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公益社団法人 鹿児島県労働基準協会

〒891-0115 鹿児島市東開町4-96
TEL.099-267-6292／FAX.099-260-1780・099-267-6594
E-mail   kanri@hsck.jp
交通のご案内　バス／第2木材団地バス停より徒歩３分
　　　　　　　市電／上塩屋電停より徒歩６分
　　　　　　　駐車場完備
（公社）全国労働衛生団体連合会優良労働衛生機関、労災保険二次健診等給付診療所
全国健康保健協会管掌健康保険生活習慣病健診実施指定機関
全衛連総合精度管理事業参加機関、作業環境測定精度管理事業参加機関

月 火 水 木 金

健 診1 階

2 階

健 診

人間ドック
ヘルスサポート健診 労災二次健診 外来 労災二次健診

一般健診・婦人科検診
（女性専用日）健 診健 診

（第2,第4）

※混雑解消のため、受付時間を分けさせていただいております。ご予約の際はお早めにご連絡ください。

健康診断申込書を返送してください。FAXで申し込まれても結構です。日程と詳細につきましては、後日連絡させていただきます。
※地区別実施期間は『地区別実施予定及び公民館健診予定』をご確認ください。

巡回健診車にて実施いたします。また、人数・会場によって
巡回できない場合もございますので予めご了承ください。
当センター施設内でも行いますので、近隣の方はご利用ください。（要予約）

健康診断結果通知書(個人用)と健康診断個人票、フォローアップ対象者リスト
（事務所用）をコンピュータ処理し、お届けいたします。

個人情報の取り扱いに関する苦情の申し出、個人情報の開示、訂正、削除、
利用の停止に関するお問い合わせは、お客様相談窓口で対応させていただきます。

電話受付は平日8：30～17：30（土・日・祝・お盆・年末年始は除く）、FAXは24時間受付いたします。

2021年度
公益社団法人 鹿児島県労働基準協会

8：00～11：30

※第１・第３・第５水曜日はがん検診専用日となります。（1階）

人間ドック（指定日）

平日8：30～17：30
労災二次・人間ドックは
 8：30～17：00になります。
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労働安全衛生法の定期健康診断をはじめと

