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生活習慣病の早期発見、日本人に多い早期胃がん診断（経鼻内視鏡または胃バリウム）

を行います。40代以降のがん年齢にさしかかったすべての方に最適の検査です。

初めて受診される方におすすめ、総合的かつ標準的コース

半 日で終了！フルドックコース

負担の少ない経鼻内視鏡による
胃カメラ検査を行えます

横浜栄共済病院

院長 細川 治
専門：消化器（特に胃がん）

がんの早期発見・治療で地域に貢献しています

半日で終了

経験豊富な専門スタッフ

標準ドックコースは午前中で終了します。効率の良い検査と診察で

お忙しい方にもおすすめです。昼食に季節限定お弁当をご用意して

おります。（脳ドック、乳がんドックは午後の時間帯になります。）

がん検診を推進してきた院長自身による内視鏡施術をはじめ、経験

豊かなスタッフが誠実に対応、安心して受診していただけます。

手厚いアフターフォロー
万が一、異常が発見された場合、当院の初診予約を優先的に手配い

たします。病院併設ならではの院内連携による治療完結が可能です。

日本消化器がん検診学会 理事、対策型検診内視鏡検診研究会 代表世話人

横浜市「内視鏡による胃がん検診モデル事業」協議会委員、精度管理委員長

NPO 日本消化器がん検診精度管理評価機構 理事

昭和62年にセンター開設以来、約5万4千人が当院の人間ドックを受検。平成22年度から開始した

経鼻内視鏡による胃がん検診は、累計3,700人が受けられ、そのうち25人にがんが発見されました。

当院人間ドックの特色

内視鏡が舌のつけ根を通
らず、のどにも触れない
ので、経口の内視鏡検査
に比べ、検査時の吐き気、
不快感が少なく、苦痛の
軽減が期待されます

基本検査（眼、聴力、胸部X線、肺機能検査、心電図）

検体検査（尿・便・血液）

上部消化管検査（経鼻内視鏡または胃バリウム）

腹部エコー検査

内
容

院長による施術

Point



脳梗塞やくも膜下出血などは症状がない

まま突然発症します。

ご高齢の方はもちろん、高血圧や糖尿病、

動脈硬化などの危険因子がある方は、MRI

を使った脳ドックを受けることをおすす

めします。

脳血管疾患、認知症等が心配な方におすすめ

痛みや放射線被ばくを伴わない
MRIで検査

VSRADシステムでアルツハイマー
型認知症をチェック

脳 ドック
脳MRI

頭部MRA・頚部MRA

認知症検査（＋VSRAD）

内
容

※VSRADとは、MRI画像から脳（主に記憶に関

わる内側側頭部）の萎縮の程度を読み取る画像

処理・統計解析ソフトウェア

治療が必要な所見があった場合も…

当院の脳神経外科・脳卒中科の治療チームが、迅速に対応いたします。

脳の病気は症状が

ないまま進行します

脳血管MRA

狭窄があるのを放置し

ておくと、さらに進行

して脳への血流が減少

することにより、脳梗

塞の原因となります。

脳MRI

動脈瘤あるのを放置

しておくと、破裂す

る危険があり、くも

膜下出血の原因とな

ります。

VSRAD処理

海馬に萎縮ある場合

は、アルツハイマー

型の認知症の一因で

あることが分かって

きています。

Point



乳 がんドック
乳房エコー検査

マンモグラフィ

（2Dまたは3Dを選択）

内
容

早期発見が大切！３０代以上の女性におすすめ

最新の3Dマンモグラフィを導入！
病変部位をより鮮明に抽出

検査はマンモグラフィ認定技師の

女性スタッフが対応

“12人に１人”の女性が

乳がんにかかると

いわれています

近年、日本人女性が最もかかりやすい“が

ん”は乳がんです。

乳がんは早期で発見すれば約90％以上は

治る病気です。しかし、早期の乳がんに

は自覚症状がなく、画像診断でないと発

見出来ません。乳がんは定期的な検査と

早期発見が大切です。

乳房エコー検査 マンモグラフィ 3Dマンモグラフィ
（トモシンセシス）

数ミリのしこりを見つけ、

その形だけでなく、内部

の構造まで確認できます。

痛みもなくX線を使用し

ないため被曝もしません。

手で触ることのできない

石灰化(乳がんの初期サ

インである砂粒のように

小さい白い点)を写し出

します。

県内でも当院を含め数施設しか撮影で

きません。(2015年10月現在)

