
人間ドックのご案内 

期間限定特別料金 

ゆっくり、じっくり身体を見直しませんか？ 

割引期間  平成２８年４月１１日～５月２０日 
            （土・日・祝日は除く） 
 

対象コース ①一泊ドック  

          通常69,120円 → 51,840円（税込） 

 

        ②優待ドック（一日コース）  

         ※乳がん・子宮がん・前立腺がん検査等は含まれておりません 

          通常32,400円 → 24,300円（税込） 

 
 

６階健康管理科 
事務室にて 

申込み手続きが 
できます 

＜ご予約・お問合せ＞ 
 
 

愛媛県四国中央市川之江町2233 
公立学校共済組合四国中央病院 健康管理科 
 

予約電話: 0896-58-3515（内線253） 
 

受付時間: 平日10:00～17:00 



  人間ドック検査項目表（優待宿泊）51,840 円 
 

種  別 検  査  項  目 

身体計測 身長・体重測定・標準体重・肥満度・BMI・腹囲測定 

 

呼吸器検査 胸部Ｘ線撮影 

 

 肺機能検査（スパイログラム） 

 

循環器検査 血圧測定、心電図（12誘導） 

 

尿検査 蛋白、糖、潜血、比重、ウロビリノーゲン、PH 

 

胃腸検査 胃透視(バリウム)検査または胃内視鏡(カメラ)検査 

 

 便潜血反応（免疫学的検査） 

超音波検査 腹部超音波検査（肝、胆、腎） 

 

生化学検査 GOT、GPT、LDH、ALP、コリンエステラーゼ、γ－GTP、 

クレアチニン、尿酸、総蛋白、Ａ／Ｇ比、 

ＺＴＴ（硫酸亜鉛混濁反応）、アルブミン、総ビリルビン、 

総コレステロール、中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、 

ＬＤＬコレステロール、血清アミラーゼ、尿中アミラーゼ 

 

糖尿検査 ヘモグロビンＡ１ｃ、空腹時血糖 

 

 ブドウ糖負荷試験 

 

末梢血液検査 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数、 

 

ＭＣＶ、ＭＣＨ、ＭＣＨＣ 

 

血清反応検査 ＨＢｓ抗原、ＣＲＰ、ＨＣＶ抗体 

 

眼科検査  眼底検査、視力測定 

 

眼圧検査 

 

耳鼻科検査  聴力検査（簡易）  

 

婦人科系検査 

 

子宮頸部細胞診、マンモグラフィー 

前立腺検査 

 

腫瘍マーカー（PSA） 

その他  診察、骨密度測定検査 

 

※大腸内視鏡(ファイバー)検査のある、2 泊コースは廃止となりました。 

 1 泊コースで大腸内視鏡検査を追加することはできません。 
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オプション料金表（一般宿泊） 
                  

検 査 名 内      容 料金（税込） 

頭部 MRI・MRA 検査 
脳梗塞・脳動脈硬化・脳腫瘍・脳萎縮・脳動脈瘤等の

早期発見 
12,960 円 

肺がん検診（胸部 CT 検査） 

 

肺がん・呼吸器疾患の早期発見に効果があります。単

純Ｘ線では診断できない部位の病変もチェックでき

ます。特に肺がんは CT 検査でなければ発見は困難で

す。喫煙される方や、咳・痰・息切れのある方におす

すめします。 

8,640 円 

動脈硬化検査 

 

四肢の血圧と脈派伝播速度を調べて、四肢の動脈硬化

と血流の状態をみます。 
2,160 円  

内臓脂肪検査（FAT スキャン） 

 

メタボリックシンドロームなど生活習慣の診断に役

立つ内臓脂肪の面積をＸ線で計測します。 
 

3,240 円  

睡眠時無呼吸検査（簡易検査） 

 

 

睡眠中の無呼吸・いびき・血中酸素レベルの程度を調

べます。肥満や日中の眠気のある方、いびきをかく方

におすすめします。ご自宅で検査していただけます。 
8,100 円 

ABC 検査 （血液検査） 
（血液ピロリ菌検査+胃粘膜萎縮度検査） 

※下欄の血液ピロリ菌検査を含みます。 

 

