
受診のご案内
Chunichi Hospital
中日病院健診センター

※お薬の服用法についてご心配な方は、主治医にご確認ください。

※注意事項が守られない場合は、検査が出来ないまたは検査結果に影響が出る事があります。

※ガム・あめ・ミントタブレット類・サプリメント・栄養ドリンク・乳製品・コーヒーなどは摂取しないでください。

※1 シリコンバック・脂肪注入・ヒアルロン酸注入などすべて
※2 前回の健診マンモグラフィ撮影より10か月未満の方は被ばくの観点より、乳腺超音波検査での
　  予約をお勧め致します。

よくあるご質問をまとめました。ご参考にしてください。

注意事項「×」禁止

&

受診できない、日程変更をご希望の場合、事前に健診センターまでご連絡ください。
ご連絡なくキャンセルされる場合、キャンセル料が発生する場合がございますのでご了承ください。

急に用事ができてしまい、予約した日に行けなくなってしまいました。キャンセル料はかかりますか？

コースごとにかかる時間が違います。定期健診1時間、生活習慣病健診1.5時間、1日ドック2.5時間が目安と
なります。オプション検査や当日の混雑状況により延長する場合があります。

健診の所要時間はどれくらいかかりますか？

大腸CT検査は、検査3日前から低残渣食、検査前日に検査食を召し上がっていただきます。
大腸内視鏡検査は、検査前日に低残渣食を召し上がっていただきます。
どちらの検査も前日に下剤の服用や飲食制限がありますので、会食や外食予定を避けて検査予約を
お取りください。 *事前に来院していただき、詳しい説明を受けていただきます。

大腸がん検査を受けます。会食や外食はしても良いですか？

健康診断は、症状がないところから異常を早期に見つけていくこと、生活に支障が出ない軽度の異常に対して
その経過をみることを目的としています。症状があるなど異常を自覚する場合、変化をみる必要があると言われ
ている場合には、健診ではなく外来診療で専門医による診断を受けるようにしましょう。

最近、身体の調子が悪いので健康診断を受診したいです。

結果の発送は2～3週間が目安です。脳ドックの結果は別途郵送となり、4～5週間が目安です。

健診結果はいつごろ届きますか？

必ず通訳の方、介助の方同伴でお越しください。

日本語が話せない、1人で身動きが取れませんが受診できますか？

各種クレジットカードの対応が可能です。

支払いは現金のみですか？

案内書記載の予約時間に北口(健診センター入口)へお越しください。

何時までに行けばよいですか？

TEL（052）961-2496（ガイダンス1）
時間 : 月～金 8：30～15：00 / 土 8：30～11：00　 休診日 : 土曜午後/第2・4土曜/日曜祝日/年末年始

【お問い合わせ先】

中日病院健診センター

レントゲン検査は出来ませんので必ずお申し出ください。妊娠中・妊娠の疑いがある方 → 
尿検査・便潜血検査・子宮頸がん検査が実施できない場合や、検査結果に影響が
出る可能性がありますので日程変更をお勧めします。生理中の方 → 

妊娠中 授乳中 20代 ※1
豊胸

心臓ペースメーカーポート
VPシャントを装着

※2前回の
マンモグラフィ撮影より
10か月未満

他院治療中
乳房再建術後

女性の方へ

内面にオプション検査のご案内があります

×

※便潜血検査のある方 … 受診日含め5日以内に採取してください。詳しくは容器に同封の説明書をご確認ください。

問診票は必ず
ご記入の上
ご持参ください

下記に該当する方はマンモグラフィが受診できません。

*表記内容が予告なしに変更または中止することがありますのでご了承ください。

午前に健診を受けられる方へ
食事

21：00まで可

絶食

主治医にご相談ください21：00以降は
お茶・水のみ可

7：00までに
コップ1杯程度
（150ml）

お茶・水のみ可

前日

当日

飲み物 薬 酒・タバコ

×

午後に健診を受けられる方へ
食事

9：30以降 絶食

7：30まで
白粥1膳または
6枚切食パン1枚
のみ可

お茶・水のみ可

10：00までに
コップ1～2杯程度

（300ml）
お茶・水のみ可

胃・腹部
検査なし

胃・腹部
検査あり
当日

当日

飲み物 薬 酒・タバコ

7：30以降 絶食 10：00以降 摂取不可

心臓・血圧の薬：内服してください
糖尿病の薬・インスリン注射：朝・昼中止
その他の薬：主治医にご相談ください
※胃内視鏡検査を受ける方は、
別紙注意事項をご確認ください

