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レディースデーAM

尿 検 査

女性向け検査
オプション項目 税込価格 検査の説明

乳房超音波＊1 3,850円
●乳がん・線維腺腫 など
超音波で乳腺（しこりの有無や状態、大きさ）などを調べます。年齢に
関係なく検査可能です。※妊娠中・授乳中の方はお問い合わせください。

子宮頸部細胞診（医師採取）＊1 4,400円
●子宮頸がん 
子宮頸部の細胞をやわらかなシリコン製のブラシで採取し、異常な
細胞の有無を調べます。

子宮頸部細胞診（医師採取）オプション

HPV検査（ヒトパピローマウイルス） 5,500円
●子宮頸がん 
子宮頸部細胞診に加え、子宮頸がんの原因であるヒトパピローマウ
イルスの感染の有無で子宮頸がんのリスクを調べます。

CA125（シーエー１２５） 2,200円 主に卵巣・子宮がん等の検出に有用な腫瘍マーカーです。

女性ホルモン検査＊2 16,500円
[FSH・LH・PRL・E2・P4] 
血中のホルモン値を測定し卵巣機能を調べます。更年期症状や月経
不順が気になる方におすすめです。

卵巣予備能検査(AMH)＊2 7,700円
卵巣の中に卵子の数がどのくらい残っているかを調べます。ライフ
プラン設計の目安としてお役立ていただけます。卵子の質や妊娠の
しやすさを表す検査ではありません。

エクオール検査＊3 4,950円
女性ホルモンとよく似た働きをする「大豆イソフラボン」の健康効果
が効率よく得られる体質であるかを調べます。若い女性の方にもお
すすめの検査です。検査結果は別送となります。

MCI
スクリーニング検査プラス 26,400円

認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)のリスクを調べる血液
検査です。4分野9つのタンパク質の血中量を測定し、リスクを評価
します。

眼底（両眼） ＊１ 1,650円 眼底カメラで目を撮影し、網膜などの状態を調べることで目の疾患、
糖尿病や腎臓病の合併症を調べます。

眼圧（両眼） ＊１ 1,100円 眼球内を満たしている眼内液の圧力、緑内障等を調べます。

骨密度測定（超音波式） 2,750円 超音波で骨密度を測定します。骨粗しょう症の診断に有用です。

貧血採血 ＊2 1,650円 [血清鉄・TIBC・フェリチン]
女性に多い鉄欠乏性貧血をより詳しく調べます。

血液検査 154円

便潜血検査（2回法） 990円

生活習慣病予防健診と同項目検査に足りない項目（白血球・ヘマト
クリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC・ALP・総コレステロール・
non-HDLコレステロール・クレアチニン・eGFR・尿酸）を追加。

事前に検査キットを送付します。

東プラ健診クリニック
2023年度 健康診断オプション表

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

生活習慣や家族歴など、さまざまなニーズに応じたオプション検査を多数ご用意しております。
基本項目に足りない検査をプラスすることでオリジナルの健康診断にカスタマイズ可能です。

気になる検査がございましたらお気軽にお申し付けください。

気になる検査がございましたらお気軽にお問い合わせください。

東プラ健診クリニック 予約センター 03-5833-3475

女性向け検査

消化器 腫瘍マーカー 甲状腺

アレルギー検査

心機能・動脈硬化 感染症

定期健診その他男性向け検査

[電話受付時間] 月～金 9:00～16:30（休診日を除く）

TP-01-230401

オプション項目 検査の説明  税込価格

そ の 他

オプション項目 備考税込価格

定期健診向け検査

＊1. 眼底・眼圧は人間ドックの検査項目に含まれています。裸眼で行う検査ですので、コンタクト着用の方はケースや替えのレンズをご用意ください。
＊2. 受診いただくコースにより［血清鉄・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット］の全てまたは一部の貧血検査が基本項目に含まれます。詳細は「健診項目一覧」でご確認ください。

詳細は「健診項目一覧」でご確認ください。

*１．35歳以上の人間ドック・生活習慣病予防健診の方はご本人様負担なしで検査いただけます。
*2．ホルモン剤を服用中の方は服用を中止のうえ、最低でも1カ月経過してからの検査をおすすめしています。　
*3．エクオールのサプリメントを3日間以内に摂取されている方は検査いただけません。

