沿

事業案内

革

1975年／

公益法人設立準備委員会発足
総合健診システム導入計画開始
社団法人新潟県健康管理協会設立総会開催
新潟県衛生部医務課に公益法人の設立申請をおこなう

1976年／

公益法人の設立許可登録完了
業務開始
日本総合健診医学会(旧：日本自動化健診学会)より優良自動化健診施設として推薦され、
(社)日本病院会・健康保険組合連合会の指定医療機関となる

1980年／
1981年／

移動健診業務開始

KENKO STYLE

新潟県庁隣接地に本社屋及び健診センターを新築
社会保険庁指定医療機関となる

1988年／

(社)全国労働衛生団体連合会の会員健診機関となる

1989年／

中央労働災害防止協会の名簿登録機関(登録番号1-15-06)となる
日本人間ドック健診協会(旧：日本総合健診施設協議会)に加盟

1991年／

労働省・労働者健康保持増進サービス機関の指定機関となる

2002年／

厚生労働省・労災保険二次健診等給付医療機関の指定機関となる

2003年／

(社)全国労働衛生団体連合会の労働衛生機関評価機構の認定機関となる

2007年／

(社)日本病院会日本人間ドック学会の人間ドック健診施設機能評価の認定機関となる

2013年／

法人格を一般社団法人へと移行する
法人名を一般社団法人新潟縣健康管理協会とする

2019年／

一般財団法人健康医学予防協会と業務提携を締結

2021年／

リニューアルオープン
男女別フロア新設
3Dマンモグラフィ導入
3次元眼底像撮影装置OCT導入

〒950−0965 新潟市中央区新光町11番地1
TEL 025-283-3939（代） FAX 025-283-3974
http://www.n-kenko.or.jp
お問い合わせ受付時間▶8：00〜17：00

駐車場
100台完備

健康を守り、笑顔も守る。

健康を守り、笑顔も守る。
新潟縣健康管理協会が
大切にしていること。
「健康を守り、笑顔も守る。」
ということ。
あなたが健康でいることが、
誰かの笑顔を守ることにつながっています。
大切な人といつまでも健康に過ごしたい。
その思いを、ひとりひとりの笑顔を
「健康診断」でささえていく。
これからも、
「 誠実」を心に、
あなたの健康づくりをサポートしていきます。

快 適な空 間で
健 康と向き合う
「 健 康 会 館 」は新しく
生まれ変わりました。

健 康 会 館 6 つの特 色
全ての人に安心で便利な健康診断を。
01

02

03

1F エントランス・総合 受 付・カフェテリア

新潟県庁となりで
アクセス抜群

時間帯予約制導入

安心・リラックスしてご受診いただ
けるよう、
レディースフロアを新設
しました。検査は女性スタッフ中心
に対応いたします。

市内中心部に位置しており、新潟
県庁前バス停より徒歩で約5分、新
潟バイパス女池ICより車で約8分
の好立地です。100台収容可能な
無料駐車場をご用意しております。

受付・健診フロアの混雑緩和を図
るため［時間帯予約制］を採用し
ております。予約時間の細分化に
より、スムーズな健診をご提供し
ます。

04

05

06

1階の総合受付は吹き抜けの天井で開放的な空間を演出。一人掛けビーチェアを間隔を空けて配置しているので、
安心してご利用いただけます。受付・健診フロアの混雑緩和を図るため
「時間帯予約制」
を採用しスムーズにご受診
いただける環境を整えました。

カフェテリア
結果説明までの時間はナチュラル
なインテリアを採用したカフェテリ
アでお寛ぎください。

teria

afe
Entrance & C
PIC

K

UP

レディースフロア新設

快適な空間で心地よい健診を提 供します。

寛ぎのカフェテリア
人間ドックご受診のお客様にはカ
フェテリアへご案内いたします。受
診後のひとときをごゆっくりお過
ごしください。

3Dマンモグラフィ
装置導入

豊富なオプション
検査をご提供

3Dマンモグラフィは乳房を多方向
から撮影することで、従来のマン
モグラフィに比べ、より正 確な診
断が可能になります。
また、病変の
見落としや再検査の減少に繋が
ります。

