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お客様のニーズに対して、弊社は多種のコースを作成し 

ました。ご覧ください。 

 

 

検査内容 検査で異常な場合に疑われる代表的な病気 その他

既往症や家族の病歴などを聴収し、検査結果へ反映させたり、
聴診や打診を行う。

計測：身長・体重・血圧・ＢＭＩ・腹囲 ＢＭＩ＝体重Ｋｇ÷（身長ｍ×身長ｍ）＝血圧計で血圧を調べる。 肥満症、やせ症、高/低血圧　等

視力や眼底、眼圧などの検査を行う。 近視、乱視、白内障、緑内障、網膜疾患　等

外部の音を遮断したブースで音を聞き取って調べる。 難聴　等

手足と前胸部に電極をつけ、電圧の変化を調べる。 不整脈、狭心症、心筋梗塞、心筋症、心肥大　等

肝臓・胆嚢・膵臓・
脾臓・賢臓

超音波を用いて胸部臓器（肝臓・胆嚢・賢臓など）を調べる。
肝硬変、胆腫瘍、胆石症、胆のうポリープ、胆嚢
腫瘍、膵腫瘍、賢腫瘍　等

前立腺 良性の肥大か、癌の疑いの有無を確認する。 前立腺肥大、前立腺癌　等 男性のみ

尿を採取し、成分や性質などを調べる。 賢炎、糖尿病、尿路結石、肝臓障害、賢不全　等

血液でピロリ菌を調べる。 ヘリコパクター・ピロリ菌（胃炎の原因菌）の有無

人体を輪切りにした上体であてたＸ線をコンピューターで分析し、
人体の横断面を画像に写し出す検査をする。

肺炎、肺結核、肺気腫、気管支拡張症心臓腫瘍
等、

動脈硬化検査（ＡＢＩ検査） 動脈硬化の程度を検査する。 動脈硬化、下肢閉塞性動脈硬化症　等

血糖値 血液中の糖分の値を調べる。 糖尿病、耐糖能異常　等

血液検査 血液を分析して調べる。 貧血、多血、白血球・リンパ球などの疾患　等

血清検査 感染症や肝炎のウイルスに感染していないかどうかを調べる。 膠原病、甲状腺疾患、肝炎の原因　等

ＣＥＡ、ＳＣＣ、ｐ53
抗体、ＮＳＥ

大腸がん、食堂がん、肺がん　等

ＰＳＡ（男性のみ）
血液中の特殊なたん白や酵素などを測定し、がんのスクーリング
を行う。

前立腺がん

ＣＡ125、ＣＡ15-3
（女性のみ）

卵巣がん、子宮内膜症、乳がん　等

オプション検査

検査内容 検査で異常な場合に疑われる代表的な病気
売価
（円）/
税込

上部消化管内視鏡検査
先端小型カメラ（ＣＣＤ）または、レンズを内蔵した細長い管を口
から挿入し、食道、胃、十二指腸の内部を観察する。

食道炎、食道潰瘍、食道がん、胃炎、胃潰瘍、胃
がん、十二指腸潰瘍　等 33,000

大腸内視鏡検査 大腸ポリープ、大腸がん、潰瘍性大腸炎　等 65,000

頭部に対して強力な磁気をあてて撮影し、得られた情報から画像
診断をする。

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血　等 44,000

CTでは表わせなかった血流量や代謝機能の情報が得られる。と
くに脳血管障害や心疾患の診断で威力を発揮する。 110,000

子宮頚部細胞診 子宮の頸部（入口）の粘膜から細胞を採取して、調べる。 膣がん、子宮がん　等 18,000

超音波検査
超音波を用いて乳腺を調べます。マンモグラフィで分かりにくい乳
がんの抽出も可能で、授乳中、妊娠中でも検査できす。

乳がん、乳腺繊維線腫、乳腺炎　等 19,000

マンモグラフィ
乳房専用のＸ線撮影です。超早期乳がんや、超音波で分かりにく
い乳がんの検出に有用

乳がん、乳腺症　等 20,000

乳腺・婦人科(女性）

胸部ＣＴ

大腸検査

脳ＭＲＩ・ＭＲＡ検査

SPECT検査

検査項目

人間ドックコース（一般） 252,000円/税込
検査項目

診察、問診

眼科検査

腹部超音波検査

血液検査

腫瘍マーカー

聴力検査

心電図検査

尿検査

ピロリ菌検査
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検査内容 検査で異常な場合に疑われる代表的な病気 その他

