
ドックの種類・料金 

半日ドック 内     容 料金（税込） 

胃検査 
バリウムコース 

胃の検査がバリウム（上部消化管 X線）コース 

身体計測、眼科検査、聴力検査、血圧測定、血液検査、尿検査、便潜血検査、
心電図検査、胸部 X線検査、腹部超音波検査、上部消化管 X線検査、診察 

55,000円 

胃検査 
内視鏡コース 

胃の検査が上部消化管内視鏡（経鼻）コース 

胃の検査以外はバリウムコースと同様です。※鼻に病気のある方、鼻腔の
狭い方など経鼻が困難な場合は、経口検査により実施いたします。 

60,500円 

 

脳ドック 内     容 料金（税込） 

脳ドックコース① 
頭部 MRI・MRA検査、認知機能検査、頸動脈超音波検査、身体計測、血圧測定、 
心電図検査、血液検査、尿検査、診察 

62,700円 

脳ドックコース② 
健診日 1ヵ月以内に当院の半日ドックを受けた方が対象 
頭部 MRI・MRA検査、認知機能検査、頸動脈超音波検査、血圧測定、診察 

47,300円 

※ 半日ドックと脳ドックの 2コースより受診が可能です。詳しくは予約時にご確認ください。 

オプション検査 

項  目 内     容 料金（税込） 

脳検査（※） 頭部 MRI・MRA検査 33,000円 

心臓機能検査（※） 心臓超音波検査 ★肺がん CT 検査実施の方は選択できません。 11,000円 

血圧脈波検査（※） 動脈硬化を評価する検査 2,750 円 

肺がんＣＴ検査（※） 肺ヘリカル CT ★CT実施の方は胸部Ｘ線撮影は行いません。 11,000円 

肺がん血液検査 血液検査（CYFRA、PRO-GRP、SLX） 3,300 円 

間質性肺炎検査 血液検査（KL-6） 2,200 円 

喀痰検査 喀痰細胞診 3,300 円 

乳がん検査（※） 乳房超音波検査、又はマンモグラフィ検査のいずれかを選択 5,500 円 

子宮がん検査（※） 

子宮頸部細胞診検査・内診 5,500 円 

子宮体部細胞診検査・内診 11,000円 

子宮頸部・体部細胞診検査・内診 14,300円 

卵巣がん検査 血液検査（CA125） 3,300 円 

甲状腺機能検査 血液検査（TSH） 3,300 円 

下部消化管検査 大腸内視鏡検査 ※ドックと別日の実施となります。 24,200円 

アレルギー検査 血液検査（36項目） 16,500円 

ヘリコバクター・ピロリ
菌感染検査 

ヘリコバクター・ピロリ菌がいるかどうかを確かめる血液検査 
※過去にヘリコバクター・ピロリ菌除菌治療をされている場合、正確な検査
ができないため対象外となります。 

2,750 円 

骨密度検査 超音波骨密度測定検査 1,100 円 

エイズ検査 血液検査（HIV抗体検査） 3,300 円 

血液型検査 血液検査（ABO式・Rh 式） 2,200 円 

項目に「※」が表示されている検査は、人数制限がありますので予約時にご確認ください。        （R3.4 版） 



検査項目一覧表 

検査項目 内容 
半日 
ドック 

脳ドック 
コース１ 

脳ドック 
コース２ 

身体計測 身長・体重・標準体重・ＢＭＩ・復位 ○ ○  

眼科検査 視力・眼圧・眼底検査（無散瞳眼底カメラ） ○   

聴力検査 オージオメーターによる簡易聴力 ○   

胸部Ｘ線撮影 直接撮影 ○   

血圧測定  ○ ○ ○ 

心電図検査  ○ ○  

血

液

検

査 

生化学 
（肝・胆・膵・心臓） 

AST（GOT）・ALT（GPT）・γ-GTP・T-Bil・ 
D-Bil・ALP・Ch-E・アミラーゼ・BNP 

○   

生化学 
（血液蛋白） 

総蛋白・ALB ○ ○  

LDH・A/G 比 ○   

生化学 
（腎臓・電解質） 

クレアチニン・尿酸・eGFR・尿素窒素 ○ ○  

Na・K・Cl・Ca・P ○   

生化学 
（脂質・糖代謝） 

総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロー
ル・LDLコレステロール・空腹時血糖・HbA1c 

