
【イメージ】
国立の医療機関として理想を追求、その実現に努力し適正にして

高度な医療を提供する総合診療施設であること、医学・医療の発展に

寄与する病院であること（臨床研究の実施）、実地医療の模範的研修

病院であること、優秀な看護師の養成機関であることに日々邁進する

ことにより到達される世界。

【形】
人のための確固としたゆるぎない先進技術。人に対するおおいなる

おもいからくる十全なあたたかさ。そして一人一人がその築き上げら

 れた大いなる信頼（BuildingTrust）安心、あたたかさにゆりかごの

【色】 ようにやさしくつつまれる。

　 ３９，９００円　

 脳ドックコースメニュー

Ｒ４年９月改訂

 人間ドックメニュー

　約３週間程でご自宅へ郵送します

　当日、検査結果が確定している項目は診察時にお知らせしています

検診日時 　月曜日～金曜日　　８：３０～ 　（所要時間　２.５時間～7時間）

料金

　　（２名で同日利用の方は５％割引）　　

人数 　３名まで　：　完全予約制

　基本検診の料金（税込）　４８，１００円

　ペア割料金（税込）　　　　　　　　　　　　　　　

４２，０００円

『健康に勝る宝なし』

　　　【病院のシンボルマーク】

完全を目指す技術としてのハード領域を強固なゆるぎない力として黒い円。人への十全のおもい
のソフト領域をあたたかく、清潔、やすらぎ、安心として青い円。その２つの力とあたたかさの
円は「弱く」そして「不安」を包み込むように形を変えそれを包み込む。

せん。症状のない時こそ定期的に身体チェックを受けられる人間ドックをお勧めします。

元気にご活躍できるよう健康チェックの場としてご利用ください。

健康こそ最高の幸せではないでしょうか。高血圧、心臓病、糖尿病などの生活習慣病やがんは、

初期のうちは自覚症状もなく、気が付いた時は病気が進んでしまっている場合も少なくありま

健診結果

４５，６９４円　　

検診日時 金曜日　　９：００～ 　（所要時間　２.５時間～３.５時間）

料金 　ペア割料金（税込）　　　　　　　　　　　　　　　

　　（２名で同日利用の方は５％割引）　　

　脳ドックコースの料金（税込）　

人数 　２名まで　：　完全予約制

健診結果 　約３週間程でご自宅へ郵送します
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　人間ドック検査項目一覧

