
検 査 内 容 検 査 目 的

 問診および内科診察（聴打診）

 身長・体重・標準体重・体脂肪率・ＢＭＩ・腹囲測定  肥満度・運動の指針

 裸眼・矯正  視力の低下

 オージオメーター（500・1000・2000・4000Ｈｚ）  難聴等聴力の検査

 座位  血圧検査

 肺活量・努力性肺活量・１秒率・１秒量  気管支喘息・肺臓機能

 胸部１２誘導（安静時・運動負荷後）  心臓機能検査

 無散瞳カメラ撮影（両眼）  高血圧・糖尿病・動脈硬化・眼底出血

 非接触測定装置  緑内障

 大角　１枚  呼吸器疾患検査

 四つ切　８枚  上部消化管検査

 超音波法　※女性のみ  骨密度検査

 胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓  結石・ポリープ・脂肪肝　等

 ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ‐ＧＴＰ・ＡＬＰ・ＬＤＨ・総ビリルビン
 アルブミン・コリンエステラーゼ・ＬＡＰ

 肝機能系

 HBｓ抗原・HBs抗体・HCV抗体  Ｂ型肝炎・C型肝炎

 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  脂質系

 総蛋白・Ｎａ・Ｋ・Ｃl・Ｃａ  腎臓機能（栄養状態）

 尿素窒素・クレアチニン・尿酸  腎臓機能・痛風　等

 血糖・Ｈｂ－Ａ１ｃ  糖尿病

 アミラーゼ  膵臓機能

 ＣＰＫ  心臓機能・筋疾患

 NT-proBNP  心筋梗塞・心不全

 FT3・FT4・TSH  甲状腺検査

血液学的検査
 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数・血液像
 ＴＩＢＣ・ＵＩＢＣ・フィブリノーゲン・血清鉄・ＭＣＶ・ＭＣＨ・ＭＣＨＣ

 貧血・感染症　等

血清学的検査  ＣＲＰ・ＲＦ  炎症・リウマチ系検査

 ＣＥＡ・ＡＦＰ・ＣＡ１９－９  消化器系癌検査

 シフラ  肺がん

 ＰＳＡ　※男性のみ  前立腺癌検査

 血清ｐ53抗体 食道がん・大腸がん　等

免疫学的検査  ペプシノーゲン・ヘリコバクターピロリ抗体  萎縮性胃炎　等

 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ＰＨ  尿路・腎機能・糖代謝　等

 免疫学的便潜血反応（２回法）  大腸癌検査

 ストレス調査  ストレス度判定

 保健指導  食事・生活一般指導

 脳ＭＲＩ・脳ＭＲＡ  脳梗塞・動脈瘤など病変の検査・判定

 頚動脈エコー  頸部頚動脈病変の変化

 胸部ＣＴ（マルチスライス）  肺がん等

 喀痰細胞診  肺がん

　腹部ＣＴ法
（内臓脂肪検査）

 体内脂肪面積  肥満度

　動脈硬化検査  血圧脈波（ABI・PWV値）  動脈硬化

生化学的検査

 糞便検査

健康指導

そ
の
他

　簡易脳ドック

　肺ドック

血
液
検
査

腫瘍マーカー

 身体測定

 視力検査

 聴力検査

 骨密度検査

 眼底検査

 胸部X線撮影

 胃部X線撮影

 診察・問診

料金　\９１，３００　（　検査料金：　\８３，０００　　消費税：　\８，３００　）

人間ドック新総合コース　　検査項目表

検 査 項 目

 尿検査

 眼圧検査

 血圧測定

 肺機能検査

 心電図検査

 超音波検査



検 査 内 容 検 査 目 的

 問診および内科診察（聴打診）

 身長・体重・標準体重・体脂肪率・ＢＭＩ・腹囲測定  肥満度・運動の指針

 裸眼・矯正  視力の低下

 オージオメーター（500・1000・2000・4000Ｈｚ）  難聴等聴力の検査

 座位  血圧検査

 肺活量・努力性肺活量・１秒率・１秒量  気管支喘息・肺臓機能

 胸部１２誘導（安静時・運動負荷後）  心臓機能検査

 無散瞳カメラ撮影（両眼）  高血圧・糖尿病・動脈硬化・眼底出血

 非接触測定装置  緑内障

 大角　１枚  呼吸器疾患検査

 四つ切　８枚  上部消化管検査

 超音波法　※女性のみ  骨密度検査

 胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓  結石・ポリープ・脂肪肝　等

 ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ‐ＧＴＰ・ＡＬＰ・ＬＤＨ・総ビリルビン
 アルブミン・コリンエステラーゼ・ＬＡＰ

