
旭化成健康保険組合は従業員と家族の
“健康・笑顔・幸せ”づくりを応援します!!
当健保に加入している被扶養者で、40歳以上75歳未満の皆様へ

家族健診のご案内家族健診のご案内家族健診のご案内
特定健康診査

（健診補助制度）
注意!! 補助金申請締切2023年3月15日（健保必着）

旭化成健康保険組合の被扶養者として認定されている下記の方
●配偶者（夫・妻）および40歳以上75歳未満の家族
※年齢は2023年3月31日時点の年齢です。
※健診受診日に資格を喪失している場合は補助の対象外です。

2022年4月1日～2023年2月28日
※対象受診期間以外（2023年3月）に受診された分は補助対象外です。

対象者1人につき、年間15,000円を上限に実費相当額
（受診券利用は8,000円とみなしますので、受診券を利用した場合は上限が7,000円となります）
※上限額は年度に受診した健診（検診）すべての合計額です。

健診機関が健康診断として実施した項目すべて（保険証を使用していない10割自己負担分）
例）一般健診、人間ドック、各種がん検診（市区町村実費分を含む）、歯科検診等
健診結果を受領するために必要な文書料は補助対象とします。
　＊保険診療分（3割自己負担分）は対象外です。

お問い合わせ先 旭化成健康保険組合
〒882－0847　宮崎県延岡市旭町2－1－3 受付時間9：00～16：00

　（12：00～13：00を除く）
月～金（祝日除く）

0120－290－053
0982－22－2940

フリーダイヤル
電　話

QRコードから
アクセス
ケータイサイトからも
ご利用ください。

一般公開用ホームページ

▲

www.asahikasei-kenpo.or.jp

対象者

対象受診期間

対象金額

補助対象健診項目

健保キャラクター
「ASAPPY Ken」

“今年も！今年こそ！
健診を受けに行こう”GO!

1.2023年3月受診分については補助対象外となりますので、予約、受診の際にはご注意
ください。（予約がいっぱいで2月までに受診ができない場合も補助はできません）
受診券の有効期限も2月28日までとします。
　2.倉敷成人病センターで「倉敷限定！女性ドック」を受診した場合も補助申請不要とな
りました。
　3.別添のとおり当健保ポータルサイトを開設します！健診関係お知らせ等の配信も予
定していますのでぜひご登録ください。契約機関の情報等引き続き当健保ページに掲載
していますので、合わせてご活用ください。
　4.新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、受診の際には、自治体や健診機関の感
染対策にご協力をお願いいたします。

お知らせお知らせお知らせお知らせ



特定健康診査
検 査 項 目

●身体検査【医師の診察・問診・身長・体重・BMI・腹囲・血圧】
●尿検査【尿蛋白、尿糖】
●血液検査　肝機能【AST（GOT）・ALT（GPT）・γ-GTP】
　　　　　　血糖【空腹時血糖またはヘモグロビンA1c】
　　　　　　脂質【中性脂肪・HDLコレステロール
　　　　　　　　  LDLコレステロールまたはnon-HDLコレステロール】
※上記検査以外に、医師の判断により●貧血検査●心電図●眼底検査●腎機能検査が
　実施される場合があります

40歳以上の方は特定健康診査（特定健診）の対象となります

40歳以上の方には、特定健康診査受診券をお届けしています

特定健康診査
（=特定健診）

法律に基づき、40歳～74歳の方を対象に生活習慣病予防の観点から実施する健診です。
健診の結果により必要であれば生活習慣改善のための特定保健指導を受けることが
できます。
※年齢は2023年3月31日時点の年齢です

いろいろな健診の受け方があるよ！
受けたい健診内容や場所を選んで
さっそく予約してみよう！

受診券を利用する場合

例①

例②

受診券を利用して、特定健診の検査項目のみを受診

•受診時の窓口負担はありません
　（旭化成健康保険組合が直接健診機関に支払います）
•補助金申請は不要です

受診券を利用して、特定健診を受診し、自費でそれ以外の項目（がん検診等）を受診

•特定健診分（受診券利用分）の受診時の窓口負担はありません
　（旭化成健康保険組合が直接健診機関に支払います）
•特定健診以外に受診した、保険証を使用せず10割自費で支払った
　健診については、補助金申請ができます
※保険証を使用した3割負担分は対象外です

補助上限：7,000円
補助金申請に必要な書類：申請書（受診券利用あり）、領収書の原本
（全ての健診結果、特定健診問診票は添付不要です）

●受診券が利用できるか確認し、自分で予約をします
　•健診機関に電話で直接確認
　•旭化成健保ホームページにある特定健診等実施機関検索システムで確認
●巡回健診と両方受診することはできません

補助金申請
不要

補助金申請が
必要です!

