
各種専門ドックの
ご案内

肺がんドック

乳がんドック PET/CTドック

脳ドック

骨密度ドック

■検査項目：検査前問診、身長・体重測定、骨密度検査
■検査料金：6,600円（税600円含）＊料金は消費税率10％の金額です。
■予約が必要です 予約専用ダイヤル

予約受付時間
028-643-4441
月～金 13時～17時

骨密度ドックのご案内

骨粗鬆症による骨折は、「寝たきり」につながります。
　骨粗鬆症では、転倒などをきっかけに骨折が起こりやすくなります。骨折の中でも、
特に「太ももの付け根の骨折（大腿骨頚部骨折）は、寝たきりになりやすい」といわれており、
特に女性では70歳前後から頻度が急増しています。

閉経後
糖尿病や腎臓病を治療中
タバコやアルコール・カフェインなどをたくさん摂る

　骨粗鬆症とは、骨が構造的にもろくなって、骨折が起こりやすくなる病気です。

　骨密度は、20歳代半ばまでは増加していきますが、30歳代以降は徐々に
減少し、女性では閉経を迎える50歳前後から骨量が急激に減少します。

　このため、60歳代では2人に1人が、70歳以上になると10人中7人が
骨粗鬆症になるといわれています。

　骨粗鬆症は、圧倒的に女性に多い病気です。これは女性ホルモン（エストロ
ゲン）が骨の新陳代謝に関わっているためですが、その他にも遺伝的な体質、
偏食や極端なダイエット、喫煙や過度の飲酒、運動不足なども原因と考えられ
ており、最近では若い女性の骨粗鬆症も問題になってきています。

このような方にお勧めします。
・
・
・

■

・
・
・
・
・

家族に乳がんになった方がいる
初潮が11歳以下だった
出産や授乳の経験がない
肥満である（脂肪組織はエストロゲンを作る工場に例えられます）
不妊治療やHRT（ホルモン補充療法）などを受けたことがある

・
・
閉経が55歳以上だった
初産年齢が30歳以上だった

検査項目：検査前問診、マンモグラフィ、乳房超音波検査
■検査料金：11,000円（税1,000円含）＊料金は消費税率10％の金額です。
■予約が必要です 予約専用ダイヤル

予約受付時間
028-643-4441
月～金 13時～17時

乳がんドックのご案内
　乳がんは、人間ドックなどで発見される女性のがんの中で最も多いがんで、
年間約4万人の方が発病し、1万人の方が亡くなっています。

　一生の間に乳がんになる確率（生涯罹患率）は、6～7%といわれており、
約16人に1人が乳がんになる計算になります。

　乳がんは他のがんと異なり、30歳代から増加しはじめ、45歳から50歳代の
比較的若い世代に多いことが特徴で
す。近年、乳がんは急増傾向にあります
が、これは食生活やライフスタイルの
変化が影響しているといわれています。

　また、乳がんは女性の壮年層（30～
64歳）のがん死亡原因のトップとなっ
ているにもかかわらず、あまり一般の
方には知られていないのも事実です。

　30歳を過ぎたら、マンモグラフィと乳房超音波検査による
乳がん検診を受け、早期発見することが大切です。
　乳がんは、他のがんと比べて比較的進行が緩やかですが、しこりが発見された時には既
にある程度進行した状態であることが多く、また、しこりができない乳がんもあるので
注意が必要です。
　乳がんの発生には、女性ホルモン（エストロゲン）と深い関係があり、エストロゲンの
体内レベルが高い期間が長く続くと、乳がんになりやすいといわれています。

「地域がん登録」研究班による全国推計値
（人口10万人対）
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このような方にお勧めします。

Z84091

正　常 骨粗鬆症

「日本病院会／日本人間ドック学会指定」 「健康保険組合連合会指定」 「人間ドック・健診施設機能評価認定施設」

お問い合わせ・ご予約
お電話受付時間
HP  http://www.saimiya.com/healthcenter.html

☎028‒643-4441
月～金　13～17時

消費税率10％



■

このような方にもお勧めします。

・
・
・
・

頭痛や頭重感が続いている
字が書きにくい、手が震える
めまいや立ちくらみがする
気が遠くなることがある

・
・
・

物忘れがひどくなってきている
顔や手足がしびれることがある
箸が上手に使えなくなってきた

検査項目：内科診察、検査前問診、頭部MRI・MRA検査、脳高次機能検査（認知症検査）、
身長・体重測定、血圧測定、血液検査、心電図検査、眼底検査、
頚動脈超音波検査、腹囲測定、尿検査（特定健診の検査項目を全て含みます。）

