
久喜市商工会生活習慣病集団健診のお知らせ 
 
生活習慣病といわれる「がん・心臓病・脳卒中・糖尿病」などは日本人の死因の約６割を占めていると言われています。 

生活習慣病の予防・対策としては、生活環境の改善や適度な運動などが挙げられますが、それでもなかなか防ぎ切るものではありません。 

よって、健康診断を受診することにより早期対策を図り、長く健康を維持・管理できるように取り組むことが大切です。 

久喜市商工会では、会員事業所様で働かれる皆様の健康維持・管理に貢献すべく、下記のとおり生活習慣病の集団健診を実施致します。 

たったひとつの命、一度の人生を健康で幸せに過ごすために、そしてご家族の幸せのためにも、是非この機会に受診なさってください。 
 

記 
 

１．日 時 ： 平成２８年３月１７日(木) （受付時間 ８:３０～１１:００） 

 

２．会 場 ： 久喜市商工会館 ２階研修室 ／ ＴＥＬ０４８０-２１-１１５４ 

  

３．健診料 ： 原則として基本料金は１名につき８,５３２円(消費税含む)ですが、 
 
        商工会会員事業所の方であれば商工会が助成(１名につき３,０３２円)を行い、 

        １名につき５,５００円で受診できます！ 
 

          ＊但し、同一年度内(原則４月～翌３月)に１企業で受診者が延べ１０名を超える場合は、超えた方１名当たりの助成金を 

          1,032円とさせていただきます。また、助成対象者数の上限は年度内１企業２０名とさせていただきます。 

         
 

４．一般基本健診内容  

種 別 項   目 

胸部レントゲン １枚 

心 電 図 １２誘導 

聴 力 オージオメーターによる1000Hz、4000Hz 

血圧測定、尿検査(蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血)、視力 
一 般 検 査 

身長、体重、標準体重、BMI、腹囲、医師による問診 

白血球、血色素量、赤血球、ヘマトクリット値、血小板、中性脂肪、総コレステロール 

HDLコレステロール、LDLコレステロール、 

総蛋白、アルブミン、GOT、GPT、γ-GTP、CHE 
血 液 検 査 

ALP、LDH、血清クレアチニン、尿酸、空腹時血糖、HbA1c、HBs抗原、HCV抗体 

 

５．オプション検査（別途料金になります） 
 

・胃部レントゲン    ８枚                             ３,７８０円（消費税含む)  

・検便         便中ヘモグロビン（２日法）                    ８６４円（消費税含む） 

・喀痰検査       喀痰細胞診                          １,６２０円（消費税含む） 

・子宮頸癌検査     ホームスミアセット：女性のみ（自己採取用器具による）     １,９４４円（消費税含む） 

・血液オプション検査                                     （詳細は裏面参照） 

 

６．申込期間 ：平成 27 年 12 月 14 日(月)～平成 28 年１月 29 日(金) ※但し、定員(100 名)になり次第締め切らせていただきます。 
 
７．申込方法 ： 下記の健診申込書に必要事項をご記入の上、健診料を添えて商工会事務局までお申し込みください。 
 

＊受診票・便容器等は、申込締切後に実施機関より各事業所宛へ郵送されます。 

＊従業員の健診料は福利厚生費として必要経費に算入できます。 

 

８．健診結果 ： 健診後３～４週間位で、久喜総合病院健康管理センターより事業所に郵送されます。 
 

９．健診実施機関 ： 久喜総合病院 健康管理センター 久喜市上早見４１８-１ ／ ＴＥＬ０４８０-４４-８４１３ 

 

 
久喜市商工会生活習慣病集団健診申込書 

 
( ﾌﾘｶﾞﾅ ) 

事業所名：                    電話番号：    （   ）      
 

〒   -     住  所：                                       

 

オプション検査（料金別途） オプション血液検査（料金別途） 
フリガナ 

氏   名 
生年月日 性別

基本 

健診 胃部 

レントゲン
検便 喀痰 子宮癌 BNP

H 

ﾋﾟﾛﾘ

ﾍﾟﾌﾟｼ

ﾉｹﾞﾝ

リウ

マチ

ｴﾗｽ
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血液

型
CEA

CA

19-9

CA

125
SCC PSA AFP 

 
㍼･平成  ○                 

 
㍼･平成  ○                 

 
㍼･平成  ○                 

 
㍼･平成  ○                 

＊いずれか希望する箇所に○を付けてください。 

 

