
健康診断	 
	 

当クリニックは、健康診断の結果を的確に判断し、その次のステップも、出来るだけこちらで診療できる体

制を取っておりますので、安心です。	 

健康診断は予約制となっておりますので、当クリニック受付までお問い合わせ下さい。	 

	 

	 

１．	 一般健康診断メニュー	 

	 	 

	 Aコース	 Bコース	 Cコース	 Dコース	 Eコース	 Fコース	 

問診・診察	 ★	 ★	 ★	 ★	 ★	 ★	 

身体検査	 ★	 ★	 ★	 ★	 ★	 ★	 

視力	 ★	 ★	 ★	 ★	 	 	 

聴力	 	 ★	 ★	 ★	 	 	 

尿検査	 ★	 ★	 ★	 ★	 ★	 ★	 

胸部X線正面	 	 ★	 ★	 ★	 ★	 ★正面側面	 

血液検査	 	 	 ★	 ★	 ★★	 ★★	 

心電図	 	 	 	 ★	 ★	 ★	 

税込費用	 ￥3,850	 ￥6,050	 ￥9,350	 ￥11,550	 ￥14,300	 ￥15,400	 

	 	 

身体検査：問診・血圧・内科診察に加え、身長・体重・腹囲などをチェックします。	 

尿検査：尿中の蛋白・糖・血液を調べ、腎臓病・糖尿病・膀胱疾患の有無をスクリーニングします。	 

胸部X線：肺結核や肺癌などの肺疾患や、心疾患等を見つける手掛かりになります。Fコースは正面側面。	 

血液検査：肝機能（GOT,GPT,γGTP）、脂質（TCho,TG,HDL）、血糖を計測し、肝障害・脂質異常症・糖尿

病のスクリーニングをします。	 

E・Fコースの★★は上記に加え、生活習慣病を中心とした充実した内容です。	 

心電図：心臓の機能を見る検査であり、不整脈や虚血性心疾患などをチェックします。	 

	 

＊	 C・D・E・Fコースの方は、朝食を取らず午前中にご来院ください。血糖や脂質を正確に計測するた

めには、食後12時間以上してから検査することが望ましいです。	 

＊	 40歳以上の生活習慣病を含めた定期健診は、EもしくはFコースを、お勧めします。	 

	 

他、オプションとして、以下の項目があります。	 

採血検査	 税込費用（他の採血に追加時費

用）	 

備考	 

HbA1c（糖尿病血液検査）	 ￥4,950	 	 	 (￥660)	 	 

B型肝炎検査	 ￥5,500	 (￥1,100)	 	 

C型肝炎検査	 ￥5,720	 (￥1,320)	 	 

血液型検査	 ￥4,950	 	 	 (￥550)	 	 

ピロリ菌抗体検査	 ￥5,500	 (￥1,100)	 ＊下記参照	 

CEA(大腸がんマーカー)	 ￥5,730	 (￥1,330)	 	 

AFP(肝臓がんマーカー)	 ￥5,730	 (￥1,330)	 	 

PSA(前立腺がんマーカー)	 ￥6,050	 (￥1,650)	 	 

CA125(卵巣がんマーカー)	 ￥6,160	 (￥1,770)	 	 

CA15-3(乳がんマーカー)	 ￥5,860	 (￥1,440)	 	 

CA19-9(膵臓がんマーカー)	 ￥6,050	 (￥1,650)	 	 

ウイルス抗体（麻疹・風疹）	 各	 ￥5,500	 (￥1,100)	 	 

ウイルス抗体（水痘・ムンプス）	 各	 ￥7,150	 (￥2,750)	 	 

＊ピロリ菌抗体検査は、ピロリ菌の検査をしたことがない方、治療をしたことがない方が対象です。	 

	 税込費用	 備考	 

胸部X線正面	 ￥4,400	 診断書込の金額です	 

	 

	 税込費用	 備考	 

ピロリ菌検査	 ￥6,600	 尿素呼気試験	 	 



＊現時点でピロリ菌がいるかいないかを検査する検査となります。朝食抜きで午前中にご来院ください。	 

	 またタケキャブ・タケプロン・ネキシウムなどの胃薬を内服されている方は事前にお知らせください。	 

	 

	 

	 税込費用	 備考	 

認知症スクリーニング（問診）	 ￥4,400	 予約制	 

世界的にスタンダードな、MMSE検査を行います。	 

	 

	 税込費用	 備考	 

腹部超音波	 ￥7,700	 予約制	 

頚動脈超音波	 ￥7,700	 予約制	 

上部消化管内視鏡（胃カメラ）	 ￥16,500	 予約制	 

下部消化管内視鏡（大腸カメラ）	 ￥20,900	 予約制	 

予約はすべてお電話等で可能です。	 

ただし、下部消化管内視鏡検査は検査の説明・薬の処方などがあるため、事前のご来院が必要となります。	 

また胃カメラ・大腸カメラで生検・病理検査が必要な場合は、当日ご相談させていただきます。	 

	 

便検査	 税込費用	 備考	 

大腸がん検診（便潜血検査）	 ￥1,100	 便の容器を持ち帰り後日提出	 
赤痢・サルモネラ・O157・チフス	 ￥5,500	 便の容器を持ち帰り後日提出	 
腸チフス・パラチフス・サルモネラ・赤痢・O157	 ￥5,500	 便の容器を持ち帰り後日提出	 
腸炎ビブリオ・サルモネラ・赤痢・O157	 ￥5,500	 便の容器を持ち帰り後日提出	 
赤痢・サルモネラ（単体でもこの金額）	 ￥4,400	 便の容器を持ち帰り後日提出	 

便検査は、検査結果に一週間程度、お時間いただきます。	 

	 

診断書追加発行は、一通につき￥1,100です。	 

	 

上記のセットを組んでありますが、それ以外下記と項目と異なる会社提出・学校提出などの健診も、随時実

施しております。	 

まだ、それぞれの個人・企業に合わせた健診もオーダーメイドします。お気軽に、お尋ねください。	 

	 

	 

	 

	 

２．	 世田谷区の特定健康診査・長寿（後期高齢者）健康診査のご案内	 

 
対象者は下記の皆様です。	 

	 	 	 	 	 

	 	 世田谷区国民健康保険加入	 	 40歳〜74	 歳	 

	 	 	 	 世田谷区後期高齢者医療制度加入 
	 

	 	 世田谷区発行の	 ①受診券	 ②受診票	 ③保険証	 をお持ちください。	 

	 	 費用につきましては、受診券に記載されておりますので、ご参照ください。	 

	 

	 	 健診の項目は以下となります。	 

通常項目：問診、身長・体重・腹囲、血圧などの測定、血液検査、尿検査、胸部レントゲン、心電図	 

	 	 追加項目：当クリニックでは、ご希望で下記の項目が追加できます。	 

健診当日、ドクターの問診時にご相談ください。	 

	 

A. 肺がん健診	 	 	 	 胸部レントゲン側面追加、喀痰細胞診	 
B. 大腸がん健診	 	 	 便（便潜血検査）	 容器をお渡しすますので、後日ご持参ください。	 
C. 前立腺がん検診	 	 血液検査（PSA）	 	 
D. 肝炎健診	 	 	 	 	 血液検査（B型肝炎、C型肝炎）	 
E. ABC胃がんリスク	 	 血液検査（ABC）	 

	 



３．	 国民健康保険・後期高齢者医療制度	 以外の健康保険に加入している方	 

	 

上記2と同項目等を、施行することができます。	 

事前に、お問い合わせください。	 


