2022 年度

《ダイフク健 康 保 険 組 合 》加 入の

女性の皆様へ
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□ 健康保険組合の補助を利用し、検診を受けるには所定の手続きが必要です。
□ 内容をご確認いただき早めのお申込みをお願いいたします。
□ 本ご案内は再発行いたしません。受診がお済みになるまで大切に保管してください。
□ メールまたはSMSで通知を行う場合があります。4pをご覧ください。

ら
フォンか
スマート イト へ
申 込 サ きます！
で
アクセス

受付業務委託先

健康検診事業部 〒859-3290 早岐郵便局留め 東京都千代田区内神田一丁目13番4号

0120-507-066

受付時間：月〜土9時〜17時30分（日祝年末年始除く） FAX：03-5994-2131
＊ 時間帯によっては電話のつながりにくい場合があります。予めご了承願います。

あいさつ
拝啓

皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。

健康保険組合では、疾病の早期発見と治療のため、加入者を対象とした健康診断・検査事業を行って
います。
今年度から業務委託先を変更しました。受診にあたり、
ご案内を一読のうえ確認いただき、
ぜひ受診申
込みをお願いいたします。
敬具
ダイフク健康保険組合
業務委託先
株式会社ＬＳＩメディエンス

個人情報の取扱いに関する同意事項
＊ この健康診断を申込みされる場合は、以下の点に同意していただける方のみお申込みください。

● 申込書に記載された個人情報は受付事務処理のために受診健診機関に提出されるとともに委託元であるダイフク健康保険組合
に提供されます。
（健康診断に関する通知をメールまたはSMSで配信する場合がございます）
● 結果は健診機関から受診者本人へ報告されるほか、
健診機関から
（株）
ＬＳ
Ｉ
メディエンスを経由し、
ダイフク健康保険組合に報告され
ます。
● ダイフク健康保険組合は申込書記入の情報と健康診断結果を対象者の健康保持増進等に利用し、
その目的以外で使用すること
はありません。

1P
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あいさつ/検診のご案内

検診のご案内
対 象 者
ダイフク健保加入の女性

申込期限
2022年12月３１日
（消印有効）
※ 予約の混雑が予想されます。早めのお申込みをお勧めします。

受診期間
申込日から2週間より先の日にち〜2023年2月28日
※ お申込がお済みでも受診時に当健保組合に加入していない場合は補助の対象となりませんので、
ご注意ください。

健診機関
提携の健診機関はインターネットでログイン後お選びください。
（＊ 7P を参照ください）
※健診機関により対応可能な検査が異なります。

申込方法
3P「検診の流れ」
をご参照ください。

ご自身で健診機関と日程調整後、
インターネット等で申込連絡が必要です。

検査費用の補助
乳がん検 診
子宮がん検診

検査費用の上限8,000円まで
検査費用の上限4,000円まで

※検診以外の検査〈文書代、尿検査、
血液検査、
子宮・卵巣の超音波
（エコー）
検査、
子宮体部細胞診検査、
HPV検査など〉
は
全額自己負担、
治療はすべて保険診療となります。

検診項目
①乳がん検診 触診・乳房マンモグラフィーまたは乳腺超音波（エコー）
【乳房マンモグラフィー】
40歳以上の方に向いていると言われています。
乳房を挟み込みＸ線撮影をします。少し痛みを
感じる事があります。小さいしこりや微細な乳
がんの発見に有効と言われています。

【乳腺超音波（エコー）】
４０歳未満の方に向いていると言われています。
乳房に超音波測定器をあてる検査のため痛みは
ありません。しこりの内部構造を鑑別しやすい
と言われています。

※乳房マンモグラフィーと乳腺超音波
（エコー）
を両方受けた場合は、
上限8千円までを健保が負担します。
※豊胸手術を受けられた方、
妊娠中もしくは妊娠の可能性がある方、
ペースメーカーを入れている方はマンモグラフィーは
受けられません。

