




協会けんぽの健康診断では、生活習慣病予防健診と同時に、
肝炎ウイルス検査を実施しております。

通常2,040円の検査が612円で受けられますので、
ぜひこの機会に受けてください。

協会けんぽにご加入の皆様へ

肝炎ウイルス検査
実施のお知らせ

検査を希望する方は、裏面をご記入の上、
一般健診受診の際に、受付にご提出ください。

肝炎ウイルス検査 実施概要

検査費用：2,040円 612円

申込方法：裏面をご記入ください。

検査方法：
一般健診の採血の際に、同時に採血をします。
特別な検査は必要ありません。

（※）過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。



氏名

被保険者証の記号・番号

生年月日

住所

電話番号

※肝炎ウイルス検査を希望する方のみ、
ご記入の上、生活習慣病予防健診の受診時に、
受付にご提出ください。

肝炎とは…

肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる、肝臓の病気です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ自覚症状が現れにくいため、血
液検査によって早期発見することが必要です。
輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、
一生に一度、受けることをお勧めします。

この検査では、B型肝炎・C型肝炎に感染しているかどうかが分
かります。検査は任意ですが、協会けんぽでは皆様に受けるこ
とをお勧めしております。

今まで受けたことのない方、または受けたかどうかわからない
方は、この機会にぜひ受けてください。

※この検査結果は、受診者自⾝の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特
定保健指導を含む）・健康相談並びに個⼈が識別されない方法での統計・調査研究に
限り使われます。

健診機関名



協会けんぽの健康診断では、生活習慣病予防健診と同時に、
肝炎ウイルス検査を実施しております。

通常2,040円の検査が無料で受けられますので、
ぜひこの機会に受けてください。

協会けんぽにご加入の皆様へ

肝炎ウイルス検査
実施のお知らせ

検査を希望する方は、裏面をご記入の上、
一般健診受診の際に、受付にご提出ください。

肝炎ウイルス検査 実施概要

検査費用：2,040円 無料（※）

申込方法：裏面をご記入ください。

検査方法：
一般健診の採血の際に、同時に採血をします。
特別な検査は必要ありません。

（※）今年度一定期間に限り、平成29年度厚生労働省科学研究（職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率
向上と陽性者の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化に向けた研究）に協力しているため本来
の自己負担分612円が無料となっております。

（※）過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。



氏名

被保険者証の記号・番号

生年月日

住所

電話番号

※肝炎ウイルス検査を希望する方のみ、
ご記入の上、生活習慣病予防健診の受診時に、
受付にご提出ください。

肝炎とは…

肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる、肝臓の病気です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ自覚症状が現れにくいため、血
液検査によって早期発見することが必要です。
輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、
一生に一度、受けることをお勧めします。

この検査では、B型肝炎・C型肝炎に感染しているかどうかが分
かります。検査は任意ですが、協会けんぽでは皆様に受けるこ
とをお勧めしております。

今まで受けたことのない方、または受けたかどうかわからない
方は、この機会にぜひ受けてください。

※この検査結果は、受診者自⾝の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特
定保健指導を含む）・健康相談並びに個⼈が識別されない方法での統計・調査研究に
限り使われます。

健診機関名



Japan Health Insurance Association policy holders

Have you been 

tested for Hepatitis?
Hepatitis C is a liver infection caused by the hepatitis C virus (HCV). The liver is known as “a silent 

organ”, and the symptoms often go unnoticed and neglected. Some serious cases lead to cirrhosis of 

the liver or liver cancer if infections are left unattended. Early detection and treatment are important.

Japan Health Insurance Association offers a hepatitis screening test*, along with the medical 

examination for the prevention of lifestyle diseases, for policy holders who have never received a HCV 

test in the past. Those who have never received blood transfusion and/or undergone surgery can also 

be infected by HCV. Screening is recommended for everyone. 

For more information about HCV testing, please do not hesitate to contact the institutions offering 

an examination for lifestyle disease prevention.

*Screening for hepatitis B virus is also available at the same time.

Eligibility
Those who meet one of the following criteria are eligible for testing.

1. Those who plan to take the examination for lifestyle disease prevention provided 

by Japan Health Insurance Association

2. Those who have previously received an examination for lifestyle disease 

prevention provided by Japan Health Insurance Association, whose GPT level was 

above 36 U/I. 
*Those who have previously been tested for HCV are not eligible for this test.

