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　下記の日程での日曜健診は定員に達していないため受付中です。
　日曜健診は大建国保独自の健診です。この機会にぜひ受診をご検討ください。

大建国保日曜健診のご案内

◆受 診 資 格　18歳以上の被保険者（但し、４月以降当国保組合の他健診受診者は申込みできません。）
※受診資格のない方が受診された場合、費用は全額自己負担になります。

◆実施会場及び日程
日　付 会　場 住　所 アクセス

8月  8日 守口門真商工会議所 門真市殿島町6-4 京阪本線「門真市駅」より徒歩7分

8月22日 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183－5 南海高野線「中百舌鳥駅」・地下鉄御堂筋線
「なかもず駅」より徒歩3分

9月12日 寝屋川市立市民会館 寝屋川市秦町41－1 京阪本線「寝屋川市駅」東口より徒歩15分
京阪バス5分

　当国保組合から送付する医療費通知は、確定申告で医療費控
除を受ける際には「医療費控除の明細書」として利用できます。
なお、医療費通知の作成は大阪府国保連へ委託するため再発行
はできません。保管の際はご注意ください。

（注意事項）
▶診療を受けた全ての情報が記載されるものではありません。
▶ 審査による医療費の変更、支払い窓口での端数処理等の関係
により、窓口で支払われた金額と医療費通知に記載されてい
る金額が一致しない場合があるため、医療費の支払額の証明
とはなりません。 ※ 11・12月診療分については翌年3月の発行となるため、

確定申告に間に合わない場合は明細書をご自身で作成し
ていただくか、領収書での対応をお願いいたします。

医療費通知の保管をお願いします

令和3年6月18日発行

＝必読保存版＝
大阪建設国民健康保険組合

編集発行人　髙橋雅彦
大阪市浪速区敷津西2－14－22

　電 話（06）6631－7112番（代表）
FAX（06）6631－7418番 　　  

◆検 査 内 容　[基　　　本]　(35歳以上)500円　（18～34歳）6,200円
問診・腹囲測定・血圧測定・尿検査・血液検査・胃部X線（バリウム）・心電図・
胸部X線・身体測定・診察・視力・聴力

[オプション]　大腸がん(採便)…1,650円、C型肝炎検査…1,870円
腫瘍マーカー【採血による検査】（前立腺がん…1,760円、子宮・卵巣がん…1,760円）
石綿健診（業務経歴の調査、胸部X線直接撮影）…2,200円
ピロリ菌抗体検査【採血による検査】…1,980円
※ 大腸がん検査・腫瘍マーカーのいずれかを申込んだ方には、がん検診助成金
1,500円を差引いて請求します。

◆健診受付時間　午前9：30～午後1：00（健診時間は約1時間です。）

◆申込み方法　国保組合本部へのご連絡(TEL(06)6631-7112)、又はホームページからも申込みできます。
（https：//daikenkokuho.jp）※スマホにも対応しています。

◆健診実施医療機関　医療法人　一翠会　TEL（06）6923-5516

【送付予定月と記載対象の診療月】
送付予定月 対象診療月

5月 1・2月

7月 3・4月

9月 5・6月

11月 7・8月

1月 9・10月

3月 11・12月
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～受診券は大切に保管しましょう～

すでに対象となる方については受診券を送付いたしました。（4月12日交付）

特定健康診査について特定健康診査について

　このたび当国保組合では、生活習慣病の発症や重症化を予防することを
目的に、皆様の健康を支援する事業を実施いたします。
　当国保組合加入者のうち平成30年度又は令和元年度に受診していて令和
2年度に特定健診を受診していない人を対象に組合が委託した業者の保健師
から特定健診受診勧奨の電話をさせていただきます。
　対象となられた方には突然のお電話で驚かれることもあるかと思います
が、ご自身の健康管理・生活習慣病予防につながりますので、何卒ご理解
とご協力をよろしくお願いいたします。
【電話勧奨実施日】令和3年7月6日（火）～7月9日（金）・12日（月）　午前9時15分～午後7時
【電話勧奨委託業者】大阪府国民健康保険団体連合会（TEL06-6949-5320からの発信となります）

