オプション検査
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オプション検査項目・料金
単独可

※妊娠中または妊娠の可能性がある方は受診できない検査がありますので
必ず事前にお申し出ください。

…オプション検査単独での受診が可能な検査です。

予約なし可

受付時間 午前10：00〜11：00（月〜土）
午後 2：00〜 3：00（月〜金）

【血液で調べる検査】
◎ピロリ菌（抗ヘリコバクターピロリIgG 抗体）
単 独 可 予約なし可

おすすめ

◎ペプシノゲン

予約なし可

※胃薬を服用中の方は正しい結果が
出ない場合がありますので
受けることができません。

血液検査でウイルス性肝炎感染の
有無を調べます。

◎HBｓ（B 型肝炎）抗原検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100 円（税抜）
◎HCV（C 型肝炎）抗体検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,400 円（税抜）
【腫瘍マーカー】単 独 可

予約なし可

単 独 可 予約なし可

血液検査で、萎縮性胃炎の程度を調べる検査です。
萎縮が強いほど胃がんになりやすいと言われています。
（陽性の場合は胃内視鏡検査が必要です。
）

※除菌後の方や食道・胃・十二指腸疾患で治療中の
・・・・・・1,800 円（税抜）
方はかかりつけ医で検査をお受けください。

【肝炎検査】単 独 可

…予約無しで受診可能な検査です。

4,000 円（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おすすめ

血液検査でがんのリスクを調べます。

◎CEA（胃がん・肺がん・大腸がんなど）・・・・1,300 円（税抜）
◎CA19-9（膵臓がんなど）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,700 円（税抜）
◎AFP（肝臓がんなど）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300 円（税抜）

◎PSA（前立腺がん）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,600 円（税抜）
◎CA125（卵巣がんなど）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800 円（税抜）

◎腫瘍マーカーセット（CEA+AFP+CA19-9）・・・・・・・・4,000 円（税抜）
◎男性用セット（腫瘍マーカーセット +PSA）・・・・・・・・・・・・・5,300 円（税抜） ※セットで受けると
お得です！！
◎女性用セット（腫瘍マーカーセット +CA125）・・・・・・・・・・5,400 円（税抜）
※CA125 は妊娠中または妊娠の可能性がある方は受けることができません。

◎アレルギー検査（MAST36+ 非特異的 IgE） 単 独 可

予約なし可

採血で36 項目のアレルゲンを一度に検査できる「MAST36」とアレルギー体質の強さを表す「非特異的 IgE」が
セットになっています。アレルギーが気になる方にお勧めです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,500 円（税抜）
アレルゲン一覧

食物アレルゲン

キウイ・バナナ・ゴマ・ソバ・小麦・ピーナッツ・大豆・米・マグロ・サケ・エビ・カニ・ミルク・
豚肉・牛肉・鶏肉・オボムコイド（卵）・卵白・トマト・モモ

花粉アレルゲン

オオアワガエリ・カモガヤ・ブタクサ混合物Ⅰ・ヨモギ・スギ・ヒノキ・ハンノキ・シラカンバ

環境アレルゲン

コナヒョウヒダニ・ハウスダストⅠ・ネコ皮屑・イヌ皮屑

その他アレルゲン

カンジダ（カビ）
・アルテルナリア(カビ）
・アスペルギルス(カビ）
・ラテックス

【生活習慣病血液検査】単 独 可

予約なし可

血液検査で、貧血・肝機能障害・脂質異常症・糖尿病・高尿酸血症の危険度を調べます。

◎血液一般（白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板数）・・・・・・・500 円（税抜）
◎肝機能（GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800 円（税抜）
◎脂質（中性脂肪・HDL コレステロール・LDL コレステロール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800 円（税抜）
◎糖尿病（空腹時血糖または随時血糖・HbA1c）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800 円（税抜）
◎尿酸（尿酸）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600 円（税抜）
◎生活習慣病血液セット（血液一般 + 肝機能 + 脂質 + 糖尿病 + 尿酸）・・・・・・・・・3,324 円（税抜） ※セットで受けるとお得です！！
【心不全検査（NT-proBNP)】単 独 可