❷

特
定
健
康
診
査
受
診
券

8,000円相当の特定健診を窓口負担なしで受診できます
（費用は旭化成健康保険組合が負担します）
•受診券の再発行は原則致しかねますので紛失に注意してください
•同一年度で受診券の利用と巡回健診の併用はできません
※受診券で受診できる項目は国で決められています。（特定健診項目のみ）
　がん検診等には利用できません。

★倉敷成人病センター「倉敷限定！女性ドック」受診の場合、補助金申請は必要ありません



•同友会
•京都工場保健会
•福岡労働衛生研究所
•愛知健康増進財団
•倉敷成人病センター

㋑,㋺の場合、旭化成健康保険組合が
補助上限額（15,000円）までは直接健診機関に支払います

㋑

•㋺,㋩で補助金申請をする場合

補助上限：15,000円（㋺の場合は、15,000円から㋺での健診料金を引いた額）
※保険証を使用した3割負担分は対象外です
補助金申請に必要な書類：申請書（受診券利用なし）、領収書の原本
（すべての健診結果、特定健診問診票は添付不要です）

その他の契約健診機関㋩ •健診費用を全額窓口で支払います
•上限15,000円分まで補助金申請ができます

受診券を利用しない場合

例③ 受診券を利用せず、旭化成健康保険組合契約健診機関で受診

•当健保契約健診機関はP6、7およびホームページ参照
•受診する契約健診機関によって㋑,㋺,㋩3つの方法に分かれます。

例④ 受診券を利用せず、旭化成健康保険組合契約健診機関以外で受診

•健診費用を全額窓口で支払います
•保険証を使用せず、窓口で10割自費で支払った健診について、
　補助金申請ができます
※保険証を使用した3割負担分は対象外です

●健診項目や健診場所を自分で決めて、
　健診機関に予約をします

※特定健診の検査項目（P2参照）以外、各種がん健診結果については添付不要です
※特定健診問診票は健診機関に提出する前にコピーをとることをお勧めします。
　お手元にない場合は、当健保ホームページより印刷、記入後提出してください。

•補助上限15,000円までは、受診時の窓口負担はありません
•15,000円超過分のみ窓口で支払いをしてください
•補助金申請はできません

•富士健診センター
•ぎふ綜合健診センター
•滋賀保健研究センター

㋺

•補助上限15,000円までは、受診時の窓口負担はありません
•15,000円超過分のみ窓口で支払いをしてください
•㋺で受診した分についての補助金申請はできません
•㋺での健診料金が15,000円に満たず、他の健診機関で保険証を
　使用せず10割自費で健診を受診している場合は、補助金申請が
　できます

補助金申請が
必要です!

補助金申請が
必要な場合が
あります!

❸

補助上限：15,000円
補助金申請に必要な書類：申請書（受診券利用なし）、領収書の原本、特定健診問診票、
　　　　　　　　　　　  健診結果のコピー



※1　旭化成健保が8,000円相当を負担します（受診券利用は、8,000円の補助金支給したものとみなします）
※2　旭化成健保が補助上限15,000円までは直接健診機関に支払います
※3　特定健診問診票がない場合は、当健保ホームページより印刷し、ご記入後提出してください
※4　特定健診の検査項目（P2参照）以外、がん検診分については不要です

毎月25日（3月は15日）までの申請書到着分（旭化成健保到着）を翌月の給与または翌月末に指定口座に
振り込みます。
補助金支給後、複数の健診や申請で補助上限額を超えていることが判明した場合、超えた金額を徴収します。

（延岡）旭化成健康保険組合　家族健診担当　〈住所〉〒882－0847　延岡市旭町2－1－3

2023年3月15日旭化成健保必着（厳守）

健康診断受診方法別補助金額、必要書類

補助金の支払日

補助金申請の締切日

❹

申請方法
当健保ホームページから家族健診料補助金申請書を印刷し、記入後、必要書類とともに旭化成健保に提出
※複数の健診を受診した場合、1年に1回まとめて申請してください。
※受診内容によって申請書、提出書類が違います。詳細は下記で確認してください。
※旧様式申請書では受理できない場合があります。必ずホームページをご確認ください。

お急ぎでない場合は、健診結果が届いた後、必要書類をすべてそろえて申請を行ってください。
申請時に必要書類がそろわない場合は、ご相談ください。
（健診結果や特定健診問診票は封筒に入れ、封をして頂いても構いません）