■検査料金：55,000円（税5,000円含）＊料金は消費税率10％の金額です。
＊脳ドックに特定健診を含む場合、 「電子化手数料」として、330円（税30円含）が別途必要となります。

■予約が必要です 予約専用ダイヤル
予約受付時間

028-643-4441
月～金 13時～17時

脳ドックのご案内

【脳卒中とは、 脳梗塞や脳出血、 くも膜下出血などの「脳血管疾患」の一般的な名称です。】

　脳卒中は、日本人の死因の「第3位」であり、「寝たきり」や「介護が必要」
となる原因疾患の「第1位」となっています。

■検査項目：検査項目：PET/CT検査
■検査料金：111,650円（税10,150円含）＊料金は消費税率10％の金額です。

＊検査のキャンセルは、受診日の1営業日前より50,600円（税込）のキャンセル料が必要となります。

■予約が必要です 予約専用ダイヤル
予約受付時間

028-643-4441
月～金 13時～17時

PET/CTドックのご案内

　「がん」は日本人の死因の第1位で、その割合は年々増加傾向にあり、発見が
遅れるほど治る確率が低くなることや、再発や転移を起こすこともあること
から、早期に発見し適切な治療を行うことが重要です。

　特に、高血圧や糖尿病、脂質異常症、喫煙、不整脈（心房細動）、
肥満、家族が脳卒中になった方などは脳卒中の「高リスク群」に
該当しますので脳ドックをお勧めします。

　脳に一度障害が起こると、完全に元には戻りません。未発症の脳疾患（脳卒中や脳腫瘍、血管異常など）
やその危険因子を早期発見し、脳疾患を未然に防ぐことを目的とするのが、この「脳ドック」です。

　脳ドックでは次のような検査を行います。頭部
MRI検査やMRA（脳血管撮影）検査、頚動脈超音波
検査、眼底検査などにより、動脈硬化の評価や脳動
脈瘤の有無、脳内出血の危険性、脳腫瘍の有無など
を評価します。脳高次機能検査（問診や簡単なテスト）
を行い、認知症について評価します。また、動脈硬
化は高血圧や糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、喫煙、
不整脈などが複雑に関わりあいながら進行していき
ますので、血液検査や心電図検査などの他の一般検
査でこれらを評価します。

超電導高磁場MRI装置

PET/CT装置

■

このような方にお勧めします。
・
・
・
・
・

喫煙指数 400以上（喫煙指数＝1日の喫煙本数×喫煙年数）
40歳以上の喫煙者
家庭や職場に喫煙者（特にヘビースモーカー）がいる
咳や痰が続いている
家族に肺がんになった方がいる

・
・
息切れや微熱が続いている
アスベストの吸引歴・職歴がある

検査項目：検査前問診、胸部ＣＴ検査、身長・体重測定、血圧測定、肺機能検査、
腫瘍マーカー検査、喀痰細胞診検査

■検査料金：36,300円（税3,300円含）＊料金は消費税率10％の金額です。
■予約が必要です 予約専用ダイヤル

予約受付時間
028-643-4441
月～金 13時～17時

肺がんドックのご案内
　日本人の死因の第1位は「がん」であり、その中で最も多いのが「肺がん」です。
肺がんによる死亡数は、男性では「第1位」、女性では大腸がんに次いで
「第2位」となっています。

