
肺活量、一秒率、呼吸年齢などを測定します。息切れがあったり、咳やたんの多い方、喫

煙の多い方などにお勧めします。喘息の方の肺機能のチェックにも有効です。

脳・肺

脳

1．頭部CT ※妊娠時不可 15,000 円

CTを使って断層撮影を行い、脳の萎縮や脳梗塞、脳腫瘍などのチェックを行います。

高血圧や糖尿病、高脂血症など動脈硬化を促進する危険因子のある方、慢性の頭痛のある方、

以前にろれつが回らない、片側のしびれなどの自覚症状のあった方にお勧めします。

肺

1．胸部CT ※妊娠時不可 15,000 円

2．血液検査　肺癌腫瘍マーカー（CEA・SCC・proGRP・CYFRA21-1） 5,000 円

CTを使って断層撮影を行い、肺内部の状況や動脈の状態をチェックします。

胸部レントゲンでは発見の難しい小さな肺がんも検出が出来ます。また昔の肺炎のあとや、

肺気腫、肺結核の後の病変なども見ることが出来ます。咳やたんの多い方、呼吸困難のあ

る方、喫煙の多い方、以前肺に影があると指摘されたことのある方、肺がんなどのご家族

のいる方にお勧めします。

腫瘍マーカーとは種々のがんで上昇する血液のデーターで、がんのスクリーニングを行う

ことが出来ます（値が低くてもがんではないとはいえませんが、定期的に経過を見て上昇

したりすることでがんの発見につながる事があります）。

複数の組み合わせも有効です。咳やたんが気になる方、喫煙の多い方、ご家族にがんの多

い方などにお勧めします。基本的には画像診断（CT）や喀痰細胞診などと組み合わること

をお勧めします。

3．呼吸機能検査 ※要予約 1,500 円

肺がんセット  「1. 胸部CT」＋「2. 血液検査」

慢性呼吸障害（へビースモーカーセット）  「1. 胸部CT」＋「3. 呼吸機能検査」

さらに
詳しい検査

※要予約…事前に予約が必要な検査です。
※妊娠時不可…検査に放射線を使用します。妊娠の可能性があると検査は出来ませんので、ご了承ください。

おすすめ 組み合わせ検査



口からカメラを使って食道から胃、十二指腸までを直接観察し、粘膜のあれや炎症、腫瘍

などの状況を観察します。今までに胃・十二指腸潰瘍や胃炎などのあった方、胃ポリープ

を指摘された事のある方、上腹部痛や上腹部違和感、繰り返す胸部痛や胃酸の逆流症状な

どの消化器症状のある方、貧血のある方、胃がんのご家族がいる方などにお勧めします。

腹部

腹部

1．腹部エコー　超音波 5,300 円

肝臓、胆のう、すい臓、腎臓、脾臓などの腹部臓器に関して、ゼリーをおなかにぬって器

械でなぜるように描出して検査を行います。痛みなどのない簡単な検査です。脂肪肝、慢

性肝炎、肝硬変、胆石、胆嚢ポリープ、腎結石などを見ることができます。

2．上腹部・骨盤CT　造影なし ※妊娠時不可 15,000 円

3．胃バリウム検査 14,000 円

CTを使って断層撮影を行い、腹部臓器に関してエコーより精度が高く検査できます。特に

皮下脂肪が厚い、便秘などでガスが溜まりやすい方ではエコーでの描出が悪い為CTをお勧

めします。またすい臓が特に気になる方はエコーよりCTをお勧めします。胃がんや大腸が

んは大きなものしかチェックできないため、カメラを併用することをお勧めします。

バリウムと空気（空気の出る薬を使います）を飲んでいただき、食道から胃、十二指腸までを

表面の凸凹で描出し、その撮影をする事によってチェックします。特に症状のない方や若くて

まだ胃がんの危険度の低い方にお勧めします。しかし症状がある方、50歳以上や慢性胃炎や

