更新日： 令和4年1月12日

当組合が行う事業において業務委託する内容及び委託先は下記のとおりです。
委託先

委託業務の内容
健康保険組合業務処理システム、
健診結果・医療費通知のWeb閲覧サービス

ユニバーサル・ビジネス・ソリューションズ株式会社

ネットワーク等システム管理

ユーロテック情報システム販売株式会社

各種書類の保存管理・廃棄

株式会社データ・キーピング・サービス

被保険者証作成業務

凸版印刷株式会社

歯科検診

株式会社 ai-Health

レセプト点検
柔道整復施術療養費支給申請書の点検
ジェネリック医薬品利用促進通知の作成
適正受診（頻回受診・重複投薬・多剤投与）通知の作成

株式会社オークス

機関誌の編集および発行

株式会社保健同人社

ホームページ保守業務およびコンテンツ提供

株式会社保健同人社

電話・Web健康相談

株式会社保健同人社

育児書の配布

株式会社法研

健診結果のデータエントリー

株式会社エヌシーアール社会保険サービス

賞品提供と発送

株式会社セルメスタ

データエントリー業務またその他付随する業務

株式会社東計電算

健康保険組合共同事業「介護・健康教室」の開催

財団法人総合健康推進財団

巡回レディース健診

一般財団法人 全国健康増進協議会

データ分析ツールおよびコンサルティング

IQVIAソリューションズ ジャパン株式会社

重症化予防事業 受診勧奨（生活習慣病受診サポートサービス） ティーペック株式会社

情報提供事業 特定保健指導・受診勧奨通知の作成

株式会社エスシーシー

情報提供事業
特定保健指導・受診勧奨通知のレポート印刷・発送業務（再 パーソルワークスデザイン株式会社
委託）
Web被扶養者再確認調査

日本システム技術株式会社

被保険者証作成業務

日本貿易印刷株式会社

委託業務の内容

委託先
北海道厚生農業協同組合連合会
医療法人社団 光星 メディカルプラザ札幌健診クリニック
医療法人社団 明日佳 札幌健診センター
公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター 附属健康増進センター 札幌商工診療所

健康診断業務

社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院
社会福祉法人 北海道社会事業協会小樽病院
一般財団法人 ハスカッププラザ 苫小牧市保健センター
公益財団法人 北海道労働保健管理協会
総合病院 伊達赤十字病院
（青森保健生活協同組合） あおもり協立病院
公益財団法人 ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ協会 八戸西健診プラザ
公益財団法人 岩手県予防医学協会
（日本赤十字社） 盛岡赤十字病院
（一般社団法人 日本海員掖済会） 宮城利府掖済会病院
財団法人 厚生会 仙台厚生病院
公益財団法人 宮城県結核予防会
一般財団法人 宮城県予防医学協会
医療法人社団 進興会 せんだい総合健診クリニック
医療法人財団 明理会 イムス仙台クリニック
医療人徳洲会 仙台徳洲会病院
社会医療法人 明和会 中通健康クリニック
公益財団法人 秋田県総合保健事業団
公益財団法人 やまがた健康推進機構
公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂クリニック
公益財団法人 福島県保健衛生協会
（医療法人 達生堂） 城西総合健診センター
医療法人社団 常仁会 牛久愛和総合病院
医療法人社団 光仁会 総合守谷第一病院
公益財団法人 筑波メディカルセンター
（茨城県厚生農業協同組合連合会） 総合病院 土浦協同病院
（佐野厚生農業協同組合連合会） 佐野厚生総合病院
一般財団法人 日本健康管理協会 とちぎ健診プラザ
医療法人 正美会 大岡メディカルクラブ
社会医療法人 中山会 宇都宮記念病院 総合健診センター
一般財団法人 伊勢崎佐波医師会病院 成人病検診センター
社会医療法人 鶴谷会
医療法人社団 三愛会 三愛クリニック
医療法人 島門会 本島総合病院
SUBARU健康保険組合 太田記念病院
医療法人財団 明理会 イムス太田中央総合病院 健康管理センター
一般財団法人 全日本労働福祉協会 群馬県支部
医療法人財団 新生会 大宮共立病院
医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院
医療法人財団 東光会 戸田中央総合健康管理センター
所沢市市民医療センター
医療法人 永仁会 入間ハート病院
医療法人 高友会 アルシェクリニック
医療法人 大宮シティクリニック
医療法人社団兜中央会 中島クリニック 巡回健診センター
医療法人 藤和会 藤間病院総合健診システム
社会医療法人社団尚篤会 赤心堂総合健診クリニック
医療法人社団 宏志会 豊岡第一病院

