
がん検診や眼底検査等を加えた、充実した内容の健康診断です。

コース番号 健診コース 税込料金 検査項目 備考

１１０ 定期Ａ１ 9,108 円

身長、体重、ＢＭＩ、腹囲測定、視力検査、血圧測定、聴力検査（選別法）、
胸部Ｘ線（デジタル撮影・判定）、心電図検査、尿検査（糖・蛋白）、
貧血検査（Ｒ・Ｈｂ）、ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ‐ＧＴＰ、ＨＤＬコレステロール、
中性脂肪、ＬＤＬコレステロール、血糖、ＨｂＡ１ｃ、診察

糖尿病の早期発見に有効
なHbA1c を追加してい
ます。

130 定期Ａ３ 8,470 円 定期Ａ１から HbA1c を除いた内容 法令で求められる最低限
の健診です。

１００ 雇入時 8,470 円 定期Ａ３と同じ内容
常時使用する労働者を雇

入れる際の健診です。

１４０ 特定業務従事者 6,820 円 定期Ａ１よりＨｂＡ１ｃと胸部Ｘ線検査を除いた内容
深夜業等の特定業務の従

事者が対象です。

コース番号 健診コース 税込料金 検査項目 備考

３１０ モデルＡ 29,150 円

身長、体重、ＢＭＩ、体脂肪測定、腹囲測定、視力検査、血圧測定、聴力検査（選別法）、
胸部Ｘ線（デジタル撮影・判定）、胃部Ｘ線（デジタル撮影）、腹部超音波（肝・胆・腎・膵・脾）、
心電図検査、眼底検査（片眼）、尿検査（糖・蛋白・潜血）、便潜血反応検査（２日法）、
貧血検査（Ｒ・Ｈｂ・Ｈｔ・Ｗ）、血小板数、ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ‐ＧＴＰ、
ＡＬＰ、乳酸脱水素酵素（ＬＤＨ）、コリンエステラーゼ、総ビリルビン、総蛋白、Ａ／Ｇ、
アルブミン、ＨＤＬコレステロール、中性脂肪、ＬＤＬコレステロール、血糖、
ＨｂＡ１ｃ、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アミラーゼ、診察

腹部超音波検査は、肝臓

や胆のう、腎臓などの病

気の早期発見に役立ちま

す。

３２０ モデルＢ 23,650 円 モデルＡから腹部超音波を除いた内容

３３０ モデルＣ 20,922 円
モデルＢから体脂肪、眼底検査、血小板数、乳酸脱水素酵素（ＬＤＨ）、
コリンエステラーゼ、総ビリルビン、総蛋白、Ａ／Ｇ、アルブミン、尿素窒素、
アミラーゼを除き、総コレステロールを追加した内容

番号 検査項目 税込料金 備考

乳がん検診

１ 乳房Ｘ線検査（１方向） 3,850 円 50 歳以上の女性対象

２ 乳房Ｘ線検査（２方向） 4,510 円 40 代の女性対象

３ 乳房超音波検査 3,960 円 若い世代からおすすめ

子宮頸がん検診

４ 内診・子宮頸部細胞診（ＬＢＣ法） 4,950 円 若い世代に特におすすめ

５ ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）検査 3,667 円 子宮頸がんリスクを減らす

6 胃部Ｘ線（デジタル） 9,350 円 胃がんの早期発見

番号 検査項目 税込料金 備考

７ ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 1,100 円 胃がんリスクを減らす

８ 便潜血検査（２日法） 1,430 円 大腸がんの早期発見

肺がん検診

９ 胸部低線量ＣＴ検査 11,000 円
胸部Ｘ線画像で肺がんをチェック

１０ 胸部Ｘ線検査（デジタル） 2,420 円

１１ 喀痰細胞診 2,640 円 胸部Ｘ線との同時受診がおすすめ

１２ 呼吸機能検査 COPD 判定なし 1,100 円
肺の機能を調べる

１３ 呼吸機能検査 COPD 判定あり 1,571 円

一般健康診断

生活習慣病健診

オプション検査

法律で実施が義務付けられている健康診断です。
（労働安全衛生規則第４３・４４・４５条）

健康診断コース・項目・料金一覧表

※１定期健康診断において、40 歳未満（20 歳・25 歳・30 歳・35 歳は除く）の者は、呼吸器疾患等の自他覚症状、既往歴等を医師が
総合的に判断した上で必要でないと認めた場合、胸部Ｘ線検査を省略することが可能です。なお、感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律、じん肺法の規定により省略できない場合がありますので、詳細は当協会へお問合せください。

