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結果説明

問 診

検 査

➡

36

がきっかけで精密検査を受

6,300円

●

18

６月号﹄より︶

来 院

予 約

電話・来院

●大森中診療所健診センター【TEL3762ｰ8427】にご連絡ください（予約制）。
●健康診断の受付時間は、午前9：00〜11：00 ／午後2：00〜4：00です。ただし、予約制になっておりますので事前にご連絡ください。
●検査項目については、ご相談に応じます。

お申込み方法

●

●

バリュー
コース

●

●

➡

大森中診療所
健診センター
☎ 3762−8427

3,150円

レディース
コース（女）

➡

お問合せ

●

●

4,200円

●

●

●

●

メタボコース
（男）

（税込）

大森中診療所では メタボ や 動脈硬化 などが手軽に検査できる
『プチヘルス検診』を行っています。「メタボ」「コレステロール」「動
脈硬化」「血液サラサラ、ドロドロ」などの単語は知っていても、どう
やって何を検査したらいいのかわからないという方が多いのではないで
しょうか。会社や区の検診を受けても検査結果の説明や日常生活のアドバ
イスを受けることはほとんどないというのが現状です。また、健診結果か
ら病院を受診しても、薬を飲むほどではないと、病院への受診を中断して
しまいがちです。
この『プチヘルス検診』は、短時間・安価・痛くないがポイントのコー
スで、検査結果の説明を看護師・保健師が行い、健診結果をお持ちいただ
ければその内容もあわせてアドバイスいたします。
検診内容と料金は表の通りです。どの検査も５分程度で、結果説明を
10分ほど行いますので、30〜45分ほどで終わります。

金

料

血管年齢

結果についての
内臓脂肪 骨年齢
ロコチェック
（骨密度）（身体バランス機能） アドバイス
ＣＴ

（動脈硬化検査）

コ ー ス

品川区は5月〜来年2月まで
大田区は6月〜来年3月まで
期間

75歳以上で大田区・品川区の後期高齢者医療証をお持ちの方。
対象

大田区は 6月〜12月 ／ 品川区は 5月〜12月
期間

40歳〜74歳で大田区・品川区の国民健康保険加入者
対象

大森中診療所「プチヘルス検診」大好評！

プチヘルス検診
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けてみたら疾患が見つかっ

早めに「健診」を受けましょう
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