
　このたび八潮中央総合病院の院長を拝命いたしま
した後藤伸之と申します。
　八潮市内唯一の総合病院として地域の医療を支
えてきた病院の院長を務めることとなり、重責に身
の引き締まる思いでございます。
　当院は、1973年4月に上尾中央医科グループ2
番目の病院として開院し、八潮市の発展とともに成
長を続けてまいりました。2016年5月八潮駅付近の
現在の場所に新築移転してから来月で5周年を迎え
ます。これもひとえに地域の皆さま方のご支援の賜
物と深く感謝申し上げます。

　また、これまで長年にわたり当院を支えていただ
いた真田毅前院長をはじめ先輩諸氏のご尽力に心
から敬意を表します。
　これからも開院以来の理念である「地域から信頼
される病院」をめざして、地域の急性期病院として救
急医療の充実を図るとともに、地域の医療機関と連
携を図りながら、地域医療に貢献してまいりたいと
思っております。
　今後とも皆さまの変わらぬご支援ご協力をお願い
申し上げます。
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院長　後藤 伸之（ごとう のぶゆき）
専門　呼吸器外科
資格　日本外科学会専門医

2004年5月当院入職、2018年
4月から本年3月まで副院長。
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八潮中央総合病院・健診センターは、病気の早期発見を目指す総合健診センターです。当センター
は、人間ドック・定期健診・ご相談であなたの健康をサポートします。お気軽にご相談ください。

健康診断・人間ドックで
あなたの健康チェックを！

健診センター
ホームページ

▼

◯身体測定
　身長、体重、BMI
◯尿検査
　蛋白、糖、潜血

◯血液一般検査
　赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、白
血球数、血小板数、MCV、MCH、MCHC

66,000円 月～土の午前中
休業日：日曜・祝日・年末年始

◯身体測定
　身長、体重、BMI、腹囲
◯尿検査
　蛋白、糖、潜血
◯便検査
　潜血反応検査（免疫法）2回法
◯血液一般検査
　赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、白血球数

25,300円
月～土の午前中、月～金の午後※
休業日：日曜・祝日・年末年始
※午後は胃部Ｘ線検査を承っておりません。

料金（税込） 健診実施日

11,000円
月～金の午後 2:00～4:00
休業日：日曜・祝日・年末年始

検査項目 
◯既往歴、業務歴の調査 
◯自覚症状、他覚症状の調査 
◯身体計測
　身長、体重、BMI、腹囲
◯血圧測定、12誘導心電図検査 
◯視力、聴力（*オージオ）検査
◯胸部X線検査 
◯尿検査
　糖、蛋白定性
◯貧血検査
　赤血球数、血色素量
◯肝機能検査
　AST（GOT）、ACT（GPT）、γ-GTP
◯血中脂質検査
　中性脂肪、HDL/LDLコレステロール、
◯血糖検査

人間ドック

脳ドック

生活習慣病健診

定期健康診断

●身体測定
　身長、体重、肥満度、標準体重、腹囲

●尿検査
　蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、比重、沈渣

●便検査
　潜血反応検査（免疫法）2回法
●血液一般検査
　赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、白血
球数、血小板数、MCV、MCH、MCHC、血
液型（ABO式、Rh式）※初回のみ
●梅毒・血清反応検査
　TPLA、RPR、CRP、HBs抗原
●梅毒・血清反応検査
　RF
●血液生化学検査
　AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTP、A/G、

TP、アルブミン、ALP、LDLコレステロール、
中性脂肪、HDLコレステロール、総ビリルビ
ン、クレアチニン、尿酸、総コレステロール

●血液生化学検査
　LDH、尿素窒素

１日ドック（日帰り）

日帰り：45,100円 休業日：日曜・祝日・年末年始
月～土の午前中

●血糖検査
　HbAIc、空腹時血糖
●循環器検査
　心電図検査、血圧測定

●呼吸器検査
　肺機能検査

●レントゲン検査
　胸部（2方向）、胃部（食道、胃、十二指腸）
●腹部超音波検査
　胆嚢、肝臓、膵臓、腎臓、脾臓

●眼科検査
　視力検査、眼底検査、眼圧検査

●聴力検査
　選別聴力検査（1000Hz、4000Hz）
●内科検査
　一般診察、生活指導　

◯血液生化学検査
　AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTP、TP、アルブミン、
総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、
LDLコレステロール、尿酸、尿素窒素、クレアチニン
◯血糖検査
　HbAIc、空腹時血糖
◯循環器検査
　心電図検査（安静時標準十二誘導）、血圧測定
◯レントゲン検査
　胸部（2方向）