　肺がんは初期段階では自覚症状がほとんど現れないため、
早期発見に努めることが非常に大切です。

　肺がんの死亡数が多い原因としては、がんが進行した状態で発見されることが多く、また、他の臓
器に転移しやすいため治療成績が上がりにくいことなどが挙げられています。
　肺がんは、発生部位によって、肺の入り口近くにできる「中心型（肺門型）」と、肺の末梢の細い気
管支や肺胞にできる「末梢型（肺野型）」の二つに分けられます。
　「中心型」肺がんは喫煙者に多く、比較的早い時期から咳や血痰などの症状が現れるのが特徴ですが、
肺がんの7割を占める「末梢型」肺がんは、非喫煙者にも多く見られ、かなり進行するまで自覚症状
がほとんど出ないことが特徴です。
　当院の肺がんドックでは、64列マルチスライスCT装置を用いて、喫煙者に多い肺や気管支内に
発生するがんや、従来の胸部X線検査では見つけにくい心臓や血管・肋骨などの陰に隠れている小さな
がんを発見する事が可能となります。
　胸部X線検査と比較して、がんの発見率は2倍以上といわれています。肺がんにかかる方は40歳
代後半から増加し、年齢が高くなるほど多くなっていきます。

心臓

脊椎
肺癌

右肺 左肺

64列マルチスライスCT装置

PET検査とは、どのような原理の検査ですか？
　がん細胞は正常な細胞よりも分裂が盛んに行われますが、その
エネルギー源はブドウ糖であり、正常の3～8倍のブドウ糖を必要
とします。そこで、ブドウ糖と似た働きをする検査薬（FDG）を
体内に注射し、それが身体のどこに集まるのかを画像化してがん
の存在を特定します。PET検査は、がんの性質を上手に利用した
検査法なのです。

　このPET/CTドックでは、PET/CT装置を用いて、がん病巣が
どこにあるのかを探す「PET検査」と、その病巣の形状や大きさ
を判別する「CT検査」を両方同時に行い、その後でPETとCTの
画像を重ね合わせることで、からだのどこかに潜んでいるかも
しれない「がん」を見つけます。

PET/CT検査の長所と短所は？
　PET/CT検査は、全身を一度に調べることが可能であり、CT
単独では見逃しやすい小さな病巣も、PET/CTでは、はっきり光って
写るため、見逃しが少なくなります。
　PET/CTで使用する検査薬（FDG）は、がん以外の部位（脳や
腎臓、膀胱）や、炎症が起きている部位にも集積してしまいます。
そのため、PET/CTで異常が発見された場合、がんかどうかの
確定診断のためにほかの検査（超音波や内視鏡など）が必要に
なることもあります。

発見されやすい「がん」 肺がん・大腸がん・食道がん・膵臓がん・甲状腺がん・
乳がん・子宮がん・卵巣がん・悪性リンパ腫・悪性黒色腫　など

発見されにくい「がん」 早期の胃がん・前立腺がん・肝臓がん　など
（超音波検査や内視鏡検査との組み合わせが必要です）

正常細胞 がん細胞

ブドウ糖
3～8倍



■

このような方にもお勧めします。

・
・
・
・

頭痛や頭重感が続いている
字が書きにくい、手が震える
めまいや立ちくらみがする
気が遠くなることがある

・
・
・

物忘れがひどくなってきている
顔や手足がしびれることがある
箸が上手に使えなくなってきた

検査項目：内科診察、検査前問診、頭部MRI・MRA検査、脳高次機能検査（認知症検査）、
身長・体重測定、血圧測定、血液検査、心電図検査、眼底検査、
頚動脈超音波検査、腹囲測定、尿検査（特定健診の検査項目を全て含みます。）

■検査料金：55,000円（税5,000円含）＊料金は消費税率10％の金額です。
＊脳ドックに特定健診を含む場合、 「電子化手数料」として、330円（税30円含）が別途必要となります。

■予約が必要です 予約専用ダイヤル
予約受付時間

028-643-4441
月～金 13時～17時

脳ドックのご案内

【脳卒中とは、 脳梗塞や脳出血、 くも膜下出血などの「脳血管疾患」の一般的な名称です。】

　脳卒中は、日本人の死因の「第3位」であり、「寝たきり」や「介護が必要」
となる原因疾患の「第1位」となっています。

■検査項目：検査項目：PET/CT検査
■検査料金：111,650円（税10,150円含）＊料金は消費税率10％の金額です。

＊検査のキャンセルは、受診日の1営業日前より50,600円（税込）のキャンセル料が必要となります。

■予約が必要です 予約専用ダイヤル
予約受付時間

028-643-4441
月～金 13時～17時

PET/CTドックのご案内

　「がん」は日本人の死因の第1位で、その割合は年々増加傾向にあり、発見が
遅れるほど治る確率が低くなることや、再発や転移を起こすこともあること
から、早期に発見し適切な治療を行うことが重要です。