駐車スペースが少ないため 

お車でのご来場はなるべく 

ご遠慮ください。また、お車で 

お越しの場合はなるべく乗り

合わせてお越しください。 

実施日：平成 28 年 3 月 17 日 



～オプション血液検査ガイド（採血した血液で検査できます）～ 

検査名 BNP H ピロリ lgG 抗体 ペプシノゲン リウマチ定量 

検査料 ￥3.240 \2,700 \2,160 \540 

診断内容 
心不全の早期診断や 

重症度、病態把握  
ヘリコバクタ、ピロリ菌感染

 胃がんの危険因子、萎縮性 

 胃炎、胃ガンの早期発見 
他の検査と総合的に判定 

基準値 18.4pg/ml 以下 10U/ml 未満 ― 15IU/ml 以下 

備考 

 

健常人の血中濃度は極めて

低く、大きな発作を事前に

早期治療で予防する目的で

お勧めします。 

 

萎縮性胃炎、慢性胃炎、胃潰

瘍、十二指腸潰瘍、胃がんの

早期発見と予防の目的でお勧

めします 

 

疑われる病気 

胃粘膜の炎症、萎縮、胃がん 

 

胃がんと診断できる感度 

６０～９０％ 

 

疑われる病気 

関節リウマチ、全身性エリテ

マトーデス、強皮症、シェー

グレン症候群、多発性筋炎、

間質性肺炎 

検査名 エラスターゼ１ 血液型 CEA CA19-9 

検査料 \2,268 \2,160 \2,160 \2,052 

診断内容 膵臓の病気の早期発見 血液型の判定 
他の検査と総合的に判定する

ことにより、がんの早期発見

他の検査と総合的に判定する

ことにより、がんの早期発見 

基準値 300ng/dl 以下 ― 5.0ng/ml 以下 37.0U/ml 以下 

備考 

 

疑われる病気 

膵臓がん、急性膵炎 

慢性膵炎、胃がん 

胆管がん、肺がん 

原発性肝がん 

アルコール性肝障害 

肝硬変、高アミラーゼ血症 

 

ＡＢＯ式・Ｒｈ式 

 

Ａ(＋) 

Ｂ(＋) 

Ｃ(＋) 

ＡＢ(＋) 

 

疑われる病気 陽性率 

胃がん   ７５％ 

膵がん   ７３％ 

大腸がん  ６７％ 

肺がん   ５８％ 

肝細胞がん ５５％ 

乳がん   ４７％ 

その他、肝硬変 

 

疑われる病気 陽性率 

膵がん   ８０％ 

胆管がん  ７０％ 

胃がん   ３０％ 

大腸がん  ３０％ 

原発性肝がん１８％ 

検査名 CA125 SCC PSA AFP 

検査料 \2,160 \2,160 \1,944 \1,188 

診断内容 
他の検査と総合的に判定する

ことにより、がんの早期発見
扁平上皮がんの早期発見 

前立腺がんの診断や治療効果 

の判定（男性のみ） 
肝臓の病気の早期発見 

基準値 35.0U/ml 以下 1.5ng/ml 以下 4.0ng/ml 未満 16.7ng/ml 以下 

備考 

 

判定内容   陽性率 

高度陽性  

卵巣がん ８０％ 

中等度陽性 

子宮筋腫 ９７％ 

子宮内膜症８０％ 

膵がん  ５７％ 

肝がん  ４４％ 

子宮内膜症８０％ 

子宮がん ２６％ 

乳がん  ３７％ 

肺がん  ２７％ 

 軽度陽性 

胸膜炎、腹膜炎、 

妊娠初期 

 

判定内容    陽性率 

子宮頸部がん５１％ 

肺がん   ６０％ 

皮膚がん  ８０％ 

頭頚部がん ３４％ 

食道がん  ３０％ 

 

悪性腫瘍以外： 

乾癬、天疱創などの皮膚

疾患、慢性気道感染症 

 

疑われる病気 

前立腺がん 

前立腺肥大症 

 

判定内容 

 高度陽性 

  肝細胞がん ７０％ 

  卵黄生嚢腫瘍７０％ 

卵巣がん 

精巣がん 

胃がん 

 軽度陽性 

  慢性肝炎 

  肝硬変 

  妊娠後期 

 


