
医療法人健昌会　オプション項目表

検　査　内　容
料金

(税抜き)

協会けんぽ一般健診専用オプションです。

付加健診と同じ内容になります。
¥8,000

協会けんぽ一般健診専用オプションです。

健昌会推奨の人間ドックの内容になります。
¥20,000

胸部ＣＴ＋喀痰細胞診＋腫瘍マーカー(肺がんセット)です。

より初期の肺がんを発見することが可能です。
¥17,000

ＭＲＩ装置を用いて、脳の病気の危険因子を発見するための検査です。 ¥35,000

胃カメラにより直接胃がん、胃ポリープ、十二指腸潰瘍などを発見するため

の検査です。
¥15,000

腹部超音波
肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓に生じた腫瘍や結石等、形態学的な

異常がないか調べます。
¥5,000

下腹部超音波
前立腺+膀胱を調べます。(男性のみ・腹部超音波を受ける方のみに

つけられる検査です。検査直前の排尿は控えて下さい。)
¥1,500

頸動脈超音波 全身の動脈硬化の程度を調べることができます。 ¥5,000

動脈硬化セット ★福島のみ
動脈の硬さや詰まりの程度を調べることができます。

(頸動脈超音波＋血圧脈波の検査です)
¥7,000

肺がん等の早期発見に非常に有効な検査です。

喫煙者の方におすすめします。 各\10,000

超音波では発見しにくい深部臓器の検査が可能です。 ｾｯﾄ\12,000

ＣＴ撮影で内臓脂肪の量を計算します。

内臓脂肪型肥満は、糖尿病・高血圧・脂質異常症を合併する事が多く、

心筋梗塞や脳卒中を引き起こす危険が高くなります。

¥3,000

大腸がんや大腸ポリープの検査です。 ¥1,200

乳房視触診 乳房超音波・マンモグラフィを受けられる方にのみつけられる検査です。 ¥1,500

乳房超音波
超音波装置を使い、乳腺症や乳がん等を早期に発見することができます。

(女性技師が対応します)
¥3,500

マンモグラフィ
乳房のレントゲン撮影検査です。石灰化することが多い乳がんの早期発見

に有効です。(女性技師が対応します)
¥5,000

子宮頸がん検査(医師採取法) 子宮頸部のがんを早期発見する細胞診検査です。(女性技師が対応します) ¥3,500

骨粗しょう症の危険性を予知する検査です。(超音波検査) ¥1,500

高血圧・動脈硬化・糖尿病による毛細血管の変化を撮影し診断します。

★コンタクトレンズご使用の方はケース、予備レンズをご用意下さい。
¥2,000

空気を目の表面に当て、眼球の内圧を測定します。緑内障の早期発見に

有効です。　　　　★コンタクトレンズご使用の方はケース、予備レンズをご用意下さい。
¥1,200

肺の大きさ、気管や気管支の狭窄の有無を調べる検査です。

肺気腫や気管支ぜんそくの診断や評価に役立ちます。
¥1,500

胃がんをはじめとする胃の病気のなりやすさを分類する検査です。

血液で胃の健康度を確かめることができます。(ピロリ菌+ペプシノゲン)
¥4,000

過去１～３ヵ月の血糖値の状態がわかる検査です。

糖尿病リスクや潜在的な糖尿病の早期発見に役立つ検査です。
¥600

動脈硬化に伴う脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを調べる血液検査です。 ¥12,000

腫瘍マーカー男性セット CEA･AFP･CA19-9･エラスターゼⅠ･PSA (5項目セット) ¥7,000

腫瘍マーカー女性セット CEA･AFP･CA19-9･エラスターゼⅠ･SCC･CA125 (6項目セット) ¥8,000

肺がんマーカーセット CYFRA･Pro-GRP･CEA (3項目セット) ¥5,000

ＣＥＡ 【胃がん・大腸がん・肺腺がん】が気になる方の目安です。 ¥2,000

ＡＦＰ 【肝細胞がん】が気になる方の目安です。 ¥2,000

ＣＡ１９－９ 【膵臓がん・胆道がん】が気になる方の目安です。 ¥2,000

エラスターゼⅠ 【膵臓がん】が気になる方の目安です。 ¥2,000

ＰＳＡ 【前立腺がん】が気になる方の目安です。 ¥2,000

ＳＣＣ 【子宮頸がん・扁平上皮がん・食道がん】が気になる方の目安です。 ¥2,000

ＣＡ１２５ 【卵巣がん】が気になる方の目安です。 ¥2,000

ＣＡ１５－３ 【乳がん】が気になる方の目安です。 ¥2,000

ＨＢｓ抗原 B型肝炎ウイルスの感染を調べます。 ¥700

ＨＢｓ抗体 B型肝炎ウイルス感染後の免疫を調べます。 ¥700

ＨＣＶ抗体 C型肝炎ウィルスの感染を調べます。 ¥2,500

追加された検査の結果は、所属される事業所及び健康保険組合へ提供させていただく結果報告書に記載される場合があります。ご了承ください。

ＣＴ検査(内臓脂肪)★福島・淀川のみ

大腸がん検査(便潜血2日法)
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★価格は全て税抜きです。別途消費税をいただきます★婦人科と胃内視鏡は施設により受診曜日が異なります。

