
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
私も親や兄弟と同じ私も親や兄弟と同じ私も親や兄弟と同じ私も親や兄弟と同じ

病気になるか心配だわ病気になるか心配だわ病気になるか心配だわ病気になるか心配だわ

自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断

平成平成平成平成

3

＊＊＊＊1111

                               

 

 

 

 
私も親や兄弟と同じ私も親や兄弟と同じ私も親や兄弟と同じ私も親や兄弟と同じ

病気になるか心配だわ病気になるか心配だわ病気になるか心配だわ病気になるか心配だわ

自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断

詳しい内容は裏面をご覧ください。詳しい内容は裏面をご覧ください。詳しい内容は裏面をご覧ください。詳しい内容は裏面をご覧ください。

平成平成平成平成 30303030

プラス健診実施日プラス健診実施日プラス健診実施日プラス健診実施日

3 月 

1111 月月月月 22222222 日（日（日（日（

 
プラス健診プラス健診プラス健診プラス健診

受けてみたら？受けてみたら？受けてみたら？受けてみたら？

お問い合わせ・ご予約はこちらへお問い合わせ・ご予約はこちらへお問い合わせ・ご予約はこちらへお問い合わせ・ご予約はこちらへ

    

電話番号電話番号電話番号電話番号
月～金月～金月～金月～金

共立蒲原総合病院共立蒲原総合病院共立蒲原総合病院共立蒲原総合病院

23232323

                      

 

 

 

私も親や兄弟と同じ私も親や兄弟と同じ私も親や兄弟と同じ私も親や兄弟と同じ    

病気になるか心配だわ病気になるか心配だわ病気になるか心配だわ病気になるか心配だわ    

自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断

プラス健診プラス健診プラス健診プラス健診

詳しい内容は裏面をご覧ください。詳しい内容は裏面をご覧ください。詳しい内容は裏面をご覧ください。詳しい内容は裏面をご覧ください。

30303030 年年年年

プラス健診実施日プラス健診実施日プラス健診実施日プラス健診実施日

日（日（日（日（月月月月）より予約開始いたします＊）より予約開始いたします＊）より予約開始いたします＊）より予約開始いたします＊

プラス健診プラス健診プラス健診プラス健診    

受けてみたら？受けてみたら？受けてみたら？受けてみたら？    

お問い合わせ・ご予約はこちらへお問い合わせ・ご予約はこちらへお問い合わせ・ご予約はこちらへお問い合わせ・ご予約はこちらへ

電話番号電話番号電話番号電話番号        
月～金月～金月～金月～金        1111

共立蒲原総合病院共立蒲原総合病院共立蒲原総合病院共立蒲原総合病院

富士市中之郷富士市中之郷富士市中之郷富士市中之郷

2222    金金金金

23232323    金金金金

                      

 

 

 

自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断

プラス健診プラス健診プラス健診プラス健診

詳しい内容は裏面をご覧ください。詳しい内容は裏面をご覧ください。詳しい内容は裏面をご覧ください。詳しい内容は裏面をご覧ください。

年年年年    

プラス健診実施日プラス健診実施日プラス健診実施日プラス健診実施日    

）より予約開始いたします＊）より予約開始いたします＊）より予約開始いたします＊）より予約開始いたします＊

お問い合わせ・ご予約はこちらへお問い合わせ・ご予約はこちらへお問い合わせ・ご予約はこちらへお問い合わせ・ご予約はこちらへ

        0545054505450545----81818181
11114444：：：：33330000～～～～16161616

（土・日・祝日を除く）（土・日・祝日を除く）（土・日・祝日を除く）（土・日・祝日を除く）

共立蒲原総合病院共立蒲原総合病院共立蒲原総合病院共立蒲原総合病院    健康診断センター健康診断センター健康診断センター健康診断センター

富士市中之郷富士市中之郷富士市中之郷富士市中之郷 2500250025002500

金金金金    

２２２２6666

5555

金金金金    

                      

