
＜人間ドック メニュー＞

膵臓機能検査

腫瘍マーカー

食道・胃・十二指腸の検査です

診察/総合判定 検査結果を見ながらの診察になります

成績表送付 検査後１０日前後の郵送になります

脂質代謝検査
中性脂肪　・　総コレステロール　・HDLコレステロール　・
LDLコレステロール

脂質代謝異常や動脈硬化危険因子をみます

腹部超音波検査 肝臓　・　胆のう　・　腎臓　・　膵臓　・　脾臓
内臓の状況（腫大、萎縮、脂肪沈着、腫瘍、
結石、など）をみます

感染症検査
梅毒検査（TPHA)　・　B型肝炎抗原検査　・
C型肝炎抗体検査

梅毒や肝炎ウイルス感染をみます

リウマチ検査 リウマチ因子 慢性関節リウマチをみつけます

AFP　・　CEA
肝細胞癌や消化器癌などのがんの
スクリーニング検査です

上部消化管検査 胃カメラと胃部レントゲンのどちらか一方を選択（同一料金）

血清アミラーゼ 膵臓疾患をみます

痛風検査 尿酸
プリン体代謝異常（痛風など）や
腎機能障害をみます

空腹時血糖　・　HbA1c 糖尿病などの糖代謝異常をみます

腎臓機能検査 尿素窒素　・　クレアチニン 腎機能をみます

大腸検査 便潜血（２日法） 下部消化管（主に大腸）の潰瘍・癌腫等をみます

血
液
検
査

血球数算定

白血球【白血球分画】

貧血、白血病などの血液疾患の診断や感染症の
スクリーニング検査です赤血球【赤血球恒数】・血色素量（ヘモグロビン）・ヘマトクリット

血小板

血清蛋白検査 総蛋白　・　アルブミン　・A/G比 肝機能障害や栄養状態をみます

肝・胆道系検査 AST　・　ALT　・　γ-GTP　・　LDH　・　ALP
肝胆道疾患を主とする臓器疾患の障害の
程度をみます

糖代謝検査

循環器検査 心電図
不整脈、心筋疾患（心筋梗塞・狭心症など）等を
みつけます

尿検査

尿定性検査【尿蛋白・尿糖・尿潜血・ウロビリノーゲン】
尿中に出現する物質の量や質、異常物質の
出現状況をみます

尿沈渣検査（有形成分分析）
尿中に出現する有形成分の種類や量を
顕微鏡下でみます

聴力検査 オージオメーター【500Hz・1000Hz・2000Hz・4000Hz】 どのくらい小さな音まで聞こえるかをみます

呼吸器検査

胸部X線撮影（直接） 肺疾患、心拡大などをみます

肺活量【予測肺活量・％肺活量】
努力性肺活量【１秒量・１秒率】

肺の大きさや気管支等の障害がないかをみます

血圧（収縮期血圧/拡張期血圧） 心臓の収縮弛緩に伴い血管に及ぼす圧力です

眼科的検査

視力 近視や乱視などの水晶体の屈折異常をみます

眼底
瞳孔の奥にある眼底（血管・網膜・
視神経など）をみます

身体計測

身長　・　体重　・　肥満度　・　標準体重　・　BMI 身長・体重から肥満・やせなどを判定します

腹囲 メタボリックシンドローム診断基準です

検査項目 検　　　　　査　　　　　内　　　　　容

問診 既往歴　・　自覚症状　・　家族歴　・　生活習慣
現在の健康状態や生活、過去の病歴や
族の病歴を記載します



東京都豊島区池袋3-28-3
健診部　03-3986-5571ドック実施料金 ３９,６００円（消費税含）

ご　　予　　約
右記健診部にドックご希望日の１０日から１週間くらい前までにお申し込みください。

詳細に関するお問い合わせも右記にてお受けいたしております。

所 要 時 間 ３時間前後

ドック実施日 月曜日～木曜日

ご 来 院 時 間
ご予約時にご確認ください

ご予約時間を過ぎる場合は右記電話番号にご一報ください



◆女性におすすめの検査
骨密度 1,650¥    
ＩＰ
Ｃａ

血清鉄

ＵＩＢＣ

乳腺超音波検査 3,850¥    

女性器超音波検査 6,050¥    
細胞診 4,400¥    
クラミジア 3,850¥    
カンジダ 3,850¥    

◆男性におすすめの検査

◆性別を問わずおすすめの検査

ＡＢＩ 1,650¥    

心臓超音波検査 11,000¥  

甲状腺超音波検査 3,850¥    

☆画像検査
頭部ＣＴ 14,300¥  
胸部ＣＴ 14,300¥  
腹部ＣＴ 14,300¥  
心臓超音波検査 11,000¥  
前立腺超音波検査 6,050¥    
甲状腺超音波検査 3,850¥    
皮下脂肪超音波測定 1,650¥    

