
　　　　　オ　プ　シ　ョ　ン　検　査　項　目
 (平成２９年度用)

検　　査　　項　　目 検　　　査　　　内　　　容 料金 （税込） 受診場所 検　体 包括コース

腫瘍マーカーセット検査（全身のがんが気になる方）

(1) 男性セット
ＣＥＡ、ＣＡ１９－９、ＳＣＣ、ＰｒｏＧＲＰ、ＡＦＰ、ＰＳＡ、抗Ｐ５３抗体のセットです。
肺、食道、胃、大腸、肝臓、胆嚢、膵臓、前立腺のがん全般を対象にしています。

8,600円 血液

(2) 女性セット
ＣＥＡ、ＣＡ１９－９、ＳＣＣ、ＰｒｏＧＲＰ、ＡＦＰ、ＣＡ１５－３、ＣＡ１２５、抗Ｐ５３抗体のセットです。
肺、食道、胃、大腸、肝臓、胆嚢、膵臓、乳房、子宮、卵巣のがん全般を対象にしています。

9,400円 血液

腫瘍マーカー検査（臓器別のがんの検査）

(3) 肺がん ＣＥＡ、ＣＹＦＲＡ、ＰｒｏＧＲＰ　　三種類の組織型の肺がんを対象にしています。 5,120円 血液

(4) 食道がん ＳＣＣ　　子宮頸がん、肺がん、食道がん等でも上昇することがあります。 1,240円 血液

(5) 胃がん、膵臓がん ＣＡ１９－９　　大腸がん、肺がん、卵巣がん、子宮体がん、胆道がん等でも上昇することがあります。 1,510円 血液

(6) 大腸がん、胆嚢がん ＣＥＡ　　胃がん、乳がん、膵がん、肺がん、卵巣がん、子宮体がん等でも上昇することがあります。 1,240円 血液

(7) 肝臓がん ＡＦＰ 1,240円 血液

(8) 前立腺がん（男性のみ） ＰＳＡ 1,910円 血液

(9) 乳がん ＣＡ１５－３ 1,400円 血液

(10) 子宮がん ＳＣＣ、ＣＡ１２５　　二種類の組織型の子宮がんを対象にしています。 2,970円 血液

(11) 卵巣がん ＣＡ１２５　　子宮体がん、膵がん、胆道がん等でも上昇することがあります。 1,930円 血液

(12) 抗Ｐ５３抗体
比較的早期のがんでも陽性になることが多い最新の腫瘍マーカーです。
対象は、大腸がん、乳がん、食道がんから子宮がんや頸部がんにひろがりつつあります。

1,840円 血液

各種の腫瘍マーカーは、がん以外でも上昇することがあり、また一般に早期がんの発見には単独ではあまり有用ではありません。他の検査と併せてご検討ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人地域医療機能推進機構　滋賀病院 期限　平成３０年３月末日

　　　ＣＥＡ（がん胎児抗原）、　ＣＹＦＲＡ（サイトケラチンフラグメント）、　ＣＡ１９－９（糖鎖抗原１９－９）、　ＳＣＣ（扁平上皮がん関連抗原）、　ｐｒｏ－ＧＲＰ（ガストリン放出ペプチド前駆体）、

　　　ＡＦＰ（α胎児蛋白）、　ＰＳＡ（前立腺特異抗原）、　ＣＡ１５－３（糖鎖抗原１５－３）、　ＣＡ１２５（糖鎖抗原１２５）、　抗Ｐ５３抗体（がん抑制遺伝子抗体）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人地域医療機能推進機構　滋賀病院 期限　平成３０年３月末日

脳ドック（血圧、血糖、コレステロールなどの高い方、脳卒中や認知症が気になる方）

(13) 脳MR検査（MRI、MRA)
放射線を用いず、磁気で脳の実質や血管の状態を診断します。午後からの検査になり、日帰りドック、生活習慣病
予防健診との併施で、単独では実施できません。定健Bと併施の場合は更に追加血液検査３６０円が必要です。