既往症や家族の病歴などを聴収し、検査結果へ反映させた
り、聴診や打診を行う。

ＢＭＩ＝体重Ｋｇ÷（身長ｍ×身長ｍ）＝血圧計で血圧を調
べる。

肥満症、やせ症、高/低血圧　等

視力や眼底、眼圧などの検査を行う。 近視、乱視、白内障、緑内障、網膜疾患　等

外部の音を遮断したブースで音を聞き取って調べる。 難聴　等

手足と前胸部に電極を付け、電圧の変化を調べる。 不整脈、狭心症、心筋梗塞、心筋症、心肥大　等

肝臓・胆のう・膵
臓・脾臓・腎臓

超音波を用いて胸部蔵器（肝臓・胆のう・腎臓など）を調べる。
肝硬変、胆腫瘍、胆石症、胆のうポリープ、胆囊
腫瘍、膵腫瘍、腎腫瘍　等

前立腺 良性の肥大か、ガンの疑いの有無を確認する。 前立腺肥大、前立腺癌　等 男性のみ

動脈硬化の程度を検査する。 動脈硬化、下肢閉塞性動脈硬化症　等

血液でピロリ菌を調べる。 ヘリコパクター・ピロリ菌（胃炎の原因菌）の有無

肺や心臓、左右の肺の間にある縦隔などをX線照射して平面撮
影し、濃淡を調べる。

肺炎、肺結核、肺ガン、胸膜炎、心肥大　等

血糖値 血液中の糖分の値を調べる。 糖尿病、耐糖能異常　等

血液検査 血液を分析して調べる。 貧血、多血、白血球・リンパ球などの疾患　等

血清検査
感染症や肝炎のウイルスに感染していないかどうかを調べ
る。

膠原病、甲状腺疾患、肝炎の原因　等

生化学検査
血液中の糖分の成分を測定し、内蔵の機能血液の異常などを
調べる。

肝疾患、腎不全、高脂血症、膵炎、痛風等

ＣＥＡ、ＳＣＣ、
ｐ53抗体、ＮＳＥ

大腸ガン、食道ガン、肺ガン　など

ＰＳＡ 前立腺癌 男性のみ

ＣＡ125、ＣＡ15-
3

卵巢癌、子宫内膜症、乳癌　等 女性のみ

尿を採取し、成分や性質などを調べる。 腎炎、糖尿病、尿路結石、肝臓障害、腎不全　等

頭部に対して強力な磁気をあてて撮影し、得られた情報から
画像診断をする。

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血　等

検査内容 検査で異常な場合に疑われる代表的な病気
売価（円）
/税込

先端小型カメラ（CCD)または、レンズを内蔵した細長い管を
口から挿入し、食道、胃、十二指腸の内部を観察する。

食道炎、食道潰瘍、食道癌、胃炎、胃潰瘍、胃
癌、十二指腸潰瘍　等

¥33,000

大腸内視鏡検査 大腸ポリープ、大腸ガン、潰瘍性大腸炎　等 ¥65,000

人体を輪切りにした上体であてたX線をコンピューターで分析
し、人体の横断面を画像に写し出す検査をする。

肺炎、肺結核、肺ガン、胸膜炎、心肥大　等 ¥35,000

CTでは表わせなかった血流量や代謝機能の情報が得られる。
とくに脳血管障害や心疾患の診断で威力くを発揮する。

¥110,000

子宮頸部細胞診 子宮の頸部（入口）の粘膜から細胞を採取して、調べる。 膣ガン、子宮ガン　等 ¥18,000

超音波検査
超音波を用いて乳腺を調べます。マンモグラフィで分かりに
くい乳がんの抽出もか可能で、授乳中、妊娠中でも検査でき
ます。

乳がん、乳腺繊維線腫、乳腺炎　等 ¥19,000

マンモグラフィ
乳房専用のX線撮影です。超早期乳がんや、超音波で分かりに
くい乳がんの検出に有用

乳がん、乳腺症　等 ¥20,000

SPECT検査

乳腺.婦人科
科(女性）

298,000円/税込

上部消化管内視鏡検査

脳ＭＲＩ・ＭＲＡ検査

大腸検査

胸部ＣＴ

人間ドックコース（脳検査・がん検査含む）

検査項目

診察、問診

計測：身長・体重・血圧・BMI・腹囲

眼科検査

聴力検査

動脈硬化検査（ABI検査）

ピロリ菌検査

腫瘍マーカー

オプション検査

血液検査

血液中の特殊なたん白や酵素などを測定し、がんのスクーリ
ングを行う。

検査項目

心電図検査

腹部超音波検
査

胸部線摄影

尿検査
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検査内容 検査で異常な場合に疑われる代表的な病気 その他