　特に、高血圧や糖尿病、脂質異常症、喫煙、不整脈（心房細動）、
肥満、家族が脳卒中になった方などは脳卒中の「高リスク群」に
該当しますので脳ドックをお勧めします。

　脳に一度障害が起こると、完全に元には戻りません。未発症の脳疾患（脳卒中や脳腫瘍、血管異常など）
やその危険因子を早期発見し、脳疾患を未然に防ぐことを目的とするのが、この「脳ドック」です。

　脳ドックでは次のような検査を行います。頭部
MRI検査やMRA（脳血管撮影）検査、頚動脈超音波
検査、眼底検査などにより、動脈硬化の評価や脳動
脈瘤の有無、脳内出血の危険性、脳腫瘍の有無など
を評価します。脳高次機能検査（問診や簡単なテスト）
を行い、認知症について評価します。また、動脈硬
化は高血圧や糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、喫煙、
不整脈などが複雑に関わりあいながら進行していき
ますので、血液検査や心電図検査などの他の一般検
査でこれらを評価します。

超電導高磁場MRI装置

PET/CT装置

■

このような方にお勧めします。
・
・
・
・
・

喫煙指数 400以上（喫煙指数＝1日の喫煙本数×喫煙年数）
40歳以上の喫煙者
家庭や職場に喫煙者（特にヘビースモーカー）がいる
咳や痰が続いている
家族に肺がんになった方がいる

・
・
息切れや微熱が続いている
アスベストの吸引歴・職歴がある

検査項目：検査前問診、胸部ＣＴ検査、身長・体重測定、血圧測定、肺機能検査、
腫瘍マーカー検査、喀痰細胞診検査

■検査料金：36,300円（税3,300円含）＊料金は消費税率10％の金額です。
■予約が必要です 予約専用ダイヤル

予約受付時間
028-643-4441
月～金 13時～17時

肺がんドックのご案内
　日本人の死因の第1位は「がん」であり、その中で最も多いのが「肺がん」です。
肺がんによる死亡数は、男性では「第1位」、女性では大腸がんに次いで
「第2位」となっています。

　肺がんは初期段階では自覚症状がほとんど現れないため、
早期発見に努めることが非常に大切です。

　肺がんの死亡数が多い原因としては、がんが進行した状態で発見されることが多く、また、他の臓
器に転移しやすいため治療成績が上がりにくいことなどが挙げられています。
　肺がんは、発生部位によって、肺の入り口近くにできる「中心型（肺門型）」と、肺の末梢の細い気
管支や肺胞にできる「末梢型（肺野型）」の二つに分けられます。
　「中心型」肺がんは喫煙者に多く、比較的早い時期から咳や血痰などの症状が現れるのが特徴ですが、
肺がんの7割を占める「末梢型」肺がんは、非喫煙者にも多く見られ、かなり進行するまで自覚症状
がほとんど出ないことが特徴です。
　当院の肺がんドックでは、64列マルチスライスCT装置を用いて、喫煙者に多い肺や気管支内に
発生するがんや、従来の胸部X線検査では見つけにくい心臓や血管・肋骨などの陰に隠れている小さな
がんを発見する事が可能となります。
　胸部X線検査と比較して、がんの発見率は2倍以上といわれています。肺がんにかかる方は40歳
代後半から増加し、年齢が高くなるほど多くなっていきます。

心臓

脊椎
肺癌

右肺 左肺

64列マルチスライスCT装置

PET検査とは、どのような原理の検査ですか？
　がん細胞は正常な細胞よりも分裂が盛んに行われますが、その
エネルギー源はブドウ糖であり、正常の3～8倍のブドウ糖を必要
とします。そこで、ブドウ糖と似た働きをする検査薬（FDG）を
体内に注射し、それが身体のどこに集まるのかを画像化してがん
の存在を特定します。PET検査は、がんの性質を上手に利用した
検査法なのです。