 肝機能系

 HBｓ抗原・HBs抗体・HCV抗体  Ｂ型肝炎・C型肝炎

 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  脂質系

 総蛋白・Ｎａ・Ｋ・Ｃl・Ｃａ  腎臓機能（栄養状態）

 尿素窒素・クレアチニン・尿酸  腎臓機能・痛風　等

 血糖・Ｈｂ－Ａ１ｃ  糖尿病

 アミラーゼ  膵臓機能

 ＣＰＫ  心臓機能・筋疾患

 NT-proBNP  心筋梗塞・心不全

 FT3・FT4・TSH  甲状腺検査

血液学的検査
 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数・血液像
 ＴＩＢＣ・ＵＩＢＣ・フィブリノーゲン・血清鉄・ＭＣＶ・ＭＣＨ・ＭＣＨＣ

 貧血・感染症　等

血清学的検査  ＣＲＰ・ＲＦ  炎症・リウマチ系検査

 ＣＥＡ・ＡＦＰ・ＣＡ１９－９  消化器系癌検査

  シフラ 　肺がん

 ＰＳＡ　※男性のみ  前立腺癌検査

 血清ｐ53抗体 食道がん・大腸がん　等

免疫学的検査  ペプシノーゲン・ヘリコバクターピロリ抗体  萎縮性胃炎　等

 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ＰＨ  尿路・腎機能・糖代謝　等

 免疫学的便潜血反応（２回法）  大腸癌検査

 ストレス調査  ストレス度判定

 保健指導  食事・生活一般指導

 胸部ＣＴ（マルチスライス）  肺がん等

 喀痰細胞診  肺がん

　腹部ＣＴ法
（内臓脂肪検査）

 体内脂肪面積  肥満度

　動脈硬化検査  血圧脈波（ABI・PWV値）  動脈硬化

料金　\６４，５７０　（　検査料金：　\５８，７００　　消費税：　\５，８７０　）

 尿検査

 糞便検査

健康指導

　肺ドック

 胃部X線撮影

 骨密度検査

 超音波検査

血
液
検
査

生化学的検査

腫瘍マーカー

 血圧測定

 肺機能検査

 心電図検査

 眼底検査

 眼圧検査

 胸部X線撮影

人間ドック新総合コース（脳ドックなし） 検査項目表

検 査 項 目

 診察・問診

 身体測定

 視力検査

 聴力検査



検 査 内 容 検 査 目 的

 問診および内科診察（聴打診）

 身長・体重・標準体重・体脂肪率・ＢＭＩ・腹囲測定  肥満度・運動の指針

 裸眼・矯正  視力の低下

 オージオメーター（500・1000・2000・4000Ｈｚ）  難聴等聴力の検査

 座位  血圧検査

 肺活量・努力性肺活量・１秒率・１秒量  気管支喘息・肺臓機能

 胸部１２誘導（安静時・運動負荷後）  心臓機能検査

 無散瞳カメラ撮影（両眼）  高血圧・糖尿病・動脈硬化・眼底出血

 非接触測定装置  緑内障

 大角　１枚  呼吸器疾患検査

 四つ切　８枚  上部消化管検査

 胆のう・肝臓・腎臓・膵臓  結石・ポリープ・脂肪肝　等

 ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ‐ＧＴＰ・ＡＬＰ・ＬＤＨ
 総ビリルビン・アルブミン

 肝機能系

 HBｓ抗原  Ｂ型肝炎ウイルス

 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  脂質系

 総蛋白・Ａ/Ｇ比・Ｎａ・Ｋ  腎臓機能（栄養状態）

 尿素窒素・クレアチニン・尿酸  腎臓機能・痛風　等

 血糖・Hb-A1c  糖尿病

 アミラーゼ  膵臓機能

 ＣＰＫ  心臓機能・筋疾患

血液学的検査
 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数
 ＴＩＢＣ・ＵＩＢＣ・血清鉄・ＭＣＶ・ＭＣＨ・ＭＣＨＣ