 

 

 

自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断自分だけのオリジナル健康診断    

プラス健診プラス健診プラス健診プラス健診

詳しい内容は裏面をご覧ください。詳しい内容は裏面をご覧ください。詳しい内容は裏面をご覧ください。詳しい内容は裏面をご覧ください。    

）より予約開始いたします＊）より予約開始いたします＊）より予約開始いたします＊）より予約開始いたします＊

お問い合わせ・ご予約はこちらへお問い合わせ・ご予約はこちらへお問い合わせ・ご予約はこちらへお問い合わせ・ご予約はこちらへ    

81818181----3324332433243324
16161616：：：：30303030    

（土・日・祝日を除く）（土・日・祝日を除く）（土・日・祝日を除く）（土・日・祝日を除く）

健康診断センター健康診断センター健康診断センター健康診断センター    

2500250025002500----1111    

6666    月月月月    

5555    月月月月    

                                          

 

  

 

プラス健診プラス健診プラス健診プラス健診

    

）より予約開始いたします＊）より予約開始いたします＊）より予約開始いたします＊）より予約開始いたします＊    

 私たちは、特定の項目だけ私たちは、特定の項目だけ私たちは、特定の項目だけ私たちは、特定の項目だけ

受けたいわねぇ～受けたいわねぇ～受けたいわねぇ～受けたいわねぇ～

おじいさんおじいさんおじいさんおじいさん

3324332433243324    

（土・日・祝日を除く）（土・日・祝日を除く）（土・日・祝日を除く）（土・日・祝日を除く）    

    

２２２２7777    

9999    

                    

 

 

プラス健診プラス健診プラス健診プラス健診

    

私たちは、特定の項目だけ私たちは、特定の項目だけ私たちは、特定の項目だけ私たちは、特定の項目だけ

受けたいわねぇ～受けたいわねぇ～受けたいわねぇ～受けたいわねぇ～

おじいさんおじいさんおじいさんおじいさん    

プラス健診とは・・・プラス健診とは・・・プラス健診とは・・・プラス健診とは・・・

普段気になっている部分を集中的に検査できます。

１２項目の中から希望する検査を選択してご自身の

健康管理にお役立て下さい。

ませんので検査結果は郵送となります

ご家族の方にも是非ご紹介ください。

火火火火    

金金金金    

２２２２

22222222

                     

  

  

超音波検査超音波検査超音波検査超音波検査

他にもいろいろな検査ができる他にもいろいろな検査ができる他にもいろいろな検査ができる他にもいろいろな検査ができる

みたいだよみたいだよみたいだよみたいだよ

プラス健診プラス健診プラス健診プラス健診    のご案内のご案内のご案内のご案内

 会社の健康診断以外の会社の健康診断以外の会社の健康診断以外の会社の健康診断以外の

検査も受けてみたいなぁ検査も受けてみたいなぁ検査も受けてみたいなぁ検査も受けてみたいなぁ

私たちは、特定の項目だけ私たちは、特定の項目だけ私たちは、特定の項目だけ私たちは、特定の項目だけ    

受けたいわねぇ～受けたいわねぇ～受けたいわねぇ～受けたいわねぇ～    

プラス健診とは・・・プラス健診とは・・・プラス健診とは・・・プラス健診とは・・・

普段気になっている部分を集中的に検査できます。

項目の中から希望する検査を選択してご自身の

健康管理にお役立て下さい。

ませんので検査結果は郵送となります

ご家族の方にも是非ご紹介ください。

２２２２8888    水水水水    

22222222    木木木木    

 

