
TOTO健康保険組合による婦人科単独健診を実施いたします。

受診希望の方は以下の内容をご確認の上、お申込手続きを行ってください。

TOTO健康保険組合

婦人科単独健診のご案内

【乳腺エコー】
40歳未満の方に向いていると言われています。乳房にジェルをつけたプローブという器具をあてて、胸全体に滑らせ
ていく検査のため痛みはありません。しこりの内部構造を観察しやすいと言われています。

【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。乳房を挟み圧迫しながらＸ線撮影をします。少し痛みを感じる事
があります。触ってもわからないような早期の乳がんや、微細な石灰化を伴う乳がんの発見に有効と言われています。

以下の内容に同意いただける方のみお申込ください。

◆お申込時にご連絡いただいた個人情報は、受付業務委託先である株式会社ＬＳＩメディエンスを通じ、
健診実施機関に提出されるとともに、委託元であるTOTO健康保険組合に提供されます。

個人情報の取扱いに関する同意事項

【本事業に関するお問い合わせ先】
株式会社LSIメディエンス 健康検診事業部
所在地 〒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
電話：0120-507-066 FAX：03-3668-4514

2020年度

◆申込期限 ： 2021年1月15日

◆受診期限 ： 2021年1月31日

◆受診対象者と検査項目について

対象者 ： ・ 受診日当日に被保険者(社員)の資格がある20歳以上の女性

検査項目： ・ 乳がん検査 ：乳房マンモグラフィー、乳腺エコー（併用可）

※今年度より、乳房マンモグラフィーと乳腺エコーの同時受診が
可能になりました。

・ 子宮がん検査：頸部細胞診

◆健診費用 ：全額健康保険組合が負担します。
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お申込から受診までの流れ

１ 申込方法を決める

２
健診機関へ電話予約する
（必ず事前予約が必要です）

３ ㈱ＬＳＩメディエンスへの申込手続きを行う

インターネットで（株）LSIメディエンスの申込サイトにログインし、利用可
能な健診機関、検査項目を確認してください。受診希望の健診機関にご
自身で電話をかけ、電話予約を行ってください。
健診機関への予約内容については、下記をご参照ください。（健診機関の選
択についてはP４以降を参照）

注）受診日は予約日から2週間より先の日付で予約してください。
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。

申込方法に関わらず、インターネットで㈱ＬＳＩメディエンスへの申込みを行ってください。
（申込手続きにつきましては、本紙４ページ以降を参照）
注）(株)ＬＳＩメディエンスへの申込手続きを行っていない場合、健診機関への検査代金精算手続きや、
受診資格に関する確認が取れないため、健診機関窓口で全額自己負担となります。ご注意ください。
また、(株)ＬＳＩメディエンスへの申込手続きが遅れると、受診日の変更が必要となる場合があります。
直接予約方式で健診機関への予約が完了された方も、必ず申込手続きを行ってください。

以下の２種類の方式より、（株）LSIメディエンスへの申込方法を選択してください。
『直接予約方式』：健診機関への予約を取得し、（株）LSIメディエンスへ申込手続きを行います。
『希望日予約方式』：受診希望日を５つ決めて、（株）LSIメディエンスへ申込手続きを行います。

受診を希望する健診機関にご自身で直接電話をし、下記①~④
を伝え予約してください。
① 「TOTO健康保険組合の婦人科単独健診の予約をお願いします」
② 「代行機関は(株)ＬＳＩメディエンスです」
③ 「検査項目は乳房マンモグラフィー（または乳腺エコー）と子宮がん
（頸部細胞診）検査です」

④ 「受診希望日は○月○日です」
※（株）LSIメディエンスへの申込手続き日より2週間より先の日程
で予約してください。
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TOTO健康保険組合
婦人科単独健診

４ 健診予約券（ハガキ）到着 受診

(株)ＬＳＩメディエンスへの申込手続が完了すると、健診機関への申込内容確認・
予約調整後、(株)ＬＳＩメディエンスより「健診予約券（ハガキ）」が到着します。
受診日当日は、「健診予約券（ハガキ）」、「健康保険証」を必ずご持参ください。
健康保険証は本人確認および加入資格確認のため使用いたします。

注）健診結果は、受診した健診機関より受診者様へ直接報告されます。結果報告の方法は、
健診機関により異なりますので、予約した健診機関に直接ご確認をお願いいたします。

【予約した日程などの変更について】
受診予定の健診機関へ変更内容を連絡後、(株)ＬＳＩメディエンスにも変更内容をお知らせください。

(株)ＬＳＩメディエンス コールセンター
【電話】 ０１２０－５０７－０６６ 【FAX】０３－５９９４－２１３１
【お問合せ受付時間】 平日9:00～17:30 （土・日・祝日を除く）
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㈱ＬＳＩメディエンスへの申込手続（インターネット）

ログイン・TOP

健康診断の申込画面が表示されます。
①画面右下の「申込ハガキをお持ちでない方、
ログインIDをお忘れの方、新たにログインID
を取得される方はこちら」をクリックして
ください。
年度ごとにＩＤが変わりますので、昨年取
得された方も今年度新たなＩＤを取得して
ください。
（昨年のＩＤでは申込履歴の表示のみとな
ります）

●以下のＵＲＬにアクセスして、㈱ＬＳＩメディエンスの申込ログインＴＯＰ画面に
アクセスしてください。（パソコンのほか、スマートフォンからのアクセスも可能です。）

https://www.tme.medience.co.jp/mestfweb/
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ログインＩＤの取得

