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R4.4.1改訂 

 

 

 

 

対象 検査の内容 
事前

申込 
料金 検査の説明 

甲状腺 甲状腺機能検査 
エコー（超音波）検査  2,000 円 甲状腺機能の亢進や低下を調べます。 

血液検査では、甲状腺ホルモン（TSH・FT3・FT4）を

測定します。 血液検査   4,200 円 

対象 
事前

申込 
検査の内容 料金 検査の説明 

脳 

 

頭部 MRI 検査 19,000 円 
ＭＲＩで脳の輪切り画像と血管像を撮影します。脳腫瘍、脳梗塞、脳出血など

の病変の有無を検査します。脳の病気のうち、脳卒中の罹患率は、30 歳代

から徐々に増加傾向にあるため、30 歳以上の方におすすめします。 

 

頭部 MRA 検査 
（単独申込は不可） 

6,000 円 
MRA では脳の血管を撮影し、くも膜下出血などの原因となる脳動脈瘤など

の有無を検査します。また脳動脈硬化や脳動脈の狭窄や閉塞などの血管

の詰まり具合を検査することができます。 

 

頚部 MRA 検査 
（単独申込は不可） 

4,000 円 頚部の血管を撮影し、頚動脈血栓の有無や動脈硬化の程度を検査します。 

 

MR 検査セット 
（上記３つのセット） 

29,000 円 MRI・MRA の検査を併用して行うことで、より詳細な結果が得られます。 

眼 

  眼底検査 1,300 円 
眼底の血管や網膜、視神経を検査し、白内障や緑内障、眼底出血、糖尿病

による目の合併症などを調べます。40 歳以上の方におすすめします。 

  眼圧検査 1,000 円 
眼球の内圧を測定し、視野が狭くなって失明の可能性のある緑内障の有無

を調べます。40 歳以上の方におすすめします。 

乳房 

 

乳腺エコー（超音波）検査 3,300 円 乳房に超音波をあて、触診ではわからない小さなしこりの有無を調べます。 

 

マンモグラフィー検査 5,500 円 
乳房を片方ずつ平らにして、X 線撮影し、腫瘍の有無や大きさ、形などを調

べます。 

 

乳房検査セット 
（上記２つのセット） 

8,000 円 
女性の乳がんは 30 歳代から増加し、40 歳代後半から 50 歳代前半でピー

クを迎えます。マンモグラフィーと乳腺エコー検査は異なるメリットがあるので

併用して受けることが理想的です。両検査ともに、女性技師が担当します。 

肺 

  胸部レントゲン検査 1,900 円 
胸部にＸ線を照射して、左右の肺の病変や心臓の大きさなどを調べます。肺

結核・肺炎などの肺の炎症、心臓病・心肥大などの病気が分かります。 

  肺機能検査 1,600 円 
肺の換気機能や容量などを調べることにより、肺が正常に機能しているかど

うかを判断すること目的として行います。 

 胸部 CT 検査 4,000 円 
X 線で胸部の断層写真を撮影します。レントゲンでは判らない肺がんの早期

発見に適しています。また、肺炎・肺結核・肺気腫などの病気が分かります。 

心臓   心電図検査 1,600 円 
心臓の働きやリズムを調べる検査です。不整脈・狭心症・心肥大・心筋症・

心筋梗塞・虚血性心疾患・心不全・心房細動などの病気がわかります。 

胃 

 

胃透視検査（バリウム） 9,000 円 

造影剤（バリウム）と発泡剤を飲み、胃の形や表面の凹凸を X 線で撮影し、

食道・胃・十二指腸の形や粘膜の状態に異常がないかを調べます(ポリー

プ、潰瘍、がんなど)。要精密検査になった場合、胃カメラ検査が必要です。 

㊟ 重度な便秘症、腸の疾患によっては検査できません。また、過去にバリ

ウム検査で要精密検査の方は、胃カメラ検査をおすすめします。 

 

胃内視鏡検査（胃カメラ） 11,500 円 

麻酔（当院は局所麻酔）を喉や鼻にかけ、口もしくは鼻から細いカメラを挿入

して、食道・胃・十二指腸を直接観察します。食道炎・胃炎、ポリープ、潰瘍、

がんなどの病気の発見に有用です。胃がんの罹患率は 40 代後半に増加す

るので、40 歳を過ぎたら胃がん検診を受けることをおすすめします。 

肝臓 
胆のう 
すい臓 
腎臓 
尿路 

 

腹部エコー（超音波）検査 6,300 円 
エコーで胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓などを確認し、腫瘍や脂肪肝、胆の