 動動動動脈硬化の検査とか脈硬化の検査とか脈硬化の検査とか脈硬化の検査とか

超音波検査超音波検査超音波検査超音波検査・胸部ＣＴ検査、・胸部ＣＴ検査、・胸部ＣＴ検査、・胸部ＣＴ検査、

他にもいろいろな検査ができる他にもいろいろな検査ができる他にもいろいろな検査ができる他にもいろいろな検査ができる

みたいだよみたいだよみたいだよみたいだよ    

のご案内のご案内のご案内のご案内

会社の健康診断以外の会社の健康診断以外の会社の健康診断以外の会社の健康診断以外の    

検査も受けてみたいなぁ検査も受けてみたいなぁ検査も受けてみたいなぁ検査も受けてみたいなぁ

    

プラス健診とは・・・プラス健診とは・・・プラス健診とは・・・プラス健診とは・・・    

普段気になっている部分を集中的に検査できます。

項目の中から希望する検査を選択してご自身の

健康管理にお役立て下さい。ただし結果説明はあり

ませんので検査結果は郵送となります

ご家族の方にも是非ご紹介ください。

２２２２9999    

脈硬化の検査とか脈硬化の検査とか脈硬化の検査とか脈硬化の検査とか    

・胸部ＣＴ検査、・胸部ＣＴ検査、・胸部ＣＴ検査、・胸部ＣＴ検査、

他にもいろいろな検査ができる他にもいろいろな検査ができる他にもいろいろな検査ができる他にもいろいろな検査ができる

    

    

検査も受けてみたいなぁ検査も受けてみたいなぁ検査も受けてみたいなぁ検査も受けてみたいなぁ    

普段気になっている部分を集中的に検査できます。

項目の中から希望する検査を選択してご自身の

ただし結果説明はあり

ませんので検査結果は郵送となります。 

ご家族の方にも是非ご紹介ください。 

    木木木木    

・胸部ＣＴ検査、・胸部ＣＴ検査、・胸部ＣＴ検査、・胸部ＣＴ検査、    

他にもいろいろな検査ができる他にもいろいろな検査ができる他にもいろいろな検査ができる他にもいろいろな検査ができる    

普段気になっている部分を集中的に検査できます。 

項目の中から希望する検査を選択してご自身の 

ただし結果説明はあり 



 

 

 

 

 

脳ＭＲＩ脳ＭＲＩ脳ＭＲＩ脳ＭＲＩ

症状が無くても危険な場合が！

脳ＭＲＩで、早期発見を！

胸部胸部胸部胸部

タバコを吸っている（吸っていた）方、同居者に

ヘビースモーカーがいる方は要注意！！

胃胃胃胃ピロリ菌呼ピロリ菌呼ピロリ菌呼ピロリ菌呼

胃がんの原因の一つとして注目を集めている

ヘリコバクターピロリ菌の有無を調べます。

乳腺超音波検査乳腺超音波検査乳腺超音波検査乳腺超音波検査

乳がんは働き盛りの世代に多い“がん”です。

年に１度は乳腺を検査しましょう。

マンモグラフィ検査マンモグラフィ検査マンモグラフィ検査マンモグラフィ検査

乳がんは働き盛りの世代に多い“がん”です。

年に１度は乳腺を検査しましょう

頸動脈超音波検査頸動脈超音波検査頸動脈超音波検査頸動脈超音波検査

動脈硬化は年齢とともに進行します。

脳梗塞にも関係する頸動脈の検査です。

腹部超音波検査腹部超音波検査腹部超音波検査腹部超音波検査

肥満体型ではないからと安心していませんか？

動脈硬化測定検査動脈硬化測定検査動脈硬化測定検査動脈硬化測定検査

あなたの血管、硬くなり始めていませんか？

糖尿病検査と健康相談糖尿病検査と健康相談糖尿病検査と健康相談糖尿病検査と健康相談
血糖値・ヘモグロビンＡ

ための健康相談

骨密度測定骨密度測定骨密度測定骨密度測定

特に女性の方は要注意！あなたの骨は大丈夫？

腫瘍マーカーセット腫瘍マーカーセット腫瘍マーカーセット腫瘍マーカーセット
ＣＥＡ

ＣＹＦＲＡ

 

