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YOUR HEALTH YOU KEEP

2

2022年3月31日時点の年齢は 40歳以上ですか？
39歳以下ですか？

いいえはい

被扶養者（配偶者・40歳以上の家族）・任意継続被保険者

40歳以上 39歳以下
★イーウェル一般健診
　Ａ２コース

◆一般的な健診に追加し、人間ドック又は充実した健診を受診したい
◆胃がん・婦人科検査等も受けたい

お申し込み先はKENPOSで

お申し込み先はKENPOSで

Ｐ６『2021年度健康診断のご案内』へ

費用補助
上限3万円

無料費用補助 上限4万円

検査項目が多い為、おすすめです！
★イーウェル生活習慣病健診２コース
★イーウェル人間ドックＡコース ★特定健診

特定健診受診券を利用すれば、
特定健診項目のみ無料で受診できます。

Ｐ６『2021年度健康診断のご案内』へ Ｐ12『特定健診の受診について』へ

＼ 年に一度はからだのメンテ ／
あなたの受ける健康診断は次のどれ？

パート先などで受けた健診結果を必ずご提出ください！
対象者 2021年4月～2022年3月の間に

パート先などで健診を受診した、40歳以上の配偶者・家族
返信用封筒に入れて郵送もしくはFAXしてください。
①健診結果のコピー
②問診票（P3参照）

提出方法

提出先

上記の健診以外で健診を受けている場合は

〒799-0403　愛媛県四国中央市三島朝日2丁目12番45号
　　　　　　  大王製紙健康保険組合　健康管理課
FAX：0896-24-5075
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特定健康診査問診票
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ください。
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YOUR HEALTH YOU KEEP KENKOU SHINDAN JUSHIN GUIDE BOOK

受付時間9：30～17：30　 休業日：日曜・祝日 12/29～1/4
※上記番号がご利用いただけない場合は TEL：050-3850-5750 をご利用ください。

のログイン方法について

ＫＥＮＰＯＳについてのお問い合わせ先

株式会社イーウェル 健康サポートセンター  

初めてKENPOSに登録する方

KENPOSアプリができました！

KENPOSにできること

①健康保険証と登録する
　メールアドレスを用意

②KENPOSを検索し、初回登録へ

URL

QRコード

③資格照会の画面で保険証を
　見て入力

記号①：保険証上段「記号」
番号②：保険証上段「番号」
保険者番号③：保険証左下
　　　　　　「06380232」

⑤基本設定で必要情報を
　全て入力

④「個人情報のお取扱いについ
て」と「利用規約」を最後まで
スクロールし読んだ後、同意
チェックを入れて基本設定
ステップにすすむ

⑥確認で内容がよければ、「メール
送信する」のボタンをクリック。
その後、仮登録メールに記載
されているURLをクリック
すれば登録完了！

歩数・体重/体脂肪率のデータ連携はもち
ろん、KENPOSサイトに楽々アクセス！
アプリ限定のボーナスチケットも！上記
初回登録後に是非アプリを取得ください！

セルフメディケーション エンジン
生活習慣病予防のための

https://www.kenpos.jp/

TEL：0570-057091　

さまざまな健康のための活動ひとつひとつに、ポイントをプレゼント！　
ポイントをためると、ステキな賞品と交換できます。

ＫＥＮＰＯＳに登録して健康と欲しいもの、両方を手に入れましょう！

この機会に是非ご登録を！
楽しみながら健康ライフ！生活習慣を改善しましょう！ 登録も利用も

無料み ん な の 健 康 応 援 サ イ ト

ーケンポスー

健康活動でポイントをためよう！
健康ポイント制度実施中！

まずは、ぜひご登録を! https://www.kenpos.jp/
利用可能対象：被保険者・配偶者・40歳以上の家族 ※各付与ポイントは、予告なく変更することがあります。

具体的な登録方法は次のページへ！

初回登録

ポイントをためて
ステキな賞品を
ＧＥＴしよう！

ポイントをためて
ステキな賞品を
ＧＥＴしよう！

まずはＫＥＮＰＯＳに登録して
ポイントＧＥＴ !

健康診断を受診
期間内に健康診断を受診して

ポイントＧＥＴ !

セルフケア閲覧
（健診結果を見る）

健康診断の結果をチェックして
ポイントＧＥＴ !

体重記録
ＫＥＮＰＯＳに体重記録をつけて

ポイントＧＥＴ !

スポーツクラブ利用
スポーツクラブを
月3回以上利用して
ポイントＧＥＴ !