○ ○  

non-HDLコレステロール ○   

血清学 
（炎症反応） 

ASO・CRP・RF ○   

血清学 
（感染症） 

RPR法・TPHA法・HBs抗体・HCV 抗体・HBs抗原 ○   

腫瘍マーカー 
CEA・AFP・CA19-9 
PSA（男性のみ） 

○   

甲状腺機能検査 TSH（女性のみ） ○   

血液学的検査 

白血球・赤血球・Hb・Ht・血小板数 ○ ○  

MCV・MCH・MCHC・血液像（白血球百分率） ○   

尿検査 

糖・蛋白・潜血 ○ ○  

ウロビリノーゲン・PH・比重・ケトン体・ 
ビリルビン・沈渣（赤血球・白血球・円柱） 

○   

腹部超音波検査 胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓 ○   

上部消化管検査 食道・胃・十二指腸 ○   

便潜血検査 2 回法 ○   

診察  ○ ○ ○ 

認知機能検査 MMSE・かなひろいテスト  ○ ○ 

頸動脈超音波検査 
ＭＲＩ・ＭＲＡ撮影 

  ○ ○ 

※ 脳ドックコース２は、健診日 1 カ月以内に当院の半日ドックを受けた方が対象となります。 
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健康診断データの見方 

身体計測（ＢＭＩ） 

BMI (body mass index) とは、肥満度の判定方法の一つです。 

【肥満度の算出方法】 

◆BMI＝体重(kg) ÷ 身長(m)2 

【標準体重の算出方法】 

◆標準体重＝身長 (m)2×22 

基準値は18.5以上25未満 

血圧 

血圧測定には、収縮期血圧（最高血圧）と拡張期血圧（最低血圧）があります。 

基準値は 

 収縮期血圧（最高血圧）：130mmHg未満 

拡張期血圧（最低血圧）： 85mmHg未満 

血圧の高い方の降圧目標は 

高齢者で140/90mmHg未満 

若年・中年者は130/85mmHg未満 

糖尿病患者や腎障害患者では130/80mmHg未満 

眼圧 

眼球内の圧力（眼球の硬さ）のことです。 高くなると視神経が障害され、視野が

狭くなっていく病気が緑内障です。 

基準値は両眼とも 20mmHg未満 

聴力 

検査方法は一般的にオージーオメータを使用し、1000Ｈｚ30db及び 4000Ｈｚ40db

の音を用いて検査します。 一般に人間の耳が聞くことのできる音の高さの範囲

（可聴領域）は、20〜20000ヘルツといわれておりますが、人の会話は、 250〜2000

ヘルツの間で行っております。加齢や騒音による聴力低下は、一般に人の会話域

をはずれた高音域からはじまります。 

基準値は両耳とも 

1000Ｈｚ：30db以下 ・ 4000Ｈｚ：40db以下 

呼吸機能 

肺活量：身長・性別・年齢・姿勢などで異なります。 息を精一杯に深く吸い込み、

できるだけ吐き出したときの空気量をいいます。 健康な成人では 男性は3000〜

4000ml 女性は2000〜3000ml くらいになります。 

％肺活量：実際に測定した肺活量が年齢と身長より算出される肺活量予測値の

何％に当たるかを求めた数字をいいます。 

１秒率：息を精一杯に深く吸い込み、それを一気に吐き出したときの空気量のう

ち、 最初の一秒間に吐き出された量の割合です。 空気を一度に吐き出す力を示

し、肺胸郭・横隔膜の弾性、呼吸筋の強さを意味します。 

腎臓機能 

尿素窒素(BUN)：腎臓が十分働いているかどうかを調べる検査で、この数値が高く

なるほど、 腎臓の機能が低下していることを表しています。 高蛋白食を多く摂

取したり、妊娠、運動などの生理的な影響によっても数値が変動します。 

クレアチニン(Cre)：腎疾患の進行とともに、 腎機能が正常の半分以下に低下す

ると血清クレアチニン濃度は上昇します。 運動による影響を受けやすいため、早

朝、空腹時に採血するのが望ましいとされています。 

尿酸 

痛風の原因となる物質で、尿酸が高くなると結晶となり、これが関節内に沈着し

て痛風発作がおきます。 また腎臓にも尿酸がたまりやすく、腎機能低下の原因に

もなります。 
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便潜血反応 大腸癌を見つけるための手がかりとなる検査です。 