既往症や家族の病歴などを聴収し、検査結果へ反映させた
り、聴診や打診を行う。

ＢＭＩ＝体重Ｋｇ÷（身長ｍ×身長ｍ）＝血圧計で血圧を調
べる。

肥満症、やせ症、高/低血圧　等

視力や眼底、眼圧などの検査を行う。 近視、乱視、白内障、緑内障、網膜疾患等

外部の音を遮断したブースで音を聞き取って調べる。 難聴　等

手足と前胸部に電極を付け、電圧の変化を調べる。
不整脈、狭心症、心筋梗塞、心筋症、心肥
大　等

肝臓・胆のう・膵臓・
脾臓・腎臓

超音波を用いて胸部蔵器（肝臓・胆のう・腎臓など）を調べる。
肝硬変、胆腫瘍、胆石症、胆のうポリー
プ、胆囊腫瘍、膵腫瘍、腎腫瘍　等

前立腺 良性の肥大か、ガンの疑いの有無を確認する。 前立腺肥大、前立腺癌　等 男性のみ

肺や心臓、左右の肺の間にある縦隔などをX線照射して平面
撮影し、濃淡を調べる。

肺炎、肺結核、肺ガン、胸膜炎、心肥大
等

血液を検査することで、肝機能、脂質、代謝系、腎機能、電
解質、感染症などの異常を調べる。

尿を採取し、成分や性質などを調べる。
腎炎、糖尿病、尿路結石、肝臓障害、腎不
全　等

体内に放射性検査薬を注射し、PETカメラで撮影診断する。 各臓器のガン等

オプション検査

検査内容 検査で異常な場合に疑われる代表的な病気
売価
（円）/税
込

先端小型カメラ（CCD)または、レンズを内蔵した細長い管を
口から挿入し、食道、胃、十二指腸の内部を観察する。

食道炎、食道潰瘍、食道癌、胃炎、胃潰
瘍、胃癌、十二指腸潰瘍　等

¥33,000

血液でピロリ菌を調べる。
ヘリコパクター・ピロリ菌（胃炎の原因菌）の
有無

¥10,000

大腸内視鏡検査
大腸ポリープ、大腸ガン、潰瘍性大腸炎
等

¥65,000

人体を輪切りにした上体であてたX線をコンピューターで分
析し、人体の横断面を画像に写し出す検査をする。

肺炎、肺結核、肺ガン、胸膜炎、心肥大
等

¥35,000

動脈硬化の程度を検査する。 動脈硬化、下肢閉塞性動脈硬化症　等 ¥4,000

血糖値 血液中の糖分の値を調べる。 糖尿病、耐糖能異常　等 ¥11,000