申請書の送付先

※補助対象受診期間とは異なります



❺

〈健診結果をご提出頂く理由および取り扱いについて〉
高齢者の医療の確保に関する法律により、医療保険者（旭化成健康保険組合）に対し、40歳以上のすべての加入
者へ特定健診・保健指導を実施し、健診結果を国へ報告することが義務付けられています。
この法律に則り、弊健保では、特定健診結果（検査値、問診票）のコピーの提出をお願いしています。
また、受診券を利用された場合や契約健診機関で受診された場合には、健診機関等からデータを受領します。
なお、頂いた健診結果につきましては、個人情報に関する法令等を遵守し、管理しています。
皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

定期的にがん検診を受診することは、がんの早期発見・治療につながります。
お住まいの自治体でのがん検診や当健保の健診補助制度を利用してがん検診も受けましょう！
※がん検診の内容や対象年齢、費用等については、自治体や健診機関によって異なりますので、
事前に確認することをお勧めします。

受けていますか？がん検診！

受理できない申請、補助金支給対象外の
申請に困っています

提出前の確認にご協力をお願いいたします

◎領収書の項目不足
受診者氏名、受診日、金額、健診と分かる項目、健診機関の領収印が必要です。必ず窓口で確認し、ない
場合は、ご自身で追記や押印を依頼してください。領収書のみで健診かどうか不明な場合は必ず明細
を一緒に添付してください。（市区町村の集団健診分、レシートタイプも同様です）押印や追記が不可
能な場合は、受診者氏名、受診日、健診項目、健診機関名が領収書と一致する健診結果のコピー添付も
可とします。

◎必要書類の不足
P4で受診方法に沿った必要書類を必ずご確認ください。健診結果はP2の特定健診項目すべての検査
値が必要です。

◎受診券の利用の有無間違い
受診券の利用の有無で補助上限額が確定します。申請分のみでなく、2022年度分として受診したす
べての健診で受診券を利用したかどうかで申請書を記入してください。受診者と申請書記入者が異
なる場合は、利用の有無を申請者にお伝えください。

◎巡回健診受診の際のオプション検診分
巡回健診の基本健診は15,000円です。健保が直接健診機関に支払いをするため、当日窓口での負担
なし、申請も不要ですが、補助上限15,000円分を使用したことになります。領収書が発行された場合
は、補助超過分であるため補助金申請はできません。

◎保険証を使用した3割自己負担分
対象は保険証を使用せず10割自己負担した健診費用です（領収書や明細では、10割、全額自費、保険
外負担と記載されています）。必ず領収書をご確認ください。

＜受理できない申請の例＞

＜補助金支給対象外申請の例＞



上記を受診する場合、健診当日補助上限額（15,000 円）までは窓口負担はありません。
補助上限額超過分のみ窓口でお支払いください。（超過分として窓口で支払った費用は補助申請不可）

❻

・契約コースを契約料金で受診することができます。詳細はホームページでご確認ください。
・指定機関ではありません。（リスト以外の健診機関で受診も可能）
・居住地以外でも受診可能です。
・受診券使用機関リストではありません。
　※受診券使用機関については、弊健保ホームページ特定健診等実施機関検索システムを参照
・受診期間は変更になることがありますのでご了承ください。

旭化成健康保険組合契約健診機関リスト
（巡回健診、その他健診機関）

【巡回健診】
対象者にはご案内を別送します。（近畿圏、宮崎県以外は女性のみ）



【その他健診機関】予約時には旭化成健康保険組合の加入者である旨をお申し出ください。
（お申し出がない場合は、契約料金が適用されないことがあります。）

●当日補助の欄に★がある健診機関では、健診当日補助上限額（15,000 円）までは窓口負担はありません。
　補助上限額超過分のみ窓口でお支払いください。（超過分として窓口で支払った費用は補助申請不可）