心臓・血圧の薬：内服してください
糖尿病の薬・インスリン注射：朝中止
その他の薬：主治医にご相談ください
※胃内視鏡検査を受ける方は、
別紙注意事項をご確認ください



年代別おすすめ検査マークがんに関する検査

その他の検査

喫煙者、受動喫煙の機会が多い方へおすすめします。

胸部レントゲンでは発見しにくい病変を見つける検査です。 10分
料金（税込） 所要時間

胸部ヘリカルCT
肺がん検査

乳がん・子宮頸がんは早期発見・早期治療により完治が期待できます。

4,400円 15分
所要時間

マンモグラフィ

4,400円 20分乳腺超音波検査

子宮頸部の細胞を採取し異常が無いか調べます。
子宮頸がんは他のがんと比べ、20-30歳代の若い世代で増加しています。 3,300円

5,500円

10分子宮頸がん検査

前立腺がんの指標(男性) 2,200円

料金（税込）

料金（税込）

PSA

主に肝臓・胆道系がんの指標 2,090円AFP

肝炎
検査

「抗原」と「抗体」検査があり、感染や免疫の有無が確認できます。 各550円B型肝炎検査

「抗体」検査です。陽性であれば過去にC型肝炎に感染したか、現在感染していると考えられます。 1,760円C型肝炎検査

メタボリックシンドローム・2型糖尿病・高血圧症・脂質代謝異常のリスク指標となります。 11,000円メタボレシオセット

脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクの指標となります。 11,000円LOX-index

睡眠時無呼吸症候群かどうかを調べる検査です。 11,000円簡易睡眠検査

血管の硬さや狭窄の有無を評価します。動脈硬化検査
（血圧脈波検査）

臓器全般のがんの指標 2,090円CEA

主にすい臓・胆道系など消化器系のがん、その他卵巣がんの指標 2,640円CA19-9

主に卵巣・子宮がんの指標(女性向け) 2,640円CA125

腹部超音波検査で描出不良と言われたことがある方へおすすめします。

超音波では見つけにくい消化器(肝臓・膵臓など)病変を調べる検査です。 10分腹部ヘリカルCT
消化器系検査

家族に大腸がんの方がいる。 飲酒量が多い方へおすすめします。 Q&Aも参照ください。

炭酸ガスを肛門から入れて大腸のCT撮影を行い、大腸がんやポリープの有無を調べる
検査です。

33,000円
20分大腸CT

大腸内視鏡

（健診日とは別日に実施）

大腸がん検査

健康な方でも、陽性となる場合や、がんがあっても陰性となる場合もあります。

AFP・CEA・CA19-9のセットです。(特別価格)男性・女性共通3種

PSA・AFP・CEA・CA19-9のセットです。(特別価格)男性4種

胃粘膜の萎縮性変化を調べます。萎縮性変化が強い人ほど高率に胃がんが発見されています。 3,080円ペプシノーゲン

ピロリ菌感染の有無を調べます。ただし、ピロリ菌除菌後の効果判定には適していません。 2,640円ピロリ抗体

CA125・AFP・CEA・CA19-9のセットです。(特別価格)女性4種

前処置薬代
5,500円含

子宮頸がんの原因となるウィルスに感染してないかを調べます。子宮頸がん検査にHPV
検査を組み合わせることによって、「前がん病変」の発見率があがることが分かっています。HPV検査 子宮頸がん

検査と同時

子宮体部の細胞を採取して調べます。子宮頸がん検査よりも奥の細胞を採取
するため、痛みや出血を伴う場合があります。 5,500円

5,500円

10分子宮体がん検査

卵巣がんや卵巣嚢腫・子宮筋腫・子宮内膜症などの有無を調べる検査です。
卵巣がんは症状が出て見つかったときには進行していることが多く、他の婦人科のがん
よりも死亡率が高くなっているため、早期発見が大切です。