 貧血・感染症　等

血清学的検査  ＣＲＰ  炎症系検査

腫瘍マーカー  ＣＥＡ  消化器系癌検査

 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ＰＨ  尿路・腎機能・糖代謝　等

 免疫学的便潜血反応（２回法）  大腸癌検査

 ストレスプロフィール  ストレス度判定

 血圧測定

人間ドックＡコース　　検査項目表

検 査 項 目

 診察・問診

 身体測定

 視力検査

 聴力検査

 肺機能検査

 心電図検査

 眼底検査

 眼圧検査

 胸部X線撮影

生化学的検査

 胃部X線撮影

 超音波検査

血
液
検
査

 尿検査

 糞便検査

 ストレス調査

料金　\３３，０００　（　検査料金：　\３０，０００　　消費税：　\３，０００　）



検 査 内 容 検 査 目 的

 　問診および内科診察（聴打診）

 　身長・体重・標準体重・体脂肪率・ＢＭＩ・腹囲測定  肥満度・運動の指針

 　裸眼・矯正  視力の低下

 　オージオメーター（500・1000・2000・4000Ｈｚ）  難聴等聴力の検査

 　座位  血圧検査

 　肺活量・努力性肺活量・１秒率・１秒量  気管支喘息・肺臓機能

 　胸部１２誘導（安静時・運動負荷後）  心臓機能検査

 　無散瞳カメラ撮影（両眼）  高血圧・糖尿病・動脈硬化・眼底出血

 　非接触測定装置  緑内障

 　大角　１枚  呼吸器疾患検査

 　四つ切　８枚  上部消化管検査

 　超音波法　※女性のみ  骨密度検査

 　胆のう・肝臓・腎臓・膵臓  結石・ポリープ・脂肪肝　等

 　ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ‐ＧＴＰ・ＡＬＰ・ＬＤＨ・総ビリルビン
 　アルブミン・コリンエステラーゼ・ＬＡＰ

 肝機能系

 　HBｓ抗原  Ｂ型肝炎ウイルス

 　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  脂質系

 　総蛋白・Ｎａ・Ｋ・Ｃｉ・Ｃａ  腎臓機能（栄養状態）

 　尿素窒素・クレアチニン・尿酸  腎臓機能・痛風　等

 　血糖・Ｈｂ－Ａ１ｃ  糖尿病

 　アミラーゼ  膵臓機能

 　CPK  心臓機能・筋疾患

 　NT-proBNP  心筋梗塞・心不全

血液学的検査
 　白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン
 　血小板数・血液像
 　ＴＩＢＣ・ＵＩＢＣ・血清鉄・ＭＣＶ・ＭＣＨ・ＭＣＨＣ