ピロリ菌感染を指摘されている方（胃がんの危険度が高い）、喫煙やアルコールの多い方

（食道がんの危険度が高い）、誤嚥などを起こしやすい方（バリウムが気管に残ってしまう事

があります）、便秘のひどい方（終了後下剤をお出ししていますが大腸に残って腹痛の原因

になる事があります）、胃がんのご家族がいる方などはむしろ胃カメラをお勧めします。

4．胃カメラ 14,000 円

さらに
詳しい検査

※要予約（当日検査前の食事制限があります）

※要予約（当日検査前の食事制限があります）

※妊娠時不可※要予約（当日検査前の食事制限があります）

※要予約（当日検査前の食事制限があります）

　  基本の胃カメラ検査

● 胃の動きを止める為の前処置注射（ブスコパン又はグルカゴン）含む。

　…基礎疾患によっては、副作用の問題で不使用となることもあります。
● 胃カメラを使った観察を含む。



　  組織によるヘリコバクターピロリ菌培養検査 4,000 円

　  感染症予防の為の採血　１年以内、他施設のデータ持参も可能

胃組織をとってピロリ菌の検査を行います。よりわずかなピロリ菌も検出できます。

※検査結果は、3週間ほどかかります。

その場合は別途 鎮静剤の費用 3,500 円がかかります。また鎮静後は薬が切れるまで1～2

時間程度病院でお休みしていただく事があります。車や自転車などの運転での来院は行わ

ないでいただく必要があります。

5．血液検査　ヘリコバクターピロリ菌検査（HP-IgG）
ペプシノゲン濃度（PG）

2,500 円
両方で　4,000 円

ピロリ菌は胃・十二指腸潰瘍及び一部の胃がんの原因になります。また血中ペプシノゲン

は胃粘膜萎縮の程度を反映し、胃粘膜が萎縮すると胃がん発生の危険度が増すと考えられ

ています。胃の調子が悪いと感じる方、慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍に架かったことのあ

る方、ご家族に胃がんの多い方にお勧めします。

　  当院ではご希望により鎮静剤の注射（ドルミカム＋アネキセート）を使用した

　  胃カメラを行うことが可能です。

感染症採血（Hbs抗原、HCV抗体、梅毒検査）が必要。 ＋2,500 円

　  組織生検病理検査　腫瘍等に対し組織をとって、どういう状態か顕微鏡で調べる

● 医師が必要と判断した場合は組織をとって調べることがあります。
● 組織をとった場合、その日一日食事・飲酒は刺激物を避けていただきます。
● その場合は、組織生検の部分だけは保険を使って検査を行ないます。
● 費用は、組織の箇所や費用負担割合によって異なります。

別途 保険の負担費用 約 2,000円～7,000円がかかります。

生検検査を希望されない場合は、事前に内視鏡看護師にお伝えください。

※検査結果は、10日間かかります。

＋保険診療

　胃がんにはピロリ菌感染が深くかかわりピロリ菌感染のない人（HP-IgG 陽性）から胃がんが発生
することは少ないと言われています。また、ピロリ菌感染によって胃粘膜の萎縮が進むほど（PG陽性）、
胃がんが発生しやすくなります。これをもとにして、胃がんリスク ABC 分類は、血液検査で胃がん
になりやすい状態かどうかを A～D 群の 4 群に分類する新しい検診法です。胃がんリスク ABC 分類
はがんそのものを見つける検査ではありません。B～D 群の方は、特に胃がんの存在を確かめる精密
検査（内視鏡検査等）が必要です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 次ページ表参照



