
2021 年 2 月 19 日 

健康診断ご担当者 各位 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

相模野病院 健康管理センター 

 

2021 年度 健康管理センターご利用にあたってのお知らせ 

 

拝啓 余寒の候、時下ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。また、健康管理に携わる皆様方におかれ

ましては、新型コロナへの対応や新年度のご準備等々でご多忙のことと拝察申し上げます。 

今年度は、当センターご利用の際、新型コロナの影響によりご不便をお掛けしましたこと心よりお詫び申し上

げます。未だその終焉が見えず日々刻々と変わる状況下にありますが、現時点においてお伝えできる内容を下記

に取り纏めましたので、ご高覧くださいます様、お願い申し上げます。 

ご多忙の折、大変恐縮ではございますが、検査項目の取り扱い変更等により、健康診断料金に変更が生じる場

合もありますので、予めお含みおきくださるように、お願い申し上げます。 

末筆ではございますが、新年度も引き続き当センターをご愛顧賜れば幸いに存じます。 

敬具 

記 

 

 

1. 検査項目について（測定法・基準値・判定変更） 

 

各種学会指針に基づき既存の検査項目を下記の通り変更させて頂きます。 

 

検査項目名 変更前（2020 年度） 変更後（2021 年度） 

ALP 測定法 JSCC 法 

基準値 339 IU/l 以下 

 

測定法 IFCC 法 

基準値 113 IU/l 以下 

LD（LDH） 測定法 JSCC 法 

基準値 229 U/l 以下 

 

測定法 IFCC 法 

基準値 222 U/l 以下 

腫瘍マーカー CA19-9 基準値 37.0 U/ml 以下 

37.1～100.0 3 か月以内再検査 

100.1～   精密検査 

 

基準値 37.0 U/ml 以下 

37.1～100.0 1 か月以内再検査 

100.1～   精密検査 

腫瘍マーカー CEA 基準値 5.0 ng/ml 以下 

5.1～10.0  3 か月以内再検査 

10.1～   精密検査 

 

基準値 5.0 ng/ml 以下 

5.1～10.0  1 か月以内再検査 

10.1～   精密検査 

 

 



2. 労働安全衛生法 定期健康診断における血糖検査の取り扱い 

 

2020 年 12 月 23 日 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛へ、労働安全衛生規則（第 43～45

条）に基づく健康診断項目のうち、血糖検査の取扱いに関して通知がございました。（基発 1223 第 7 号） 

血糖検査は、空腹時血糖または随時血糖の実施を原則としておりましたが、HbA1c 検査を行った場合にお

いても血糖検査を実施したものとし、食直後（食事開始時から 3.5 時間未満）の随時血糖が血糖検査として認

められないものとなりました。 

上記通知をふまえ当センターの基本コース（定期健診・雇入時健診・特定業務従事者健診）を下記内容にて

変更させていただくこととなりました。 

 

コース名 変更前（2020 年度） 変更後（2021 年度） 

定期健診・雇入時健診 コース料金 8,350 円(税抜) 

検査項目 

診察・身長・体重・腹囲・血圧 

視力・胸部 X 線 

尿検査(尿蛋白定性/尿糖定性) 

聴力オージオ・心電図 

血液検査 

貧血(RBC/Hb) 

脂質(TG/HDL/LDL) 

肝機能(AST/ALT/γGTP) 

血糖(空腹時または随時) 

食後 3.5 時間未満の場合 

HbA1c(税抜 700 円加算) 

コース料金 8,800 円(税抜)※ 

検査項目 

診察・身長・体重・腹囲・血圧 

視力・胸部 X 線 

尿検査(尿蛋白定性/尿糖定性) 

聴力オージオ・心電図 

血液検査 

貧血(RBC/Hb) 

脂質(TG/HDL/LDL) 

肝機能(AST/ALT/γGTP) 

血糖(空腹時または随時/HbA1c) 

特定業務従事者健診 コース料金 6,350 円(税抜) 

検査項目 

診察・身長・体重・腹囲・血圧 

視力 

尿検査(尿蛋白定性/尿糖定性) 

聴力オージオ・心電図 

血液検査 

貧血(RBC/Hb) 

脂質(TG/HDL/LDL) 

肝機能(AST/ALT/γGTP) 

血糖(空腹時または随時) 

コース料金 6,800 円(税抜)※ 

検査項目 

診察・身長・体重・腹囲・血圧 

視力 

尿検査(尿蛋白定性/尿糖定性) 

聴力オージオ・心電図 

血液検査 

貧血(RBC/Hb) 

脂質(TG/HDL/LDL) 