　お忙しい方のために、日帰りドックをご用意しています。
生活習慣病などの検査を行いますので、健康チェックの場としてご利用ください。

【基本検診のセットメニュー】 料金　　　　　　４８，１００円
ペア割料金　　　４５，６９４円

【オプション検査のメニュー】 ※　料金は別紙を参照ください。

■　子宮頸部細胞診・超音波 ■　甲状腺超音波

■　子宮体部細胞診 ■　甲状腺ホルモン（TSH・FTS・FT4）

■　乳腺超音波 ■　血液型

■　マンモグラフィー ■　CEA　（腫瘍マーカー）

■　頭部MRI・MRA ■　CA１９－９　(腫瘍マーカー）

■　骨密度測定 ■　PSA（腫瘍マーカー）

■　心臓超音波 ■　CA１２５

■　喀痰細胞診 ■　HIV抗体

■　便中ヘリコバクター ■　動脈硬化（ＡＢＩ/ＰＷＶ）

■　頸動脈超音波 ■　栄養食事指導

■　聴力 ■　眼科

■ 身長・体重・ＢＭＩ・腹囲・血圧・検温

■ 血液検査 血算・白血球分類・TP・ALB・TーBｉｌ・ALPーIFCC・AST

・ALT・LD－IFCC・γーGTP・AMY・T－Cｈｏ・TG・HDL

－Ｃｈｏ・LDL－Ｃｈｏ・UA・BUN・Cre・CRP・ＨBS抗原・

HCV抗体・TP抗体・血漿グルコース・HbA1c

■ 尿検査 尿定性・尿沈渣

■ 便潜血

■ 肺機能

■ 心電図

■ 腹部超音波

■ 上部消化管内視鏡 （経口内視鏡または経鼻内視鏡） 又は、胃がんリスク検査

■ 胸部ＣＴ

2/6



  人間ドックオプション検査一覧 ※基本検診と同時にお申込みください。

　子宮細胞診頸部・超音波

　婦人科医より、子宮頸がんの検査をします。

　子宮体部細胞診

　乳腺超音波

　乳腺の炎症やかたまりの良悪性について診断検査をします。

　マンモグラフィー

　乳腺専用のレントゲン撮影により、乳がんの検査をします。

　頭部MRI.・MRA

　脳の異常の有無を検査します。

　骨密度測定

　骨粗鬆症の検査をします。

　心臓超音波

　心臓の大きさや弁の動きを調べ心疾患の診断検査をします。

　喀痰細胞診

　痰中の癌細胞の有無を調べる検査です。　唾液では判定できません

　ので、普段から痰の出る方に限られます。痰は出ないが血痰の既往

　があったり、喫煙するなど肺胃がんリスクがあり、検査を希望される

　方は、まず呼吸器内科受診をおすすめします。　

　便中ヘリコバクターピロリ抗原

　ヘリコバクター・ピロリ菌の感染有無を検査します。

頸動脈超音波

頸動脈（首の動脈）の動脈硬化および走行異常、狭窄を調べます。

聴力

聴力の測定をします。

甲状腺超音波

甲状腺の大きさや内部に異常がないか検査します。

甲状腺ホルモン（TSH・FT3・FT4）

甲状腺ホルモンの分泌と機能状態を調べます。

血液型

血液型をA・B・O・ABの4つに分類し、さらにRh＋かRh-かを調べます。

CEA（腫瘍マーカー）

消化管の悪性腫瘍を血液によりチェックします。

CA19-9（腫瘍マーカー）

　主に膵臓や胆道の腫瘍を血液によりチェックします。

PSA（腫瘍マーカー）
　前立腺腫瘍、前立せん肥大症、前立腺炎について血液によりチェッ

CA125（腫瘍マーカー）

卵巣腫瘍、子宮体部腫瘍について血液によりチェックします。

HIV抗体

HIV(エイズ）への感染を検査します。

9,680円

4,730円

3,960円

クします。

440円

3,850円

5929円

2,860円

3,124円

3,124円

1,430円

鼻汁・唾液
判定不能

1,760円

5,500円

上記の子宮細胞診頸部・超音波も　必要になりますので同時に

528円

9,570円

3,300円

月・水・金7,370円

3,850円

6,182円

20,900円

月・水・金

オプション名 料金（税込） 備考

　婦人科医より、子宮体がんの検査をします。こちらをご希望の場合は

お申込みください。
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動脈硬化（ABI/PWV)