委託業務の内容

健康診断業務

委託先
独立行政法人 地域医療機能推進機構千葉病院
医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院附属幕張クリニック
医療法人財団 有相会 最成病院ヘルスケアセンター
一般財団法人 柏戸記念財団 ポートスクエア柏戸クリニック
医療法人社団 扇心会 幕張マリブクリニック
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 千葉県済生会習志野病院
医療法人社団 天宣会 柏健診クリニック
医療法人社団 誠馨会 新東京クリニック
独立行政法人 地域医療機能推進機構 船橋中央病院
公益財団法人 日産厚生会 佐倉厚生園病院
医療法人財団 明理会 千葉ロイヤルクリニック
杏林大学医学部附属病院
医療法人財団 小畑会 浜田病院
社会福祉法人 三井記念病院
公益財団法人 結核予防会 総合健診推進センター
一般財団法人 健康医学協会
医療法人社団 裕健会 神田クリニック 健康管理センター
医療法人社団 榊原厚生会 榊原サピアタワークリニック
医療法人社団 プラタナス 女性のための統合ヘルスクリニック イーク
医療法人社団博心厚生会 九段クリニック
医療法人社団 中央みなと会 三井タワークリニック
一般財団法人 日本健康開発財団 東京・八重洲総合健診センター
医療法人財団 明理会 イムス八重洲クリニック
東京慈恵会医科大学附属病院 新橋健診センター
医療法人財団 潤康会 芝パーククリニック
医療法人社団 進興会
医療法人社団 天宣会 汐留健診クリニック
医療法人社団 榊原厚生会 新宿ＮＳビルクリニック
一般財団法人 東京社会保険協会
医療法人社団 成山会 楠樹記念クリニック
医療法人財団 敬昭会 芙蓉診療所 成人病医学センター
医療法人財団 卓秀会 新宿センタービルクリニック
独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター
一般財団法人 日本健康管理協会 新宿健診プラザ
医療法人社団 同友会
医療法人社団 せいおう会 鶯谷健診センター
医療法人財団 三友会 深川ギャザリアクリニック
医療法人社団 東京巨樹の会 東京品川病院総合健診センター
公益財団法人 河野臨床医学研究所付属 北品川クリニック
一般財団法人 全日本労働福祉協会
日本赤十字社医療センター
（医療法人 宝生会） ＰＬ東京健康管理センター
社会医療法人 河北医療財団
一般財団法人 衛生文化協会 城西病院
立正佼成会付属佼成病院
医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院
医療法人財団 慈生会 野村病院 予防医学センター
社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院人間ドック健診センター
医療法人財団 立川中央病院
一般財団法人明治安田健康開発財団 新宿健診センター
医療法人財団 六医会 内幸町診療所
日本大学病院健診センター

委託業務の内容

健康診断業務

委託先
医療法人社団 日健会 日健クリニック
一般財団法人 ライフ・プランニング・センター 日野原記念クリニック
医療法人社団ウイリング 鉄鋼ビル丸の内クリニック
医療法人社団 ミッドタウンクリニック
公益財団法人 日産厚生会診療所
医療法人財団 コンフォート コンフォート横浜健診センター
医療法人社団 相和会
医療法人社団 相和会 産業健診センター
公益財団法人 神奈川県予防医学協会
一般財団法人 神奈川県労働衛生福祉協会
医療法人社団 三喜会 横浜新緑総合病院
社会医療法人財団 互恵会 大船中央病院
一般財団法人 ヘルス・サイエンスセンター
東海大学医学部付属病院
医療法人社団 ジャパンメディカルアライアンス
医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院
医療法人社団 亮正会 高津中央クリニック
社団法人 新潟県労働衛生医学協会
一般財団法人 健康医学予防協会
公益財団法人 富山県健康づくり財団
一般財団法人 北陸予防医学協会
一般財団法人 石川県予防医学協会
医療法人社団 藤聖会 金沢メディカルステーション ヴィーク
公益財団法人 福井県予防医学協会
社団医療法人 城西医療財団 城西病院
（日本赤十字社） 諏訪赤十字病院
公益財団法人 長野県健康づくり事業団
（日本赤十字社） 岐阜赤十字病院
一般財団法人 芙蓉協会 聖隷沼津第一クリニック 聖隷沼津健康診断センター
公益財団法人 SBS静岡健康増進センター
社会福祉法人 聖隷福祉事業団
医療法人 オリエンタルクリニック
一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会
一般財団法人 愛知健康増進財団
日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院
医療法人 誠厚会 名駅前診療所保健医療センター
医療法人 松柏会 国際セントラルクリニック
一般財団法人 全日本労働福祉協会 東海診療所
（中日新聞社健康保険組合） 中日病院
医療法人 輝山会 名古屋東栄クリニック
一般社団法人 半田市医師会
医療法人社団 喜峰会 東海記念病院
西知多医療厚生組合
医療法人 尚徳会 ヨナハ総合病院健診センター
一般財団法人 近畿健康管理センター
一般財団法人 京都工場保健会
医療法人 和松会 大和健診センター
社会医療法人 生長会 ベルクリニック
一般財団法人 箕面市医療保健センター
一般財団法人 日本予防医学協会 西日本事業部
医療法人伯鳳会 大阪中央病院
医療法人 聖授会