　このPET/CTドックでは、PET/CT装置を用いて、がん病巣が
どこにあるのかを探す「PET検査」と、その病巣の形状や大きさ
を判別する「CT検査」を両方同時に行い、その後でPETとCTの
画像を重ね合わせることで、からだのどこかに潜んでいるかも
しれない「がん」を見つけます。

PET/CT検査の長所と短所は？
　PET/CT検査は、全身を一度に調べることが可能であり、CT
単独では見逃しやすい小さな病巣も、PET/CTでは、はっきり光って
写るため、見逃しが少なくなります。
　PET/CTで使用する検査薬（FDG）は、がん以外の部位（脳や
腎臓、膀胱）や、炎症が起きている部位にも集積してしまいます。
そのため、PET/CTで異常が発見された場合、がんかどうかの
確定診断のためにほかの検査（超音波や内視鏡など）が必要に
なることもあります。

発見されやすい「がん」 肺がん・大腸がん・食道がん・膵臓がん・甲状腺がん・
乳がん・子宮がん・卵巣がん・悪性リンパ腫・悪性黒色腫　など

発見されにくい「がん」 早期の胃がん・前立腺がん・肝臓がん　など
（超音波検査や内視鏡検査との組み合わせが必要です）

正常細胞 がん細胞

ブドウ糖
3～8倍



■

このような方にもお勧めします。

・
・
・
・

頭痛や頭重感が続いている
字が書きにくい、手が震える
めまいや立ちくらみがする
気が遠くなることがある

・
・
・

物忘れがひどくなってきている
顔や手足がしびれることがある
箸が上手に使えなくなってきた

検査項目：内科診察、検査前問診、頭部MRI・MRA検査、脳高次機能検査（認知症検査）、
身長・体重測定、血圧測定、血液検査、心電図検査、眼底検査、
頚動脈超音波検査、腹囲測定、尿検査（特定健診の検査項目を全て含みます。）

■検査料金：55,000円（税5,000円含）＊料金は消費税率10％の金額です。
＊脳ドックに特定健診を含む場合、 「電子化手数料」として、330円（税30円含）が別途必要となります。

■予約が必要です 予約専用ダイヤル
予約受付時間

028-643-4441
月～金 13時～17時

脳ドックのご案内

【脳卒中とは、 脳梗塞や脳出血、 くも膜下出血などの「脳血管疾患」の一般的な名称です。】

　脳卒中は、日本人の死因の「第3位」であり、「寝たきり」や「介護が必要」
となる原因疾患の「第1位」となっています。

■検査項目：検査項目：PET/CT検査
■検査料金：111,650円（税10,150円含）＊料金は消費税率10％の金額です。

＊検査のキャンセルは、受診日の1営業日前より50,600円（税込）のキャンセル料が必要となります。

■予約が必要です 予約専用ダイヤル
予約受付時間

028-643-4441
月～金 13時～17時

PET/CTドックのご案内

　「がん」は日本人の死因の第1位で、その割合は年々増加傾向にあり、発見が
遅れるほど治る確率が低くなることや、再発や転移を起こすこともあること
から、早期に発見し適切な治療を行うことが重要です。

　特に、高血圧や糖尿病、脂質異常症、喫煙、不整脈（心房細動）、
肥満、家族が脳卒中になった方などは脳卒中の「高リスク群」に
該当しますので脳ドックをお勧めします。

　脳に一度障害が起こると、完全に元には戻りません。未発症の脳疾患（脳卒中や脳腫瘍、血管異常など）
やその危険因子を早期発見し、脳疾患を未然に防ぐことを目的とするのが、この「脳ドック」です。

　脳ドックでは次のような検査を行います。頭部
MRI検査やMRA（脳血管撮影）検査、頚動脈超音波
検査、眼底検査などにより、動脈硬化の評価や脳動
脈瘤の有無、脳内出血の危険性、脳腫瘍の有無など
を評価します。脳高次機能検査（問診や簡単なテスト）
を行い、認知症について評価します。また、動脈硬
化は高血圧や糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、喫煙、
不整脈などが複雑に関わりあいながら進行していき
ますので、血液検査や心電図検査などの他の一般検
査でこれらを評価します。