レディースデーは東プラ健診クリニックホームページから「営業カレンダー」をご確認ください。



＊アレルギーA～Dセット： アレルゲンの混合物を用いて大まかなアレルギー原因を調べるもので、アレルギー物質を特定する検査ではありません。　混合アレルゲンの内容：●イネ科：ハルガヤ・ギョウギシバ・カモガヤ・オオアワガ
エリ・アシ　●雑草：ブタクサ・ヨモギ・フランスギク・タンポポ（属）・アキノキリンソウ　●動物上皮：ネコ皮屑・イヌ皮屑・モルモット上皮・ラット・マウス　●カビ：ペニシリウム・クラドスポリウム・アスペルギルス・カンジダ・アルテル
ナリア・ヘルミントスポリウム　●食物：卵白・ミルク・小麦・ピーナッツ・大豆　●穀物：米・小麦・トウモロコシ・ゴマ・ソバ

人間ドックの方のみ

完全予約制

完全予約制

消 化器
オプション項目 税込価格 検査の説明

オプション項目 税込価格 検査の説明

腫瘍マーカー

男性向け検査
オプション項目 税込価格 検査の説明

4,400円
●前立腺肥大 など
前立腺肥大等の前立腺の状態を調べます。
前立腺がんの検出にはPSA検査を併用することが有用です。

PSA（ピーエスエー）　 2,200円 ●前立腺がん
前立腺がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。

検査のお申し込みは受診日の5日前までにお問い合わせください。
※検査項目によりお電話での事前予約が必要です。

胃部内視鏡（胃カメラ)

ピロリ菌便検査（H.ピロリ抗原)＊

ペプシノゲン検査（PG法）

ピロリ菌血液検査（H.ピロリ抗体）＊

6,600円

2,750円

3,300円

3,300円

●食道・胃・十二指腸のがんや潰瘍、ポリープ など
胃の検査をバリウムから内視鏡（胃カメラ）へ変更が可能です。

●胃がん・胃潰瘍 など
血液にて胃がん発症の原因であるピロリ菌の有無を調べます。

●胃がん・胃潰瘍 など
胃がん発症の原因となる胃粘膜の萎縮を調べます。
※胃カメラ受診者は不要です。

心機能・動脈硬化

オプション項目 税込価格 検査の説明 

NT-pro BNP
（エヌティープロビーエヌピー） 2,200円

●動脈硬化・心不全
動脈硬化症や心不全の指標となるリスクマーカーです。心臓（特に心
室）から分泌されるホルモンの一種で心臓に負担がかかった状態に
なると数値が高くなります。

14,300円

動脈硬化の原因物質を測定し、脳梗塞・心筋梗塞の将来の発病リス
クを予測する検査です。

甲状腺
オプション項目 税込価格 検査の説明 

甲状腺ホルモン 4,400円
●バセドウ病・橋本病 など 
甲状腺ホルモン（Free-T3・Free-T4）および甲状腺刺激ホルモン
（TSH）の値を測定し、甲状腺機能について調べます。

感 染 症
オプション項目 検査の説明  税込価格

風疹抗体（風疹 IgG EIA） 3,850円

麻疹抗体（麻疹 IgG EIA)   3,850円

水痘帯状ヘルペス抗体 （VZV IgG EIA） 3,850円

ムンプス抗体 （ムンプス IgG EIA) 3,850円

風疹ウイルスに感染したことがあるかどうかを調べます。風疹は免疫
を持たない成人がかかると重症化する恐れがあります。

麻疹ウイルスに感染したことがあるかどうかを調べます。麻疹は免疫
を持たない成人がかかると重症化する恐れがあります。

水痘帯状疱疹ウイルス（みずぼうそう）に感染したことがあるかどう
かを調べます。

ムンプスウイルス（おたふくかぜ）に感染したことがあるかどうかを
調べます。

アレルギー検査
オプション項目 検査の説明  税込価格

 View３9 15,400円

アレルギーAセット＊ 9,900円

アレルギーBセット＊ 7,700円

アレルギーCセット＊ 4,730円

当クリニックでは陰性・陽性をお調べすることはできますが、治療は行っておりません。
結果について気になる点等ございましたら、結果票をお持ちいただき専門医へご相談ください。

