
病気の予防病気の予防

健康づくり健康づくり

体力づくり体力づくり体力づくり

健康情報・組合のPR健康情報・組合のPR健康情報・組合のPR

健康経営支援健康経営支援健康経営支援
契約保養所契約保養所契約保養所

●各健診とも年度内1回補助（脳健診は2年度内1回）　●被扶養者は人間ドック・特定健診・共同巡回健診のうちいずれかを年度内に1回補助
●組合指定項目を満たさない場合、保険診療（自己負担１～３割）で受診している場合は、補助対象外となります。

健康診断により自分の生活習慣を見直し、心身ともに「病気にならない体づくり」を心がけましょう。個人対象

健康づくり
インフルエンザワクチン
接種費用の補助（随時）

組合補助額
健診費用の7割（限度額21,000円）
節目健診：
　年度内に40歳になる被扶養者は自己負担０円
　（ただしオプション検査の費用は除く）

健診費用の7割（限度額15,000円）

健診費用の7割
（限度額…乳がん超音波2,000円、
マンモグラフィー2,500円、乳がん視触診700円、
子宮頸がん2,000円、胃がん7,000円、
大腸がん1,000円、肺がん4,200円）

契約健診機関…全額組合補助
契約以外の健診機関…6,500円（税別）を上限と

して補助

契約健診機関…全額組合補助
契約以外の健診機関…下記を上限として補助
　「動機付け支援」 7,700円（税別）
　「積極的支援」 22,836円（税別）

共同巡回健診…東海地区160以上の会場で巡回主婦健診を実施（自己負担3,000円）
　　　　　　　※女性被保険者も婦人科健診のみ受診可　※愛知県内に限り40歳以上の男性任意継続被保険者・男性被扶養者も対象
全国巡回健診…全国220以上の会場で巡回主婦健診を実施（自己負担3,000円）
　節目健診：年度内に40歳になる被扶養者は自己負担０円

被保険者　1,500円補助
被扶養者 高校生以上64歳まで…1,000円補助 生後6か月以上中学生以下…1,500円補助

巡回事業所健診の結果、再検査の必要な方は、一次健診を受診した健診機関で再検査を受ける場合は組合指定項目を補助
（組合指定項目）糖代謝、貧血、腎機能、尿酸、脂質、肝機能、血圧

主に愛知県外に在住する被保険者を対象に、契約健診機関と同様に補助

「要医療」または「要精密検査」の判定が出ており、かつ医療機関を受診されていない方に、早期受診を促すための書面（「受診のおすすめ」・
「受診状況等のアンケート」）を送付

◎各種申請書は、ホームページから印刷できます。
◎詳細は健康管理課へお問い合わせください。

http://www.aiteturen-kenpo.or.jp
kenkoukanri@aiteturen-kenpo.or.jp
TEL（052）461-6131  FAX（052）461-6135愛鉄連健康保険組合

時期及び概要

年2回　被保険者に当組合の保健事業や健康に関する情報紙を配付

項　目

愛・けんぽ
ファミリー健康相談

医療費通知・ジェネリック通知

「けんぽだより」の配付

「愛・けんぽ」の配付

Pep Up（ペップアップ） 医療費通知や過去の健診結果の閲覧、健診結果に基づく健康情報の提供など、個人専用の
健康情報ポータルサイト（被保険者・被扶養配偶者が対象）

「愛・けんぽメール」の配信 月1回　被保険者・被扶養者を対象に健康ニュースやキャンペーン情報等を携帯端末等に配信

aiヘルスアップポイント 組合の重点事項である「家族の健診受診率」と「個人向け健康情報ポータルサイト『Pep Up』の登録率」などの目標を達成した事業所へポイントを付与

健康宣言事業 自社の健康課題をクリアすることにより元気な会社にしていこうと宣言することで、従業員の健康意識を高めるための社内外へのアピール、また「健康経営優良法人」
認定へのステップアップにもつながります。

健康セミナーの開催 当組合の保健師による健康セミナーを開催します。（健診結果の見方や生活習慣改善に関するセミナー、血糖値や塩分感受性を測定する体験型セミナー、退職後
の健康管理セミナーなど）事業所における健康管理に関する相談にもきめ細かく対応します。