超電導高磁場MRI装置

PET/CT装置

■

このような方にお勧めします。
・
・
・
・
・

喫煙指数 400以上（喫煙指数＝1日の喫煙本数×喫煙年数）
40歳以上の喫煙者
家庭や職場に喫煙者（特にヘビースモーカー）がいる
咳や痰が続いている
家族に肺がんになった方がいる

・
・
息切れや微熱が続いている
アスベストの吸引歴・職歴がある

検査項目：検査前問診、胸部ＣＴ検査、身長・体重測定、血圧測定、肺機能検査、
腫瘍マーカー検査、喀痰細胞診検査

■検査料金：36,300円（税3,300円含）＊料金は消費税率10％の金額です。
■予約が必要です 予約専用ダイヤル

予約受付時間
028-643-4441
月～金 13時～17時

肺がんドックのご案内
　日本人の死因の第1位は「がん」であり、その中で最も多いのが「肺がん」です。
肺がんによる死亡数は、男性では「第1位」、女性では大腸がんに次いで
「第2位」となっています。

　肺がんは初期段階では自覚症状がほとんど現れないため、
早期発見に努めることが非常に大切です。

　肺がんの死亡数が多い原因としては、がんが進行した状態で発見されることが多く、また、他の臓
器に転移しやすいため治療成績が上がりにくいことなどが挙げられています。
　肺がんは、発生部位によって、肺の入り口近くにできる「中心型（肺門型）」と、肺の末梢の細い気
管支や肺胞にできる「末梢型（肺野型）」の二つに分けられます。
　「中心型」肺がんは喫煙者に多く、比較的早い時期から咳や血痰などの症状が現れるのが特徴ですが、
肺がんの7割を占める「末梢型」肺がんは、非喫煙者にも多く見られ、かなり進行するまで自覚症状
がほとんど出ないことが特徴です。
　当院の肺がんドックでは、64列マルチスライスCT装置を用いて、喫煙者に多い肺や気管支内に
発生するがんや、従来の胸部X線検査では見つけにくい心臓や血管・肋骨などの陰に隠れている小さな
がんを発見する事が可能となります。
　胸部X線検査と比較して、がんの発見率は2倍以上といわれています。肺がんにかかる方は40歳
代後半から増加し、年齢が高くなるほど多くなっていきます。

心臓

脊椎
肺癌

右肺 左肺

64列マルチスライスCT装置

PET検査とは、どのような原理の検査ですか？
　がん細胞は正常な細胞よりも分裂が盛んに行われますが、その
エネルギー源はブドウ糖であり、正常の3～8倍のブドウ糖を必要
とします。そこで、ブドウ糖と似た働きをする検査薬（FDG）を
体内に注射し、それが身体のどこに集まるのかを画像化してがん
の存在を特定します。PET検査は、がんの性質を上手に利用した
検査法なのです。

　このPET/CTドックでは、PET/CT装置を用いて、がん病巣が
どこにあるのかを探す「PET検査」と、その病巣の形状や大きさ
を判別する「CT検査」を両方同時に行い、その後でPETとCTの
画像を重ね合わせることで、からだのどこかに潜んでいるかも
しれない「がん」を見つけます。

PET/CT検査の長所と短所は？
　PET/CT検査は、全身を一度に調べることが可能であり、CT
単独では見逃しやすい小さな病巣も、PET/CTでは、はっきり光って
写るため、見逃しが少なくなります。
　PET/CTで使用する検査薬（FDG）は、がん以外の部位（脳や
腎臓、膀胱）や、炎症が起きている部位にも集積してしまいます。
そのため、PET/CTで異常が発見された場合、がんかどうかの
確定診断のためにほかの検査（超音波や内視鏡など）が必要に
なることもあります。

