
当日お申込み可能な検査は、同封の「当日お申込み可能な検査」オーダーシートにチェックを入れ、
検査当日受付にご提出ください。
どんな検査を受けたらよいか分からないなど、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

オプション名 検査の説明 価格（税込）

頭部ＭＲＩ/ＭＲＡ
磁場を利用した画像診断法です。脳梗塞（無症候性）や脳動脈瘤の有無、脳血管
が細く狭くなっていないかなどを調べます。筒状の機械の中で横になって検査を
受けていただきます。閉所恐怖症の方はご受診いただけない場合があります。

¥29,700

心臓超音波 超音波で心臓の大きさや動き、心臓の筋肉や弁の状態、血液の流れなどを観察し、心
臓が正常に働いているかどうかを調べます。弁膜症や心筋梗塞などの発見に有用です。 ¥9,900

頸動脈超音波 頸動脈は首の比較的浅い位置にあり、他の部分に比べて検査しやすい血管です。
超音波で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。 ¥5,500

血圧脈波
（CAVI/ABI）

左右の上腕部と左右の足首の血圧と脈波を同時に測定し、血管の硬さや詰まり
具合から動脈硬化の危険性や血管年齢を調べます。 ¥3,850

LOX-index® 血液検査

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。
※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がある方	 •出産後3か月以内の方
	 •関節リウマチの方	 •すでに脳梗塞/心筋梗塞の治療中の方

¥14,300

NT-ProBNP 血液検査 心不全の指標となる心臓のマーカーです。 ¥2,420

脳セット
＜頭部MRI/MRA、頸動脈超音波＞
脳梗塞（無症候性）や脳動脈瘤、脳血管狭窄の有無のほか、頸動脈が細く狭くなっ
ていないかなどを調べます。

¥33,000

心臓セット
＜心臓超音波、頸動脈超音波、血圧脈波（CAVI/ABI）＞
超音波を用い、弁膜症・心筋梗塞など心臓疾患の診断や、頸動脈の狭窄の有無を
調べます。さらに血管の硬さや詰まり具合から動脈硬化の程度を調べます。

¥18,700

脳・心臓セット ＜頭部MRI・MRA、頸動脈超音波、心臓超音波、血圧脈波（CAVI/ABI）＞
上記、脳セットと心臓セットを組み合わせた、お得なセットです。 ¥45,100

完全予約制

TEL  052-551-1169
電話受付：月～金	9時～17時	※祝日除く

※ご加入の健康保険組合によっては料金が一部異なる場合がございます。詳細はお問い合わせください。

 脳・心臓

オプション検査

ミッドタウンクリニック名駅
人間ドック・健康診断

オプション名 検査の説明 価格（税込）

胸部マルチスライスCT 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線検査よりも精度の高い結果を得られます。肺がんの発見に有用です。 ¥11,000

喀痰（かくたん）細胞診 事前に3回分の痰を採取していただきます。痰に含まれる細胞を調べます。肺がん
（特に扁平上皮がん）の発見に有用です。 ¥3,300

肺がんセット
＜胸部マルチスライスCT、腫瘍マーカー（シフラ、SCC）、喀痰細胞診＞
80列マルチスライスCTによる画像診断に加え、腫瘍マーカー、喀痰細胞診と複
数の検査を組み合わせた肺がんの発見に有用なセットです。

¥18,700

 肺
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オプション名 検査の説明 価格（税込）

胃部

上部消化管X線造影
（胃バリウム）

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。がんや腫瘍、ポリー
プなどの発見に有用です。 ¥13,200

上部消化管内視鏡
（胃カメラ）

内視鏡（胃カメラ）を用い、食道・胃・十二指腸の状態を調べます。がんや腫瘍、ポリー
プなどの発見に有用です。カメラは、鼻から、もしくは口から入れるかを選択可能です。 ¥22,000

上部消化管内視鏡
オプション

内視鏡検査
（胃カメラ）時
鎮静剤使用

腕に点滴をし、眠ったような状態で楽に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、リカバリールームにて約1時間休憩していただきます。
※眼科で緑内障と診断されている、もしくは検査中の方は、あらかじめかかりつけの眼科医に使
用可能かご相談ください。（使用によって症状が悪化する可能性があります。）

