアホール（津田沼） 7月2日(木) 60  草加市立勤労福祉会館 9月27日(日) 27

 千葉市民会館 9月9日(水) 77  サンシティホール（南越谷） 11月13日(金) 28

 蘇我コミュニティセンター 7月21日(火) 61  ふれあいキューブ 9月11日(金) 87

 袖ヶ浦市民会館 10月8日(木) 72  久喜総合文化会館 7月10日(金) 30

 森のホール２１（松戸） 7月22日(水) 62  朝霞市産業文化センター 8月20日(木) 31

 柏商工会議所会館 9月29日(火) 63  ウエスタ川越 9月8日(火) 82

 八千代市勝田台文化ｾﾝﾀｰ 9月19日(土) 64  坂戸市文化会館 7月4日(土) 33

 流山生涯学習センター 9月4日(金) 88  所沢市民文化ｾﾝﾀｰ（ﾐｭｰｽﾞ） 9月22日(火) 34

 四街道文化センター 8月15日(土) 65  上尾市文化センター 7月20日(月) 35

 市原市市民会館 9月17日(木) 66  鴻巣市文化ｾﾝﾀｰ (ｸﾚｱこうのす) 10月5日(月) 36
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