 貧血・感染症　等

血清学的検査  　CRP・ＲＦ  炎症・リウマチ系検査

 　CEA・ＣＡ１９－９・ＡＦＰ  消化器系癌検査

 　ＰＳＡ　※男性のみ  前立腺癌検査

 　糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ＰＨ  尿路・腎機能・糖代謝　等

 　免疫学的便潜血反応（２回法）  大腸癌検査

 　ストレスプロフィール  ストレス度判定

人間ドック新Ｂコース　　検査項目表

検 査 項 目

 診察・問診

 身体測定

 眼圧検査

 胸部X線撮影

 視力検査

 聴力検査

 胃部X線撮影

 骨密度検査

 血圧測定

 肺機能検査

 心電図検査

 眼底検査

 ストレス調査

料金　\４１，８００　（　検査料金：　\３８，０００　　消費税：　\３，８００　）

腫瘍マーカー

生化学的検査

 超音波検査

血
液
検
査

 尿検査

 糞便検査



検 査 内 容 検 査 目 的

 　問診および内科診察（聴打診）

 　身長・体重・標準体重・体脂肪率・ＢＭＩ・腹囲測定  肥満度・運動の指針

 　裸眼・矯正  視力の低下

 　オージオメーター（500・1000・2000・4000Ｈｚ）  難聴等聴力の検査

 　座位  血圧検査

 　肺活量・努力性肺活量・１秒率・１秒量  気管支喘息・肺臓機能

 　胸部１２誘導（安静時・運動負荷後）  心臓機能検査

 　無散瞳カメラ撮影（両眼）  高血圧・糖尿病・動脈硬化・眼底出血

 　非接触測定装置  緑内障

 　大角　１枚  呼吸器疾患検査

 　四つ切　８枚  上部消化管検査

 　超音波法　※女性のみ  骨密度検査

 　胆のう・肝臓・腎臓・膵臓  結石・ポリープ・脂肪肝　等

 　ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ‐ＧＴＰ・ＡＬＰ・ＬＤＨ・総ビリルビン
 　アルブミン・コリンエステラーゼ・ＬＡＰ

 肝機能系

 　HBｓ抗原  Ｂ型肝炎ウイルス

 　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  脂質系

 　総蛋白・Ａ/Ｇ比・Ｎａ・Ｋ・Ｃｉ・Ｃａ  腎臓機能（栄養状態）

 　尿素窒素・クレアチニン・尿酸  腎臓機能・痛風　等

 　血糖・Ｈｂ－Ａ１ｃ  糖尿病

 　アミラーゼ  膵臓機能

 　CPK  心臓機能・筋疾患

血液学的検査
 　白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン
 　血小板数・血液像
 　ＴＩＢＣ・ＵＩＢＣ・血清鉄・ＭＣＶ・ＭＣＨ・ＭＣＨＣ

 貧血・感染症　等

血清学的検査  　CRP・ＲＦ  炎症・リウマチ系検査

 　CEA・ＣＡ１９－９・ＡＦＰ  消化器系癌検査

 　ＰＳＡ　※男性のみ  前立腺癌検査

 　糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ＰＨ・沈渣  尿路・腎機能・糖代謝　等

 　免疫学的便潜血反応（２回法）  大腸癌検査

 　ストレスプロフィール  ストレス度判定

人間ドックＢコース　　検査項目表

検 査 項 目

 診察・問診

 身体測定

 眼圧検査

 胸部X線撮影

 視力検査

 聴力検査

 胃部X線撮影

 骨密度検査

 血圧測定

 肺機能検査

 心電図検査

 眼底検査

 ストレス調査

料金　\４１，８００　（　検査料金：　\３８，０００　　消費税：　\３，８００　）

生化学的検査

腫瘍マーカー

 超音波検査

血
液
検
査

 尿検査

 糞便検査



検 査 内 容 検 査 目 的

 問診および内科診察（聴打診）

 身長・体重・標準体重・体脂肪率・ＢＭＩ・腹囲測定  肥満度・運動の指針

 裸眼・矯正  視力の低下

 オージオメーター（1000・4000Ｈｚ）  難聴等聴力の検査

 座位  血圧検査

 肺活量・努力性肺活量・１秒率・１秒量  気管支喘息・肺臓機能

 胸部１２誘導（安静時）  心臓機能検査

 無散瞳カメラ撮影（両眼）  高血圧・糖尿病・動脈硬化・眼底出血

 大角　１枚  呼吸器疾患検査

 四つ切　８枚  上部消化管検査

 胆のう・肝臓・腎臓・膵臓  結石・ポリープ・脂肪肝　等

 ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ‐ＧＴＰ・ＡＬＰ・ＬＤＨ
 総ビリルビン・アルブミン・ 総蛋白

 肝機能系

 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  脂質系

 クレアチニン・尿酸  腎臓機能・痛風　等

 血糖・Hb-A1c  糖尿病

 アミラーゼ  膵臓機能

血液学的検査
 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数・血
液像

 貧血・感染症　等

 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン  尿路・腎機能・糖代謝　等

 免疫学的便潜血反応（２回法）  大腸癌検査

人間ドック　検査項目表

検 査 項 目

 診察・問診

 身体測定

 心電図検査

 眼底検査

 胸部X線撮影

 胃部X線撮影

 視力検査

 聴力検査

 血圧測定

 肺機能検査

 超音波検査

血
液
検
査

生化学的検査

 尿検査

 糞便検査

料金　\２４，１５６　（　検査料金：　\２１，９６０　　消費税：　\２，１９６　）


