人間ドック のご案内

検 診 日

人間ドック料金表

検 査 内 容

男性：月、火、木、金、土（第１、２）
ドック検査料 （消費税込み）

女性：水、土（第３、４）

お申し込み方法

男

性

４５，１００円

女

性

５２，３６０円

ご予定が決まりましたら、お電話等でお申し込みください。

【オプション検査のご案内】

内容充実の日帰り人間ドック
“当院の人間ドックで積極的な健康づくりを”
各種の専門科を有する東京逓信病院の人間ドックですから、サポート体制
も確実です。
みなさまの健康づくりを応援しています。

【特

色】

■充実した検査内容とスピーディな診断

１００項目近い検査を行い、当日結果が判るも
のについて、午後の医師面談時に検査結果の内容
をご説明のうえ、ひとまず「当日分の成績書」を
お渡しいたします。病 院併 設の メリ ットを 生か
し、早期診断と早期治療が特色です。
■万全のサポート体制

検査結果から、より精密な検査や専門治療が必要と
なった場合にでも、当日、東京逓信病院の各診療科のご
予約も可能です。サポート体制も万全です。
■実績と歴史ある検診施設
当院では、現在のように健康ブームが巻き起こる以前の昭和３６年か
ら、現在の人間ドックにあたる成人病予防診断を開設しております。
この時代から予防医学に着目しており、経験と実績のある検診施設で
す。

■経験豊かで親切丁寧なスタッフ

当院では、オプション検査として、前立腺がん腫瘍マー
カー検査、卵巣がん腫瘍マーカー検査､甲状腺刺激ホルモン
検査、ＢＮＰ検査（脳性ナトリウム利尿ペプチド）
、胃がん
ハイリスク検査（ABC検査）
、骨密度検査（超音波法）
、血管
しなやかさ検査（動脈硬化検査）
、消化器系がんマーカー検
査、肺がんマーカー、がんマーカーセット検査、頸動脈エ
コー、無呼吸症候群（ＳＡＳ）簡易検査、アレルギー検査Ｍ
ＡＳＴ３６、下部内視鏡検査（大腸内視鏡検査）
、HPV（ヒ
トパピローマウイルス）検査を実施しております。
胃の検査は、上部消化管内視鏡検査（経口、経鼻が選択で
きます。
）（事前の予約申し込みが必要となります）にするこ
ともできます（観察のみ）。
２０２０年４月から「骨密度（DXA法）
」
、人間ドックの後
日オプション検査として、「膵臓・胆管ドック」を開始いた
しました。また、６月から「糖尿病になりやすい状態を判定
する」、インスリン抵抗性マーカーを開始します。
また、発見が遅れると重篤な状態になりかねない脳と肺の
分野にスポットをあて脳ドックと肺がんドックを実施してお
ります。

脳ドック（事前の予約申込みが必要になります）
脳疾患の早期発見ができる最新のＭＲ装置によりＭＲＩ
（磁気共鳴画像診断）とＭＲＡ（磁気共鳴血管造影）検査を
行います。磁気をつかった検査なので放射線の被曝もなく、
さらにＣＴよりも精密な画像が得られます。
肺がんドック（事前の予約申込みが必要になります）
ヘリカルＣＴと喀痰細胞診検査を行います。ヘリカルＣ
Ｔは胸部をらせん状に２ミリ間隔で連続撮影することで肋
骨など骨の裏側も映像化することができます。
喀痰細胞診検査は肺や気管支など気道からはがれた細胞を
採取し、正常な細胞と比較し判定を行います。
東京逓信病院

（ご予約・お問い合わせ先）
電話 ０３ (５２１４)７０５５、７１６７
〒102-8798
東京都千代田区富士見２－１４－２３

各種検査は、経験豊かな医師、看護師、放射線技師等
が担当しますので安心して検査をお受けいただけます。

【検診日当日】

□ 交通のご案内

受付台に置いてあるファイルをお取りの上お待ち
ください。受付は、午前８：００すぎから開始いた
します。検査及び医師面談の終了は、１３：００頃
から１４：３０頃となります。（脳ドック(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
受診の方は、検査が遅くなる場合があります。）
昼食をご用意しております。