27,000円 院内・予約制

肺検査（特に喫煙歴のある方）

(14) 肺ドック
低線量胸部ＣＴ、喀痰細胞診、肺機能(肺年齢)検査、酸素飽和度のセットです。
肺がんだけでなく、肺気腫、肺結核、その他の肺疾患全般が対象となります。

15,580円 院内・予約制 痰

(15) 低線量胸部ＣＴ
６４列ＭＤＣＴ（多重検出器列）という高性能のＣＴを用い、通常の胸部ＣＴ検査の1/10程度の被曝量で、胸部
写真では困難な部位のがんや小さな早期肺がんの発見をめざします。　肺がん以外の肺疾患の早期発見も
期待できます。ペースメーカーを挿入されている方は、その機種により施行できない場合があります。

12,300円 院内・予約制

(16) 喀痰細胞診 通常の胸部X線検査で見つかりにくい気管支のがんを早期に発見することをめざします。 2,200円 痰

(17) 肺機能(肺年齢)検査
肺の換気機能を評価します。肺年齢も算定します。
喫煙歴のある方は自覚症状がなくても低下がはじまっている場合がありますので、定期的に検査されることを
おすすめします。

1,080円 院内 ド

胃がん検査（胃痛、胃もたれ、胸やけ、吐き気などが気になる方）

(18) 胃がんリスク検診
血清ピロリ菌抗体検査、血清ペプシノーゲン検査のセットです。ピロリ菌感染の有無と胃粘膜の萎縮度から、
胃がん危険度を判定し、今後の健診の受け方を提案します。

4,200円 血液

(19) 胃カメラ検査(胃内視鏡検査)
胃内視鏡検査で、食道、胃、十二指腸の潰瘍、ポリープ、がんなどの有無を調べます。
バリウムの苦手な方、胃の手術歴のある方は、ご検討ください。

14,120円 院内・予約制 （選択） 生 ・ ド

大腸がん検査

(20) 便潜血２日法
便潜血検査により大腸がんの早期発見をめざします。早期の大腸がんは無症状なものが多いのですが、
下痢、便秘のくりかえし、細い便、残便感などがある場合もあります。

800円 便 生 ・ ド

肝胆膵検査

(21) 肝炎ウイルスセット
B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスのセット検査です。肝機能検査値の異常のある方、輸血歴のある方は要注
意です。

1,610円 血液

(22) 腹部超音波検査
肝、胆嚢、膵、脾、腎臓が対象の超音波検査です。　人間ドックの検査項目に含まれています。　　膀胱、前立腺、
婦人科領域については、尿をためた状態での検査あるいは経膣エコーが必要ですので、専門科にご相談下さい。

5,980円 院内・予約制 ド

感染症検査

(23) 麻疹（はしか）抗体 麻疹（はしか）に対する抗体の有無を調べる検査です。 860円 血液

(24) おたふくかぜ（ムンプス抗体） おたふくかぜに対する抗体の有無を調べる検査です。 2,480円 血液
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人地域医療機能推進機構　滋賀病院 期限　平成３０年３月末日

女性のがんの検査　［一般健診と併施料金］

(25) 乳腺セット　（視触診含む）
視触診、マンモグラフィー２方向、乳腺エコー検査のセットです。
30才代から、また閉経後も、定期検査をおすすめします。

9,200円 院内・予約制

(26) 乳腺視触診 医師による診察です。 1,080円 院内・予約制

(27) マンモグラフィー【 ２方向 】　（視触診含む）
乳腺専用のX線装置を用いた２方向撮影です。当センターでは、マンモグラフィ検診精度管理中央委員会認定を
得た医師・技師が検診にあたります。乳腺エコー検査と併せるとより診断が正確になります。

5,940円 院内・予約制

(28) 乳腺エコー (視触診含む)
乳腺密度の高い若年者やレントゲン撮影ができない妊娠中の方などに適している検査です。
マンモグラフィー検査と併せるとより診断が正確になります。