10分婦人科超音波検査

生体系検査 通常の健診に加え、より詳しく検査をしたい方へ通常の健診に加え、より詳しく検査をしたい方へ

血液検査

※子宮頸がん検査の実施が必須です。

※子宮頸がん検査の実施が必須です。

※子宮頸がん検査の実施が必須です。

5,500円
6,820

7,260円
9,020

7,700円
9,460

30

30

20

20

15,400円
動物、植物、ハウスダストに対するアレルギーの有無を調べます。
検査項目:16項目(ハウスダスト・ダニ・スギ・ヒノキ・ハンノキ・カモガヤ・ブタクサ・ヨモギ・
アルテルナリア・カンジダ・アスペルギルス・ネコ・イヌ・ゴキブリ・ユスリカ・ガ)

CAP16(アレルギー検査)

40

50

レディース検査

50

40

40

その他の生体系検査

脳血管疾患は介護が必要となるリスクが高い疾患です。血圧が高い、血糖値が高い、コレステロールが高い、タバコを吸う、
お酒をたくさん飲む、血縁者に脳血管障害を起こした方がいるなどに該当する方におすすめします。

脳動脈瘤・脳梗塞やその原因となる脳動脈の狭窄や閉塞、頸動脈の動脈硬化性
変化などが分かります。 29,700円

20分
20分

所要時間

頭部MRI・MRA

脳の検査

物忘れが気になる、血糖値が高めの方などにおすすめします。

簡易な対話形式でのテストです。(30歳以上の方が推奨年齢です)
いわゆる「度忘れ」と「軽度の認知障害」を区別するための検査です。 4,400円

880円

15分

血液検査によりアルツハイマー病の前段階である「軽度認知障害のリスク」を
判定します。 22,000円

所要時間

1,980円 5分

所要時間

MCI検査
(軽度認知障害検査)

あたまの健康チェック

過去1～2ケ月の平均的な血糖の状態を調べる検査です。(当日の食事の影響を受けません)
太り気味、ご家族に糖尿病の方がいるなど、糖尿病が気になる方におすすめします。

HbA1c
(ヘモグロビンA1c)

2,200円心不全の可能性を調べる検査です。
太り気味、血圧が高めの方におすすめします。BNP

微量のX線を用いて前腕で骨量を測定します。
ご家族に骨粗鬆症の方がいる、痩せている、閉経後など骨密度が心配な方に
おすすめです。

骨密度検査

5,500円 10分

一晩

腹囲測定だけでは分からない、内臓脂肪面積をCTを用いて測定します。体内脂肪測定

7,700円 20分

4,400円 15分

超音波・血液検査により甲状腺の大きさや機能、腫瘍病変の有無などを
調べます。甲状腺検査

その他の血液検査(血液検査がある方は、採血時に同時に実施できます)

50

50

頸動脈超音波検査

腫瘍マーカー

胃がんリスク検査

血液検査がある方は、採血時に同時に実施できます。

オプション検査のご案内 必ず事前予約をお願いします。

こちらからでも
ご参照頂けます

※女性技師が行います。レントゲン写真による乳がん検査です。(2方向撮影)

※女性技師が行います。超音波による乳がん検査です。

※一度も受けたことがない方は、一度は確認しておくとよい項目です。

052-961-2496

（ ）
内視鏡を肛門から入れて、大腸内部を直接観察する検査です。
必要に応じて組織の一部をとって顕微鏡で調べる検査（生検）も行います。

37,000円 30～60分
（健診日とは別日に実施） 生検時

別途費用有

40
（ ） （ ）

胸部と腹部のCTのセットです。(特別価格) 10分胸部・腹部ヘリカルCT 17,600円
22,000

11,000円

11,000円

採血時

料金（税込）

料金（税込）

料金（税込）

料金（税込）

事前処置時間
別にあり

3020 40 50
20歳～ 30歳～ 40歳～ 50歳～

女性
3020 40 50

20歳～ 30歳～ 40歳～ 50歳～

男性
3020 40 50

20歳～ 30歳～ 40歳～ 50歳～

女性・男性共通


