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いいえはい

被扶養者（配偶者・2023年3月31日時点の年齢が40歳以上の家族）
任意継続被保険者

大王製紙健保会館で受診する

★配偶者家族健診・任意継続者健診 ★特定健診
お申込み先は当健保組合へ 特定健診受診券を利用すれば　

無料で受診できます。

3ページへ

料金無料 料金無料

8ページへ

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

2022年4月～2023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（ガイドブックのP11参照）

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

＼ 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？

『●』…必須の検査項目　　『□』…対象者のみ　　『▽』…初回のみ　　『☆』…40歳以上

大王製紙健保会館で受診する
配偶者・家族・任意継続者健診について

検査項目

年間カレンダー

受診期間 2022年4月1日(金)～2023年3月31日(金)（年に１回）

対象者 愛媛県四国中央市近隣※にお住まいの被扶養者(配偶者・40歳以上の家族)・任意継続被保険者
※近隣の範囲：愛媛県西条市・新居浜市・四国中央市、香川県三豊市・観音寺市、徳島県三好市・三好郡・美馬市・美馬郡

■…配偶者・家族健診日(女性のみ)
※月末月始は健診人数が少なくなっているので、受診をお勧めしています。
　一般社員と一緒の受診となりますが、配偶者・家族健診日以外でも予約は可能です。

・ＰＳＡ定量…45歳以上の男性のみ　・眼底検査…40歳以上、糖尿病・高血圧の方
・肝炎ウイルス検査…初回、35歳から5年間毎の節目検査　

年度末は混み合う為、2022年4月～9月末での受診をお勧めします。

※2022年度の子宮がん・乳がん検診については、秋頃のご案内予定です！

料金無料

昨年度
健診未受診の方は

できるだけ早めの受診を
お願いします
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FAX：0896-24-5075
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STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

健診前日の夜９時以降から当日の健診が終了するまで食事はしないでください。
※少量のお水やお茶は可（胃のレントゲン検査を受ける方は、 当日の朝 7 時
　以降の水分摂取をお控えください。）

生理中を避けて予約をお願いします。
妊娠中の方は主治医とご相談のうえ、受診してください。

当健保組合　2階　健康管理課

当日は、健診着に着替えます。
健診着の下に無地のＴシャツ・肌着は着用しても構いませんが、ボタン・刺繍・
柄・ラメのあるものは避けてください。
ネックレス・時計・下着に、金具や付属品の付いているものは外してください。
長袖のＴシャツは採血の際に肘の上部まで上げますので、袖口のきついものは
避けてください。ストッキングやタイツは脱いでください。

食事制限

その他

場　　所

着替えについて

当健保組合の健診の予約から受診までの流れ
受診日を決めて、当健保組合へ予約をする。

※ＦＡＸ・メールで申込をされる方は
　氏名、生年月日、保険証の記号・番号、予約希望日を記入の上 申込をお願いします。

健診の注意事項

8：00～ 8：30

40歳以上の配偶者・家族　→　保険証と特定健診受診券
39歳以下の配偶者・任意継続被保険者　→　保険証

受付時間

持参物

受診当日

健診の流れ

STEP5 健診終了

 T E L　　 0896-24-5051　平日8：30～17：00
ＦＡＸ　　0896-24-5075
メールアドレス  ara012@daiogroup.com

料金無料

①消毒して入室 ②非接触体温計にて検温　　

③受付 ④待合　

⑤検査(胸部レントゲン等) ⑥採血

⑦保健指導

※健診は11時頃に終了します。
　ただし、健診人数が多い場合は午前中いっぱい
　かかることもありますので、ご了承ください。
※2～3週間以内に、健診結果を自宅に郵送
　します。
※健診結果成績書の再発行はしていません
　ので、大切に保管してください。

検尿・着替えを済ませて待合でお待ちください。

※その他、検査項目は人によって異なります。

当日の検査結果をもとに保健指導を行います。
54

当健保組合では新型コロナウイルス感染予防対策を
しっかり行っていますので、安心して受診してください。
来室時はマスク着用、検温、手指消毒のほどよろしく
お願いします。
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伊予三島駅
三島川之江インター

大王製紙㈱
三島工場

11

11

下柏の大柏

大王製紙健康保険組合

11

ハローズ三島店

ホテルグランフォーレ

三島高校

タイム ガソリンスタンド

ファミリーマート
四国中央 宮川2丁目店 松柏小学校

善法寺

四国中央市役所

ファミリーマート 四国中央 大柏店
auショップ 三島東店

ソフトバンク
四国中央店

　大王製紙健康保険組合は昭和33年に設立し、昭和47年から組合加入従業員の健康診断を
行ってきました。年間約4,000人以上のドック健診とそのフォロー健診等を毎日実施し、
延べ約1万人以上の健診を行っています。健診項目の多くは、即日結果を出すことができ、
その結果を見ながら当日に、保健師や管理栄養士が健康相談等の保健指導を行います。

