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自分らしい人生を歩むために、
大切なこと。

人間ドックはどれも同じ？
「人間ドックなんて、どこも同じだろう」と思っていませんか？
人間ドックは、基本的な検査項目は共通なものですが、
受診者に合わせて各施設が検査コースを設定することができます。
つまり、同じように見えても質が違います。

安心して受けられる人間ドックとは？
日本人間ドック学会は、

•必要な検査が行われている
•検査は安全で正確である
•医師から健診結果の説明がある
•保健指導（生活のアドバイス）がある
•受診後のフォローがある

の 5 つが保証されていることが安心して受けられる人間ドックだと定義しています。

快適な人間ドックとは？
福井県済生会病院では、これらに加えて

•経験豊かな専門チーム
•最新機器と最先端の診断技術
•受診者の立場で考えた快適な環境

を重視し、テーラーメイドとおもてなしの心で、最良で快適な人間ドックをご提供いたします。

「心身が健康であること」

あなたが病気になった瞬間、

健康は当たり前にあるのではないと気づかされます。

そして新型コロナウイルス感染の不安がつきまとう今、

自ら心がけて心身のバランスを保つことの大切さを実感します。

健康は、毎日の生活習慣と質の高い健診によって守られます。

私たちは「健康のかけはし」となって、

あなたの「未来」を守ります。

　

当センターにおける新型コロナウイルス感染予防対策

•職員は毎朝体温測定し、測定結果と体調を確認・記録し、異常を認めた場合は出勤しません。

•すべての職員はマスクを着用、手洗い・アルコール消毒液等による手指消毒を徹底します。

•医療機器やベッド、テーブル、ドアノブなど定期的な消毒を行います。

•健診センターへの入場は、受付時間毎に人数を制限します。

•各フロアの待合スペースは、適度な間隔を空けます。

•各フロア、検査室、診察室等の換気を行います。

•雑誌、新聞等は撤去しています。
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健康であり続けるためのサポート

0504

受診後、あなたの生活習慣は変わりましたか？

人間ドックの目的は、生活習慣の見直しと継続です。

当センターでは行き届いた「保健指導」によって、

これを実現します。

人間ドックでは質の高い健診結果が得られます。

健診結果は健康を保つための大切なデータです。

結果をもとに生活習慣を改善することで受診の成果が生まれます。

多くの人にとって生活習慣を変えることは簡単ではありませんが、

一人では難しい日々の食事や運動の改善を

当センター独自の「保健指導」でサポートしています。

福井県済生会病院健診センターの「保健指導」サポート

済生会の
ストロングポイント

日本人間ドック学会
認定指導医が常駐し、
専門職によるチームを構成

Strong Point 1
最新の検査機器を整備し、
最先端の技術で
検査結果を検討

Strong Point 2
信頼の
「人間ドック健診施設
機能評価認定施設」
「保健指導実施認定施設」
「日本脳ドック学会認定施設」の認定

Strong Point 4
プライバシーにも配慮し、
ホテルのようにくつろげる
受診しやすい環境

Strong Point 5
本院および地域の医療機関
と連携し、健診後の
フォローアップ体制も万全

Strong Point 3

共に考え、
ベストなプランを導く
保健指導では、健診結果から一人ひとりに
合わせた生活習慣の改善計画を立て、
数カ月の経過をたどりながら生活習慣の
変化を確認し、フォローします。受診者が中
心となり、保健師と管理栄養士が共に考え
ることでその人に合ったベストな計画を立
て、無理せず継続できるようサポートして
います。

小さな変化に気づき、
健康のきっかけに
何より大切なのは、受診されるみなさんの
気持ちです。無理な計画を立てても長続き
はしません。体重や血圧の調整が必要な方
には、食事や運動などを中心に目標と計画
を立て、チェックシートで記録を続けることで
意識を高め、積極的に取り組めるよう促しま
す。小さな変化に気づき、さらに健康になる
ために何ができるかを提案しています。

健診を受けて、
健康になる
生活習慣は続けてこそ効果が表れます。毎
年、健診を受け、その結果から日々 の生活を
見直す。この繰り返しによって、より健康であ
り続けるための生活習慣が身につきます。病
気になってから治すのではなく、健康なうちに
健康を保つことこそがベストな選択ではない
でしょうか。「健診を受けて、健康になる」こと
を目指した保健指導を行っています。

保健指導の流れ

受診当日の
サポート

① 専門医による結果説明・指導
健診結果を受けて、専門医による医学的な視点での説明と
生活習慣などの指導を行います。

② 保健師、管理栄養士の保健指導
食事や運動などのより身近な生活習慣について、
保健師や管理栄養士が説明とアドバイスを行います。

受診当日～
6ヵ月後の
サポート

③ フォローアップ健診（オプション）

健診の後も健康管理を継続して行うために、
当センタースタッフがサポートします。
受診の3～6カ月後に計測、採血、医師による結果説明、
保健師による説明とアドバイスを行います。
受診当日に立てた行動目標の実施状況と共に
身体の状況や生活習慣の変化を確認しています。

