
東北電力健康保険組合

2023年5月15日㈪～2024年1月31日㈬
※「レディース特定健診」の受診期間は3月上旬までを予定しています。詳しくは中面の予定日をご覧ください。

追加の開催はございません。ご希望の日時・会場はお早めにお申し込みください!

&

レディース
特定健診
特定保健指導

受付期間

病気は、知らないうちに

進行していることがあります

●特定健診 特定健診の対象者は40歳以上75歳未満の方です。

●女性に大切ながん検診 0円
だ
か
ら

自己負担額
すべて含んで

特定健診受診券（有効期限2024年3月末日）をお持ちの女性限定
このリーフレットの

中面を
ご覧ください

お電話もしくは
ウェブサイトから

東北電力健康保険組合

電話またはインターネットからお申込みください。
申込方法

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）9：00～17：00受付時間

一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 新潟ウェルネス受付機関

0120-103771
※受診券を紛失された方は東北電力健康保険組合のホームページに掲載の
　「特定健康診査受診券発行願」にて健保組合へ申請してください。

24時間受付時間

https://www.niwell.or.jp/tohoku/
QRコードに対応している
スマートフォンをお持ちの方は、
右記のQRコードをご利用ください。

ご希望の日程、
会場をお選び
ください。

1
お手元に特定健診
受診券をご用意の
うえご予約ください。
ご希望の日程・会場・
追加の検査の有無を
承ります。

2
ご予約確定後、ご受診
予定日の1週間前までに、
受診に必要な資料一式を
郵送にてお届けいたします。
日程変更は1月まで
受付いたします。

3
※専用ダイヤル・専用サイトは「レディース特定健診」ご予約のみ承ります。「特定健診」を受診される方は、健康保険組合より送付された案内や
　健康保険組合のホームページを参考にして、受診される健診機関に、直接お申込みください。「特定健診」は3月末まで受診可能です。

お早めに
お申し込み
ください!

このレディース特定健診の結果で対象となった場合は、必ず特定保健指導を受けていただくことになります。

レディース特定健診には、国の定める特定保健指導の対象者を抽出するための検査項目が含まれています。詳細は中面をご覧ください。
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※既に、他健診機関に「特定健診」や「人間ドック」を予約済の方・受診日までに資格を喪失される予定の方・指導
対象となっても実施できない方は申込みできません。
※レディース特定健診は、4項目の「がん検診」を同日に受診可能な方の特定健診です。がん検診の必要がなく「特
定健診のみ」をご希望の方はお申込いただけません。
※レディース特定健診の結果で「特定保健指導」の対象となった方は必ず指導を受けて頂くこととなりますので、
ご了承のうえお申込みください。



開催県 予定日 会場 所在地

青森県
2023年7月20日㈭ 青森県観光物産館アスパム 青森県青森市安方一丁目1番40号
2023年9月16日㈯ 青森県観光物産館アスパム 青森県青森市安方一丁目1番40号
2023年10月～12月㈪～㈮ 八戸西健診プラザ 青森県八戸市大字長苗代字中坪74-1

岩手県

2023年10月4日㈬ サンセール盛岡 岩手県盛岡市志家町1-10
2023年10月7日㈯ 盛岡タカヤアリーナ 岩手県盛岡市本宮5丁目4-1
2023年10月23日㈪ 胆江地区勤労者教育文化センター 岩手県奥州市水沢佐倉河字後樋120-1
2023年12月9日㈯ 盛岡タカヤアリーナ 岩手県盛岡市本宮5丁目4-1

秋田県

2023年8月30日㈬ 秋田テルサ 秋田県秋田市御所野地蔵田3-1-1
2023年9月2日㈯ 能代市文化会館 秋田県能代市追分町4-26
2023年9月4日㈪ 秋田ふるさと村 秋田県横手市赤坂字富ヶ沢62-46
2023年9月29日㈮ 秋田テルサ 秋田県秋田市御所野地蔵田3-1-1
2023年12月2日㈯ 秋田テルサ 秋田県秋田市御所野地蔵田3-1-1

宮城県

2023年7月～2024年3月㈪～㈮ みやぎ健診プラザ 宮城県仙台市若林区卸町1-6-9
2023年8月～2024年3月㈪～㈮ 一番町健診クリニック 宮城県仙台市青葉区一番町4-9-18 TICビル
2023年7月1日㈯ ベルサンピアみやぎ泉 宮城県黒川郡大和町小野字前沢31-1
2023年9月30日㈯ ベルサンピアみやぎ泉 宮城県黒川郡大和町小野字前沢31-1
2024年1月9日㈫ ベルサンピアみやぎ泉 宮城県黒川郡大和町小野字前沢31-1
2024年1月24日㈬ わたり温泉 鳥の海 宮城県亘理郡亘理町荒浜字築港通り41-2

山形県
2023年7月～2024年2月㈬ 荘内地区健康管理センター 山形県鶴岡市馬場町1-45
2023年7月21日㈮ ヒルズサンピア山形 山形県山形市蔵王飯田637
2024年1月22日㈪ ヒルズサンピア山形 山形県山形市蔵王飯田637

福島県
2023年8月8日㈫ 南東北総合卸センター 福島県郡山市喜久田町卸1-1-1
2024年1月～3月㈪～㈮ いわき健診プラザ 福島県いわき市好間工業団地27-7
2024年1月～3月㈪～㈮ ふくしま健診プラザ 福島県福島市沖高北貴船1-2

