事前予約が必要な検査
当日申込が可能な検査

オプション検査
子宮頸がん検診

乳がん検診

子宮頸部細胞診・経腟超音波

料金 ： 5,500円（税込）

マンモグラフィ
（2方向）

料金 ： 4,950円（税込）

乳腺超音波

料金 ： 4,400円（税込）

骨密度測定（DXA法） 胸椎・腰椎X線撮影

料金 ： 5,500円（税込）

子宮頸がん、子宮筋腫、卵巣腫瘍などの発見に有用です。
特にお勧めする方 ： 性交渉のあるすべての女性

腫瘤の有無を評価します。交互に受けられることをお勧めします。
特にお勧めする方 ： 40歳以上の女性（高濃度乳房の方は乳腺超音波をお勧めします）

骨粗鬆症（X線）

精度の高いX線（DXA法）
で腰椎・大腿骨頸部の骨密度を測定し、胸腰椎X線で骨折や変形
の有無を調べます。
特にお勧めする方 ： 50歳以上の女性（数年に1回）、身長が徐々に低くなっている方

頭部MR

MRI
（断層）
・MRA
（血管）

料金 ： 19,690円（税込）

胸部CT

胸部CT

料金 ： 14,960円（税込）

腹部CT

腹部CT

料金 ： 14,960円（税込）

腹部超音波検査から変更する場合

料金 ： 5,500円（税込）

腹部超音波

腹部超音波

料金 ： 5,500円（税込）

胃X線検査

胃部X線

料金 ： 13,750円（税込）

胃部内視鏡

料金 ： 17,010円（税込）

喀痰中のがん細胞の有無

料金 ： 2,640円（税込）

脳動脈瘤、
脳梗塞、脳腫瘍などの発見に有用です。
特にお勧めする方 ： 全員（3年に1回位が目安）

小さな肺がんや、胸部X線では影に隠れて発見しにくい肺がん・肺気腫などの肺疾患、縦隔
腫瘍などの発見に有用です。
検査精度が高く、
短時間で撮影可能です。
特にお勧めする方 ： 喫煙者、
身近にヘビースモーカーのいる方

体脂肪の多い方でも内臓がよく分かり精度に優れています。
特にお勧めする方 ： 肥満（特にBMI : 28以上）
の方

胃部内視鏡検査

喀痰細胞診

主に肝・胆嚢・膵・脾・腎・腹部大動脈のスクリーニング検査として有用です。
特にお勧めする方 ： 全員
臓器の形や異常（炎症や潰瘍など）
の有無を調べます。
特にお勧めする方 ： 全員（年1回の受診をお勧めします）