※鎮静剤の効果は個人差があります。
※当クリニックでは、76歳以上の方は使用できません。

¥5,500

胃がんリスク検査
（ABC分類）

血液検査

＜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。

¥4,400

ペプシノーゲン 血液検査 萎縮性胃炎や胃がんのリスクなどを調べる血液検査です。 ¥3,300

血中ピロリ抗体 血液検査
血中の「ピロリ抗体」の有無を調べる血液検査です。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。 ¥2,200

腹部

下腹部MRI 骨盤部を調べます。男性は前立腺、女性は子宮・卵巣の診断に有用です。 ¥27,500

上腹部マルチスライス
CT

80列マルチスライスCTで上腹部をスライス上に切った画像を撮影し、主に肝臓・胆嚢・
膵臓・腎臓・脾臓を調べます。	 ¥11,000

腹部超音波 超音波で腹部臓器（肝臓・胆嚢・膵臓・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。 ¥5,500

内臓脂肪CT CTで腹部内臓脂肪と皮下脂肪の面積を測定します。メタボリックシンドロームの診
断に有用です。 ¥3,300

大腸

下部消化管内視鏡
（大腸カメラ）

内視鏡(大腸カメラ)を用い、肛門から挿入し大腸の状態を調べます。がんや腫瘍、
ポリープなどの発見に有用です。
下部消化管内視鏡オプションの鎮静剤の利用については選択可能です。
※鎮静剤に関する注意事項については、上部消化管内視鏡オプション欄をご確認ください。

¥44,000

大腸3D-CT 炭酸ガスで大腸を拡張させ腹部領域のCTを撮影し、コンピューター処理した大腸
の三次元画像を元に大腸疾患を調べる検査です。 ¥38,500

便潜血検査（2回法） 大腸がんや大腸ポリープなどのスクリーニング検査です。便中に血液が含まれている
かどうかを調べます。事前に２回分の便を採取していただきます。 ¥2,200
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オプション名 検査の説明 価格（税込）

マンモグラフィ
乳房専用のレントゲン検査で、乳腺のしこり（腫瘍）やひきつれ、石灰化などを調べます。
乳房を撮影台に載せて圧迫板で押さえ、上下と左右の二方向から撮影します。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。

¥5,500

乳房超音波 超音波を用い、しこりの有無やしこりの状態、大きさなどを調べます。診察台に仰向
けになり、左右の乳房にジェルを塗り、プローブ（端子）を縦横に滑らせて観察します。 ¥5,500

経腟超音波
＜経腟超音波、内診＞
指の細さ位のプローブを腟から入れ、超音波で骨盤内の状態や腫瘍の有無などを調
べます。子宮筋腫や子宮内膜症、卵巣がん、卵巣のう腫などの発見に有用です。

¥5,500

子宮頸部細胞診
＜子宮頸部細胞診、内診＞
子宮頸がんの発見に有用な検査です。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。

¥5,500

HPV
（ヒト・パピローマウイルス）

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。
※必ず「子宮頸部細胞診」とセットでご受診ください。

¥5,500

エクオール検査
女性ホルモンに似た働きをする「大豆イソフラボン」の健康効果が効率よく得られる
体質かを調べます。
※エクオール（含有）サプリメント内服中の方はご相談ください。

¥4,950

腫瘍マーカー
オプション名 検査の説明 価格（税込）

腫瘍マーカー
プレミアムセット（男性）

血液検査
＜PSA、SCC、シフラ、Pro-GRP、PIVKA-Ⅱ、AFP、エラスターゼ１、CEA、CA19-9＞
男性向けの腫瘍マーカーを集めたセットです。 ¥17,600

腫瘍マーカー
プレミアムセット（女性）

血液検査
＜CA125、CA15-3、SCC、シフラ、Pro-GRP、PIVKA-Ⅱ、AFP、エラスターゼ１、CEA、CA19-9＞
女性向けの腫瘍マーカーを集めたセットです。 ¥19,800