②健康保険証をご用意の上

・「保険者番号 06400113（半角数字）」

・「健康保険証番号（半角数字）」
・「名前カナ（全角カナ）（例）ハナコ」
・「生年月日（西暦8桁）」
を入力してください。

③「次へ」を
クリックしてください。

④「このIDでログイン」をク
リックしてください。
（初期画面にログインIDが表
示されます。）
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ログインＩＤはログインする
際に必要となりますので、お
手元に控えてください。



ログイン ①

⑤ 健康診断の申込画面にログインIDが表示されて
いることをご確認の上、パスワード（以下をご参
照ください）を入力し、「ログイン」をクリック
してください。

●パスワード（西暦の生年月日8桁）
（例）1970年1月1日の場合「19700101」
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ログイン ②

②上記「健康診断申込の同意事項」の内容をご確認の上、
「同意する」をクリックしてください。
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●受診対象のコースをご確認ください。

①コース名称を確認の上、受診希望のコースを選択（「次へ」をクリック）する。

受診対象コースの確認
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●健診機関の検索を行います。
健診機関名、都道府県名などの条件をご入力のうえ、検索してください。
※健診機関名の一部をご入力いただいても検索可能です。
検索結果は、検索ボタン押下後に画面下方に表示されます。スクロールしてご確認ください。
直接予約をご希望の際は、検索した健診機関の情報を確認の上、健診機関への予約を
お取りください。（健診機関への予約後、再度本サイトにログインの上、予約内容に
ついて（株）LSIメディエンスへの申込手続きを完了させてください。）

③受診希望の健診機関が表示されたら、「選択」をクリックして
ください。
※過去に表示されていた受診希望の健診機関が表示されない、
または選択出来ない場合は（株）LSIメディエンスにご連絡を
お願いいたします。

※受診希望の検査項目で健診機
関を検索する場合はクリックし
てください。

①「健診機関名」を入力して下さい。

※都道府県を選択し市区町村名を入力すると、
候補を絞って表示されます。

②上記条件を入力後「検索」をクリック
してください。

健診機関を選択
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予約方式：直接予約方式・希望日予約方式



受診項目の入力

受診希望の検査項目を選択してください。
健診機関を検索した際に選択した検査項目についても、
この画面で再度変更が可能です。
※内容に変更が無ければ、変更は不要です。

乳がん検査について

今年度より、乳マンモと乳エコーを同時にお申込いただけるようになりました。
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予約方式：直接予約方式・希望日予約方式



表示画面内容に従い、予約日程または受診希望の日程を入力してください。

※選択したコースにより、表示される内容が異なります。

受診予定日時等の入力

2020年4月1日~2021年1月31日

■直接予約方式を選択の方

■希望日予約方式を選択の方

カレンダーをクリックし、受診希望のお
日にちを入力してください。※可能な限
り第五希望の日程までご入力ください。

2020年4月1日~2021年1月31日

①カレンダーをクリックし、健診機関へ予約
済みの受診日を選択してください。

②予約済みの受診時間を選択し
てください。

③健診機関へ予約した際の受付担当者名を入
力してください。(不明な場合は空欄のまま
にしてください。）
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●「あなたの情報」に記載されている内容をご確認ください。
《注意事項》
・「現在登録されているあなたの情報」の欄に記載されている情報について変更が
必要な場合は、TOTO健康保険組合へご連絡ください。（ＬＳＩメディエンスに
よる修正はできません）

①「発送先情報」の欄に、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」にて連絡が取れない場合、「自宅/携
帯電話」にて確認させていただきます。

②「次へ」をクリックしてください。

個人情報の確認・入力

健康保険証記号 ：101
健康保険証番号 ：1234567
氏名 ：健診 花子
氏名（カナ） ：ケンシン ハナコ
性別 ：女性
生年月日 ：1964年1月1日
健康保険組合名 ：TOTO健康保険組合
会社名 ：TOTO健康保険組合
メールアドレス ：aaa@bbbbbbb.co.jp
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●申込内容をご確認してください。

①変更する場合は「個人情報の入力へ戻る」ボ
タンをクリックして修正してください。

②上記内容でよろしければ、右下の「上記の内
容で申込む」をクリックしてください。
※申込内容の確認画面では、まだお申込みは
完了しておりません。

申込内容の確認・送信

101

1234567

健診 花子

ケンシン ハナコ

1964年1月1日

TOTO健康保険組合

aaa@bbbbbbb.co.jp

婦人科単独

2020年4月15日
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●お申込み内容は、再度ログインし「履歴」を
クリックすると内容を確認できます。

上記「健康診断のお申込みを承りました」の画面が
表示されましたらお申込みは完了です。

●健診機関への予約確認が完了しましたら、
㈱ＬＳＩメディエンスより健診予約券

（ハガキ）を送付いたします。
●健診機関への予約内容と(株)ＬＳＩメディエン
スへの申込内容が違う場合は、健診機関の予約
内容に準じます。

申込み完了画面・お申込内容の確認
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①キャンセル希望の場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。
（まだ確定しません）

※翌日以降でキャンセル希望の場合、必ず健診機関へ連絡後、
㈱LSIメディエンスまでご連絡ください。（0120-507-066）
（詳細は下記参照）

【予約キャンセルおよび変更の連絡】
受診日が決まった後で日程の変更やキャンセルが発生した場合は、必ず健診機関および

㈱ＬＳＩメディエンスにお電話にてご連絡ください。 連絡無く受診をキャンセルされた
場合、健診機関からキャンセル料の請求があり、お支払いいただく場合があります。
ＬＳＩメディエンス コールセンター （0120-507-066）
（※健康保険組合への連絡は不要です。

！
注意

●WEB画面へのお申込み日当日であれば、キャンセル処理が可能となっております。

インターネット申込当日のキャンセルについて

②「Yes」ボタンをクリックし、キャンセルを確定します。
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