する法定の健康診断と、定期健康診断に

生活習慣病の予防に役立つ内容を付加した

生活習慣病健診をご用意いたしました。

一般健診の目的のひとつは健康に働ける

ように適正配置・就業措置に役立てること

ですが、最近ではこれに加えて健康で長く

働くことの重要性が高まっています。

病気の早期発見や病気の危険要因の評価

とそれに基づいた予防の情報源として

お役に立てていただけるように、生活習慣

病コースの充実を図りました。

協会けんぽ加入者（被保険者）の方を対象と

した健康診断です。（年度内お一人様1回に

限り、協会けんぽが健診費用の一部を負担し

て実施可能）血圧やコレステロールなど心臓

血管疾患予防のための危険要因の評価や消

化器系のがん検診が中心となっています。

一般健康診断に今年は腹部超音

波を追加する、前立腺がんの検

査を2年ごとに追加してみるな

ど、毎年の健康診断コース設定

の自由度が広がることにお役立

ていただけるようご用意させて

いただきました。

脳心臓血管病の増加を防止

することを目的とした労災二

次健康診断を行っています。

対象は危険要因を複数お持

ちの方に限られます。

（全額補助）※年度内お一人

様１回に限り

産業保健外来では近年要望

が増えている、メンタルヘル

スに関わる問題や過重労働

面接のサポートをさせていた

だきます。

生活習慣病の予防や早期発見に役立つ

内容です。一般健診には胃がん検診や大

腸がん検診が含まれますが、婦人科検診

（乳がん検診・子宮頸がん検診）や腹部エ

コー検査、肝炎検査などをご希望の場合は、

一般健診に付加することで受診が可能です。

人間ドックは、検査項目が専門

的で多種にわたることから、生

活習慣病などの病気の早期発

見にもっとも効果的です。

落ち着いた空間で、安心して

検査が受けられますよう、万全

の用意でお待ちしております。

心臓血管病や糖尿病・腎臓病な

ど生活習慣病のメディカル

チェックと胃カメラ検査、または

胃部X線検査、CT検査、腹部超音

波検査等のがん検診をトータル

で行います。当日中に、医師によ

る結果説明・評価、保健師による

保健指導を行っています。

労災二次健康診断では心臓エ
コー・頸部超音波検査と血液検
査、医師による危険要因の説明・
評価、保健師による保健指導を
行います。
産業医契約締結事業所に対して
は、復職支援や過重労働面接、
メンタルヘルス支援を行ってお
ります。

1 2 3 4 5

「気になるところがあるからこ

こだけ検査してみたい」「ひと

つだけ追加検査してみたい」

「このところしばらく検査してい

ないからそろそろ検査したい」

という方のために追加検査を

各種用意いたしました。
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一般健診を受診する40 歳・50 歳の方。血液検査追加（血小板数・末梢血液像・総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・
アミラーゼ・LDH）／尿沈渣／眼底検査／肺機能検査／腹部超音波検査

一般健診を受診する40 歳～ 74 歳の偶数年齢の女性の方・20 歳～ 38 歳の偶数年齢の女性の方
※36 歳・38 歳の方は子宮頸がん検診の単独受診も可能です

B 型肝炎検査（HBs 抗原）・C 型肝炎検査（HCV 抗体）　※一般健診と同時受診
一般健診後、健診の結果においてALT（GPT）値が 36U/I 以上であった方は、単独で受診できます
※過去に C型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方を除きます

一般健診を受診する40 歳～ 74 歳、偶数年齢の女性の方

末梢血…貧血、炎症反応を検査するものです
（赤血球・血色素量・ ※ヘマトクリット・ ※白血球・ ※血小板）
肝機能検査…肝臓の機能を検査するものです
（AST（GOT）・ALT（GPT）・γ-GT（γ-GTP））
血中脂質…血液中の脂質の量を検査するものです
（中性脂肪・HDL コレステロール・LDL コレステロール）
空腹時血糖、※ヘモグロビン A1c…糖尿病を診断するものです
※尿酸  痛風、尿路結石、腎障害の発生に関係します
腎機能（※クレアチニン、※eGFR）…腎臓の機能を検査するものです

貧血（MCV・MCH・MCHC）
肝機能（ALP）
膵機能（血清アミラーゼ）…膵臓の機能を検査するものです

※は法定外サービス項目です

貧血（血清鉄）
肝機能（LDH・ChE・総蛋白・A/G比・アルブミン・総ビリルビン）
腎機能（尿素窒素）

1. 医師の診察（他覚症状）　2. 胸部X線検査　3. 身長・体重（BMI）
4. 尿検査（糖、蛋白、※潜血）　5. 視力　6. 血圧　7. 血液検査（Aセット）　8. 腹囲
9. 聴力検査（オージオメーター）　10. 心電図検査　※は法定外サービス項目です

安衛則第44条…事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による
健康診断を行わなければならない

1.医師の診察　2.胸部X線検査　3.身長・体重（BMI）　4.腹囲　5.視力　6.血圧　7.検尿
8.聴力検査（オージオメータ）　9.心電図検査　10.胃部X線検査
11.便潜血反応検査（2日法）　12.血液検査

血液検査内容
赤血球・血色素量・ヘマトクリット・白血球・血小板 ※血小板はサービス項目です。
AST（GOT）・ALT（GPT）・γ-GT（γ-GTP）・アルカリフォスファターゼ（ALP）
総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪
空腹時血糖  ※ヘモグロビンA1cはサービス項目です
尿酸
クレアチニン（CRE） ※eGFR（推算糸球体濾過量）はサービス項目です