予約なし可

心臓の機能をみる血液検査で、心不全の症状より先に上昇することから潜伏する
心不全の把握に有用とされています。腎機能が悪いと高く出る傾向があります。

・胸部レントゲン検査・心電図検査》
◎心不全検査コース《血圧・内科診察・採血（NT-proBNP・腎機能）
より正確に判定するために心不全検査を受ける際は上記検査をセットで受けて頂く必要があります。
他の健診と受ける場合は不足分の項目のみの追加となります。

5,470 円（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎NT-proBNP（上記コースの項目が含まれている場合）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000 円（税抜）
※人間ドック・協会けんぽ健診受診の方は、2,000 円（税抜）で追加可能です。

【画像診断検査】
◎胃部Ｘ線（バリウム）検査

◎胸部 X 線（レントゲン）検査（１方向） 単 独 可

単独可

食道、胃、十二指腸といった上部消化管の内面を造影して
異常がないか調べる検査です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000 円（税抜）

予約なし可

1,700 円（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おすすめ

【CT 検査】 単 独 可 最新の 320 列 CT 装置で被曝量と検査時間も従来と比較し半分程度で抑えられます。
◎胸部 CT 検査

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎腹部 CT 検査

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

肺がんの早期発見に最も有効な検査です.。

8,000 円（税抜）
8,000 円（税抜）

肝臓・胆のう・膵臓などの消化器や腎臓・膀胱等の泌尿器、子宮・卵巣等の婦人科疾患の発見に役立ちます。

◎内臓脂肪ＣＴ検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000 円（税抜）

内臓脂肪面積を計測する検査です。内臓脂肪が気になる方へおすすめの検査です。

◎胸部・腹部 CT 検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000 円（税抜）
◎内臓脂肪ＣＴ検査 ＋ 胸部ＣＴ検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000 円（税抜）
◎内臓脂肪ＣＴ検査 ＋ 腹部ＣＴ検査

10,000 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（税抜）

※セットで受けると
お得です！！

◎内臓脂肪ＣＴ検査 ＋ 胸部・腹部ＣＴ検査 ・・・・・・・・・・・・13,500 円（税抜）
◎腹部超音波検査（肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓） 単 独 可
体の表面にプローブ（深触子）という器具を当て、体内に向けて超音波を発信し、
その反射波（エコー）を受信して臓器を画像化する検査です。

5,000 円（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おすすめ

【骨密度検査】骨粗しょう症の早期発見に有効な検査です。
◎骨密度検査〈DEXA(デキサ) 法〉単 独 可

6,000 円（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

腰椎と大腿骨の 2 ヶ所に 2 種類の微量のX 線を当て、骨密度を測定します。被曝量も少なく、精度の高い測定ができます。

◎骨密度検査〈超音波法〉

単 独 可 予約なし可 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,600 円（税抜）

素足になって測定装置の上に足を乗せ、かかとの骨に超音波をあてて骨密度を測定します。X 線を使用しない検査で、10 秒ほどで測定ができます。

※腰や股関節の手術歴がある方はDEXA 法を受けることができません。超音波法をお勧めします。

【女性特有がん検診】
おすすめ

【乳がん検診】単 独 可

◎マンモグラフィー 1方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,667 円（税抜） X 線撮影 2 枚（左右 1枚ずつ）
◎マンモグラフィー 2 方向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,667 円（税抜） X 線撮影４枚（左右２枚ずつ)
◎乳腺エコー検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,150 円（税抜） ※マンモグラフィー検査を受ける方が追加可能となります。
乳房に超音波をあてて、しこりなどの病変がないかを調べる検査です。マンモグラフィーだけでは判別しにくい病変も
見つけることができるため、マンモグラフィー検査と併せて受診されることでより精度の高い検査となります。

