
国際医療福祉大学成田病院
予防医学センター

人間ドックのご案内
最高水準の医療機器を駆使した
質の高い健康チェックをご提供します

2020年春開設予定

アクセス
病院所在地：千葉県成田市畑ケ田
JR・京成 日暮里駅から、公津の杜駅まで電車で約60分、成田駅まで約65分
● 成田駅、公津の杜駅、成田空港からシャトルバスを運行します。
● 民間路線バスの運行を予定しています。

公津の杜駅
（成田キャンパス） 成田駅

約10分 約15分 約15分
バス バス バス

病院 成田空港
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国際医療福祉大学成田病院
予防医学センター 人間ドック
【ご予約専用ダイヤル】
TEL：0476-28-1010
E-mail ： cpm.narita-hp@iuhw.ac.jp

主なグループ施設 海外のネットワーク

ドック健診センター（HECI）
（ベトナム・ホーチミン市）   

2018年、ベトナム国立チョーライ病院
との共同事業として、ベトナム初の日本型
人間ドック施設を開設。遠隔診断シス
テムを通じた日本の専門医によるバック
アップ体制が最大の特長です。放射線
画像と病理検査は、国際医療福祉大学
三田病院や同医学部と専用回線でイン
ターネット接続し、日本人医師による
ダブルチェックを実施しています。

国際医療福祉大学三田病院 （東京都港区）
JCI認定病院（国際医療機能評価機関JCIが定める、国際的に高く評価
された病院）。港区三田地域の病院としては初の免震構造で、72時間の
非常用電源設備も整備。東京都がん診療連携拠点病院、東京都指定二次
救急医療機関として、診療科の垣根を越えたセンター方式でチーム
医療・チームケアを実践しています。

国際医療福祉大学市川病院 （千葉県市川市）
1939年開設の化学療法研究所附属病院を、2017年に承継。以来、診療科
を拡充し、救急患者様への対応もより充実させてきました。現在は、予防
医学をはじめとして、急性期から回復期医療、リハビリテーション、在宅支援
まで、質の高い医療と快適な療養環境を地域の皆様にご提供しています。

山王病院 （東京都港区）
1937年創立の日本を代表するプライベートホスピタル。79床のベッドに
対し常勤医師90名を含む約500名のスタッフが、温かく質の高い診療を
支えています。隣接する新館には、産科クリニック・山王バースセンターを
開設。NICU（新生児集中治療室）を完備したほか、手術支援ロボット「ダ・
ヴィンチ」を導入。全科がバランスよくそろった最先端の診療を行っています。

山王メディカルセンター （東京都港区）
山王病院の予防医学部門を独立させた人間ドック・健診が中心の専門
施設。専用フロアで受診できる予防医学センターでは、充実した検査内容
と正確な診断を行う経験豊富な医師・専門スタッフが質の高い人間ドック
と健診をご提供しています。受診後には、山王病院の各診療部門と密接に
連携することで、万全のバックアップ体制を整えています。

◯主な附属病院

◯主な臨床医学研究センター

人間ドック 受診の流れ

ご予約から
当日まで

予約専用番号へお電話
ください。

受診日の約２週間前に、
注意事項や専用の検体
容器、問診票をお送りし
ます。

問診票は同封の返信用
封筒にて事前にご送付く
ださい。検体は当日ご持
参ください。

〈当日〉ご来院
～検査・診察

専用フロアの更衣室にて
検査着に着替え、各コー
スのメニューに従って検
査・計測を行います。

専門医の診察があります
ので、健康上の不安や悩
みをお持ちの方は、遠慮
なくご相談ください。

〈当日〉結果説明と
健康アドバイス

結果説明は一部を除き、
すべての検査終了後、当
日に行います。

問診票と検査結果を総
合した生活習慣の注意
事項や改善点などについ
てアドバイスします。

結果報告書
のご送付

当日ご説明した内容も含
め、総合的な判定結果を
「人間ドック結果報告書」
として、受診から約3～４
週間後にお送りします。

二次検査および治療の
通知、予約

二次検査（再検査・精密検査）または治
療が必要と判定された方には、結果報
告書送付時に、精密検査依頼書（紹介
状）を同封します。

二次検査・治療は、当院でも承ります。
各診療部門と連携し、万全の体制を整
えていますので、希望される場合は予防
医学センターまでご連絡ください。

当院では、人間ドック結果説明当日の
二次検査受診も可能です。
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健診棟1F メインエントランス

