
【コースの種類及び健診内容】 2023.2.28改訂
定期健診 特定業務
Ａコース 従事者健診

①問診・診察 問診、診察(医師による診察) ● ● ●
⾝⻑・体重・肥満度・ＢＭＩ ● ● ●
腹囲測定 ● ● ●

③血圧測定 最大(収縮)・最小(拡張) ● ● ●
④視力検査 裸眼又は矯正 ● ● ●
⑤尿検査 蛋白・潜血・糖・ウロビリ ● ● ●
⑥聴力検査 オージオによる２ポイント ● ● ●
⑦胸部Ｘ線検査 デジタル撮影 ● ●
⑧心電図検査 標準１２誘導 ● ● ●
⑨肝機能検査 ＡＳＴ・ＡＬＴ・γ-ＧＴＰ ● ● ●
⑩血糖検査 空腹時血糖(随時血糖) ● ● ●

HbA1c ● ● ●
⑪血中脂質検査 中性脂肪・LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ● ● ●
⑫貧血検査 赤血球・血色素量・ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値・白血球数 ● ● ●

8,300円/9,130円 8,300円/9,130円 6,800円/7,480円
※2023年度より労働安全衛生規則に基づく健康診断の項目にHbA1cを標準項目に追加しております。
 それに伴い、料金を改定しております。 ※詳細については別紙をご覧ください。
※指定用紙への転記：税抜600円(税込660円)／1枚、診断書の作成：税抜2,000円(税込2,200円)／1枚

◆定期健康診断Ａコース及び特定業務従事者健診について、②腹囲測定、⑧心電図検査、⑨肝機能検査、⑩血糖検査、

 ⑪血中脂質検査、⑫貧血検査につきましては、医師が必要でないと認めるときに省略が可能です。

 但し、当保健センターでは健診受診時に医師の判断を実施しておりませんので、事前に産業医等にご相談のうえ、

 受診項目を決定ください。
※事後指導が必要な場合は有料にて申し受けますので、別途お問い合わせください。

＊結果（一覧表・個人票）発送は、受診いただいてから約３週間後になります。

＊健診料金のお支払いは、できる限り振込みにてお願い致します。請求書は受診月の翌月中旬頃に送付致します。

●料金表及び申込者名簿を保健センターのホームページより、ダウンロード可能となりました。是非ご利用ください。
https://www.kakogawa.or.jp/hoken/kenshin/kenshin03.htm

 トップページ→健康診断→事業所健診
＜お申込・お問い合わせ先＞                       

  加古川総合保健センター 健診推進課 穴田・久徳
   ＴＥＬ：079-429-2525 ＦＡＸ：079-429-6400

《 2023年度 定期健康診断料金表 》

健診項目 健 診 内 容 雇入時健診

②身体計測

健診料金(税抜/税込) 

＜結果の送付について＞
「個人情報の保護に関する法律」の制定に伴い、健康診断結果の報告については、本人以外へ通知する場合、本人の同意が必要

となっております。

従いまして、事業所控えの結果をご希望された場合は、受診されたご本人様から同意があったものとみなし、発行させていただき

ますので、必ず事前に周知のうえ、同意をとっていただくようお願い致します。

なお、ご本人様へは問診票及び「健康診断のご案内」に事業所、健康保険組合様にも通知する旨を記載しております。

結果報告書については、次のものを標準とさせていただきます。
・ 個人結果票 １部 （個人様用）

・ 結果一覧表 １部 （１枚に数名分の結果が印字されます。受診日毎（受付№順）に出力します。）



　2023年4月1日より、労働安全衛生規則第43条、第44条、第45条及び第45条の2に

基づく健康診断の標準項目に、「HbA1c」を追加させていただくことに

なりました。HbA1cの追加に伴い、以下のとおり料金を改定いたします。

　　ＨｂＡ１ｃ（血糖検査）　…過去1～2ヶ月前の血糖値を反映し、当日の食事や

　　　　　　　　　　　　　　　　運動など短期間の血糖値の影響を受けない検査です。

　定期健診Aコース （税込）8,580円 （税込）9,130円

　雇入時健診 （税込）8,580円 （税込）9,130円

　特定業務従事者健診 （税込）6,930円 （税込）7,480円

　