おすすめ

【子宮がん検診】 単 独 可
◎子宮頚部がん検診 （内診 ＋ 頚部細胞診 ＋ 経膣エコー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500 円（税抜）
◎ヒトパピローマウイルス(ＨＰＶ) 検査 ※子宮頚部がん検診を受ける方が追加可能となります。
子宮頚がんの原因となるHPV 感染の有無を調べる検査です。
（子宮頚がん検診で採取した
細胞で検査が出来るので、身体的負担と検査にかかる時間は今までと変わりません。
）・・・・・・・・・・4,500 円（税抜）

【その他の検査】

【その他の検査】
◎心電図検査

◎大腸潜血検査（2日法）単 独 可
便に血が混じっていないかを調べます。初期の大腸がんや
小さなポリープの発見に役立ちます。
・・・・・・・・・・

1,400 円（税抜）

◎肺機能検査（肺活量・％肺活量・1秒量・１秒率）
1,600 円（税抜）

単 独 可 予約なし可

単 独 可 予約なし可 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500 円（税抜）

◎眼底検査（両眼）単 独 可

予約なし可

眼底の状況を写真で撮影し、動脈硬化の進行度を判定します。
また、緑内障や白内障の他、糖尿病性網膜症などの病気の発見の
手がかりにもなります。

1,000 円（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎眼圧検査（両眼）

◎喀痰検査（細胞診）
痰を3日分採取していただく検査です。
顕微鏡で細胞を観察し、痰に癌細胞が含まれて
いないかを調べます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000 円（税抜）

緑内障などによる眼圧の異常の有無を判定します。

1,700 円（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おすすめ

◎血圧脈波検査（血管年齢）単 独 可
血管内を流れる血液の速さや四肢の血圧の差を測り『血管の硬さ』
、
『血管のつまり具合』
、
『推定血管年齢』を測定する
ことができる検査です。動脈硬化が気になる方、高血圧・糖尿病の方、コレステロールが高い方などにお勧めです。

※乳がんリンパ郭清術後、透析のためのシャント造設後の方など、両手両足での血圧測定が困難な方や深部静脈血栓症、
動脈瘤のある方は検査を受けることができません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000 円（税抜）

日帰り人間ドック・１泊２日人間ドック受診の方のみのオプション
【胃内視鏡検査（胃カメラ）
】経口または経鼻を選択
※医師が必要と判断した場合に、病理組織検査などの追加検査を行う
ことがあります。検査費用は、保険適応で別途追加となり、当日窓口
負担となります。

【脳ドック】ＭＲＩ・ＭＲＡ・頚動脈エコー
脳ドックは、月〜金の午後に実施しております。
※人間ドック以外のコースで脳ドックをご希望の場合はご相談下さい。

3,000 円（税抜）

30,000 円（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生活習慣病予防健診（一般健診）受診の方のみのオプションコース
【協会けんぽＡコース】

【協会けんぽＢコース】

生活習慣病予防健診（付加健診）と同項目になります

血液像・尿沈査・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・LDH・
血清アミラーゼ・眼底検査 ( 両眼 )・腹部超音波検査・肺機能検査
が追加となります。

当院日帰り人間ドックと同項目になります
検査終了後、ご希望の方に医師結果説明と
健康アドバイスを実施致します。

7,238 円（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10,952 円（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※ 未実施項目があっても料金は変更できませんのでご了承下さい。

特定健康診査受診の方のみのオプションコース
【特定健診①コース】 生活習慣病予防健診（一般健診）と同項目になります
視力検査・聴力検査・赤血球数・白血球数・血小板数・血色素量・ヘマトクリット・ＭＣＶ・ＭＣＨ・ＭＣＨＣ・ＡＬＰ・総コレステロール・
尿酸・尿潜血・クレアチニン・大腸潜血検査・胸部レントゲン検査・胃部バリウム検査・心電図検査 が追加となります。 ・・・・・・・14,000 円（税抜）

【特定健診②コース】 特定健診①コースの中から、胃部バリウム検査、大腸潜血検査を実施しないコース
※未実施項目があっても料金は変更できませんのでご了承下さい。

3,690 円（税抜）

・・・・・・・・