おすすめのオプション

フォローアップ健診
「年1 回の健診」から「365 日の健康管理」につなげるため、保健
指導の後も引き続き6 カ月間のフォローアップを追加することが
できます。

5,400円 転倒予防診断　2日ドッグ対象

筋力低下や骨密度の変化は、転倒での骨折を引き起こします。転
倒予防診断では、骨格のゆがみや筋力低下を確認しアドバイスを
行います。

4,400円

個別支援では模型などを使ってわかりやすく説明

2日ドックの希望者が参加するグループ支援
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健康診断とどう違う？

人間ドックはあなたの健康ライフをコーディネートする

コンシェルジュ。

一歩足を踏み入れると、

そこは病院とは全く異なる癒しの空間。

明るく清潔な環境の中で、

あなたの健康ライフを共に考えます。

信頼される医療機関として、

安心・安全への配慮はもちろん、
「おもてなし」 の心をプラスして、

心と身体をリフレッシュさせます。

質の高い検査を組み合わせた

充実したコースからお選びいただけます。

1日ドックコース
男女共通45,100円
充実した内容を日帰りで行います。総合的に生活習慣病をチ
ェックした上で、専門スタッフが、食生活やライフスタイルの
相談・指導を行います。

標準コース
男性71,500円　女性74,800円
1泊2日でお身体を徹底的にチェックする健診内容となって
います。ホテル感覚のゲストルームをはじめ、充実したサービ
ス・施設で、あなたをお迎えします。

なでしこ精査コース
男性118,800円　女性122,100円
標準コースに脳ドックと動脈硬化検査、甲状腺機能チェック、
骨粗しょう症チェックを加えて、さらに充実した健診内容とな
っています。

生活習慣病を総合的にチェックする納得の検査内容です。

がんや脳卒中、心臓疾患に関する検査を網羅する最上級コースです。

ゲスト感覚でリフレッシュしながら、全身を徹底的にチェックします。

0706

人間ドックとは？

アンケート

人間ドック　コース紹介

納得の1日ドック

充実の2日ドック

極上の3日ドック

お通いコースへの変更も
可能です。

宿泊せずに2日間通うこともできます。
1週間以内であれば、日にちをあけて
通っていただくことも可能です。
標準コース
男性63,800円　女性67,100円
なでしこ精査コース
男性111,100円　女性114,400円

3日なでしこPET-CTがん
プレミアムコース
男性367,400円　女性377,300円
早期発見はもちろん、予防にも力点を置いた充実した検査内
容です。検査だけでなく、ゆったりとした時間の中で、健康管
理・健康増進をじっくりと考える機会をご提供いたします。

※１週間前までにお申し込み下さい。

健康への関心は高いのに、
人間ドックの受診率はとても低い傾向にあります。
死因の半数を占める三大疾患（がん、心疾患、脳血管疾患）のリスクに
必要なのは、質の高い健診です。

人間ドックの目的は、病気を見つけ出して、少しでも早く治療をする
ことです。健康への関心が高くても、人間ドックを受けなければ身体
に潜んだ病気を見つけることはできません。自覚症状がない方でも、
定期的に人間ドックをお受けいただくことをおすすめいたします。

日頃、健康に
関する情報は
気になりますか？

（福井県済生会病院健診センター出張健康教室アンケートより）

（福井県済生会病院健診センター出張健康教室アンケートより）
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胃部検査（内視鏡またはX線）　便検査
腹部エコー検査　肺機能検査

眼底・眼圧検査

PET-CT　大腸ドック　脳ドック
心臓ドック　肺ドック

乳がん検診　子宮がん検診

身体計測　血圧測定　視力検査
聴力検査　胸部レントゲン検査

心電図検査　血液検査
尿検査　医師診察
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ゲスト感覚でリフレッシュしながら、全身を徹底的にチェックします。
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人間ドックとは？

アンケート

人間ドック　コース紹介

納得の1日ドック

充実の2日ドック

極上の3日ドック

お通いコースへの変更も
可能です。
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1週間以内であれば、日にちをあけて
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日頃、健康に
関する情報は
気になりますか？

（福井県済生会病院健診センター出張健康教室アンケートより）

（福井県済生会病院健診センター出張健康教室アンケートより）
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胃部検査（内視鏡またはX線）　便検査
腹部エコー検査　肺機能検査