　※健康診断で血液検査を受診される方は、血糖検査以外にも
　食事の影響を受け得る項目がございますので、検査を正確に
　実施するためにもできる限り食事等の制限にご協力をお願い
　致します。

　なお、食事の注意事項等については、ご案内送付時に同封

　しております「受診者のみなさまへ」をご確認ください。

　何卒ご理解賜りますようお願い致します。

公益財団法人加古川総合保健センター

コース標準検査内容の変更
及び料金改定のお知らせ

＜変更前＞ ＜変更後＞



事業所ご担当者様

【特殊検診及び行政指導による検診】 2023.2.28改訂

単独受診 定期同時受診

2,500円/2,750円 1,000円/1,100円 
4,000円 /4,400円 2,500円/2,750円 
6,500円/7,150円 4,500円/4,950円 
3,500円/3,850円 500円/550円 
3,500円/3,850円 500円/550円 

※溶剤や物質、受診方法により料金が異なります。

  ★尿中代謝物検査について、「尿の採取時期は尿中の代謝物の濃度が最も高値を示す時期と

　　すべきもの」とあり、作業日が連続している場合においては、連続した作業日のうちで

  後半の作業日の当該作業終了時に行うことが望ましいとされています。

※特殊健康診断個人票の記入漏れが多いため、申込があった事業所様には、
 「業務内容調査票」をＦＡＸにてお送り致しますので、事業所名を記入し、

 受診されるコースに○を入れ、該当するコードに○を入れ、ＦＡＸにてご返信ください。

＜お申込・お問い合わせ先＞                       
  加古川総合保健センター 健診推進課 小林・穴田(智)・久徳 まで

   ＴＥＬ：079-429-2525 ＦＡＸ：079-429-6400

 鉛健康診断     （問診・診察・血中鉛・δ‐ｱﾐﾉﾚﾌﾞﾘﾝ酸）

 電離放射線健康診断

 除染等電離放射線健康診断（問診・診察・血液検査）

 情報機器配置前健康診断 5,000円 /5,500円
 情報機器定期健康診断 3,000円 /3,300円

 特定化学物質健康診断（問診・診察 他）   
2,700円/2,970円〜 500円/550円〜

☆物質によって検査内容・料金が異なります。

 じん肺健康診断 （問診・胸部Ｘ線デジタル撮影）

 石綿健康診断  （問診・診察・胸部Ｘ線デジタル撮影）

《 2023年度 特殊健康診断料金表 》

検 査 内 容
料 金 (税抜/税込)

 有機溶剤健康診断（問診・診察・尿蛋白）   
2,500円/2,750円〜 500円/550円〜

☆尿中代謝物の量の検査の有無等により料金が異なります。



1.　腫瘍マーカー（臓器がん） 3.　その他の検査
検査項目 検査対象の臓器 料金(税込） 検査項目 検査内容 料金(税込）

ＰＳＡ 男性のみ。前立腺がん 1,430円 子宮頸がん検診 （医師による頸部細胞診）　※20歳以上の方で2年に1回推奨 5,621円

ＣＥＡ 大腸・胃・膵臓など消化器系がん 1,155円 （ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ１方向）　※50歳以上の方で2年に1回推奨 4,730円

ＡＦＰ 肝細胞がん、肝炎、肝硬変 1,265円 （ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ２方向）　※40～49歳以下の方で２年に1回推奨 5,060円