❼

備　　考人間
ドック

当日
補助

実施
期間

（予定）

予約先
所在地健診機関都道

府県 FAX電　話

5〜2月0280-47-42100280-48-0638古河市鴻巣（医）徳洲会　古河総合病院
茨城

5〜2月0280-23-70710280-23-7070古河市下山町（日赤）古河赤十字病院　健診センター

6〜2月0439-55-68130439-55-6811君津市君津（一財）君津健康センター千葉

女性のみ
人間ドックの場合は
男性も受診可

○5〜2月03-5791-6146港区白金北里研究所病院

東京
○5〜2月03-5500-677803-5500-6776中央区日本橋箱崎町

（一財）近畿健康管理センター
KKCウエルネス
東京日本橋健診クリニック

○★
5〜2月03-3814-000403-3816-5840文京区小石川（医）同友会　春日クリニック

5〜2月03-6718-170303-6718-2816港区港南（医）同友会　品川クリニック

大和健診事業部は
原則として金曜日
に健診を実施

5〜2月

046-262-9511046-262-8155

横浜市保土ヶ谷
（一財）神奈川県労働衛生福祉協会
本部

神奈川

5〜2月大和市大和東
（一財）神奈川県労働衛生福祉協会
大和健診事業部

★5〜2月058-279-3399岐阜市日置江（一社）ぎふ綜合健診センター岐阜

人間ドックも補助
申請不要○★5〜2月0545-64-82550545-64-4421富士市柚木（医）富士健診センター

静岡 5〜2月0545-56-23330545-81-3324富士市中之郷共立蒲原総合病院

予約受付は
13：00～16：00

6〜12月0558-76-15680558-76-6820伊豆の国市田京（公財）伊豆保健医療センター

○5〜2月

052-331-2327050-3531-1363名古屋市中区栄
（一財）近畿健康管理センター
KKCウエルネス名古屋健診クリニック

愛知

059-269-5588
059-269-5678津市あのつ台

（一財）近畿健康管理センター
KKCウエルネス三重健診クリニック

三重 059-271-8545四日市市日永西
（一財）近畿健康管理センター
KKCウエルネス四日市健診クリニック

○5〜2月059-373-4875鈴鹿市庄野町字久保
（医）九愛会
中京サテライトクリニック三重

★7〜2月077-500-30600120-35-9997野洲市永原上町（一財）滋賀保健研究センター

滋賀

メール：gyoumu@shrc.or.jp

○5〜2月
077-551-0655

050-3535-5992栗東市小野
（一財）近畿健康管理センター
KKCウエルネス栗東健診クリニック

050-3535-5993彦根市駅東町
（一財）近畿健康管理センター
KKCウエルネスひこね健診クリニック

06-6397-3456050-3541-2262大阪市淀川区西中島
（一財）近畿健康管理センター
KKCウエルネス新大阪健診クリニック

大阪
5〜2月06-4795-550106-4795-5500大阪市北区梅田

（医）伯鳳会
大阪中央病院健康管理センター

○5〜2月06-6397-3456050-3541-2264神戸市中央区磯上通
（一財）近畿健康管理センター
KKCウエルネス神戸健診クリニック

兵庫

「倉敷限定！女性ドッ
ク」も補助申請不要○★6〜2月086-427-3333倉敷市白楽町（一財）倉敷成人病センター

岡山

5〜2月086-441-0160倉敷市水島高砂町みずしま検診クリニック

5〜2月097-552-7880097-552-7788大分市高城南町
（一社）西日本産業衛生会
大分労働衛生管理センター

大分
5〜2月097-569-2212097-569-2211大分市大字宮崎

（公財）おおいた健診センター
（旧大分県地域成人病検診センター）



（40歳以上）
当健康保険組合の補助を受けずに
健康診断を受診された方
健診結果の提出にご協力をお願いします

例えば・・・
　・パート先、アルバイト先で健診を受診した
　・定期的な通院で特定健診の項目の検査を受けた

※健診結果につきましては、個人情報に関する法令を遵守し適正に管理します

【お問い合わせ先】
旭化成健康保険組合
家族・任意継続本人健診担当
フリーダイヤル：0120－290－053
　　　　　電話：0982－22－2940

受付時間：9時～ 16時
　　　　　（12時～ 13時を除く）
　　　　　月～金　（祝日を除く）

国は健診受診率の目標値を設定しています。受診率の低い健保組合には、罰則とし
て国へ納める納付金が加算されることが通告されています。このため健保財政が悪
化し、結果として皆様に収めて頂く保険料の引き上げにつながることもあります。
健診受診率のアップにご理解、ご協力をお願いいたします。

健診結果を国へ報告しないとどうなるの？

❽

〔　　　　　　　　　　　　　　　　〕

法律により、医療保険者（旭化成健康保険組合）に対し、40歳以上のすべての
加入者の特定健診結果を国へ報告することが義務付けられています。
当健康保険組合の補助を受けずに、健診（特定健診の項目）を受診された方は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※特定健診の項目はP2を参照
健診結果のご提出をお願いいたします。

★対象となる方には必要書類を送付します。下記問い合わせ先までお電話ください。
　
　がん検診等を受診され当健保に補助金申請をされる場合は、お電話いただかずに申請分
と一緒に健診結果のコピーを同封いただいても構いません。その場合は、結果のコピーに
“勤務先健診”“定期通院”等の記載をお願いいたします。

ご提出頂いた方には、粗品を送付します
（2022年度から健康年齢の送付を終了するため）
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