オプション検査項目一覧表

頭

部

頭部CT

胃X線（バリウム検査）

10,000円

B型肝炎（HBs抗原）検査

1,000円

食道・胃・十二指腸
内視鏡（胃カメラ）

13,000円

C型肝炎（HCV抗体）検査

動脈硬化・糖尿病・緑内障の診断に役立ちます。 1,100円（税込）

眼圧検査（両眼）

目

緑内障の診断に役立ちます。

★ 眼底写真（両眼）
眼圧検査（両眼）

セットにすると、
単項目より220円お得です。

TSH（甲状腺刺激ホルモン）

甲状腺の機能を調節するホルモンを調べます。

甲状腺

★ 甲状腺セット
（TSH・FT3・FT4）

レントゲンで食道、
胃、
十二指腸を調べます。

胃

1,000円

1,980円（税込）

腹部超音波

超音波を使用して肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓
などを調べます。

2,500円

腹部CT検査

2,750円（税込）

5,000円

5,500円（税込）

肺活量・肺年齢検査

2,700円

肺の大きさや肺の換気機能を調べ、慢性気管
支炎、
肺気腫、
気管支喘息を調べます。

2,970円（税込）

喀痰細胞診

2,900円

おなか

胸部CT検査

セットにすると、
単項目より550円お得です。

★ 胸部CT検査・腹部CT検査

内臓脂肪CT検査

肺・腹部

生活習慣病の予防として肥満、
内臓脂肪の気に
なる方にお勧めです。

大腸CT検査

（CT Colonography）

大腸

14,500円

15,950円（税込）

大腸がん検診です。

25,000円

27,500円（税込）

子宮がん細胞診（医師採取）

23,200円

心臓

BNP

心不全のマーカーです。

★ 心臓超音波・BNP

セットにすると、
単項目より220円お得です。

乳腺超音波

超音波で乳腺を調べます。

乳房X線（マンモグラフィー）
乳

房

レントゲンで乳腺を調べます。

9,020円（税込）

セットにすると、
単項目より1,760円お得です。

対象：40歳以上

5,500円

6,050円（税込）

2,000円

10,000円

11,000円（税込）

骨密度

5,000円

5,500円（税込）

5,000円

血液型

5,500円（税込）

糖尿

8,400円

9,240円（税込）

前立腺

1,600円

4,900円

★ 呼吸器セット
（CEA・ProGRP・シフラ）

5,390円（税込）

★ 消化器セット
（CEA・AFP・CA19-9）

4,950円（税込）

★ 食道・胃・大腸セット
（CEA・SCC・抗P53抗体）

3,850円（税込）

★ 子宮・卵巣セット

★ 肝臓セット
（AFP・PIVKAⅡ）

19,800円（税込）

肝がんの腫瘍マーカーです。単項目より220円
お得です。

★ 乳腺セット（CEA・CA15-3）

26,000円
1,000円

1,100円（税込）

3,000円

4,700円

子宮がんの原因となるウイルスの量を調べ、 5,170円（税込）
がんになるリスクを調べます。

7,500円

8,250円（税込）

腫瘍
マーカー

3,600円

乳腺の腫瘍マーカーです。単項目より550円
お得です。

3,960円（税込）

★ 膵臓セット
（CEA・CA19-9・エラスターゼ１）

5,000円

5,500円（税込）

膵臓がんの腫瘍マーカーです。
単項目より1,320円お得です。

★ 男性腫瘍マーカー4セット
（CEA・AFP・CA19-9・PSA）

6,000円

★ 男性腫瘍マーカー6セット
9,000円
（CEA・AFP・CA19-9・PSA・ProGRP・シフラ）9,900円（税込）
単項目より4,840円お得です。
さらに4セット＋単項目より3,300
円お得です。

★ 女性腫瘍マーカー4セット
6,000円
（CEA・CA19-9・CA15-3・SCC） 6,600円（税込）

骨粗しょう症（超音波検査）

★ 女性腫瘍マーカー6セット
9,000円
（CEA・CA19-9・CA15-3・CA125・AFP・シフラ） 9,900円（税込）

血液型を調べます。

HbA1c(ヘモグロビンA1c)