健康経営優良法人の
申請サポート

国の制度である「健康経営優良法人認定制度＊」への申請をサポートします。
＊地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を認定する制度。

年4回（4月・7月・10月・1月）全事業所に広報誌を配付

年2回（6月・12月）被保険者、被扶養者分をまとめて被保険者に通知

0120-253728【にっこりみな通話】通話料無料。携帯電話・PHSからも利用可能
http://www.t-pec.co.jp/z-mail/aikenpo/index.html
（ユーザ名は「aikenpo」、パスワードは健康相談専用ダイヤルの下６桁「253728」）

年中無休24時間対応で、健康に関する相談を専用電話回線もしくはWEB上で受けられる
専用電話

WEB

健保組合の利用補助はありませんが、
愛鉄連健保加入者である旨を申し出ると割引になります。

※詳細は健保組合のホームページ（http://www.aiteturen-kenpo.or.jp）をご覧ください。

白馬アルプスホテル 三河湾リゾートリンクス 駒ヶ根高原リゾートリンクス リゾートトラスト

項　目

ナガシマスパーランド
ラグナシア
日本モンキーパーク
リトルワールド
南知多ビーチランド

（0594）45-1111
（0533）58-2700
（0568）61-0870
（0568）62-5611
（0569）87-2000

施設名 TEL
クアハウス長島（長島スポーツランド）
牧歌の里
つま恋
博物館明治村
富士急ハイランド

（0594）45-1122
（0575）73-2888
（0537）24-1111
（0568）67-0314
（0555）23-2111

施設名 TEL
世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ
鳥羽水族館
掛川花鳥園
ぐりんぱ
さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト

（0586）89-8200
（0599）25-2555
（0537）62-6363
（055）998-1111
（042）685-1111

施設名 TEL

概　　　　　　要対象者

●利用前に必ず「契約施設利用補助券申請書」を健保組合にご提出ください。●1施設につき1か月1回補助。契約施設（レジャーランド・クアハウス他）

知多カントリー倶楽部
富士カントリー可児クラブ　可児ゴルフ場

（0569）73-2116
（0574）64-1111

施設名 TEL
富士カントリー可児クラブ　美濃ゴルフ場
ニューキャピタルゴルフ倶楽部

（0574）64-2811
（0573）56-2000

施設名 TEL
三重カンツリークラブ （059）392-3161

施設名 TEL

●利用前に必ず「ゴルフ場施設利用申込書」を健保組合にご提出ください。●代表者に組合有資格者（被保険者・被扶養者）がいれば利用可。●利用制限はありません。契約施設（ゴルフ場）

星ヶ丘ボウル
スポルト名古屋
コロナキャットボウル中川店
名古屋グランドボウル
オークランドボウル春日井
アソビックスかにえ
コロナキャットボウル小牧店
アソビックスびさい
稲沢グランドボウル
スポルト江南
美鳥里ボウル

（052）781-5656
（052）261-3111
（052）303-7600
（052）623-1101
（0568）81-8191
（0567）95-0417
（0568）41-2288
（0586）47-5666
（0587）21-2131
（0587）55-3221
（0565）28-1581

東名ボール
イーグルボウル
幸田セントラルボウル
岩屋キャノンボウル
コロナキャットボウル豊川店
コロナキャットボウル半田店
コロナキャットボウル安城店
半田グランドボウル
岡崎グランドボウル
西尾スターボウル

（0561）21-6131
（0566）82-2111
（0564）62-1711
（0532）61-6261
（0533）85-6453
（0569）21-9988
（0566）74-8551
（0569）24-9281
（0564）22-5522
（0563）56-7755

●利用前に必ず「ボウリング共通利用補助券申請書」を健保組合にご提出ください。 ●1か月につき3ゲームまで補助。契約施設（ボウリング場）
愛　知　県

久居ボウリングセンター
サンパークレーン
津グランドボウル
アソビックスあさひ
サン・ボウル
鈴鹿グランドボウル
伊賀にん2ボウル

（059）255-6688
（0598）26-5661
（059）227-7415
（059）377-5111
（0595）24-0568
（059）382-3232
（0595）22-1517