ＪＲ 中央・総武線
地下鉄 東西線

上部消化管内視鏡検査（経口）*1

５，５００円

上部消化管内視鏡検査（経鼻）

７，７００円

前立腺がん腫瘍マーカー（ＰＳＡ）

２，６４０円

卵巣がん腫瘍マーカー（ＣＡ１２５）

３，１００円

甲状腺刺激ホルモン検査（ＴＳＨ）

２，２００円

ＢＮＰ検査（ＢＮＰ）

２，２００円

胃がんハイリスク検査（ＡＢＣ）

５，５００円

骨密度検査（DXA法）

６，０５０円

血管しなやかさ検査（動脈硬化検査）

２，２００円

頸動脈エコー検査（枠数あり）

５，２８０円

がん腫瘍マーカー

ＣＡ１９－９

２，６４０円

がん腫瘍マーカー

ＡＦＰ

２，３１０円

がん腫瘍マーカー

ＣＥＡ

２，３１０円

がん腫瘍マーカー３種（上記３種）

６，０５０円

がん腫瘍ﾏｰｶｰ（肺がん３種セット）

６，６００円

がん腫瘍マーカー5種（消化器系+肺がん）

１０，１２０円

脳ドック

４１，９１０円

肺がんドック

２０，９００円

睡眠時無呼吸症候群簡易検査

７，７００円

アレルギー反応検査（ＭＡＳＴ３６）

呼吸機能

胸部Ｘ線検査（２方向）、肺機能検査（努力性
肺活量、％肺活量、１秒率、１秒量）

循環器系

血圧、脈拍、胸部Ｘ線検査、心電図検査、腹部
大血管

胃腸管系

上部消化管（食道、胃、十二指腸）
Ｘ線によるバリウム検査コースあるいは、内視
鏡検査コース（オプション）、
便潜血反応２回法（ヒトヘモグロビン）

１９，８００円

腹部超音波

尿（比重、蛋白）、尿沈査（赤血球、白血球、
円 形 上 皮、扁 平 上 皮、赤 血 球 円 柱、白 血 球 円
柱、硝 子 用 円 柱、顆 粒 円 柱）、血 清（Ｎ ａ、
Ｋ、Ｃｌ、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、ｅ
ＧＦＲ）

肝機能系

血清（AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、
LAP、γ-GT(γ-GTP)、ＬＤＨ、Ch-E、血清
総ビリルビン、直接ビリルビン）、総蛋白、蛋
白 分 画 、 H B S 抗 原 、 H C V 抗 体 、
☆FIB-4index

糖・代謝系

血 糖（空 腹 時）、HbA1c、尿 糖、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、non-HDLコレステロール、ケ
トン体

血液系

血色素、ヘマトクリット、赤血球数、
MCH、MCV、MCHC、血小板、
白血球数、血液像［好中球（桿状核、分葉核）
好 酸 球、好 塩 基 球、単 球、リ ン パ 球］、ア ミ
ラーゼ、CRP

血清梅毒

ＲＰＲ、ＴＰＨＡ

耳鼻科系

聴力検査（1000Ｈｚ、4000Ｈｚ）

眼

視力、眼圧、眼底（無散瞳）

科

内科診察

５，５００円

子宮がん検診

インスリン抵抗性マーカー

２，７５０円

乳がん検診

☆乳腺超音波検査

５，５００円

☆血性鉄（Fe）

胆道系、肝臓、膵臓、腎臓、脾臓

腎機能系

HPV（ハイリスクタイプ）

問診、視診、聴打診
内診、細胞診(液状化検体細胞診)
乳房撮影（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ）、視触診、甲状腺触診

は女性のみの検診項目となっています。

１１０円

★下部消化管内視鏡検査（CF)*2

２２，０００円

★膵・胆道ドック

２７，５００円

セデーション（鎮静）*1,2に追加可能

人間ドックセンター

身長、体重、標準体重、肥満指数（ＢＭＩ）、
腹囲、体脂肪率

オプション検査料 （消費税込み）

検診日が決定いたしましたら、受診に必要な注意事項等を記
載したご案内をお送りいたします。

身体計測

８，８００円

★は人間ドック受診後の後日検査 ☆は2020年4月1日以降

東京逓信病院のお知らせ
診療のご予約 03-5214-7381
中央受付窓口 03-5214-7021

検査結果
当日は、それまでに判明する検診結果により面接指導を行うほか、検診後
おおむね３～４週間後に、総合的な人間ドック成績書をご本人あてお送り
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いたします。
検診結果により精密検査が必要な場合には成績書でお知らせしています。

＊コースは日帰り人間ドックのみとなります。
＊女性料金には、子宮がん検診と乳がん検診が含まれています。
＊料金支払いには、クレジット・デビットカードが使えます。
当院では、皆さまから得ました個人情報や検査結果などのプライバシー確保には、個人情
報保護を規定した法令を遵守するなど､細心の注意を払っております。

東京逓信病院は（財）日本医療機能評価機構が実施する病院機能評価の認定病院です。

認定

第ＪＣ２１５号