②子宮がん検診 内診と頸部細胞診 ※月経中と月経直後の受診は避けてください。

＊ 当年度他の健診コースのオプション検査で申込・受診した場合、
二重受診はできません。

注意

連絡なく受診をキャンセルした場合、健診機関からキャンセル料を申し受けることがあります。
キャンセルの場合は必ず健診機関及び
（株）
ＬＳＩメディエンスへ連絡してください。

2P

検診の流れ
（株）
LSIメディエンスが提携している病院・健診センター・クリニックなどで受診します。
申込前に健診機関との日程調整が必要です。

最初に︑ 検診のご案内をご確認ください︒
2P

健診機関を選択
（予約方式）
①インターネットにログイン後、
健診コース
「女性がん検診」
を選択し、
健診機関を選択してください。
※ログイン方法は 7P をご覧ください。

インターネットで
お申し込みをお願いいたします。
スマートフォンからもお申込みできます。
※家族・任継加入の方は
ハガキで申込できます。

②健診機関と日程調整後に申込へ進みます。
《直接予約方式》
ネットで
申込みを
します

直接予約方式
電話予約ガイダンス 6P に沿ってご自身で、
直接提携の健診機関に電話で予約してください。
※2週間より先の受診日で予約してください。

インターネット申込
または
ハガキ申込
（家族・任継加入者のみ）
7P

（株）
ＬＳＩメディエンスに 予 約 内 容 の
注意
申 込 みをせず 受 診されると、
補 助は受けられず全 額自費となります。

健康診断の
ご予約ですね？

ハイ！

自分で受診日を
決めるから
比較的スムーズに
行えます

3P

申 込
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検診の流れ

メールまたはＳＭＳ
（ショートメッセージ）の配信について
インターネット
（スマートフォン含む）
でお申込みの際にメールアドレス登録のある方は、健診予約券とリマインド ※1 がメールで届きます。
健診予約券とリマインドのメールは以下のアドレス※2より配信します。
medience@inexus.ne.jp
※健診予約券はメール本文のURLから専用サイトにアクセスしてご確認ください。ログイン方法もメール本文をご確認ください。
※迷惑メールのフィルタ設定をされている場合は、上記アドレスの受信を許可する設定をお願いします。
※健診予約券はハガキで届きます。
※1
※2

受診日をお知らせする事を目的として、受診日の 3 営業日前にメールまたはＳＭＳで配信します。
所定のアドレス・番号以外からメールまたはＳＭＳを㈱ＬＳＩメディエンスより配信する事はありません。

書類到着

健診機関

結果到着

インターネットで申込んだ場合は、
２つ
の書類が届きます。

健診予約券・健康保険
証・自己負担金をご持参
ください。

検査結果票は受診日よりおよ
そ３〜４週間後に健診機関から
直接送付されます。

ここまできたら
あとは検診です
年１度の検診で
安心ね！

健診予約券 到着
お申込みの２週間後に届きます。
インターネット申込：ハガキまたはメールで届きます。
※検査当日持参しなくても受診可能ですが、スムーズに受診いただく為に
持参いただく事をオススメいたします。

受診

検査結果
の到着

問診票到着
問診票が
健診機関より送付されます。

4P

女性がん検診 〜 それは、女性の生命と人生を守る大切な検診です！
子宮頸がん・・・パートナーを持った経験があれば誰でもかかる病気です。
「カレシの元カノの元カレを知っていますか？」
は、
Ａ
ＩＤＳだけではありません。
子宮頸がんは性体験によって感染するＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）によって引き起こされる病気です。
９割の方は感染しても自然治癒しますが、治らず持続感染をした場合、数年〜２０年かけてがんになります。
性体験が低年齢化している今日、２０〜３０代の患者が増え続けています。ごく初期のがんを除いては子宮の
摘出が避けられず、その場合は妊娠や出産ができなくなることはもちろん、様々な後遺症に悩まされることも
あります。ですが、検診を受けることで、がんになる前に治療することも可能です。面倒だから恥ずかしいか
ら・・・とためらわず、２０歳から継続的に検査を受け続けましょう。

