
今の自分を知る そして、健康な毎日を送る

胃大腸カメラ日帰りドック

胃大腸カメラ＋ＣＴ日帰りドック

胃大腸カメラ＋ＣＴ＋腫瘍マーカー日帰りドック

胃大腸カメラ＋アミノインデックス日帰りドック

１泊２日フルドック

（がんリスクスクリーニング検査/糖尿病リスクスクリーニング検査）

おおいたメディカルクリニック
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人間ドック（にんげんドック）は、日本独自の発想で予防医学の

観点から自覚症状の有無に関係なく定期的に医療機関に赴き、

身体各部位の精密検査を受けて、普段気がつきにくい疾患や臓

器の異常や健康度などをチェックするものです。

「がん」は、わが国の死亡原因の第一位であり、

年間30万人以上が「がん」で死亡しています。

その中でも胃がん、大腸がんは死亡原因の上位

を占めています。胃がん、大腸がんは局所的に

限局している時期に発見できれば、がんを完全

に除去して治すことができます。

胃がん、大腸がんは、より早期に発見されますと

苦痛の少ない内視鏡治療でポリープおよびがん

を完全に切除することが可能です。ポリープを

早期発見し、がん化する前に内視鏡で切除する

ことをおすすめします。
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胃大腸カメラ日帰り ドック料金

５４，０００円（税込）

○● 胃大腸カメラ 日帰りドック ●○

健診と消化器系の検査に特化したドックです。
食道、胃、十二指腸、盲腸、結腸、直腸を内視鏡を用いて、炎症やポリープ、癌
などを細部まで検査します。ポリープ等が無ければ、日帰りで帰れるお手軽な
ドックです。
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胃大腸カメラ＋ＣＴ日帰り ドック料金

７４，０００円（税込）

「がん」は、わが国の死亡原因の第一位であり、

年間30万人以上が「がん」で死亡しています。

その中でも胃がん、大腸がんは死亡原因の上位

を占めています。胃がん、大腸がんは局所的に

限局している時期に発見できれば、がんを完全

に除去して治すことができます。

胃がん、大腸がんは、より早期に発見されますと

苦痛の少ない内視鏡治療でポリープおよびがん

を完全に切除することが可能です。ポリープを

早期発見し、がん化する前に内視鏡で切除する

ことをおすすめします。

○● 胃大腸カメラ＋ＣＴ脳・胸腹部 日帰りドック ●○

健診と消化器系の検査にＣＴ検査を追加したドックです。

ＣＴ検査では、頭部の「脳梗塞」「脳腫瘍」や胸腹部の「肺・肝臓・すい臓・腎臓がん」の

検査を行います。消化器系の検査では、食道、胃、十二指腸、盲腸、結腸、直腸を内視

鏡を用いて、炎症やポリープ、癌などを細部まで検査します。

内視鏡とＣＴを組み合わせた幅広い検査を行います。



4

胃大腸カメラ＋ＣＴ＋腫瘍マーカー日帰り ドック料金

８６，０００円（税込）

「がん」は、わが国の死亡原因の第一位であり、

年間30万人以上が「がん」で死亡しています。

その中でも胃がん、大腸がんは死亡原因の上位

を占めています。胃がん、大腸がんは局所的に

限局している時期に発見できれば、がんを完全

に除去して治すことができます。

胃がん、大腸がんは、より早期に発見されますと

苦痛の少ない内視鏡治療でポリープおよびがん

を完全に切除することが可能です。ポリープを

早期発見し、がん化する前に内視鏡で切除する

ことをおすすめします。

○● 胃大腸カメラ＋ＣＴ脳・胸腹部＋腫瘍マーカー 日帰りドック ●○

健診と消化器系の検査にＣＴ検査及び腫瘍マーカー検査を追加したドックです。

ＣＴ検査では、頭部の「脳梗塞」「脳腫瘍」や胸腹部の「肺・肝臓・すい臓・腎臓がん」の検査を

行います。消化器系の検査では、食道、胃、十二指腸、盲腸、結腸、直腸を内視鏡を用いて、

炎症やポリープ、癌などを細部まで検査します。腫瘍マーカー検査は癌の補助的検査で、

男性と女性に合わせた検査です。内視鏡やＣＴと組み合わせることで、より精度の高い検査

を行うことが出来ます。
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胃大腸カメラ＋アミノインデックスⓇ日帰り ドック料金