眼底・眼圧検査

PET-CT　大腸ドック　脳ドック
心臓ドック　肺ドック

乳がん検診　子宮がん検診

身体計測　血圧測定　視力検査
聴力検査　胸部レントゲン検査

心電図検査　血液検査
尿検査　医師診察



さまざまなコースのご提案 健診スケジュール

0908

血圧測定・オリエンテーション
胃部検査（内視鏡または X 線）
総合結果説明
保健指導・栄養指導
昼食

会計・終了

１日ドック ２日ドック 1日目

2日目

8:00

9:00

「どれを選べばいいのか、よく分からない…」

あなたにピッタリのコースをお選びします。

60歳以上の方 転倒予防
診断

身体年齢と筋力と骨密度を測って、1人ひとりの加齢状況に応じた生活習慣を考えます。いつまでも若々しくありたい方におすすめします。

50歳以上の
男性の方

2日
ドック

2日
ドック

前立腺
がん検査
（PSA）

近年罹患する方が増えている前立腺がん、前立腺肥大の早期発見に効果があります。働き盛りの男性におすすめします。

40歳以上の
女性の方

1日
ドック

子宮がん
検診

乳がん
検診

甲状腺
検査

骨密度
検査

いつまでも生き生きと過ごしていただくために、多様化した女性のライフスタイルに合わせ、女性特有の病気を早く見つけます。

様 な々部位の
がんが気になる方

2日
ドック

PET-CT
検査

腫瘍
マーカー
セット

全身を一度に検査し、1cm程度のがんも発見できるPET-CTと脳ドックと腫瘍マーカーを組み合わせて、全身をくまなくチェックします。

大腸や慢性便秘
などが気になる方

2日
ドック

大腸
ドック

近年増加している大腸がんの原因ともなる慢性便秘。肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体にがんやポリープ、炎症がないか調べます。

メタボを指摘
されている方

2日
ドック

脳
ドック

脳
ドック

心臓
ドック

特に自覚症状がなく種々の危険因子が重なると、脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まります。脳と心臓を念入りにチェックします。

睡眠中に無呼吸を
指摘された方

睡眠時
無呼吸
検査

日常生活に重大な影響を及ぼす睡眠時無呼吸症候群。携帯式の機器を用いて睡眠時に検査を行います。2日ドックのみにご提案できます。

2日
ドック

8:00

8:00

18:00

11:30

12:30ごろ

15:00

16:00

13:00
～
14:30

12:00
～
13:00

総合受付
指定のお時間に
ご来院ください

問診
採血・糖負荷検査・血圧測定
胸部レントゲン検査
心電図検査
身体計測
肺機能検査
眼底・眼圧検査
腹部エコー検査
耳鼻科専門医診察
泌尿器科専門医診察
昼食・オリエンテーション
集団指導
胸部 CT 検査
お通いコース・1 日目終了
夕食

総合受付
指定のお時間に
ご来院ください

問診

採血・血圧測定

胸部レントゲン検査

心電図検査

身体計測

肺機能検査

眼底・眼圧検査

腹部エコー検査

胃部検査
（内視鏡またはX線）

総合結果説明

保健指導・栄養指導

昼食
管理栄養士が
考案した
ヘルシー御膳を
お召し上がり
いただけます。

会計・終了

1日
ドック

たばこを
吸われる方

2日
ドック

喀痰
検査肺ドック

呼吸器系の病気を調べる喀痰検査を組み合わせて、肺結核、肺炎、肺がんのほか、COPD（慢性閉塞性肺疾患）などの異常を早期に発見します。

※1日ドックの場合は「肺ドック」と、
　2日ドックの場合は「喀痰検査」との
　組み合わせになります。

当センターで快適に過ごしていただくために
□待合スペースでは新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑みて雑誌等を撤去しております。本などをご持参されることを
おすすめいたします。

□胃部検査が不要な方は、上記の時間よりも早く終了する場合がございますので、お申込み時にお尋ねいただけましたら
大体のお時間をお伝えいたします。

□待ち時間を少なくするためにオプションの追加・変更は事前のご連絡をおすすめいたします。
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オプションドック