過去2カ月の血糖コントロールの指標です。

前立腺腫瘍マーカー

（PSA）前立腺がんの診断に役立ちます。

1,500円

1,650円（税込）

1,000円

1,100円（税込）

2,000円

2,200円（税込）

遺伝子検査

腸内
フローラ

抗P53抗体

3,000円
3,000円

肺小細胞がんの診断に役立ちます。

3,300円（税込）

エラスターゼⅠ

2,600円

サインポスト

37,200円

腸内フローラ検査

17,000円

アミノインデックス（男性5種）

21,500円

遺伝子からわかる生活プログラム。
生活習慣の改善に役立ちます。

40,920円（税込）

腸内の細菌からわかる腸活プログラム。検査結 18,700円（税込）
果をもとに医師・栄養士がバックアップします。

23,650円（税込）
1回の採血でがんリスクを評価します。
（胃がん・肺がん・大腸がん・膵臓がん・前立腺がん）

がんリスク
スクリーニング
アミノインデックス（女性6種）
検査

23,000円

25,300円（税込）
1回の採血でがんリスクを評価します。
（胃がん・肺がん・大腸がん・膵臓がん・子宮がん・卵巣がん）

6,600円（税込）

女性おすすめのセットです。
単項目より1,870円お得です。

2,700円

2,530円（税込）

男性おすすめのセットです。
単項目より1,540円お得です。

セットにすると、
単項目より220円お得です。

骨粗鬆症の診断に役立ちます。40歳以上の女性 2,970円（税込）
にお勧めします。

2,300円

乳がんの診断に役立ちます。

膵臓がんの診断に役立ちます。
比較的早期から 2,860円（税込）
上昇します。
CA19−９とセットがお勧めです。

3,600円

3,960円（税込）

2,000円

ProGRP

5,500円（税込）

4,900円

CA125

乳がん、食道がん、大腸がんの診断に役立ちます。3,300円（税込）
CEAとセット効果が上がります。

5,000円

5,390円（税込）

3,000円

CA15-3

4,500円

子宮・卵巣系がんの腫瘍マーカーです。
単項目より770円お得です。

18,000円

ヒトパピローマウイルス検査

血液型（ABO、RH（D）式）

腫瘍
マーカー

消化管の腫瘍マーカーです。
単項目より1,760円お得です。

（CEA・CA125・SCC）

シフラ

卵巣がん、子宮内膜がんの診断に役立ちます。2,200円（税込）

消化器系がんの腫瘍マーカーです。
単項目より990円お得です。

3,500円

直接、医師が細胞を採取してがんかどうか調べ
ます。

＋
ヒトパピローマウイルス検査

3,000円

1,760円（税込）

1,800円

肺の扁平上皮がん、及び腺がんの診断に役立ち 3,300円（税込）
ます。

呼吸器系がんの腫瘍マーカーです。
単項目より3,190円お得です。

12,100円

3,300円（税込）

★ 子宮がん細胞診

2,200円（税込）

対象：40歳以上

★ 乳腺超音波・乳房X線

子宮

3,300円（税込）

SCC

単項目より4,070円お得です。
さらに4セット＋単項目より4,180
円お得です。

CEA

消化器がん全般で高値となるマーカーです。

CA19-9

主に膵臓がん、
胆道がんのマーカーです。

AFP

1,800円

1,980円（税込）

1,800円

1,980円（税込）

1,800円

肝臓がんのマーカーです。

1,980円（税込）

PIVKAⅡ

2,000円

肝細胞がんのマーカーです。

2,200円（税込）

ラス
プ

１

心臓の働きを調べます。

8,200円

女性のためのセットオプション

肺、食道、子宮の扁平上皮がんの診断に役立ち 1,980円（税込）
ます。

1,600円

★ ウイルス肝炎セット
（HBs抗原・HCV抗体）

梅毒感染を調べます。

内視鏡を使用します。組織を採ってがんかどう 28,600円（税込）
か調べることもできます。

便潜血検査（2回法）

セットにすると、