撮影角度を変えて複数撮影したデータ

を3次元的に再構成することにより乳

腺の重なりを排除でき、より精度の高

い診断が可能になります。

超音波検査

年齢別
おすすめ度

マンモグラフィ

30歳 40歳 50歳 60歳 70歳 80歳 90歳

Point



オプションのみの申し込み、当日のオプション追加はできませんのでご了承ください。

頚動脈エコー検査

プラスオプションでもっと「健康」チェック

動脈硬化が進むと、脳梗塞や心筋梗塞の原

因となります。血液の流れを調べて脳と心

臓を守りましょう。
動 脈硬化検査

血管年齢検査（ABI･CAVI）

頚動脈（首の動脈）の壁の厚みを測る

ことで視覚的に動脈硬化の有無を知る

手がかりとなります。

頚動脈の壁が厚いと心臓に栄養や酸素

を送る血管である冠動脈に動脈硬化が

進んでいると言われています。

動脈の壁が肥厚し非常に危険な
状態の頚動脈

正常部分

動脈硬化の進んだ冠動脈

腕の血圧と足首の血圧を測定して比

較することで、手や足の動脈の詰ま

りの程度や動脈の硬さから血管年齢

を測定します。



骨の強度が低下してくると、骨粗しょう症や骨

折の危険性が高まります。特に中高年の女性に

は定期的な検査をおすすめします。
骨 密度検査

甲状腺エコー検査

甲状腺機能の異常は全身のさまざまな不快症状

や精神症状にもつながります。疲れやすいと感

じたらぜひ受けておきたい検査です。

甲状腺機能血液検査
（FT4・TSH・サイログロブリン）

甲状腺学会専門医による

的確な検査判定

甲 状腺検査

甲状腺の内部の様子を観察し、甲状腺

の大きさや形、腫瘍の有無を調べます。

血液検査で甲状腺ホルモンの分泌状況

を確認します。

当院には、神奈川県内で29名の医

師しかいない日本甲状腺学会専門

医である山田昌代医師が常勤して

おり、診断を行っております。

甲状腺左側に腫瘍を認めます

DEXA法

山田昌代医師による診察

Point

Point

２種類のX腺を腰椎と大腿骨両方に当て、

X腺の骨による吸収率の差で骨密度（骨の

中に含まれるミネラル成分の量）を測定

します。

短時間の検査で被曝量も少なく、より精

度の高い診断を行うことができます。



おすすめオプション検査 プラスセット

レディース簡単プラス

乳がん検査

子宮頚がん検査

メンズプラス

肺ＣＴ検査

腫瘍マーカー検査

PSA（前立腺がん）

シニアプラス 動脈硬化プラス

頚動脈エコー検査

血管年齢検査

甲状腺エコー検査

甲状腺血液検査

甲状腺プラス

レディース完璧プラス

乳がん検査

子宮頚がん検査

甲状腺プラス

骨密度検査

骨密度検査

動脈硬化プラス

日本人の２人に１人はなるといわれる「がん」

さまざまな「がん」に対してオプション検査で

さらにチェックしましょう。
が ん検査

腫瘍マーカー

血液中のアミノ酸濃度を
測定する新しい検査です。
（胃、肺、大腸、前立腺、
乳、子宮・卵巣）

CA19-9 （膵・胆管系）
AFP（肝細胞）
CA125（卵巣・子宮）
PSA（前立腺）

ピロリ菌検査

胃がんの原因になると言わ
れています。

最新式ＣＴ機器によ

り、通常のレントゲ

ンでは発見できない

微細ながんを抽出で

きます。

また低線量で被曝量

が少なく、体にもや

さしい検査です。

子宮・卵巣の腫瘍の早期発見
など、病変の有無を調べます。

子宮頚がん検査
（内診･細胞診･経腟エコー）

肺ＣＴ検査

アミノインデックス

Point マルチスライスＣＴ Point 血液検査で確認



受付時間

人間ドック受診を希望される方は

事前にご予約をお願いします

お問い合わせ・ご予約は健康医学センターまで

045-895-8370（直通）

平日（月～金）8：30 ～ 17：00

土日・祝日および開院記念日はお休みです。

http://dock.cocokarada.jp

インターネットによるご予約は当院ホームページまたは各サイトから

来院のご案内

JR京浜東北線本郷台駅から徒歩７分

シャトルバスあり

大船駅前バス停から神奈川中央交通

バス・江ノ電バスで「公田」下車

横浜横須賀道路を日野インター下車

→鎌倉街道の大船方面（左折）へ。

→公田の交差点を右折すると右手に栄

警察署が見えます。

→栄警察署を通り過ぎて桂町交差点を

右折すると当院です。

〒247-8581 神奈川県横浜市栄区桂町132番地 045-891-2171（代表）

http://www.yokohamasakae.jp

https://www.mrso.jp

栄共済 ドック

人間ドック・健診

マーソ

http://www.yokohamasakae.jp/dock

国家公務員共済組合連合会

横浜栄共済病院 健康医学センター