さらに、男性

ＣＴ内臓脂肪計測ＣＴ内臓脂肪計測ＣＴ内臓脂肪計測ＣＴ内臓脂肪計測
ＣＴを撮影して正確に内臓脂肪を測定します。

またその結果をもとに食事などの

生活アドバイスを行います。

検検検検        査査査査        項項項項

脳ＭＲＩ脳ＭＲＩ脳ＭＲＩ脳ＭＲＩ検査検査検査検査 

症状が無くても危険な場合が！

脳ＭＲＩで、早期発見を！

胸部胸部胸部胸部 CT 検査検査検査検査 

タバコを吸っている（吸っていた）方、同居者に

ヘビースモーカーがいる方は要注意！！

ピロリ菌呼ピロリ菌呼ピロリ菌呼ピロリ菌呼気試験気試験気試験気試験

胃がんの原因の一つとして注目を集めている

コバクターピロリ菌の有無を調べます。

乳腺超音波検査乳腺超音波検査乳腺超音波検査乳腺超音波検査

乳がんは働き盛りの世代に多い“がん”です。

年に１度は乳腺を検査しましょう。

マンモグラフィ検査マンモグラフィ検査マンモグラフィ検査マンモグラフィ検査

乳がんは働き盛りの世代に多い“がん”です。

年に１度は乳腺を検査しましょう

頸動脈超音波検査頸動脈超音波検査頸動脈超音波検査頸動脈超音波検査

動脈硬化は年齢とともに進行します。

脳梗塞にも関係する頸動脈の検査です。

腹部超音波検査腹部超音波検査腹部超音波検査腹部超音波検査

肥満体型ではないからと安心していませんか？

動脈硬化測定検査動脈硬化測定検査動脈硬化測定検査動脈硬化測定検査

あなたの血管、硬くなり始めていませんか？

糖尿病検査と健康相談糖尿病検査と健康相談糖尿病検査と健康相談糖尿病検査と健康相談
血糖値・ヘモグロビンＡ

ための健康相談 

骨密度測定骨密度測定骨密度測定骨密度測定と栄養相談と栄養相談と栄養相談と栄養相談

女性の方は要注意！あなたの骨は大丈夫？

腫瘍マーカーセット腫瘍マーカーセット腫瘍マーカーセット腫瘍マーカーセット
ＣＥＡ（ 大腸がん ）

ＣＹＦＲＡ（ 肺がん 

さらに、男性には：PSA

女性には：CA

ＣＴ内臓脂肪計測ＣＴ内臓脂肪計測ＣＴ内臓脂肪計測ＣＴ内臓脂肪計測
ＣＴを撮影して正確に内臓脂肪を測定します。

またその結果をもとに食事などの

生活アドバイスを行います。

ご注意ご注意ご注意ご注意

項項項項        目目目目    

症状が無くても危険な場合が！            

脳ＭＲＩで、早期発見を！            

 