ウォーキング
歩数記録
ＫＥＮＰＯＳに

歩数記録をつけて
ポイントＧＥＴ !

ウォーキング
歩数量

1日10,000歩以上歩いて
ポイントＧＥＴ !

1,000P

1,000 Ｐ /年
(被扶養者のみ)

5 Ｐ/日

5 Ｐ/日5 Ｐ/日

150Ｐ/月

500Ｐ/年

54

⑤ 頑張った分、
　 KENPOSポイントが
 　プレゼントされます！

① 目標を決めよう

② 毎日の行動を
　 記録しよう

③ 自分の健康記録を
　 チェックしよう

④ 楽しみながら
　 継続しよう
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⑤ 頑張った分、
　 KENPOSポイントが
 　プレゼントされます！

① 目標を決めよう

② 毎日の行動を
　 記録しよう

③ 自分の健康記録を
　 チェックしよう

④ 楽しみながら
　 継続しよう
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2021年度健康診断のご案内
健康診断事務委託先：株式会社イーウェル

大王製紙健康保険組合　任継被保険者、一般・任継被扶養者用
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2021年度健康診断のご案内
健康診断事務委託先：株式会社イーウェル

大王製紙健康保険組合　任継被保険者、一般・任継被扶養者用
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申込から受診までの流れ
パソコン・スマートフォン

申込から受診までの流れ
郵送・FAX

スマートフォン用 KENPOS

●この受診ガイドブックP28又は大王製紙健康保険組合ホームページに
  掲載しております。
  『受診券発行依頼書 』に記入し、 FAX または郵送で(株）イーウェルへ
  送付してください。
●送付後、2 週間以内に（株）イーウェルからFAXまたは郵送で『受診券』が届きます。
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よくあるお問い合わせ 個人情報の取り扱いについて
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よくあるお問い合わせ 個人情報の取り扱いについて
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http:/hoken.kenporen.or.jp/Kensin/　

1312

特定健診の受診について 特定健診の受診について（外部医療機関で受診する方）

対象者

検査項目

STEP 1 STEP 2

STEP 3

QRコード

URL

STEP 5

STEP 4

健診の申し込みから受診までの流れ

40歳以上の配偶者・家族、任意継続被保険者

当健保組合より送付した無料受診券を使用して、外部医療機関にて特定健診を受診する方は、
以下の要領に沿って健診のご予約を行ってください。

予約・受診期間 2021年4月1日(木)～2022年3月31日(木)

『●』…必須の検査項目　　『□』…医師の判断により実施

「特定健診等実施機関検索システム」にアクセス

１．健康保険組合名・保険者番号を入力
 　(健康保険組合名)　大王製紙
　 (保 険 者 番 号)　06380232　　　
２．検索画面に入る

受診可能な医療機関を検索
(住　　　所)　 都道府県、市区町村を選択
(契約タイプ)　 「Aタイプ/Bタイプ」を選択
(実施項目）　 「特定健康診査」にチェック
　　　　　　　「検索」をクリック

受診可能な医療機関が表示されます
受診可能な医療機関の中から、選択して予約します。
※画面上に、電話番号が表示されています。

　「検索画面コーナーはこちらから」をクリック　

※半角入力

当日は、医療機関より伝えられた持ち物を持参してください。 (例：特定健診受診券、健康保険証)
健診費は特定健診受診券を利用する為、無料です。
当日の注意事項等については、医療機関によって異なりますので、各個人で確認してください。

特定健診　受診
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出典：公益財団法人　日本対がん協会の啓発チラシ

胃がん検診
胃 X線検査
胃部内視鏡検査

対象年齢：40歳以上

受診間隔：年1回 受診間隔：年1回 受診間隔：年1回 受診間隔：年1回 受診間隔：年1回

※どちらか一方を実施 ※どちらか一方を実施

対象年齢：制限なし
※40歳以上の方は
マンモグラフィを推奨

大腸がん検診
便潜血検査

対象年齢：40歳以上 対象年齢：制限なし

胸部 X線検査
肺がん検診 乳がん検診

乳房エコー検査
マンモグラフィ

子宮頸がん検診
細胞診

対象年齢：制限なし

以下検査項目や受診間隔は、当健保組合での実施内容です。
検診機関は「密」の回避、検温や消毒などの感染防止策をとっています。

1514

イーウェル健診又は特定健診受診後の
二次検査（再検査・精密検査）費用を補助します

補助対象者

対象期間

申請条件

提出期限

被扶養者（配偶者と40歳以上の家族）・任意継続被保険者
※四国中央市近隣にお住まいの方は当健保組合で受けてもらうため対象外

2021年4月1日～2022年3月31日に二次検査（再検査・
精密検査）を受けた方

二次検査（再検査・精密検査）受診後30日以内に提出

補助回数 年度内に１回のみ

一次健康診断の判定で二次検査を受診した一部の項目
◆補助対象項目
　一次健診対象の血液検査、尿検査、眼底検査、聴力検査、
　胸部X線検査、血圧測定、心電図検査、超音波検査

