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≪脳・神経系検査≫ 料金（税抜）

高精度の医療機器を使用し、脳の病気のリスクを総合的に診断します。

🕙40分 頭部MRI　頭部MRA　頸部MRA　頸動脈超音波検査 ¥21,000
将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価する血液検査です。

のみ 脳梗塞、心筋梗塞のリスク血液検査 ¥12,000
超音波検査で血管の様子を見ます。

🕙10分 頸動脈超音波検査 ¥5,000
血圧と脈波の測定で「血管年齢」を測定します。

🕙10分 血圧脈波 ¥3,000
MRI装置を使って腰椎や頸椎の病変がないか調べます。

🕙30分 頸椎ＭＲＩ　又は、腰椎MRI　超音波骨密度測定 ¥19,000

≪消化器・消化管系検査≫
超音波検査では見えない部分を、CT検査で画像診断します。

🕙10分 上腹部断層撮影検査 ¥10,000
超音波でポリープ、のう胞、腫瘍などの異常がないかを調べます。

🕙15分 肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓 ¥5,000
大腸を直接見ることでポリープなどを発見できます。

🕙30分 ※事前に下剤を飲んでいただき検査を行います ¥18,000
MRI装置を用いて胆嚢や胆管、膵管を同時に描出します。

🕙30分 腹部MRI（MRCP）※お薬を飲んで頂き検査を行います ¥20,000
2種類の血液検査の結果から、胃がんのリスクを測定します。

のみ ピロリ菌抗体血液検査　ペプシノーゲン血液検査 ¥3,000
胃がんリスクであるピロリ菌の感染の有無を調べます。

のみ ピロリ菌抗体血液検査 ¥1,500
胃がんリスクである胃粘膜の萎縮度を調べます。

のみ ペプシノーゲン血液検査 ¥2,000
血液検査でB型肝炎やC型肝炎の感染の有無を調べます。

のみ HBｓ抗原 ¥500
HCV抗体 ¥1,600

≪婦人科系検査≫
子宮の入り口にあたる部分の細胞を採取し、がん細胞の有無を確認します。

🕙5分 頸部細胞診　婦人科内診 ¥3,000
子宮の奥の方にある部分の細胞を採取し、がん細胞の有無を確認します。

🕙15分 体部細胞診　婦人科内診 ¥5,000
X線や超音波を使って乳腺症や乳がんの有無を調べます。

🕙20分 マンモグラフィ　乳腺超音波検査 　乳腺触診 ¥7,500
X線で乳腺症や乳がんの有無を調べます。４０歳以上の方におすすめ。

🕙 15分 マンモグラフィ　乳腺触診 ¥4,300
超音波で乳腺症や乳がんの有無を調べます。４０歳以下の方におすすめ。

🕙 15分 乳腺超音波　乳腺触診 ¥4,300
骨盤内臓器の断層写真を撮影し、子宮や卵巣の詳しい評価を行います。

🕙30分 骨盤ＭＲＩ ¥18,000
骨のもろさを超音波で測定します。簡単な健康チェックとしてもおすすめです。

🕙10分 超音波骨密度測定 ¥1,200

　□下腹部痛や不正出血がある

　□50歳以上の方　□閉経後の方

↓↓↓　裏面にもオプション検査のご案内があります　↓↓↓

　□乳がん検診を受けていない

　□自分でしこりが触れる

　□ご家族に乳がんの既往がある

　□婦人科の病気（子宮筋腫

　　卵巣嚢胞等）が気になる方

　□カルシウム不足が気になる

　□今の骨の強さが気になる

子宮体がん検査

　□頭痛持ち

　□手足の感覚に違和感がある

　□脳梗塞・心筋梗塞が心配

　□ご家族に脳梗塞の既往がある

　□血圧や脂質、血糖が高いと

　　言われた事がある

　□血管の詰まりが気になる

　□首の痛みや肩こり、腰痛がある

　□手足のしびれが気になる

　□腹部超音波検査で見えにくい

　　（描出不良）と言われる

　　