臨床医学研究センターとは、国際医療福祉大学の関連施設で、学生の教育や研究に全面的に協力す
る位置づけの施設です。



信頼、実績、そしてノウハウ。国内外の皆様の健康な身体づくりに寄与します

日帰りコース、1泊コース、2泊コースから、ご希望
のコースをお選びいただけます。

※こちらのメニューおよび別紙「人間ドック料金
表」は、今後変更になる可能性があります。あら
かじめご了承ください。

人間ドックメニュー（予定）

予防医学センター・人間ドックの特長

最新鋭の高度医療機器

国際医療福祉大学 学事顧問
山王メディカルセンター名誉院長

天野 隆弘
Profile
慶應義塾大学医学部卒、医学博士。
慶應義塾大学医学部教授・医学教育
統括センター長、財団法人慶應健康
センター（人間ドック施設）センター長、
国際医療福祉大学大学院大学院長、
副学長、日本ドック学会理事、日本
総合健診医学会理事などを歴任。
第42回日本総合健診医学会大会長。受付ロビー

フードコート

国内外の医療ニーズに対応する
先進的なメニューをご用意します

遺伝子診断センター、がん免疫療法センター、感染症国際研究センター、
がん放射線治療センター、高度生殖医療センターなど、各分野の第一人者
がリードする当院のセンターや診療科と連携します。日本はもとより、特に
アジア各国の医療ニーズの一歩先をいく健診メニューをそろえ、各科の経
験豊かな専門医が診断します。

日本最大規模の専用フロアで
１日200人までの人間ドックに対応します

延べ面積4,570㎡の人間ドック専用
フロアでは、国別や男女別の専用レー
ンを設けるなど、プライバシーに配慮
します。各レーンそれぞれ4人同時に
検査を行うことで、待ち時間を短縮し、
混雑を回避します。

最新鋭の高度医療機器を駆使し
精度の高い診断を行います

最新の医療機器を完備します。放射線の被ばくがなく身体への負担が少な
い日本最高域の3.0テスラMRIやPET-CTをはじめ、日本でもまだ導入事例
が豊富ではない、320列エリアディテクターCT、DEXAなども導入します。

メディカル・フィットネスクラブを併設。
健康増進もお手伝いします

メディカル・フィットネスクラ
ブには、プール、ジム、サウナの
ほか、受診者のご家族に利用
いただける宿泊施設を備えま
す。医師や健康運動指導ス
タッフが、医療的な視点でサ
ポートいたしますので、安心し
て運動をお楽しみください。

日帰りコースから２泊３日コースまで
ご都合に応じたコースを選択いただけます

日帰り・標準コースでは、土曜日も対応します。よりリラックスした時間を
お過ごしになりたいという方には、１泊または２泊の宿泊コース専用個室
をご用意しています。

二次検査や精密検査では、院内の診療部門と
シームレスに連携、専門医が対応します

各診療部門と緊密に連携して万全の体制を整えますので、二次検査や精
密検査、あるいは治療が必要な場合は、各科の専門医にお任せください。
また、当院では、人間ドック結果説明の当日に二次検査を受診いただくこと
も可能です。

世界中の皆様に利用いただけるよう
多言語・多文化に対応します

院内には、国際カウンターを設置して
医療通訳を配置し、ハラル食など食の
多様性に対応するフードコートやレス
トランを完備します。宗教関連スペー
スも設け、さまざまな言語や文化にも
対応、リラックスして受診いただける
環境を整備します。

慶應での脳神経内科診療、人間ドック
健診、脳ドックに携わってきた経験を生
かし、当グループでは港区にある山王メ
ディカルセンターの院長として、高度な
ドック健診の提供を推進してまいりまし
た。おかげさまで大変ご好評をいただき、
今では3～4ヶ月先まで予約が取れない
健診センターです。さらに昨年は、ベトナ
ム最大の国立チョーライ病院と国際医
療福祉大学の共同事業として、ベトナム
初の日本型人間ドック健診施設（HECI）
をホーチミン市に立ち上げるお手伝いを
してまいりました。
質の高いドック健診には、高度で最新
鋭の医療機器、優秀な医師および医療ス
タッフ、病気発見後の最適な治療、高度
医療を提供できる大学病院との連携シス
テムを整えることが大切です。これらすべ
てを満たす成田病院の予防医学セン
ターでは、国内外から受診者を受け入れ
られる最新の人間ドック・脳ドック健診の
施設として、皆様に健康な生活を送って
いただけるようお手伝いいたします。