三　重　県
大垣ボウリングセンター
関ボウリングセンター
マーサボウル
多治見パークレーンズ
A・Cグランド
コスモボウル羽島
白鳥ボウリングセンター
コロナキャットボウル大垣店

（0584）81-4177
（0575）22-4922
（058）295-2220
（0572）23-3211
（058）275-1333
（058）392-2811
（0575）82-4488
（0584）75-5690

岐　阜　県

桜橋ボウル （06）6345-2030
大　阪　府

コーシンボウル （0869）26-2223
岡　山　県掛川毎日ボウル （0537）22-0025

静　岡　県

健康ウォーク 被保険者・被扶養者 健康づくりのために健康ウォークを開催します。
（春・秋の年2回、健保連愛知連合会主催）

※参加申込方法等は、当組合ホームページをご覧いただくか、
　事業所のご担当者へお問い合わせください。

保健事業一覧保健事業一覧2019年度2019年度 保健事業一覧2019年度

概　　　　要

（検査項目）胃部X線

（検査項目）BNPまたはNT-proBNP ※オプション検査

（検査項目）PSA ※オプション検査

保健師等が生活習慣改善のための面談等による支援を実施

保健師等が事業所に出向き、健康支援を実施

事業所に歯科健診機関が出向き、歯科健診を実施

（検査項目）問診・胸部Ｘ線・血圧・尿検査・身体計測・心電図・血液検査・聴力・
　　　　　腹囲・便潜血（1日法または2日法。ただし2日法はオプション）
　　　　　［40歳以上の被保険者は特定健診項目を含む］

対象者

項目及び期間

複数年連続して「要医療」または「要精密検査」の判定が出ており、かつ医療機関を受診されていない方に対して、保健師による健康支援（電話）を実施

受診率向上を目指し、当組合と事業所が協働して受診勧奨を実施（対象者の「医療機関受診状況」の提供等）
また、組合基準に該当した方（治療中の場合も含む）に対して重症化予防のための早期受診や生活習慣の改善を促すため、個別で医師等による
健康支援（面談）を実施

胃がん健診
（4/1～翌3/15）

心臓機能検査
（4/1～翌3/15）

コラボヘルス・ワン
（重症化予防の協働実施）

再検査
（4/1～翌3/15）

前立腺がん健診
（4/1～翌3/15）

特定保健指導（随時）

一般健康支援（随時）

契約健診機関以外での
上記健診・再検査
（4/1～翌3/15）

受診勧奨（重症化予防）
（健診後6か月・11か月後）

巡回事業所健診
（特定健診含む）
（4/1～翌3/15）

特別健康支援

巡回事業所歯科健診
（4/1～翌3/15）

対象者

要再検査者

40歳以上の血液検査を
実施した被保険者

50歳以上の血液検査を
実施した男性被保険者

30歳以上の
被保険者

被保険者

被保険者（集団指導可）

特定健診受診者のうち
「動機付け支援」
「積極的支援」と
判定された方

被保険者

被保険者

被保険者

被保険者
（協働実施の参加事業所）

被保険者

概　　　　要
（利用手続）健診機関に直接予約をし、受診日の10日前までに「人間ドック・特定健診・
　　　　　脳健診・婦人科健診・がん健診受診申込書」を健保組合に提出
（主な検査）循環器・消化器・脂質・肝機能・その他（健診機関によって多少異なる）
40歳以上は特定健診項目を含む

（利用手続）人間ドックと同様　　（主な検査）MRI・MRA

（利用手続）人間ドックと同様
（主な検査）問診・身長・体重・腹囲測定・血圧・血液検査・尿検査等
（医師が必要と判断した場合）心電図・眼底・貧血検査

（利用手続）人間ドックと同様
（主な検査）•乳がん検査（超音波・マンモグラフィー・医師による視触診〈単独受診不可〉）
　　　　　•子宮頸がん検査（医師による細胞診）　•胃がん検査（X線または内視鏡）
　　　　　•大腸がん検査（2日法）　•肺がん検査（X線またはCT）
※人間ドックや事業所健診で同様の項目を受診する場合は、補助対象外

