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Clinic Information

人間ドック・健康診断機能評価認定施設

男女別フロア
受付から検査、お帰りまで男女別でご案
内しております。女性フロアは女性スタッ
フが対応します。

ロイヤルサロン
コンシェルジュがお一人さまずつご案内を
し、医師による結果説明の際は、専用面
談室へご案内します。
また個室ロッカーをご用意。プライバシー
に配慮しています。

駅から徒歩5分
池袋駅から好アクセスの立地です。
お仕事前やショッピングついでにご受診
いただくのにも便利です。

IMS Me-Life 
クリニック 池袋

ユニクロ

【電車でお越しの場合】 「池袋駅」東口より徒歩5分

※当ビル地下駐車場は月極駐車場となっているため、お客さまのご利用は
できません。お車でお越しの場合は周辺のコインパーキングをご利用くだ
さい。

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-11
オーク池袋ビル8F・9F・10F

IMS Me-Life クリニック 池袋の特徴

アクセス

22.03.1000. TP

健診内容や検査結果についても、お気軽にお問合せください

［月～金］8:30 ～ 17:00　［土曜日］8:30 ～ 12:30

03-3989-1112
IMS Me-Life クリニック 池袋 検 索
https://imsgroup.jp/ikebukuro/フォローアップサービス

［２次検査紹介窓口］
IMS Me-Life フォローアップセンター
再検査・精密検査・治療判定の方へIMSグループ病院のご紹介、
ご受診サポートをいたします。

TEL：0800-800-6770　
平日 8:30～17:30
土曜 8:30～12:30（日祝・年末年始お休み）
WEB：https://imsgroup.jp/yobou/followup_center/

IMS GROUP

IMSグループは、134施設※の運営を通し、急性期・回復期・
慢性期・予防医療から施設・在宅介護まで一貫した医療・
介護を提供する総合医料・福祉グループです。 ※2022年4月現在
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IMS Me-Life クリニック 施設紹介
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■ 10F メンズフロア

■ 9F ロイヤルサロン・一般健診フロア

■ 8F レディースフロア

取り扱いサービス

一般的な定期健康診断・生活習慣病健診・日帰り人間ドックなどに加え、
一部の施設では一泊二日人間ドック、特殊健診なども実施しております。
詳しくはお問合せください。

■ 各種健康診断

風疹、麻疹、水痘症、耳下腺炎、B型肝炎ウィルス、C型肝炎ウィルス等の
様々な抗体検査の実施に対応しております。

■ 各種抗体検査

PCR検査（TMA法）、抗体検査の実施も積極的に対応しています。
院内では、『感染管理認定看護師』監修のもと、徹底した感染対策を行って
おります。

■ 新型コロナウイルス検査

クリニックでの接種だけでなく、企業さまに訪問しての予防接種も可能です。
集団接種のご希望がございましたら、お気軽にご連絡ください。

■ インフルエンザ訪問予防接種

IMSグループのストレスチェックは、実施者として精神科・心療内科に特
化したグループ病院を選定し、高ストレス者への面談までサポートします。

■ ストレスチェック

健診業務にとどまらず、産業医のご紹介も行っております。
一連の健康管理業務に対応できるのがIMS Me-Life クリニック の強みです。

■ 産業医契約

入会費・年会費無料で皆さまの健康をサポートするための健診情報や人
間ドックサービスなどの会員特典をご提供いたします。

■ イムスロイヤル健康俱楽部

労働安全衛生規則第44条で定められた項目をすべて満たし
ており、年１回の定期健康診断や雇用時健康診断として受診
可能です。

健康診断 …11,000円（税込） ※一般価格

日本人間ドック学会の基本検査項目に準拠しています。定期
健康診断項目に、生活習慣病を早期発見する項目と各種がん
検査を含んだ項目になっています。病気の可能性をより正確
に知ることができ、自覚症状のない病気の早期発見につなが
ります。

日帰り人間ドック…51,700円（税込） ※一般価格

健診コースについて

結果送付
２週間を目安に
お客さまへ

結果書の送付を
いたします。

2次検査が必要な場合は
フォローアップセンターにご相談ください。

フロアマップ

施設のご紹介

精度の高い健診をめざして…
IMS Me-Life クリニックでは、精度の高い健診をめざし、
日々業務にあたっています。

あんしんのけんしん

■ 人間ドック健診施設機能評価
日本人間ドック学会は、ご受診者さまが安心して健診を受けられることを目的とし
て、人間ドック健診施設を評価しています。様々な審査項目をクリアした優良な施
設が「機能評価認定施設」です。常により良い施設を目指し、5年ごとに更新審査
を行います。

■ マンモグラフィ検診施設画像認定
マンモグラフィ検診精度中央委員会にて、検診の精度を高めることを目的に、医
師・放射線技師ならびにマンモグラフィ施設の評価を行い、全国統一の認定試
験を行っています。装置や実際に撮影した写真、X線量等が細部にわたり厳格に
評価され、認定を取得することができます。

■ 全衛連　総合精度管理
全衛連は、健診で行われる各種検査の精度が高いものとなるよう、健診機関に
おける検査技術を審査・評価する「総合精度管理事業※」を実施しています。
※労働衛生検査・臨床検査・胸部エックス線検査・腹部超音波検査について、審査・評価が行われます。

■ 日臨技　臨床検査精度管理調査
検査の精度の向上並びに標準化を推進し、常に継続した精度改善に努めるため
の一つの方策として定期的に外部精度管理調査を行い、検査の精度を維持でき
ているかを確認しています。

認定資格

医師による
判定
コメント

ご受診

血液検査
IMSグループである
（株）アイルにて迅速かつ
高精度の臨床検査データ
提出に努めています。
※一部施設は別会社に委託

画像読影
グループ内の読影センター
にて専門医が読影。
その後院内にて医師が
ダブルチェックを行います。

当クリニックは、開院から４０年以上の歴史ある人間ドック・健康診断専門施設です。
開院当初から変わらぬ気持ちの『安心・安全で精度の高い健康診断を提供する』ことを理念とし、
皆さまの健康な未来をサポートしていきます。
検査の精度と、安心して受診できる環境作りを行うべく、
今では多くの健診施設が導入している男女別フロア、MRI装置をいちはやく取り入れ、
胃部内視鏡検査（胃カメラ）では、内視鏡センターを設立。地域最多の検査数をめざしています。
今後も時代に合わせた健診プログラムをご提供し、皆さまのニーズにこたえ、
精度の高い充実した健診を実施すべく、努力していきます。

東京都豊島区東池袋1-21-11 
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IMS〈イムス〉グループ　医療法人社団 明芳会　IMS Me-Life クリニック 池袋

脳ドックセンター
クリニック内に1.5テスラMRIを完備。1日18件の検査が可能です。
脳検査の画像データは、専用システムによりIMSグループの横浜新都市脳神
経外科病院に送られ、脳外科専門医が厳密にチェックします。検査時間は
30分程度、健診結果は2週間ほどでお伝えします。

内視鏡センター
近年の胃カメラ需要に対応するため、1日最大50件の胃部内視鏡検査を実
施しています。検査方法は、局所麻酔を使用して経口または経鼻のどちらか
をお選びいただくことが可能です。

男性専用 男性・女性共通

特別予約専用（男女共通・特典あり）

女性専用