 

胃がん発生のリスクを調べます。ピロリ菌感染がなく

粘膜萎縮もない方は胃がんや潰瘍の罹患率は非常に

低く、萎縮が高度になると率が上がります。 
※胃切除後やピロリ菌除菌後の方、または潰瘍等の治療中

の方は正しい結果が得られない可能性がありますので対

象外です。 

3,780 円 

血液ピロリ菌検査 

 

胃がん発生のリスクを調べます。 

血液にてピロリ菌の有無のみを調べます。 2,160 円 

甲状腺機能検査（血液検査） 

 

甲状腺ホルモンは基礎代謝を司るホルモンで、その増

減で体調に変化が出ます。体重の急な増減や疲れやだ

るさが続く時におすすめします。甲状腺が腫大してい

る方は特におすすめします。 
 

4,320 円 

心疾患マーカー検査  
（NT-proBNP）   

（血液検査） 

心臓に負担がかかると分泌されるホルモンです。高血

圧や肥満などによる心臓への負担の度合いがわかり、

心臓病の早期発見が可能になります。 
 

2,160 円 

乳房超音波検査 （女性限定） 

※マンモグラフィーに加えて実施 

 

マンモグラフィーで検出されにくい乳腺内にかくれ

た小さな腫瘤も検出できます。マンモグラフィーと併

用すると非常に有効で、乳がんの発見率が上がりま

す。50 歳以下の方は乳腺量が多いのでおすすめしま

す。 

3,240 円 

HPV 検査 （女性限定） 
（ヒトパピローマウィルス） 
  ※子宮頚部細胞診に加えて実施 

頚部細胞診の検査時に採取した検体で調べることが

出来ますので、特別な処置はいりません。子宮頚がん

の原因であるＨＰＶがいるか調べます。将来の子宮頚

がん発生のリスクがわかります。 

4,320 円 

アロママッサージ（女性限定） 

 ※都合によりできない場合があり

ます。 

アロママッサージでの心と身体のリフレッシュ 

（40 分） 
※日本臨床アロマセラピー学会認定看護師が施術いたします。 

4,320 円 

（Let`s）エクササイズ  
エアロビクス体験（30 分) 

※検査の都合上、参加できない場合があります。 
0 円 

 

                    
 

NEW 



優待ドック検査項目表（一日コース）24,300 円 
 

種  別 検  査  項  目 

身体計測 身長・体重測定・標準体重・肥満度・BMI・腹囲測定 

 

呼吸器検査 胸部Ｘ線撮影 

  

循環器検査 血圧測定、心電図（12誘導） 

 

尿検査 蛋白、糖、潜血、比重、ウロビリノーゲン、PH 
 

胃腸検査 胃透視(バリウム)検査（※医師の指示や症状のある方はカメラに変更可能ですが、

1 日人数制限あり） 
便潜血反応（免疫学的検査） 

 

 

超音波検査 腹部超音波検査（肝、胆、腎） 

 

生化学検査 GOT、GPT、LDH、ALP、コリンエステラーゼ、γ－GTP、 

クレアチニン、尿酸、総蛋白、Ａ／Ｇ比、 

ＺＴＴ（硫酸亜鉛混濁反応）、アルブミン、総ビリルビン、 

総コレステロール、中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、 

ＬＤＬコレステロール、血清アミラーゼ、尿中アミラーゼ 

 

糖尿検査 ヘモグロビンＡ１ｃ、空腹時血糖 

  

末梢血液検査 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数、 

 

血清反応検査 ＨＢｓ抗原、ＣＲＰ、ＨＣＶ抗体 

 

眼科検査  眼底検査、視力測定 

 

耳鼻科検査  聴力検査（簡易）  

 

その他  診察 
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オプション料金表（一般日帰り） 
                  

検 査 名 内      容 料金（税込） 

肺がん検診（胸部 CT 検査） 

 