★所属されている健康保険組合によっては上記の料金と異なる場合がございますので、ご不明な場合はお問い合わせください。
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ドックセットＡ

ドックセットＢ

肺がんドックセット  ★福島・淀川のみ

脳ドック 　 　　   ★福島のみ

胃内視鏡(経口・経鼻）

超

音

波

ＣＴ検査(胸部)　   ★福島・淀川のみ

ＣＴ検査(上腹部)   ★福島・淀川のみ

★胃部X線や胃内視鏡検査の

代用になるものではありません



おすすめオプション検査のご案内

160万⼈分の医療ビッグデータを基に開発された
指標で、健康診断の12項目のデータからあなたの
カラダの健康状態を年齢で表す新しい指標です。

骨粗しょう症を起こす危険性を予知する検査です。
超⾳波により⾜（かかと）の骨密度を測定します。

脳梗塞・⼼筋梗塞が⼼配な方に
脳梗塞・⼼筋梗塞発症リスクチェック

骨密度が気になる方に
骨密度をチェック

骨

年齢と共に減少するIGF-1、DHEA-sというホルモン
の分泌量を測定しホルモン年齢を導き出します。

がん

がんが気になる方に
腫瘍マーカー

体質

カラダ年齢が気になる方に
健康年齢チェック

【サインポスト遺伝子検査】︓40,000円（税別）

遺伝子リスクを知りたい方に
遺伝子からわかる「生活習慣病予防プログラム」

遺伝子

生活習慣病に関連する12項目の「遺伝子リスク」を
チェックし、保有遺伝子(SNP)による栄養素と
ライフスタイルを提案します。

更年期の症状が気になる方に
ホルモンバランスをチェック

CYFRA・Pro-GRP・CEA (3項目セット)
【肺がんマーカーセット】︓5,000円（税別）

CEA・AFP・CA19-9・エラスターゼI・PSA (5項目セット)

【腫瘍マーカー男性セット】︓7,000円（税別）

CEA・AFP・CA19-9・エラスターゼI・SCC・CA125 (6項目セット)

【腫瘍マーカー⼥性セット】︓8,000円（税別）

脳梗塞・⼼筋梗塞発症リスクを調べる検査です。
値が⾼いと動脈硬化が進⾏し、脳梗塞・⼼筋梗塞が
将来的に発症するリスクが⾼まります。

甲状腺ホルモンの分泌がわかる検査です。
ＴＳＨ、ＦＴ３、ＦＴ４という3項目を
測定し甲状腺機能の状態を調べます。

甲状腺

甲状腺ホルモンが気になる方に
甲状腺機能をチェック

【ホルモン年齢検査】︓9,000円（税別）【健康年齢】︓1,000円（税別）

【骨密度検査】︓1,500円（税別）【甲状腺セット】︓6,000円（税別）

【 LOX-index
® 

】︓12,000円（税別）

機器

血液

血液

血液

血液

血液

血液

血液

データ解析

脳
⼼臓



甲状腺ホルモンが気になる方に
甲状腺検査 - 甲状腺ホルモンをチェック -

人気のオプション検査

甲状腺検査とは︖

甲状腺ホルモンの分泌がわかる検査です。
ＴＳＨ、ＦＴ３、ＦＴ４という3項目を測定し、
甲状腺機能の状態を調べます。

血液 価格 6,000円（税別）

甲状腺機能の状態をチェックしませんか︖

骨密度が気になる方に
骨密度検査 - 骨密度をチェック -

価格 1,500円（税別）

骨粗しょう症を予防するために骨密度をチェックしませんか︖

CYFRA・Pro-GRP・CEA (3項目セット)
【肺がんマーカーセット】

CEA・AFP・CA19-9・エラスターゼI・PSA (5項目セット)
【腫瘍マーカー男性セット】

CEA・AFP・CA19-9・エラスターゼI・SCC・CA125 (6項目セット)
【腫瘍マーカー⼥性セット】

がんが気になる方に
腫瘍マーカーセット

血液 価格 7,000円（税別）

機器

骨密度検査とは︖

骨粗しょう症を起こす危険性を予知する検査です。
超⾳波により⾜（かかと）の骨密度を測定します。

【CEA】︓胃がん・⼤腸がん・肺腺がんが気になる方の目安です。
【AFP】︓肝細胞がんが気になる方の目安です。
【CA19-9】︓膵臓がん・胆道がんが気になる方の目安です。
【エラスターゼ I】︓膵臓がんが気になる方の目安です。
【PSA】︓前⽴腺がんが気になる方の目安です。