単項目より1,100円お得です。 25,520円（税込）

心臓超音波

大腸内視鏡

スーペリア

1,600円

1,760円（税込）

梅毒（TP抗体・RPR）

CTを使用して大腸を仮想内視鏡的に調べます。
（大腸の3DCT検査です）

12,100円

人間ドック

1,760円（税込）

C型肝炎の感染を調べます。

セットにすると、
単項目より220円お得です。

2,200円（税込）

★ 腹部CT検査・内臓脂肪CT検査 14,000円

セットにすると、
単項目より2,970円お得です。

★ 胸部CT検査・腹部CT検査

感染症

セットにすると、
単項目より1,760円お得です。 15,400円（税込）

肺、心臓、食道、大動脈、胸部リンパ節などを 13,310円（税込）
調べます。
たばこを吸う人に特にお勧めします。

★ 胸部CT検査・喀痰細胞診

B型肝炎の感染を調べます。

CTを使用して肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓な 13,310円（税込）
どを調べます。
超音波より効果は上がります。

内臓脂肪CT検査

肺がんの診断に役立ちます。
たばこを吸う人、 3,190円（税込）
咳や痰がよく出る人にお勧めします。

肺

14,300円（税込）

内視鏡を使用します。組織を採ってがんかどうか調べることもで
きます。鼻用の細径カメラがお勧めです。

血液でピロリ菌に感染したことがあるかどうか
調べます。
1回のみ

1,800円

女性に多い甲状腺の機能障害の診断に役立
ちます。セットでより効果は上がります。

11,000円（税込）

ピロリ菌（ヘリコバクター・ピロリ抗体） 2,000円

1,100円（税込）

スタンダード

★はセットでお得になる検査項目です。※表示金額は2020年4月から適用致します。

12,100円

CTを使用して脳血管障害と脳腫瘍の疑いを調 13,310円（税込）
べます。

眼底写真（両眼）

各コースに入っている検査項目

よりハイクラスな人間ドック・健診に
おすすめのオプション検査のご案内

大腸CT検査

18,000円 19,800円（税込）

内視鏡を使わない最新の大腸検査です。下剤の量も少量で体への負担も比較的
に少なく大腸がんの早期の診断に役立ちます。

アミノ
インデックス

【男性】21,500円 23,650円（税込）
【女性】23,000円 25,300円（税込）

血液中のアミノ酸濃度を測定してがんであるリスクを予測する最新の血液検査
です。複数のがんを同時に調べ、早期がんや発見しにくいがんにも対応しています。
男性／肺がん、
胃がん、
大腸がん、
膵臓がん、
前立腺がん
女性／肺がん、
胃がん、大腸がん、
膵臓がん、
乳がん、
子宮がん・卵巣がん

サインポスト

37,200円 40,920円（税込）

遺伝子からわかる生活プログラム。食習慣・運動プログラムなど普段の生活には
欠かせない唯一のプログラムで健康維持に役立ちます。

★すべてのコースに
「女性のためのセットオプション」
を追加することが
できます。

女性のためのセットオプション 15,000円（税込16,500円）
女性特有の病気のリスクを考慮し、早期に発見するための検査をご提案します。

1

検査項目

■

子宮頸がん検査（医師採取）

■

ヒトパピローマウイルス検査

■

骨密度検査

腫瘍マーカー女性4セット
（CEA/CA19-9/CA15-3/SCC）

■

2

フォロー体制
精密検査が必要となられた際は、連携医療機関へのご紹介で
迅速にサポートします。

ご予約・お問合せ

医療法人山下病院
健診センター

https://www.yamashita-hp.jp
〒491−8531 一宮市中町１−３−５ 平 日 10：00〜15：00
TEL 0586−46−1520
（ドック直通） 土曜日 9：00〜11：00
FAX 0586−45−4515
（ドック直通） （日曜・祝祭日は除きます）

Medical corporation Yamashita Hospital

オプション検査項目