大腸のすべてを内視鏡で観察し、
大腸がんや大腸ポリープ、大腸炎など、
大腸疾患を調べる検査です。

少量の採血だけで、消化器がんを発見
できる検査です。血液ががん細胞に反
応する状況を、遺伝子レベルでとらえる
ことができます。

通常の検査ではわかりにくい微小な肺がんの
早期発見を目的としています。
特に喫煙される方におすすめの検査です。

大腸がんやポリープなどの早期発見に有効

大腸ドック（全大腸内視鏡検査）　24,200円

採血だけで消化器のがんを発見

マイクロアレイ
血液検査

71,500円

肺全域を詳しく検査、喫煙者に特におすすめ

肺ドック（胸部CT、喀痰）　17,600円

90％の高い感度
消化器のがんに対して9割以上の高い感度（正しく判定できる率）を示しています。

同時検査が可能
胃がん、大腸がん、すい臓がん、胆道がんを一度の採血で検査できます。

採血のみで簡単
検査は負担も少なく1回の採血（5ml）のみ。体への負担が少ない簡単な検査です。

安心の検査方法
内視鏡や特殊な薬剤を使いません。X線による被ばくもありません。

肺がん

大腸がんの早期発見でほぼ100%完治を期待 微小ながんを早期発見

大腸がん 大腸ポリープ

胸部CT画像

完全
予約制

1110

PET-CT検査の限界
Q. PET-CTですべてのがんを発見できますか？
A. PET-CTは全身の糖代謝をみることでがんを発見できる画

期的な検査法ですが、必ずしもすべてのがんを発見できるわ
けではありません。1cm未満の小さながんや、ブドウ糖をあ
まり取り込まないがん（スキルス胃がん、肝細胞がん、前立腺
がん）、正常でも薬が強く集まる臓器にできるがん（脳腫瘍、
膀胱がん）などはPET-CTで検出できないことがあります。当
健診センターではPET-CTの弱点を補う他の検査（胃内視鏡、
超音波、MRI、マンモグラフィ、腫瘍マーカーなど）を組み合
わせることで、より精度の高いPET-CTがん健診を行うこと
ができます。

大腸憩室 大腸炎・潰瘍

このような方におすすめ！
・大腸の病気は怖いという方
・大腸がん危険因子※ をいくつかお持ちで、大腸がん、直腸がんが

心配な方
・血縁者に大腸がんの方がいる方
※大腸ポリープ、肥満、過度の飲酒など

このような方におすすめ！
・肺の病気は怖いという方
・喫煙される方（されていた方）
・痰がよく絡んだり、咳がよく出る方
・血縁者に肺がんの方がいる方

PET-CTがん健診コース
気になる部位や目的に合わせた健診コースをご用意。
MRI・内視鏡などを組み合わせて、より念入りに
がんを早期発見いたします。

①3日なでしこPET-CTがんプレミアムコース
 男性 367,400円　女性 377,300円
がんや脳卒中、心臓疾患、生活習慣病など、すべての検査を網羅
している最上級のコースです。

②2日なでしこPET-CTがんコース
 男性258,500円　女性261,800円
2日なでしこ精査コースに、PET-CT検査、腫瘍マーカーを含ん
だスペシャルコースです。

③胃部内視鏡＋PET-CTがんコース
 （所要時間約7時間）　156,200円
日帰りでがんを複合的に調べます。腹部エコー検査、胃部内視
鏡検査などを組み合わせ、正確に診断します。

④脳ドック＋胃部内視鏡+PET-CTコース
 （所要時間約7時間）　148,500円
PET-CTと脳ドック、胃部内視鏡検査を組み合わせることで、脳
卒中、胃がんをしっかりと発見できます。

⑤胃部内視鏡＋PET-CTコース
 （所要時間約5時間）　99,000円
PET-CTと胃部内視鏡検査を組み合わせることで、胃がんをし
っかりと発見できます。

④⑤をお選びの場合、オプションで腫瘍マーカーセットが
男性11,000円、女性12,100円で追加できます。

オプションも「テーラーメイド」。

最新鋭の機器だから、検査精度が違います。

全身をスクリーニング
思わぬ部位のがんの発見に有用です。

痛みは注射だけ
放射性検査薬（FDG）を投与しますが、薬剤によるアレルギー
や副作用、放射線障害の心配はありません。

高い診断能力
PET装置とCT装置を一体化することで、検査時間の短縮と正
確な診断が行えます。

がんの存在を形態（形の異常）情報から捉えるCT。代謝（細胞
活動）情報から捉えるPET。PET-CTは両者を組み合わせて、単
独の検査では発見が難しいがんの早期発見に力を発揮します。

より早く、より正確にがんを発見

PET-CT検査　90,200円
完全

予約制

完全
予約制

完全
予約制

お得な割引制度もあります！

夫婦割引 PET-CTコース お一人様　 5,000円OFF

 PET-CTがんコース お一人様　10,000円OFF

回数割引 3回以上受診の方 9,020円OFF

  ※夫婦割引との併用はできません。

積立割引 各種コース10回積立 3,000円～6,000円OFF

  ※その他割引との併用はできません。

詳しくは健診センターまで
お問い合わせください。

潜伏期発生 潜伏期 発症

発生から潜伏まで10 ～ 20年

細胞レベル
0.01mm0.01mm 1mm1mm 1cm1cm 3cm3cm 10cm10cm

1～5年

PETによるがん細胞の発見！早期発見・早期治療へ

※所要時間は約4時間。　※後日、結果を説明します。

がんの有無を確認 がんの形と位置を確認 画像診断の精度UP
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肺全域を詳しく検査、喫煙者に特におすすめ