血液検査 血液を分析して調べる。 貧血、多血、白血球・リンパ球などの疾患等 ¥11,000

血清検査
感染症や肝炎のウイルスに感染していないかどうかを調べ
る。

膠原病、甲状腺疾患、肝炎の原因　等 ¥11,000

ＣＥＡ、ＳＣＣ、
ｐ53抗体、ＮＳＥ

大腸ガン、食道ガン、肺ガン　など

ＰＳＡ（男性の
み）

前立腺癌

ＣＡ125、ＣＡ15-
3
（女性のみ）

卵巢癌、子宫内膜症、乳癌　等

頭部に対して強力な磁気をあてて撮影し、得られた情報から
画像診断をする。

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血　等 ¥45,000

CTでは表わせなかった血流量や代謝機能の情報が得られる。
とくに脳血管障害や心疾患の診断で威力くを発揮する。

¥110,000

子宮頸部細胞診 子宮の頸部（入口）の粘膜から細胞を採取して、調べる。 膣ガン、子宮ガン　等 ¥18,000

超音波検査
超音波を用いて乳腺を調べます。マンモグラフィで分かりに
くい乳がんの抽出もか可能で、授乳中、妊娠中でも検査でき
ます。

乳がん、乳腺繊維線腫、乳腺炎　等 ¥19,000

マンモグラフィ
乳房専用のX線撮影です。超早期乳がんや、超音波で分かり
にくい乳がんの検出に有用

乳がん、乳腺症　等 ¥20,000

尿検査

人間ドックコース（一般）+全Pet－CT検査 316,000円/税込

検査項目

診察、問診

計測：身長・体重・血圧・BMI・腹囲

眼科検査

聴力検査

心電図検査

腹部超音波検
査

胸部線摄影

血液検査

脳ＭＲＩ・ＭＲＡ検査

SPECT検査

乳腺.婦人科科
(女性）

検査項目

上部消化管内視鏡検査

ピロリ菌検査

大腸検査

胸部ＣＴ

動脈硬化検査（ABI検査）

全身PET-CT検査（西東京HP）

血液中の特殊なたん白や酵素などを測定し、がんのスクーリ
ングを行う。

血液検査

腫瘍マーカー ¥24,000
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検査内容 検査で異常な場合に疑われる代表的な病気 その他