3,780円 院内・予約制

(29) 子宮頸がん検診 子宮頸部から擦過細胞を採取し、がん細胞の有無を見ます。20才代からお考えください。 2,800円 院内・予約制

(30) ヒトパピローマウイルス（HPVー子宮頸がんウイルス）
子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスの有無を調べる検査です。
性的交渉歴のある方におすすめします。

3,890円 院内・予約制

骨老化度検査（骨粗しょう症検査）

(31) 骨密度検査
骨強度を判定します。とくに、更年期をむかえられた女性はご検討ください。
午後からの検査となり、胃透視との同日実施はできません。

3,890円 院内・予約制

更年期検査（女性のみ）

(32) エストラジオールＥ２、卵胞刺激ホルモン 女性ホルモンの分泌状況を調べ、ホルモン的にみた更年期の判定をします。 3,510円 血液

血液型検査

ABO型血液検査 A、B、O、AB型の血液型を判定します。

Rh型血液検査 Rｈ陽性または陰性を判定します。輸血のときに必要な検査です。

アレルギー・花粉症検査

(34) アレルギー検査(３項目) スギ、ヒノキ花粉アレルギー検査です。 3,460円

(35) 春アレルギー検査(１２項目) スギ、ヒノキなど、春に多い花粉を主に調べるアレルギー検査です。 14,170円

(36) 通年性アレルギー検査(１２項目) １年中アレルギー症状のある方の検査です。 14,170円

(37) 動物アレルギー検査(９項目) イヌやネコなどの動物にアレルギーがあるかどうかを調べる検査です。 11,790円

　　（検査項目）

(37)．非特異的IgE、特異的IgE （イヌ皮屑、ネコ皮屑、動物上皮、家兎上皮、マウス、アヒル羽毛、ハムスター上皮、羊上皮、）

(33) 460円 血液

血液

(34)．非特異的IgE、特異的IgE （スギ、ヒノキ）
(35)．非特異的IgE、特異的IgE （ハウスダスト１、ヤケヒョウダニ、スギ、ヒノキ、ハンノキ、カビ（マルチ）、マツ、タンポポ、ハルガヤ、動物上皮、フランスギク）
(36)．非特異的IgE、特異的IgE （ハウスダスト１、ヤケヒョウダニ、スギﾞ、ヒノキ、カモガヤ、ヨモギ、ブタクサ、カビ（マルチ）、ハルガヤ、動物上皮、アキノキリンソウ）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人地域医療機能推進機構　滋賀病院 期限　平成３０年３月末日