腫瘍マーカー
スタンダードセット（男性）

血液検査
＜PSA、シフラ、Pro-GRP、AFP、CEA、CA19-9＞
男性向けの標準的な腫瘍マーカーを集めたセットです。 ¥11,000

腫瘍マーカー
スタンダードセット（女性）

血液検査
＜CA125、CA15-3、シフラ、Pro-GRP、AFP、CEA、CA19-9＞
女性向けの標準的な腫瘍マーカーを集めたセットです。 ¥13,200

PSA（男性） 血液検査 前立腺がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。 ¥2,420 

CA125（女性） 血液検査 卵巣がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。 ¥2,420 

CA15-3（女性） 血液検査 乳がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。 ¥2,420 

SCC 血液検査 肺がん（特に扁平上皮がん）・食道がん・子宮がんなどの検出に有用な腫瘍マーカー
です。 ¥2,420 

シフラ 血液検査 肺がん（特に扁平上皮がん）などの検出に有用な腫瘍マーカーです。 ¥2,420 

Pro-GRP 血液検査 肺がん（小細胞がん）などの検出に有用な腫瘍マーカーです。 ¥2,420

PIVKA-Ⅱ 血液検査 肝臓がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。 ¥2,420 

AFP 血液検査 肝臓がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。 ¥2,420 

エラスターゼ１ 血液検査 膵臓がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。 ¥2,420 

CEA 血液検査 消化器がん(胃、大腸、膵臓、胆道など)、肺がん、甲状腺がん、乳がんなどの検出に
有用な腫瘍マーカーです。 ¥2,420

CA19-9 血液検査 消化器がん(特に膵臓、胆道など)、婦人科がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。 ¥2,420 

乳房・子宮・卵巣

腫瘍マーカーは各種検査の補助手段として有用な検査となりますので
超音波検査やCT検査などと組み合わせたご受診をおすすめしています。すべて当日OK
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お問い合わせ

■ その他 

オプション名 検査の説明 価格（税込）

アレルギー検査
（VIEW39） 血液検査

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(マラセチア(属)・カンシダ）

【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）

【その他】  ラテックス

¥17,600

HCV抗体 血液検査 C型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを調べます。 ¥2,200

HBs抗原 血液検査 B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを調べます。 ¥1,650

梅毒 血液検査 梅毒に感染しているかどうかを調べます。 ¥2,200

HIV抗原・抗体 血液検査 HIVに感染しているかどうかを調べます。 ¥2,750

風疹抗体 血液検査 風疹の抗体を持っているか調べます。 ¥2,200

麻疹抗体 血液検査 麻疹（はしか）の抗体を持っているか調べます。 ¥2,200

水痘抗体 血液検査 水痘（水ぼうそう）の抗体を持っているか調べます。 ¥2,200

ムンプス抗体 血液検査
難聴の原因となる感染症「ムンプス」。おたふく風邪はムンプスウイルスへの感染
により発症します。このムンプスに対する抗体を持っているか調べます。 ¥2,750

抗体4種セット 血液検査
＜風疹抗体、麻疹抗体、水痘抗体、ムンプス抗体＞
上記4つの抗体検査をセットにしたお得なメニューです。 ¥8,800

血液型 血液検査 ABO式及びRh式血液型を測定します。 ¥1,650

骨密度測定
（超音波法） 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。 ¥2,750

眼底（両眼） 眼底カメラで目を撮影し、網膜・脈絡膜・黄斑部などの状態を調べます。高血圧に
よる動脈硬化や糖尿病による眼底出血などの発見に有用です。 ¥1,650

眼圧（両眼） 目に風を当てて、眼球内の圧力(眼球の硬さ)を測定し、緑内障などを調べます。 ¥1,100

TEL  052-551-1169 FAX
		052-551-1109完全予約制

MM-03-200301

〒450-6305 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号　JPタワー名古屋5F

電話受付：月～金	9時～17時	
※祝日除く

 甲状腺
オプション名 検査の説明 価格（税込）

甲状腺超音波 超音波で甲状腺の大きさや状態を見て、腫瘍の有無などを調べます。 ¥5,500

甲状腺ホルモン 血液検査
甲状腺ホルモン（TSH・Free-T3・Free-T4）の値を測定し、甲状腺機能について
調べる血液検査です。 ¥4,400

甲状腺セット 血液検査

＜甲状腺超音波、甲状腺ホルモン＞
血液検査で甲状腺ホルモン（TSH・Free-T3・Free-T4）の値を測定するとともに、
超音波で直接甲状腺の状態を観察します。バセドウ病や橋本病などの発見に有
用です。

¥9,900
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