
岡山医療生協のホームページからネット予約が可能です。 
https://okayama-health.coop/kenshin/index.html  

ABC検査 ピロリ菌便検査

※保険適応でピロリ菌を除菌する場合は条件があります

骨密度検査骨密度検査ピロリ菌ピロリ菌
自分の骨密度を知っていますか？
閉経前に自分の最大骨量を知る事が、
将来骨粗しょう症に
なった時、治療の
目安になります。

一度も検査を受けた事が
ない方におすすめ!!

①体調が悪い場合や感染拡大地域
への往来があった方は日程を変更
してください。

②感染リスクが
　高い行動は
　お控えくだ
   さい。

マスクなしの対話 人が密集する場所 対面での食事

特に40～50歳代の女性へ

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い

健診無料送迎
サービス
健診無料送迎
サービス

予約時に「送迎希望」とお伝え下さい。
ご希望の方はお早めにお申し込み下さい。

遠い、交通が不便などで
健診が受けにくいという方へ

岡山協立病院 健診センターの
インスタグラムを
始めました
ぜひフォローを
お願いします☆

岡山協立病院 健診センターの
インスタグラムを
始めました
ぜひフォローを
お願いします☆

インスタグラム　
始めました
ぜひフォロー　

インスタグラム　
始めました
ぜひフォロー　

岡山医療生協は今年
法人70周年を迎えます。
健診受けられた方に
記念品を差し上げます。

一人はみんなのために
みんなで安心して暮らせる
日々を取り戻すために

One for all , All for one

組合員価格：　　　　　   （税込） 1,540円 
一 般 価 格：　　　　　   （税込） 3,960円 

組合員価格：　　　　　   （税込） 3,410円 
一 般 価 格：　　　　　   （税込） 4,950円 

組合員価格：　　　　　   （税込） 2,750円 
一 般 価 格：　　　　　   （税込） 3,850円 

医療生協のお得な健診サービス医療生協のお得な健診サービス医療生協のお得な健診サービス医療生協のお得な健診サービス

岡山市がん検診6月～12月末まで
※枠に限りがありますので早めのご予約にご協力ください。

※感染の状況によっては、
　健診の延期をお願いする
　可能性がありますので、
　予めご了承ください。

健康診断のご案内健康診断のご案内
年に1度のがん検診を忘れず受けましょう！！

岡山医療生協健診キャラクター
にじろう

※ 非課税世帯の方は申請すると無料券が交付されますので岡山市保健所にお問い合わせください。
※ 生活保護世帯の方は、無料券が交付されますので福祉事務所に申請してください。

瀬戸内市   期間：6月～12月末 赤磐市 期間：6月～12月末
子宮がん検診乳がん検診

(マンモグラフィのみ)
子宮がん検診子宮がん検診乳がん検診

(視診・触診・マンモグラフィ)

健 診 項 目 対 象 者 内 容
料　　金

70歳未満 70歳以上

備前市   期間：6月～10月末

岡山市けんしん専用ダイヤル
（TEL 086-803-1202）

（　　　　　　　　　）
特定健康診査

生活保護等受給者の健診

後期高齢者健診

特定健診受診券を
お持ちの方

40歳以上 胸部レントゲン検査

喀痰細胞診（たんの検査）

便潜血反応検査（2回法）

バリウムによる胃部レントゲン検査

胃カメラ検査（経鼻・経口）
※鎮静は対象外です

血液検査

内診、視診、細胞診

視診、触診、
マンモグラフィ（乳房X線撮影）

40歳以上

50歳以上で喫煙指数※が
600以上の方

※喫煙指数：（1日の本数×喫煙年数）

50歳以上の偶数年齢の方
（前年度未受診者は奇数年齢も可）

40歳以上
（過去に検査をしたことがない方）

20歳以上
(詳しくは申込書を参照ください）

40歳以上の偶数年齢
（前年度未受診者は奇数年齢も可）

40歳以上で生活保護等を
受給されている方

後期高齢者医療被保険者証を
お持ちの方

身体計測（身長、体重、腹囲、血圧）、 内科診察
尿検査（尿蛋白、尿糖）
血液検査（中性脂肪、HDL・LDLコレステロール・GOT、GPT、
γ-GTP、空腹時血糖値またはHbA1ｃ ※国保の場合は総コレ
ステロール、クレアチニン、尿酸、HbA1cが含まれます）