栄エンゼルクリニックでは、さまざまなオプション検査をご用意しております。

お一人お一人のライフスタイルに合わせた、オーダーメイドの健康診断を行うことができます。

こんな方におススメ

気になる症状をチェック！

マンモグラフィ検査

乳腺エコー検査

　□胆石や尿路結石が心配

　□腹部の違和感がある

ピロリ菌抗体検査

ペプシノーゲン検査

肝炎ウイルス検査

　□便に血がまじっている

　□便が細く便秘や下痢が続く

　□背中や腰回りが痛い

　□ご家族に膵がんの既往がある

　□胃がんが気になる

　□胃炎と言われたことがある

　□胃の調子が優れない

　□輸血や手術の経験がある

　□一度も肝炎検査していない

　□下腹部の違和感がある

　□生理の不調・不正出血がある

脳検診

LOX-index検査

頸動脈超音波検査

動脈硬化度測定

骨・神経検査

腹部CT検査

腹部超音波検査

大腸内視鏡検査

膵臓・胆管検査

ＡＢＣ検診

子宮・卵巣検査

骨粗鬆症検査

子宮頸がん検査

乳がん検査セット

🕙おおよその所要時間 血液検査

オプション検査のご案内
栄エンゼルクリニック

事前予約が必要です 食事制限があります 妊娠中の方は受診いただけません



≪呼吸器・循環器系検査≫ 料金（税抜）

CT検査で、肺の様子を詳しく調べます。

🕙10分 胸部断層撮影検査 ¥10,000
超音波を心臓に当てて、心臓の様子を画像に映し出す検査です。 

🕙30分 心臓超音波検査 ¥10,000
心臓への負担の程度を知ることができる血液検査です。

のみ BNP ¥2,000

≪甲状腺系検査≫
甲状腺の大きさ、腫瘍病変の位置や性状を調べたり血液検査を行います。

🕙20分 甲状腺超音波検査　甲状腺ホルモン血液検査（TSH FT3 FT4） ¥8,000
超音波で甲状腺の大きさ、腫瘍病変の位置や性状を調べます。

🕙20分 甲状腺超音波検査 ¥4,500
血液検査で甲状腺の状態を調べます。

のみ 甲状腺ホルモン血液検査（TSH FT3 FT4） ¥4,200

≪全身・その他検査≫
胃・大腸・膵臓・胆道のがんに現在かかっているかを評価します。

のみ 消化器系がんの遺伝子発現検査（血液検査） ¥80,000
胃・肺・大腸・膵臓・前立腺・乳・子宮・卵巣のがんの可能性を評価します。

のみ がんリスクスクリーニング血液検査（AICS） ¥25,000
体のいろいろながんのリスクを血液検査で測定します。

のみ 男性セット（PSA,CEA,AFP,CA19-9) ¥5,000
女性セット（CEA,AFP,CA19-9,CA125） ¥5,000
PSA（前立腺） ¥1,600
CEA（胃・大腸） ¥1,500
AFP（肝臓） ¥1,500
CA19-9（膵臓） ¥1,800
CA125（卵巣） ¥1,800
CYFRA（肺） ¥3,000
脂肪量が一目瞭然！　内臓脂肪を測定し生活習慣病リスクを知りましょう。

🕙10分 ＣＴによる内臓脂肪測定 ¥4,000
骨盤内臓器の断層写真を撮影し、前立腺がんの有無などを確認します。

🕙30分 骨盤ＭＲＩ ¥18,000
血液検査で一度に39種類のアレルギー検査ができます。

(view39)

¥15,000

検査キットを使ってご自宅で簡単に測定ができます。

睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査 ¥10,000

高精度の医療機器を使用し、脳の病気のリスクを総合的に診断します。

　 特に気になる部分に特化した 🕙40分 頭部MRI　頭部MRA　頸部MRA　頸動脈超音波検査 ¥18,000
　午後限定コースです。 血液やCT画像で肺の様子を多角的に診断します。喫煙歴のある方におすすめ。

　午前に比べてお得な 🕙30分 胸部ＣＴ　腫瘍マーカー（CYFRA）　喀痰細胞診　一酸化炭素濃度測定 ¥13,000
　料金設定となっております。 肝臓の状態を総合的に判断します。※MRCPはお薬を飲んで頂き行います

🕙40分 腹部MRI（MRCP）　腹部超音波　腫瘍マーカー（CA19-9） ¥20,500
腹部の断層写真や腹部超音波、血液検査で肝臓の状態を総合的に判断します。

🕙40分 腹部MRI　腹部超音波　肝機能血液検査 ¥19,500
骨盤内の断層写真や血液検査から、前立腺がんの有無等を確認します。

🕙35分 骨盤ＭＲＩ　腫瘍マーカー（PSA） ¥16,000
X線や超音波を使って乳腺症や乳がんの有無を調べます。

🕙30分 マンモグラフィ　乳腺超音波検査　※触診なし ¥7,000
骨盤内の断層写真や血液検査から、子宮や卵巣の様子を診断します。

🕙35分 骨盤ＭＲＩ　腫瘍マーカー（CA125、SCC） ¥16,500
  健診センター栄エンゼルクリニック 甲状腺の大きさ、腫瘍病変の位置や性状を調べたり血液検査を行います。

　　TEL 052-238-0323　 🕙20分 甲状腺超音波　甲状腺ホルモン血液検査（TSH FT3 FT4） ¥6,500

乳がん検査

子宮・卵巣精密検査

アレルギー検査

脳検診

肺がん検査

　□血液検査で複数の消化器系

　　がんの可能性を調べたい

　□血液検査で複数のがんの

   　可能性を調べたい

　□体のいろいろながんの可能性を

　　知りたい

　□血液検査でのがんの可能性を

　　調べたい

　□隠れ心不全が気になる
心不全検査

　□喫煙歴がある

　□身近に喫煙者がいる

　□動悸が気になる

その他HPにて

詳しいオプション検査のご案内を

ご覧いただけます

午後限定コースのご案内（13：30～16：00）

　□最近、お腹周りが出てきた

　□内臓脂肪が気になる

　□尿の切れが悪い、残尿感がある

　□前立腺がんが気になる

　□アレルギーが気になる

　□くしゃみや鼻水がよく出る

膵臓・胆のう精密検査

肝臓精密検査

前立腺がん精密検査

胸部CT検査

心エコー

甲状腺検査

　□日中よく眠くなる

　□いびきが大きい

　□首の前が腫れている

　□動悸や発汗、倦怠感がある

メタボ検査

甲状腺機能検査

マイクロアレイ

睡眠時無呼吸症候群

アミノインデックス

腫瘍マーカー検査

吸入系（ヤケヒョウヒダニ、ハウスダスト、ネコ、イヌ、ガ、ゴキブリ、スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ、

カモガヤ、オオアワガエリ、ブタクサ、ヨモギ、アルテルナリア、アスペルギルス、カンジダ、マラセチア、ラテックス）

食物系（卵白、オボムコイド、ミルク、小麦、ピーナッツ、大豆、ソバ、ゴマ、コメ、エビ、カニ、

キウイ、リンゴ、バナナ、マグロ、サバ、サケ、牛肉、鶏肉、豚肉）

前立腺検査

甲状腺検査セット

甲状腺超音波検査

のみ

こんな方におススメ

気になる症状をチェック！


