オプション検査のご案内
今回受診される健康診断には、様々な検査が追加できます。申込書の申込欄に『○』をつけて
お申し込みください。
健診結果とご一緒にお知らせ致します。

 頭部
検査名称

検査内容

料金【税込】

1～２.脳ドック

脳卒中（脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血）や老人性認

・日帰りドックとセット

頭部 CT・頭部 MRI・MRA

知症を予防する健診です。

頸動脈超音波・CAVI

*心臓にペースメーカーを装着されている方、体内に金

＋34,560 円

*上記検査セットで実施

属・刺青のある方、妊娠中の方、閉所恐怖症の方は実

・1 泊ドックとセット
＋29,160 円

施できません。
※検査時間は午後からとなります。

３.頭部 CT

頭部を X 線で輪切りにした画像を撮影します。
脳腫瘍や脳梗塞などを発見できる検査です。

４.頭部 MRI・MRA

5,400 円

磁場を利用した画像診断法です。脳実質や血管の状態
を調べ、脳梗塞や脳腫瘍の発見、くも膜下出血の原因
となる脳動脈瘤の早期発見、認知症の原因となる脳実
質の委縮などの状態がわかります。

23,760 円

*心臓にペースメーカーを装着されている方、体内に金
属・刺青のある方、妊娠中の方、閉所恐怖症の方は実
施できません。

・脳ドックは終了時間が午後 3 時を過ぎる場合がありますので予めご了承ください。

 肺

対象コース：人間ドック

検査名称

検査内容

料金【税込】

肺ドック

胸部ＣＴと喀痰細胞診のセット検査です。

14,040 円

5.胸部ヘリカル CT

肺・縦隔を X 線で輪切りにした画像を撮影します。胸部レントゲ

10,800 円

ン検査で異常を認めない小さな肺がんを早期に発見できます。
6.喀痰細胞診

・痰に含まれる細胞を調べる検査です。事前にご自宅で痰を採取
していただきます。

3,240 円

*ヘリカル CT 検査と併せての受診をお勧めします．

 心臓

対象コース：人間ドック，生活習慣病健診，定期健診

検査名称

検査内容

7.BNP

BNP は心臓から分泌されるホルモンで心臓に負担がかかると血中

(脳性ナトリウム利尿ペプチ

濃度が上昇します。症状がない早期の心臓病の場合でも数値が上

ド)

昇しますので心臓病の早期発見ができます。血液検査です。

料金【税込】
3,240 円

 消化器

対象コース：人間ドック，生活習慣病健診，定期健診

検査名称
8～9.胃部内視鏡検査

検査内容

料金【税込】

口から内視鏡(カメラ)を挿入し、食道・胃・十二指腸の状

17,380 円

態を調べます。異常があれば組織検査も可能です。逆流性

*胃バリウム検査

食道炎、食道がん、慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がん

10.血中ピロリ菌抗体

からの変更

などがわかります。

＋4,320 円

*鼻からの検査をご希望の場合はご相談ください。

胃カメラ単独不可

胃潰瘍、胃癌の原因となるピロリ菌の、血液中の抗体を調
べます。ピロリ菌に感染したことがあれば陽性となりま
す。過去にピロリ菌の除菌治療をされた方にはおすすめで

3,240 円

きません。
11.便中ピロリ菌抗原

事前にご自宅で、少量の便を採取していただき、胃の中に
いるピロリ菌の有無を調べる検査です。現在の感染の有無

3,880 円

がわかります。除菌治療後の判定にも有用です。
12.ペプシノーゲン

ペプシノーゲンとは胃粘膜から産生される消化酵素で、胃
粘膜の萎縮の状態を反映します。血液中のペプシノーゲン
を測定し“胃がん”のハイリスク者を見つける検査です。
胃がんの特異的マーカーではありませんので、胃のレント

