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健康診断の流れ　2

健康診断のお申込みから健診、結果送付まで

１．お問合せ・お申込み
お電話やホームページからお気軽にお問合せください。
下記について伺います。
①会社名、ご担当者様名　②受診場所、日程　③健診の種類　
④受診者数　⑤ご加入の健康保険組合　⑥請求、結果報告方法

２．名簿作成、日程調整
お客さまにて、「申込書」「受診予定者名簿」を作成し、
当協会へメールにてお送りください。
各種様式はホームページからダウンロードできます。
受診日の調整後、当協会よりご連絡いたします。

ダウンロードコーナーは当協会ＨＰ
右上「メニュー」の中にあります。

３．資材送付、事前準備
当協会より「確認書」「健康診断受診票」等の健診資材を
お送りいたします。到着後、内容物のご確認をお願いいたします。
健診を受けるにあたり禁忌事項や注意事項がございます。
ご一読いただき、事前の準備や記入をお願いいたします。

４．健康診断当日
健診内容により飲食に制限があります。
お越しになる前に受診票や検体等を再度ご確認ください。
混雑と密集を避けるため、受付時間へのご協力をお願いいたします。

５．結果送付
健診日から３～４週間で健康診断結果をお送りいたします。
健診後の精密検査（一部項目）や労災二次健診も実施しております。
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1　岩手県予防医学協会について

岩手県予防医学協会について

１９７０年の設立から一貫して追い求めたのは「県民の健康と福祉のために」。広い

県土をくまなく巡り、健康診断を提供してきました。現在は巡回健診だけでなく、盛

岡と金ケ崎に健診センターを設置し、健康診断・人間ドックを実施しています。さらに、

平成２６年から健診後のフォローとして精密検査外来を開始しました。また、ヘルシー

レストランやジムの運営や、保育園・児童クラブ・デイサービスを合わせた幼老統

合事業も展開し、さまざまな形で健康と福祉を支えています。

シンボルマーク キャラクター

1979年、県民の公募により
決まりました。岩手県予防医
学協会の頭文字「い」を鳥の
モチーフとしてデザインしてい
ます。平和で健康、そして限
りない県民の幸福を表現して
います｡

あおぎりの木から生まれた妖精
「アーリー」です。早期発見・
早期治療（早期 : Early）の
ために頑張っています。みん
なの身体と心、そして社会（３
つのタネ）が健やかに育つよ
う願っています。

検診車あおぎり号

検診車の名前は、落葉樹「あ
おぎり」に由来します。この
樹木は、広島の原爆から蘇っ
た木として、また伝説の鳥、
鳳凰が宿る木として有名です。
このたくましい生命力がある
木に、健やかな未来を託して、
命名しました。

健診フロア 人間ドックフロア 県南センター
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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

110 定 期 Ａ１ 9,328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）、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

101 雇入時Ａ１ 9,328円 定期Ａ１と同じ内容

141 特定業務従事者Ａ１ 7,678円 定期Ａ１より胸部Ｘ線検査を除いた内容

130 定 期 Ａ３ 8,690円 定期Ａ１および雇入時Ａ１からＨｂＡ１ｃを除いた内容
※ただし食後３．５時間以上あけて受診する必要があります。１０３ 雇入時Ａ３ 8,690円

１４３ 特定業務従事者Ａ３ 7,040円 定期Ａ３より胸部Ｘ線検査を除いた内容 ※ただし食後３．５時間以上あけて受診する必要があります。

コース番号 健診コース 税込料金 検査項目

３１０ モデルＡ 29,348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）、
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、eGFR、尿酸、
アミラーゼ、診察

３２０ モデルＢ 23,848円 モデルＡから腹部超音波を除いた内容

３３０ モデルＣ 21,120円 右記コース番号８１０の検査項目にＨｂＡ１ｃ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 上記４とセット受診