身体計測（身長、体重、血圧、腹囲※生活保護等受給者
の健診のみ）、 内科診察
尿検査（尿蛋白、尿糖）
血液検査（中性脂肪、HDL・LDLコレステロール・GOT、
GPT、γ-GTP、空腹時血糖値またはHbA1c、 アルブミン）

500円

500円

500円

無料

胃がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

子宮頸がん検診

乳がん検診

B型・C型肝炎検査

500円

500円 500円

1,170円 410円

3,370円 1,130円

4,810円 1,540円

2,220円 720円

310円

※喀痰検査併用 ※喀痰検査併用

410円
特定健診併用

1,430円
特定健診併用

820円
単独

2,550円
単独

※加入している健康保険
によって異なります

対象者 対象者 対象者 対象者 対象者

40～74歳

75歳以上 75歳以上

料金 料金 料金 料金 料金

2,000円

無料 無料

20～74歳 2,160円
40～49歳

50～69歳

70才以歳

2,200円

1,300円

700円

810円

2,420円70歳以上 700円

20～69歳

50～69歳

2,200円

無料クーポン対象者
生活保護受給者

無料クーポン対象者
生活保護受給者

無料クーポン対象者
生活保護受給者 無料 無料 無料

瀬戸内市・備前市・赤磐市は岡山協立病院で乳がん・子宮がん検診を受けることができます。瀬戸内市・備前市・赤磐市は岡山協立病院で乳がん・子宮がん検診を受けることができます。

胃がんの99％はヘリコバクター・ピロリ菌が関与していると言わ
れています。5歳未満で感染する事が多く、成人になってからの
感染は非常に稀のため、一度検査を受けた方の再検査は不要です。

火～金曜日
（月曜日は要相談）

20～69歳
70歳以上



太
枠
内
を
ご
記
入
く
だ
さ
い

料金は組合員価格（税込）です。※（　）内は一般価格です。

ご希望の項目に○印を付けてください。

オプション検査項目

岡山市がん検診　検査項目

I D

協立 ・ 東中央 ・ 大野辻 ・ 西大寺 ・ みんな

2022年　　　月　　　日（　　　）

2022年　　　月　　　日（　　　）
（          　　　）        　　　̶

第1希望

組合（本人・家族）・一般・当日加入予定・加入無し（説明済）

第2希望

氏 名

　　  市              区
（ご連絡がとりやすい番号）

年　　　月　　　日 （　　　歳）

ふりがな

生年月日 男  ・ 女

住  所

電  話

大 ・  昭 ・  平

受診する院所に○印をつけてください。

変更確認変更受付発送確認入力
・健診送迎を希望する（　　）・人数（　　）人

受付、受付日

健診希望日

※変更やキャンセルはお早めにお申し出ください。

備考

健 診 申 込 書

胃部レントゲン（バリウム）

胸部レントゲン

内科診察
身体測定
血液検査、尿検査など

便潜血検査（2回法）

胃カメラ〔  鼻 ・ 口 〕

単独 単独

健診はすべて予約制です。事前にお電話か申込書でご予約ください。

3,080円 (4,400円)子宮頸がん検診 2,750円 (3,850円)婦人科エコー

1,100円 (1,650円)体力測定（ヘルスる）

2,750円 (3,960円)HPV検査

7,700円 (11,000円)胸部CT 1,540円 (3,960円)骨密度検査 880円 (1,210円)甲状腺機能検査（TSH）

1,540円 (2,200円)血圧脈波 2,750円 (3,850円)

