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日野記念病院保育所園児の作品



 検査項目 検査目的 金額

 脳オプション 頚動脈エコー・頭部MRI検査 脳腫瘍　脳梗塞　動脈硬化症等 ￥25,000
 肺機能オプション 胸部CT・喀痰培養 肺がん等の肺疾患 ￥15,000
 心機能オプション 心エコー・BNP 心機能検査 ￥11,500
 骨オプション 骨密度検査（腰椎＋股関節） 骨粗しょう症 ￥4,600
 乳がんオプション マンモグラフィー　二方向・視触診 乳がん・乳腺症 ￥5,000
 HPオプション 尿素呼気検査・HP抗体 ヘリコバクターピロリ感染の有無 ￥6,000
 睡眠時無呼吸検査 睡眠時無呼吸検査 睡眠時無呼吸症候群 ￥7,000
 歯科検診 歯科検査（治療は含みません） 虫歯の有無　歯周病　顎の状態等 ￥2,000
 腫瘍マーカー CEA 消化器系のがんの一部 ￥1,500
  CA-19-9 消化器系のがんの一部 ￥1,500
  AFP 肝臓系のがんの一部 ￥1,500
  二項目  ￥2,500
  三項目  ￥3,000

健

康診断や検診、人間ドックを受けるのは
何のためでしょう？

ある日突然、病気が見つかると「まったく健康だった
のに、どうして病気にかかってしまったのか」と嘆く人
が少なくありません。しかし、大半の病気は急に発症す
るのではなく、自覚症状が無いときから徐々に進行し、
気づいたときにはかなり進んでいるという事がありま
す。このような状況に陥らない為に、定期的に健康度を
チェックし、病気があるのか無いのかを確認します。幸
い病気が見つからなくても、現在の日常生活の状況から
将来どのような病気にかかる可能性が高いのかを予測
する事が出来る為、生活習慣の改善など病気の予防に役
立てる事が出来ます。
また、病気が見つかっても自覚症状が無い早期の段階
であれば、大事に至らないうちに治してしまう事も出来
ます。
体の健康状態を調べる検査として、「健康診断」「検診」
「人間ドック」の３つの方法があります。いずれも病気
を予防したり早期に発見したりする事が目的で、いつま
でも健やかに過ごす為に実施されているのです。

康診断」と「検診」と「人間ドック」の
違いについて

「健康診断」とは、全身の健康状態をチェックする目
的で行われるものです。
健康診断の種類には、国の法律で定められた「法定健
診」と個人の判断で受ける「任意健診」があります。そ
の種類によって実施される検査項目や内容には違いがあ
りますが、一般的には問診、身体計測、血圧、検尿、血
液検査など８～15項目程度です。
「人間ドック」は、個人の判断で受ける「任意健診」
にあたり、外来によって行われる精密な健康診断のこと
です。一般的な健康診断よりも充実した検査が受けられ
ます。さらにある特定の臓器を対象にした脳ドック、肺
ドック、心機能ドック等のオプション検査もあります。
一方「検診」は、ある特定の臓器に対して異常がある

か無いかを診断するものです。例えば、胃
がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、
乳がん検診などがこれにあたります。

康であると自覚している人も、何らかの
病気が隠れている場合があります。

男性では２人に１人、女性では３人に１人ががんにな
るといわれ、近年の罹患率の上昇を考えると、誰ががん
になってもおかしくないと思える状況にあります。そん
な中で自身の健康を保つ事は、人生を豊かにする為にも
大切な事です。
健康診断を受ける目的は二つあります。一つは、生命
にかかわる重大な病気の早期発見です。もう一つは、健
康になるためです。病気は早く発見し、治療が早ければ
早いほど治りも早いという事は自明の理です。でもほと
んどの人が病気になって初めて医療機関を訪ねます。少
し異常を感じる場合であっても、何となく怖い、何とな
く忙しい、何となく無視している、直視できないなどと、
いろいろな理由で、進んで医療機関に行こうとはしませ
ん。このところ、いろんな場面で『健康』という言葉が
聞かれます。健康であることは多くの人が望み、さなが
ら日本全体に『健康願望症』という病名がつくのではな
いかと思うくらいです。
健康診断を受けるということは、そういう意味が根底
にありますので、がんなどの検診と組み合わせて受診す
るか、最初から両方が組み合わされた人間ドックを受診
して、さらに健康になっていただきたいと思います。