肺ドック（胸部CT、喀痰）　17,600円

90％の高い感度
消化器のがんに対して9割以上の高い感度（正しく判定できる率）を示しています。

同時検査が可能
胃がん、大腸がん、すい臓がん、胆道がんを一度の採血で検査できます。

採血のみで簡単
検査は負担も少なく1回の採血（5ml）のみ。体への負担が少ない簡単な検査です。

安心の検査方法
内視鏡や特殊な薬剤を使いません。X線による被ばくもありません。

肺がん

大腸がんの早期発見でほぼ100%完治を期待 微小ながんを早期発見

大腸がん 大腸ポリープ

胸部CT画像

完全
予約制
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PET-CT検査の限界
Q. PET-CTですべてのがんを発見できますか？
A. PET-CTは全身の糖代謝をみることでがんを発見できる画

期的な検査法ですが、必ずしもすべてのがんを発見できるわ
けではありません。1cm未満の小さながんや、ブドウ糖をあ
まり取り込まないがん（スキルス胃がん、肝細胞がん、前立腺
がん）、正常でも薬が強く集まる臓器にできるがん（脳腫瘍、
膀胱がん）などはPET-CTで検出できないことがあります。当
健診センターではPET-CTの弱点を補う他の検査（胃内視鏡、
超音波、MRI、マンモグラフィ、腫瘍マーカーなど）を組み合
わせることで、より精度の高いPET-CTがん健診を行うこと
ができます。

大腸憩室 大腸炎・潰瘍

このような方におすすめ！
・大腸の病気は怖いという方
・大腸がん危険因子※ をいくつかお持ちで、大腸がん、直腸がんが

心配な方
・血縁者に大腸がんの方がいる方
※大腸ポリープ、肥満、過度の飲酒など

このような方におすすめ！
・肺の病気は怖いという方
・喫煙される方（されていた方）
・痰がよく絡んだり、咳がよく出る方
・血縁者に肺がんの方がいる方

PET-CTがん健診コース
気になる部位や目的に合わせた健診コースをご用意。
MRI・内視鏡などを組み合わせて、より念入りに
がんを早期発見いたします。

①3日なでしこPET-CTがんプレミアムコース
 男性 367,400円　女性 377,300円
がんや脳卒中、心臓疾患、生活習慣病など、すべての検査を網羅
している最上級のコースです。

②2日なでしこPET-CTがんコース
 男性258,500円　女性261,800円
2日なでしこ精査コースに、PET-CT検査、腫瘍マーカーを含ん
だスペシャルコースです。

③胃部内視鏡＋PET-CTがんコース
 （所要時間約7時間）　156,200円
日帰りでがんを複合的に調べます。腹部エコー検査、胃部内視
鏡検査などを組み合わせ、正確に診断します。

④脳ドック＋胃部内視鏡+PET-CTコース
 （所要時間約7時間）　148,500円
PET-CTと脳ドック、胃部内視鏡検査を組み合わせることで、脳
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④⑤をお選びの場合、オプションで腫瘍マーカーセットが
男性11,000円、女性12,100円で追加できます。

オプションも「テーラーメイド」。

最新鋭の機器だから、検査精度が違います。

全身をスクリーニング
思わぬ部位のがんの発見に有用です。

痛みは注射だけ
放射性検査薬（FDG）を投与しますが、薬剤によるアレルギー
や副作用、放射線障害の心配はありません。

高い診断能力
PET装置とCT装置を一体化することで、検査時間の短縮と正
確な診断が行えます。

がんの存在を形態（形の異常）情報から捉えるCT。代謝（細胞
活動）情報から捉えるPET。PET-CTは両者を組み合わせて、単
独の検査では発見が難しいがんの早期発見に力を発揮します。