2　健康診断料金一覧表



コース番号 健診コース 税込料金 検査項目 対象者

８１０ 一般健診 7,169 円

診察、身長、体重、ＢＭＩ、腹囲測定、視力検査、聴力検査（選別法）、
血圧測定、尿（糖・蛋白・潜血）、便潜血反応検査（２日法）、
貧血（R・Hb・Ht・W）、ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ‐ＧＴＰ、
ＡＬＰ、総コレステロール、ＨＤＬコレステロール、中性脂肪、
ＬＤＬコレステロール、血糖、クレアチニン、尿酸、eGFR、心電図検査、
胸部Ｘ線（直接撮影・判定）、胃部Ｘ線（直接撮影）

３５歳～７４歳

８２０ 子宮頸がん検診
（単独受診）

1,039 円 内診・子宮頸部細胞診 ２０歳～３８歳の偶数年齢の女性

以下の健（検）診は、一般健診とのセット受診のみです。単独受診はできません。

８１１
乳がん検診

1,086 円 乳房Ｘ線検査（１方向） ５０歳以上の偶数年齢の女性

８１２ 1,686 円 乳房Ｘ線検査（２方向） ４０～４８歳の偶数年齢の女性

８１３ 子宮頸がん検診 1,039 円 内診・子宮頸部細胞診 ３６歳～７４歳の偶数年齢の女性

８１４ 付加健診 ※２ 4,802 円
尿沈渣鏡検、血小板数、血液像、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、
アミラーゼ、乳酸脱水素酵素（LDH）、眼底検査（両眼）、呼吸機能検
査、腹部超音波（肝・胆・腎）

４０歳、５０歳

８１５ 肝炎ウイルス検査 624 円 ＨＣＶ・ＨＢｓ抗原 ３５歳～７４歳 ※３

番号 検査項目 税込料金 備考

眼底検査

１４ 片眼 1,100 円 血管の状態を撮影し生活習慣病

の早期発見や、眼疾患の発見も１５ 両眼 2,200 円

肝炎ウイルス検査

１６ ＨＢｓ抗原・抗体 1,386 円 Ｂ型肝炎ウイルスの検査

１７ ＨＣＶ 2,200 円 Ｃ型肝炎ウイルスの検査

１８ ＨＢｓ抗原、ＨＣＶ 2,750 円
セットで割引料金

１９ ＨＢｓ抗原・抗体、ＨＣＶ 3,058 円

番号 検査項目 税込料金 備考

20 腹部超音波検査（肝・胆・腎・膵・脾） 5,500 円 臓器がん等の早期発見

２1 ＨｂＡ１ｃ　※全員実施の場合 880 円 糖尿病早期発見

腫瘍マーカー

２2 ＡＦＰ 2,640 円 主に肝臓がん

２3 ＣＥＡ 2,640 円 主に消化器系（胃・大腸）がん

２4 ＣＡ１９－９ 2,090 円 主に膵臓がん、胆道がん

２5 ＣＡ１２５ 1,980 円 主に卵巣がん、子宮がん

２6 前立腺特異抗原 （ＰＳＡ） 検査 1,650 円 前立腺がん

協会けんぽ
（全国健康保険協会）

生活習慣病予防健診

協会けんぽ（全国健康保険協会）の加入者を対象とし、
費用の一部を協会けんぽが補助する健康診断です。

一般健康診断の項目はもちろん、がん検診もセットになっています。

健康診断コース・項目・料金一覧表

こちらに記載の健診コース以外も承ります。事業所や健康
保険組合の指定項目健診など、お気軽にお問合せください。

※１ 税込料金は、協会けんぽからの補助額を引いた負担額となります。
※２ 付加健診において、血圧高値・既往歴により検査項目を中止した場合、補助対象外となります。
※３ 過去にＣ型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。
※　 2020 年度の費用や項目については、協会けんぽの案内またはホームページにてご確認ください。
※　 健診当日は必ず保険証を持参し、受付へご提示ください。
※　 協会けんぽの補助を利用した人間ドックもございます（詳細次頁）。