2,550円

4,810円 1,540円

2,220円 720円

3,370円 1,130円

無料

500円

保険者により異なる

1,170円 410円

820円

500円
基本健診併用 基本健診併用

1,430円 410円

喀痰検査併用
喀痰検査

喀痰検査併用

500円 500円

500円 310円

頸部甲状腺エコー

990円 (1,430円)心電図

440円 (550円)視力・聴力2,860円 (3,960円)眼底・眼圧検査

2,200円 (5,500円)腹部エコー

3,080円 (4,400円)内臓脂肪CT 440円 (550円)推定塩分摂取量

2,750円 (3,960円)sd-LDLコレステロール

660円 (910円)特定追加セット

8,290円ドックオプションA

11,770円 (16,170円)血管すこやか
オプション

330円貧血 990円 (1,430円)前立腺がん検診（PSA）

1,100円 (1,760円) 乳・視触診検診8,140円 (11,000円)胃部レントゲン 2,750円 (3,850円)乳腺エコー

11,440円 (14,300円)胃カメラ 2,750円 (3,850円)ピロリ菌便検査

2,200円 (3,300円)マンモグラフィ1方向
（3Dマンモグラフィ）

※65歳以上不可

3,300円 (4,950円)マンモグラフィ2方向

（血液・尿検査のみ追加） 1,800円 ドックオプションC
（眼底・眼圧検査除く）

5,430円 ドックオプションB

1,980円 (2,860円)栄養相談

1,000円食事バランスチェック

（鎮静は＋1,100円）
3,410円 (4,950円)ABC検診（胃がんリスク）

（過去に検査をしたことがない方）
40歳以上

40歳以上

40歳以上

生活保護等を受給されている方（40歳以上）

後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方

特定健診受診券をお持ちの方

※前年未受診者は奇数年齢でも可
40歳以上の偶数年齢の女性

※前年未受診者は奇数年齢でも可
※コープ大野辻クリニックは
　本年度より胃カメラ検査は対応しておりません

50歳以上の偶数年齢の方

※喫煙指数（1日の本数×喫煙年数）
50歳以上で喫煙指数※が600以上の方

※前年未受診者は奇数年齢でも可
20歳以上の女性（20歳代および65歳以上は
偶数年齢のみ）

トモシンセシス 5,610円 (9,350円)

500円 (1,000円)歯科検診

1,980円 (2,860円)栄養相談

※今年度は肺機能検査を実施していないためドックオプションから除き、減額しています。

血液検査

（41歳の方はクーポン対象）

41.46.51.56.61.66歳の方は
クーポン対象（　　　　　　　　　　）

健診名 内容 対象者
70歳未満 70歳以上

価格

視診・触診・マンモグラフィ

（21歳の方はクーポン対象）

B型・C型肝炎ウイルス

乳がん

胃がん

肺がん

大腸がん

生保健診

後期高齢者健診

特定健診

子宮頸がん 視診・内診・細胞診

ドック
オプション
（組合員限定）

TE L
FAX

〒 703-8265
岡山市中区倉田６７７－１

086-277-6887
086-277-6867

TE L
FAX

〒 704-8116
岡山市東区西大寺中2丁目20-33

086-944-0088
086-942-6826

TE L
FAX

〒 703-8228
岡山市中区乙多見101-4

086-278-8522
086-278-8523

TE L
FAX

〒 700-0975　岡山市北区
今3丁目26-28 コープ大野辻2階

086-805-0335
086-805-0336

健
診
実
施
日

午前（8：30～） 月～金曜日、土曜日（第2・第4） 

日曜健診
（8:30～）
乳がん検診 14:00～（視触診、乳腺超音波検査）
●7/12(火)   ●10/25(火)   

健
診
実
施
日

午前（9：00～） 月～土曜日

日曜健診
（8:00～）

乳がん検診 14:00～（視触診、乳腺超音波検査）

●6/26    ●7/31     ●9/18   
●10/9   ●11/13   ●12/18   

●5/30(月)    ●9/12(月) 