生活習慣病予防健診（071
コース）に血液検査 B セッ
ト項目を追加

生活習慣病予防健診
（071コース）に血液検査
Bセット及び血液検査C
セットの項目を追加

35歳以上～75歳未満（昭和21年4月2日～昭和62年4月1日）の被保険者の方が対象です

生活習慣病予防健診の申し込み方法。

❶ 2019年度までの生活習慣病予防健診申込書が廃止となります。

❷ 2020年度より各事業所へ生活習慣病予防健診のご案内と生活
　 習慣病予防健診対象者一覧表が送付されます。

❸ 対象者一覧表を基にご予約をお願いいたします。

❹ 予約を行ってから、健康診断受診をお願いします。
　 受診の際には必ず保険証を提示して下さい。

定期健康診断（001コース）に下記の検査項目を追加
1. 腹部超音波検査　2. 眼底検査　3. 胃X線検査（間接撮影）
4. 便潜血反応検査（2日法）　5. 血液検査（B+Cセット）
●血液検査CセットにB型肝炎検査（HBs抗原）・C型肝炎検査（HCV抗体）追加
●胸部CTで実施

1
TEL 099-267-6292 平日8：30～ 17：30

※土・日・祝・お盆・年末年始は除くお問い合わせご予約は

2
TEL  099-267-6292 平日8：30～ 17：30

※土・日・祝・お盆・年末年始は除くお問い合わせご予約は

定期健康診断
（001コース）の検査項目で血液検査のBセットを追加

精密健康診断（031コース）に下記の検査を追加
①胃X線検査（間接撮影）又は腹部超音波検査
②胃X線検査（間接撮影）、腹部超音波検査の両方とも検査した場合

定期健康診断（001コース）に下記の検査項目を追加
1. 腹部超音波検査　2. 眼底検査　3. 胃X線検査（間接撮影）
4. 便潜血反応検査（2日法）　5. 血液検査（B+Cセット）
①血液検査 Cセットに B 型肝炎検査（HBs 抗原）・C型肝炎検査（HCV 抗体）追加
②胸部X線検査直接撮影で実施

定期健康診断（001 コース）項目
（但し、聴力検査の音圧レベルの変更）
※常時使用する労働者を雇入れるときは、　当該労働者に対し健康診断を行わなければならない

定期健康診断（001コース）から胸部X線検査を除いたコース
※深夜業（6ヶ月以内ごとに1回健康診断を行わなければならない）他、
　安衛則第13条第1項2号に掲げる業務

ヘルス
サポート
健診

＊省略項目については、厚生労働省労働基準局長より「定期健康診断等における診断項目の取り扱いについて」（平成29年 8月4日付基発
　第0804第４号）が発出されましたので、削除いたしました。

7,169

17,600

660 1,320

4,802

1,686 1,086

1,039

624

見本

※表示金額は全て税込です。 ※表示金額は全て税込です。

7,590

11,440 円 15,840 円

23,430

6,930

6,710

31,570

6,930

Aセットに追加

A＋Bセットに追加
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1
TEL 099-267-6292 平日8：30～ 17：30

※土・日・祝・お盆・年末年始は除くお問い合わせご予約は

2
TEL  099-267-6292 平日8：30～ 17：30

※土・日・祝・お盆・年末年始は除くお問い合わせご予約は
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サポート
健診

＊省略項目については、厚生労働省労働基準局長より「定期健康診断等における診断項目の取り扱いについて」（平成29年 8月4日付基発
　第0804第４号）が発出されましたので、削除いたしました。

7,169

17,600

660 1,320

4,802

1,686 1,086

1,039

624

見本

※表示金額は全て税込です。 ※表示金額は全て税込です。

7,590

11,440 円 15,840 円

23,430

6,930

6,710

31,570

6,930

Aセットに追加

A＋Bセットに追加
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TEL  099-267-6292 平日8：30～ 17：30
※土・日・祝・お盆・年末年始は除くお問い合わせご予約は

