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●広島駅前より広島バス 24番線
　「吉島病院行」乗車、約30分　吉島病院構内バス停（終点）にて下車
　または「吉島営業所行」乗車、吉島病院入口にて下車、徒歩5分

◆広島駅より

●三井住友銀行前（本通りバス停）より広島バス 24番線
　「吉島病院行」乗車、約15分　吉島病院構内バス停（終点）にて下車
　または「吉島営業所行」乗車、吉島病院入口にて下車、徒歩5分

◆紙屋町より

●アルパークより広島バス 50番線
　「広島駅行」乗車、約20分、「吉島東」下車、徒歩10分
※ バスの時刻表は総合案内にあります。

◆東西線

◆広島高速 吉島ICより車で約3分

新白島駅

広島高速
吉島 IC

人間ドックの基本方針
1. 質の高い健診を行います。
2. わかりやすい結果説明、責任ある指導を行います。
3. 快適な環境で健診を受けていただきます。
4. 受診者の皆様の権利を尊重します。

受診者の皆様の権利
1. 個人の尊厳は尊重され、最善で平等な健診を受ける権利を
    有します。
2. 自己の医療情報を知り、十分な説明を受ける権利を有します。
3. 自己の意思で決定する権利を有します。
4. 個人の情報（プライバシー）が、保護される権利を有します。

責　　務
1. 自分の健康に関する情報を正確に提供する責務があります。

人間ドックは、予約制となっております。
健康管理センターへお問い合わせください。

TEL(082)241-2167( 代表 )
健康管理センター（内線 301）

お申し込み・お問い合わせ

月～金曜日 11：00～16：00
第1・3土曜日 9：00～11：00

https://yoshijima-hosp.kkr.or.jp
広島高速３号線



検査項目 金額（税込） 内　容

脳MRI検査（画像付） 脳梗塞・腫瘍などの脳の血管病変をチェックします。糖尿病、高血圧、心筋梗塞の既
往のある方、肥満の方にお勧めします。　※後日画像データを郵送します。

肺CT検査〔注1〕 マルチヘリカルCTで微小な肺病変を見つけることができます。肺がんの早期発見に有効です。

喀痰細胞診検査 肺がんの検査で、痰にがん細胞が含まれているかどうかを調べます。

内臓脂肪CT検査 CＴ撮影により、内臓脂肪を画像で表示し判定します。

骨密度検査 Ｘ線により腰椎の骨密度を測定します。骨粗鬆症の診断に有効です。

動脈硬化（CAVI）検査 動脈の硬さの程度を測定し、血管年齢を推定します。【実施曜日】月～金曜日

頸動脈エコー検査 超音波を利用して頸部の血管の動脈硬化や狭窄、閉塞などを評価します。

尿細胞診検査 尿路系の上皮癌、膀胱癌、腎盂尿管癌の診断に有効です。尿潜血陽性が持続する方にお勧めです。

ピロリ菌尿中抗体検査 尿中のピロリ菌に対する抗体を測定することにより感染の有無を調べます。
※ピロリ菌除菌後の効果判定検査ではありません。

乳がん検診 女性技師によるＸ線撮影（マンモグラフィー）を行います。　【実施曜日】月～金曜日

子宮頸がん検診 子宮頸部の内診と細胞診を行います。  【実施曜日】金曜日のみ

大腸内視鏡検査〔注2〕
大腸がんの早期発見に有効。肛門からスコープを挿入して大腸を観察します（ポリープ
切除等の処置は行いません）。　※胃部Ｘ線撮影の方には実施できません。
※月曜日・水曜日のみ実施しております。人間ドック終了時刻は16時頃となります。
※検査の処置等で身体に負担がかかります。不安な方は事前にご相談ください。

〔注1〕CTでの放射線被ばくによる発がんの可能性も皆無とは言い切れませんが、検診用CTでは特に低線量（1ミリシーベルト程度）
としており、悪影響はきわめて少ないと考えられます。

〔注2〕大腸内視鏡検査は、前処置に時間がかかるため複数のオプション検査をお受けできない場合があります。

◇採血による検査

腫瘍マーカー検査

がんの存在で血中に上昇する物質を調べます。人間ドックの精度向上が期待できます。ただし、
病気があっても低値となる場合や、喫煙等の生活習慣、内服中の薬、治療中の病気等により高値と
なる場合があります。気になるがんにあわせて、セット又は1項目ずつお申し込みください。
※腫瘍マーカーセットでCEAが重複しますが、減額はいたしませんので予めご了承ください。
※1項目でお申し込み可能な腫瘍マーカーは4種類のみです（ただし、セットとの重複あり）。

