
女性 項　目 価　格 （税込） 検　査　内　容

1 脳MRI/MRA （脳血管） ¥27,500 MRIで脳、脳血管の状態を撮影します （脳梗塞、脳腫瘍、脳血管狭窄、脳動脈瘤）

2 頸椎MRI ¥22,000 MRIで頸椎の神経、頸椎椎間板の状態を撮影します (頸椎椎間板ヘルニア、頸椎症)

3 腰椎MRI ¥22,000 MRIで腰椎の神経、腰椎椎間板の状態を撮影します (腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症)

4 膀胱・前立腺ＭＲＩ （男性） ¥22,000 ＭＲＩで膀胱、前立腺の状態を撮影します (前立腺がん、前立腺肥大、膀胱腫瘍)

5 子宮・卵巣ＭＲＩ (女性) ¥22,000 ＭＲＩで子宮、卵巣、膀胱、状態を撮影します （子宮体がん、子宮筋腫、卵巣のう腫、チョコレートのう胞）

6 膝MRI （片膝） ¥22,000 MRIでひざの軟骨、半月板、靭帯の状態を撮影します (半月板損傷、十字靱帯損傷、変形性膝関節症)

7 頭部ＣＴ ¥13,200 CTで脳の撮影を行います (脳梗塞、脳腫瘍)

8 胸部（肺）CT ¥13,200 CTで肺の精密な撮影をします (肺がん、肺気腫、肺炎、横隔腫瘍)

9 腹部・骨盤CT ¥13,200 CTで腹部の精密な撮影をします ※実質臓器：肝、胆、膵、腎、脾の腫瘍や状態を体型に関係なく均一に撮影します

10 胸部・腹部・骨盤CT ¥22,000 CTで肺～骨盤の精密な撮影をします

11 内臓脂肪測定 ¥3,300 内臓脂肪と皮下脂肪の面積測定、カラーマップ表示を行います　※腹部CTの専用オプションです

12 頸動脈エコー ¥4,400 超音波で頸部の血管状態をチェックします (頸動脈の血管内膜、血液流速、動脈硬化)

13 腹部エコー ¥5,500 超音波で腹部の状態をチェックします ※実質臓器：肝、胆、膵、腎、脾の腫瘍や状態が体表の臓器ほど良く抽出されます

14 甲状腺エコー ¥4,400 超音波で甲状腺の状態をチェックします (甲状腺腫瘍、のう胞、甲状腺機能亢進症)

15 心臓エコー ¥9,900 超音波で心臓の状態をチェックします

16 マンモグラフィ ¥5,500 デジタルマンモグラフィによる検査を行います (乳がん、微細な石灰化の有無チェック)

17 乳腺エコー ¥4,400 専用プローブを用いて乳がん、乳腺腫瘤のチェックを行います

18 子宮頸部細胞診 ¥4,400 子宮頸部にがん細胞や異形細胞がないかチェックします

19 経腟エコー ¥2,750 超音波で子宮や卵巣の状態をチェックします (子宮がん、卵巣がん)　※子宮頸部細胞診の専用オプションです

20 ＨＰＶ検査 ¥4,400 ＨＰＶウイルス（ヒトパピローマウイルス：子宮頸がんリスク因子）のチェック　※子宮頸部細胞診の専用オプションです

21 子宮がん検診セット ¥9,900 子宮頸部細胞診、経腟エコー、HPV検査の3点セットです

22 ＡＢＣ検診 ¥6,600 血液検査にて胃がんのリスク判定 （ペプシノゲン+血中ピロリ抗体検査）を行います

23 ピロリ菌チェック ¥3,300 血中ピロリ抗体の検査をします (過去にピロリ菌除菌をされた方には不向きです)

24 甲状腺チェック ¥7,700 甲状腺ホルモンに特化した血液検査（TSH、 F-T3、F-T4）をします

25 更年期リスクチェック ¥4,400 女性ホルモンに特化した血液検査（エストラジオール、FSＨ、LH）をします

26 心不全リスクチェック ¥2,750 血液検査(NT-proBNP)にて心不全リスク検査を行います

27 SAS検査 ¥4,950 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査を行います (自宅にて検査を実施していただきます)

28 血流測定 （ABI） ¥3,300 手足の血流測定で、血液の流れ、動脈の硬化度をチェックをします (血管年齢が分かる検査です)

29 骨密度測定 ¥2,200 40歳平均値(YAM値)を100とした現在の骨密度の数値をチェックします

30 喀痰細胞診 ¥3,850 痰を3日間採取し、痰に含まれるがん細胞を調べます

31 胃X線検査 (バリウム) ¥8,800 デジタル装置によるバリウムを使った胃の検査です

32 胃内視鏡検査 (胃カメラ) ¥12,100 最新オリンパス製4K内視鏡検査です(経口または、経鼻) ※鎮静剤は別途1,100(税込)となります

33 大腸内視鏡検査 ¥22,000 最新オリンパス製4K内視鏡検査です(事前に下剤で洗腸した後検査実施) ※鎮静剤は別途1,100(税込)となります

34 付加健診 ¥9,900 協会けんぽ付加健診と同様の内容です (腹部エコー、眼底検査、肺機能検査、追加血液検査、尿沈渣)

35 腫瘍マーカーセット (男性) ¥13,200 CEA(肺、消化管、乳腺)  AFP（肝臓）　CA19-9（膵臓、胆のう）  PSA（前立腺）　P53（食道、大腸、乳腺）

36 腫瘍マーカーセット (女性) ¥13,200 CEA(肺、消化管、乳腺)　AFP（肝臓）　CA19-9（膵臓、胆のう） CA125（子宮卵巣）　P53（食道、大腸、乳腺）