ペプシノゲン検査（PG）
胃粘膜萎縮の程度

ヘリコバクター・ピロリ（Hp）
ピロリ菌感染の有無

胃がん発生リスク

胃がん発生頻度／年

異常なし

A群

正常な胃の状態

陰性

陰性

非常に低い

ほぼ 0

B群

ピロリ菌が感染

陰性

陽性

やや高い

1,000人に 1人

要精密検査

C群

炎症・萎縮が始まる

陽性

陽性

高い

400人に 1人

D群

胃の萎縮

陽性

陰性

非常に高い

80人に 1人

総合判定

6．便潜血検査 1回法 700 円  又は 2 回法 1,000 円

7．血液検査　腫瘍マーカー

腫瘍マーカーとは種々のがんで上昇する血液のデーターで、がんのスクリーニングを行う

ことが出来ます（値が低くてもがんではないとはいえませんが、定期的に経過を見て上昇

したりすることでがんの発見につながる事があります）。複数の組み合わせも有効です。

以前癌を指摘された事のある方、ご家族に癌の多い方などにお勧めします。基本的には画

像診断（カメラ、エコー、CT）などと組み合わることをお勧めします。　

　  消化管がん（CEA、CA19-9）

　  肝臓がん（AFP、PIVKAⅡ）

　  　同時に肝炎ウイルス（B型・C型肝炎）の測定をお勧めします。

　  すい臓がん（CA19-9、DUPANⅡ）

3,000 円

3,000 円

両方で 5,000 円

3,000 円

胃がんセット「4. 胃カメラ」＋「7. 血液検査」＋「8.（CEA、CA19-9）」

肝臓がんセット「1. 腹部エコー」＋「8.（AFP、PIVKAⅡ）」

「2. 上腹部・骨盤CT」＋「8.（AFP、PIVKAⅡ）」

…感染症セット（B型肝炎、C型肝炎）の併用をお勧めします。

膵臓がんセット「2. 上腹部・骨盤CT」＋「8.（CA19-9、DUPANⅡ）」

おすすめ 組み合わせ検査
21,000 円～

8,300 円

18,000 円

20,000 円

18,000 円

※要予約…事前に予約が必要な検査です。
※妊娠時不可…検査に放射線を使用します。妊娠の可能性があると検査は出来ませんので、ご了承ください。

※要予約

※要予約

※要予約

　但し、ピロリ菌陽性の場合、ピロリ菌除菌（抗潰瘍剤 1 種類と抗生物質 2 種類を 1 週間飲んで
ピロリ菌を退治する）を保険で行うためには、必ず胃カメラでの慢性胃炎の診断が必要になりますの
で胃カメラも行うことをお勧めします。