◆補助対象外
　腫瘍マーカー（血液検査）
　CT撮影、MRI撮影、MRA撮影
　糞便検査、ピロリ菌検査
　保険適用外の検査や経過観察のための定期的な検査
　その他…薬代、処方箋料、選定療養費、紹介状などの文書料など

提出書類 ①二次検査（再検査・精密検査）費用補助金支給申請書（P25参照）
②領収書（写しも可）
③検査項目の明細書（写しも可）
④二次検査結果成績書（写しも可、検査結果を受け取った場合
　のみ同封）

二次検査（再検査・精密検査）の提出書類の郵送先
〒799－0403　愛媛県四国中央市三島朝日2丁目12番45号
　　　　　　　　　　 　　　大王製紙健康保険組合  健康管理課



出典：公益財団法人　日本対がん協会の啓発チラシ
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イーウェル健診を受ける 医療機関でがん検診を受ける 当健保組合へがん検診の
補助申請をする※イーウェル健診で受診できなかった

　一次検査及び一次検査の結果に基づく
　二次検査を受ける

16 17

対象者

補助回数

補助条件

受診方法

提出期限

提出書類

提出方法

補助金支給

被扶養者（配偶者と40歳以上の家族）、任意継続被保険者
※イーウェル健診を受けている方が対象

年度内に各検査項目1回ずつのみ

原則15日までに受付したものは翌月の20日に事業所へ振り込みます。
その後、事業所が被保険者の口座へ振り込みます。
※任意継続被保険者とその被扶養者は原則15日までに受付したものは当月の25日までに
　口座へ振り込みます。

提出書類①～④を郵送又はメールで申請してください。

検査後、30日以内に当健保組合へ申請してください。

必ず保険証を使用し、近隣の医療機関にてご自身で予約を取り
受診してください。

①がん検診等精密検査の補助申請書(P23参照)
②領収書
③検査項目の明細書（写し可）
④検査結果成績書（写し可）※無い場合は検査の受診情報欄に必ず記入してください。
※事業所経由で被保険者の口座へ振り込みますので、がん検診等精密検査の補助申請書の
　振込口座の記入は不要です。ただし、退職後の任意継続被保険者とその被扶養者については
　振込口座を記入してください。

がん検診等精密検査の補助申請書の提出先及び問合せ
〒799-0403
愛媛県四国中央市三島朝日2丁目12番45号
大王製紙健康保険組合　健康管理課
E-mail : ara012@daiogroup.com　　℡：0896-24-5051

2021年4月1日以降に受診した一次検査及び一次検査の結果に基づく二次検査
が対象です。
※2020年度(2020年4月～2021年3月)の一次検査の結果に基づき2021年4月以降に二次検査を受けた
　ものは対象外です。
　二次検査の補助申請の際には、申請書式に一次検査の受診日の記入欄を設けておりますので記入をお願いします。

がん検診等精密検査補助のお知らせ
　イーウェル健診を受診された方を対象に、6つのがん検診についてかかった費用
を補助します。国の統計によると日本人の2人に1人はがんにかかり、3人に１人は
がんで死亡していると言われています。がん検診を受けて早期発見・早期治療をし
ましょう。

補助対象項目

検診種別 補助条件検査方法 対象年齢

甲状腺がん検診

乳がん検診

子宮頸がん検診

前立腺がん検診

大腸がん検診

胃がん検診

初回のみ

40歳以上

40歳以上

45歳以上

18歳以上
※被扶養配偶者以外の
家族の方は40歳以上

40歳以上

18歳以上39歳以下
※被扶養配偶者以外の
家族は対象外
18歳以上

※被扶養配偶者以外の
家族の方は40歳以上

一次検査または
胃バリウム検査や

ABC検査後の二次検査

便潜血検査で陽性者
1回分のみ

ＰＳＡ検査で陽性者
初回受診分のみ

一次検査（女性）

一次検査（女性）
どちらか一方のみ

胃カメラ検査
(胃内視鏡検査)

大腸ファイバー検査
(大腸内視鏡検査)

前立腺精密検査
(触診・超音波・細胞診等)

