
♡

結果海外発送 2,200円 (税込） 画像CD-R 1,100円 (税込）

結果表に画像全データを入れたCD-Rを同封いたします。再検査が

必要と診断された場合、速やかな二次検査につながります。

健診結果オプションのご案内

EMSで海外に結果をお送りします。

医療法人社団ミッドタウンクリニック 健診・人間ドック

オプション検査のご案内
※表示価格は、消費税10％を含みます。
※事前にお申し込みが必要な検査もございます。

03-5413-0081
03-3231-2068

事前予約制 9:00-17:00 月～金（祝日除く）
電話受付時間：

東京ミッドタウンクリニック

日本橋室町三井タワー　ミッドタウンクリニック

尿検 査

当日
OK

当日
OK

当日
OK

すべて
当日OK

すべて
当日OK

腫瘍マーカー

オプション項目

腫瘍マーカーフルセット（男性）

腫瘍マーカーフルセット（女性）

肺がん腫瘍マーカーセット    

消化器がん腫瘍マーカーセット

肝臓・胆のうがん腫瘍マーカーセット

前立腺がん腫瘍マーカー（男性）

税込価格 検査の説明 ［ ］内：検査項目

3,300円

8,800円

8,800円

12,650円

26,400円

26,400円 [PSA･P53抗体･SCC･CYFRA･CEA･CA19-9･Pro-GRP･AFP･PIVKA-Ⅱ･エラスターゼ1]　

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。

[CA125･P53抗体･SCC･CYFRA･CEA･CA19-9･Pro-GRP･AFP･PIVKA-Ⅱ･エラスターゼ1]

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。

[P53抗体･SCC･CYFRA･Pro-GRP]
肺がんの検出に有用な腫瘍マーカーセットですが、食道・頭頸部領域がん、
子宮頸がん、皮膚がんの検出にも役立ちます。
[P53抗体･CEA･CA19-9]
消化器がんの検出に有用な腫瘍マーカーセットですが、すい臓がん、胆のうがん、
胆管がん、肺がん、乳がん、卵巣がんの検出にも役立ちます。

[AFP・PIVKA-Ⅱ・CA19-9]
肝細胞がん、胆のうがんの検出に有用な腫瘍マーカーです。

[PSA]
前立腺がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。

卵巣がん腫瘍マーカー（女性） 3,300円 [CA125]
卵巣がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。

妊娠準備・エイジングケア 　─ 男性の方にご受診いただける検査もご用意しております ─

オプション項目

卵巣予備能(AMH)検査（女性）　

抗体4種セット

(風疹・麻疹・ムンプス・水痘ウイルス)

ビタミンD欠乏症

骨密度測定(DEXA法)

エクオールチェック
※専用尿検体容器にて検査当日に採尿していただきます。

税込価格

オプション項目 検査の説明     ［ ］内：検査項目税込価格

検査の説明

4,950円

3,300円
（5分）       

3,300円

14,850円

7,700円

●骨粗しょう症
X線で骨密度を測定します。骨粗しょう症の診断に有効です。

血液型 1,100円 ABO式及びRh式血液型を測定します。

アレルギー検査フルセット 15,400円

リウマチ 7,700円 [リウマチ因子（RF）・抗CCP・CRP]
関節リウマチ診断の参考になります。

HIV抗体 3,300円

[HIV抗体・梅毒･HBs抗原/抗体・HCV抗体]
HIV、梅毒、B型肝炎、C型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを調べます。
各検査、単体でも検査可能です。

感染症セット

MTC‐30-210519

9,900円

[HIV]
HIVに感染しているかどうかを調べます。

※上記オプション検査は一部、コースに含まれている場合がございます。その場合は不足しているマーカーのみ追加させていただきます。

ビタミンD不足は、がんや生活習慣病の発症リスクを高めるほか、女性の不妊症
や男性の更年期障害につながるとも言われています。普段の生活ではどうして
も不足しがちな為、効果的に摂取できるよう対策を取る必要があります。

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））、草木類（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）