タバコを吸っている（吸っていた）方、同居者に

ヘビースモーカーがいる方は要注意！！

気試験気試験気試験気試験 

胃がんの原因の一つとして注目を集めている

コバクターピロリ菌の有無を調べます。

乳腺超音波検査乳腺超音波検査乳腺超音波検査乳腺超音波検査 

乳がんは働き盛りの世代に多い“がん”です。

年に１度は乳腺を検査しましょう。 

マンモグラフィ検査マンモグラフィ検査マンモグラフィ検査マンモグラフィ検査 

乳がんは働き盛りの世代に多い“がん”です。

年に１度は乳腺を検査しましょう 

頸動脈超音波検査頸動脈超音波検査頸動脈超音波検査頸動脈超音波検査 

動脈硬化は年齢とともに進行します。 

脳梗塞にも関係する頸動脈の検査です。

腹部超音波検査腹部超音波検査腹部超音波検査腹部超音波検査 

肥満体型ではないからと安心していませんか？

動脈硬化測定検査動脈硬化測定検査動脈硬化測定検査動脈硬化測定検査    （Ａ（Ａ（Ａ（ＡＢＢＢＢＩ検査）Ｉ検査）Ｉ検査）Ｉ検査）

あなたの血管、硬くなり始めていませんか？

糖尿病検査と健康相談糖尿病検査と健康相談糖尿病検査と健康相談糖尿病検査と健康相談 

血糖値・ヘモグロビンＡ1ｃの測定と糖尿病予防の

と栄養相談と栄養相談と栄養相談と栄養相談（健康相談）（健康相談）（健康相談）（健康相談）

女性の方は要注意！あなたの骨は大丈夫？

腫瘍マーカーセット腫瘍マーカーセット腫瘍マーカーセット腫瘍マーカーセット 
）ＣＡ19-9（ 膵臓がん

 ） 

PSA （ 前立腺がん

CA125（ 卵巣がん

ＣＴ内臓脂肪計測ＣＴ内臓脂肪計測ＣＴ内臓脂肪計測ＣＴ内臓脂肪計測＆＆＆＆生活アドバイス生活アドバイス生活アドバイス生活アドバイス
ＣＴを撮影して正確に内臓脂肪を測定します。

またその結果をもとに食事などの 

生活アドバイスを行います。 

ご注意ご注意ご注意ご注意    

            

             

タバコを吸っている（吸っていた）方、同居者に 

ヘビースモーカーがいる方は要注意！！  

胃がんの原因の一つとして注目を集めている 

コバクターピロリ菌の有無を調べます。    

乳がんは働き盛りの世代に多い“がん”です。 

 

乳がんは働き盛りの世代に多い“がん”です。 

 

脳梗塞にも関係する頸動脈の検査です。 

肥満体型ではないからと安心していませんか？ 

Ｉ検査）Ｉ検査）Ｉ検査）Ｉ検査） 

あなたの血管、硬くなり始めていませんか？ 

ｃの測定と糖尿病予防の 

（健康相談）（健康相談）（健康相談）（健康相談） 

女性の方は要注意！あなたの骨は大丈夫？ 

膵臓がん ） 

前立腺がん ） 

卵巣がん ）をプラス。

生活アドバイス生活アドバイス生活アドバイス生活アドバイス 

ＣＴを撮影して正確に内臓脂肪を測定します。 

＊時間指定、及び人数制限があります。（予約制です）

＊プラス健診

＊人間ドック等と同日にプラス健診を受けることはできません。

＊お申し込みは個人単位でお願いいたします。

＊予約状況により、ご希望の日時にそえない場合があります。

検査時間検査時間検査時間検査時間

（目安）（目安）（目安）（目安）

             

 

