相談スタッフ

T-PEC 医療機関検索

ドクター ･･･････････････････････････175 名

保存用

医療機関検索・専門医療検索・先進医療検索・
年末年始当番医検索ができるデータベースを
ご用意しております。

ヘルスカウンセラー ･････････････････181 名

（保健師･助産師･看護師･心理カウンセラー ･ ケアマネジャー
などキャリアのある相談スタッフ）

SBI 生命団信 ご加入者向け健康相談

http://t-pec.jp/

オペレーター ･････････････････････････76 名

セカンドオピニオンサービス／受診手配・紹介サービス
24時間電話健康相談サービス

携帯電話、スマートフォンからもご利用いただけます。
上記の QR コードをご活用ください。

（2017 年 7 月現在）

※一部の機種等により、ご利用いただけない場合がございます。

ご利用案内

ご相談に対応するヘルスカウンセラー

受診手配・紹介サービスの提供事例をご紹介します
提供事例

1

心臓弁膜症

61歳

提供事例

男性

薬物治療を続けていたが、呼吸が苦しくなったり、不整脈
が起こることが多くなり、手術が必要になってきた。

そろそろ手術も考えた方が良い。
自分のところでは手術は行っていな
いので紹介状はいつでも準備します。

2

症状が不安

応急手当ては？

夜中の発熱

ストレスがたまる

大腸がん 50 歳 女性

会社の健康診断で便潜血反応陽性。近くのクリニックで大
腸内視鏡検査を受けたところ、２cm 大の腫瘍が見つかる。
通常、このクリニックからは同市内の○○病院を紹介する
ケースが多いが、

希望する病院があれば
紹介状を書く。

と主治医に言われた。

と主治医に言われた。

心臓病専門の病院があるのならそこで専門的な
治療を受けたい。

人工肛門の生活は避けたい
人工肛門の生活は避けたい。実績の多いがんの
専門病院で治療
専門病院で治療をしたいので相談したい。

個人情報の取扱いについて
●本サービスは、ティーペック
（株）が業務委託を受けて運営しております。●ティーペック
（株）は、面談を伴うサービスを適切に実施するため、ご利用者よりいただく個人情報の取り
扱いを面談担当者（本事業提携会社および本事業提携医療機関を含む。以下同じ。
）に委託する場合がありますが、十分な個人情報の保護水準を満たす者を選定し、契約を締結するなど
必要かつ適切に監督いたします。
（個人情報をお知らせいただけない場合は、当該サービスをご提供できない場合があります。
）●ティーペック
（株）
は、個人情報を上記の目的以外に使用
しないことはもとより、ご利用者の同意を得ている場合、法令にもとづく場合、ご利用者本人または第三者の生命、身体または財産の保護のために必要があると当社が判断した場合を
除き、取得した個人情報を委託先以外の第三者に提供いたしません。● ティーペック
（株）
は、応対品質の向上及び通話内容の検証を目的として、書面、録音または電子的方法等により
記録させていただくことがございます。●ご提供いただいた個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止のお
手続きは、
「〒 110-0005 東京都台東区上野 5-6-10 ティーペック
（株）個人情報相談窓口責任者（個人情報保護責任者代理）」までお問い合わせ下さい。●当該サービスをご利用いた
だいた場合は上記の内容をご理解の上、個人情報の取得および提供についてご同意いただいたものとさせていただきますので、あらかじめご了承をお願いいたします。
フォームナンバー入ります

