
 
 

ご希望する検査欄へ、○を記入して下さい。	 	 

氏名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

検査項目	 何がわかるの？	 
以下のような症状でお困りの方・	 

不安のある方にお勧め	 

料金	 

（税別）	 
希望検査

○を記入	 

BNP	 心臓の働きの評価	 心臓病に不安のある方、不整脈がある方	 ￥2100	 
	 

HbA1c	 
糖尿病の判定、糖尿病の進行度

を評価します	 
糖尿病が心配、尿が濁っている等の症状がある方	 \800	 

	 

血圧検査	 

（ﾚﾆﾝ･ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ）	 

血液検査で現在の血圧状態を

評価します	 

頭痛がひどい・動悸・息切れ・耳鳴り等の症状があ

る方、血圧降下剤を内服しているが改善しない方な

ど	 

\3750	 

	 

甲状腺検査	 

（TSH,FT3,FT4）	 

甲状腺ﾎﾙﾓﾝを測定し甲状腺の

評価をします。	 

汗をかきやすい・心拍数が多い・疲れやすい・倦怠

感がある等	 
\4000	 

	 

骨粗鬆症検査	 

（PINP）	 

これからの、骨密度変化を評価

します	 

背が縮んだように感じる、腰が痛いがレントゲンは

異常がない。腰が曲がったように感じる、若い時に

ﾀﾞｲｴｯﾄをしていた方など	 

\2000	 

	 

リウマチ検査	 

（抗 CCP 抗体）	 

リウマチ発症を予測し評価し

ます	 

両手のこわばり・特に朝こわばりやすい・疲れやす

い・微熱が続く等の症状がある方	 
\2000	 

	 

膠原病	 

（抗核抗体）	 

将来の発病リスクと現在での

身体状態を評価します	 

発熱・腹痛・下痢・倦怠感・湿疹・しびれ・関節痛

の症状が１ヶ月以上続いている方（若い女性の方に

お勧めです）	 

\2000	 

	 

アレルギー検査	 

ﾊﾙｶﾞﾔ･ﾌﾞﾀｸｻ･ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ･ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ

1･ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ 2･ｺﾅﾋｮｳﾋ･ﾈｺのﾌｹ・ｲ

ﾇのﾌｹ･大豆･ﾏｸﾞﾛ･ｿﾊﾞ･ｻﾊﾞ･卵

黄･卵白･米･牛乳のｱﾚﾙｹﾞﾝ反応

を評価します	 

左記、掲載項目で眼がかゆい・顔がかゆい・くしゃ

みが出る・家族にアレルギー患者がいる・犬猫を飼

っているなどの方にお勧めします	 

1 項目	 

\1050	 

	 

血中ﾌｪﾘﾁﾝ	 
鉄欠乏性貧血・その他の貧血症

状を評価します	 

疲れやすい・倦怠感・息切れ・顔面蒼白などの症状

がある方、健康診断で貧血と言われることが多い方	 
\1750	 

	 

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ検査	 

（apoE ﾌｪﾉﾀｲﾌﾟ）	 

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ（痴呆）病の将来の発

病リスクを評価します。	 

家族・親せきに対象者がいる方、またはおられた方

など	 
\4800	 

	 

ｽﾄﾚｽｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査	 
（ACTH･ｶﾃｺｰﾙｱﾐﾝ･ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ）	 

体内の中のホルモンの増減を

調べ、ストレス度の評価をしま

す	 

仕事が多忙・イライラする・うつ状態である・疲労

感が続くなどの症状がある方	 
\5000	 

	 

ｱﾃﾞｨﾎﾟﾈｸﾁﾝ検査	 
検査数値で健康状態や代表的

な疾病リスクを評価します	 

肥満・高血圧・糖尿病など生活習慣病ではと思われ

る方	 
\5500	 

	 

ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ抗体	 
血液検査でピロリ菌の感染有

無を調べます	 

胃がもたれる感じがする・何となく胃が重い・胃痛

がする等の症状がある方	 
\1500	 
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ご希望する検査欄へ、○を記入して下さい。	 	 