細胞診検査

マンモグラフィー検査

乳房超音波検査
(乳腺エコー検査)

甲状腺超音波検査

(被扶養者・任意継続被保険者)

※イーウェル健診とは
別に受診した場合

※イーウェル健診とは
別に受診した場合
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禁煙外来  費用補助実施中！！
当健保組合では、禁煙外来にかかった費用補助
を実施しています。最初に禁煙外来費用
補助の申し込みをして、3カ月間禁煙外来へ
通院し、禁煙に成功したら全額返金します。

費用補助を希望される方は、「禁煙外来治療
エントリーシート」(P19参照)をご記入頂き
お申し込みください。

申し込み方法　：　メール ・ ＦＡＸ ・ 郵送

※対象者は、20歳以上の被保険者・被扶養者です。禁煙外来の費用については、標準的な場合の費用です。
　 医療機関では、初診・再診料、 管理料、処方料、調剤料、薬剤料を含みます。　　
　 治療経過により上記より高くなる場合もあります。
※費用補助の利用は、おひとり様１回のみとなります。
※当健保組合で健診を受診している方は、当健保組合診療所での禁煙外来受診が条件となります。

禁煙補助薬
チャンピックス
（バレニクリン）

タバコ

3ヶ月でかかる費用

合計：19,090円
※全額費用補助

タバコ1箱/日
（約500円）

45,000円
/3ヵ月

最初はタバコをやめれたら良いなと思いながら始めましたが、吸いたいという欲望が無くなった
ことに一番、私自身が驚いています。禁煙は苦痛と思い始めましたが、薬のおかげで吸いたいと
思うことがありませんでした。先生と保健師に感謝です。（49歳・男性・禁煙1回目）

もっと早くすればよかった。
体力が戻ったような気がする。
（62歳・男性・禁煙1回目）

タバコ中心の生活が終了し、
時間にゆとりができた。
（31歳・男性・禁煙1回目）

2020年4月1日から
健康増進法改正により、
事業所は原則屋内禁煙です。
この機会に禁煙してみませんか?

＜厚生労働省ホームページより抜粋＞

《禁煙外来申込先》   
大王製紙健康保険組合　 健康管理課
禁煙担当：渡邊・高橋・城戸
TEL：0896-24-5051　FAX：0896-24-5075
E-mail:aki.watanabe＠daiogroup.com

この機会に禁煙してみませんか？

          

キ
リ
ト
リ
線

禁煙外来治療　エントリーシート

私は、禁煙外来治療により『禁煙』にチャレンジすることを、ここに
宣言し、エントリーいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　年　　月　　日

外来受診予定日

注意事項

　当健保組合で健診を受診している方は、当健保組合診療所での禁煙外来受診が条件と　

なります。また、禁煙外来費用補助の申請については、禁煙外来治療エントリーシート
提出後に通院治療を開始することが条件となります。

治療薬の使用上の注意（うつ等の精神疾患患者への慎重投与、服薬中の自動車運転等の
危険な機会操作をさせない注意など）があるため、治療にあたってはご自身の健康状態、
投薬状況、生活状況（通勤・業務での車の使用など）を正確に医師に伝え、医師の指導
に従うようにお願いします。

氏　名

健康保険被保険者証 記号：　　　番号：

会社名

事業所名／所属部門名

日中連絡がとれる

電話番号

メールアドレス

外来受診予定日 　　　年　　　月　　　日

医療機関名

YOUR HEALTH YOU KEEP

18

禁煙外来修了者の声～これから禁煙を始める方へ～

19
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思うことがありませんでした。先生と保健師に感謝です。（49歳・男性・禁煙1回目）

もっと早くすればよかった。
体力が戻ったような気がする。
（62歳・男性・禁煙1回目）

タバコ中心の生活が終了し、
時間にゆとりができた。
（31歳・男性・禁煙1回目）

2020年4月1日から
健康増進法改正により、
事業所は原則屋内禁煙です。
この機会に禁煙してみませんか?