血液検査 

赤血球（RBC）、血色素（Hb）（ヘモグロビン）、ヘマトクリット（Ht)： 赤血球

は血液の主要な構成成分で、酸素を肺から各組織へ運ぶ働きがあります。赤血球

数、ヘマトクリット、ヘモグロビンの三つの検査は、 この血液中の赤血球の状態

を調べるもので、主に貧血の診断のために行われます。 

白血球数（WBC）：白血球が増加する場合は、一般的に細菌などが身体のどこかに

侵入し、 炎症を起こしていることを示しています。 

血小板数（Plt）：出血した時に血液を固めて、出血を止める動きをしています。

血小板数を調べることは、 出血しやすさと止血の機能を見る目的で行います。 

末梢血液像：白血球には、好中球（Neut）、好酸球（Eosino）、好塩基球（Baso）、

リンパ球（Lympho）、 単球（Mono）の五種類があり、それぞれが独自の働きをし

ています。 この五種類の細胞のバランスが崩れていないかを調べます。同時に異

常のある細胞≪白血病細胞など≫がないかも検査します。 

肝臓機能検査 

総ビリルビン（T.Bil）：肝臓機能障害のときに見られる黄疸の指標です。 

アルカリフォスファターゼ（ALP）：肝臓や小腸、腎臓、骨などの臓器に存在して

おり、 これらの臓器に異常があるとALPが高値となります。とくに他の肝機能検

査の結果をもとに、 肝臓に異常があるのか、胆道に異常があるのか鑑別するのに

役立ちます。 

コリンエステラーゼ（ChE）：肝硬変や慢性肝炎などで肝機能が低下するとコリン

エステラーゼは低下します。 

GOT（AST）：酵素の一種で、肝臓、心臓の筋肉や骨格筋に多く含まれており、 肝

臓や心臓などに障害があると、血液中に漏れでて高値となります。 一般的に急性

肝炎、慢性肝炎、肝硬変、肝癌、脂肪肝などが考えられます。 

GPT（ALT）：酵素の一種で、肝臓に一番多く含まれており、肝臓の細胞が破壊さ

れると、 血液中に漏れ出て高値となり、急性肝炎、慢性肝炎、アルコール性肝障

害、薬剤性肝障害、肝硬変、脂肪肝などの疑いがあります。 

LDH：酵素の一種で、肝臓、心臓、血液、骨格筋などに多く含まれており、 これ

らの臓器に異常があると血液中のLDHは高値となります。 

r-GTP：肝臓や腎臓に多く存在する酵素の一種で、とくにアルコールに敏感に反応

するため、 アルコール性肝障害の判定に重要視されております。またいろいろな

肝疾患のときにも高値となります。 

総蛋白（TP）：高い場合は慢性肝炎、肝硬変、膠原病、多発性骨髄腫などでみら

れ、 低い場合は重症の肝障害、肝硬変、ネフローゼ症候群、栄養不良などが考え

られます。 

蛋白分画：血液中の蛋白質は100種類以上ありますが、 主にアルブミンとグロブ

リンに大別できます。これらの構成比からさまざまな病態の把握を行う検査です。 

また肝臓疾患が進行するアルブミンは低下し、グロブリンは増加して、アルブミ

ンとグロブリンの比（A/G比）は低くなります。 

腫瘍マーカー 

体内に腫瘍が芽生えると、その腫瘍により特殊な物質が大量につくられ、血液に

出現してきます。 この物質を「腫瘍マーカー」といいます。がんのスクリーニン

グとして用いられますが、 いまだ理想的な検査とはいえませんが、血液中にこの

物質が基準以上に出現したときは、がんがあることが推測されます。 がんの腫瘍

マーカーといわれています。 
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甲状腺刺激ホルモン 

甲状腺ホルモンの過不足と連動して変化するホルモンです。甲状腺ホルモンが不

足すると 多く分泌され高値となり、甲状腺ホルモンが過剰になると分泌が減って

低値となります。 

血清反応 

ASO（抗streptolysin-O 抗体）：溶連菌感染の有無をチェックする方法です。 

CRP：炎症が起きたり、組織の一部が破壊したときに血液中に現われる蛋白質の一