☆血液検査

風疹　Ｉｇ　G抗体 2,750¥    
麻疹　Ｉｇ　G抗体 2,750¥    
血液型 1,100¥    

☆新規オプション項目

体成分分析装置：InBody 1,100¥    
体を構成する基本成分である体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪を定量的に分析し、栄養状態に問
題がないか、体がむくんではいないか、身体はバランスよく発達しているかなど、人体成分の過不足を
評価する検査です。

9,900¥    A6C(脳梗塞リスクマーカー)
無症状脳梗塞(かくれ脳梗塞)のリスク評価を血液検査にて調べます。
※検査結果につきましては、後日、専用用紙にて報告させていただきます

Lox-index 13,860¥  
将来の脳梗塞･心筋梗塞の発症リスクを評価する血液検査になります。
※検査結果につきましては、後日、専用用紙にて報告させていただきます

膣内の分泌物を採取し、クラミジアの感染の有無を調べます。
膣内の分泌物を採取し、カンジダの感染の有無を調べます。

甲状腺の腫瘍や形態異常を見つけます。

下腹部より超音波を当てることにより、前立腺の大きさや肥大の度合い、腫瘍の有無を見る
ことができます。膀胱に尿を溜めた状態で行います。

ＰＳＡ 1,650¥    

骨の中のカルシウムの濃度を測定し、年齢を加味して同年齢の平均値と比較します。

440¥      
無機リンの代謝はCa調節ホルモンの影響を強く受けます。
種々の生理機能調節に重要な役割を果たしています。

660¥      

鉄欠乏貧血などの鉄代謝に異常をきたす疾患や病態の変化を反映します。

ＴＩＢＣ
血清中のすべてのトランスフェリン（鉄の貯蔵・運搬に関与する蛋白）と結合できる鉄の総量
です。

不飽和（未結合）のトランスフェリンと結合しうる鉄量です。

乳房内の腫瘍（大きさや位置、性状など）や形態異常を見つけます。

女性生殖器内の腫瘍や形態異常を見つけます。
膣内の細胞を採取し、子宮頸部･膣部のがん細胞の有無を調べます。

☆婦人科健診（木曜日午前のみ）

前立腺から分泌される物質で、前立腺疾患になると高濃度に検出されます。前立腺疾患の
早期発見のための検査の１つです。

甲状腺の機能検査を血液で行います。甲状腺は自覚症状が出にくいのでこの検査によって
バセドウ氏病や橋本病を発見することができます。

脳内の腫瘍や形態異常を見つけます。

4,950¥    

心臓に長時間負担がかかると分泌されるホルモンで、心臓病の早期発見が可能になりま
す。動悸や息切れが気になる方や高血圧の方にお勧めです。

前立腺超音波検査（経腹） 6,050¥    

胸部臓器（主に肺や心臓）の腫瘍や形態異常を見つけます。
腹部臓器の腫瘍や形態異常を見つけます。

頸動脈超音波検査 6,050¥    
頸動脈は動脈硬化の好発部位であるため、頸動脈の動脈硬化の程度から全身の動脈硬化
や脳血管疾患の評価を行います。

心電図・脈波・心音図・血圧を同時に測定し、動脈硬化の進行度を調べます。

心臓の形態異常や弁の異常を見つけます。

ＢＮＰ 2,200¥    

ＴＳＨ・Ｆ-Ｔ3・Ｆ-Ｔ4

ＨＩＶ抗体検査 1,650¥    
ＡＩＤＳ発症の原因ウイルスによる抗体の有無を調べます。プライバシーの問題がありますの
で同意書をいただける場合のみ検査を行うことができます。