＜厚生労働省ホームページより抜粋＞

《禁煙外来申込先》   
大王製紙健康保険組合　 健康管理課
禁煙担当：渡邊・高橋・城戸
TEL：0896-24-5051　FAX：0896-24-5075
E-mail:aki.watanabe＠daiogroup.com

この機会に禁煙してみませんか？
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禁煙外来治療　エントリーシート

私は、禁煙外来治療により『禁煙』にチャレンジすることを、ここに
宣言し、エントリーいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　年　　月　　日

外来受診予定日

注意事項

　当健保組合で健診を受診している方は、当健保組合診療所での禁煙外来受診が条件と　

なります。また、禁煙外来費用補助の申請については、禁煙外来治療エントリーシート
提出後に通院治療を開始することが条件となります。

治療薬の使用上の注意（うつ等の精神疾患患者への慎重投与、服薬中の自動車運転等の
危険な機会操作をさせない注意など）があるため、治療にあたってはご自身の健康状態、
投薬状況、生活状況（通勤・業務での車の使用など）を正確に医師に伝え、医師の指導
に従うようにお願いします。

氏　名

健康保険被保険者証 記号：　　　番号：

会社名

事業所名／所属部門名

日中連絡がとれる

電話番号

メールアドレス

外来受診予定日 　　　年　　　月　　　日

医療機関名

YOUR HEALTH YOU KEEP
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禁煙外来修了者の声～これから禁煙を始める方へ～
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禁煙外来治療費補助申請書 

　　　　年　　月　　日 

大王製紙健康保険組合　殿 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部署名 
　　　　　　　　　　　　　　　健康保険証番号　　　　― 
　　　　　　　　　　　　　　　　　被保険者名　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先 

禁煙外来を実施したので、補助金を下記の通り申請します。 

※任意継続者のみ記入

受　診　者　名  

振　込　先 

※任意継続者以外は 
事業所経由で 
還付される為 
記入不要

(フリガナ) 

口座名義人（　　　　　　　　　　　　　　　　） 　　　 

(フリガナ)　　　　　　　　　(フリガナ) 

　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　店 

　口座番号（普通）　

受　診　期　間 　　　年　　月　　日～　　　　　年　　月　　日

※禁煙外来治療費補助申請に必要なもの 
禁煙外来治療費補助申請書、禁煙外来にて料金支払いした領収書と診療明細書(写しで
も可)の3点 

受 診 医 療 機 関

支払った費用
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担  当補助決定額

（￥　　　　　　　　）
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（退職後の任意継続被保険者とその被扶養者のみ以下に振込先口座を記入してください）

がん検診等精密検査の補助申請書に必要なもの

四国中央市近隣以外用

がん検診等精密検査の補助申請書 
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年　　  月      　日　受診後30日以内に提出してください。

①

②

③

受
診
者
情
報
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二次検査（再検査・精密検査）費用補助金支給申請書  

提 出 日 年   月   日  受診後 30日以内に提出 

記号 番号 事業所名 
健康保険 

被保険者証    

（フリガナ） 

氏名・印 
 ㊞ ※自署の場合は 

捺印不要 

①
被
保
険
者
情
報 部署名  

受診者氏名  続柄  年齢  
②
受
診
者
情
報 携帯番号  

※平日の日中に 
連絡がつく番号 

 
補助金は事業所経由での振込み。 
（退職後の任意継続被保険者とその被扶養者のみ以下に振込先口座を記入） 

金融機関 

支店名 
 

□銀行 □信金 
□信組 □農協 
□その他 

 
□本店 
□支店 
□その他 

預金種別 
□普通 

□当座 
口座番号 

        

 
※左づめで記入 

（フリガナ） 

③
振
込
先
口
座 

口座名義 
 

 
一次健康診断受診日 年  月  日 

受診日 二次検査内容 二次検査結果 支払額 

年   月   日  異常なし･経過観察･治療開始 円 

年   月   日  異常なし･経過観察･治療開始 円 

④
二
次
検
査
の
受
診
状
況 

年   月   日  異常なし･経過観察･治療開始 円 

◆二次検査（再検査・精密検査）費用補助金支給申請に必要なもの 
✓提出前に確認 
□二次検査（再検査・精密検査）費用補助金支給申請書 
□領収書（写しで可）        
□検査項目の明細書（写しで可） 
□あれば二次検査結果成績書（写しで可）      

¥  
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大王製紙健康保険組合

被扶養者様、任意継続被保険者様へ

★あなたの受ける健康診断は？ …………………………P2
★特定健康診査問診票 ……………………………………P3
★KENPOSのご案内について  ………………………P4・5
★2021年度 健康診断のご案内（イーウェル健診）… P6～11
★特定健診のご案内について  …………………… P12・13
★がん検診のご案内について  …………………………P14
★二次検査の費用補助のご案内について  ……………P15
★がん検診等精密検査補助のご案内について……P16・17
★禁煙外来費用補助のご案内について  …………P18～21
★がん検診等精密検査の補助申請書  …………………P23
★二次検査（再検査・精密検査）費用補助金支給申請書  P25
★受診券発行依頼書（イーウェル健診）  …………P27・28

Contents
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