3,240 円

ゲン検査や胃部内視鏡検査と併せて実施されることをお
勧めします。
13.ABC 検診

血中ピロリ菌抗体検査でピロリ菌感染の有無を、ペプシノ

血中ピロリ菌抗体

ーゲン検査で胃粘膜萎縮の程度を調べ、その結果の組み合

ペプシノーゲン

わせで、胃がんのリスクを A・B・C・D の 4 郡に分けて評

6,480 円

価する検診です。
14.腹部超音波

超音波診断装置を用いて肝臓、胆のう、すい臓、脾臓、腎
臓などを検査します。脂肪肝、肝臓腫瘤、胆石、胆のうポ

5,940 円

リープ、腎臓結石などを調べます。
15.肝炎ウイルス検査 ①

血液検査で B 型肝炎ウイルスの抗原、C 型肝炎ウイルスの

【B 型肝炎抗原・C 型肝炎抗体】

抗体を血液検査で調べます。ウイルスが血液中に存在する

*1 泊ドックに含まれます。

と慢性肝炎、肝硬変、肝がんの原因となります。輸血歴の

3,240 円

ある方、肝機能の異常を指摘された方などにお勧めです。
16. 肝炎ウイルス検査 ②

上記に加え B 型肝炎ウイルスの抗体も測定し、より詳細に

【B 型肝炎抗原・B 型肝炎抗体・

調べます。

4,320 円

C 型肝炎抗体】

 内臓脂肪

対象コース：人間ドック

検査名称
17.内臓脂肪測定 CT 検査

検査内容

料金【税込】

腹部を X 線で輪切りにした画像を撮影し、内臓脂肪量と皮下脂肪
量の面積を測定します。メタボリックシンドロームの診断に有用

3,240 円

です。

 血管

対象コース：人間ドック，生活習慣病健診，定期健診

検査名称
18.ABI/PWV(脈波)検査

検査内容
左右の上腕部と足首の血圧と脈波を同時に測定し、血管の硬さや
詰まり具合から動脈硬化の程度や血管年齢を調べる検査です。

19.動脈硬化検査セット

上記の ABI/PWV(脈波)検査に加え、超音波診断装置を用いて頸動脈

ABI/PWV(脈波)検査

(首の動脈)の動脈硬化の程度や脳梗塞の原因となるプラークの有

頸動脈エコー

無を調べます。

料金【税込】
3,240 円

7,560 円

 腫瘍マーカー

対象コース：人間ドック，生活習慣病健診，定期健診

検査名称
20.消化器セット

検査内容
消化器系の３項目をセットにした検査です。

【CEA・CA19-9・AFP】
21.肺セット

【CYFRA・CEA】 肺癌の２項目をセットにした検査です。

22.婦人科セット

婦人科系の３項目をセットにした検査です。

【CEA・CA125・SCC】
23.CEA

料金【税込】
5,400 円
3,780 円
5,400 円

胃や腸などのがんを疑う目安になる検査です。
その他の臓器(肺、卵巣など)でも陽性を示し、喫煙者でも高

2,160 円

値になることがあります。
24.CA19-9

すい臓・胆のう・胆管のがんを疑う目安になる検査です。そ
の他、胃がん、大腸がんでも陽性になります。

25.AFP

肝臓がんを疑う目安になる検査です。

2,160 円

26.CYFRA

肺癌(特に肺扁平上皮がん）を疑う目安になる検査です。

2,160 円

27.SCC

子宮頸がん・扁平上皮がん（肺・食道）を疑う目安になる検
査です。

28.CA125《女性のみ》

卵巣がんを疑う目安になる検査です。

29.PSA《男性のみ》

前立腺がん・前立腺肥大を疑う目安になる検査です。*50 歳
以上の 1 泊ドックに含まれます。

 乳房

2,160 円

2,160 円
2,160 円
2,160 円

対象コース：人間ドック，生活習慣病健診，定期健診

検査名称

検査内容

料金【税込】

乳がん検査《女性のみ実施可能》 *授乳中の方は正確な診断ができないため断乳後の検査をお勧めします。
30.超音波検査

乳房専用の超音波診断装置を用いてしこりの有無を調べる
検査です。年齢に関係なく検査可能です。

31.マンモグラフィー２方向

3,240 円

乳房専用の X 線撮影装置を用いて乳房を圧迫し、小さなしこ
りや微小な石灰化の有無を調べる検査です。40 歳以上の方に

5,400 円

お勧めです。

 婦人科

対象コース：人間ドック，生活習慣病健診，定期健診

検査名称
32.子宮頸がん検査
【内診・細胞診】

検査内容
従来より子宮頸がん検診で行われている検査です。子宮頚部
の細胞を採取して異常がないかどうか顕微鏡で検査します。

33.HPV (ヒト・パピローマウ

最近子宮がん検診で使われ始めた検査です。子宮頸がんの原

イルス)