開催県 予定日 会場 所在地

福島県

2024年1月17日㈬ とうほう・みんなの文化センター 福島県福島市春日町5-54
2024年1月23日㈫ ビッグパレットふくしま 福島県郡山市南2丁目52
2024年1月24日㈬ 南相馬市民文化会館 福島県南相馬市原町区本町2-28-1
2024年1月26日㈮ いわきニュータウンセンタービル 福島県いわき市中央台飯野四丁目2-4
2024年1月30日㈫ とうほう・みんなの文化センター 福島県福島市春日町5-54

新潟県

2023年7月～2024年3月㈪～㈮ 新潟県労働衛生医学協会集団検診センター 新潟県新潟市中央区川岸町1-39-5
2023年7月～2024年3月㈪～㈮ プラーカ健康増進センター 新潟県新潟市中央区天神1丁目1番地プラーカ3の5階
2023年8月～2024年3月㈪～㈮ 佐渡検診センター 新潟県佐渡市真野536
2023年12月11日㈪ 上越市カルチャーセンター 新潟県上越市春日新田2-19-1
2023年12月12日㈫ 三条東公民館 新潟県三条市興野1-13-70
2024年1月10日㈬ 上越市カルチャーセンター 新潟県上越市春日新田2-19-1
2024年1月15日㈪ 柏崎エネルギーホール 新潟県柏崎市駅前2-2-30
2024年1月16日㈫ 小出検診センター 新潟県魚沼市小出島1240-13
2024年1月18日㈭ 柏崎エネルギーホール 新潟県柏崎市駅前2-2-30
2024年1月19日㈮ ハイブ長岡 新潟県長岡市千秋3丁目315-11
2024年1月22日㈪ 燕検診センター 新潟県燕市東太田産業安全衛生会館内
2024年2月5日㈪ ハイブ長岡 新潟県長岡市千秋3丁目315-11
2024年2月6日㈫ ハイブ長岡 新潟県長岡市千秋3丁目315-11
2024年2月14日㈬ 上越市カルチャーセンター 新潟県上越市春日新田2-19-1

東京都 2024年1月15日㈪～26日㈮ こころとからだの元氣プラザ 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディング 2階

約40分

身長・体重・BMI・腹囲
身長、体重、腹囲の測定を
おこないます。基本的な体
格の状態を調べる検査で
す。

約10分

貧血・肝機能・脂質
糖尿病関連項目 など
血液を採取して、主に血液
中の脂質や糖の状態を調
べるほか、肝臓や貧血等の
状態も調べます。

約5分

糖・蛋白・潜血
尿を採取して、腎臓や尿路
（腎臓から膀胱につながって
いる通り道）の状態を調べ
ます。

約15分

綿棒のようなもので子宮頸
部（子宮の入り口）の細胞を
こすり取り、顕微鏡で異常
細胞の有無を調べる検査
です。子宮頸がんの早期発
見につながります。

約15分

マンモグラフィ
〈乳房X線〉検査

乳房をはさみこみながらX
線撮影をします。一定以上
の圧力はかけられないよう
に設計されていますので、
痛みはほとんどありませ
ん。早期の
発見で約
90％の人
が治る病
気です。

約5分

胸部に背後からX線を照射
します。一回の被曝量はき
わめて低いので、極端な回
数を重ねない限り人体への
悪影響はありません。呼吸
器の病気の有無や程度を
調べます。

便を2回採取し、便に血が
混じっているかどうかを調
べる検査です。消化管（胃
や大腸など）の出血性の病
気、大腸がんや大腸ポリー
プなどの病気の可能性がな
いかを調べます。

検査項目は「特定健診」に「女性に大切ながん検診」を加えた項目です。全額健保が負担するため、自己負担はありません。
レディース特定健診と特定保健指導はセットです。
受診結果で対象者となったら、必ず特定保健指導を受けていただくことが必要です。
追加の検査は自己負担があります。（胃がん検診、乳房エコー）

追加の検査も
同日実施可能です。

（バリウム検査）

自己負担額2,000円（税込）
5,060円（税込）

当組合負担額 3,060円

自己負担額5,500円（税込）
マンモグラフィーにて補助済

●胃がん検診、乳房エコーは基本検査項目に
含まれません。これらの検査は検査費用をご
負担いただきます。お申込みの際にご確認く
ださい。

●追加検査費用の一部は健保組合で負担して
いるため、「生活習慣病検診費用助成」の申
請はできませんので、ご注意ください。

●補助事務処理上の都合もあり、マンモグラ
フィ検査を受診しない場合、乳房エコーを受
診することはできません。

女性に大切ながん検診

レディース特定健診&
東北電力健康保険組合

の流れ特定保健指導

特定健診
結果を通知いたします。

※検査にかかる時間は目安です。会場や混雑具合によって変動しますので予めご了承ください。　※結果通知の期日は目安です。年末年始の休日等の都合により前後いたします。

ただし、会場によって追加の検査が
実施できない場合があります。

1か月後約

異常なし

これからも健康に留意し素敵
な毎日を迎えましょう。

対象者への特定保健指導

国が定めたルールで対象者を
選定します。専門相談員がメタ
ボの改善に向けた、食事や運
動の生活習慣改善のサポート
を行います。
※詳細については、健康保険組合
のホームページをご覧ください。

お申し込みをいただいた時点で定員を
超えている場合は、ご希望の会場で
ご予約（受診）いただくことができません。

ご注意ください

ご希望の会場を選択し、お申し込みください。ほとんどの会場が女性専用です。予定会場

※会場都合等により、日程や会場が中止・変更・追加されることがあります。また、会場によって追加の検査が実施できない場合があります。最新の情報は専用サイトをご覧いただくか、専用ダイヤルでご確認ください。

新型コロナウイルス感染防止対策実施中
各施設での防止対策を徹底しています