氏名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

検査セット名	 検査項目	 お勧めの理由	 
料金	 

（税別）	 

希望検査

○を記入	 

男性 40 代セット	 BNP・HbA1c・血圧検査	 

仕事でも家庭でも責任が増える年代です。また身体

にも負担が多くなる時期です。働き盛りの今こそ健

診を受けてみてはどうでしょう。	 

\5500	 

	 

女性 40 代セット	 
甲状腺検査・ﾌｪﾘﾁﾝ・	 

血圧検査	 

人生で 2 度目のホルモン転換期を迎え、また子育て

や仕事が多忙な時期、不調が続いたり、体調変化が

起こりやすくなります。	 

\7500	 

	 

男性 50 代セット	 BNP・HbA1c・PSA・血圧検査	 

働き盛りの中、仕事で要職についている方、または

家でも大黒柱として重責を背負っている方など、一

度車検を受ける感覚で健診を受けてみてはどうでし

ょう。	 

\7000	 

	 

女性 50 代セット	 
甲状腺・ﾌｪﾘﾁﾝ・骨粗鬆症・血

圧検査	 

この時期、更年期を迎えホルモン分泌が減少し、身

体の様々な部分で不調を感じる年代でもあります。

人生の折り返しに是非健診をお勧めします。	 

\10000	 

	 

男性 60 代セット	 BNP・HbA1c・PSA・γ-Sm	 

現代では、まだ若いで世代です。しかし、本格的な

ガン年齢を迎え、三大疾病のリスクも増えてきます。

医療費が負担になる前に健診を継続しましょう。	 

\5500	 

	 

女性 60 代セット	 
甲状腺・ﾌｪﾘﾁﾝ・骨粗鬆症・CEA・

CA125	 

60 代女性は、趣味などで活発に活動している女性が

増えています。しかし、男性同様に疾病のリスクは

増えていきます。継続的な健診をお勧めします。	 

\8500	 

	 

肝炎セット	 HCV・HBｓ抗原	 

日常生活で簡単に感染しませんが、母子感染または

知らない間に何らかの原因で感染し、ウイルスが体

内に維持し続ける場合もあります。	 

\2500	 

	 

肥満セット	 
ｱﾃﾞｨﾎﾟﾈｸﾁﾝ・BNP・HbA1c・血圧

検査	 

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑは動脈硬化を進行させ、糖尿病・心

筋梗塞・脳梗塞を発症し、危険な疾病を引き起こし

ます。健康を維持するために検査をお勧めします。	 

\9000	 

	 

飲酒セット	 
HCV・HbA1c・CEA・AFP・	 

CA19-9	 

肝臓は沈黙の臓器と言われ、よほど悪くならないと

症状が出ません。安心しておいしいお酒を飲みたい

方に定期的な健診をお勧めします。	 

\7500	 

	 

喫煙セット	 
BNP・ｼﾌﾗ・CEA・PSA・	 

血圧検査	 

喫煙は百害あって一利なしと言われるように非常に

体に対して悪影響をもたらす嗜好品です。喫煙され

ている方はリスクを回避するためにも健診をお勧め

します。	 

\8500	 

	 

めまいセット	 
甲状腺・ﾌｪﾘﾁﾝ・CCP 抗体	 

血圧検査	 

年代を増すごとに様々な症状を経験する中で、手の

痛み・痺れ・めまいなどは特に経験すると思います。

症状が軽いと思わずに健診を受けてみて下さい。	 

\9000	 

	 

腫瘍セット（男性）	 
ｼﾌﾗ・CEA・AFP・CA19-9	 

CA72-4・PSA	 

肺・消化器・肝臓・大腸・前立腺腫瘍のスクリーニ

ングを行います。	 
\8000	 

	 

腫瘍セット（女性）	 
ｼﾌﾗ・CA15-3・CA19-9・	 

CA72-5・SLX・CA125	 	 

肺・消化器・肝臓・大腸・卵巣腫瘍・乳がんのスク

リーニングを行います。	 
\8000	 
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