因である HPV に感染しているかどうかを調べます。

料金【税込】
3,240 円

5,400 円

*子宮頸がん細胞診とセットで受診してください。
34.経膣超音波検査

膣内に棒状の超音波検査器具を挿入し、子宮・卵巣などの形
を詳しく調べます。子宮筋腫や卵巣のう腫など内診だけでは
わかりにくい病気の診断に役立ちます。痛みはほとんどあり

3,240 円

ません。
*子宮頸がん細胞診とセットで受診してください。

 骨密度

対象コース：人間ドック，生活習慣病健診，定期健診

検査名称
35.骨密度検査(超音波法)

検査内容

料金【税込】

超音波診断装置を用いて、足の骨量を測定し骨密度を調べる
検査です。骨粗しょう症は女性に多くみられ、現在の骨量を
調べることで予防対策が取れます。

3,240 円

 男性ホルモン

対象コース：人間ドック，生活習慣病健診，定期健診

検査名称

検査内容

料金【税込】

36.フリーテストステロン

血液検査で男性ホルモンといわれるフリーテストテスロン

《男性のみ実施可能》

を調べます。その減少は、人によって男性更年期障害の原因
となり、またその分泌は前立腺がんや男性機能など男性特有

2,160 円

の疾患と関係があります。

 アレルギー

対象コース：人間ドック，生活習慣病健診，定期健診

検査名称

検査内容

料金【税込】

37.アレルギー性鼻炎

アレルギーを引き起こす原因となる代表的な 3 項目につい

【スギ花粉・ヒノキ花粉・ ハ

て、その抗体を血液検査で調べます。

ウスダスト】

アレルギーがあると現在症状が出ていなくても陽性となり

3,240 円

ます。

 甲状腺

対象コース：人間ドック，生活習慣病健診，定期健診

検査名称
38.甲状腺機能検査
【TSH・FT3・FT4】

 貧血

検査内容

料金【税込】

血液検査で甲状腺ホルモンを測定し、甲状腺の働きや異常を
調べる検査です。

5,400 円

対象コース：人間ドック, 生活習慣病,定期健診

検査名称

検査内容

料金【税込】

39.貧血検査

鉄欠乏性貧血を疑う血清鉄、体内の鉄の貯蓄量をを調べるフ
ェリチン、鉄代謝を調べるＴＩＢＣ、ＵＩＢＣの４項目を調

2,590 円

べる検査です。

 リウマチ

対象コース：人間ドック，生活習慣病健診，定期健診

検査名称
40.リウマチ検査

検査内容

料金【税込】

血液検査で従来よりリウマチの診断に用いられた RF とさら

【抗 CCP 抗体・RF】

に鋭敏で正確にリウマチの発症を予測でき早期リウマチの

3,240 円

診断確定度が高い、抗 CCP 抗体を併せて調べます。

 歯科

対象コース：人間ドック

検査名称
41.歯科検診

検査内容

料金【税込】

歯科医による診察です。う歯(むし歯)、歯周病、口内炎など
お口の中の病気を早期発見できます。歯周病は糖尿病との関
連も言われています。ご自分の歯の健康を守るためにぜひお

3,240 円

受けください。

 睡眠時無呼吸検査

対象コース：人間ドック

検査名称
42.睡眠時無呼吸簡易検査

検査内容

料金【税込】

睡眠時無呼吸症候群は気道の閉塞などで睡眠中に何回も呼
吸が止まる病気です。昼間の眠気などはもちろん、高血圧、
心臓病、糖尿病などの生活習慣病を高率に合併します。
受診前、携帯用睡眠時無呼吸検査装置を貸し出してご自宅で

10,800 円

行っていただく検査です。簡単に行えます。
受診日に結果をご説明致しますので健診を受ける4 週間前ま
でにお申し込みください。
※

睡眠時無呼吸症候群検査は、事前に検査装置を送らせて頂く都合上、氏名・送付先住所・お電話番号(個人情報)を
帝人在宅医療(株)に通知させていただきます。
独立行政法人地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター 健康管理センター

ＴＥＬ03-5744-3268 ＦＡＸ03-3736-8358