動脈硬化、動脈血流障害・心臓

動脈硬化、動脈血流障害

1．内臓脂肪CT　造影なし ※妊娠時不可 3,150 円

CTを使って内臓脂肪面積測定を行います。

内臓脂肪面積はメタボリックシンドロームの診断には重要であり、内臓脂肪量の増加が動

脈硬化の危険因子となっています。

2．頚動脈エコー 3,500 円

頚部にゼリーをぬって器械でなぜるように行う、簡単な検査です。

首の両側の頚動脈（脳に血液を送る大事な血管）を観察し、血管の厚さや動脈内の血栓や石

灰化など動脈硬化の進行度をチェックすることで、脳血管障害や心筋梗塞の危険度を評価

することが出来ます。動脈硬化を起こす疾患（高血圧・糖尿病・高脂血症等）のある方、喫

煙のある方、家族に動脈硬化性疾患（心筋梗塞 , 脳梗塞 , 下肢血栓症等）のある方、脳ドッ

クなどで異常を指摘された方、めまいなどのある方にお勧めします。

※要予約

さらに
詳しい検査

血栓症のマーカーである D ダイマーや動脈硬化の指標である高感度 CRP を測定する事で、

血栓の危険度を判断します。

基本的には画像診断（エコーや血圧脈波等）との併用をお勧めします。

4．血液検査　Dダイマー・高感度CRP 2,000 円

動脈硬化セット  「1. 内蔵脂肪CT」＋「2. 頸動脈エコー」＋「3. 血圧脈波」

おすすめ 組み合わせ検査

※要予約

※要予約

四肢の血圧を測定し、血流速度などをチェックすることで血管年齢や下肢の閉塞状態など

を推測する事の出来る、簡単な検査です。

下肢のむくみや痛みのある方、動脈硬化を起こす疾患（高血圧・糖尿病・高脂血症等）のあ

る方、喫煙のある方、家族に動脈硬化性疾患（心筋梗塞 , 脳梗塞 , 下肢血栓症等）のある方

にお勧めします。

3．血圧脈波　PWV 2,000 円

8,650 円※要予約



心臓

1．心エコー 10,000 円

2．血液検査　BNP 1,400 円

BNPは心不全、高血圧、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）など心臓に負担はかかる病態で

上昇します。特にこの値が高い場合はあまり症状がなくても、潜在的な心疾患がある可能

性が高いと考えられます。むくみを認めたり、歩行時などに息切れのある方、心肥大を指

摘された事のある方にお勧めします。

※要予約

心不全セット  「1. 心エコー」＋「2. 血液検査」

おすすめ 組み合わせ検査
11,400 円※要予約

※要予約…事前に予約が必要な検査です。
※妊娠時不可…検査に放射線を使用します。妊娠の可能性があると検査は出来ませんので、ご了承ください。

歩行時の息切れや心臓が大きいと言われた方にお勧め。



甲状腺・乳腺・前立腺

甲状腺

1．甲状腺エコー　 3,500 円

エコーを使って甲状腺の大きさ、性状や腫瘍を調べます。

痛みはなく、放射線を使わない簡単な方法です。

2．血液検査　甲状腺関連ホルモン（TSH・FT3・FT4・サイログロブリンTg） 5,300 円

甲状腺ホルモンの量を調べ、甲状腺機能亢進症（バセドウ病等）、甲状腺機能低下症（橋本

病等）を調べます。急激な体重の変化のある方や頚の腫れを指摘された方、動悸、食欲低

下や全身倦怠感などの症状のある方にお勧めします。

※要予約

1．触診　 1,500 円

乳がん専門医による乳房の視診・触診です。

皮膚のひきつれがあるかどうか、腫瘍やリンパ節などが触れるかなどをチェックします。

2．乳腺エコー　 3,500 円

ゼリーをぬって器械でなぜながら行う、簡単で痛みのない検査です。

乳がんだけでなく、乳腺症、乳腺のう胞など良性疾患も含めて判断します。乳腺の痛みの

強い方や放射線を使用しないため50歳以下の若い方に特にお勧めします。

※要予約

※要予約

さらに
詳しい検査

甲状腺セット  「1. 甲状腺エコー」＋「2. 血液検査」

おすすめ 組み合わせ検査

乳腺

8,800 円※要予約

ご希望があれば女性医師・女性レントゲン技師・女性エコー技師での対応が可能です。
（ただし曜日や日付に制限がありますので、事前にご相談ください）

単独では受診いただけません。乳腺エコーやマンモグラフィーと併用をお願いします。

単独では受診いただけません。触診との併用をお願いします。

3．マンモグラフィー　 5,400 円

レントゲンを使用し、乳がんなどの乳腺疾患を調べます。乳がんの早期診断に有用な検査