下記以外でも実施可能なオプション検査がございますので、ご希望の方はお問い合わせください。

胃がんを発見するための検査です。バリウムを飲みます。
40歳以上の方は毎年検査することをお勧めします。

肝臓・胆のう・すい臓・脾臓・腎臓などを観察します。
脂肪肝や肝臓がんや胆石など、多くの病気がわかります。

頸動脈を超音波でみることによって、
動脈硬化の進み具合が分かります。

眼底を撮影する検査です。目の病気はもちろん、動脈硬化の進み具合も
わかります。

血液検査で胃がんのリスクがわかる検査です。
血中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査、ペプシノーゲン検査の併用です。

骨量を測定することで骨の健康状態（骨粗しょう症の有無）を
検査します。40歳以上の方にお勧めします。※とくに閉経後は年に1回。

子宮の入り口から医師がブラシを使用して、細胞をとります。
20歳以上の方に、少なくとも2年に1回は検査することをお勧めします。

乳房のX線検査です。特に40歳以上の方は、少なくとも2年に1回は
検査することをお勧めします。

マンモグラフィ検査と併用されることをお勧めします。
やむをえなくマンモグラフィができない方（妊娠中など）もお勧めします。

TEL  0120-210-254 平日8：30～ 17：00
※土・日・祝・お盆・年末年始は除く

人間ドック
予約専用ダイヤル

8:30～ 12:00～ 13:00～ 検査終了後

① 内科診察

② 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲

③ 視力・聴力（1000Hz・4000Hz）

④ 血圧・脈拍数・検尿（糖・蛋白・潜血・比重・尿沈渣）

⑤ 血液検査

⑥ 心電図検査（安静時）

⑦ 眼底検査（両眼）・眼圧検査

⑧ 胃カメラまたは胃部X線検査（直接撮影）選択

⑨ 胸部CT

⑩ 上腹部超音波検査

⑪ 便潜血反応検査（2日法）

⑫ 頸部超音波検査・甲状腺超音波検査

⑬ 血中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査

⑭ 保健指導

⑮ PSA検査（男性のみ）

⑯ 甲状腺ホルモン（TSH・FT4）検査（女性のみ）

⑰ 血圧脈波検査

3 4

50,600  円（税込）毎週月曜日・指定の金曜日

※問診をとり、検査できないこともありますので詳しくはお問い合わせください。

※人間ドックを受診される方で婦人科（乳がん検診・子宮頸がん検診）を希望される方は、指定の金曜日に受診できます。

※胃カメラ検査は、コロナウイルス感染症対策により実施できない場合があります。

※昼食は、カロリー計算されたお食事をご用意いたします。

※表示金額は全て税込です。

●貧血検査（赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・血清鉄・MCV・MCH・MCHC）
●白血球数・血小板数
●尿酸
●肝機能検査（AST（GOT）・ALT（GPT）・γ-GT（γ-GTP）・ALP・LDH・総ビリルビン・血清総蛋白・アルブミン・A/G 比
●肝炎検査（HBs 抗原・HBs 抗体・HCV 抗体）
●血中脂質検査（総コレステロール・HDL コレステロール・LDL コレステロール・中性脂肪）
●空腹時血糖・ヘモグロビン A1c
●膵機能検査（血清アミラーゼ）
●腎機能検査（尿素窒素・血清クレアチニン・eGFR）
●CRP・血液型（Rh・ABO）

または胃部X線検査
、

肝炎や肝臓がんを引き起こすB型肝炎ウイルスの感染の有無を
調べる血液検査です。

肝炎や肝臓がんを引き起こすC型肝炎ウイルスの有無を
調べる血液検査です。

胃がんの発症を高めるとされるヘリコバクター・ピロリ菌が胃に感染して
いると高まる抗体を血液検査で測定します。

前立腺がんを発見するための血液検査です。
50歳以上の男性の方にお勧めします。

甲状腺や、甲状腺に関係するホルモンの量をはかります。
バセドウ病・橋本病などの病気がわかります。血液検査です。

心不全・心疾患などの心臓に負担がかかっているような異常がある場合、
血液検査でわかります。

大腸がんを発見するための検査です。
40歳以上の方は毎年検査することをお勧めします。

（HBs抗原/CLIA）

（HCV抗体）

9,350  円

4,620  円

2,750  円

1,540  円

3,300  円

1,760  円

1,980  円

1,760  円

1,430  円

1,650  円

1,980  円

1,650  円

2,090  円

4,400  円

5,830  円

4,400  円
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TEL  099-267-6292 平日8：30～ 17：30
※土・日・祝・お盆・年末年始は除く