20分

10分

30分

15分

15分

20分

15分

15分

30分

20分

をプラス。 

10分

30分

検査項目・価格一覧検査項目・価格一覧検査項目・価格一覧検査項目・価格一覧

＊時間指定、及び人数制限があります。（予約制です）

プラス健診は、医師診察は

＊人間ドック等と同日にプラス健診を受けることはできません。

＊お申し込みは個人単位でお願いいたします。

＊予約状況により、ご希望の日時にそえない場合があります。

検査時間検査時間検査時間検査時間 

（目安）（目安）（目安）（目安） 
価格価格価格価格

分 15,000

分 5,000

分 5,000

分 3,000

分 4,000

分 3,000

分 4,000

分 1,000

分 1,000

分 2,000

分 6,000

分 2,000

検査項目・価格一覧検査項目・価格一覧検査項目・価格一覧検査項目・価格一覧

＊時間指定、及び人数制限があります。（予約制です）

は、医師診察はありませんので

＊人間ドック等と同日にプラス健診を受けることはできません。

＊お申し込みは個人単位でお願いいたします。

＊予約状況により、ご希望の日時にそえない場合があります。

価格価格価格価格（税込）（税込）（税込）（税込） 

15,000円 

脳ＭＲＩでは、脳動脈瘤・脳腫瘍・脳梗塞などが

わかります。脳疾患の早期発見に有効な検査

です。

5,000円 

胸部ＣＴでは、胸部レントゲン写真では見え

ないような小さな病気も発見できます。

,000円 

錠剤を飲んで、しばらくしてから息を採取する

だけで、ピロリ菌の有無を検査できます。

（この検査は

000円 

乳がんは、比較的若い世代に多

（20

乳腺が豊富な方に

000円 

乳房をエックス線で撮影します。自覚症状のな

い

４０歳代以上の方は乳腺超音波検査とセットで

行うことをおすすめします。

3,000円 

頸動脈の

す。

る方は

4,000円 

脂肪肝

検査も手軽に行なうこと

（この検査は

1,000円 

両

度を調べます。

1,000円 

「血糖値が少し高め」、「家族に糖尿病の人がい

る」など糖尿病が気になる方

血液検査の結果に合わせて健康相談を行いま

す

,000円 

閉経前後の女性は骨密度が低下します。

骨密度を測定して

男性の骨粗

後、

6,000円 

「体内にがん

を、血液検査で調べます。

といって、必ずがんになっているというわけで

はありませんが

る

000円 

コレステロール・中性脂肪が高いあなた！

おなかまわりが気になるあなた！実際に自分

の内臓脂肪を見て、今までの生活習慣を改善

するきっかけにしましょう。

検査項目・価格一覧検査項目・価格一覧検査項目・価格一覧検査項目・価格一覧    

＊時間指定、及び人数制限があります。（予約制です） 

ので結果は後日ご自宅に

＊人間ドック等と同日にプラス健診を受けることはできません。

＊お申し込みは個人単位でお願いいたします。 

＊予約状況により、ご希望の日時にそえない場合があります。

 

脳ＭＲＩでは、脳動脈瘤・脳腫瘍・脳梗塞などが

わかります。脳疾患の早期発見に有効な検査

です。 

胸部ＣＴでは、胸部レントゲン写真では見え

ないような小さな病気も発見できます。

錠剤を飲んで、しばらくしてから息を採取する

だけで、ピロリ菌の有無を検査できます。

この検査は空腹

乳がんは、比較的若い世代に多

20代後半から増え始め

乳腺が豊富な方に

乳房をエックス線で撮影します。自覚症状のな

い初期の乳がんを見つけることが出来ます。

４０歳代以上の方は乳腺超音波検査とセットで

行うことをおすすめします。

頸動脈の動脈硬化の状態を

す。コレステロール・血糖値・血圧

る方はぜひ受けてみてください。

脂肪肝・胆石・腎結石などのチェック

検査も手軽に行なうこと

この検査は空腹

両手両足の血圧を

度を調べます。

「血糖値が少し高め」、「家族に糖尿病の人がい

る」など糖尿病が気になる方

血液検査の結果に合わせて健康相談を行いま

す 

閉経前後の女性は骨密度が低下します。

骨密度を測定して

男性の骨粗しょう

後、管理栄養士による

体内にがんが出来ている可能性があるか

を、血液検査で調べます。

といって、必ずがんになっているというわけで

はありませんが

ると思います。 

コレステロール・中性脂肪が高いあなた！

おなかまわりが気になるあなた！実際に自分

の内臓脂肪を見て、今までの生活習慣を改善

するきっかけにしましょう。

 