です。特に50歳以上の方、乳房の大きい方（エコーだと脂肪のため判断しにくい事があり

ます）にお勧めします。

※要予約

単独では受診いただけません。触診との併用をお願いします。
※妊娠時不可



※要予約…事前に予約が必要な検査です。
※妊娠時不可…検査に放射線を使用します。妊娠の可能性があると検査は出来ませんので、ご了承ください。

4．血液検査　乳癌腫瘍マーカー（CEA・CA15-3・BCA225） 5,500 円

乳がんセット  「1. 触診」＋「2. 乳腺エコー」

「1. 触診」＋「3. マンモグラフィー」

「1. 触診」＋「2. 乳腺エコー」＋「4. 血液検査」

「1. 触診」＋「3. マンモグラフィー」＋「4. 血液検査」

　★乳がん検出には最も推奨される方法です

「1. 触診」＋「2. 乳腺エコー」＋「3. マンモグラフィー」

おすすめ 組み合わせ検査
5,000 円※要予約

6,900 円※要予約

10,000 円※要予約

12,000 円※要予約

10,000 円※要予約

前立腺

1．血液検査　前立腺腫瘍マーカー（PSA） 3,000 円



骨粗鬆症・糖尿病・感染症・その他

骨粗鬆症（こつそしょうしょう）

1．骨塩定量　DIP法（手の骨でチャックします）による簡易検査 ※妊娠時不可 3,600 円

骨粗鬆症は骨密度が低下し骨がもろくなった状態で、骨折や腰痛の原因になります。女性

では特に生理が止まってしまうと急激に骨がもろくなります。高齢の方（女性では症状が

なくても 65 歳以上の方）、運動不足の方、腰痛などの関節に痛みのある方、若くてもカル

シウム不足と思われる方にお勧めします。

2．尿検査　尿中NTx 1,600 円

さらに
詳しい検査

糖尿病

1．血液検査　HbA1c・1.5AG・グルコアルブミン 2,500 円

食事に作用されにくく、過去（1～2ヶ月間）・現在（数週間）の毎日の血糖レベルを知る事が

出来ます。ご家族に糖尿病のある方、過去に血糖が高いといわれたことのある方、肥満や

運動不足のある方、のどが渇きやすい・尿の回数や量が多い方、体重が急に変化したなど

の方にお勧めします。

感染症

1．血液検査
　  B型肝炎スクリーニング　HBs抗原・HBs抗体 3,200 円

B型肝炎は無症状でも慢性肝炎に進行し、肝癌を合併したりします。輸血などをしたこと

のある方、肝機能障害を指摘された事のある方、ご家族にB型肝炎のある方にお勧めします。

骨におけるビタミンＫの不足状態を反映し、骨粗しょう症の治療でのビタミンＫ2 剤選択

時の補助的指標として有用です。

3．血液検査　UcOC 3,300 円

骨粗鬆症セット  「1. 骨塩定量」＋「2. 尿検査」

「1. 骨塩定量」＋「2. 尿検査」＋「3. 血液検査」

おすすめ 組み合わせ検査
5,200 円

8,500 円



リウマチ

1．血液検査　RAPA・CRP定量・血沈 1時間 2,500 円

　  C型肝炎スクリーニング　HCV-Ⅲ抗体 1,200 円

C型肝炎は無症状でも慢性肝炎に進行し、肝癌を合併したりします。輸血や手術などを受

けた事のある方、肝機能障害を指摘された事のある方、ご家族にC型肝炎のある方にお勧

めします。

　  梅毒スクリーニング　梅毒定量TP抗体・RPR法 1,000 円

稀に生まれつきかかっていたり、知らないうちにかかって事もあります。手術や内視鏡検

査などで必ずチェックする検査です。全く行ったことの方に一度お勧めします。

　  エイズスクリーニング　HIV抗原・抗体定性 2,000 円

最近ではかなり普通に行うようになりましたが、基本的には本人の希望がないと検査がで

きないこともあり、病院などに通院をしていても測定していない事が多い検査です。風邪

などにかかりやすく、免疫が低下していると感じる方は一度測定をお勧めします。

血液型

1．血液検査　ABO型・Rh型 2,000 円

耳

1．聴力検査　オージオ  1000,4000Hz 500 円

眼

1．視力検査

2．色覚検査

200円

200 円

感染症セット「梅毒定量TP抗体」＋「RPR法」＋「HBs抗原」＋「HCV-Ⅲ抗体」

おすすめ 組み合わせ検査
2,500 円

※要予約…事前に予約が必要な検査です。
※妊娠時不可…検査に放射線を使用します。妊娠の可能性があると検査は出来ませんので、ご了承ください。
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