〈キリトリ線〉

SBI 生命団信 ご加入者向け

24時間電話健康相談サービス
通話料
無 料

0120 -311-249

お気軽にご相談ください。

〈キリトリ線〉

SBI 生命団信 ご加入者向け

24時間電話健康相談サービス
通話料
無 料

0120 -311-249

お気軽にご相談ください。

皆様の

困った！ をサポートいたします。
まずはご相談ください。

SBI 生命団信 ご加入者向け
大きな病気に
なってしまったとき

通話料
無 料

セカンドオピニオンサービス／
受診手配・紹介サービス

SBI 生命団信 ご加入者向け

健康に関して
質問したいとき

0120 -310-763

24時間電話健康相談サービス

0120 -311-249

通話料
無 料

セカンドオピニオンサービス

経験豊かな医師、保健師、看護師などを擁したティーペックの相談

医大の教授、名誉教授クラスの先生方から、現在の診断に対する見解や

ご相談にきめ細かくアドバイスいたします。

スタッフが、健康・医療・介護・育児・メンタルヘルスなどに関する

がんなどの重い病気と診断されたとき、医学界の各専門分野を代表する
今後の治療方針・方法などについて意見をもらうことができます。

がん

椎間板
ヘルニア症

白内障

子宮
筋腫

脳梗塞

医療
相談

相談事例

受診手配・紹介サービス

▲

相談する人もなく、現在通院している病院で大丈夫かなと悩

相談したい。

ましたところ、心房細動による不整脈が見られ、危うく脳

家庭で気をつけることは？

梗塞になる所だったと判明し、大変驚きました。
あの時相談していなければと思うと非常に恐ろしいで

▲
▲
▲

の低下が止まりました。貴社のお力添えに感謝しています。あ

言われたが。

りがとうございました。

目の具合が悪くなってから 2 年、
（手術を受けて）初めて視力

（セカンドオピニオンサービス 50 代 男性より）

( 注 1) 日曜・祝日・12/31 ～ 1/3 を除く

話

（24 時間電話健康相談サービス 50 代 男性より）

であることも聞き、びっくりしました。

主治医に希望の病院があれば紹介状を出すと

電

す。早期発見できて本当に助かりました。

に踏み切ることが出来ました。また、Ａ先生が大変有名な先生

主治医の病院で手術はできないと言われた。

月〜土

できるようになりましたが少し不安になり、相談いたしま

子どもがノロウイルス感染症と診断された。

できました。そして、目の状態を詳しく説明していただき手術

続けていいのか？

セカンドオピニオンサービス
電話
受診手配・紹介サービス
（注1）

んでした。しかし数分後に指が自由に動き、なんとか話が

能性大との事。専門医がいる病院を案内してもらい受診し

んでいたところ貴社のおかげで A 先生に診断してもらうことが

症状の改善が見られずに不安。このまま治療を

ある日、突然手の指が動かなくなり、言葉も出てきませ

した。すると、脳梗塞の前の段階の一過性脳虚血発作の可

ポリープからがんになることはある？

ご利用者の声

他の治療法がないのか？専門分野の医師に

検診でポリープが見つかりました。

▲

相談事例

不意のケガの応急手当て、どうすればいいの？

▲

籍し治療可能な場合に、受診の手配や紹介をいたします。

旅行中に急な発熱、近くの医療機関を知りたい。

▲

判断したケースで、手配・紹介先の医療機関にその専門分野の医師が在

0時

メンタル
ヘルスの
相談

介護
相談

ご利用者の声

▲

主治医のもとでは対応できない治療法や手術方法が必要など、主治医が

受付時間

育児
相談

etc.

750超 の疾患でご利用いただいております。

健康相談サービス

医療機関
情報等の
提供

健康
相談

9時

12時

15 時

18 時

21時

【ご利用に際して】

・被保険者ご本人と配偶者及びそのいずれかの被扶養者の方々がサービスをご利用いただけます。
ただし、セカンドオピニオンサービス / 受診手配・紹介サービスは被保険者ご本人に限ります。

・国外の相談および国外からの相談などはお受けできません。
・プライバシーは厳守されますので、安心してご利用ください。ただし生命の危険等、守秘の限界を超えると当社が判断した場合を除きます。
・ご利用者の状況またはご相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。
・ティーペック提供の医療機関情報などは、変更されている場合がありますので、受診などの際は、事前に医療機関などにご確認ください。
・ご利用の際の諸条件や、地域・内容により、ご要望に添えない場合がありますので、ご不明点はお問い合わせください。

23時

〈キリトリ線〉

SBI 生命団信 ご加入者向け

9：00〜18：00

24 時間 ･ 年中無休

切り取って
カードとして
ご利用
ください。

セカンドオピニオンサービス／
受診手配・紹介サービス
通話料
無 料

0120 -310-763

〈キリトリ線〉

SBI 生命団信 ご加入者向け

セカンドオピニオンサービス／
受診手配・紹介サービス
通話料
無 料

0120 -310-763

【ご利用に際して】
・被保険者ご本人と配偶者及びそのいずれかの被扶養者の方々がサービ
スをご利用いただけます。ただし、セカンドオピニオンサービス/受診
手配・紹介サービスは被保険者ご本人に限ります。

【ご利用に際して】
・被保険者ご本人と配偶者及びそのいずれかの被扶養者の方々がサービ
スをご利用いただけます。ただし、セカンドオピニオンサービス/受診
手配・紹介サービスは被保険者ご本人に限ります。

・ご利用の際の諸条件や、地域や内容によりご要望に沿えない場合が
ありますので、ご不明点はお問い合わせください。

・ご利用の際の諸条件や、地域や内容によりご要望に沿えない場合が
ありますので、ご不明点はお問い合わせください。