ＣＡ19-9 膵がん、胆嚢がん 1,650円 骨粗しょう症検診 超音波により測定します。女性の方におすすめです。 1,540円

ＣＡ125 女性のみ。卵巣がん 1,760円

ＣＡ15-3 女性のみ。乳がん 1,430円

ＳＣＣ 子宮頸管部や肺、食道の扁平上皮がん 1,265円

ＣＹＦＲＡ 肺の扁平上皮がん 1,980円

ＰＩＶＫＡ-Ⅱ 肝細胞がん 1,650円

2.　血液検査

検査項目 検査内容 料金(税込）
眼圧検査（眼圧計に

よる検査）
緑内障の有無を調べる検査です。 990円

新型コロナウイルス
抗体定量検査

新型コロナワクチン接種を2回終えられた方で、ご自身が保持している抗体数
を量ります。

2,200円 尿沈渣 尿中の成分を調べます。腎臓や尿路の異常を発見できます。 330円

 血液検査7項目
協会けんぽ付加健診に含まれている項目です。(総ビリルビン、総蛋白、
アルブミン、LDH、血小板数、血液像、血清アミラーゼ)

1,276円 ストレスチェック 簡易調査票によるストレスチェック（健診同時受診） 660円

胃がんリスク検査
(ペプシノゲン検査＋
ピロリ菌検査)

ペプシノゲン・ピロリ菌検査を組み合わせて胃がんになりやすいか否か
危険度を調べる検査です。
※胃がんを見つける検査ではありません。

3,850円 胃部X線検査(＊） デジタル撮影：8方向 5,280円

ペプシノゲン検査 胃の萎縮を調べる検査です。 3,300円 大腸がん検査（＊） 便人ヘモグロビン：2回法 1,540円

ピロリ菌検査 ピロリ菌に感染しているかどうかを調べる検査です。 880円

肝炎ウイルス検査
(HBs抗原、HCV抗

B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスの感染を調べる検査です。 2,860円

ＨｂＡ1ｃ 過去１～２カ月間の平均血糖値を反映する値です。 550円 （＊）は定期健診に追加なオプションとなります。

尿素窒素
高値の場合は腎機能障害、低値の場合は栄養不足、肝不全、妊娠などが
考えられます。

176円 　　　協会けんぽのコースに含まれております

BNP 心臓の異常を判断する検査です。 1,540円 注意！　追加オプションでコース内容等重複してお選びいただいている場合は省略させていただきます。

甲状腺血液検査
ＴＳＨ・ＦＴ４・ＦＴ３

甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、甲状腺炎、甲状腺機能低下症(橋本病、
粘液水腫など)を調べます。

4,400円

クレアチニン（＊） 腎機能検査 176円

尿酸（＊） 痛風検査 176円

総コレステロール（＊）脂質検査 308円

アルカリフォスファ
ターゼ(ALP)（＊）

肝機能検査 176円

血液検査5項目(＊）
協会けんぽ一般健診に含まれている項目です。(ALP、総コレステロー
ル、クレアチニン、尿酸、e-GFR)

836円

※マンモグラフィー検査は20～30歳代の乳腺の発達している方には向かず、検査をしても判定不良
となる場合がございます。

＜お申込・お問い合わせ先＞   加古川総合保健センター　健診推進
課 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当:穴田・久徳・大西

まで

ＴＥＬ：079-429-2525　　ＦＡＸ：079-429-6400

低線量
胸部ＣＴ検査

肺を詳しく調べます。また、通常のCT検査よりも少ない被ばく
量でご受診いただけます。

11,000円

眼底検査（無散瞳カ
メラによる両眼撮影

検査）

眼底は血管の状態を直接観察できる場所であり、高血圧や高脂血
症、糖尿病や動脈硬化の発見にもつながります。

1,980円

＜オプション検査のご案内＞

オプションの追加をご希望の場合は予約票の「追加項目等」の欄にご記入ください。ご予約確定後に追加される場合は、事前にお電話にてお申し出ください。

乳がん検診

腹部超音波検査
肝臓、胆のう、腎臓、子宮、前立腺などを超音波によって調べる
検査です。生活習慣が気になる方におすすめです。

5,830円