発見されやすい「がん」 肺がん・大腸がん・食道がん・膵臓がん・甲状腺がん・
乳がん・子宮がん・卵巣がん・悪性リンパ腫・悪性黒色腫　など

発見されにくい「がん」 早期の胃がん・前立腺がん・肝臓がん　など
（超音波検査や内視鏡検査との組み合わせが必要です）

正常細胞 がん細胞

ブドウ糖
3～8倍



各種専門ドックの
ご案内

肺がんドック

乳がんドック PET/CTドック

脳ドック

骨密度ドック

■検査項目：検査前問診、身長・体重測定、骨密度検査
■検査料金：6,600円（税600円含）＊料金は消費税率10％の金額です。
■予約が必要です 予約専用ダイヤル

予約受付時間
028-643-4441
月～金 13時～17時

骨密度ドックのご案内

骨粗鬆症による骨折は、「寝たきり」につながります。
　骨粗鬆症では、転倒などをきっかけに骨折が起こりやすくなります。骨折の中でも、
特に「太ももの付け根の骨折（大腿骨頚部骨折）は、寝たきりになりやすい」といわれており、
特に女性では70歳前後から頻度が急増しています。

閉経後
糖尿病や腎臓病を治療中
タバコやアルコール・カフェインなどをたくさん摂る

　骨粗鬆症とは、骨が構造的にもろくなって、骨折が起こりやすくなる病気です。

　骨密度は、20歳代半ばまでは増加していきますが、30歳代以降は徐々に
減少し、女性では閉経を迎える50歳前後から骨量が急激に減少します。

　このため、60歳代では2人に1人が、70歳以上になると10人中7人が
骨粗鬆症になるといわれています。

　骨粗鬆症は、圧倒的に女性に多い病気です。これは女性ホルモン（エストロ
ゲン）が骨の新陳代謝に関わっているためですが、その他にも遺伝的な体質、
偏食や極端なダイエット、喫煙や過度の飲酒、運動不足なども原因と考えられ
ており、最近では若い女性の骨粗鬆症も問題になってきています。

このような方にお勧めします。
・
・
・

■

・
・
・
・
・

家族に乳がんになった方がいる
初潮が11歳以下だった
出産や授乳の経験がない
肥満である（脂肪組織はエストロゲンを作る工場に例えられます）
不妊治療やHRT（ホルモン補充療法）などを受けたことがある

・
・
閉経が55歳以上だった
初産年齢が30歳以上だった

検査項目：検査前問診、マンモグラフィ、乳房超音波検査
■検査料金：11,000円（税1,000円含）＊料金は消費税率10％の金額です。
■予約が必要です 予約専用ダイヤル

予約受付時間
028-643-4441
月～金 13時～17時

乳がんドックのご案内
　乳がんは、人間ドックなどで発見される女性のがんの中で最も多いがんで、
年間約4万人の方が発病し、1万人の方が亡くなっています。

　一生の間に乳がんになる確率（生涯罹患率）は、6～7%といわれており、
約16人に1人が乳がんになる計算になります。

　乳がんは他のがんと異なり、30歳代から増加しはじめ、45歳から50歳代の
比較的若い世代に多いことが特徴で
す。近年、乳がんは急増傾向にあります
が、これは食生活やライフスタイルの
変化が影響しているといわれています。

　また、乳がんは女性の壮年層（30～
64歳）のがん死亡原因のトップとなっ
ているにもかかわらず、あまり一般の
方には知られていないのも事実です。

　30歳を過ぎたら、マンモグラフィと乳房超音波検査による
乳がん検診を受け、早期発見することが大切です。
　乳がんは、他のがんと比べて比較的進行が緩やかですが、しこりが発見された時には既
にある程度進行した状態であることが多く、また、しこりができない乳がんもあるので
注意が必要です。
　乳がんの発生には、女性ホルモン（エストロゲン）と深い関係があり、エストロゲンの
体内レベルが高い期間が長く続くと、乳がんになりやすいといわれています。

「地域がん登録」研究班による全国推計値
（人口10万人対）
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このような方にお勧めします。