胃部X線では発見しにくい小さな病変の発見に有用です。
特にお勧めする方 ： 胃痛、胃もたれ、胸やけなどの症状のある方

喀痰中のがん細胞の有無を調べます。

特にお勧めする方 ： 喫煙指数（=1日の喫煙本数×喫煙年数）
が600以上の方

免疫2回法

料金 ： 1,210円（税込）

便中ピロリ抗原

便中ピロリ菌の有無

料金 ： 3,245円（税込）

血中ピロリ菌検査

抗ピロリ抗体
（L法）

料金 ： 2,508円（税込）

B型肝炎・C型肝炎

HBｓ抗原

料金 ： 2,629円（税込）

HCV抗体

料金 ： 2,904円（税込）

便潜血反応

大腸がんのスクリーニング検査です。1回でも陽性なら精密検査が必要です。
特にお勧めする方 ： 40歳以上の方

ピロリ菌の感染の有無や、除菌後の判定に有用です。
特にお勧めする方 ：ピロリ菌除菌後の判定をしていない方

ピロリ菌に対する抗体が血液中に産生されているかのスクリーニング検査です。
特にお勧めする方 ： 全員（原則一生に一度）

肝がんの9割はB型・C型肝炎が原因です。主に感染者の血液を介して感染します。
特にお勧めする方 ： 全員（5年に1回位を推奨）

梅毒検査

RPR+TPHA検査

現在または過去の梅毒の有無を調べます。

料金 ： 1,540円（税込）

事前予約が必要な検査
当日申込が可能な検査

オプション検査
HIV検査
風疹抗体検査
心臓機能マーカー

甲状腺機能検査

エイズ検査

料金 ： 3,410円（税込）

風疹抗体
（HI法）

料金 ： 2,200円（税込）

NT-proBNP

料金 ： 2,750円（税込）

TSH（甲状腺刺激ホルモン）

料金 ： 2,442円（税込）

エイズウイルスの感染の有無を調べます。
風疹に対する免疫が十分にあるかどうか調べます。
心臓から分泌されるホルモンで心臓機能を推定できます。
特にお勧めする方 ： 心肥大を指摘されている方

甲状腺機能異常を見つけるのに最も鋭敏な血液検査です。

特にお勧めする方 ： 妊娠希望の方、甲状腺腫大を指摘された方

FT4（甲状腺ホルモン）

甲状腺機能亢進症や機能低下症の診断に有用です。

料金 ： 2,750円（税込）

特にお勧めする方 ： 以前バセドウ病、
橋本病と言われた方

TSH+FT4セット

料金 ： 4,686円（税込）

甲状腺超音波

料金 ： 3,850円（税込）

肺活量・1秒率・1秒量・％1秒量

料金 ： 2,640円（税込）

血圧比・血管年齢

料金 ： 1,650円（税込）

頸動脈超音波

料金 ： 2,200円（税込）

CEA

料金 ： 2,805円（税込）

AFP

料金 ： 2,805円（税込）

CA19-9

料金 ： 2,805円（税込）

PSA

料金 ： 2,420円（税込）

CA125

料金 ： 2,585円（税込）

腫瘍マーカー3種（CEA、AFP、
CA19-9）

料金 ： 6,072円（税込）

Viewアレルギー39（39種類のアレルゲン）

料金 ： 13,750円（税込）

標準12誘導心電図

料金 ： 1,540円（税込）

甲状腺の大きさや腫瘤の有無を評価します。

肺機能検査

動脈硬化検査

簡略頸動脈超音波

腫瘍マーカー

COPD（タバコ病）
の早期診断に有用です。
特にお勧めする方 ： 喫煙者全員
動脈の硬さ、動脈狭窄や狭窄の程度が分かります。
特にお勧めする方 ： 50歳以上の方

頸動脈の壁肥厚の有無を調べます。 ※頸動脈の血流測定や甲状腺検査は行いません。
特にお勧めする方 ： 高血圧・脂質異常症・糖尿病の方、
血管年齢の高い方
大動脈石灰化のある方

多くのがん
（大腸がん、肺がんなど）
で上昇しますが部位の特定は困難です。
（喫煙でも上昇します）
主に肝臓がんの有無を調べます。
（肝硬変などでも上昇します）
主に膵臓がんや、胆嚢・胆管がんの有無を調べます。

主に前立腺がんの有無を調べます。
主に卵巣がんの有無を調べます。

腫瘍マーカー4種（3種+男性：PSA 女性：CA125） 料金 ： 7,227円（税込）
アレルギー検査

心電図検査

花粉など吸引系19種類と、
卵など食物系20種類の合計39種類のアレルゲン
（アレルギーを
引き起こす物質）
を検査します。
特にお勧めする方 ：アレルギー症状のある方

心臓の肥大や狭心症、不整脈の有無などを調べます。

特にお勧めする方 ： 動悸や息切れ、
めまいなどのある方

眼底検査
血液型検査

網膜や視神経乳頭などの検査

料金 ： 1,540円（税込）

ABO、Rh(D)血液型

料金 ： 1,980円（税込）

動脈硬化や高血圧の程度、
緑内障の早期発見に有用です。

輸血をする際に重要なABO血液型とRh（D）
血液型を調べます。

