医院の特徴

診 療 のご 案内

clinic features

clinic information

仁愛堂クリニック
内科総合診療に重点を置きつつも、
胃・大腸の内視鏡に特化したクリニック
常に内視鏡の最先端の技術、
機 器 の 導 入をモットー に、
患者様の不安や、
負担を軽減
する工夫や、
苦痛の少ない検査
を提供する事を目指しており
ます。
一人でも胃がんや大腸がんで
命を落とす方を減らす事が
出来る様、
スタッフ全員が尽力
しております。

仁愛堂クリニック
内科・消化器内科・内視鏡内科
糖尿病内科・呼吸器内科
アレルギー科／健康診断
診療時間

● ● ● ● ● ● ●

15:00〜19:00

● ● ● ● ● ー ー

ht tps://jinkuri.com

TEL. 03-3613-5548
FAX. 03-3613-5560
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亀戸

内科・内視鏡内科・皮膚科・小児皮膚科
消化器内科・呼吸器内科
糖尿病内科・アレルギー科
診療時間

月 火 水 木 金 土 日

9:00〜12:30

● ● ● ● ● ● ●

14:00〜18:00

● ● ● ● ● ー ー

休診日：祝日

東京都墨田区菊川
2-1-4
ミヨシマンション1F
ht tps://kikukuri.com

TEL. 03-5638-1515
FAX. 03-5638-1516

医療法人社団

俊 爽 会
仁愛堂クリニック

菊川内科皮膚科クリニック

菊川内科皮膚科クリニック
首都高小松川線
中和小

大横川

新大橋通り

マクドナルド

都営新宿線

A2 出口 ファミリーマート
菊川橋
赤札堂

葛西内科皮膚科クリニック

菊川駅

当院
文化センター

深川一中

墨田工高

小名木川

葛西内科皮膚科クリニック
内科・糖尿病内科・皮膚科
呼吸器内科・消化器内科
小児皮膚科・アレルギー科
診療時間

9:00〜12:30

公園

月 火 水 木 金 土 日

セブンイレブン
まいばすけっと

● ● ー ● ● ● ●

環七 通り

糖尿病専門診療はもちろん、
高血圧や脂質異常症などの
生活習慣病にも対応。
皮膚科専門医と連携し、
糖尿病
に多い皮膚疾患も一緒に診療
する事が可能です。
予防医学にも力を入れており、
医師と患者様が二人三脚で
健康寿命を伸ばしていく事を
目標にしております。

平井大橋西詰

当 院

（旧武田医院）

燈明寺
平井
諏訪神社

平井橋

東京都江戸川区平井
6-15-14

旧
中
川

セブンイレブン

休診日：祝日

葛西内科皮膚科クリニック
糖尿病専門医と皮膚科専門医の
２診療体制のクリニック

明治通り
方面

三ツ目通り

高血圧、脂質異常症、糖尿病
などの内科総合診療に加え、
経験豊富な内視鏡専門医による
検査・治療を行っております。
最新の内視鏡設備を備え、辛
くない検査、
気軽に受けられる
検査を目指しております。
皮膚科は、内科とも連携し、
美容のご相談も可能です。
患者さま皆様が笑顔になれる
クリニックを目指しております。

月 火 水 木 金 土 日

9:00〜12:30

菊川内科皮膚科クリニック
総合内科・内視鏡・皮膚科の
専門クリニック

人間ドック / 健康診断 のご案内

14:00〜18:00 ● ● ー ● ● ー ー
休診日：水曜・祝日

東京都江戸川区中葛西
3-16-17
パネフリアドビル 1階
ht tps://kasakuri.jp

TEL. 03-5679-8211
FAX. 03-5679-8212

当院
お好み焼きよしみ
セブンイレブン
東京メトロ東西線

きらぼし
銀行

中央口

葛西駅

information

麻酔薬などを使った

人 間ドックメニュー

苦痛の少ない
内視鏡検査
毎日検査

（土日は午前中のみ）

優しく
痛みが少ない

胃・大腸の
同日検査可能

ABC簡易ドック

ABC健診 胃カメラ・バリウムが苦手な方のシンプルドック
基本検査

最新のAI内視鏡を導入。AIによる病変の発見、
診断が可能となり、
内視鏡専門医との
ダブルチェックが可能。より見落としの少ない検査を受けられます。

レーザー内視鏡システム

CMOSイメージセンサーを搭載したレーザー内視鏡を導入することで、
より詳細な
画像処理を実現。従来では把握しにくかった微細な病変を早期発見できます。

大腸ポリープ手術も同日実施で不安を残さない
検査で見つかったポリープをその日のうちに日帰り手術で切除できます。

ピロリ菌検査・除菌

保険適用でのピロリ菌の検査や除菌も対応しています
（適応範囲はご確認ください）
。

豊富な実績と経験

経験豊富な院長を始め、熟練の内視鏡専門医が検査に当たります。女性内視鏡医も在籍。

内視鏡用炭酸ガス送気装置を導入

炭酸ガス送気で腹部の不快感を抑え、
より楽な検査が可能です。

最新の大腸ポリープ手術法を採用

欧米で主流となっている高周波通電（電気メス）
を用いないコールドポリペクトミー
（非通電切除）
も採用しています。

内視鏡ドック

症状のない方でも40歳になってからは胃・大腸の定期検査が必要です。症状が出て
からでは手遅れの場合もありますので、検査を受けて早期発見に努めましょう。

29,700円（税込）

計測（身長・体重・血圧・視力・聴力・BMI・腹囲）

画像診断

その他

X線検査

胸部単純X線撮影

循環器関連検査

心電図（安静時12誘導）

診察

診察・問診

その他検査

尿検査（糖、蛋白、潜血、pH、沈査、比重）

基本検査

価格

30,800円（税込）

計測（身長・体重・血圧・視力・聴力・BMI・腹囲）
感染症等の抗体検査

B型肝炎抗原検査／C型肝炎抗体検査

胃部検査（ABC検診）
貧血検査（赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC）
血液検査 脂質検査（総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪）
肝機能（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP）、ALP、アルブミン、総ビリルビン）
血糖検査（空腹時血糖、HbA1c）
腎・膵機能検査（総蛋白、クレアチニン）
その他検査（CRP、尿酸）
画像診断