Z84091

正　常 骨粗鬆症

「日本病院会／日本人間ドック学会指定」 「健康保険組合連合会指定」 「人間ドック・健診施設機能評価認定施設」

お問い合わせ・ご予約
お電話受付時間
HP  http://www.saimiya.com/healthcenter.html

☎028‒643-4441
月～金　13～17時

消費税率10％



各種専門ドックの
ご案内

肺がんドック

乳がんドック PET/CTドック

脳ドック

骨密度ドック

■検査項目：検査前問診、身長・体重測定、骨密度検査
■検査料金：6,600円（税600円含）＊料金は消費税率10％の金額です。
■予約が必要です 予約専用ダイヤル

予約受付時間
028-643-4441
月～金 13時～17時

骨密度ドックのご案内

骨粗鬆症による骨折は、「寝たきり」につながります。
　骨粗鬆症では、転倒などをきっかけに骨折が起こりやすくなります。骨折の中でも、
特に「太ももの付け根の骨折（大腿骨頚部骨折）は、寝たきりになりやすい」といわれており、
特に女性では70歳前後から頻度が急増しています。

閉経後
糖尿病や腎臓病を治療中
タバコやアルコール・カフェインなどをたくさん摂る

　骨粗鬆症とは、骨が構造的にもろくなって、骨折が起こりやすくなる病気です。

　骨密度は、20歳代半ばまでは増加していきますが、30歳代以降は徐々に
減少し、女性では閉経を迎える50歳前後から骨量が急激に減少します。

　このため、60歳代では2人に1人が、70歳以上になると10人中7人が
骨粗鬆症になるといわれています。

　骨粗鬆症は、圧倒的に女性に多い病気です。これは女性ホルモン（エストロ
ゲン）が骨の新陳代謝に関わっているためですが、その他にも遺伝的な体質、
偏食や極端なダイエット、喫煙や過度の飲酒、運動不足なども原因と考えられ
ており、最近では若い女性の骨粗鬆症も問題になってきています。

このような方にお勧めします。
・
・
・

■

・
・
・
・
・

家族に乳がんになった方がいる
初潮が11歳以下だった
出産や授乳の経験がない
肥満である（脂肪組織はエストロゲンを作る工場に例えられます）
不妊治療やHRT（ホルモン補充療法）などを受けたことがある

・
・
閉経が55歳以上だった
初産年齢が30歳以上だった

検査項目：検査前問診、マンモグラフィ、乳房超音波検査
■検査料金：11,000円（税1,000円含）＊料金は消費税率10％の金額です。
■予約が必要です 予約専用ダイヤル

予約受付時間
028-643-4441
月～金 13時～17時

乳がんドックのご案内
　乳がんは、人間ドックなどで発見される女性のがんの中で最も多いがんで、
年間約4万人の方が発病し、1万人の方が亡くなっています。

　一生の間に乳がんになる確率（生涯罹患率）は、6～7%といわれており、
約16人に1人が乳がんになる計算になります。

　乳がんは他のがんと異なり、30歳代から増加しはじめ、45歳から50歳代の
比較的若い世代に多いことが特徴で
す。近年、乳がんは急増傾向にあります
が、これは食生活やライフスタイルの
変化が影響しているといわれています。

　また、乳がんは女性の壮年層（30～
64歳）のがん死亡原因のトップとなっ
ているにもかかわらず、あまり一般の
方には知られていないのも事実です。

　30歳を過ぎたら、マンモグラフィと乳房超音波検査による
乳がん検診を受け、早期発見することが大切です。
　乳がんは、他のがんと比べて比較的進行が緩やかですが、しこりが発見された時には既
にある程度進行した状態であることが多く、また、しこりができない乳がんもあるので
注意が必要です。
　乳がんの発生には、女性ホルモン（エストロゲン）と深い関係があり、エストロゲンの
体内レベルが高い期間が長く続くと、乳がんになりやすいといわれています。

「地域がん登録」研究班による全国推計値
（人口10万人対）
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このような方にお勧めします。

Z84091

正　常 骨粗鬆症

「日本病院会／日本人間ドック学会指定」 「健康保険組合連合会指定」 「人間ドック・健診施設機能評価認定施設」

お問い合わせ・ご予約
お電話受付時間
HP  http://www.saimiya.com/healthcenter.html

☎028‒643-4441
月～金　13～17時

消費税率10％