肝機能(AST/ALT/γGTP) 

血糖(空腹時または随時/HbA1c) 

 

 HbA1c を含まない健診コース（健康保険組合指定コース）のご受診で 3.5 時間未満の食直後採血となった

場合、年齢の定めなく HbA1c 検査を追加し 770 円（税込）を別途ご請求させていただきます。ご受診の際

は食直後（3.5 時間未満）とならぬようお気をつけ下さい。 

 



3. オプション検査の改定について 

区分 検査名 検査種別 価格 

新規 尿中アルブミン（早期腎症） 尿検査 1,000 円（税抜） 

新規 尿中違法薬物（覚せい剤･大麻･ｺｶｲﾝ系･ﾓﾙﾋﾈ系麻薬） 尿検査 2,500 円（税抜） 

新規 便培養（赤痢･ｻﾙﾓﾈﾗ･腸ﾁﾌｽ･O-157･ﾊﾟﾗﾁﾌｽ） 便検査 3,080 円（税抜） 

新規 便虫卵 便検査 800 円（税抜） 

統合 アレルギー3 項目（ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ・ﾔﾋｮｳﾀﾞﾆ・ｽｷﾞ） 血液検査 3,800 円（税抜） 

新規 
ウイルス 4 種抗体 

（麻疹･風疹･水痘帯状疱疹･流行性耳下腺炎 EIA） 
血液検査 8,100 円（税抜） 

新規 新型コロナ抗体（SARS-CoV-2 IgG 抗体） 血液検査 7,000 円（税抜） 

廃止 HIV 抗体 血液検査 － 

 

4. サービス検査の変更について 

対象者 変更前（2020 年度） 変更後（2021 年度） 

人間ドックを受診する方のうち 

下記のいずれかに該当する方 

・誕生月の受診 

・ご夫婦受診で合計年齢 90 歳以上 

・受診月 1～3 月 

血液検査 

血中ピロリ菌検査 

 

血液検査 

NTproBNP 

（心不全の診断） 

 

5. 新型コロナ対応におけるセンターの運営について 

 

検査・サービスにつきまして、2021 年度の再開状況を下記の通りお知らせいたします。 

現時点で再開を見込んでいるものにつきましても、今後の状況により再開見合せとなる場合もございま

すので、予めご承知おき願います。 

健診区分 項目 2020 年度 2021 年度 

院内健診 

・1 泊ドック 

・ドック結果説明・保健指導 

・肺機能検査 

・頸動脈超音波検査 

・ABI 検査 

・人間ドック懐石料理 

休止 再開見込 

・軽食(バリウム対象) 

・午後の結果説明 
休止 休止 

・午後の受診枠 新規設立 継続 

巡回健診 

・胃部 X 線検査 

・肺機能検査 

・眼底検査 

・腹部超音波検査 

休止 再開見込 



6. 土曜日健診の日程について 

 

下記日程にて土曜日健診を実施いたします。 

2019 年度まで人間ドック受診者様を対象としておりましたが、2020 年度より全ての受診者様にご受診

いただける体制を整備させて頂きました。 

「臍部 CT 検査・大腸内視鏡検査（1 泊ドック限定オプション）」につきましては、土曜日健診でのお取

り扱いがございません。ご希望の際は、別曜日でのご予約をお願い申し上げます。 

他検査につきましては、平日同様のご案内時間・検査枠数を準備しております。 

 
実 施 日 

2021 年 05 月 15 日（土） 2022 年 01 月 15 日（土） 

2021 年 06 月 19 日（土） 2022 年 02 月 19 日（土） 

2021 年 07 月 17 日（土） 2022 年 03 月 19 日（土） 

2021 年 08 月 21 日（土）  

2021 年 09 月 18 日（土）  

2021 年 10 月 16 日（土）  

2021 年 11 月 20 日（土）  

2021 年 12 月 18 日（土）  

 

7. 健康管理センター情報の公開 

 

日頃、皆様へはお電話が繋がりにくく大変ご迷惑をお掛けしております。 

① ホームページにて変更情報等を随時公開させていただきます。 

② 受診当日、ご自宅を出発される前に、必ずホームページをご確認の上、ご来院ください。 

③ 健康診断予約申込みフォームを 3 月 1 日より稼働予定としております。24 時間お申込みいただ

けますので、ご利用いただけますようお願い申し上げます。（お申込み後、ご連絡を差し上げま

すが、万一ご連絡がない場合は、お手数ですがお問い合わせください） 

 

 

以上 

 

 

ＪＣＨＯ相模野病院 健康管理センター 

ホームページ URL  http://sagamino.jcho.go.jp/kenkan/      