お客様の性別や年齢、
ライフスタイ
ルに合わせた検査をお選びいただ
けます。
お気軽にご相談ください。

サーモグラフィシステム

男性 用更衣 室
落ち着きのある木目調で統一された男性
用更衣室。広々としたスペースでゆったり
とご利用いただけます。

発 券 機・自動 精 算 機
発券機・自動精算機の導入により、受付・
会計手続きがスムーズに行われます。

入館用入口にサーモグラフィシス
テムを設置しており、入館時に高
速で正確な体温測定が可能とな
ることで、院内感染の防止に効果
があります。その他にも、皆様が
安心・安全にご受診いただけるよ
う職員一同取り組んでおります。

3F フロアガイド

3F

婦人科

肺機能 エコー エコー 階段

CHECK

婦人科

レディースフロア

マンモグラフィ
マンモグラフィ
胃部X線

ピンクを基調とした温かみのある検査フロアです。
安 心してご受 診いただけるよう、検 査は女 性ス
タッフが中心に対応いたします。

心電図 心電図
STAFF ONLY

女性ロッカー

胃部X線

胃部X線

一般計測エリア

女 性 用更衣 室

STAFF ONLY
受付カウンター

胸部X線

診

明るく清潔感のある更衣室でゆったりとお着替えいただけ
ます。

パウダールーム
女性に嬉しいパウダールームをご用意しております。アメ
ニティも充実しております。

察
階段

トイレ

パウダー
ルーム

Ladies Floor

PIC

K

UP

スムーズにご受診いただけるよう効率よく次の検査へご案内いたします。

女性のための
オプション検査
もご用意
女 性 特 有の病 気「 乳が
ん」
「 子 宮がん」の早 期
発 見を目的とした検 査
も豊 富にご用 意してお
ります。

女性特有の疾患や日頃の気になる症状など、安心してご相談いただけます。

2F
メンズフロア
シックな色合いで統一された落ち着いたデザインの検
査フロアです。
スムーズな検査を可能にする効率的な
レイアウトになっています。

新たにマルチスライスCTを導入しました。胸部CT検査は胸部X線検査で捉
える事のできない初期の肺がんを発見することが可能になります。

Mens Floor

多忙な男性の健康管理にお役立ていただけるよう、
2F フロアガイド
階段

CT

定期健康診断から人間ドックまでの検査をワンフロアで対応。女性とフロア
を分ける事によりスムーズにご受診いただけます。

内視鏡

胃部X線

エコー
エコー

肺機能
心電図
肺機能

K

エコー

UP

エコー

胃部X線

胃部X線

診察

PIC

効率性を追求したレイアウトとスタイリッシュな空間をご用意しております。

心電図

胃・胸部X線

一般計測エリア

胸部X線

網膜を断層像として立体的に観察

骨密度
階段
トイレ

3次元眼底検査

トイレ

することができます。失明原因上位
の「緑内障」や「加齢黄斑変性」な
どの早期発見に繋がります。

グループ機関紹介

健 診 施 設のご案内

健 診 施 設のご案内

新潟県内初の男女別健診フロアと最新設備。
アクセス便利な新潟市中心部にて、
「安心」
と
「快適」をお約束します。

〒950-0914
新潟県新潟市中央区紫竹山2-6-10
TEL：025-245-1111（ 大代表） FAX：025-245-1155
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-3-18
TEL.03-3207-1111（ 大代表）

〒372-0822 群馬県伊勢崎市中町655-1
TEL.0270-26-7000（代）

〒323-0822 栃木県小山市駅南町6-14-18
TEL.0285-28-3111（ 代）

〒990-0813 山形県山形市桧町4-8-30
TEL.023-681-7760（代）

2016年9月1日より旧施設
『総合健診センター・竹尾クリニック』を
『東新潟健診プラザ』に改称、
施設をリニューアルし再開いたしました。

〒950-0893
新潟県新潟市東区はなみずき2-10-35
TEL:025-279-1111（ 代表） FAX:025-279-1070

3Dマンモグラフィ
（トモシンセシス）装置の導入、
リラクゼーションルームも新設。
「安心」
と
「快適」で長岡地域の健康を守ります。

〒940-2108
新潟県長岡市千秋2-229-1
TEL：0258-28-3666（代表） FAX：0258-28-3667

健 診 施 設のご案内

地域に最適な健康事業の拠点として、
バスでの巡回健診を行っています。

〒959-2636
新潟県胎内市星の宮町18-6
TEL：0254-43-2822 FAX：0254-44-8744

〒168-0072 東京都杉並区高井戸東2-3-14
TEL.03-3331-2251

〒399-0421 長野県上伊那郡辰野町辰野1477-6
TEL. 0266-41-0101