甲状腺機能検査（だるい、疲れが取れにくい、むくみ、冷え、便秘、脱毛、どうき、手のふるえ、などが気になる方）

(38)
遊離トリヨードサイクロン（FT3）、遊離サイクロシン（FT4）
甲状腺刺激ホルモン（TSH）

甲状腺の機能低下は、他の検査には異常が出ないまま、上記症状などの原因となっていることがあります。
これらの症状が気になる方は、ご検討ください。

4,260円 血液

血管検査（動脈硬化、眼科疾患が気になる方）

(39) ABI、ＰＷＶ 両手足の血圧や脈の伝達速度を測定し、動脈硬化や血管年齢を見る検査で、午後からの検査となります。 1,400円 院内・予約制

(40) 眼底検査 眼底血管や網膜を観察し、眼科疾患の他、高血圧、動脈硬化、糖尿病などに関する情報が得られます。 1,500円 ド

(41) 眼圧検査 緑内障など症状を伴わず眼圧の上がりうる病気を調べます。 890円 院内 ド

メタボ精密検査

(42) 糖尿病検査(HbA1c) ブドウ糖が結合した血色素で、１～２カ月間の血糖状態を反映します。　検査前の絶食は不要です。 540円 血液
Ｂ ・ ド

生（注③）

(43) 体組成検査 体組成計を使って、筋肉の量などから体の年齢を判定します。 500円 院内 ド

尿潜血精密検査（尿潜血が陽性になる方）

(44) 尿細胞診 尿中の癌細胞の有無を調べます。 2,050円 院内 尿

(45) 尿沈査 尿に出現する細胞の種類、細菌などを顕微鏡で判別します。 270円 尿 ド

血液精密検査（貧血や白血球の増加がある方）

(46) 貧血セット 血清鉄、フェリチン、ＴＩＢＣ、ＵＩＢＣの女性に多い鉄欠乏性貧血を評価するセット検査です。 3,100円 血液

(47) 血液像（白血球分類）検査 白血球の成分を分類し、白血病や感染症などの判別をします。 190円 血液 ド

心臓検査（どうき、息切れ、胸苦しさ、胸痛などが気になる方）

(48) 心不全マーカー（BNP） 心不全のとき血液中に増加する物質です。 1,510円 院内 血液

(49) 心電図検査（１２誘導） 不整脈、心負荷（肥大）、狭心症、心筋梗塞などの心臓の状態を調べます。 1,400円 Ｂ ・ 生 ・ ド

その他の検査

(50) 尿酸 通風、動脈硬化などの原因となる検査です。肥満、飲酒習慣のある方は、ご検討ください。 120円 血液 生 ・ ド

(51) クレアチニン（ｅＧＦＲ） 腎機能を評価します。 120円 血液 生 ・ ド

(52) 血清アミラーゼ 膵炎のマーカーです。人間ドックの検査項目に含まれています。飲酒習慣のある方は、ご検討ください。 120円 血液  ド
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ＡＩＣＳ（アミノインデックス）がんリスクスクリーリング

男性ＡＩＣＳ（５種） 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がんのリスクを判定します。 22,000円 院内 血液

女性ＡＩＣＳ（６種）
胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮がん(子宮頸がん・子宮体がん)・卵巣がんのリスクを判定し
ます。

22,000円 院内 血液

検査の特長

①　血液中に含まれる約２０種類のアミノ酸の濃度を測定解析し、そのバランスの変化から内蔵の異常を見つける先端の検査です。

②　わずか、５ｍｌの採血で身体的な負担が少なく、胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん・乳がん・子宮・卵巣がんに罹っている可能性を判断する検査です。

③　早期がん発見の感度が高い検査です。

検査を受ける際の注意事項

①　食後８時間以上あけてください。（院内で午前の検査となります）

②　検査当日は、アミノ酸サプリメント、スポーツドリンク、牛乳、ジュース等も食事同様に控えてください。

③　妊娠されている方は、この検査はできません。

④　検査の対象年齢は、子宮がん（２０～８０歳）、前立腺がん（４０～９０歳）、胃がん・肺がん・大腸がん・すい臓がん・乳がん（２５～９０歳）

LOX-index 「ロックスインデックス」 血液中の超悪玉コレステロールとsLOX-1を解析する事で将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価します。 12,960円 血液

検査を受ける際の注意事項

①　リウマチ、妊娠中、出産後、風邪をひいている場合は検査数値が高く出る場合があります。

②　ｺﾚｽﾃﾛｰﾙを下げる薬を服用されている方は検査値が低く出る可能性があります。

（オプション検査の注意事項について）

①　受診場所欄が空白の場合は、院内及び健診車で実施可能です。　また、院内・予約制と記載されている場合は、予約が必要となります。

②　肺ドックと日帰りドックを受診される場合、重複する肺機能検査等は減額となりません。

③　生活習慣病予防健診コースで、（42）糖尿病検査（HbA1c）は、絶食時間により空腹時血糖検査に代えて実施します。

④　胃内視鏡（胃カメラ）検査は、生活習慣病予防健診または日帰り人間ドックコースで、胃部Ｘ線検査に代えて選択できます。　但し、変更料金が必要です。

⑤　包括コース欄で、「Ｂ」は、定期健診Ｂコースに、　「生」は、生活習慣病予防健診コースに、　「ド」は、日帰り人間ドックコースに、標準で検査が含まれていることを表しますので、オプション検査の追加は不要です。

⑥　定期健診Ａコースで、オプション検査を追加される場合、採血料及び他の検査が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査(脳梗塞・心筋梗塞・動脈硬化が気になる方)