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

9 胸部低線量ＣＴ検査 11,000 円 肺がんの早期発見

肺がん検診

１０ 胸部Ｘ線検査（デジタル） 2,420 円 胸部Ｘ線画像で肺がんをチェック

１１ 喀痰細胞診 2,640 円 上記１０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

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）

※ 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。

健康診断コース・項目・料金一覧表
事業所や健康保険組合の指定項目健診など、
こちらに記載のない健診コースも承ります。

3　健康診断料金一覧表

充実の健診へ。事前のお申込みが必要です。 ※妊娠中の方は検査できません。

一般健康診断

生活習慣病健診

オプション検査



コース番号 健診コース 税込料金 対象者（年度末年齢） 検査項目

８１０ 一般健診 5,282 円 ３５歳～７４歳

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）、胃部Ｘ線（直接撮影）

８２０ 子宮頸がん検診
（単独受診）

970 円 ２０歳～３８歳の偶数年齢の女性 内診・子宮頸部細胞診

⮦コース番号８１１～８１５は、一般健診との同時受診となります。単独受診はできません。

８１１
乳がん検診

1,013 円 ５０歳以上の偶数年齢の女性 乳房Ｘ線検査（１方向）

８１２ 1,574 円 ４０～４８歳の偶数年齢の女性 乳房Ｘ線検査（２方向）

８１３ 子宮頸がん検診 970 円 ３６歳～７４歳の偶数年齢の女性 内診・子宮頸部細胞診

８１４ 付加健診 2,689 円 ４０歳、５０歳
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）

８１５ 肝炎ウイルス検査 582 円 ３５歳～７４歳 ＨＣＶ・ＨＢｓ抗原

⮦協会けんぽ健診と同項目の受診を希望される際は、下記コースをお選びください。

830 一般健診同項目 20,482 円 未加入および年齢対象外の方 上記８１０と同内容

831 付加健診同項目 10,120 円 未加入および年齢対象外の方 上記８１４と同内容

番号 検査項目 税込料金 備考

14 眼底検査（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 眼底検査（両眼） 2,200 円

19 ＨＢｓ抗原・抗体、ＨＣＶ 3,058 円 肝炎ウイルスの検査

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 880 円 糖尿病早期発見

アミノインデックス
血液中のアミノ酸濃度を測定し、
現在がんである可能性を評価す
る検査

51 男性（５種） 25,300 円

52 女性（６種） 25,300 円

番号 検査項目 税込料金 備考

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

31 踵骨超音波検査 1,980 円 骨強度の検査

41 ロックスインデックス 13,200 円 脳梗塞や心筋梗塞のリスクを調べる

61 推定塩分摂取量測定 440 円 尿検査で普段の塩分摂取量を測定

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。

※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。
※　２０２３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受付へご提示ください。

健康診断料金一覧表　4

※１

※２

※３

※妊娠中の方は検査できません。

協会けんぽ
生活習慣病予防健診

オプション検査（続き）



11,696円の補助が出ます！

基本をしっかりチェック。人間ドック学
会の項目に準じたコース。豊富なオプ
ションを追加するのがおすすめです。

・子宮頸がん検査 ・・・・・・ 4,950円
・ＨＰＶ検査 ・・・・・・・・ 3,667円
　（子宮頸がん検査との併用に限る）

・乳房Ｘ線検査（１方向） ・・・ 3,850円
・乳房Ｘ線検査（２方向） ・・・ 4,510円

・乳房超音波検査 ・・・・・・ 3,960円
・脳MRI検査（MRI・MRA） ・・ 39,600円
・心臓超音波検査 ・・・・・・11,000円
他にアミノインデックス、ロックスインデッ
クス検査等がございます。

初めての、いつもの人間ドックに。動
脈硬化や胸部低線量ＣＴ検査など、バ
ランスに優れたコースです。

脳ＭＲＩや心臓超音波検査、胃部内視
鏡検査など充実した検査項目を誇る
きめ細やかな最上級のコースです。

Big Waffl  e（盛岡）人間ドックの３コース

オプション検査（一部）

詳しくは
0570-00-7185
までお問合せください。

協会けんぽ指定項目に未実施項目がある場合、補助金が減額されるため、個人負担が増額します（胃部Ｘ線や大腸がん検診等）。
指定項目については前ページの検査項目をご覧ください。未実施項目がないように受診をお願いいたします。

ベーシック スタンダード プレミアム

レディース検査は女性専用フロアで 検査はすべて個室 適塩・適量・栄養バランスのとれた昼食付き

5　協会けんぽでお得な人間ドック

協会けんぽ・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！
節目の健康診断として、社員の健康管理の充実に
３つの基本コースに豊富なオプション
お一人おひとりに寄り添う人間ドック

定価：38,500円（税込） 定価：47,300円（税込） 定価：121,000円（税込）

24,917円（税込）↪ ↪ ↪33,717円（税込） 107,417円（税込）

光がたっぷりとそそぐ専用フロア

13,583円の補助が出ます！

協会けんぽ補助利用で 協会けんぽ補助利用で 協会けんぽ補助利用で

労災保険二次健診のご案内

完全予約制で待ち時間の少ない検査を提供
不安を和らげる優しい空間
当協会「ふわり」のご案内です

費用０円で二次健診と特定保健指導が
受けられます

完全予約制

保険適用

お問合せ

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

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。

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

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。

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：施設健診課 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
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健康診断のご案内
令和５年度版

Big Waffle（盛岡）

https://www.aogiri.org/

← BigWaffle へのアクセス

県南センター（金ケ崎）

ホームページ

公益財団法人岩手県予防医学協会
〒０２０－８５８５盛岡市北飯岡四丁目８番５０号

パソコンやスマートフォンでのお問合せ・お申込みは
ホームページのフォームをご利用ください。

受付８：４５～１７：００ 土日祝除く

Big Waffle（盛岡）での健康診断・人間ドックは
施設健診課 0570-00-7185
検診車による巡回健康診断は
産業健診課 019-638-7187

岩手県民の健康と福祉に寄与する

基本理念

基本方針
1. 私たちは、健康診断を通じ、県民の健康寿命の延命、健康度の向上に努めます
2. 私たちは、健康の保持増進に視点を置き、県民が健康で豊かな生活を営むことができるよう支援します
3. 私たちは、常に高い技術と最新の知識の習得に努め、生命尊重の精神によるサービスを提供します

1. 個人として常に人格を尊重され、良質なサービスを公平に受ける権利があります
2. 自分が受けている医療サービスについて、十分な説明と情報を受ける権利があります
3. 個人情報やプライバシーについて保護される権利があります
4. 自分が受ける医療サービスを理解し、自ら決定する権利があります
5. 受診に必要な健康状態に関する情報を正確に伝える責務があります

お客様の権利と責務

公益財団法人岩手県予防医学協会 県南センター
〒０２９－４５０３金ケ崎町西根前野２０９番地１
電話：０１９７－４４－５７１１（代表）
受付８：４５～１７：００土日祝除く

← 県南センターへのアクセス
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