より早く、より正確にがんを発見

PET-CT検査　90,200円
完全

予約制

完全
予約制
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予約制

お得な割引制度もあります！

夫婦割引 PET-CTコース お一人様　 5,000円OFF

 PET-CTがんコース お一人様　10,000円OFF

回数割引 3回以上受診の方 9,020円OFF

  ※夫婦割引との併用はできません。

積立割引 各種コース10回積立 3,000円～6,000円OFF

  ※その他割引との併用はできません。

詳しくは健診センターまで
お問い合わせください。

潜伏期発生 潜伏期 発症

発生から潜伏まで10 ～ 20年

細胞レベル
0.01mm0.01mm 1mm1mm 1cm1cm 3cm3cm 10cm10cm

1～5年

PETによるがん細胞の発見！早期発見・早期治療へ

※所要時間は約4時間。　※後日、結果を説明します。

がんの有無を確認 がんの形と位置を確認 画像診断の精度UP



3D画像で、より正確に
0.5mmスライス画像で細部まで
しっかり描出。3次元画像処理で
見つけにくい病変も逃しません。

女性専用フロア「ウーマンズルーム」

自覚症状が出る前に
年代に応じたリスクを想定して豊富なオプションを設けています。

自分の体をみつめる
日本人女性の11人に1人が乳がんに。
20代後半から子宮頸がんが急増します。

女性専用フロアで安心
女性専用フロアでゆったり。
アロマトリートメントで、心身ともにリラックスしましょう。

カテーテル検査なしで冠動脈の撮影が可能

心臓ドック　55,000円

MRIで安全に検査、症状がでる前に発見

脳ドック
単独コース49,500円  ドックと併用38,500円

ウーマンズルームで安心の検査を

レディースドック　27,500円

完全
予約制

毎月
第3木曜
5人限定

オプションドック

脳ドックQ&A
Q.MRIとMRAの違いは何ですか？
A. MRIは、MRを使って身体の立体的な構造を調べるもので、

さまざまな脳の病気を発見します。MRAは、MRを使って
血管の撮影を行い、動脈瘤などを発見します。いずれも放
射線や薬剤を使わず、安全な検査です。

Q. アートメイクをしていますが検査できますか？
A. 化粧落としで消えないような眉ずみ・アイライン、タトゥー

などは成分に金属色素が入っていると、MRIの強力な磁気
に反応して、やけどのような状態を起こすことがあります。
施術元の美容院、エステサロン等に成分の確認をお願いし
ます。

Q. 脳ドックを受けると認知症かどうか分かりますか？
A. アルツハイマー型認知症などは、画像検査のみで診断する

のではなく、記憶力のテストなどをあわせて行います。

心臓カテーテル検査とマルチスライスCT
　これまでは冠動脈の狭窄を発見するために、心臓カテーテ
ル検査を行うのが一般的でした。これは、手首や足の付け根
から動脈に細い管を通し、その先端を心臓の筋肉に栄養を送
る血管（冠動脈）のそばまで持っていき、その管を通してX線
に写る造影剤を注入して冠動脈を写し出す検査方法です。ま
れに血管を傷つけるリスクが伴い、検査後の止血予防のため
安静も必要でした。
　それに比べマルチスライスCTは、上肢の静脈から造影剤を
注入するだけで、冠動脈を写すことができ、危険性もほとんど
無く、撮影時間も従来より短時間で済みます。血管に対する
損傷も無く止血も容易なため、検査終了後、そのまま帰宅で
きます。近年は、体にやさしく安全な検査法として、心臓カテ
ーテル検査に代わって行われるようになってきています。

このような方におすすめ！
・冠動脈危険因子※ をいくつかお持ちで、心筋梗塞、狭心症が心配な方
・血縁者に心筋梗塞や狭心症の方がいたり、突然死した方がいる方
　※高血圧症、脂質異常症、肥満、喫煙歴など

このような方におすすめ！
・脳の病気は怖いという方
・脳卒中危険因子※ をいくつかお持ちで、脳卒中が心配な方
・血縁者に脳梗塞、脳出血の方がいる方
※糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満、喫煙歴など

基本コース

オプション検査

20代の方へ
若いからといって安心はできません。
バセドウ病や子宮頸がんは20歳代の若い女性にも多く
見られます。

30代の方へ
結婚や出産などの大きな転機を迎える年代です。
がんの心配もありますが、子宮筋腫などの病気が急増する
年代です。

40代の方へ
社会的な役割も大きくなるころです。
自分の体を気遣う時間がなかなか取れないでしょう。
さまざまな病気のリスクが高まり、特に乳がんが急激に
増加してきます。

50代以上の方へ
ようやく自分の時間ができるときです。
いま一度、自分の体と真剣に向き合いましょう。
がん、更年期障害、脂質異常症、骨粗しょう症などの発症が
心配される年代です。

女性のための人間ドックは、個人での受診はもちろん、母娘
や職場の同僚、同級生・友人など、あなたの大切な人や気の
合う仲間とご一緒に受診してはいかがでしょうか。定期的に
健康チェックを受けましょう。