非特異的IgEを含むアレルギー症状の主要な原因３９項目を調べます。
【吸入系アレルゲン】室内塵（ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト１）、動物（ネコ皮屑・イヌ皮屑）、昆虫（ゴキブリ・
ガ）、樹木（スギ・ヒノキ・ハンノキ（属）・シラカンバ（属））、草本類（カモガヤ・オオアワガエリ・ブタクサ・ヨモギ）、
空中真菌（アルテルナリア・アスペルギルス）、真菌その他（カンジダ・マラセチア（属）・ラテックス）
【食物系アレルゲン】卵（卵白・オボムコイド）、ミルク、小麦、豆・穀・種実類（大豆・ソバ・ピーナッツ・米・ゴマ）、甲
殻類（エビ・カニ）、果物（キウイ・リンゴ・バナナ）、魚・肉類（鶏肉・牛肉・豚肉・マグロ・サケ・サバ）

非特異的IgE含む以下の特定のアレルギーを調べます。
ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト1・スギ・ヒノキ・イネ科（マルチ）・雑草（マルチ）・食物（マルチ）・穀物（マルチ）・
動物上皮（マルチ）・カビ（マルチ）

非特異的IgE含む以下の特定のアレルギーを調べます。
ハウスダスト1・スギ・雑草（マルチ）・食物（マルチ）・穀物（マルチ）・動物上皮（マルチ）

非特異的IgE含む以下の特定のアレルギーを調べます。
スギ・雑草（マルチ）・動物上皮（マルチ）

アレルギーDセット＊ 4,730円 非特異的IgE含む以下の特定のアレルギーを調べます。
スギ・食物（マルチ）・穀物（マルチ）

単
体

AFP（エーエフピー） 2,200円 肝臓がん等の検出に有用な腫瘍マーカーです。

CEA（シーイーエー） 2,200円 消化器系（胃・大腸・直腸）・肺・乳・甲状腺がん等の検出に有用な腫瘍
マーカーです。

SCC（エスシーシー） 2,200円 肺・食道・子宮がん等の検出に有用な腫瘍マーカーです。

CA19-9（シーエー19-9） 2,200円 消化器系（胆のう・すい臓）がん等の検出に有用な腫瘍マーカーです。

セ
ッ
ト

マーカー男性Aセット 8,800円 ［ＡＦＰ・ＣＥＡ・ＳＣＣ・ＣＡ19-9・ＰＳＡ］
前立腺がんの検出に有用な腫瘍マーカーを含むセットです。

マーカー女性Bセット 8,800円 ［ＡＦＰ・ＣＥＡ・ＳＣＣ・ＣＡ125・ＣＡ19-9］
卵巣がんの検出に有用な腫瘍マーカーを含むセットです。

肺がん
マーカーセット 6,600円 ［CEA・シフラ・Pro-GRP］

肺がんの検出に有用な腫瘍マーカーセットです。

肝臓・胆のうがん
マーカーセット

6,600円

6,600円 ［AFP・PIVKAⅡ・CEA］
肝臓がん・胆のうがんの検出に有用な腫瘍マーカーセットです。

［CA19-9・エラスターゼ1・DUPAN-2］
すい臓がんの検出に有用な腫瘍マーカーセットです。

以外の検査はすべて検査当日にお申し込みいただけます。気になる検査がございましたら受付時にお申し付けください。完全予約制

LOX-index®
（ロックス インデックス）

ご予約が取りにくくなっております。ご希望の方は早めにお問い合わせください。

検査に適さない方：ピロリ菌除菌治療を受けた方

次に該当する方は正確な数値が出ない可能性があるため検査をおすすめし
ておりません。●妊娠中または妊娠の可能性のある方●出産後３カ月以内の
方●関節リウマチの方●すでに脳梗塞・心筋梗塞の治療中の方

●胃がん・胃潰瘍 など
便にて胃がん発症の原因であるピロリ菌の有無を調べます。
事前に専用検査キットを送付します。

腫瘍マーカーは、補助診断としての血液検査であり、腫瘍マーカーの検査だけではがんの有無を診断することはできません。
当クリニックでは精密検査および治療は行っておりません。

完全予約制

前立腺超音波

当クリニックではアレルギー治療は行っておりません。
検査結果についてのご相談は専門医へお願いいたします。

すい臓がん
マーカーセット

＊除菌治療を行った方へ：除菌が成功したか否かの判定は、除菌治療を実施された医療機関で検査を行ってください。ご不明な点がありましたら、予約センターまでお問い合わせください。

※尿を溜めた状態で行う検査ですので検査直前の排尿はお控えください。


