
【 お申し込み・お問い合わせ先 】　国立循環器病研究センター　医事室　医事係

　　　　　　　　ＴＥＬ：０６－６８３３－５０１２（代表）　内線：２１４３ / ２６８４

【　費　用　】　  ６０万円＋消費税（クレジットカード利用可）

【  受 診 日  】　 お申し込み（申込書提出）よりから６週間後以降でお受けいたします。

【 ア ク セ ス 】

●ＪＲ・地下鉄・阪急電車でお越しの場合

　○ ＪＲ東海道線・新幹線「新大阪」駅下車

　　 → 地下鉄御堂筋線・北大阪急行線「千里中央」駅下車

　　 → 阪急バス「循環器病センター」前下車
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　　 → 阪急バス「循環器病センター」前下車

●空港よりお越しの場合

　○ 大阪国際空港（伊丹空港）

　　 → 大阪モノレール「千里中央」駅下車

　　 → 阪急バス「循環器病センター」前下車

●お車でお越しの場合

　○ 名神高速道路「吹田ＩＣ」より約１０分

　○ 名神高速道路「茨木ＩＣ」より

　　 国道１７１号線「今宮交差点」を経て約２０分
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1日目（水曜） ２日目（木曜）

9時00分～9時10分　入院手続き

病室案内・更衣

超音波検査（心臓） ホルター心電図除去（病室にて）

身体計測
診察・バイタルサイン測定・採尿

採血 心SPECT検査（１回目注射）　★

FDG-PET（注射・撮影）　★ 超音波検査（頸動脈・下肢血管）

ご昼食 心SPECT検査　（1回目撮影）　★

心磁図 心SPECT（２回目注射）　★

重心動揺検査 ご昼食

認知機能スクリーニング 頭部MRI・MRA（3テスラ）頸部MRI

動脈硬化度検査（ABI） 心SPECT（２回目撮影）　★

心臓MRI検査（3テスラ） 加算平均心電図

シャワー 呼吸機能検査

ご朝食
更衣・準備

胸腹部CT　★
冠動脈カルシウムスコア　★

高度循環器ドックの流れ
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認知機能スクリーニング 更衣（ご希望時はシャワー）

心臓MRI検査（3テスラ） 退院手続き・受診説明

動脈硬化度検査（ABI） 15時10分～15時50分頃　退院

ご朝食
更衣・準備

身体計測・診察・バイタルサイン測定
・採尿・バイオバンク説明
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シャワー 呼吸機能検査