乳がん・・・４０代〜５０代中心に年々増えており、
いまや女性の１６人に１人はかかる病気です。
Check（乳がん検診）
＆Check（自己診断）を実践しましょう
！
乳がんは、乳腺（母乳をつくるところ）に発生するがんです。症状はしこり、乳頭から血やうみが出る、乳頭
の陥没、皮膚のくぼみ、痛み、など様々ですが、自覚症状でわかるのはしこりが２センチほどの大きさになっ
てからで（がんができて約５〜８年後）その時にはすでに転移しているリスクがあります。女性では一番多い
がんで、特に４０代から５０代にかけてかかりやすく、壮年層の女性のがん死の第一位がこの乳がんです。乳
がん検診でマンモグラフィもしくは乳腺超音波（エコー）を受けることで、もっと早くに発見することができ
ます。また、月に一回定期的に自己診断も行いましょう。

※今すぐやってみましょう！乳がん自己チェック
お風呂やシャワーの時、石鹸のついた手でふれると乳房の凹凸が
よくわかります。左乳房をふれるときは右手で、右乳房は左手で。
①４本の指をそろえて、指の腹と肋骨で乳房をはさむようにふれます。
「の」の字を書くように指を動かします。しこりや固いこぶがないか、
乳房の一部が固くないか、わきの下から乳首までくまなくチェックします。
②乳房や乳首を絞るようにして、乳首から分泌物がでないかしらべます。

＊生理が始まって１週間後がグッドタイミング！閉経後の人は日を決めて！＊

マンモグラフィと超音波検査（エコー）の違いは？
検査に優劣があるのではなく検出するのに得意とする病状に違いがあります。個人の状態により適切な検査が異なります。
マンモグラフィ
内容
年齢のめやす
メリット

デメリット

5P

・乳房を挟み込みX線撮影をします。
・やや痛みを感じる事があります。
40歳以上向け（めやす）

超音波検査（エコー）
・乳房に超音波測定器をあてる検査のため、
痛みはありません
40歳未満向け（めやす）

・乳房の内部構造を細部まで見ることができ、
・触診では見つけることができない小さなしこりや、
小さな病変をみつけることができる
乳がんの特徴の1つである微細な石灰化を
・X線を使用しないため、妊娠中の方でも検査可能
発見できる
・乳腺が発達している若い女性でも検査可能
・妊娠中・授乳中、またはその疑いがある方は
検査不可
・乳腺組織が密な若い女性はX線写真がかすんで
しまうため乳がんとがんの区別がしにくく、
しこりを見つけにくい
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女性がん検診/電話予約ガイダンス

・微細なしこりや石灰化の評価がしづらい

自分で電話して
受診日を決める

電話予約ガイダンス
健診機関に予約の電話をする前に、
必ず本ガイダンスで手順、
内容をご確認の上、
ご予約ください。

1 提携の健診機関に予約電話をかける

女性がん検診の予約をお願いします。

2 健康保険組合名・代行機関名を伝える
ダイフク健康保険組合加入者の□□□□□□です。代行機関は（株）LS Iメディエンスです。

3 検査項目を伝える
（株）
LSＩメディエンスと提携の
乳房マンモ
（または乳腺エコー）
、
子宮がん
（頸部細胞診）検査を
お願いいたします。

4 受診希望日を伝える
□□月□□日でお願いします。
＊２週間以降先のできるだけ先の日付で予約してください。
受付できない日付での申込は変更していただきます。
注）健診機関によっては予約の際、健康保険証記号および番号の確認を行う場合が
あります。
お手元に健康保険証をご準備の上、予約連絡をしてください。

5 住所・電話番号を伝える
検査結果票の送付先住所と、
日中の連絡先となる電話番号をお伝えください。
＊ 予約の内容と、担当者の名前を必ず確認してください。

電話予約後、必ずインターネット 7P で
（株）
LSＩメディエンスへ予約内容の申込みをしてください。
※ 申込みされないまま受診されると、
全額自費となります。電話受付は行っておりません。