大王製紙健保組合の健診施設案内

～毎年約1万人以上の各種健診と検査実績～

76

アクセスルート

開館時間
施設情報

休 館 日 　　　　

住 　 所 　 　 　 　〒799-0403
愛媛県四国中央市三島朝日2丁目12番45号
　総務課　　　TEL:0896-24-5055  FAX:0896-24-5203
　健康管理課　TEL:0896-24-5051　FAX:0896-24-5075

土・日・祝日・他

8:00～17:00　
（配偶者・任意継続健診の受付時間は8:00～8:30）

毎月第１・３火曜日13:30～16:30
カウンセリング時間約15分
※予定は変わることがあります。

診療日及び
診療時間

　1階にある内科診療所は県より認可された医療機関で、常勤：長江医師の専門は内科・
循環器科です。原則として全ての医療相談を可能な限り行い、必要に応じて専門医への紹介も
行っています。慢性疾患(脂質異常症･高血圧･糖尿病･痛風･肝機能障害等)､貧血症､花粉症､
鼻炎､風邪､インフルエンザ､頭痛､腹痛､胃腸炎､めまい､吐き気､口内炎､水虫､目薬､軽度な
皮膚炎､喘息､その他の疾患等の診断・治療を行います。お気軽にご相談ください。

　非常勤の心療内科医：新野先生が月2回来館し、診療をしています。会社を介さずに
申込み・カウンセリング（完全予約制）を受けることができます。相談内容等は守秘
義務により守られますので安心してご利用ください。

大王製紙健康保険組合の診療所利用について

内科診療所

心療内科

★診療日と診療時間　※予約制ではありません　
月に数日休診日がありますので、
ホームページをご確認ください。

診療休診案内
ＱＲコード

8:30 12:00

13:00 17:00

個人負担額は、初診・再診の診察料や検査料・薬剤料等の2割負担です。
当健保組合の保険証を取得している高校生以上が利用できます。

受付では、パーテーションを設置。
待合室では、ソーシャルディスタンスを
保てる仕組みにしています。

従来のスタッフによるレジ精算から、
自動精算機へ変更し、人と人との
接触機会を削減しました。

ロビーに上記設備を設置し、インフ
ルエンザ及び発熱を伴う症状のある
方は、インターフォンで看護師へ
連絡する仕組みになっております。

①受付と待合室 ②自動精算機 ③発熱外来

★下記のような新型コロナウイルス感染予防対策を講じて診察しています。

※三島川之江インターから10分
※JR伊予三島駅から徒歩30分

完全予約制
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ホームページをご確認ください。

診療休診案内
ＱＲコード

8:30 12:00

13:00 17:00

個人負担額は、初診・再診の診察料や検査料・薬剤料等の2割負担です。
当健保組合の保険証を取得している高校生以上が利用できます。

受付では、パーテーションを設置。
待合室では、ソーシャルディスタンスを
保てる仕組みにしています。

従来のスタッフによるレジ精算から、
自動精算機へ変更し、人と人との
接触機会を削減しました。

ロビーに上記設備を設置し、インフ
ルエンザ及び発熱を伴う症状のある
方は、インターフォンで看護師へ
連絡する仕組みになっております。

①受付と待合室 ②自動精算機 ③発熱外来

★下記のような新型コロナウイルス感染予防対策を講じて診察しています。

※三島川之江インターから10分
※JR伊予三島駅から徒歩30分

完全予約制
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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 2022年4月1日(金)～2023年3月31日(金)

『●』…必須の検査項目　　『□』…医師の判断により実施

※検査項目が少ないため、当健保組合の健診をおすすめします。

「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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してください。

健保組合ホームページ

RIZAP × 大王製紙健康保険組合

　皆様が受診する健康診断について、専用ページを開設しています。健康診断の受診項目、予約手
順や特定保健指導などについて掲載していますので、受診前に確認してみましょう。

8

特定健康診査問診票

7

、
、

キ
リ
ト
リ
線

閲覧方法
①大王製紙健康保険組合の
ホームページを開く

④パスワードの確認が
あります

②健康づくりタブをクリック

（スマートフォンから閲覧時は、
メニューからクリック）

↓
運動推進事業

↓
RIZAPコラム

⑤保険者番号:06380232
を入力

⑥コラムが開きます。
動画はQRコードを読み取り

またはクリック

③RIZAPコラムのPDFをクリック

 

 

大王製紙健康保険組合ホームページ：https://www.daiokenpo.or.jp/
▶ホームページに関する問合せ先：総　務　課 0896-24-5055
▶R I Z A P に関する問合せ 先：  健康管理課 0896-24-5051

ホームページから、健康づくりに関する情報を配信中！
RIZAPメソッドや結果にコミットするノウハウを
活かしたプログラムです。
｢短時間｣で把握できる情報が、いつでもチェックできます！

健康診断の専用ページを
開設しています。
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