大阪府医師会に加入している医療機関

お住まいの自治体の広報誌等を参考に、希望医療機関へ
ご自身で確認のうえ、受診してください。

生活習慣病を早期に発見して改善・予防をすることで、
健康を維持・増進し、健康寿命をのばすという目的で設
けられた制度です。
さらに、この制度は医療費の増加を抑えるという目的も
含まれています。

次の健診とは重複できません。
　◆当国保組合を通じた人間ドック
　◆春・秋の大協共同健診
　◆日曜健診
　◆健康診断助成金（国保P3参照）
いずれか1つしか受診できません。

受診できるところ

受診のしかた

特定健診の目的

受診時の注意

健康を維持・増進
医療費の節約

特定健診を受けましょう

重複受診については、
後日返還請求させて
いただきます

特定健康診査未受診者に電話勧奨を行います
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お問い合わせ　TEL 06-6631-7112

健康診断助成金について健康診断助成金について

健 康 診 断 項 目 特 定 健 診

診　察

既往歴 ○
　うち服薬歴 ○
　うち喫煙歴 ○
自覚症状 ○
他覚症状 ○

身体計測

身長 ○
体重 ○
腹囲 ○
BMI ○

血圧等 血圧 ○

肝機能検査
AST（GOT) ○
ALT（GPT) ○
γ－GT（γ－GTP) ○

血中脂質検査

中性脂肪 ○
HDLコレステロール ○
LDLコレステロール
（Non－HDLコレステロール） ○

血糖検査
空腹時血糖 ◎
HbA1c ◎
随時血糖 ◎

尿検査 尿糖 ○
尿蛋白 ○

血液学検査（貧血検査）
ヘマトクリット値 △
血色素量 △
赤血球数 △

心電図 △
眼底検査 △

血清クレアチニン検査（eGFR） △
○…必須項目　　△…医師の判断に基づき選択的に実施する項目　　◎…いずれかの項目の実施でも可

対 象 者 18歳以上の被保険者

18～39歳　健康診断助成金申請書・領収書（原本）
40～74歳　健康診断助成金申請書・領収書（原本）・健診結果・質問票
※申請書はホームページよりダウンロードできます。（支部窓口にもあります）

年度に1回限りです。
当国保組合を通じて予約した人間ドック・共同健診・日曜健診・特定健診との重
複はできません。
40歳以上の方に提出していただく健診結果に必要な検査項目は下記の通りです。
不足がある場合は、当国保組合から連絡することがあります。

申請方法

注意事項

健康診断を全額自己負担で受診した方には、7,000円を限度に助成します。
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見
本

※ 平成30年8月から70歳以上の「現役並み」所得区分の細分化に伴い、現役並み区分Ⅰ及
びⅡに該当する方も、限度額適用認定証を発行することとなりました。

　医療機関の窓口での自己負担を限度額までの支払いで済ませるに
は、保険証や高齢受給者証とともに、下記の認定証を医療機関の窓口
に提出する必要があります。
　事前に国保組合の窓口に申請して、認定証の交付を受けてください。

限度額適用認定証限度額適用認定証

　認定証を提示しない場合でも、あとで国保
組合の窓口に申請すれば、後日払い戻しを受
けることができます。

見
本

＋保険証限度額適用・
標準負担額減額認定証

限度額適用認定証

＋保険証と
高齢受給者証

限度額適用認定証

限度額適用・
標準負担額減額認定証

なし

＋保険証

70歳未満
住民税非課税世帯

70歳～
74歳 住民税非課税世帯

一般及び現役並みⅢ

現役並みⅠ・Ⅱ

対象となる方 医療機関に提出するもの

詳しい手続き等は国保本部
（06）6631-7113へ

ご確認ください。

見
本

住民税非課税世帯以外

外来でも入院でも、窓口での支払いが限度額までとなります。
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