※1 腫瘍マーカー（CA125）含む
※2 マンモグラフィ 2方向または乳房超音波検査
※3 予約制。1回30分。

市町が発行する 「がん検診受診券」などとの併用はできません。

アロマトリートメントと、お菓子・ドリンク付

・身長、体重、BMI、問診、血液検査 ※1　・乳がん検査 ※2
・子宮頸がん検査　・骨密度検査（DXA法）　・ミニレクチャー

・甲状腺（血液）検査 7,700円

・女性ホルモン検査 4,950円

・動脈硬化検査 3,300円

・子宮体部細胞診 5,500円

・HPV検査 3,300円

・カウンセリング ※3 2,750円

私たちがサポートします
看護職によるミニレクチャー
『生涯健やかな女性であるために』

女性特有の病気（乳がん・子宮がん）や、ライフステージにあ
わせた健康についての知識と行動についてお話しします。

臨床心理士によるカウンセリング『心も健康に！』

心の不調は、環境の変化や人間関係などからくるストレスが
引き金となって起こります。さらに、女性の場合は、女性ホルモ
ンが心のバランスに影響するといわれています。ホルモンバラ
ンスが崩れると、心や身体に不調が起きやすくなります。「気分
が落ち込む」「何をしても楽しくない」「眠れない」 など、少しで
も気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

検査内容ワンポイント

・甲状腺(血液）検査では、種々の代謝に関わる甲状腺機能の評価、
慢性甲状腺炎など甲状腺疾患のスクリーニングを行います。

・HPV検査では、発がん性HPV（ヒトパピローマウィルス）の
感染の有無を調べます。

検査項目
・心臓CT検査（64列マルチスライスCT）　・心臓エコー検査
・動脈硬化検査（CAVI/ABI）　 ・心電図検査　・クレアチニン採血

64列マルチスライスCTで、より早くより正確に心臓の冠動脈を
撮影し、心筋梗塞などの早期発見を目的とした検査です。

忙しい女性の健康を守ります。
いつまでも笑顔で、大切な存在であり続けてほしい…
レディースドックは、あらゆる年代の女性の味方です。

働き盛りの世代を突然襲う脳血管の病気を見つける検査です。
脳卒中の早期発見にも役立ちます。

検査項目
・MR検査（MRI・MRA）　・頚動脈エコー検査　・心電図検査
・採血+検尿　・記憶力+認知能力テスト

安全・安心の検査
MR検査は、磁石の原理を用いた薬剤を使わない安全な検査です。
高性能のMR装置だから精密に、そして検査時間も短くてすみます。
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完全
予約制

※後日、結果を説明します。
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※後日、結果を説明します。
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睡眠時無呼吸検査
（簡易PSG検査）8,250円
携帯式の機器を用いて、夜間睡眠中の
無呼吸や血液中酸素レベルを検査しま
す。

HIV（エイズ）検査〈血液〉
3,300円
エイズの原因ウイルスであるHIVに感
染しているかどうかを調べる検査です。

BNP検査〈血液〉
（脳性ナトリウム利尿ペプチド） 2,750円
血液検査により心不全の病態が把握で
きます。血圧が高い方、糖尿病の方など
におすすめします。

肝炎ウイルス検査〈血液〉
HCV抗体　1,100円
肝炎の原因となる、C型肝炎ウイルスに
ついて調べる血液検査です。

転倒予防診断
4,400円
筋力と身体バランス・骨密度をチェッ
クします。特に60歳以上の方におすすめ
します。

喀痰検査
3,300円　
たんの成分を検査し、肺や気管支などの
呼吸器系の病気を調べます。

腫瘍マーカーセット〈血液〉
男性11,000円　女性12,100円
血液検査により腫瘍の有無やがん細胞
の種類を特定します。各種検査とのセッ
トが有効です。

小児ドック
11,000円
お子様の成長に合わせて専門の小児科
医が検査内容を判断し、検査を行います。

甲状腺検査〈血液〉
4,400円
種々の甲状腺疾患で異常を示す、下垂
体─甲状腺系ホルモンや血中サイログ
ロブリンを測定します。

骨密度検査
3,960円
信頼性のあるDXA法を用いて検査し、

「骨粗しょう症」 の可能性がないか調べ
ます。

動脈硬化検査
3,300円
血管のつまり具合・硬さや、血管年齢を
予測する検査です。

前立腺がん（PSA）検査〈血液〉
1,980円
前立腺がんは高齢者に特有の疾患であ
るため、50歳以上の男性の方におすす
めの検査です。

眼科ドック
11,000円
自分では気づくことのない、緑内障をは
じめとする眼疾患の早期発見を目的と
しています。

乳がんを早期に発見します。
検査は女性の放射線技師が担当し、
診察は乳腺外科専門医が行います。

マンモグラフィ検査
2方向 6,050円　1方向 4,400円

乳房専用のレントゲン装置で、乳腺組織内
を撮影します。40歳以上の方におすすめし
ます。

乳房エコー検査
6,050円

痛みがなく診断能力の高い超音波を使っ
て乳房内を診断します。39歳以下の方に
おすすめします。

細胞診検査だけでなく経腟エコー
検査で、卵巣の病気も発見します。
診察は婦人科専門医が行います。

子宮頸がん検査
3,300円

診察・経腟エコー検査と子宮頸部細胞診
を行います。年1回の検査をおすすめします。

子宮体がん検査
5,500円

子宮奥側の内膜の細胞を検査します。
50歳代の方におすすめします。

お好みのオプションメニュー

あなたの不安や気になる症状から

オプションメニューを自由にお選びいただけます。

かく たん

身体の状態を考えて、
専門医が説明してくださったことに感謝。

　47歳　男性
持病があり、心配なので毎年検査を受けた方がよいかと質問し
たところ、健診後に専門の先生が来られて、私の身体の状態を考
慮した上で、丁寧に説明をしてくださいました。とても感謝してい
ます。