既往歴や家族の病歴などを聴収し、検査結果を反映させ
たり、聴診、打診を行う。

ＢＭＩ＝体重Ｋｇ÷（身長ｍ×身長ｍ）＝血圧計で血圧を
調べる。

肥満症、やせ症

血圧計で血圧を調べる。 高／低血圧

手足と前胸部に電極を付け、電圧の変化を調べる。
不整脈、狭心症、心筋梗塞、心筋症、心肥大
等

手足の血圧比較や脈波の伝わりを調べることで、動脈硬
化の程度を数値として表す。

動脈硬化、下肢閉塞性動脈硬化症　等

心臓の形の異常を発見する形態的診断、心臓の働きを
見ます。

動脈硬化

肺や心臓、左右の肺の間にある縦隔などをＸ線照射して
平面撮影し、濃淡を調べる。

肺炎、肺結核、肺がん、胸膜炎、心肥大等

血液中の糖分の値を調べる。 糖尿病、耐糖能異常　等

血液を分析して調べる。 貧血、多血、白血球・リンパ球などの疾患　等

感染症や肝炎のウイルスに感染していないかどうかを調
べる。

膠原病、甲状腺疾患、肝炎の原因　等

血液中の糖分の成分を測定し、内臓の機能や血液の異
常などを調べる

肝疾患、賢不全、高脂血症、膵炎、痛風　等

体中の水分バランスがよく調整出来ているか調べる。 糖尿病、腎不全、心不全、等

筋肉や神経がバランスよく働いているか調べる。 腎不全、糖尿病、呼吸不全症候群、等

体内にバランスよく酸素が供給されているか調べる。 腎不全、肺気腫、腎障害、等

尿を採取し、成分や性質などを調べる。
賢炎、糖尿病、尿路結石、肝臓障害、賢不全
等

心電図により、心臓の動きを捉え、造影剤を用いて心臓
の筋肉を栄養している.
冠動脈の形態や石灰化の有無、血流などの評価及び心
機能解析などの評価。

心膜症、狭心症、心筋梗塞、心肥大、大動脈
瘤、等
心臓の石灰化

オプション

検査内容 検査で異常な場合に疑われる代表的な病気
売価（円）/
税込

CTでは表わせなかった血流量や代謝機能の情報が得
られる。とくに脳血管障害や心疾患の診断で威力を発揮
する。

110,000

頭部に対して強力な磁気をあてて撮影し、得られた情報
から画像診断をする。

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血　等 44,000

先端小型カメラ（ＣＣＤ）または、レンズを内蔵した細長い
管を口から挿入し、食道、胃、十二指腸の内部を観察す
る。

食道炎、食道潰瘍、食道がん、胃炎、胃潰
瘍、胃がん、十二指腸潰瘍　等

33,000

血液でピロリ菌を調べる。
ヘリコパクター・ピロリ菌（胃炎の原因菌）の
有無

10,000

大腸内視鏡検査 大腸ポリープ、大腸がん、潰瘍性大腸炎　等 65,000

ＣＥＡ、ＳＣＣ、ｐ53抗
体、ＮＳＥ

大腸がん、食堂がん、肺がん　等

ＰＳＡ（男性のみ）
血液中の特殊なたん白や酵素などを測定し、がんのス
クーリングを行う。

前立腺がん

ＣＡ125、ＣＡ15-3
（女性のみ）

卵巣がん、子宮内膜症、乳がん　等

子宮頚部細胞診 子宮の頸部（入口）の粘膜から細胞を採取して、調べる。 膣がん、子宮がん　等 18000

超音波検査（40歳以下）
超音波を用いて乳腺を調べます。マンモグラフィで分かり
にくい乳がんの抽出も可能で、授乳中、妊娠中でも検査
できす。

乳がん、乳腺繊維線腫、乳腺炎　等 19000

マンモグラフィ (40歳以上)
乳房専用のＸ線撮影です。超早期乳がんや、超音波で
分かりにくい乳がんの検出に有用

乳がん、乳腺症　等 20000

血圧測定

人間ドックコース（心臓循環系統検査含む） 440,000円（税込）
検査項目

問診・視診・聴診

身長・体重・ＢＭＩ・腹囲

尿検査

心電図（安静時12誘導）

動脈硬化検査（ABI、PWV）

心臓超音波

胸部XP直接撮影

血液検査；血糖値

血液検査；血液検査

血液検査；血清検査

血液検査；生化学検査

電解質；ナトリウム

電解質；カリウム

電解質；クロール

大腸検査

腫瘍マーカー 24,000

乳腺・婦人科
(女性限定）

心臓ＣＴ

検査項目

SPECT検査

脳ＭＲＩ・ＭＲＡ検査

上部消化管内視鏡検査

ピロリ菌検査
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検査内容 検査で異常な場合に疑われる代表的な病気 その他