７９，０００円（税込）

○● 胃大腸カメラ＋アミノインデックスⓇ 日帰りドック ●○

今話題の「アミノインデックス検査」。アミノインデックスとは、血液中のアミノ酸濃度の

バランスから現在の健康状態や病気の可能性を明らかにする検査です。

１回の採血で複数のガンの可能性を評価（ＡＩＣＳ）し、４年以内の糖尿病発症のリスクを

評価（ＡＩＬＳ）します。内視鏡との組み合わせで、より精度の高い検査を行うことが可能です。

「アミノインデックス検査」については、別ページの「アミノインデックス検査って何？」

の資料をご参照ください。
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１泊２日フルドック 料金118,000円（税込）

○● 安心の1泊２日フルドック ●○

健診

胃大腸
カメラ

アミノ

ＣＴ

頚動脈

甲状腺

アレルギー

消化器・呼吸器・脳・甲状腺・アレルギー検査と今話題の「アミノインデックス」による

ガン、糖尿病のリスクスクーリニングを１泊２日で行うドックです。全身状態をより詳し

く知るためにも、このドックをお勧めします。

当院で1泊してしっかりと内視鏡検査の準備を行うので安心。

綺麗な個室でゆっくりとお過ごし頂き、ご自分の体の「今」を知っておきましょう。
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大腸カメラ検査でポリープを切除した場合

● １泊の入院が必要になります。

● 大腸内視鏡に関する検査及び手術は保険診療に切り替わります

その場合、ドック料金が変わります。

＜料金例：健康保険３割負担の方の場合＞

各種ドック料金15,000円下がります。

内視鏡検査及びポリープ切除術：約16,500円 病理組織検査：１箇所2,580円

病理判断：450円 レントゲン：630円 入院基本料（１泊２日）：6,440円 食事代（２食）：９２０円

大腸ポリープ切除に関する費用合計：27,520円

（上記合計はあくまで目安です。内容によって金額が異なります）

● 生命保険会社の医療保険ご加入の方は、切除手術・入院費等が給付の対象になる場合が

ありますので、保険会社にご確認ください。
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～ アミノインデックス検査って何？？ ～
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詳しくは．．．

アミノインデックス
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日帰り人間ドック スケジュール

受付と専用ルーム（個室）へのご案内

カメラ検査（腸内がきれいになったら開始です）

採血（一般採血、＋腫瘍マーカー、＋アミノインデックス）・検尿・エコー検査・心電図

腸管洗浄液（約1リットル）を飲み始めます（約１時間～２時間）

安静が終わりましたら、内視鏡待機ルームで検査着を着替えてお待ちください

食事について管理栄養士からお話をします

説明終了後、軽食をお召し上がりください

●水はご自由にお飲みください（500ml 2本準備しています）

●個室（トイレ付）ですのでテレビ・エアコンはご自由にお使い頂けます

●貴重品の管理は各自でお願いします

検査結果の説明を担当医師より行います

お帰りの時刻は１４時３０分頃を予定しています

「費用の清算」（現金、クレジットカード）

安静（検査終了後は、リカバリー室で安静にします）

※ポリープを切除した場合『入院』（１泊２日）となります。

保険診療扱いに切り替わり、ドック料金の金額が変わります。

入院に関する費用は、保険負担割合に応じて計算されます。

また、生命保険会社の医療保険ご加入の方は、切除手術・入院費等が給付の対象になる

おつかれさまでした

ドックの詳細な結果につきましては、約２週間後に書面にてお知らせします。

身体測定・聴力・視力・レントゲン・ＣＴ（+CTの方）検査

ドックの説明

事前診察、服用中のお薬の確認、前日準備の下剤・検査食をお渡しいたします
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１泊２日人間ドック スケジュール