委託業務の内容

健康診断業務

委託先
医療法人 三知会 森本記念クリニック
一般財団法人 大阪府結核予防会
医療法人 城見会
一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会大阪支部
関西医科大学天満橋総合クリニック
一般財団法人 関西労働保健協会
一般財団法人 みどり健康管理センター
一般財団法人 住友生命福祉文化財団
社会医療法人 寿楽会 大野クリニック
医療法人厚生会 心斎橋クリニック
公益財団法人 兵庫県予防医学協会
医療法人 明和病院
一般社団法人 姫路市医師会
社会医療法人 神鋼記念会 神鋼記念病院健診センター
社会医療法人神鋼記念会 新神戸ドック健診クリニック
一般社団法人 和歌山市医師会成人病センター
公益財団法人 和歌山県民総合健診センター
一般財団法人 淳風会
一般財団法人 広島県集団検診協会
医療法人 広島健康会 アルパーク検診クリニック
医療法人 健康倶楽部
独立行政法人 地域医療機能推進機構 下関医療センター
医療法人社団 曙会 佐々木外科病院
一般社団法人 山口総合健診センター
（国家公務員共済組合連合会） KKR高松病院
医療法人社団なつめ会 美術館診療所
（一般社団法人 松山市医師会） 松山市医師会健診センター
一般財団法人 西日本産業衛生会 福岡健診診療所
医療法人 原三信病院
医療法人 親愛
医療法人財団博愛会 人間ドックセンターウェルネス
公益財団法人 福岡労働衛生研究所
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリアヘルスケアセンター
一般財団法人 九州健康総合センター
一般財団法人 西日本産業衛生会 北九州産業衛生診療所
一般財団法人 西日本産業衛生会 北九州健診診療所
公益財団法人 佐賀県健康づくり財団
社会福祉法人 十善会 十善会病院
一般社団法人 八代市医師会 健診センター
日本赤十字社 熊本健康管理センター
医療法人社団 緑水会 花畑クリニック
一般財団法人 西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター
独立行政法人 地域医療機能推進機構 宮崎江南病院
医療法人 聖心会 かごしま高岡病院
医療法人 愛誠会 昭南病院
一般財団法人 琉球生命済生会 琉生病院
医療法人 沖縄徳洲会 徳洲会新都心クリニック
公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院健康管理センター

委託業務の内容

委託先
ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社
ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社
株式会社保健支援センター

株式会社エス・エム・エス
株式会社CureApp
北海道厚生農業協同組合連合会
医療法人社団 光星 メディカルプラザ札幌健診クリニック
医療法人社団 明日佳 札幌健診センター
公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター 附属健康増進センター 札幌商工診療所

社会福祉法人 函館厚生院 函館中央病院
一般財団法人 ハスカッププラザ 苫小牧市保健センター
公益財団法人 ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ協会 八戸西健診プラザ
公益財団法人 岩手県予防医学協会
財団法人 厚生会 仙台厚生病院
公益財団法人 宮城県結核予防会
一般財団法人 宮城県予防医学協会
医療法人社団 進興会 せんだい総合健診クリニック
社会医療法人 明和会 中通健康クリニック
公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂クリニック
公益財団法人 筑波メディカルセンター
社会医療法人 中山会 宇都宮記念病院 総合健診センター
一般財団法人 伊勢崎佐波医師会病院 成人病検診センター
医療法人社団 三愛会 三愛クリニック
SUBARU健康保険組合 太田記念病院
一般財団法人 全日本労働福祉協会 群馬県支部
医療法人財団 新生会 大宮共立病院
特定保健指導業務
医療法人 大宮シティクリニック
所沢市市民医療センター
独立行政法人 地域医療機能推進機構 千葉病院
医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院附属幕張クリニック
一般財団法人 柏戸記念財団 ポートスクエア柏戸クリニック
医療法人社団 天宣会 柏健診クリニック
独立行政法人 地域医療機能推進機構 船橋中央病院
公益財団法人 日産厚生会 佐倉厚生園病院
医療法人財団 明理会 千葉ロイヤルクリニック
社会福祉法人 三井記念病院
公益財団法人 結核予防会 総合健診推進センター
一般財団法人 健康医学協会
一般財団法人 日本健康開発財団 東京・八重洲総合健診センター
医療法人財団 明理会 イムス八重洲クリニック
東京慈恵会医科大学附属病院 新橋健診センター
医療法人社団 進興会
医療法人社団 榊原厚生会 新宿ＮＳビルクリニック
一般財団法人 東京社会保険協会
医療法人社団 成山会 楠樹記念クリニック
独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター
一般財団法人 日本健康管理協会 新宿健診プラザ
医療法人社団 同友会
医療法人社団 せいおう会 鶯谷健診センター
医療法人社団 東京巨樹の会 東京品川病院総合健診センター
日本赤十字社医療センター
（医療法人 宝生会） ＰＬ東京健康管理センター
立正佼成会付属佼成病院
医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院
医療法人財団 慈生会 野村病院 予防医学センター
医療法人財団 立川中央病院
一般財団法人明治安田健康開発財団 新宿健診センター