既往症や家族の病歴などを聴収し、検査結果へ反映させた
り、聴診や打診を行う。

ＢＭＩ＝体重Ｋｇ÷（身長ｍ×身長ｍ）＝血圧計で血圧を調
べる。

肥満症、やせ症、高/低血圧　等

視力や眼底、眼圧などの検査を行う。 近視、乱視、白内障、緑内障、網膜疾患　等

外部の音を遮断したブースで音を聞き取って調べる。 難聴　等

手足と前胸部に電極を付け、電圧の変化を調べる。
不整脈、狭心症、心筋梗塞、心筋症、心肥大
等

肝臓・胆のう・膵
臓・脾臓・腎臓

超音波を用いて胸部蔵器（肝臓・胆のう・腎臓など）を調べる。
肝硬変、胆腫瘍、胆石症、胆のうポリープ、
胆囊腫瘍、膵腫瘍、腎腫瘍　等

前立腺 良性の肥大か、ガンの疑いの有無を確認する。 前立腺肥大、前立腺癌　等 男性のみ

動脈硬化の程度を検査する。 動脈硬化、下肢閉塞性動脈硬化症　等

血液でピロリ菌を調べる。
ヘリコパクター・ピロリ菌（胃炎の原因菌）の有
無

肺や心臓、左右の肺の間にある縦隔などをX線照射して平面
撮影し、濃淡を調べる。

肺炎、肺結核、肺ガン、胸膜炎、心肥大　等

血糖値 血液中の糖分の値を調べる。 糖尿病、耐糖能異常　等

血液検査 血液を分析して調べる。 貧血、多血、白血球・リンパ球などの疾患　等

血清検査
感染症や肝炎のウイルスに感染していないかどうかを調べ
る。

膠原病、甲状腺疾患、肝炎の原因　等

生化学検査
血液中の糖分の成分を測定し、内蔵の機能血液の異常などを
調べる。

肝疾患、腎不全、高脂血症、膵炎、痛風等

ＣＥＡ、ＳＣ
Ｃ、ｐ53抗体、
ＮＳＥ

大腸ガン、食道ガン、肺ガン　など

ＰＳＡ 前立腺癌 男性のみ

ＣＡ125、ＣＡ
15-3

卵巢癌、子宫内膜症、乳癌　等 女性のみ

尿を採取し、成分や性質などを調べる。
腎炎、糖尿病、尿路結石、肝臓障害、腎不全
等

頭部に対して強力な磁気をあてて撮影し、得られた情報から
画像診断をする。

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血　等

体内に放射性検査薬を注射し、PETカメラで撮影診断する。 各臓器のガン等

検査内容 検査で異常な場合に疑われる代表的な病気
売価
（円）/税
込

先端小型カメラ（CCD)または、レンズを内蔵した細長い管を
口から挿入し、食道、胃、十二指腸の内部を観察する。

食道炎、食道潰瘍、食道癌、胃炎、胃潰瘍、
胃癌、十二指腸潰瘍　等

¥33,000

大腸内視鏡検査 大腸ポリープ、大腸ガン、潰瘍性大腸炎　等 ¥65,000

人体を輪切りにした上体であてたX線をコンピューターで分
析し、人体の横断面を画像に写し出す検査をする。

肺炎、肺結核、肺ガン、胸膜炎、心肥大　等 ¥35,000

CTでは表わせなかった血流量や代謝機能の情報が得られる。
とくに脳血管障害や心疾患の診断で威力くを発揮する。

¥110,000

子宮頸部細胞診 子宮の頸部（入口）の粘膜から細胞を採取して、調べる。 膣ガン、子宮ガン　等 ¥18,000

超音波検査
超音波を用いて乳腺を調べます。マンモグラフィで分かりに
くい乳がんの抽出もか可能で、授乳中、妊娠中でも検査でき
ます。

乳がん、乳腺繊維線腫、乳腺炎　等 ¥19,000

マンモグラフィ
乳房専用のX線撮影です。超早期乳がんや、超音波で分かり
にくい乳がんの検出に有用

乳がん、乳腺症　等 ¥20,000

眼科検査

人間ドックコース（脳検査・がん検査含む）+全身Pet-CT検査 446,000円/税込

検査項目

診察、問診

計測：身長・体重・血圧・BMI・腹囲

オプション検査

検査項目

血液中の特殊なたん白や酵素などを測定し、がんのスクーリ
ングを行う。

聴力検査

心電図検査

腹部超音波検査

動脈硬化検査（ABI検査）

ピロリ菌検査

胸部線摄影

血液検査

全身PET-CT検査（西東京HP）

腫瘍マーカー

尿検査

脳ＭＲＩ・ＭＲＡ検査

上部消化管内視鏡検査

大腸検査

胸部ＣＴ

SPECT検査

乳腺.婦人科科
(女性）


