
・⑫～⑯、㊹の検査日程につきましては、裏面または当センターのホームページよりご確認ください　　　　

番号 検査名 お勧めする方・検査で分かる主な内容 検査方法 料金(税込)

1 ヘモグロビンＡ１ｃ
過去1～2ヶ月の血糖値の状態がわかります

糖尿病リスクや潜在的な糖尿病の早期発見に役立つ検査です
血液 750円

2 肝炎ウイルス
HBs抗原 過去に輸血歴のある方、B型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます

血液
450円

HCV抗体 過去に輸血歴のある方、C型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます 2,200円

3 骨密度検査 ダイエットされている方、運動不足の方、40歳以上の女性にお勧めです X線測定 1,650円

6 付加
ふか

健診 腹部超音波、肺機能、尿沈渣、眼底、血小板、血液像、ｱﾐﾗｰｾﾞ、TP、

Alb、LDH、総ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝの項目が追加されます
6,700円

※予約制・人数制あり

4 喀痰
かくたん

細胞診
喫煙者、血痰のある方、肺がん検査のために行います

※事前に検査容器を送付します、早めの予約をお願いします
細胞診 2,200円

5 尿細胞診 尿中の細胞に悪性細胞が無いかを調べる検査です 検尿 1,650円

8
腹部超音波 肝臓・胆のう・腎臓・脾臓・膵臓を調べます

脂肪肝、胆嚢ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、胆石、腎結石などがわかります
超音波 4,350円

※予約制・人数制限あり

7
胃部内視鏡（胃カメラ） 胃・十二指腸潰瘍、食道・胃ポリープ等の病変がわかります

※麻酔で喉・口がしびれます、眠らないため意識がある状態で行います

★一般健診・人間ドック等で胃バリウム→胃カメラに変更する場合は差額2,200円かかります

内視鏡 12,650円経口・咽頭麻酔のみ!!

※曜日指定・予約制・人数制限あり

10
甲状腺超音波

甲状腺の大きさ、腫瘍病変の有無を調べます 超音波 3,250円
※予約制・人数制限あり

9
頸動脈超音波 頸動脈の内側に血栓や狭窄がないかを調べます

動脈硬化の程度がわかります
超音波 3,250円

※予約制・人数制限あり

11

婦

人

科

健

診

乳房超音波 高濃度乳腺の方、マンモグラフィーの苦手な方にお勧めです　※視触診なし

★女性技師が担当します
超音波 3,250円

※予約制・人数制限あり

12
乳房超音波＋視触診 乳房の超音波検査と視触診で病変の有無を調べます

高濃度乳腺の方、マンモグラフィーの苦手な方にお勧めです

視触診

14

(2方向・1方向) マンモグラフィ

4,350円1方向

※曜日指定・予約制・人数制限あり 視触診

超音波
4,350円

視触診※曜日指定・予約制・人数制限あり

13
マンモグラフィ＋視触診

乳房のX線と視触診で病変の有無を調べます

妊娠中（可能性のある方）、豊胸術、心臓ペースメーカー装着の方は、

マンモグラフィ検査を受けられません

※授乳中の方は正確な判断が出来かねます。断乳後6か月経過して受診

して下さい　★マンモグラフィのみ（2方向：5,400円/1方向：2,700円）

マンモグラフィ

6,500円2方向

16
ＨＰＶ検査
(ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ)

子宮頸がんの原因となるウィルスに感染してないかを調べる検査です

細胞診と併用により、将来子宮頸がんになる危険性をチェックできます

子宮頸部の

細胞にて検査
4,900円

※曜日指定・予約制・人数制限あり

15 子宮頸がん検診 20歳になったら定期的な受診をお勧めします

膣部、頸部の擦過細胞診及び医師による診察です

細胞診

内診
3,500円

※曜日指定・予約制・人数制限あり

17 ヘリコバクターピロリ抗体

ピロリ菌に感染してないかを調べる検査です。感染していると、胃潰瘍・胃が

んの発生率が高いといわれています。胃、十二指腸潰瘍や萎縮性胃炎を起

こしやすい方にお勧めです

血液
ピロリ抗体値が

数値でわかります

1,650円

18
ＡＢＣ検診

（胃がんリスク検診）

ピロリ菌の感染の有無(⑰の検査)とペプシノゲン判定(胃粘膜の萎縮度)を

調べ、将来、胃がんになりやすい状態かどうかを調べます

※胃がんリスク検診は、直接胃がんを見つける検査ではありません

血液 3,700円

19 眼底検査
糖尿病・高血圧・動脈硬化・白内障が気になる方にお勧めです
★コンタクトレンズご使用の方はケース、予備レンズをご用意ください

眼底の血管の

写真を撮影
1,000円

20 眼圧検査
緑内障の早期発見、視力が気になる方、頭痛のある方にお勧めします
★コンタクトレンズご使用の方はケース、予備レンズをご用意ください

目に風を当て

測定します
1,000円

おすすめオプション・セット検査
※ オプション検査をご希望される場合は、お早めにご連絡ください ※

2023年度



★追加された検査の結果は、所属される事業所及び健康保険組合へ提供させていただく結果報告書に記載される場合がございます。ご了承ください

番号 検査名 お勧めする方・検査で分かる主な内容 検査方法 料金(税込)