（一部対応できない検査項目がございますのでご予約時にご確認下さい）

ヘルスサポートセンター鹿児島では、医師または保健師による産業保健サービス（予約制・有料）を実施しております。

一次健康診断で下記①～④すべて「異常の所見」の場合
①血圧　　②脂質　　③血糖　　④腹囲かBMI
※事業主・役員の方、特別加入・公務員の方、一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状
　を有すると診断された方は対象外です。

① 空腹時血中脂質検査（LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪）
② 空腹時血糖検査　③ ヘモグロビンA1c（1～ 2ヵ月の平均的血糖状況）　④ 心臓エコー検査
⑤ 頸部エコー検査（脳に入る動脈の状況）
⑥ 微量アルブミン検査（尿中のアルブミン測定：一次健康診断の尿蛋白検査で（±）または（＋）の所見が認められた方に限り実施）
⑦ 医師または保健師の面接により行われる保健指導　※⑦は午後からになります。

完全予約制になりますので、あらかじめご予約ください。

11

完全予約制になりますので、あらかじめご予約ください。

TEL  0120-210-254 平日8：30～ 17：00
※土・日・祝・お盆・年末年始は除く労災二次健診予約電話

2021年4月1日～2022年3月31日

2021年6月～8月・2021年11月～12月

2021年9月・2022年2月

2021年5月～12月・2022年1月～2月

2021年7月・8月・12月・2022年1月

2021年6月～12月・2022年3月

2021年12月・2022年3月

2021年6月～12月・2022年1月～3月

2021年8月～12月・2022年3月

2021年4月～12月・2022年1月～3月

2021年12月

2022年2月

2022年1月

※年度内お一人様１回に限りご利用いただけます。

平日8：30～ 17：30　※土・日・祝・お盆・年末年始は除く

5
公民館健診を
ご希望の場合は

■特殊健診二次検査（要予約：0120-210-254）有料

 保健師による健康診断後のご相談・病院のご案内等

■電話健康相談（月～金 9：00～16：30　099-266-2631）無料

 保健師による生活習慣病予防・ダイエット相談など

■個別保健指導・健康相談面接
　（2,000円（税別） / 1時間　要予約：099-266-2631）

 医師または保健師による健康教育・講話も承ります。内容・料金につきましてはご相談下さい。

■健康教育・講話（有料）099-266-2631

6
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TEL  099-267-6292 平日8：30～ 17：30
※土・日・祝・お盆・年末年始は除く

（一部対応できない検査項目がございますのでご予約時にご確認下さい）

ヘルスサポートセンター鹿児島では、医師または保健師による産業保健サービス（予約制・有料）を実施しております。

一次健康診断で下記①～④すべて「異常の所見」の場合
①血圧　　②脂質　　③血糖　　④腹囲かBMI
※事業主・役員の方、特別加入・公務員の方、一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状
　を有すると診断された方は対象外です。

① 空腹時血中脂質検査（LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪）
② 空腹時血糖検査　③ ヘモグロビンA1c（1～ 2ヵ月の平均的血糖状況）　④ 心臓エコー検査
⑤ 頸部エコー検査（脳に入る動脈の状況）
⑥ 微量アルブミン検査（尿中のアルブミン測定：一次健康診断の尿蛋白検査で（±）または（＋）の所見が認められた方に限り実施）
⑦ 医師または保健師の面接により行われる保健指導　※⑦は午後からになります。