種で、炎症の有無をチェックする方法です。 

RF(リウマチ因子)：慢性関節リウマチの疑いのあるときに行われる検査方法です。 

RPR,TPHA：ともに梅毒の検査です。 

肝炎ウイルス検査 

HBs抗原：陽性(+)は現在Ｂ型肝炎ウイルス(HBV)の感染状態を意味します 

HBs抗体：陽性(+)は過去にＢ型肝炎ウイルス(HBV)に感染した事を意味します 

HC抗体：陽性(+)は現在C型肝炎ウイルスに感染しているか、過去に感染して治っ

たことを意味します 

糖代謝 

空腹時血糖（FBS）：正常は早朝空腹時血糖値が99mg/dl以下です。 

HbA1c;検査前の1〜2ヶ月間の血糖の平均を反映すると考えられており、正常値は

5.5％以下です。 

空腹時血糖 126以上 かつ HbA1c 6.5以上で糖尿病と診断されます。 

アミラーゼ 
デンプンを分解する酵素で、主に膵臓や唾液腺から分泌されます。よって膵疾患

や唾液腺疾患の診断を目的に検査されます。 

脂質代謝 

中性脂肪：お腹のたるみ,肥満のもととなる脂肪で、動脈硬化へと進展させます。 

しかしエネルギー源（貯蔵庫）となったり、体温を保ったり（断熱材）、衝撃か

ら内臓を守る（クッション材）良い役割もあります。 

総コレステロール：ホルモンの原料となり、また細胞膜を構成するのがコレステ

ロールです。 そして脂肪の消化を助ける胆汁の原料にもなります。コレステロー

ルの約80%は肝臓を中心に体中で作られます。 

HDL-コレステロール(HDL-C)、LDLコレステロール(LDL-C)： コレステロールは

HDL-CとLDL-Cに分けられ、善玉コレステロール、悪玉コレステロールとも呼ばれ

ています。 HDL-Cが少ないと動脈硬化の危険があります。LDL-Cが必要以上に多く

なると、 体の細胞にコレステロールを運搬する役割上、細胞や血液の中にコレス

テロールがたまって、動脈硬化の原因となります。 

non-HDLコレステロール（nonHDL-C）：non-HDLコレステロールは“総悪玉”とも

呼ばれています。悪玉にはLDLコレステロールとは別の悪玉があり、それを含めす

べての悪玉の量を表すのが、non-HDLコレステロールの値です。通常、LDLコレス

テロール以外の悪玉はごくわずかです。しかし、中性脂肪の値が高い人ではその

量が増え、動脈硬化にも悪影響を及ぼします。それは、別の悪玉は中性脂肪と一

緒になって血液中に存在するからです。そのため、中性脂肪が高い人などの場合

は、LDLコレステロールだけではなく、non-HDLコレステロールの値もチェックす

ることが望ましいです。 

腹部超音波検査 

超音波を利用して腹腔内の臓器（胆嚢、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓など）の形態な

どをチェックします。 一般的に多い所見は胆のうポリープ.肝嚢胞.脂肪肝.胆石.

肝血管腫.腎嚢胞などです。 また肝臓がん、膵臓がん、腎臓がんの発見にも役立

ちます。 

心電図 
心臓の微弱な活動電流の様子をグラフして変化を記録したものです。不整脈、心

臓肥大、狭心症、心筋梗塞などの診断に必要な検査です。 
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眼底検査 
眼底カメラを用いて眼底を撮影し、血圧に関する眼底病変、糖尿病などの全身病

に伴う眼底変化、緑内障の早期発見、各種の眼疾患の診断などに有用です。 

胸部レントゲン検査 
Ｘ線を照射してフィルムに濃淡の像を映し出し、肺・心臓等胸部病変をチェック

します。 肺がんの早期発見、肺結核、肺炎、心臓病診断に必要な検査です。 

上部消化管検査 

食道、胃、十二指腸までの病変の有無を検査します。一般的には食道裂孔ヘルニ

ア、 胃炎、胃十二指腸潰瘍や潰瘍瘢痕（治った跡）、ポリープなどが多く、また

食道や胃がんの早期発見に役立ちます。 

 