PET-CT ： 位置や大きさ、転移など、一度に全身検査する
放射線を出す微量の薬剤を使って細胞や機能の異常を調べる
PET（陽電子放射断層撮影）と形の異常を調べるCT（コンピュー
タ断層撮影）を組み合わせることで、より正確に、詳しく病態を調
べることができます。特にがん診療では、病巣の位置や大きさ、転
移の有無などを一連の検査で全身を調べることができます。
導入する装置は唯一の日本製で、ドームの開口径が90cmと広
く、閉塞感を抑え、負担の少ない検査が可能です。

3.0テスラMRI ： 放射線を使わずに、より鮮明に、安全に
身体を傷つけずに、磁場と電波を使って全身の臓器や関節、血管
などの画像をさまざまな方向から写し出すことができます。X線な
どの放射線を使わないので、被ばくの心配はありません。
導入する装置は、最新の静音技術により検査中の音を低減して
いますので、従来に比べ、快適に検査を受けていただけます。

320列エリアディテクターCT：１回転で、臓器全体を高速撮影
１回転で320断面もの撮影ができるCTです。撮影範囲も
160mmと大きいため、血管や各臓器全体の画像なら１回転(最
速0.275sec/rot)で得ることができ、全身でも、非常に短い時間
で検査することが可能です。世界初のディープラーニングを用い
た画像再構成技術を搭載し、高品質な画像をより低線量で撮影
するので、身体へのご負担は大きく軽減します。

DEXA：１ポーズで腰椎と両大腿骨をスキャンする
身体への負担を軽減すると同時に、より精度の高い、高画質の測
定画像を提供する骨密度測定装置です。腰椎と大腿骨を一度に
スキャンするので、途中で体位を変える必要もなく、長時間、同じ
姿勢を維持する必要もありません。検査スピードは速く、従来に
比べて被ばくの少ない測定が可能です。

国際医療福祉大学大学院 副大学院長
同大学・未来研究支援センター長

山崎 力
Profile
東京大学医学部卒、医学博士。
東京大学大学院医学系研究科クリ
ニカルバイオインフォマティックス研
究ユニット特任教授、臨床疫学シス
テム講座特任教授、同大医学部附属
病院臨床研究支援センター教授（セ
ンター長）、検診部（現予防医学セン
ター）部長などを歴任。

新しい成田病院に国内最大級となる
予防医学センターを開設いたします。経
験豊かな医師と専門スタッフが、最新鋭
の医療機器を駆使した精度の高い検査
および丁寧な診察のもと、総合的に診断
することで高品質の健康チェックを行う
とともに、健康な身体づくりのための適切
なアドバイスをいたします。男女別・国別
の専用レーンを備え、日帰りドックから宿
泊ドックまでさまざまなオプション検査
やメニューをご用意しましたので、落ち
着いた雰囲気のなか、リラックスしてご
受診いただけます。
これまで30年以上、東京大学、国際医
療福祉大学で臨床・教育・研究に従事し、
予防医学、循環器病学、臨床疫学を専門
として活動を続けています。成田病院で人
間ドックを受けたいというご利用者が世
界中から集まるようなセンターをめざし、
スタッフ一丸となって尽力いたします。
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プール

※ 検査項目やその他のメニューは、別紙「人間ドック料金表」をご参照ください。

オプション検査メニュー
心・血管オプション、甲状腺オプション、泌尿器・前立
腺オプション、腫瘍マーカーセットオプション、プレミアム
脳ドック、メタボオプション、鼻咽喉オプション、アンチエ
イジングオプション、PET-CTオプション、大腸内視鏡、頸
動脈エコー精査（超音波＋血流情報）、上腹部MRI/M-
RCP、骨盤（下腹部）MRI、骨密度オプション（DXA法）

日帰りコース
◯ 標準コース
◯ 婦人科検査付き 標準コース
◯ 脳ドック付き 標準コース
◯ 特別コース  循環器系・呼吸器系検査を複数追加

単独コース
◯ PET-CT単独コース

宿泊コース
◯１泊標準コース 日帰り特別コースに糖尿病検査を追加
◯１泊特別コース さらに大腸検査・脳ドックを追加
◯ ２泊エグゼクティブコース
 特別コースをゆったりとしたスケジュールで


