
項
目

料金（税込） 受診年齢の
　めやす　※ 検査で判る主な事柄

脳検診            (ＭＲＩ・ＭＲＡ・頚動脈超音波・神経学的診察) ** ¥38,500

　〃　　   　　 　　　　　　　　　　 【健診併用時】 * ¥33,000

一般脳ドック 　 (脳検診　+　身体計測・胸部Ｘ線・心電図・眼底・血液検査・尿検査・肺機能) 　** ¥49,500 40歳以上 　脳及び動脈硬化疾患

エルゴメーター運動負荷心電図検査 ** ¥7,700    高血圧・糖尿病・脂質異常症・喫煙・運動不足・ 40歳以上 　狭心症・不整脈

心臓超音波検査 ** ¥11,000 40歳以上 　弁膜症・心不全・心筋症

¥2,725

¥2,125

乳房検査（触診・マンモグラフィ-）+子宮検査（頚部細胞診・内診）セット ¥6,660

乳房検査（触診・マンモグラフィ-）+子宮検査（頚部細胞診・内診）セット　 ¥9,084

* ¥5,439

¥7,863

¥1,686        がんの早期発見のため、自覚症状のない　　

¥1,086 　　　 全ての女性に。

乳房検査　（触診・マンモグラフィー） ¥5,621

乳房検査　（触診・乳腺超音波） * ¥4,400 20歳以上

¥1,039

¥3,463

パピローマウィルス検査 ※子宮検査（頚部細胞診・内診）と併せてご受診ください。 ¥6,600 20歳以上 　子宮がんの危険度の判定

経膣超音波検査 ¥6,050 生理痛のひどい方。月経時出血の多い方。 20歳以上 　卵巣腫瘍・子宮筋腫・閉経後の子宮体がん等

肺マルチスライスＣＴ検査 ¥11,000 40歳以上 　肺腫瘍・肺結核

喀痰細胞診検査　（３日法） ¥3,300 40歳以上 　肺がん

骨密度測定検査 ¥4,400 40歳以上 　骨粗鬆症

血圧脈波検査 ¥2,200 血管年齢、動脈硬化の程度を知りたい方。 40歳以上 　動脈硬化症

毛髪ミネラル検査 ¥11,000 全年齢 　体に含まれている有害金属の蓄積量

ピロリ菌抗体検査　（検尿） ※過去に陽性反応が出た方は検査対象外です ¥1,650 全年齢 　胃内部のピロリ菌の感染の有無

ＳＡＳスクリーニング検査 ※自宅検査２日間 ¥9,900 40歳以上 　睡眠時無呼吸症候群

眼底検査　（両眼） ¥1,760 動脈硬化の程度を知りたい方。年齢が高めの方 35歳以上 　目の緑内障・白内障・糖尿病・糖尿網膜症等

腹部超音波検査 ¥6,050 35歳以上 　肝臓・腎臓・膵臓・脾臓・胆嚢の異常の有無

付加健診セット【一般健診併用時】 ・４０歳・５０歳 ¥4,802

(尿沈査・血小板数・末梢血液像・総蛋白・ｱﾙﾌﾞﾐﾝ・総ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ・ｱﾐﾗｰｾﾞ・ＬＤＨ・眼底・肺機能・腹部超音波) ・３５歳以上 ¥9,603

腫瘍マーカーセット ①CEA・②AFP・③CA19-9　                                         （ 1項目　￥2,750 ） ¥5,500 40歳以上 　①大腸がん・②肝がん・③膵臓がん

前立腺腫瘍マーカー PSA ¥2,200 50歳以上 　前立腺がん

卵巣腫瘍マーカー CA125 ¥3,080 20歳以上 　卵巣腫瘍

甲状腺血液検査 TSH・FT3・FT4 ¥7,260 40歳以上 　甲状腺機能亢進症・甲状腺機能低下症

心臓スクリーニング HANP・BNP ¥5,500 40歳以上 　心不全

ＭＣＩスクリーニング MCI ¥22,000 最近、物忘れが増えてきた方。 40歳以上 　アルハイマー型認知症リスク判定

¥624 35歳以上

¥2,079 全年齢

                （注）* …検査終了迄に時間がかかります。　　　（注）**　…午後からの実施　（水曜・土曜を除く）　　※いずれの検査も年齢に関係なくご受診いただけます。（但し一部除く）

全国健康保険協会(協会けんぽ）ご加入の方　オプション検査表　   ★オプション検査ご希望の方は必ず事前にご連絡下さい。 医療法人　メドック健康クリニック
ＴＥＬ 052-752-1125

