
「あなたのページ」
への登録方法がよく
わからないという
方は、動画の視聴を
おすすめします！

大同健保では毎年、国の指導に基づき、
「被扶養者となっている方が被扶養者資格を失っていないか」を確認する調査を実施しています。

今年度はこの「被扶養者資格確認調査」について、みなさまからのご回答を
従来の「紙」による方式から「WEB」による方式に変更いたしました。

WEB回答では、必要書類を画像で送付できる、配偶者の公的書類の一部を省略できる場合があるなど、
みなさまのご負担が少なくなっております。

ご回答の準備として、事前に「セキュリティコード」を取得いただくなど
みなさまにはご面倒をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。

8月上旬に、会社経由で「被扶養者資格確認調査のご案内」が配付され
ます。8月9日、「MY HEALTH WEB」上に専用サイトがOPENします
ので、「新しいセキュリティコード」を使用して専用サイトにログインし、
ご回答ください。

6月中旬にご自宅へお届けした「MY HEALTH WEBご利用ガイド」は
ご覧いただけましたか？
P5、P7に記載の手順に沿って、ご登録と申請をお願いいたします。
このチラシの裏面にも同内容を掲載しています。お手元に「ご利用ガイド」がないという方は、
裏面にて手順をご確認ください。

　「セキュリティコード」は郵送でお届けしますので、
お手元に届くまでにお時間をいただきます。

!

❶ WEB回答のための準備をする

❷ 専用サイトから回答する
8月9日
専用サイト
OPEN

7
月
中
に
済
ま
せ
て
お
こ
う
！

お問い合わせ　
「あなたのページ」ログインについて
「MY HEALTH WEB」について
被扶養者資格確認調査について

大同特殊鋼健康保険組合 TEL：052‐671‐1187（担当：栄口）
「MY HEALTH WEB」ヘルプデスク TEL：03‐5213‐4467
専用ヘルプデスク 8月9日OPEN！ それ以前は大同健保まで

8月9日専用サイトOPENまでに❶を必ず終えてお待ちください

2022年
8月9日～9月30日

回答期間

「あなたのページ」へ登録し、「MY HEALTH WEB」から
メールアドレスを登録する

ご利用
ガイド

P5

「セキュリティコード」を申請し、届いたコードを使用
して任意の「新しいセキュリティコ―ド」を入力するご利用

ガイド

P7

ここから専用サイトへ！

「被扶養者資格確認調査」
WEB回答の流れ ご回答は被保険者のページからのみ可能です

今年度から
「被扶養者資格確認調査」は

になります！！



　「セキュリティコード」は「あなたのページ」のID/パスワードとは異なるものです。!

「セキュリティコード」を申請します

「セキ リティコ ド」は「あなたのペ ジ」!

必要事項を入力し、
「次へ」をクリック（タップ）

すでに登録済みの方は②へ ▶▶

「❶WEB回答のための準備」手順

メールアドレスの登録
をお忘れなく！

郵送で届いた最初の
セキュリティコードを
使って、任意の「新しい
セキュリティコード」を
登録するんだね。

自分で決めたコード、
忘れないようにしな
くちゃ！

自分で決
忘れない
くちゃ！

郵送で「セキュリティコード」が届いたら、
それを使って任意の
「新しいセキュリティコード」を入力し、
準備完了！

「あなたのページ」から
「MY HEALTH WEB」にログインし、 
メールアドレスを登録してください

「あなたのページ」に登録します

をクリック（タップ）して

「あなたのページ」に登録します。

はじめてご利用に
なる方はこちら

「MY HEALTH WEB」では、健診結果など
セキュリティコードによる認証が必要なペー
ジを初めて利用するときに、「セキュリティ
コード発行依頼」ボタンが表示されますの
で、クリック（タップ）。

＊以前に登録したが、ユーザーID/パスワードや登録の
メールアドレス等をお忘れの方、利用できないという方
は「再発行申請フォーム」よりご申請ください。

をクリック（タップ）

してログイン。
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