呼吸器系3項目セット CEA/シフラ/Pro-GRP…肺がん（腺がん、扁平上皮がん、肺小細胞がん）など

消化器系4項目セット CEA/CA19-9/AFP/PIVKAⅡ…大腸がん、膵臓がん、肝臓がんなど

婦人科系2項目セット CA15-3/CA125…乳がん、卵巣がんなど

CEA 消化器（大腸・胃等）がん、肺がんなど

AFP 肝臓がん

CA19-9 膵臓がん

CA15-3 乳がん

NT-proBNP検査 心臓疾患の状態や、高血圧・肥満による心臓への負担を測定します。
糖尿病・脂質異常症・高血圧・肥満の方、運動時に息切れしやすい方にお勧めします。

甲状腺ホルモン検査 血液検査（TSH,FreeT4,FreeT3）甲状腺病変の早期発見に役立ちます。

アレルギー検査（48種類） 1度の採血で食物系24種類、ダニ・ペット等通年性11種類、花粉等季節性13種類の
アレルギーの原因を調べます。

アミノインデックス
リスクスクリーニング検査

血液中のアミノ酸濃度のバランスを解析し、一度の採血でがん、生活習慣病、認知機能
低下のリスクを評価します。がんの早期発見や生活習慣病の予防にお役立てください。
●がんリスク…胃、肺、大腸、膵臓、前立腺（男性のみ）、乳腺（女性のみ）、子宮・卵巣（女性のみ）
●生活習慣病…10年以内の脳卒中・心筋梗塞発症リスク、4年以内の糖尿病発症リスク
●認知機能…現在認知機能が低下している可能性（対象年齢：50歳以上）

脳梗塞・心筋梗塞リスク検査
（LOX-index検査）

動脈硬化に関連する血液内の物質を測定し、動脈硬化の進行具合や、将来的な脳梗塞・
心筋梗塞の発症リスクを判定します。
他の検査結果に異常がない段階から、発症リスクを予測することができる検査です。

◇その他

栄養相談 普段の食事内容を基に、管理栄養士が栄養状態の判定や食生活に関するアドバイス
を行います。（20分程度）
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検査スケジュール（半日で全身をチェックする日帰りドックが基本検査コースです。）検査スケジュール（半日で全身をチェックする日帰りドックが基本検査コースです。）

オプション検査 受診日の１週間前までを目安にご予約をお願いいたします。人間ドック料金
※胃の検査の選択により料金が異なります。

・胃部Ｘ線コース
・胃内視鏡コース

42,350円（税込）

45,650円（税込）

終了保健指導診察
結果説明

胃部Ｘ線
胃内視鏡

身体測定・採血・血圧・視力・眼圧・眼底・聴力・
腹囲・心電図・肺機能・胸部Ｘ線・腹部超音波検尿受付

各種オプション検査 ※大腸内視鏡検査をお申込みの方は
　終了時刻が16時頃となります。

●検査が迅速で当日医師の説明や保健師による保健指導が受けられます。
●結果に異常が認められた場合、追加検査が可能なものは当日行い、後日については予約をお取りします。
●画像や検査所見は電子カルテに長期保存され、次回の人間ドックや万一の病気の場合にも役立ちます。

吉島病院 人間ドックの特徴

問診・ 聴診

身長・体重・標準体重・肥満度・BMI 指数・腹囲

聴力検査（1000 Hz ・ 4000Hz）

血圧測定（2回測定値 ・ 平均値）

心電図・心拍数・心胸比

胸部X線（2方向）

肺機能検査（%肺活量・%1秒量 ・1秒率）

尿素窒素・クレアチニン・e-GFR・ナトリウム

カリウム・クロール・カルシウム

蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・pH ・比重

沈査（蛋白 ・ 潜血が陽性の場合実施）

胃透視または胃内視鏡

便潜血（2回法）

腹部超音波

内 科 診 察

身 体 計 測

聴　　　力

循 環 器 系

呼 吸 器 系

腎機能（血液）

腎機能（尿）

消 化 器 系

視力・眼圧・眼底写真

GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・LAP・Ch-E

血清アミラーゼ・総ビリルビン・総蛋白

アルブミン・A /G 比・HBs抗原・HCV抗体

赤血球数・白血球数・血色素量・血小板数

ヘマトクリット・MCV ・ MCH ・ MCHC ・血清鉄

血液型ABO式 ・Rh式（初回のみ）

CRP・RA （リウマチ因子）

血糖（空腹時）・HbAlc（NGSP）

総コレステロール・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

中性脂肪

尿酸

PSA（前立腺）

眼　　　科

肝機能・膵系

血　液　系

免　　　疫

糖

脂　　　質

尿　　　酸

腫瘍マーカー

検査項目一覧

【休診日】
　第2・4・5土曜日/日曜日/祝祭日
　年末年始（12月29日～1月3日）
　開院記念日（3月7日）
　※胃部X線コースは平日のみ
【お申し込み・お問い合わせ】

　月～金曜日 11：00～16：00
　第1・3土曜日 9：00～11：00

TEL 082-241-2167（代表）
人気

人気

人気

人気

おすすめ

おすすめ