その他

その他

X線検査

胸部単純X線撮影

内視鏡検査

胃カメラ検査

循環器関連検査

心電図（安静時12誘導）

診察

診察・問診

その他検査

尿検査（糖、蛋白、潜血、pH、沈査、比重）

胃内視鏡ドックプラス

価格

胃カメラ日帰りシンプルドックプラス
基本検査

42,900円（税込）

計測（身長・体重・血圧・視力・聴力・BMI・腹囲）
感染症等の抗体検査

B型肝炎抗原検査／C型肝炎抗体検査

貧血検査（赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC）
脂質検査（総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪）
血液検査 肝機能（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP）、ALP、アルブミン、総ビリルビン）
血糖検査（空腹時血糖、HbA1c）
腎・膵機能検査（総蛋白、クレアチニン）
その他検査（CRP、尿酸）
X線検査

胸部単純X線撮影

X線検査

胸部単純X線撮影

超音波検査(エコー検査)

腹部超音波検査（肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓等）

循環器関連検査

心電図（安静時12誘導）

呼吸機能検査

スパイロメータ（肺機能検査）

循環器関連検査

心電図（安静時12誘導）

診察

診察・問診

呼吸機能検査

スパイロメータ（肺機能検査）

その他検査

尿検査（糖、蛋白、潜血、pH、沈査、比重）、便潜血検査

診察

診察・問診

その他検査

尿検査（糖、蛋白、潜血、pH、沈査、比重）、便潜血検査

カメラも小さいため、
胃内視鏡・大腸内視鏡ともに苦痛は最小限。

平日は午前・午後。土日は午前に検査を実施しています。
来院回数と食事制限の回数が減り、医療費負担も軽減できます。

基本検査

画像診断

苦痛が少ない検査

毎日検査可能 / 胃・大腸の同日検査

価格

胃カメラ日帰りシンプルドック

貧血検査（赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC）
脂質検査（総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪）
血液検査 肝機能（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP）、ALP、アルブミン、総ビリルビン）
血糖検査（空腹時血糖、HbA1c）
腎・膵機能検査（総蛋白、クレアチニン）
その他検査（CRP、尿酸）

安全で体に優しい大腸無送気軸保持短縮挿入法

空気をほとんど入れず丁寧に腸を折り畳んで挿入する方法。
従来のカメラを押し込む「ループ挿入法」
と異なり、痛みが少なく、腸を傷つけない
経験豊富な熟練した技能を持つ医師のみが出来る手技です。

胃内視鏡ドック

胃部検査（ABC検診）
貧血検査（赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC）
脂質検査（総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪）
血液検査 肝機能（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP）、ALP、アルブミン、総ビリルビン）
血糖検査（空腹時血糖、HbA1c）
腎・膵機能検査（総蛋白、クレアチニン）
その他検査（CRP、尿酸）

胃カメラ・バリウムが苦手な方のシンプルドック

AI内視鏡導入

18,150円（税込）

価格

計測（身長・体重・血圧・視力・聴力・BMI・腹囲）

ABC簡易ドックプラス

当院の内視鏡専門外来の特徴

内 視 鏡ドックメニュー

画像診断

その他

超音波検査(エコー検査)

腹部超音波検査（肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓等）

内視鏡検査

胃カメラ検査

健 康 診 断ドックメニュー

雇い入れ時健診/法定健診

価格

11,000円（税込）

基本検査

計測（身長・体重・血圧・視力・聴力）

血液検査

貧血検査（赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数）
脂質検査（総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪）
肝機能（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP））
血糖検査（空腹時血糖）

画像診断
その他

その他

経鼻胃カメラ シンプル検査プラン
画像診断

内視鏡検査

胸部単純X線撮影
診察・問診・診断書

大腸カメラ シンプル検査プラン

その他検査

尿検査（糖、蛋白、潜血、pH、比重）

画像診断

価格

13,200円（税込）

計測（身長・体重・血圧・視力・聴力・BMI・腹囲）

X線検査

胸部単純X線撮影

循環器関連検査

心電図（安静時12誘導）

診察

診察・問診・診断書

その他検査

尿検査（糖、蛋白、潜血、pH、比重）

内視鏡検査

価格

価格 26,400 円（税込）

大腸カメラ

胃・大腸内視鏡シンプル検査

経鼻胃カメラと大腸カメラ同日実施 シンプル検査プラン 価格
画像診断

内視鏡検査

19,800円（税込）

経鼻胃カメラ

大腸内視鏡シンプル検査

X線検査

貧血検査（赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数）
脂質検査（総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪）
血液検査 肝機能（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP）、ALP、アルブミン、総ビリルビン）
血糖検査（空腹時血糖、HbA1c）
腎・膵機能検査（総蛋白、クレアチニン）
その他検査（尿素窒素、尿酸、ナトリウム、カリウム、クロール）
画像診断

胃内視鏡シンプル検査

診察

特定健診（メタボリックシンドローム）
基本検査

内 視 鏡 シンプル検 査

45,100円（税込）

経鼻胃カメラ/大腸カメラ

※オプション検査はホームページをご参照いただくか、各クリニック
へお問い合わせください。
※内視鏡検査に関しては、
仁愛堂クリニック・菊川内科皮膚科クリニック
のみとなります。