脳・心 臓・動 脈 硬 化

頭部MRI/MRA 3.0テスラ

心臓超音波

頸動脈超音波

ホモシステイン

エヌティープロビーエヌピー

NT-ProBNP

血圧脈波

オプション項目 検査の説明    ［ ］内：検査項目

38,500円
（20分）       

11,000円
（15分）       

7,700円
（15分）      

6,600円

3,300円

3,300円
（10～15分）  

55,000円
（70分）       

●脳梗塞（無症候性）、脳腫瘍、脳動脈瘤 など
強力な磁石でできた筒状の中に入り、磁気の力を利用して頭部の断面・血管を撮影します。
※閉所が苦手な方は事前にお問合せください。※金属成分を含む物は検査室に持ち込むことができません。

●弁膜症、心筋梗塞 など
超音波で心臓の大きさや動き、心臓の筋肉や弁の状態、血液の流れなどを調べます。

●動脈硬化、脳梗塞 など
超音波を首に当て、動脈硬化の程度や脳梗塞の原因となるプラークの有無を調べます。

●動脈硬化
動脈硬化の危険因子のひとつである血中のホモシステイン（アミノ酸）の値を調べます。

●動脈硬化、心不全
動脈硬化症、心不全の指標となる心臓のリスクマーカーです。

●動脈硬化 など 　[PWV・ABI]
手首と足首の血圧比から動脈硬化や血管のつまりなどを評価します。

脳セット

心臓セット

脳・心臓セット

44,000円
（40分）        

22,000円
（50分）        

[頭部MRI/MRA・頸動脈超音波・ホモシステイン]
通常より8,800円お得なセットです。

[心臓超音波･頸動脈超音波･ホモシステイン･血圧脈波]
通常より6,600円お得なセットです。

[頭部MRI/MRA･心臓超音波･頸動脈超音波･ホモシステイン･血圧脈波]
通常より12,100円お得なセットです。

税込価格
（所要時間）

エクオールは、大豆イソフラボンをもとに体内で生成される性ホルモンに似た働
きをする物質で、女性の更年期障害や月経前症候群、男性に対しても前立腺肥大
や薄毛などにおいて効果が期待されています。しかし、最近の研究で、日本人の3
人のうち2人が大豆食品を食べてもあまりエクオールの効果が得られていな
いことが分かってきました。検査結果に応じて食生活の改善や健康対策にお役
立てください。

卵巣に残された卵子数の目安を調べる検査です。

●三日ばしか、はしか、おたふく風邪、水ぼうそう
近年ワクチン接種歴のない若年成人の間で流行があり、企業活動を妨げるよう
な社会現象にもなっています。妊娠中の感染が胎児に悪影響を与えるウイルス
もありますので、抗体価を把握しておかれることをおすすめします。各検査単体
でも検査可能です。

ふうしん 　　ましん

※プライバシー保護のため、健診結果とは別に専用の結果票を同封します。

※HIV検査のみ、健診結果とは別に専用の結果票を同封します。

※2021年5月現在 ※検査内容、価格は変動する場合がございますので、予めご了承ください。

※がんの補助診断に用いられる腫瘍マーカーは、検査を組み合わせることでより有用な検査結果を得ることができます。
単体でもご用意しております。

すべて
当日OK そ の 他

3,300円テストステロン（男性ホルモン検査） 男性の認知機能・気分障害、筋肉量の減少、性機能障害などに影響が及ぶ血中
のテストステロン値を調べます。

尿検 査

3,300円フェリチン（鉄欠乏貧血検査） 細胞の内部に鉄分を貯蔵できるたんぱく質であるフェリチン値により、鉄欠乏
性貧血症であるかを調べます。

2,200円食塩摂取量 尿中のナトリウム、クレアチニンの値と、身長、体重、年齢から推定塩分摂取量を
算出します。

5,500円sd-LDL （超悪玉コレステロール検査） 悪玉コレステロールの中でも、動脈硬化の主な要因となる小型の悪玉「超悪玉
（small dense LDL）」の値を調べます。