（株）
LSIメディエンスへ

申込みする

申込
期限

2022年

12 31
月

日まで

受診
期限

2023年

2 28
月

日まで

6P

ハガキで申込みの場合は
9P をご覧ください。

インターネットでの申込
インターネットからの申込画面は、
以下のホームページよりアクセスできます。

ＱＲコード

https://www.tme.medience.co.jp/mestfweb/
スマートフォンの方は
ＱＲコードから直 接
検索エンジンで
「 ＬＳ
Ｉメディエンス 健康診断予約 」等で検索ください。 申込サイトへ
「Ｓ」
を忘れずに入力してください。

【対応ブラウザ】Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer 11, Firefox37, Chrome42,

Chrome42(on Android), Safari8(on iOS)

1（株）
ＬＳＩメディエンスの申込サイトへ ログイン

健康診断のお申し込み画面が表示されます。
（西暦の生年月日８ケタ）
を入力
1-1 ログインＩＤ及びパスワード
※ログインできない場合は、㈱ＬＳＩメディエンス
（0120-507-066）
に
お問い合わせください。
注意

ログインＩＤについて
被保険者（本人）
：申込サイトのトップページからログインＩＤを
取得
（右図を参照）
家族・任継加入者：同封の申込ハガキ記載

1-2「ログイン」
を押して次へ。
健康診断お申込の同意事項をご確認の上
1-3
「同意する」
をクリックしてください。

2

被保険者
（本人）
の場合は、
こちらを
クリックしてログインＩＤを取得

健診コースを確認

2-1 受診対象となっている健診コース名をご確認の上
「次へ」
をクリックしてください。

3

受診する健診機関を選択

3-1 受診希望（または予約済）
の健診機関の検索を行いま
す。都道府県を選択し市区町村名を入力すると簡単
に表 示されます。健 診 機 関 I D・健 診 機 関 名・受診希
望項目で検索することも可能です。
※健診機関 ID を入力した場合、他の検索条件の入力は不要です。

3-2「検索」
を押すと、下へ検索結果一覧が出ます。
3-3 下へスクロールして、希望する健診機関を選択してくだ
さい。
※ 直接予約が取れた健診機関が表示されない、または選択できない場合は、
㈱ＬＳＩメディエンスにご連絡をお願いいたします。

××××
○○○○○○○

○△○
○○△
×××× ××××

××××××

7P
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インターネットでの申込

○

4

受診オプション及びご希望の受診日を選択

選んだ健診機関の情報を確認しながらお進みください。
○△○

4-1 希望の受診オプション項目を選択してください。

○○△○

○

○○△○

××× ××××

4-2 予約内容を入力してください。
【直接予約方式】
ご自身で健診機関に直接予約された内容を入力してください。
×××××

4-3「次へ」
を押してお進みください。

5

個人情報の確認

5-1 現在登録されている個人情報を確認ください。
××××
×××××××
○○○△○

6

発送先情報の入力

○△○

○○○

×××× ×× ××
△○○○○○

6-1「発送先情報の入力」欄に問診票・受診結果等の
送付先情報を入力してください。ご予約等に関する確認
事項が発生した場合、日中連絡先電話番号にて確認
させていただきます。日中連絡先電話番号にて連絡が
とれない場合、電話番号にて確認させていただきます。
メールアドレスを登録されると予約券がメールで通知され
ます。また、受診日の 3 日前を目安に受診日をお知らせ
する通知をメールにて配信します。
「次へ」
を押してお進みください。

7

○○○△○○

内容の確認・送信

7-1 申込内容を確認し、「上記内容で申込」を
押して完了です。

×××××
××××
○○△
○△○

△○△○○○○○○
○○○△○△△○○

○

××× ××××
xxxxxxx

受診日が確定しましたら㈱ＬＳＩメディエンスより
「健診予約券」
（ハガキまたはメール）
をお送りいたしま
す。ご希望に沿えない場合、健診機関又は ㈱ＬＳＩメディエンスより連絡があります。携帯番号を
入力された場合は、㈱ＬＳＩメディエンス（0120-507-066）
を登録するなどして着信拒否を解除して
ください。