21 基本血液検査
定期健診で血液検査をされていない方へお勧めします

血液一般、肝機能、脂質、血糖、尿酸、腎機能がわかります

血液
空腹時採血が

必要です

2,200円

2,200円

23 ＣＡ19-9 ● ● すい臓、胆道系の腫瘍マーカー検査、膵炎、胆道炎でも上昇します 血液 3,000円

22

腫

瘍

マ

ー

カ

ー

検

査

ＰＳＡ ●　　 前立腺の腫瘍マーカー検査、前立腺肥大症、前立腺炎でも上昇します 血液

24 ＣＥＡ ● ●
大腸・胃などの腫瘍マーカー検査

喫煙者、糖尿病の方でも上昇する場合があります

26 ＣＡ125 　　●
卵巣がん、子宮がんの腫瘍マーカー検査

子宮内膜症、子宮筋腫、子宮体がんでも上昇します
血液 3,000円

血液 1,650円

25 ＡＦＰ ● ●
肝臓の腫瘍マーカー検査

脂肪肝・肝機能障害を指摘された方へお勧めします
血液 2,200円

27 抗p53抗体
食道がん・大腸がん・乳がんの腫瘍マーカー検査

早期がんでの検出率が高い検査です
血液 2,000円

28
腫瘍マーカー

男性セット（4種）

男性にお勧めの腫瘍マーカー（●）

㉒PSA㉓CA19-9㉔CEA㉕AFPのセットです
血液

セット価格

30
ＴＳＨ

ＦＴ-4

甲状腺機能の検査、発汗やほてりが気になる方にお勧めです

甲状腺超音波と一緒の受診をお勧めします
血液

セット価格

3,600円

8,000円

29
腫瘍マーカー

女性セット（4種）

女性にお勧めの腫瘍マーカー（●）

㉓CA19-9㉔CEA㉕AFP㉖CA125のセットです
血液

セット価格

9,000円

31 抗ＣＣＰ抗体 関節リウマチの早期診断検査、関節痛症状のある方にお勧めです 血液 2,200円

32
HOMA-R

（インスリン抵抗性）

血糖を下げるインスリンが膵臓から十分に出ているのに、血糖値が下がらない

というインスリン抵抗性がないかを調べる検査です

血液
空腹時採血が

必要です

1,650円

33 貧血セット
鉄、フェリチン、網状赤血球を測定し、貧血の種類（鉄欠乏性貧血など）

を調べます
血液 2,000円

34 アレルギー検査
アレルギー（花粉症・喘息など）が気になる方へ

[食物20項目・花粉8項目・環境4項目・その他4項目が調べられます]
血液 15,200円

35 睡眠時無呼吸検査 睡眠時無呼吸の有無、重症度を判別する簡易検査
自宅にて専用

機器を装着
5,000円

45
血圧脈波検査

（ABI/CAVI）

動脈硬化が気になる方、高脂血症、高血圧、肥満、喫煙される方にお勧めです　　両手両足の

血圧を同時に測定し、血管の硬さ（CAVI）、血管の詰まり具合（ABI）を数値で表します
1,650円

※ ⑫～⑯、㊹の検査日程につきましては予告なく変更する場合があります、当センターのホームページよりご確認ください

番号 セット検査名 セット検査内容 セット料金(税込)

37 糖尿病予防セット ①ヘモグロビンＡ１ｃ　+　㉜HOMA-R　+　⑲眼底  3,400円　→  3,000円

38 甲状腺セット
⑩甲状腺超音波　+　㉚TSH　+　FT-4  6,850円　→  6,000円

※予約制・人数制限あり

46 動脈硬化検査セット ⑨頸動脈超音波　+　㊺血圧脈波検査  4,900円　→  4,200円
※予約制・人数制限あり

42
乳腺セット

（視触診なし）
⑪乳腺超音波　+　マンモグラフィ ２方向  8,650円　→  7,500円

43
※予約制・人数制限あり

⑪乳腺超音波　+　マンモグラフィ １方向  5,950円　→  5,000円
★女性技師が担当します

44 子宮頸がんセット
⑮子宮頸がん検診　+　⑯HPV検査  8,200円　→  7,000円

※曜日指定・予約制・人数制限あり

✿乳がん(視触診)  ・ 子宮頸がん検診日✿
医療法人 三杏会 おおいた健康管理センター

第2・4水曜日　/　第1・3木曜日　/　毎週土曜日

火曜日:不定期（子宮頸がんのみ）※乳マンモ・エコーは毎日実施 TEL（097）547-1111 FAX（097）547-1289