当日
OK

当日
OK

当日
OK

当日
OK

当日
OK

当日
OK

当日
OK

当日
OK

当日
OK

授乳中

緑内障

授乳中

消化器

オプション項目

上部消化管X線造影
（胃バリウム）

上部消化管内視鏡（胃カメラ）

内視鏡検査（胃カメラ）時
鎮静剤使用

胃がんリスク検査
（ABC分類）

ペプシノーゲン

血中ピロリ抗体

ピロリ菌検査セット

税込価格
（所要時間）

検査の説明   ［ ］内：検査項目

3,850円

27,500円
（20分）      

6,600円
（15分）    

19,800円
（5～10分）   

23,100円
（5～10分）   

8,800円
（5～10分）  

2,200円

2,200円

3,300円

5,500円

5,500円

8,800円
（20分）    

14,300円
（15分）     

●食道・胃・十二指腸のがんや潰瘍、ポリープ など
バリウム（造影剤）を飲んで、食道・胃・十二指腸の状態を調べます。

●萎縮性胃炎 など
胃粘膜の炎症と萎縮の状態を調べます。

●胃がん、胃潰瘍 など
血中のピロリ抗体の有無を調べます。ピロリ菌はヒトの胃粘膜に棲み、胃の炎症
を起こす菌です。過去にピロリ菌の検査を行ったことのない方におすすめです。

腹　部

胃　部

大　腸

オプション項目

下腹部MRI3.0テスラ

腹部超音波

上腹部CT

上腹部～下腹部CT

内臓脂肪CT

便潜血検査（2回法）
※専用検体容器あり

税込価格
（所要時間） 検査の説明

オプション項目 税込価格 検査の説明

男性は、尿の切れや残尿感などの症状がある方の前立腺を調べるのにおすすめ
です。女性は、被ばくせずに子宮・卵巣を調べることができます。

超音波で腹部臓器（肝臓、胆のう、すい臓、腎臓、脾臓）の形や大きさ、腫瘍（良性・
悪性）の有無、胆石や腎臓結石などを調べます。

低線量80列マルチスライスCTで上腹部をスライス状に切った画像を撮影し、
主に肝臓・胆のう・すい臓・腎臓・脾臓を調べます。

低線量の80列マルチスライスCTで腹部内臓脂肪と皮下脂肪の面積を測定します。
お腹周りが気になる方、脂質、血糖、血圧に若干でも異常がある方におすすめです。

●大腸がん、大腸ポリープ など
事前に2回分の便を採取していただき、便中に血液が含まれているかどうかを
調べます。

[血中ピロリ抗体･便中ピロリ抗原]
採血検査だけでは現在のピロリ菌の活動性を把握することができない場合が
あります。血液検査と便検査を実施することで、より正確な検査結果を得られます。

乳房・子宮・卵巣・女性ホルモン　－女性医師・スタッフが対応いたしますー

甲状腺

オプション項目

マンモグラフィ

3Dマンモグラフィ

乳房超音波

子宮頸部細胞診

HPV(ヒト･パピローマウイルス)
※必ず「子宮頸部細胞診」検査とセットでご受診ください。

経腟超音波

税込価格
（所要時間）

検査の説明   ［ ］内：検査項目

オプション項目 税込価格
（所要時間）

検査の説明     ［ ］内：検査項目

オプション項目 税込価格
（所要時間）

検査の説明     ［ ］内：検査項目

5,500円
（10分）      

5,500円
（10分）    

5,500円
（10分）     

5,500円
（15分）     

13,200円
（15～20分）  

7,700円
（15分）    

●乳がん
乳房を挟み上下と左右の2方向からX線で撮影し、乳腺のしこり（腫瘍）やひきつれ、
石灰化などを調べます。個人差がありますが、多少の痛みをともなうことがあります。
※40歳以上の方におすすめです。20代、30代の方はマンモグラフィよりも乳房超音波をおすすめします。

●乳がん
超音波で乳房の内部（しこりの有無、しこりの状態や大きさなど）を調べます。
※年齢に関係なく検査可能。20代、30代の方にもおすすめです。

●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。個人差がありますが、ほとんど痛みは感じません。

●子宮頸がん
子宮頸がんの原因であるヒト・パピローマウイルスに感染しているかどうかを
調べます。検査方法は子宮頸部細胞診と同じです。

●子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣がん、卵巣のう腫 など
腟内に指の細さ位のプローブを挿入し、超音波で骨盤内の状態や腫瘍の有無など
を調べます。