Fees Japan Health Insurance Association will cover 70% of the testing fee.

You will be responsible for a maximum of $ 5.

How to Apply

Please submit the application form directly to the reception of the institution 

offering the general examination.

(The application form is on the reverse side.)

Viral hepatitis represented by hepatitis C and B is known to be one of the largest 

infectious diseases in the country, with 1.9 to 2.3 million and 1.1 million to 1.4 million 

people estimated to be infected with type C and type B, respectively. The infection route 

of hepatitis virus varies, and you may not be aware of your infection. It is important to 

receive a screening test.

Japan Health Insurance association
(Kyokai Kenpo)



To Japan Health Insurance Association policy holders

Notice
for Hepatitis Screening

If you wish to be tested, please fill out the reverse side
of this form and submit it to the reception desk at the
time of the general medical examination.

Hepatitis Testing Outline

Testing Fee: ＄ 20 $ 5 （※）

How to apply: Please fill out the reverse side of this form.

Testing method:
A blood sample will be collected at the time of blood
sampling at the general medical examination.
No additional testing is necessary.

（※）Those who have previously been tested for hepatitis C virus are not eligible for this test.

At the Japan Health Insurance Association health check-up,
a hepatitis screening test is available at the same time as the

health examination for lifestyle disease prevention.

The test normally costs ＄ 20,

but it is currently available for ＄ 5.
Please take this opportunity to be tested.

Japan Health Insurance association
Fukuoka Branch



協会けんぽにご加入の皆様へ

肝炎ウイルス検査
実施のお知らせ

協会けんぽの健康診断では、生活習慣病予防健診と同時に、
肝炎ウイルス検査を実施しております。

通常 2,040円の検査が 612円で受けられますので、
ぜひこの機会に受けてください。

※過去にＣ型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。

肝炎ウイルス検査　実施概要

検査費用：2,040円

申込方法：裏面をご記入ください。

検査方法：
一般健診の採血の際に、同時に採血をします。
特別な検査は必要ありません。

差額は
けんぽが負担

検査を希望する方は、裏面をご記入の上、
一般健診受診の際に、受付にご提出ください。

612円



※肝炎ウイルス検査を希望する方のみ、
　ご記入の上、一般健診受診時に受付にご提出ください。

氏名

被保険者証の記号・番号

生年月日

住所

電話番号

肝炎とは…
肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる、肝臓の病気です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ自覚症状が現れにくいため、血
液検査によって早期発見することが必要です。
輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、
一生に一度、受けることをお勧めします。

この検査では、Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎に感染しているかどうかが分
かります。検査は任意ですが、協会けんぽでは加入者の皆様に
受けることをお勧めしております。

今まで受けたことのない方、または受けたかどうかわからない
方は、この機会にぜひ受けてください。
※この検査結果は、受診者自身の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特
定保健指導を含む）・健康相談並びに個人が識別されない方法での統計・調査研究
に限り使われます。



協会けんぽの健康診断では、生活習慣病予防健診と同時に、
肝炎ウイルス検査を実施しております。

通常2,041円の検査が612円で受けられますので、
ぜひこの機会に受けてください。

（費用のお支払方法については、一般健診受診時に受付にてご確認ください。）

協会けんぽにご加入の皆様へ

肝炎ウイルス検査
実施のお知らせ

検査を希望する方は、裏面をご記入の上、
一般健診受診の際に、受付にご提出ください。

肝炎ウイルス検査 実施概要

検査費用：2,041円

申込方法：裏面をご記入ください。

検査方法：

一般健診の採血の際に、同時に採血をします。

特別な検査は必要ありません。

※過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。

差額は
けんぽが負担 612円

※集団 健診の場合、事前のお申込みが必要となります。（バス）



氏名

被保険者証の記号・番号

生年月日

住所

電話番号

※肝炎ウイルス検査を希望する方のみ、
ご記入の上、一般健診受診時に受付にご提出ください。

健診機関名

肝炎とは…

肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる、肝臓の病気です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ自覚症状が現れにくいため、血
液検査によって早期発見することが必要です。
輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、
一生に一度、受けることをお勧めします。