◯眼科検査
　視力検査、眼底検査
◯内科検査
　一般診察、問診
◯脳検査
　頭部MRI、MRA、頚動脈超音波

◯血液生化学検査
　AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTP、ALP、中
性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロー
ル、総コレステロール、尿酸、クレアチニン
◯血糖検査
　空腹時血糖
◯循環器検査
　心電図検査、血圧測定
◯レントゲン検査
　胸部（1方向）、胃部（食道、胃、十二指腸）

◯眼科検査
　視力検査
◯聴力検査
　選別聴力検査（1000Hz、4000Hz）
◯内科検査
　一般診察、問診

料金（税込） 健診実施日

料金（税込） 健診実施日 料金（税込） 健診実施日



2月26日（金）午後、八潮市立松之木小学校の児童の皆さんから感
謝の「ハートの折り紙メッセージ」と「シトラスリボンメッセージ」をご寄
贈いただきました。これは、昨年11月9日、当院スタッフが同校1年生
の児童を対象に「手洗い教室」を開催したことへの1年生の児童のお礼
の折り紙と、5年生の児童が医療従事者への感謝の気持ちで制作した
リボンメッセージをご寄贈いただいたものです。
松之木小学校では手洗い教室実施後、現在全校で「手洗いWAVE」

と称し、児童の皆さんが手洗い運動を展開しているそうです。
当日は、松之木小学校の佐々木校長先生、1学年担任の村田先生、

羽田先生、5学年担任の村川先生、金澤先生の5人でお届けいただき、
当院の大山事務長、手洗い教室の講師を務めた放射線科の保坂主任、
横山看護師が受けさせていただきました。
私たち医療従事者にとって何よりの贈り物です。ご期待に沿えるよ

う、コロナ禍を乗り越えるため職員一同引き続き頑張ってまいります。
お心遣い誠にありがとうございました。

松之木小学校の児童の皆さんから
感謝の折り紙とリボンをご寄贈いただきました！

松之木小学校の児童の皆さんから
感謝の折り紙とリボンをご寄贈いただきました！

1年生が制作した「ハートの折り紙メッセージ」 5年生が制作した「シトラスリボンメッセージ」

「コロナ禍でも健康チェックは大切」

健康管理課 課長 前田 文典

新型コロナウイルスの感染拡大により私たちの日常生
活は大きく変わってしまいました。しかしながら健康チェック
はどのような状況にあっても大変重要です。
感染することを恐れるあまり、自覚症状があっても医療機関の受診を躊躇したり、

人間ドックや健康診断をしばらく受診しないといったことで、がんや心疾患、脳血管
疾患など命に係わる病気の発見が遅れてしまうリスクもあります。
当院では、感染対策を徹底しながら運営いたしておりますので、ぜひ健康診断・
人間ドックのご受診をおすすめいたします。

お申し込み方法

完全予約制になっております。お電話または
ご来所、インターネットでのご予約をお待ちいた
しております。

ご予約・ご相談受付電話はこちら
048-998-8001（直通）

電話受け付け時間 
平日8:30～17:00、土曜日8:30～12:00

インターネット予約はこちらから　

◯C型肝炎ウィルス検査：2,750円
　血液検査で出来ます。HCV抗体検査

◯ペプシノゲン検査：3,300円
　血液検査で出来ます。胃の萎縮を調べる検査です。

◯ヘリコバクター・ピロリ菌検査：2,750円
　血液検査で出来ます。胃がんや胃潰瘍の発症に
関係が深いピロリ菌の有無を調べる検査です。

◯ABC検査：6,050円
　血液検査で出来ます。ヘリコバクタ－・ピロリ菌
検査とペプシノゲン検査の二つを組み合わせ、
ABCDの４群類で胃の状態を調べる検査です。