保健師等が生活習慣改善のための面談等による支援を実施

愛知県内の各地区において、
巡回歯科健診を実施

最寄り、もしくはかかりつけの
歯科医院で歯科健診を受診

被保険者・被扶養者

30歳以上の
女性被扶養者

被保険者・
30歳以上の被扶養者

全額組合補助

全額組合補助

3,000円（税別）を上限として補助

ファミリー歯科健診
（巡回）

11月～翌３月

愛知県歯科医師会の
歯科医院で受診

（院内）
（４／１～翌１／31）

上記以外の
歯科医院で受診

（院内）
（４／１～翌３／15）

負担額 675円

負担額 560円

負担額 1,404円

契約健診機関…全額組合補助
契約以外の健診機関…下記を上限として補助
•特定保健指導　「動機付け支援」7,700円（税別）
　　　　　　　　「積極的支援」　22,836円（税別）
•一般健康支援　3,000円（税別）

契約歯科健診機関…全額組合補助
契約以外の歯科健診機関…3,000円（税別）を上限

として補助

負担額または組合補助額

負担額 1,150円
※便潜血2日法（オプション）の場合は1,690円

被保険者・被扶養者

対象者

30歳以上の
被保険者・被扶養者

30歳以上の
被保険者・被扶養者

40歳以上の
被扶養者

特定健診受診者のうち
「動機付け支援」
「積極的支援」と
判定された方

30歳以上の
被保険者・被扶養者
子宮頸がん検査は
20歳以上
肺がん検査は
40歳以上

項目及び期間

人間ドック
（4/1～翌3/15）

脳健診
（4/1～翌3/15）

がん健診
（4/1～翌3/15）

特定健診
（4/1～翌3/15）

特定保健指導
（随時）

共同巡回健診
全国巡回健診
（8月～12月）

被保険者・被扶養者
・「社長のための禁煙キャンペーン」：PCやスマホ・タブレットのビデオ通話機能を利用した医師による禁煙のオンライン診療

・「チャレンジ！禁煙」：禁煙補助剤の購入費用補助（上限1,500円）、電話支援（無料）
・「禁煙パック」：通信タイプの禁煙プログラムの補助（1,500円）

概　　　　要

被保険者に家庭用常備薬及び保健用品を個人の選択により無償配付（任意継続被保険者は対象外）

被保険者に組合指定の常備薬を格安に斡旋（任意継続被保険者は対象外）

小児の呼吸器系疾患対策として、0歳から6歳のこどもがいる世帯に対し、家族全員でかぜ・むし歯予防に取り組めるよう、キャンペーンを実施
※詳細は対象となる世帯にお知らせを送付します。

項目及び期間

家庭常備薬の無償配付
（10月）

家庭常備薬の斡旋
（2月）

禁煙支援
（随時）

かぜ＆むし歯予防キャンペーン
（10～12月）

前期高齢者健康支援事業の一環として、55歳以上の被保険者・被扶養者がいる世帯に対し、日ごろの運動習慣を身につけ、ロコモ（ロコモティブシンドローム）
を予防し、自立して健康に暮らせる「健康寿命」を伸ばすためのキャンペーンを実施　※詳細は対象となる世帯にお知らせを送付します。

チャレンジ！
ロコモ予防キャンペーン（10月）

携帯・スマートフォンから
簡単に登録できます

＊当組合の加入員の方に限ります。
毎月抽選で粗品をプレゼント！入会特典

＊メール指定受信をご利用の方は
「aiteturen.s21.acserver.ne.jp」の
受信登録をしてください。

＊入会費・年間費は無料です
（ご利用の際のパケット通信料は会員様の負担となります）。

空メールを送信するだけで登録完了！入会方法
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●各健診とも年度内1回補助
当組合では、疾病の早期発見・治療を目的とし、健診の実施からその後のフォローまでをカバーしています。事業所対象

病気の予防

健康情報・組合のPR

概　　　要項　目

健康経営支援
契約保養所

NEW

NEW

NEW

体力づくり