心臓の形態異常（大きさや壁の厚さなど）、弁の異常（形態や動き）を見つけます。
前立腺の腫瘍（大きさや位置、性状など）や形態異常を見つけます。
甲状腺の腫瘍（大きさや位置、性状など）や形態異常を見つけます。
皮下脂肪の厚さを超音波にて計測します。

ABC検診 3,850¥    
ピロリ菌感染の有無や胃粘膜萎縮度を調べ、胃がんになりやすいか否かリスク（危険度）分
類する検査です。※胃がんそのものを見つけ出す検査ではありません

CA19-9（腫瘍マーカー） 1,650¥    
膵臓・胆のう・胆管を主とする消化器がん、肺がん、乳がんなどのがん細胞が産生する物質
で、がんのスクリーニング検査の1つです。

ペプシノーゲン 5,500¥    
血液で行う胃の検査です。慢性萎縮性胃炎は胃がんの高危険群となるため、早期発見のた
めの検査の１つです。

抗ヘリコバクターピロリ
IgG抗体

880¥      非侵襲的な検査方法でピロリ菌感染のスクリーニング検査を行うことができます。

風疹の既往（過去に罹ったことがあるかどうか）を見る検査です。
麻疹の既往（過去に罹ったことがあるかどうか）を見る検査です。
ＡＢＯ型とRh型を調べます。



☆アレルギー検査
ハウスダスト 1,320¥    
ダニ 1,320¥    
スギ 1,320¥    
ヒノキ 1,320¥    

☆生理機能検査
負荷心電図 3,850¥    

◎上記は全て１０％の税込価格となります。

※上記記載項目以外にも検査を行うことができますので、ご希望の検査がありましたら担当者までご相談ください。

※各健康保険組合や健診代行機関を通して健康診断を受診される方も検査を受けていただくことが可能ですが、検査費に
　 関しては自己負担となります。また、オプション検査の結果はご本人様のみのご報告になります。

※2016年1月より、婦人科検診は「木曜日の午前中（9：00～11：30）」に変更になりました。

医療法人社団 久福会 関野病院

ハウスダスト（屋内塵）に対する抗体を調べます。
ヤケヒョウダニに対する抗体を調べます。
スギ花粉に対する抗体を調べます。

動物マルチ 1,320¥    
ネコのフケ・イヌのフケ・モルモット上皮・ラット・マウスに対する抗体を調べます。陽性の場
合、どのアレルゲンに対する抗体かを調べるには精密検査を行います。

ヒノキに対する抗体を調べます。

1,320¥    
卵白・牛乳・小麦・大豆・ピーナッツに対する抗体を調べます。陽性の場合、どのアレルゲン
に対する抗体かを調べるには精密検査を行います。

イネ科マルチ 1,320¥    
ハルガヤ・ギョウギシバ・カモガヤ・オオアワガエリ・アシに対する抗体を調べます。陽性の場
合、どのアレルゲンに対する抗体かを調べるには精密検査を行います。

食物マルチ

ペニシリウム・クラドスポリウム・アスペルギルス・カンジダ・アルテルナリア・ヘルミントスポリウムに対する抗
体を調べます。陽性の場合、どのアレルゲンに対する抗体かを調べるには精密検査を行います。

雑草マルチ 1,320¥    
ブタクサ・ヨモギ・フランスギク・タンポポ・アキノキリンソウに対する抗体を調べます。陽性の
場合、どのアレルゲンに対する抗体かを調べるには精密検査を行います。

３分間の階段昇降を行い、心臓に負荷をかけます。負荷の前後で心電図に変化があるかを調べます。

ホルター心電図

真菌(カビ)マルチ 1,320¥    

２４時間の心電図を連続記録し、一般生活の中での心臓の状態を把握します。装着中の入
浴は出来ません。また、翌日も来院していただき、機械をはずします。

16,500¥  

睡眠中の鼻での呼吸状態および血液中の酸素飽和度を測定し、睡眠中に無呼吸や低呼
吸、いびきがあるかを見ていきます。1時間当たりの無呼吸・低呼吸指数（AHI）が高い場合
は精密検査を行います。翌日機械返却のためご来院いただきます。

要相談
睡眠時無呼吸症候群
（簡易検査）

運動時の心臓および肺機能を同時に見ていく検査で、それぞれの極めて詳細な状態を把握
できます。検査は午後に行います。

7,700¥    心肺機能検査（日程要相談）