子宮体部細胞診 ＋ 
経腟超音波

13,200円
（15分）       

●子宮体がん
細い棒状のブラシを子宮内に入れ、子宮内膜の細胞や組織の一部を採取し、異常な
細胞の有無を調べます。個人差がありますが、多少の痛みをともなうことが
あります。不正出血のある方や閉経後の方におすすめです。

乳・婦人科セット 27,500円
（40分）      

[3Dマンモグラフィ･乳房超音波･子宮頸部細胞診･経腟超音波]
通常より2,200円お得なセットです。

甲状腺超音波 7,700円
（10分）    

●バセドウ病、橋本病 など
超音波を首に当て、甲状腺の大きさや状態を見て、炎症や腫瘍の有無などを調べます。 

甲状腺ホルモン 6,600円

肺

胸部CT 19,800円
（5～10分）   

●早期の肺がん など
低線量80列マルチスライスCTで肺・縦隔をスライス状に切った画像を撮影します。
胸部Ｘ線検査には写らない早期の小さな肺がんや炎症の発見に有用です。

28,050円
（5～10分）   

[胸部CT･SCC･CYFRA･Pro-GRP･喀痰細胞診]
たばこを吸う方、痰がよく絡む方におすすめです。喀痰細胞診検査は、事前に
3日間の痰を採取していただきます。通常より4,400円お得なセットです。

●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）へ変更します。挿入ルートは経口・
経鼻で選択可能です。数に限りがあるため、お早目のご予約をお願い
いたします。
※人間ドック以外の方には、胃カメラドック（27,500円）を別日程でご案内しております。詳しくはお問い
合わせください。　

腕に静脈注射をし、眠ったような状態で内視鏡検査を受けられます。当日はお車
等の運転は厳禁です。検査後、横になったまま約1時間休憩していただきます。
※経口の胃カメラを受診される方専用のオプションです。鎮静剤の効き目には個人差があります。
※数カ月先までご予約が埋まっている場合もございますので、お早目のご予約をお願いいたします。
※安全上の理由により、76歳以上の方は使用できません。

上記の上腹部に加え、下腹部（小腸、大腸、膀胱）、男性は前立腺、女性は子宮や
卵巣を調べます。家族にがんの既往がある方やお酒を飲まれる方、外食が多
い方にもおすすめです。

●胃がん　[ペプシノーゲン・血中ピロリ抗体]
ピロリ菌感染の有無と胃粘膜の萎縮度から、胃がん発症のリスクをA・B・C・
Dの4群に分類して評価します。
※現在から将来の胃がんリスクを評価する検査であり、胃がんが見つかるわけではありません。
胃がん発見のためには、画像診断による二次精密検査が必要です。
※下記に該当する方はご受診いただけません。
●胃の病気療養中の方　●胃切除後の方　●ピロリ菌除菌治療を受けた方　●腎不全の方
●胃酸を抑える薬を服用中の方

完全予約制

肺がんセット
※喀痰細胞診は専用検体容器あり

エラスターゼ1 3,300円 すい炎、すい臓がんの検出に有用なマーカーです。

上部消化管内視鏡オプション

※便中ピロリ抗原は専用検体容器あり

●バセドウ病、橋本病 など　[TSH・Free-T3・Free-T4]
甲状腺のホルモン値を測定し、甲状腺機能を調べます。甲状腺異常は、うつ、
むくみ、月経異常などにもつながります。特に女性の場合は、自覚症状がなくても
5年に1度の検査をおすすめいたします。

●乳がん
従来のマンモグラフィが平面撮影であったのに対し、多角的な3D撮影で鮮明
に画像を撮ることが可能となり、これまでマンモグラフィに向かなかった高
濃度乳房の方の病変も見つけやすくなりました。
※すでにマンモグラフィをご予約の方は、追加料金5,500円でご受診いただけます。