「カメラ検査開始」

検査時間（胃カメラ・大腸カメラ）は約３０分です

終了後はそのままリカバリー室で１時間ほど安静にします

身体測定・胸部レントゲン

管理栄養士による食事についてのお話をします

終了後、軽食をお召し上がりください

●水を用意していますので、ご自由にお飲みください

●個室ですので備え付けのテレビ・エアコン・冷蔵庫・ドライヤーはご自由にご利用ください

●１泊～２泊分の洗面用具・タオル・バスタオル・検査着を用意しています

●貴重品の管理は各自でお願いします

担当医師より、検査「結果の説明」を行います

お帰りの時刻は14：30頃を予定しています

検尿 採血（一般採血・アミノインデックス・アレルギー）

※ポリープを切除した場合

「１泊２日の入院」が必要となります。（ドック合わせて２泊３日）

大腸カメラ検査が、保険診療扱いに切り替わり、ドック料金の金額が変わります。

入院に関する費用は、保険負担割合に応じて計算されます。

また、生命保険会社の医療保険ご加入の方は、切除手術・入院費等が給付の対象になる場合が

ありますので、ご加入の保険会社にご確認ください。

ドックの詳細な結果につきましては、約２週間後に書面にてお知らせします。

受付と３Ｆ個室へのご案内

頚部甲状腺エコー検査・心電図

ドック・宿泊の説明

検査食開始

自由時間 → 就寝

腹部エコー検査

腸管洗浄液（約1リットル）を飲み始めます（約１時間～２時間）

頭部/胸腹部ＣＴ

下剤を飲む（マグコロール250ml）

事前診察、服用中のお薬の確認、前日準備の検査食をお渡しいたします



受付ロビー

検査待合スペース

内視鏡待機ルーム（個室）

内視鏡検査終了後

リカバリースペース

清潔感あるれる明るい環境で
ゆっくりとお過ごしください．．．
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入院（個室）

入院（多床室）
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申し込み方法と検査までの流れ

電話
又は

受付

事前

説明

・ご希望日の「２週間前」までに、電話又は直接受付にお申し込みください。

・コースをお申し付けください。

℡ （097）543-5001

・予約が完了しましたら、事前説明の日程を決めます。

・事前説明時に、問診表/同意書/検査前日服用薬/検査食などをお渡しします。

ドック

当日

・スケジュールに沿って検査を進めていきますので、時間厳守でお願いします。

・日帰りドックの方は、ポリープ切除を行った場合１泊入院となります。

・検査当日、必要なものは下記の通りです。

検査当日に必要なもの

書類
・ドック受診票

・健康診断問診票

・同意書（内視鏡検査/組織生検検査/ポリープ切除）
（※上記書類は、記入してご持参ください。またフルドックの方は、

検査当日に当院にてご記入いただきます）

物品
・健康保険証

・メガネ、コンタクトレンズ

・お薬手帳又は薬剤情報

《１泊入院を想定して、下記内容もご準備ください》

・現在服用中のお薬（１泊分）

・着替えや洗面用具等入院に必要と思われるもの

その他
ご不明な点がございましたら、

お気軽にお問い合わせください。

詳細につきましては、事前説明時にお伝えいたします。

フルドックの方は、検査当日１日目に詳しくお伝えいたします。



院長の藍澤哲也です。大分大学医学部を卒業し、消化器外科

の医局員として大分の医療機関で一般的な内科疾患から胃大腸

内視鏡、胃癌、大腸癌の手術や化学療法など幅広い症例を学び

経験しました。

この「おおいたメディカルクリニック」で、地域の皆様の様々

な健康に関するお悩みに、懇切丁寧に対応していきたいと考え

ております。

また、当クリニックが窓口となり、大分医大はもとより、アル

メイダ病院や大分県立病院、近隣病院とも積極的に連携を図り、

患者様にとって一番の治療が受けられるよう心掛けていきます。

・日本外科学会「外科専門医」

・日本消化器外科学会「消化器外科専門医」

・日本消化器外科学会「消化器がん外科治療認定医」

・日本消化管学会「胃腸科認定医」

・日本腹部救急医学会評議員

・マンモグラフィー検診精度管理中央委員会「読影認定医」

大分市上田町８－１

おおいたメディカル

午前9：00～12：30 午後14：00～17：30（受付17：00）

お休み 日曜日 祝日 木曜日は午前往診、午後休診