コロナ禍でも徹底した除菌対応で
安心して受診できました。

　61歳　女性
コロナ禍での受診をためらいましたが、受診人数を制限し、一人
ひとりの検査が終わるたびにスタッフの方々が徹底して除菌を行
っておられたので安心して受診できました。とても丁寧に除菌を
されていて、大変だと思います。早く通常に戻れるといいですね。

タイミングのよい、心強いサポートで
胃カメラが楽に受けられました。

　45歳　女性
内視鏡検査の時、胃カメラに不安とつらさを感じていましたが、
呼吸をうながしたり、力を抜くようにとタイミングよく声をかけて
くださり、気持ちが楽になりました。助産師さんがサポートして
くださったように心強く、出産のことを思い出したほどです。

プライバシーが守られた環境で
未病への意識を高め健康になりました。

　61歳　男性
人間ドックは苦手で、いつもは緊張してしまうのですが、今回はま
るで旅行に来たような気分を味わうことができました。プライバ
シーにも配慮が行き届き、快適な環境の中で検査を受けることが
できました。健康教室に参加したことで病気予防の意識が高まり、
以前に比べると薬の量がぐんと少なくなっています。

乳がん検診

2日ドック対象 2日ドック対象

2日ドック対象

実施日に限定あり

子宮がん検診

ヘリコバクターピロリ菌検査〈血液〉
3,300円　
胃・十二指腸潰瘍や慢性胃炎などの原
因とされるピロリ菌の有無を検査します。

初めて検査の方におすすめ

健診を受ける日はコーヒーを
1杯だけ飲んできてもいいですか?

A. 当日の検査に支障をきたします。胃部検査がない場合
も、脂質や糖を調べる採血がありますので、健診前夜
21時以降、当日の朝につきましても、食事・アルコール
類・紅茶・コーヒー・牛乳・たばこ・ガム・あめなど
は必ずお控えください。

病院の駐車場は
利用できますか?

A. 病院の敷地内駐車場はご利用できま
す。1日ドック受診の方は駐車場料金が
かかります（6時間駐車で100円）。2日
ドックの方は、駐車場に入場されると
きに受け取った駐車券を健診センター
受付までお持ちください。

毎日飲んでいる薬は
服用してきても大丈夫ですか?

A. 医療機関から薬（高血圧・糖尿病・脳梗塞・てんかん・不整脈など）を
もらって服用している方は、絶食にともなってお薬を中断することで身体
に支障をきたすことがあります。必ず健診前に主治医に健診を受けるこ
とをお伝えいただき、その指示に従ってください。また健診受診中の内服
薬は必ずご持参ください。

現在、妊娠しているのですが、
何か注意することはありますか?

A. X線検査（胸部CTやレントゲン検査・
マンモグラフィ検査など）や胃部検査
は、基本的にお断りさせていただいて
おります。妊娠中の方は必ず事前にお
申し出ください。

支払い時にカードは
使用できますか？

A. 各種クレジットカードがご利用いただけ
ます。（VISA・MASTER・ダイナース・
JCB・AMEX・UC・SAISON・ニコス
など）

Q Q Q

Q Q
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質の高い検 査を一 定 期 間に受けることで、

「年 1 回の健 診 」 から 「3 6 5日の健 康 管 理 」 に

つなげていくことができます。

健診センター
ふ く い の み な さん

0120-291-373
お問い合わせ

お問い合わせ時間／［月～金］8:00～17:00（土・日・祝日を除く）
〒918-8503　福井県福井市和田中町舟橋7番地1

TEL.0776-28-8513
E-mail dock-mail@fukui.saiseikai.or.jp
http://www.fukui-saiseikai .com

・個人を尊重し信頼されるテーラーメイドの健診

・健康を見つめ直しリフレッシュできる健診

・地域における健康支援拠点をめざす

・健康的な生活習慣をめざした保健指導を行う

基本方針

理　念

健 康へのかけはし

家族の笑顔はなにより健康から始まります。

わたしたち健診センターは、

みなさまの 「健康財産」 を守るために

人とひと、心とこころをつなぎ、かけはしとなって

健康で安心な未来を考えていきます。

2021.1掲載の金額は、いずれも消費税込（10％）の価格です。