うポリープ、結石などの有無を調べます。 

  尿沈渣 600 円 
尿を遠心分離器にかけ、沈殿した成分の種類や数を顕微鏡で調べ、腎臓や

膀胱などの障害を調べます。 

内臓脂肪 
 

内臓脂肪 CT 検査 1,100 円 内臓脂肪面積を測定します。メタボリックシンドローム対策に役立ちます。 

大腸   便潜血検査（2 日法） 1,100 円 
2 日間の便を容器にとり、便中に含まれる血液の有無を調べます。肉眼で

は見えない大腸からの出血を調べます。 

骨   骨密度測定 550 円 
骨の強度や疾患などによる骨の変化を調べる検査です。閉経前後の女性に

おすすめします。 

対象 検査の内容 料金 検査の説明 

肝臓 

HBｓ抗原 900 円 
Ｂ型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます。陽性であれば感染していることを示しま

す。 

HBｓ抗体 350 円 
HBs 抗原に対する抗体の有無を調べます。過去にＢ型肝炎に感染したことがある場合

や、Ｂ型肝炎ワクチンを接種した場合に陽性になります。 

C 型肝炎検査 1,300 円 C 型肝炎ウイルスの抗体検査（HCV 抗体）です。 
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セット（男性） 5,600 円 ＰＳＡ・ＡＦＰ・ＣＥＡ・ＣＡ１９－９ 

セット（女性） 5,800 円 ＣＡ１２５・ＡＦＰ・ＣＥＡ・ＣＡ１９－９ 

前立腺 PSA（男性） 1,500 円 
前立腺がんで高い値を示します。前立腺がんの早期発見に不可欠な検査です。前立

腺肥大症や前立腺炎でも値が上昇することがあります。 

卵巣 CA125（女性） 1,700 円 
卵巣がん高い値を示します。子宮内膜症、妊娠時や月経周期でも値が上昇することが

あります。 

消化器 

系 

CEA 1,300 円 
大腸がんをはじめ消化器系のがんで高い値を示します。良性疾患、高齢者や喫煙者

でも値が上昇することがあります。 

CA19-9 1,600 円 
膵臓がんや胆道がんをはじめとする消化器系のがんで高い値を示します。膵炎や胆

道結石でも値が上昇することがあります。 

肝臓 AFP 1,300 円 肝臓がんで高い値を示します。肝炎や肝硬変でも値が上昇することがあります。 

その他 

ヘモグロビン A1C 600 円 
糖尿病の血糖コントロールを判定するために、血糖と HbA1c が有効です。HbA1c は、

過去約 1～2 ヶ月間の平均血糖値がわかる検査です。 

血液型検査 550 円 ABO 式血液型(A 型、B 型、O 型、AB 型)と、Rh 式血液型(Rh(+)、Rh(-))を調べます。 

血沈 210 円 
血液中の赤血球が、試験管の中を一定時間内にどれくらい沈んでいくかを調べる検査

です。体内の炎症反応の程度・有無を調べます。 

梅毒検査 500 円 性感染症の一種で、血液中の抗体の有無を調べます。 

エイズ検査 1,400 円 
後天性免疫不全症候群（AIDS：エイズ）の原因になる HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に感

染しているかどうかを調べる HIV 抗体検査です。 

関節リウマチ検査 350 円 
血液中のリウマチ因子（ＲＦ定量）をチェックするスクリーニング検査です。30 歳～50 歳

代の女性、自覚症状に朝のこわばりや関節の痛みがある方におすすめです。 

※ 腫瘍マーカー（血液で調べるがんスクリーニング検査） 

腫瘍マーカーは、がん（悪性腫瘍）を見つけるための目印（マーカー）となる物質の総称です。  

腫瘍には特定の物質を産生するものがあり、主として血液中で測定可能なものを腫瘍マーカーとして臨床の場で使われています。 

がんが存在していなくても数値が基準値を外れたり、がんが存在していても数値が上昇しない場合があります。 

がん検診での発見精度を高めるためには、X 線や内視鏡、エコーなどの画像検査と組み合わせることが有用です。 

以下の項目は血液検査です 

当日のオプション検査追加について 

検査準備に時間を要する場合や当日にご案内できない場合 

がございますので、事前のご予約をおすすめします。 

〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下 4-6-25 

📞 TEL   092-471-6265 （健診センター直通） 

📠 FAX   092-451-3013 📧 MAIL  kensin@saku.or.jp  

予約（完全予約制）・お問い合わせ 
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