ホルター心電図装着（病室にて） 更衣（ご希望時はシャワー）

退院手続き・受診説明

15時30分～16時30分頃　退院

※１泊２日（水曜日入院、木曜日退院）のメニューになります。

※２日目の「検査結果説明」では、当日までに報告のある検査の結果をご説明いたします。

　ドック最終結果は、ドック受診から１９日後以降の火曜日に医師から説明をさせていただきます。

　（医師からの説明を希望されない場合、ご自宅に郵送いたします。）

※★印の検査は放射線の被ばくがあります。

　このドックでの被ばくは全部で２０ｍＳｖ程度で、胃透視及び胸部ＣＴを行う

　通常の人間ドックとほぼ同程度であり、健康被害の心配は全くありません。

※スケジュールについては変動する場合があります。

ご夕食
専用のお部屋で宿泊

専任のコンシェルジュが入院から退院まで対応いたします。

シャワー

ホルター心電図装着（病室にて）

※１泊２日（水曜日入院、木曜日退院）のメニューになります。

※２日目の「検査結果説明」では、当日までに報告のある検査の結果をご説明いたします。

　ドック最終結果は、ドック受診から１９日後以降の火曜日に医師から説明をさせていただきます。

　（医師からの説明を希望されない場合、ご自宅に郵送いたします。）

※★印の検査は放射線の被ばくがあります。

　このドックでの被ばくは全部で１４ｍＳｖ程度で、胃透視及び胸部ＣＴを行う

　通常の人間ドックとほぼ同程度であり、健康被害の心配は全くありません。

※スケジュールについては変動する場合があります。

ご夕食
専用のお部屋で宿泊

専任のコンシェルジュが入院から退院まで対応いたします。

動脈硬化度検査（ABI） 15時10分～15時50分頃　退院

シャワー

ホルター心電図装着（病室にて）

※１泊２日（水曜日入院、木曜日退院）のメニューになります。

※２日目の「検査結果説明」では、当日までに報告のある検査の結果をご説明いたします。

　ドック最終結果は、ドック受診から１９日後以降の火曜日に医師から説明をさせていただきます。

　（医師からの説明を希望されない場合、ご自宅に郵送いたします。）

※★印の検査は放射線の被ばくがあります。

　このドックでの被ばくは全部で１４ｍＳｖ程度で、胃透視及び胸部ＣＴを行う

　通常の人間ドックとほぼ同程度であり、健康被害の心配は全くありません。

※スケジュールについては変動する場合があります。

ご夕食
専用のお部屋で宿泊

専任のコンシェルジュが
入院から退院まで対応いたします。

シャワー 15時10分～15時50分頃　退院

ホルター心電図装着（病室にて）
簡易SAS検査の説明・機器のお渡し

※１泊２日（水曜日入院、木曜日退院）のメニューになります。

※２日目の「検査結果説明」では、当日までに報告のある検査の結果をご説明いたします。

　ドック最終結果は、ドック受診から１９日後以降の火曜日に医師から説明をさせていただきます。

　（医師からの説明を希望されない場合、ご自宅に郵送いたします。）

※★印の検査は放射線の被ばくがあります。

　このドックでの被ばくは全部で１４ｍＳｖ程度で、胃透視及び胸部ＣＴを行う

　通常の人間ドックとほぼ同程度であり、健康被害の心配は全くありません。

※スケジュールについては変動する場合があります。

ご夕食
専用のお部屋で宿泊

専任のコンシェルジュが
入院から退院まで対応いたします。

認知機能スクリーニング 加算平均心電図

心臓MRI検査（3テスラ） 更衣（ご希望時はシャワー）

動脈硬化度検査（ABI） 退院手続き

シャワー 15時10分～15時50分頃　退院

ホルター心電図装着（病室にて）
簡易SAS検査の説明・機器のお渡し

※１泊２日（水曜日入院、木曜日退院）のメニューになります。

※検査の結果は、ドック受診から１９日後以降に、医師から説明をさせていただきます。

　医師からの説明を希望されない場合、ご自宅に郵送いたします。

※★印の検査は放射線の被ばくがあります。

　このドックでの被ばくは全部で１４ｍＳｖ程度で、胃透視及び胸部ＣＴを行う

　通常の人間ドックとほぼ同程度であり、健康被害の心配は全くありません。

※スケジュールについては変動する場合があります。

ご夕食
専用のお部屋で宿泊

専任のコンシェルジュが
入院から退院まで対応いたします。

認知機能スクリーニング 加算平均心電図

心臓MRI検査（3テスラ） 更衣（ご希望時はシャワー）

動脈硬化度検査（ABI） 退院手続き

シャワー 15時10分～15時50分頃　退院

ホルター心電図装着（病室にて）
簡易SAS検査の説明

ご夕食

簡易SAS機器装着

専用のお部屋で宿泊

※１泊２日（水曜日入院、木曜日退院）のメニューになります。

※検査の結果は、ドック受診から１９日後以降に、医師から説明をさせていただきます。

　医師からの説明を希望されない場合、ご自宅に郵送いたします。

※★印の検査は放射線の被ばくがあります。

　このドックでの被ばくは全部で１４ｍＳｖ程度で、胃透視及び胸部ＣＴを行う

　通常の人間ドックとほぼ同程度であり、健康被害の心配は全くありません。

※スケジュールについては変動する場合があります。

専任のコンシェルジュが
入院から退院まで対応いたします。










