37 腫瘍マーカー (単体) ¥2,860 腫瘍マーカーセットに含まれる項目やProGRP、シフラ、SCC、PSAなどが１項目から検査可能です

オプション検査

芦屋セントマリア クリニック　芦屋駅前健診フロア　TEL：0797-62-8830（直通）

※ オプション検査は人間ドックおよび各種健診に追加で検査が可能です。

　  単独では受ける場合は、1項目あたり別途\1,100(税込)必要となります。 (腫瘍マーカー単体は項目数に限らず、別途\1,100となります)



項　目 価　格 （税込） 検　査　内　容

38 血液型 ¥550 血液型の検査を行います

39 血液検査 （５項目まで） ¥1,100 血液検査1～5項目までの料金です ※HｂA1c、尿酸など　（腫瘍マーカー等の一部項目を除く）

40 血液検査 （6項目以上） ¥2,200 血液検査6項目以上の料金です ※HｂA1c、尿酸など　（腫瘍マーカー等の一部項目を除く）

41 アミラーゼ ¥330 膵臓や唾液腺から分泌される消化酵素で、膵臓や唾液腺の病気で高くなります

42 白血球像 （血液像） ¥1,650 白血球はリンパ球、好中球などのいくつかの種類に分類され、その種類別の比率を調べます

43 肝炎ウイルス検査(3種セット) ¥2,750 HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体の検査を行います ※肝炎ウイルス検査2種以上の方はこちらをお選びください

44 HBs抗原 ¥1,650 現在Ｂ型肝炎に感染しているかどうかを調べます

45 HBs抗体 ¥1,650 過去Ｂ型肝炎に感染したことがあるかが分かり、B型肝炎ワクチンを接種した場合でも上昇します

46 HCV抗体 ¥2,200 現在Ｃ型肝炎に感染しているか、または過去に感染したことがあるかを調べます

47 尿検査 (３項目) ¥330 尿蛋白、尿糖、尿潜血を調べます　※ウロビリノーゲン追加の場合は\110(税込)となります

48 便潜血反応 (２回法) ¥1,650 潰瘍、腫瘍、炎症、感染症などによって出血している場合、便中に血液が混じることがあります

49 心電図検査 ¥1,650 狭心症や不整脈、心筋梗塞などの心臓の病気のチェックを行います

50 胸部X線検査 (レントゲン) ¥2,200 肺の疾患や脊椎の側弯、心臓の肥大がないかをチェックします

51 眼圧検査 ¥1,650 緑内障(眼圧が高くなり、視野が狭くなる病気)のチェックを行います

52 眼底検査 ¥1,650 体外から唯一観察できる眼底動脈を観察し、初期の動脈病変や網膜の状態をチェックします

項　目 価　格 （税込） 検　査　内　容

1 LOX-index -ロックスインデックス- ¥13,200 血液中のＬＯＸ-1という物質を測定し、将来的な脳梗塞、心筋梗塞のリスクを測定します

2 MCIスクリーニング プラス ¥22,000 認知症のリスクを測定します

3 アミノインデックス ¥27,500 全身のアミノ酸バランスを測定し、数種のがんリスク、認知症リスクを測定します

4 View39 -アレルギーチェック- ¥13,200 ＜花粉症・食物アレルギーのある方へ＞ 一度の血液検査で39種類のアレルギー原因物質を判別します

肺CT ： CT撮影し、肺疾患の有無を調べます

喀痰細胞診 ： 痰を3日間採取し、痰に含まれるがん細胞を調べます

腫瘍マーカー肺 ： がんに特化した腫瘍マーカー（SLX　シフラ　ProGRP）の検査をします

頸椎MRI ： 頸椎の神経や頸椎椎間板を撮影し、頸椎椎間板ヘルニア、頸部脊柱管狭窄症などを調べます

頸椎レントゲン ： 頸椎レントゲンを6方向から撮影し、肩こりの原因と言われる湾曲消失がないか調べます

身体計測（身長、体重、腹囲、視力、聴力、血圧、胸部XP、心電図）、血液検査、尿検査を行います

腰椎MRI : 腰椎の神経や椎間板を撮影し、腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症などを調べます

腰椎レントゲン : 腰椎のレントゲンを6方向から撮影し、側湾の有無、骨の状態を調べます

身体計測（身長、体重、腹囲、視力、聴力、血圧、胸部XP、心電図）、血液検査、尿検査を行います

※片膝または両膝の撮影になります

¥27,500 膝MRI : 膝の半月板の状態、十字靱帯、側副靱帯に損傷がないか調べます

¥49,500 膝レントゲン : 膝のレントゲンを2方向から撮影し、骨の変形や状態を調べます

項　目 価　格 （税込） 検　査　内　容

1 健康診断(簡易) ¥3,300 身体測定(血圧、視力、聴力、身長、体重、腹囲)および、内科診察のみ　

2 文書作成 ¥3,300 所定用紙等に結果記入を行う場合にかかる費用です　※外国語の場合、¥5,500(税込)となります

芦屋セントマリア クリニック　芦屋駅前健診フロア　TEL：0797-62-8830（直通）

個別チェック　(単独受診が可能です)

膝チェック（片膝）

¥35,200

¥35,200

 寝たきりの人生を送らないために

 100歳まで元気に歩き回るために

肺チェック ¥22,000

 喫煙習慣のある方へ

 美しい姿勢を保つために

腰椎チェック

頸椎チェック

膝チェック（両膝）

※ オプション検査は人間ドックおよび各種健診に追加で検査が可能です。　単独では受ける場合は、1項目あたり別途\1,100(税込)必要となります。 

その他

特殊血液検査　(単独受診が可能です)

オプション検査