この検査では、B型肝炎・C型肝炎に感染しているかどうかが
分かります。検査は任意ですが、協会けんぽでは加入者の皆様
に受けることをお勧めしております。

今まで受けたことのない方、または受けたかどうかわからない
方は、この機会にぜひ受けてください。

※この検査結果は、受診者自⾝の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導
（特定保健指導を含む）・健康相談並びに個⼈が識別されない方法での統計・調査
研究に限り使われます。

肝炎ウイルス検査申込書

平成 年 月 日



協会けんぽの健康診断では、生活習慣病予防健診と同時に、
肝炎ウイルス検査を実施しております。

通常2,400円の検査が612円で受けられますので、
ぜひこの機会に受けてください。

協会けんぽにご加入の皆様へ

肝炎ウイルス検査
実施のお知らせ

検査を希望する方は、裏面をご記入の上、
一般健診受診の際に、受付にご提出ください。

肝炎ウイルス検査 実施概要

検査費用： 2400円

申込方法：裏面をご記入ください。

検査方法：
一般健診の採血の際に、同時に採血をします。
特別な検査は必要ありません。

※過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。

差額は
けんぽが負担 612円



氏名

被保険者証の記号・番号

生年月日

住所

電話番号

※肝炎ウイルス検査を希望する方のみ、
ご記入の上、生活習慣病予防健診の受診時に、
受付にご提出ください。

肝炎とは…

肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる、肝臓の病気です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ自覚症状が現れにくいため、血
液検査によって早期発見することが必要です。
輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、
一生に一度、受けることをお勧めします。

この検査では、B型肝炎・C型肝炎に感染しているかどうかが分
かります。検査は任意ですが、協会けんぽでは皆様に受けるこ
とをお勧めしております。

今まで受けたことのない方、または受けたかどうかわからない
方は、この機会にぜひ受けてください。

※この検査結果は、受診者自⾝の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特
定保健指導を含む）・健康相談並びに個⼈が識別されない方法での統計・調査研究に
限り使われます。

健診機関名



協会けんぽの健康診断では、生活習慣病予防健診と同時に、
肝炎ウイルス検査を実施しております。

通常2,040円の検査が612円で受けられますので、
ぜひこの機会に受けてください。

協会けんぽにご加入の皆様へ

肝炎ウイルス検査
実施のお知らせ

検査を希望する方は、裏面をご記入の上、
一般健診受診の際に、受付にご提出ください。

肝炎ウイルス検査 実施概要

検査費用：2,040円 612円

申込方法：裏面をご記入ください。

検査方法：
一般健診の採血の際に、同時に採血をします。
特別な検査は必要ありません。

（※）過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。

奈良県は、肝炎検診の受検率向上に取り組んでいます。

奈 良 県



氏名

被保険者証の記号・番号

生年月日

住所

電話番号

※肝炎ウイルス検査を希望する方のみ、
ご記入の上、生活習慣病予防健診の受診時に、
受付にご提出ください。

肝炎とは…

肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる、肝臓の病気です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ自覚症状が現れにくいため、血
液検査によって早期発見することが必要です。
輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、
一生に一度、受けることをお勧めします。

この検査では、B型肝炎・C型肝炎に感染しているかどうかが分
かります。検査は任意ですが、協会けんぽでは皆様に受けるこ
とをお勧めしております。

今まで受けたことのない方、または受けたかどうかわからない
方は、この機会にぜひ受けてください。

※この検査結果は、受診者自⾝の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特
定保健指導を含む）・健康相談並びに個⼈が識別されない方法での統計・調査研究に
限り使われます。

健診機関名



協会けんぽの健康診断では、生活習慣病予防健診と同時に、
肝炎ウイルス検査を実施しております。

通常2,040円の検査が612円で受けられますので、
ぜひこの機会に受けてください。（消費税10%の場合は624円となります）

協会けんぽにご加入の皆様へ

肝炎ウイルス検査
実施のお知らせ

検査を希望する方は、裏面をご記入の上、
一般健診受診の際に、受付にご提出ください。

肝炎ウイルス検査 実施概要

検査費用：2,040円 612円
（消費税10%の場合は624円となります）

申込方法：裏面をご記入ください。

検査方法：
一般健診の採血の際に、同時に採血をします。
特別な検査は必要ありません。

（※）過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。

http://www.pref.shimane.lg.jp/
http://www.pref.shimane.lg.jp/


氏名

被保険者証の記号・番号

生年月日

住所

電話番号

※肝炎ウイルス検査を希望する方のみ、
ご記入の上、生活習慣病予防健診の受診時に、
受付にご提出ください。

肝炎とは…

肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる、肝臓の病気です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ自覚症状が現れにくいため、血
液検査によって早期発見することが必要です。
輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、
一生に一度、受けることをお勧めします。