自分のため家族のために健診を受けましょう自分のため家族のために健診を受けましょう

半日ドックコース ￥38,000
一般健診コース 

￥20,700
　子宮がん検診を行う場合は￥2,000追加

還暦ドックコース
（半日ドックコース＋脳オプション＋肺オプ
　ション＋心機能オプション＋骨オプション） ￥60,000
　還暦を迎えられた際に、一度だけお申し込
　みいただけます。

健

「健

料金

オプション検査  （消費税別の価格となります）

 （消費税別の価格となります）

健診健康管理室室長　岡田　勝治医師

※受診は全て予約制です。お電話でお申し込みください。お申し込み・お問い合わせは、健診健康管理室　☎0748-52-4725（直通）※受診は全て予約制です。お電話でお申し込みください。お申し込み・お問い合わせは、健診健康管理室　☎0748-52-4725（直通）



みなさんは、ピンクリボ
ン運動をご存知ですか？
ピンクリボン運動は、
1980年代にアメリカの乳
がんで亡くなられた患者さ
んの家族が “乳がんで苦し
む人が一人でも減りますよ
うに” との願いを込めて作
ったピンク色のリボンからスタートした乳がんの
啓発運動で、現在では世界中に広がっています。
当院では、乳がん検診の大切さを知ってもらうた
め、また乳がん治療中の患者様の治療が順調にい
きますようにとの願いを込めて、日野町出身の戦
国武将 蒲生氏郷公がモデルとなったキャラクタ
ー『がもにゃん』とコラボレーションしたオリジ
ナルピンクリボンバッジを作成しました。
そして、今年7月に開催された第23回日本乳
癌学会学術集会（於：東京国際フォーラム）で行
われたP－１グランプリ（ご当地ピンクリボンバ
ッジコンテスト）に出場いたしました。日本全国
から64団体がコ
ンテストに参加し、
日頃の活動をアピ
ールしました。当
院からは乳腺外科
糸井医師、事務長、
総務課、日野町観
光協会の方、がも
にゃん本人（？）
が参加しました。
惜しくも上位入賞
は逃しましたが、
『がもにゃん』と
日野記念病院を紹
介する良い機会となりました。

日野記念病院滋賀脊椎センターに
赴任してから２年が経過しました。
重症の脊椎疾患を治療することも増
え緊張の絶えない毎日ですが、今後
も脊椎疾患に対して精一杯の診療を
心がけていきます。

数年前、療養病棟からレクリエー
ションのお話を頂きました。唱歌や
歌謡曲をギターの弾き語りで始めて
みました。週１回の割合で、来年そ
れが通算200回を迎えようとして
います。これからも続けられるよう
に頑張ります。

当院では平成27年11
月23日より電子カル
テを導入することにな
りました。
電子カルテとは、従
来、紙で記載・保存し
ていた「カルテ」（診
療録）を電子化し、コ

ンピュータによって集中管理するものです。
カルテの電子化により病院内のいたるところで過去の診
療記録などが速やかに参照できます。また、手書きによる
転記ミスや誤読がなくなり、バーコードを利用しての患者
様確認等が可能となり、更なる医療サービスの向上と、よ
り安全な医療の提供が可能となります。
今回導入する電子カルテシステムは
多くの大学病院などで採用されている
システムと操作性が共通しており、使
いやすさと実績を兼ね備えたものとな
ります。
今後は電子カルテを有効活用し、よ
り良い医療を提供できるよう職員一丸
となって努めたいと考えております。