肺がん・呼吸器疾患の早期発見に効果があります。単純Ｘ

線では診断できない部位の病変もチェックできます。特に

肺がんは CT 検査でなければ発見は困難です。喫煙される

方や、咳・痰・息切れのある方におすすめします。 

8,640 円 

動脈硬化検査 

 

四肢の血圧と脈派伝播速度を調べて、四肢の動脈硬化と血

流の状態をみます。 
 

2,160 円  

内臓脂肪検査（FAT スキャン） 

 

メタボリックシンドロームなど生活習慣の診断に役立つ内

臓脂肪の面積をＸ線で計測します。 
 

3,240 円  

 

睡眠時無呼吸検査    
（簡易検査） 

 

睡眠中の無呼吸・いびき・血中酸素レベルの程度を調べま

す。肥満や日中の眠気のある方、いびきをかく方におすす

めします。ご自宅で検査していただけます。 

8,100 円 

 

ABC 検査 （血液検査） 
（血液ピロリ菌検査+胃粘膜萎縮度検査） 

※下欄の血液ピロリ菌検査を含みます。 

 

 

胃がん発生のリスクを調べます。ピロリ菌感染がなく粘膜

萎縮もない方は胃がんや潰瘍の罹患率は非常に低く、萎縮

が高度になると率が上がります。 
※胃切除後やピロリ菌除菌後の方、または潰瘍等の治療中の方 

は正しい結果が得られない可能性がありますので対象外です。 

3,780 円 

血液ピロリ菌検査 

 

 

胃がん発生のリスクを調べます。 

血液にてピロリ菌の有無のみを調べます。                      
2,160 円 

骨密度測定検査 
 

特殊なＸ線で骨量を調べ、骨粗鬆症の危険度を予知します。 
 

2,160 円 

甲状腺機能検査（血液検査） 

 

甲状腺ホルモンは基礎代謝を司るホルモンで、その増減で

体調に変化が出ます。体重の急な増減や疲れやだるさが続

く時におすすめします。甲状腺が腫大している方は特にお

すすめします。 
 

4,320 円 

心疾患マーカー検査  
（NT-proBNP）   

（血液検査） 

心臓に負担がかかると分泌されるホルモンです。高血圧や

肥満などによる心臓への負担の度合いがわかり、心臓病の

早期発見が可能になります。 
 

2,160 円 

前立腺（PSA） ※男性     前立腺がんや前立腺肥大の存在をチェックします。 2,160 円 

子宮頚がん（子宮頚部細胞診） 

（女性限定） 

子宮頚部細胞診は子宮頚がんとその前癌病変の有無を調べ

る検査です。 
3,240 円  

HPV 検査（女性限定） 
（ヒトパピローマウィルス） 
※子宮頚部細胞診に加えて実施 

 

頚部細胞診の検査時に採取した検体で調べることが出来ま

すので、特別な処置はいりません。子宮頚がんの原因であ

るＨＰＶがいるか調べます。将来の子宮頚がん発生のリス

クがわかります。 

4,320 円 

マンモグラフィー検査（女性限定） 
（乳房Ｘ線２方向） 

 

 

マンモグラフィーは乳がん検診の基本的な検査です。日本

女性がかかる癌のトップは乳がんですが、発見が早ければ

負担の少ない方法で治すことができます。マンモグラフィ

ーは乳がんの早期発見に効果があります。 

*次の方は検査できません。 
・妊娠中・授乳中・断乳６ヶ月以内の方 

・豊胸手術を受けた方（シリコン等の破損のおそれあり） 

・心臓ペースメーカーを装着された方 

3,780 円 

乳房超音波検査 （女性限定） 

※マンモグラフィーに加えて実施 

 

マンモグラフィーで検出されにくい乳腺内にかくれた小さ

な腫瘤も検出できます。マンモグラフィーと併用すると非

常に有効で、乳がんの発見率が上がります。50 歳以下の

方は乳腺量が多いのでおすすめします。 

3,240 円 

                      
 

NEW 

NEW 