完全予約制になりますので、あらかじめご予約ください。
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完全予約制になりますので、あらかじめご予約ください。

TEL  0120-210-254 平日8：30～ 17：00
※土・日・祝・お盆・年末年始は除く労災二次健診予約電話

2021年4月1日～2022年3月31日

2021年6月～8月・2021年11月～12月

2021年9月・2022年2月

2021年5月～12月・2022年1月～2月

2021年7月・8月・12月・2022年1月

2021年6月～12月・2022年3月

2021年12月・2022年3月

2021年6月～12月・2022年1月～3月

2021年8月～12月・2022年3月

2021年4月～12月・2022年1月～3月

2021年12月

2022年2月

2022年1月

※年度内お一人様１回に限りご利用いただけます。

平日8：30～ 17：30　※土・日・祝・お盆・年末年始は除く

5
公民館健診を
ご希望の場合は

■特殊健診二次検査（要予約：0120-210-254）有料

 保健師による健康診断後のご相談・病院のご案内等

■電話健康相談（月～金 9：00～16：30　099-266-2631）無料

 保健師による生活習慣病予防・ダイエット相談など

■個別保健指導・健康相談面接
　（2,000円（税別） / 1時間　要予約：099-266-2631）

 医師または保健師による健康教育・講話も承ります。内容・料金につきましてはご相談下さい。

■健康教育・講話（有料）099-266-2631

6



F O R  Y O U R  H E A L T H Y  L I F E

上塩屋電停

第２木材団地バス停
至郡元

グラード東開店そうしん

サツマ酸素工業

南
警
察
署

永
田
川

中
央
卸
売
青
果
市
場

イオンモール
鹿児島

ヘルスサポートセンター鹿児島

ケーズデンキ

産業道路

田之畑クリニック

ホームセンター
きたやま

日産 IDEX

ラサール学園
至指宿

225ヘルスサポートセンター鹿児島
公益社団法人 鹿児島県労働基準協会

〒891-0115 鹿児島市東開町4-96
TEL.099-267-6292／FAX.099-260-1780・099-267-6594
E-mail   kanri@hsck.jp
交通のご案内　バス／第2木材団地バス停より徒歩３分
　　　　　　　市電／上塩屋電停より徒歩６分
　　　　　　　駐車場完備
（公社）全国労働衛生団体連合会優良労働衛生機関、労災保険二次健診等給付診療所
全国健康保健協会管掌健康保険生活習慣病健診実施指定機関
全衛連総合精度管理事業参加機関、作業環境測定精度管理事業参加機関

月 火 水 木 金

健 診1 階

2 階

健 診

人間ドック
ヘルスサポート健診 労災二次健診 外来 労災二次健診

一般健診・婦人科検診
（女性専用日）健 診健 診

（第2,第4）

※混雑解消のため、受付時間を分けさせていただいております。ご予約の際はお早めにご連絡ください。

健康診断申込書を返送してください。FAXで申し込まれても結構です。日程と詳細につきましては、後日連絡させていただきます。
※地区別実施期間は『地区別実施予定及び公民館健診予定』をご確認ください。

巡回健診車にて実施いたします。また、人数・会場によって
巡回できない場合もございますので予めご了承ください。
当センター施設内でも行いますので、近隣の方はご利用ください。（要予約）

健康診断結果通知書(個人用)と健康診断個人票、フォローアップ対象者リスト
（事務所用）をコンピュータ処理し、お届けいたします。

個人情報の取り扱いに関する苦情の申し出、個人情報の開示、訂正、削除、
利用の停止に関するお問い合わせは、お客様相談窓口で対応させていただきます。

電話受付は平日8：30～17：30（土・日・祝・お盆・年末年始は除く）、FAXは24時間受付いたします。

2021年度
公益社団法人 鹿児島県労働基準協会

8：00～11：30

※第１・第３・第５水曜日はがん検診専用日となります。（1階）

人間ドック（指定日）

平日8：30～17：30
労災二次・人間ドックは
 8：30～17：00になります。