血液 価格 8,000円（税別）

【CEA】︓胃がん・⼤腸がん・肺腺がんが気になる方の目安です。
【AFP】︓肝細胞がんが気になる方の目安です。
【CA19-9】︓膵臓がん・胆道がんが気になる方の目安です。
【エラスターゼ I】︓膵臓がんが気になる方の目安です。
【SCC】︓子宮がんの気になる方の目安です。
【CA125】︓卵巣がんが気になる方の目安です。

血液 価格 5,000円（税別）

【CYFRA】︓扁平上⽪がんが気になる方の目安です。
【Pro-GRP】︓肺⼩細胞がんが気になる方の目安です。
【CEA】︓肺腺がんが気になる方の目安です。



脳梗塞・⼼筋梗塞 発症リスクチェック
LOX-index® ロックスインデックス

病気にならないカラダづくりを

LOX-index®とは︖
ロックスインデックスは、血液中の超悪玉コレステロール(LAB)と
その担い手であるsLOX-1を測定・解析することで将来の脳梗塞・
⼼筋梗塞の発症リスクを評価する血液検査です。脳梗塞・⼼筋梗塞の
リスクが⾼ければ予防対策を⾏い早い段階からリスク回避することに
役⽴てて頂けます。

血液 価格 12,000円（税別）

◇ 妊娠中は検査をお受けできません。(妊娠中、出産後3ヶ月以内の方は数値が⾼く出る傾向があります。) 
◇ 風邪、関節リウマチの方は、検査数値が⾼くでる可能性があります。
◇ 脂質異常症治療薬、抗血⼩板薬、降圧薬を服⽤されている方は、検査数値が低く出る可能性があります。

〈LOX-index®検査結果報告書〉

カラダの年齢チェック
健康年齢 KENKO NENREI

健康年齢とは︖
160万⼈分の医療ビッグデータを基に開発された指標で、
健康診断の12項目のデータからあなたのカラダの健康状態
を年齢で表す新しい指標です。

実年齢と健康年齢に違いがないのか、チェックしてみませんか︖

価格 1,000円（税別）

〈健康年齢結果報告書〉

◇ 対象者は、18〜74歳になります。
◇ 当該サービスは、医学的に疾病の有無を診断するものではございません。治療の有無や喫煙、飲酒、運動の習慣などは

考慮されておりません。各項目が治療によりコントロール良好で「問題ありません」であれば健康年齢は実年齢以下になり、
「引き続き治療を受けて、良好なコントロールを保つこと」が「“若返りの目標”への道」になります。

超悪玉コレステロール(LAB)

血管壁から
切り離されたLOX-1

LDLコレステロールは基準値内。でもLOX-indexは⼤丈夫︖︖

データ解析



生活習慣病に関連する12項目の「遺伝
子リスク」をチェックし、保有遺伝子
(SNP)による栄養素とライフスタイル
を提案します。

血液

更年期の症状が気になる方に
ホルモン年齢検査 -ホルモンバランスをチェック-

〈ホルモン年齢検査結果報告書〉

◇ 日内変動があるため、午前中のみ受診可能です。
◇ 更年期障害を診断するための検査ではありません。
◇ 妊娠で⾼値となり、甲状腺機能低下症、低栄養状態、コントロール不良の糖尿病、肝障害、腎障害で低値となります。

ホルモン年齢検査とは︖

年齢と共に減少するIGF-1 (成⻑ホルモン)、DHEA-s (性ホルモンの原料)
というホルモンの分泌量を測定することで、現在のホルモン量が何歳程度
に相当するかをチェックします。また、コルチゾール (ストレスホルモン)
も測定し、ストレス状態も評価してます。アンチエイジングに重要な
ホルモンバランスチェックしませんか︖

〈サインポスト遺伝子検査結果報告書〉※ 全40ページ

〈報告書⾒本〉

価格 40,000円（税別）遺伝子リスクを知りたい方に
サインポスト遺伝子検査「生活習慣病予防プログラム」

◇ ガンに関係する遺伝子は含まれておりません。
◇ 未成年の方は受診頂けません。
◇ 遺伝子検査は、⼀生に⼀度の検査です。

サインポスト遺伝子検査とは︖

血液 価格 9,000円（税別）

加齢に伴い変化するホルモンバランスをチェックしませんか︖

サインポスト遺伝子検査で健康な今から予防に取組みませんか︖

※ 当検査は予約制となります。事前にお問い合わせください。