オプション検査

健康診断料金一覧表　３
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通常価格

協会けんぽ
補助利用価格

協会けんぽ
補助利用価格

協会けんぽ
（全国健康保険協会）

お得な人間ドック！
３５歳～７４歳の「協会けんぽ」加入の方が対象

人間ドックをお得に受診できます！

協会けんぽ生活習慣病予防健診
の補助を利用して、人間ドック
をお得に受診できます。会社の
健康診断としても実施可能です。

ベーシックコース

Big Waffle 人間ドックの３コース

▶BigWaffleドックフロア

▶

BigWaffle昼食（イメージ）

県南センター 一日人間ドックも

38,500 円 47,300 円 121,000 円

109,304 円26,804 円 35,604 円

スタンダードコース プレミアムコース

通常価格 49,500 円 37,804 円

※協会けんぽ指定項目で未受診項目がある場合は、補助金が減額されるため個人負担額が増額します。未受診項目が
ないように受診をお願いいたします。指定項目については3ページをご覧ください。

人間ドックのお問合せ

Big Waffle
（盛岡）

TEL  019-638-4837
施設健診係　人間ドック担当
受付 9:00 ～ 17:00　土日祝除く

TEL  0197-44-5713
健診課　人間ドック担当
受付 9:00 ～ 17:00　土日祝除く

県南センター
（金ケ崎）

４　お得な人間ドック



健康診断の流れ 健康診断の申込から健診、結果・請求までの基本的な流れとなります。
ご加入の健康保険組合によっては異なる場合がございます。

1

2

お電話、メールにてお気軽にお問合せください。
本所【TEL】 019-638-7185 【E-mail】  info@aogiri.org
県南【TEL】 0197-44-5711 【E-mail】  k-info@aogiri.org

ご希望の健康診断について、当協会にて確認を行います。
①受診場所　②受診時期　③健診の種類　④受診者数　⑤健康保険組合など
※予約状況も確認します。

お客さまにて、「健康診断申込書」「受診者名簿」の作成をお願いいたします。
必要事項を記入のうえ、当協会へお送りください。
申込書様式はホームページからもダウンロードできます。

当協会にて、申込書と名簿、健診内容をもとに受診日の調整を行います。
決定後、ご連絡いたします。

当協会より「確認書」「健康診断受診票」などの健診資材が届きます。
確認書の内容のご確認をお願いいたします。
注意事項等もお読みいただき、事前の準備や記入をお願いいたします。

健康診断の日です。
健診日、会場、受付時間、持参物等をご確認のうえ、お越しください。
施設内健診では、ご希望に応じて当日会計も可能です。

最終健診日から３～４週間で健康診断結果が届きます。
結果個人票、集計・一覧表、請求書も送付いたします。

請求書の内容をご確認のうえ、料金のお支払いをお願いいたします。

3

4

5

6

7

8

健康診断の流れ　５



精密検査外来「ふわり」
ご案内

  労災保険二次健診のご案内

精密検査が必要と診断された方は、
当協会でも受診いただけます。
完全予約制で保険適用となります。

費用０円！
脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと
判断された方を対象とした健診です。

完全予約制

お電話または当協会ホームページより、事前のご予約をお願いいた
します。
当日は診察から検査・結果説明まで、一度の受診で終了いたします。
※検査によっては、結果説明や追加検査で後日再来いただくことが
ございます。

労災保険二次健康診断等給付は、脳・心臓疾患
を発症する危険性が高いと判断された方に対し
て、二次健康診断と特定保健指導を無料で受け
ることができる制度です。当協会は同健診の実
施医療機関となっています。

受診費用は無料
労災申請が不要
保険料への影響なし

最新の機器を整備し、精度の高い検査を実施しています。

一般の病院同様に保険が適用になります。
当日は必ず保険証をお持ちください。

診療科は、呼吸器内科・循環器内科・消化器内科となります。
治療が必要な方には、紹介状が出る場合があります。治療
中の方は、かかりつけ医にご相談ください。

最新機器使用

保険適用

個人・会社の負担はなし！

労災保険二次健診のお問合せ

盛岡：施設健診係 労災保険二次健診担当
TEL  019-638-7172
受付 9:00 ～ 17:00　土日祝除く

金ケ崎：県南センター健診課
TEL  0197-44-5713
受付 9:00 ～ 17:00　土日祝除く

健康診断受診後は…

精密検査外来のお問合せ

TEL  019-638-7203
施設健診係　精密検査外来担当
受付 9:00 ～ 16:00　土日祝除く

６　精密検査外来・労災保険二次健診

▶ ふわり外観▶

ふわり待合ロビー