この検査では、B型肝炎・C型肝炎に感染しているかどうかが分
かります。検査は任意ですが、協会けんぽでは皆様に受けるこ
とをお勧めしております。

今まで受けたことのない方、または受けたかどうかわからない
方は、この機会にぜひ受けてください。

※この検査結果は、受診者自⾝の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特
定保健指導を含む）・健康相談並びに個⼈が識別されない方法での統計・調査研究に
限り使われます。

健診機関名



協会けんぽにご加入の皆様へ

肝炎ウイルス検査
実施のお知らせ

協会けんぽの健康診断では、生活習慣病予防健診と同時に、
肝炎ウイルス検査を実施しております。

通常2041円の検査が最高612(624)円で受けられますので、
ぜひこの機会に受けてください。

（※）（ ）内は消費税が10％へ変更された場合の自己負担額の最高額です。

（※）過去にＣ型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。

肝炎ウイルス検査 実施概要

検査費用：2041円 612(624)円

申込方法：裏面をご記入ください。

検査方法：
一般健診の採血の際に、同時に採血をします。
特別な検査は必要ありません。

検査を希望する方は、裏面をご記入の上、
一般健診受診の際に、受付にご提出ください。

全国健康保険協会 群馬支部
協会けんぽ



※肝炎ウイルス検査を希望する方のみ、
ご記入の上、生活習慣病予防健診の受診時に、
受付にご提出ください。

氏名

被保険者の記号・番号

生年月日

住所

電話番号

肝炎とは・・・

肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる、肝臓の病気です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ自覚症状が現れにくいため、血
液検査によって早期発見することが必要です。
輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、
一生に一度、受けることをお勧めします。

この検査では、Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎に感染しているかどうかが分
かります。検査は任意ですが、協会けんぽでは皆様に受けるこ
とをお勧めしております。

今まで受けたことのない方、または受けたかどうかわからない
方は、この機会にぜひ受けてください。

※この検査結果は、受診者自⾝の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特
定保健指導を含む）・健康相談並びに個⼈が識別されない方法での統計・調査研究に
限り使われます。

健診機関名



協会けんぽの健康診断では、生活習慣病予防健診と同時に、
肝炎ウイルス検査を実施しております。

通常2,040円（2,080円）の検査が612円（624円）で
受けられますので、ぜひこの機会に受けてください。

協会けんぽにご加入の皆様へ

肝炎ウイルス検査
実施のお知らせ

検査を希望する方は、裏面をご記入の上、
一般健診受診の際に、受付にご提出ください。

肝炎ウイルス検査 実施概要

検査費用：2,040円（2,080円） 612円（624円）

申込方法：裏面をご記入ください。

検査方法：一般健診の採血の際に、同時に採血をします。
特別な検査は必要ありません。

（※１）過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。

※（ ）内は、消費税率が１０％へ変更された場合の金額です。

（※２）（ ）内は、消費税率が１０％へ変更された場合の金額です。



氏名

被保険者証の記号・番号

生年月日

住所

電話番号

※肝炎ウイルス検査を希望する方のみ、
ご記入の上、生活習慣病予防健診の受診時に、
受付にご提出ください。

肝炎とは…

肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる、肝臓の病気です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ自覚症状が現れにくいため、血
液検査によって早期発見することが必要です。
輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、
一生に一度、受けることをお勧めします。

この検査では、B型肝炎・C型肝炎に感染しているかどうかが分
かります。検査は任意ですが、協会けんぽでは皆様に受けるこ
とをお勧めしております。

今まで受けたことのない方、または受けたかどうかわからない
方は、この機会にぜひ受けてください。

※この検査結果は、受診者自⾝の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特
定保健指導を含む）・健康相談並びに個⼈が識別されない方法での統計・調査研究に
限り使われます。