滋賀脊椎センター医師　秋山　典宏

作業療法士　近藤　　明

＊がもにゃんピンクリボンバッジは当院売店にて500円に

　て絶賛販売中です

＊『がもにゃん』は蒲生氏郷公顕彰会公認キャラクターです
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お知らせ
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がもにゃんと一緒に
P－１グランプリに
出場しました！

昭和 60年 ４月 日野町の誘致病院として日野中央病院　開設

平成 ３年 ４月 医療法人社団 日野記念病院　設立

平成 11年 ５月 医療法人社団昴会　に名称変更し、医療法人社団

   昴会 日野記念病院に改名

平成 25年 ７月 滋賀脊椎センター棟　開設

開設当初の→
日野中央病院　

（昭和60年４月）　

←開設された
滋賀脊椎センター棟
（平成25年7月）

乳腺外科　糸井　尚子医師

医事課　植田　
裕樹
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日野記念病院への交通アクセス
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車でお越しの場合
〈八日市ICより〉
●名神八日市ICより国道421号を約２㎞東進、御園交差点を
　右折し国道307号を約９㎞南進、日野記念病院前交差点を
　右折（20分）
〈蒲生スマートICより〉
●蒲生スマートICを出て左折し約８㎞南進、三十坪地先の突
　き当たりを左折し国道477号線を約３㎞東進、松尾北交差
　点を右折、国道307号線日野記念病院前交差点を右折
　（15分）

電車・バスでお越しの場合
●ＪＲ近江八幡駅から、近江バス「北畑行き」で日野高校
　前下車、徒歩５分（45分）
●ＪＲ貴生川駅から近江鉄道に乗り換え、日野駅下車、近江
　バス「北畑行き」で日野高校前下車、徒歩５分（30分）
●近江鉄道日野駅からタクシーで５分
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地域社会の信頼に応えよう

思いやりと感性にあふれた医療で
地域社会の信頼に応えよう

思いやりと感性にあふれた医療で

日野記念病院
各病医院と連携をとるとともに、22
の診療科を標榜することにより、地域
密着完結型医療を目指しております。

湖東記念病院
地域の病院、医院との連携を深め、住
民の方々が安心して利用して頂ける病
院づくりに努めています。

介護老人保健施設リスタあすなろ
看護・介護・リハビリテーション、そ
の他必要な医療ケアで、家庭に復帰し
ていただく支援をする施設です。

訪問看護ステーション ひの
住み慣れた地域で快適な療養生活が送
れるよう、ご自宅に看護師がうかが
い、看護ケアを提供いたします。

〒529-1642
　滋賀県蒲生郡日野町上野田200-1　
　TEL（0748）53-1201
　FAX（0748）53-1455
ホームページアドレス
　http://www.hino-hp.jp/

〒527-0134
　滋賀県東近江市平松町2番地1
　TEL（0749）45-5000
　FAX（0749）45-5001
ホームページアドレス
　http://www.koto-hp.jp/

〒529-1642
　滋賀県蒲生郡日野町上野田246番地
　TEL（0748）52-6000
　FAX（0748）52-6003
ホームページアドレス
　http://www.subarukai.jp/cms_asunaro/

〒527-1601
　滋賀県蒲生郡日野町大字松尾988-1
　TEL（0748）52-8161
　FAX（0748）52-8162
ホームページアドレス
　http://www.subarukai.jp/sthino/

東近江市立能登川病院
東近江市の西の玄関であるJR 能登川
駅から近く、古くから親しまれた病院
として近隣の診療所、病院と連携し、
地域密着型の医療に貢献します。
〒521-1223
　滋賀県東近江市猪子町191　
　TEL（0748）42-1333
　FAX（0748）42-6571
ホームページアドレス
　http://notogawa-hp.shiga.jp/

医療法人社団 昴会
SUBARUKAI MEDICAL GROUP
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機関誌のバックナンバー
（過去号）は、ホームページに
掲載していますので、是非
ご覧ください。