血管のつまり具合いや硬さをみています。

栄養食事指導（管理栄養士実施）

以前コレステロールや中性脂肪が高い、血糖が高めと言われた方、

他の持病のある方でご自身の食生活を見直したい方、及び特に

疾患を指摘されてなくても、バランスの良い食事の取り方を具体的に

お聞きになりたい方におすすめします。

眼科  

裸眼視力・矯正視力・眼圧に加え、光千渉断層計で黄斑部・神経系

について検査をします。散瞳（点眼薬を使用し、瞳孔を開く）をしま

すので帰宅時は、眩しいピントが合わないなどの症状が持続します

ので初めての方は、特にご注意下さい。

 上部消化管内視鏡検査の選択について

■　経口内視鏡について

■　経鼻内視鏡について

■　胃がんリスク検査について

　直径5ｍｍ程の内視鏡を鼻ヵら挿入し、食道や胃などを観察する検査です。

※　観察時に潰瘍やポリープなどの病変が見られた場合は、良性病変か悪性病変かの識別

　　　のために、その場で組織検査（生検）をすることもあります。

2,200円

8,008円

検査前の準備として、鼻腔を拡げるために血管収縮剤を両側の鼻腔に噴霧します。さらに5分

経ってから麻酔液を両側の鼻腔に注入します。ただし、経口内視鏡に比べてだいぶ画像が劣り

ます。経鼻内視鏡の場合は、舌根部への刺激が少なく細いため、通常の経口内視鏡に比べて

咽頭部への刺激も少ないのが特徴です。このため、鼻腔の通過が、スムーズであれば一部の

　直径10ｍｍ程の内視鏡を口から挿入し、食道や胃などを観察する検査です。

検査前の準備として、麻酔液を喉の奥に約2分間とどめていただいたり、咽頭部へ麻酔液をス

プレーで噴霧したりします。また、胃の蠕動運動を抑えて観察しやすくするために筋肉注射を

することもあります。舌根部や咽頭部への刺激から‘‘おえっ‘‘となり、検査がつらいため敬遠

する人も少なくありませんが、経鼻内視鏡に比べて画像が鮮明で質の高い検査が可能です。

2,200円

　胃がんの原因であるピロリ菌の感染と胃の老化現象を同時に採血で評価するう検査です。

血清ピロリ菌抗体価、血清ペプシノゲン値を測定し、組み合わせによりA群、B群、C群、D群の

４郡に分類します。（ピロリ菌の除菌を済ませている方は対象外です。）

経口内視鏡よりも苦痛が少ないと言われています。但し検査後に鼻血をきたすことがあります。

ほとんどは自然に止まりますが、‘‘血液をサラサラにする薬‘‘をお飲みの方は避けたほうが

よいと思われます。体格の小さな女性は、鼻腔の狭い方が多く挿入できないこともあります。

その多くの場合は、経鼻内視鏡を口から挿入して検査を行ないますが、通常の経口内視鏡に

比べて細かいため咽頭部への刺激が軽減され苦痛もその分軽いようです。

自動車の

運転不可

オプション名 料金（税込） 備考
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　脳ドックコース

　脳卒中や脳腫瘍といった脳疾患の早期発見、物忘れが気になる方に、
脳外科医による診察を含む『脳ドックコース』をお勧めします。

【脳ドックコースのセットメニュー】 料金　　　　　　４２，０００円
ペア割料金　　　３９，９００円

　人間ドック・脳ドックコースの　お申込方法 　

　 　  ※人間ドック・脳ドックのお申込み用紙をご記入の上提出してください。

　

　２Ｆ　人間ドック受付　　受付時間　８：３０～１５：３０

　〒２６０－８６０６　千葉市中央区椿森　４－１－２

　国立病院機構　千葉医療センター　人間ドック　宛

　（０４３）　２５５　１６７５　　　　ＦＡＸを送る前にお電話をください

　お申込み用紙をご希望の方は郵送します

　（０４３）　２５１　５３１１　（代表）　人間ドック受付

　お申込み用紙はダウンロード可能です

 　http : //www.hosp.go.jp/^chiba

電話

ホームページ

ＦＡＸの場合

ご持参の場合

ご郵送の場合

■ 身長・体重・ＢＭＩ・血圧・検温

■ 血液検査 血算・白血球分類・TP・ALB・TーBｉｌ・ALPーIFCC・AST

・ALT・LD－IFCC・γーGTP・AMY・T－Cｈｏ・TG・HDL

－Ｃｈｏ・LDL－Ｃｈｏ・UA・BUN・Cre・CRP・

血漿グルコース・HbA1c

■ 尿検査 尿定性・尿沈渣

■ 心電図

■ 頸動脈超音波

■ 胸部レントゲン

■ 頭部MRI.MRA

■ 認知機能検査

■ 脳外科診察
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　人間ドック・脳ドックコースを受診する際の注意点

■　前日、当日のお食事について

・当日の朝は、何も飲んだり食べたりしないで来てください。　（お薬服用の飲水は可）

・前日の食事は、夜９時までに済ませてください。

・就寝までの間は、水やお茶の摂取は結構です。　（アルコール類、清涼飲料水は不可）

■　当日の来院について

・朝８時３０分又は、９時までに来てください。　（お知らせ用紙を確認してください。）

・人間ドック受付（２F)へ直接お越しください。

・眼科検査(オプション）を受診する方は、ご自身による自動車の運転で来院しないでください。

■　ご持参頂くもの

・各検査の『問診票』と『健康観察カード』

・便を採取したもの２本、その他の検体（オプション検査ある方）（人間ドックのみ）

・健康保険証、診察券（当院の受診歴がある方）

・お薬手帳（服薬ある方のみ）

・脱着しやすいお履き物でお越しください。

■　当院にてご用意するもの

・検査着とガウン

・鍵付きのロッカー（貴重品の持ち込みはご遠慮ください。）

■　当日の昼食について

・ご自身でご用意頂くか、当院の幕の内弁当のセットを(税込１,１００円）をお申込みください。

・院内の売店、食堂のご利用も可能です。

■　お会計について

・終了後は、１階５番窓口にてお会計を済ませてお帰りください。

・クレジットカード利用可

■　検査結果について

・『人間ドック結果報告書』を約３週間後にご自宅へ郵送します。

・受診後の外来受診のご予約は、人間ドック受付までご連絡ください。

■　人間ドック受診日に一般の診察の受診はできません。

・人間ドックの受診日と外来のご予約が同日にならないように調整をお願いします。

■　内視鏡検査で細胞検査が必要になった場合、緊急の治療が必要になった場合

・費用は保険清算になり、別途費用が必要になります。
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