特定・後期高齢者健診、肺がん検診、大腸がん検診、
B型・C型肝炎検査
<月、金、日曜日のみ：胃部レントゲン検診>

血圧脈波、ABC検診(胃がんリスク)、推定塩分摂取量、
甲状腺機能検査（TSH）、前立腺がん検診（PSA）
<月、金、日曜日のみ：腹部超音波検査、頚部・甲状腺
   超音波検査>
<栄養相談：第4火曜日午前>

健診の
種類

オプション
項目

特定・後期高齢者健診、肺がん検診、大腸がん検診、B型・
C型肝炎検査、胃がん検診【レントゲン（火・水・日曜日
のみ）、カメラ（水曜日のみ）】 

ABC検診(胃がんリスク)、ピロリ菌便検査、血圧脈波、
推定塩分摂取量、甲状腺機能検査（TSH）、骨評価
測定、前立腺がん検診（PSA） <火、水、日曜日のみ：
腹部超音波検査、頚部・甲状腺超音波検査>
<栄養相談：第1・第3火曜日午後>

健診の
種類

オプション
項目

健
診
実
施
日

午前（8：40～） 月～金曜日、土曜日（隔週）

日曜健診
（7:30～）

乳がん検診 14:00～（視触診、乳腺超音波検査）

●7/10  ●9/11  ●10/16
●12/18

●3/13(月)（2023年）
  

健
診
実
施
日

午前（8：30～） 月～金、土曜日（第1・第3）

日曜健診
（8:30～）
乳がん検診 14:00～（視触診、乳腺超音波検査）

●7/3　●9/4　●10/2
●12/4   

●5/23(月)   ●9/16(金)  

特定・後期高齢者健診、肺がん検診、大腸がん検診、
B型・C型肝炎検査、胃がん検診【レントゲン（全日可）、
カメラ（経口・経鼻）※日程についてはご相談ください】

腹部超音波検査、ABC検診(胃がんリスク)、ピロリ菌
便検査、眼底検査、内臓脂肪CT、推定塩分摂取量、
前立腺がん検診（PSA）、甲状腺機能検査（TSH）、
頚部・甲状腺超音波検査

健診の
種類

オプション
項目

健診の
種類

オプション
項目

ABC検診(胃がんリスク)、ピロリ菌便検査、
推定塩分摂取量、甲状腺機能検査（TSH）、
前立腺がん検診（PSA）
<月、木、日曜日のみ：腹部超音波検査、頚部・甲状腺
 超音波検査> <栄養相談：第3金曜日午後>

特定・後期高齢者健診、肺がん検診、大腸がん検診、
B型・C型肝炎検査
胃がん検診【レントゲン（木・日曜健診のみ）】
※本年度より胃カメラ検査は対応しておりません

FAX

〒 703-8511  岡山市中区赤坂本町8-10

0570-007845
086-273-8397

健
診
実
施
日

AM（8：20～） 月～土曜日

日曜健診
（6:30～）

※乳がん検診  女性医師対応可能日　
　【月～木曜日、第1・3・5金曜日の午前】　  
　女性医師希望の方は、ご予約時にお伝えください。

●7/17  ●10/16  ●11/20

各院所の実施日
および健診内容
各院所の実施日
および健診内容
各院所の実施日
および健診内容
健診はすべて予約制です。 受診希望の病院
または診療所へお申し込みください。
健診はすべて予約制です。 受診希望の病院
または診療所へお申し込みください。

TE L
FAX

〒706-0026
岡山県玉野市羽根崎町5-10

0863-81-1696
0863-81-1766

乳がん検診 13:30～（視触診、乳腺超音波検査）
●9/22(木)　●3/16(木)（2023年）  

※健診予定日は都合により変更になる場合がありますので ご了承ください。※健診予定日は都合により変更になる場合がありますので ご了承ください。

●7/10    ●11/6 

岡山東中央病院
健診科

岡山東中央病院
健診科

せいきょう
玉野診療所

岡山協立病院
健診センター

コープ
西大寺診療所

コープ
大野辻クリニック

コープ
みんなの診療所