×××××
×××××××××
○○○△○
○○○○○

○○○△○

××××××
×××××××
○△○

申 込 完 了 後 も 、再 ログイン すると申 込 内 容をご 確 認 い ただけます 。

△○△○○○○○○

××× ××××
××× ××××
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ハガキでの申込

インターネットで申込みの場合は
7P をご覧ください。

（家族・任意継続加入のみ）

● 同封の「健診の申込ハガキ｣をご利用ください。
● 記入方法の詳細は、
申込ハガキの記入例等をご覧ください。
● 携帯電話番号を登録されますと、確認書がSMSで届きます。
また、受診日の3日前を目安に受診日を通知するSMSが届きます。
携帯電話番号の登録がない場合は確認書がハガキで届きます。
● 健診予約券はハガキで届きます。

A4判 申込ハガキ
健診の申込ハガキ
記入欄

Ａ

Ａ

健診の申込ハガキ
記入例

注意

１. 二重の申込みは受付できません。
・インターネット申込みとハガキ申込みなど。
・他の健診コースのオプション検査で受診・申込した時
２. 印刷された書込欄のみに記入をお願いします。機械で読込むため余白に書き込みをされても対応はいたしかねます。
印字項目以外はお申込みできません。
３. 同封の個人情報保護シールを貼って投函してください。
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ハガキでの申込/FAQ

FAQ
よくある質問とその回答

予約方式について
Q
1
A
1

変更やキャンセルについて

直接予約方式は、提携の健診機関に電話する
だけでいいの？
いいえ。健診機関に電話予約の後に㈱ＬＳＩメディ
エンスにもインターネットまたはハガキで連絡が
必要です。

Q
6
A
6

申込について
Q
2
A
2

Q
3
A
3

Q
4
A
4

Q
5
A
5

２週間より前の日付で申込みはできますか？
日程の調整、検査キットを送付するのに２週間が必要
なため、２週間より先の受診日でご予約をしてくだ
さい。

Q
7
A
7

指定外の健診コースやオプション項目の申込
方法は？
自費となりますので、直接健診機関へご相談ください。
㈱ＬＳＩメディエンスへの申込み・連絡は不要です。
また、指定外の健診コースやオプション項目の予約が
できない健診機関もありますのでご注意ください。

１ヶ月ほど前に申込みをしましたが、決定の
連絡がありません。
申込み後２週間を過ぎても健診予約券が届かない
場合は、㈱ＬＳＩメディエンスまでお問合せください。

Q
8
A
8

受診日を変更したい
まず直接健診機関へ連絡し、受診日を変更してくだ
さい。
決定しましたら、㈱ＬＳＩメディエンスへ連絡票を
ＦＡＸまたは郵送いただくか、お電話でご連絡くだ
さい。
※キャンセルとなりますと、再度２週間より先での
お手続きとなりますのでご注意ください。

すでに申込んでいる健診機関を変更・キャン
セルしたい
まず申込み済みの直接健診機関へキャンセルの連絡後、
㈱ＬＳＩメディエンスへ連絡票をＦＡＸまたは郵送
いただくか、お電話でご連絡ください。
その後、再度申込み手続きを行ってください。
※キャンセルとなりますと、再度２週間より先での
お手続きとなりますのでご注意ください。

㈱ LSI メディエンスからメールまたは SMS
を配信する事はあるのか？
健康診断に関する通知を行う場合がございます。
メールは medience@inexus.ne.jp より配信します。
SMS は 0120507066 または 21053 より配信し
ます。
4ｐにご案内がございますので、合わせてご覧くだ
さい。

インターネット申込のログイン ID がわから
ない
健康診断の申込ハガキに、インターネットでの申込
「ログイン I D」が記載されています。（家族・任継
加入者のみ）ご不明な場合は、㈱ＬＳＩメディエ
ンスまでお問合せください。

  ͵ ఼ ͺ ɼ͞ ͬ Δ Ή Ͳ ͕  ͏  Κ ͦ ͚ ͫ ͠ ͏ ɽ
健康検診事業部
受付時間：月〜土9時〜17時30分（日祝年末年始除く） FAX：03-5994-2131
＊ 時間帯によっては電話のつながりにくい場合があります。予めご了承願います。

0120-507-066
〒859-3290 早岐郵便局留め
東京都千代田区内神田一丁目13番4号
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