結果は後日ご自宅に郵送いたします。

＊人間ドック等と同日にプラス健診を受けることはできません。 

＊予約状況により、ご希望の日時にそえない場合があります。 

脳ＭＲＩでは、脳動脈瘤・脳腫瘍・脳梗塞などが

わかります。脳疾患の早期発見に有効な検査

胸部ＣＴでは、胸部レントゲン写真では見え

ないような小さな病気も発見できます。

錠剤を飲んで、しばらくしてから息を採取する

だけで、ピロリ菌の有無を検査できます。

空腹状態で検査します）

乳がんは、比較的若い世代に多

代後半から増え始め 40～

乳腺が豊富な方には超音波検査は有効です。

乳房をエックス線で撮影します。自覚症状のな

初期の乳がんを見つけることが出来ます。

４０歳代以上の方は乳腺超音波検査とセットで

行うことをおすすめします。 

動脈硬化の状態を

コレステロール・血糖値・血圧

受けてみてください。

腎結石などのチェック

検査も手軽に行なうことができます。

空腹状態で検査します）

の血圧を同時に測定し

度を調べます。 

「血糖値が少し高め」、「家族に糖尿病の人がい

る」など糖尿病が気になる方 

血液検査の結果に合わせて健康相談を行いま

閉経前後の女性は骨密度が低下します。

骨密度を測定して骨粗しょう症

しょう症も注目されています。検査

管理栄養士による栄養相談を行います。

が出来ている可能性があるか

を、血液検査で調べます。もちろん

といって、必ずがんになっているというわけで

はありませんが、自分の状態を

 

コレステロール・中性脂肪が高いあなた！

おなかまわりが気になるあなた！実際に自分

の内臓脂肪を見て、今までの生活習慣を改善

するきっかけにしましょう。 

郵送いたします。 

脳ＭＲＩでは、脳動脈瘤・脳腫瘍・脳梗塞などが

わかります。脳疾患の早期発見に有効な検査

胸部ＣＴでは、胸部レントゲン写真では見え

ないような小さな病気も発見できます。 

錠剤を飲んで、しばらくしてから息を採取する

だけで、ピロリ菌の有無を検査できます。 

で検査します） 

乳がんは、比較的若い世代に多くみられます。

～50代がﾋﾟー ｸ）

超音波検査は有効です。

乳房をエックス線で撮影します。自覚症状のな

初期の乳がんを見つけることが出来ます。

４０歳代以上の方は乳腺超音波検査とセットで

 

動脈硬化の状態を超音波で検査しま

コレステロール・血糖値・血圧などが気にな

受けてみてください。 

腎結石などのチェックや膵臓の

できます。 

で検査します） 

同時に測定し動脈硬化の程

「血糖値が少し高め」、「家族に糖尿病の人がい

 

血液検査の結果に合わせて健康相談を行いま

閉経前後の女性は骨密度が低下します。 

骨粗しょう症の早期発見を！

症も注目されています。検査

栄養相談を行います。

が出来ている可能性があるか

もちろん高値だから

といって、必ずがんになっているというわけで

、自分の状態を知る目安にはな

コレステロール・中性脂肪が高いあなた！ 

おなかまわりが気になるあなた！実際に自分

の内臓脂肪を見て、今までの生活習慣を改善

脳ＭＲＩでは、脳動脈瘤・脳腫瘍・脳梗塞などが

わかります。脳疾患の早期発見に有効な検査

胸部ＣＴでは、胸部レントゲン写真では見え

 

錠剤を飲んで、しばらくしてから息を採取する 

 

くみられます。 

代がﾋﾟー ｸ） 

超音波検査は有効です。 

乳房をエックス線で撮影します。自覚症状のな

初期の乳がんを見つけることが出来ます。 

４０歳代以上の方は乳腺超音波検査とセットで

検査しま

気にな

膵臓の

動脈硬化の程

「血糖値が少し高め」、「家族に糖尿病の人がい

血液検査の結果に合わせて健康相談を行いま

 

の早期発見を！ 

症も注目されています。検査

栄養相談を行います。 

が出来ている可能性があるか」

高値だから

といって、必ずがんになっているというわけで

目安にはな

 

おなかまわりが気になるあなた！実際に自分

の内臓脂肪を見て、今までの生活習慣を改善