健診機関名



協会けんぽの健康診断では、生活習慣病予防健診と同時に、
肝炎ウイルス検査（※）を実施しております。

通常2,041円の検査が最高612円で受けられますので、
ぜひこの機会に受けてください。

（消費税率が10％へ変更された場合は最高624円で受けられます。）

協会けんぽにご加入の皆様へ

肝炎ウイルス検査
実施のお知らせ

検査を希望する方は、裏面をご記入の上、
原則一般健診受診の際に、受付へ直接ご提出ください。

肝炎ウイルス検査 実施概要

検査費用︓2,041円 最高612円
（消費税率が10％へ変更された場合は最高624円となります。）

申込方法︓裏面をご記入ください。

検査方法︓原則一般健診の採血の際に、
同時に採血をします。
特別な検査は必要ありません。

（※）過去にＣ型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。

千葉県



氏名

被保険者証の記号・番号

生年月日

住所

電話番号

※肝炎ウイルス検査を希望する方のみ、
ご記入の上、健診当日に受付へ直接ご提出ください。

肝炎とは…
肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる、肝臓の病気です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ自覚症状が現れにくいため、
血液検査によって早期発見することが必要です。
輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、
一生に一度、受けることをお勧めします。

この検査では、Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎に感染しているかどうかが
分かります。検査は任意ですが、協会けんぽでは皆様に受ける
ことをお勧めしております。

今まで受けたことのない方、又は受けたかどうかわからない方（※）は、
この機会にぜひ受けてください。

◆この検査結果は、受診者自身の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特定保健指
導を含む）・健康相談並びに個人が識別されない方法での統計・調査研究に限り使われます。

健診機関名

（※）過去にＣ型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。



今まで受けたことのない方、または受けたかどうか分からない方は、
この機会にぜひ受けてみてください。

２，０４１円の検査が ６１２円で受けられます！※

特別な検査は必要ありません！

※・過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。
・消費税率が10％へ変更された場合は624円になります。

（一般健診の採血の際に同時に採血します。）

お申し込みは、裏面をご覧ください！

協会けんぽでは生活習慣病予防健診と同時に

肝炎ウイルス検査を実施しています。

肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる肝臓の病気です。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、自覚症状が現れにくいため、血液検査によって「早期発見・

早期治療」を行うことが重要です。

輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、積極的に受診されることを

お勧めします。（検査は任意です。）

肝炎とは・・・

肝炎ウイルス検査のお知らせ



肝炎ウイルス検査申込書

該当 ①・②のうち、該当する項目の左枠内に○(ﾏﾙ)をしてください。

①生活習慣病予防健診の一般健診に併せて申し込みます。

②一般健診を受診した結果、GPTの値が36U/ｌ以上であったため申し込みます。※２

氏名

保険証の記号・番号

生年月日

住所

電話番号

私は、C型B型肝炎ウイルス検査を申し込みます。※１

平成 年 月 日

健診機関名

検査をご希望の方は、下記申込書をご記入の上、健診実施機関の窓口
に直接提出してください。

※１ この検査結果は、受診者自身の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特定保健指導を含む）・健康相談並びに
個人が識別されない方法での統計・調査研究に限り使われます。

※２ 上記②に該当する方は、健診後の受診ができます。詳しくは、健診機関窓口にお問い合わせください。
受診の際は、「生活習慣病予防健診結果通知票」も持参してください。





あなたは大丈夫？
ウイルス肝炎

群馬県のウイルス肝炎相談窓口

TEL 027-220-8179

群馬大学医学部附属病院肝疾患センター

平日 10時～17時
～一度は肝炎検査を受けましょう～

ウイルス肝炎ってどんな病気？ 感染を知るには

群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」

許諾番号：26-140737

            

              

     

              

群馬支部

じゃあ、

どうしたら

わかるの？
HBs抗原とHCV抗体を

調べてもらって

ください。

あなたの家族のために検査

を受けましょう。

肝臓は沈黙の臓器と

言われているから、

肝炎にかかっていても

症状が出ないのよ。

簡単な血液検査で

感染の有無が

わかるんですよ。


	1. 協会けんぽ申込用紙H30作成分(10支部分).pptx
	2.協会けんぽ群馬だより６月号