検　　査　　内　　容 こんな方におすすめ！

脳

　 頭の病気が気になる方。
40歳以上 　微小脳梗塞・脳動脈瘤

　 頭痛､めまい､しびれ､麻痺､物忘れ等心配な方。

  上記以外に身体の健康状態も心配な方。

・２０歳以上偶数年齢
20歳以上

・２０歳以上奇数年齢 , 配偶者

心
臓    ストレス・家族で狭心症､心筋梗塞を患った方がいる等

婦
人
科

乳房検査（マンモグラフィ-）+子宮検査（頚部細胞診・内診）セット　
・４０歳代偶数年齢

30歳以上

乳房検査　（マンモグラフィー）

子宮検査　（頚部細胞診・内診）　　　　
・２０歳以上偶数年齢

20歳以上 　子宮頸がん
・２０歳以上奇数年齢 , 配偶者

　乳がん・子宮頸がん

・５０歳以上偶数年齢

・３０歳以上偶数年齢

・３０歳以上奇数年齢 , 配偶者

乳房検査（触診・乳腺超音波）+子宮検査（頚部細胞診・内診）セット　

充分に睡眠を取っているのに寝不足を感じる方。

肝臓、腎臓、膵臓、脾臓、胆嚢が気になる方。

一般健診に加えてより詳細な検査を受けたい方。

　乳がん
・５０歳以上偶数年齢

・３０歳代 , ４０歳以上奇数年齢 , 配偶者

・２０歳以上 , 配偶者

・４０歳代偶数年齢

30歳以上

歩いていて、息切れがするようになられた方。

肝炎ウイルス HCV抗体・ＨＢｓ抗原　　　　　　　　　　　　

肺

タバコを吸う方。タバコの煙が気になる方。
肺の病気が心配な方。

熱もないのに、よく痰が出る。ヘビースモーカーの方。

そ
の
他

やせている方。喫煙・飲酒される方。ダイエット経験がある方。
閉経間際、閉経後の方。糖尿病・脂質異常症の心配な方。

ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽを知りたい方。不特定の皮膚症状にお困りの方。

胃症状が気になる方。

　・35歳以上（過去に受けた事が無い方） 肝炎が疑わしいと言われた方。輸血された方。
刺青・ボディピアス等、経験のある方。

　Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎

35歳以上

血
液
検
査

消化器(大腸・肝臓・膵臓)のがんが心配な方。

尿の勢いが弱い。残尿感、頻尿が気になる男性。

卵巣のがんが心配な方。

甲状腺が悪いのでは？と指摘され心配な方。
治療後の経過を知りたい方。



オプション検査表　   ★オプション検査をご希望の方は、必ず事前にご連絡下さい。

 ★お支払いは、当日窓口にてお願い致します。

料金（税込）
受診年齢の
　めやす　※

内臓脂肪ＣＴ検査 ¥3,300 お腹周りが気になる方 40歳以上 内臓脂肪の蓄積

腹部ＣＴ検査 ¥11,000 内臓の状態が気になる方 40歳以上 腹部超音波検査では見えにくい深部臓器の診断

内臓脂肪ＣＴ+腹部ＣＴ検査 ¥13,200 外食の多い方・ポッコリお腹の方 40歳以上 内臓脂肪と見えにくい深部臓器の診断

大腸ＣＴ検査 * ¥33,000 大腸がんが心配な方。大腸カメラが苦手な方。 40歳以上 大腸ポリープ・大腸がん

頚動脈超音波検査 ¥6,050 平常時に頭痛・めまいがある方 40歳以上 動脈硬化症

　（注）*　… 別日受診（健康診断受診日より1週間後以降）。午後からの実施　（水曜・土曜を除く）。単独受診可。

　　　　　　　　　（宿泊コースに追加される場合はコース変更となります。同日受診が可能です。但し事前来院が必要です。）

血液検査

料金（税込）
受診年齢の
　めやす　※

リウマチ検査 RF ¥2,200 関節痛・関節の腫れ等が気になる方、女性の方 30歳以上 関節リウマチ

肺マーカー CYFRA ¥3,300 タバコを吸う方 40歳以上 肺がん・肺・胸部疾患

乳マーカー CA15-3 ¥2,750 乳がんが心配な方 40歳以上 乳がん ( 主に転移性の乳がん)

ＳＣＣマーカー SCC抗原 ¥3,300 子宮がん・肺がんが心配な方 30歳以上 子宮がん・肺がん

男性マーカーセット CEA・AFP・CA19-9・CYFRA・PSA ¥11,000 消化器・胸部・前立腺系疾患が気になる方 40歳以上 大腸がん・肝臓がん・膵臓がん・肺がん・前立腺がん

女性マーカーセット CEA・AFP・CA19-9・CA125・CA15-3 ・SCC抗原 ¥14,080 消化器・胸部・婦人科系疾患が気になる方 40歳以上 大腸がん・肝臓がん・膵臓がん・肺がん・乳がん・子宮がん

アレルギー検査10 10項目 ¥11,000 何のアレルギーがあるか知りたい方 全年齢

アレルギー検査39 39項目 ¥22,000 何のアレルギーがあるか知りたい方 全年齢

ウイルス抗体セット ＩｇＧ抗体検査 ¥11,000 抗体の有無を知りたい方 全年齢

ＣＯＶＩＤ-19抗体検査 ＩｇＧ抗体検査 ¥5,500 抗体の有無を知りたい方 全年齢

検　　査　　内　　容 こんな方におすすめ！ 検査で判る主な事柄

検　　査　　内　　容 こんな方におすすめ！ 検査で判る主な事柄

ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト・ネコ皮屑・イヌ皮屑・すぎ
・ヒノキ・卵白・そば・エビ・カニ

ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト・ネコ皮屑・イヌ皮屑・ゴキブリ・ガ・
すぎ・ヒノキ・はんのき・しらかんば・かもがや・ぶたくさ・よもぎ・ア
ルテルナリア・アスペルギルス・カンジダ・マラセチア・ラテックス・
卵白・オボムコイド・ミルク・小麦・大豆・そば・ピーナッツ・米・ごま・
エビ・カニ・キウイ・リンゴ・鶏肉・牛肉・豚肉・まぐろ・さけ・サバ・バ
ナナ・オオアワガエリ

①麻疹(はしか) ②風疹 ③おたふくかぜ ④水痘
の抗体の有無　　　　　　　　　　　　　　　 ( １項目ずつは \3,300 )

ＣＯＶＩＤ-19の抗体の有無

医療法人　メドック健康クリニック
ＴＥＬ 052-752-1125