https://www.midori-clinic.net/yoyaku.php

◯腫瘍マーカーセット（※1）：11,000円
　血液検査で出来ます。肝臓や膵臓といった消化
器系のがんを中心に調べる検査です。CEA、
CA19-9、AFP、エラスターゼ、PIVKA-Ⅱ

◯肺がん検査：16,500円
　胸部CT・問診

◯前立腺がん検査：3,300円
　血液検査で出来ます。PSA検査

◯ABI検査：2,200円
　動脈硬化を調べる検査です。

◯乳がん検査
　視触診、マンモグラフィー：6,050円
   視触診、乳腺超音波：4,400円
　視触診、マンモグラフィー・乳腺超音波：10,450円
◯子宮がん検査：3,300円
　内診・子宮頸部細胞診

◯骨粗鬆症検査：4,400円

◯脳検査（※2）：44,000円
　頭部MRI・MRA・頸動脈超音波（人間ドックのオプションとして）

・（※1）腫瘍マーカーセットは、ワーファリン等のビタミンKを減らす薬を服用の方はPIVKA-Ⅱの数値が高くなる場合があります。
・（※2）脳検査は閉所恐怖症・体内に金属が埋め込まれている方・刺青（アートメイク等）がある方は適しません。
・健康保険組合との契約により料金等が変わる場合がございます。
・オプション検査をご希望の方はお早めにご連絡ください。
・ご不明な点がございましたらご連絡ください

オプション検査 ※料金は税込



Medical Examination Center

048-998-8001直通電話

平　日
土曜日

8:30～17:00
8:30～12:00（祝日除く）

対象者

お持ちいただくもの

来院について

同日受診も可能です

実施期間

予約期間

完全予約制

健診センター

○昭和22年4月1日～昭和57年3月31日生まれの八潮
市国民健康保険被保険者

○八潮市にお住まいの後期高齢医療被保険者（75歳以上）

受診券が届いていない、紛失した場合は受けられません。
土曜日の健診は行っていません。
お手元の受診券で内容を確認の上、お電話にてご予約くだ
さい。
予約状況により、ご希望にそえない場合がございますので、
ご了承ください。

令和3年4月1日（木）から11月30日（火）まで

予約開始：受診券がお手元に届いた方から順次ご連絡お待
ちしています。

予約終了　11月30日（火）定員になり次第、受付終了となり
ます。（毎年11月上旬で定員になります。）

○受診券　○保険証　○記入済みの問診票
○自己負担金（受診券にてご確認ください）

①検査・②結果説明の2回になります。
どちらも完全予約制です。
◆ 検査実施日　月～金曜日（祝祭日除く）
◆ 結果説明　　後日書面にてお知らせします。

◎大腸がん検診（便検査）をご希望される方は、事前に検体容器と問診票をお渡しします。ご予約の際にお申し出くださ
い。郵送にて対応しております。特定健診受診時にご提出ください。

◎眼底検査のみ受診の場合は、予約の必要はございません。
　月～金曜日8：30～16：00の間に直接お越しください。

◎肝炎ウイルス検査は必ず保健センターに連絡してください。
　（八潮市立保健センター　電話048-995-3381）
　問診票が手元に届きましたら、健診センターへご予約ください。

※4月・5月は空いているので予約が入りやすいです。
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お待ちして
おります。

イラスト：当院検査科・上條里恵（臨床検査技師）

感染対策を徹底しながら運営しています！

〒340-0814 埼玉県八潮市南川崎845番地 
TEL 048-996-1131 FAX 048-997-2135
http://www.yashio-cgh.jp

上尾中央医科グループ　医療法人 社団協友会

日本医療機能評価機構認定

病院ホームページ▶ 