委託業務の内容

委託先

日本大学病院健診センター
医療財団法人 ライフ・プランニング・センター 日野原記念クリニック
一般社団法人 全国健康増進協議会
医療法人財団 コンフォート コンフォート横浜健診センター
医療法人社団 相和会 産業健診センター
公益財団法人 神奈川県予防医学協会
社会医療法人 財団互恵会 大船中央病院
一般財団法人 ヘルス・サイエンスセンター
医療法人社団 ジャパンメディカルアライアンス
医療法人社団 亮正会 高津中央クリニック
一般社団法人 新潟県健康管理協会
一般財団法人 健康医学予防協会
公益財団法人 富山県健康づくり財団
一般財団法人 石川県予防医学協会
公益財団法人 SBS静岡健康増進センター
社会福祉法人 聖隷福祉事業団
医療法人 オリエンタルクリニック
一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会
特定保健指導業務
日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院
一般財団法人 全日本労働福祉協会 東海診療所
医療法人 輝山会 名古屋東栄クリニック
一般社団法人 半田市医師会
西知多医療厚生組合
医療法人 尚徳会 ヨナハ総合病院健診センター
一般財団法人 京都工場保健会
医療法人伯鳳会 大阪中央病院
医療法人 城見会
一般財団法人 関西労働保健協会
一般財団法人 住友生命福祉文化財団
社会医療法人 寿楽会大野クリニック
社会医療法人 生長会 ベルクリニック
社会医療法人神鋼記念会 新神戸ドック健診クリニック
公益財団法人 和歌山県民総合健診センター
一般財団法人 淳風会
一般財団法人 広島県集団検診協会
一般社団法人 山口総合健診センター
医療法人財団 博愛会 人間ドックセンターウェルネス
公益財団法人 福岡労働衛生研究所
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリアヘルスケアセンター
公益財団法人 佐賀県健康づくり財団
日本赤十字社 熊本健康管理センター
独立行政法人 地域医療機能推進機構 宮崎江南病院
医療法人 聖心会 かごしま高岡病院
特定保健指導業務
医療法人 愛誠会 昭南病院
一般財団法人 琉球生命済生会 琉生病院

委託業務の内容

委託先
医療法人社団 扇心会 幕張マリブクリニック
一般財団法人 健康医学協会
医療法人社団 榊原厚生会 榊原サピアタワークリニック
医療法人社団博心厚生会 九段クリニック
医療法人社団 中央みなと会 三井タワークリニック
インフルエンザ 医療法人社団 同友会
医療法人財団三友会 深川ギャザリアクリニック
予防接種
医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院
クリニック・イン・ザ・モーニング
医療法人社団 霞山会 MYメディカルクリニック
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
メディカルコート八戸西病院付属 八戸西健診プラザ
医療法人社団進興会 せんだい総合健診クリニック

【新規委託機関】
委託業務の内容

委託先

締結日

情報提供事業 特定保健指導・受診勧奨通知の作成 株式会社エスシーシー

2021.7.1～

情報提供事業
特定保健指導・受診勧奨通知のレポート印刷・発送業務（再委
託）

パーソルワークスデザイン株式会社

2021.7.1～

Web被扶養者再確認調査

日本システム技術株式会社

2021.8.1～

重症化予防事業 受診勧奨（生活習慣病受診サポートサービス）

ティーペック株式会社

2021.10.1～

被保険者証作成業務

日本貿易印刷株式会社

2021.10.1～

【解除委託機関】
委託業務の内容

委託先

解除日

情報提供シート作成

株式会社法研

～2021.12.22

通知書による受診勧奨および電話による保健指導

株式会社法研

～2021.12.22

