
成人病総合健診検査項目・料金 

 

 【半日人間ドックＡコース】                  令和元年 10月 

 項   目 検  査  内  容 

 内科診察 問診・視触診・聴打診 

 身体計測 身長・体重・標準体重・BMI・体脂肪率・腹囲 

 呼吸器系検査 胸部Ｘ－Ｐ・心胸郭比 

肺機能検査（努力性肺活量・一秒量・一秒率） 

 循環器系検査 血圧測定・心電図検査（安静時） 

 消化器系検査 胃透視検査 

 
尿検査 ｐＨ・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・尿潜血 

沈渣（赤血球・白血球・上皮細胞・円柱・その他） 

 糞便検査 便潜血下部（モノクロナール法）２日法 

 
貧血及び血液検査 白血球・赤血球・血色素・Ｈｔ・血小板 

ＭＣＶ・ＭＣＨ・ＭＣＨＣ・血液像・血清鉄 

 内分泌・代謝検査 空腹時血糖・ＨｂＡ１Ｃ・尿酸・ＦＴ－４・無機リン 

 
生化学検査 ＴＰ・ＡＬＢ・Ａ／Ｇ比・ＡＬＰ・ＧＯＴ・ＧＰＴ・ＬＤＨ 

Ｃｈ－Ｅ・γ－ＧＴＰ・ＣＰＫ・Ｔ－Ｂｉｌ・血清アミラーゼ 

 腎及び電解質検査 ＢＵＮ・Ｃｒ・Ｎａ・Ｋ・Ｃｌ・Ｃａ・eＧＦＲ 

 
脂質検査 Ｔ－Ｃ・中性脂肪・ＨＤＬ－Ｃ・ＬＤＬ－Ｃ 

Non-HDLコレステロール 

 炎症及び免疫検査 ＣＲＰ・赤沈１時間値・ＲＰＲ法・ＴＰＨＡ法 

 肝炎検査 ＨＢｓ抗原・ＨＢｓ抗体・ＨＣＶ抗体 

 腫瘍マーカー ＣＥＡ・ＡＦＰ・ＣＡ１９－９ 

 超音波検査 腹部超音波検査 

 眼科系検査 視力検査・眼底検査・眼圧検査 

 耳鼻科系検査 聴力検査（１０００Ｈｚ・４０００Ｈｚ） 

  料金 ３７，４００円（消費税１０％込み）   

 

※以下のオプション検査については別途料金にて実施 

オプション検査 検 査 項 目 料金（消費税 10％込み） 

乳がん検診 乳腺超音波検査 ￥４，４００ 

マンモグラフィー（１方向） ￥６，１８０ 

子宮がん検診 内診・子宮頚部細胞診 ￥３，６３０ 

前立腺癌検査 ＰＳＡ検査 ￥１，７６０ 

睡眠時無呼吸症候群検査 血液酸素飽和濃度測定 ￥３，０８０ 

肺がん検診 胸部ＣＴ検査 ￥１１，０００ 

体内脂肪ＣＴ 体内脂肪ＣＴ ￥２，２００ 

 

渥美病院 健康管理センター 

 



成人病総合健診検査項目・料金 

 

【半日人間ドックＢコース】                   令和元年 10月 

 項   目 検  査  内  容 

 内科診察 問診・視触診・聴打診 

 身体計測 身長・体重・標準体重・BMI・体脂肪率・腹囲 

 呼吸器系検査 胸部Ｘ－Ｐ・心胸郭比 

 循環器系検査 血圧測定・心電図検査（安静時） 

 消化器系検査 胃透視検査 

 
尿検査 ｐＨ・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・尿潜血 

沈渣（赤血球・白血球・上皮細胞・円柱・その他） 

 糞便検査 便潜血下部（モノクロナール法）２日法 

 
貧血及び血液検査 白血球・赤血球・血色素・Ｈｔ・血小板 

ＭＣＶ・ＭＣＨ・ＭＣＨＣ 

 内分泌・代謝検査 空腹時血糖・ＨｂＡ１Ｃ・尿酸 

 
生化学検査 ＴＰ・ＡＬＢ・Ａ／Ｇ比・ＡＬＰ・ＧＯＴ・ＧＰＴ・ＬＤＨ 

Ｃｈ－Ｅ・γ－ＧＴＰ・Ｔ－Ｂｉｌ 

 腎及び電解質検査 ＢＵＮ・Ｃｒ・Ｎａ・Ｋ・Ｃｌ・eＧＦＲ 

 
脂質検査 Ｔ－Ｃ・中性脂肪・ＨＤＬ－Ｃ・ＬＤＬ－Ｃ 

Non-HDLコレステロール 

 炎症及び免疫検査 ＣＲＰ・ＲＰＲ法・ＴＰＨＡ法 

 肝炎検査 ＨＢｓ抗原・ＨＢｓ抗体・ＨＣＶ抗体 

 腫瘍マーカー ＣＥＡ 

 超音波検査 腹部超音波検査 

 眼科系検査 視力検査・眼底検査・眼圧検査 

 耳鼻科系検査 聴力検査（１０００Ｈｚ・４０００Ｈｚ） 

料金 ３２，７８０円（消費税１０％込み）   

 

※以下のオプション検査については別途料金にて実施 

オプション検査 検 査 項 目 料金（消費税 10％込み） 

乳がん検診 乳腺超音波検査 ￥４，４００ 

マンモグラフィー（１方向） ￥６，１８０ 

子宮がん検診 内診・子宮頚部細胞診 ￥３，６３０ 

前立腺癌検査 ＰＳＡ検査 ￥１，７６０ 

睡眠時無呼吸症候群検査 血液酸素飽和濃度測定 ￥３，０８０ 

肺がん検診 胸部ＣＴ検査 ￥１１，０００ 

体内脂肪ＣＴ 体内脂肪ＣＴ ￥２，２００ 

 

渥美病院 健康管理センター 



脳ドック健診検査項目・料金 

 

【脳ドックコース】 脳外科医による結果説明あり       令和 2年 4月 

 項   目 検  査  内  容 

 内科診察 問診・視触診・聴打診 

 身体計測 身長・体重・標準体重・BMI・体脂肪率 

 呼吸器系検査 胸部Ｘ－Ｐ・心胸郭比 

 循環器系検査 血圧測定・心電図検査（安静時） 

 内分泌代謝検査 空腹時血糖・ＨｂＡ１Ｃ・尿酸・無機リン 

 
貧血及び血液検査 白血球・赤血球・血色素・Ｈｔ・血小板 

ＭＣＶ・ＭＣＨ・ＭＣＨＣ 

 

生化学検査 Ｔ－Ｐ・ＡＬＢ・Ａ／Ｇ比・ＡＬＰ・ＧＯＴ・ＧＰＴ・ＬＤＨ 

Ｃｈ－Ｅ・γ－ＧＴＰ・ＣＰＫ・Ｔ－Ｂｉｌ 

血清アミラーゼ 

 腎及び電解質検査 ＢＵＮ・Ｃｒ・Ｎａ・Ｋ・Ｃｌ・Ｃａ・eＧＦＲ 

 
脂質検査 Ｔ－Ｃ・中性脂肪・ＨＤＬ－Ｃ・ＬＤＬ－Ｃ 

Non-HDLコレステロール 

 超音波検査 頸動脈ドプラ－ 

 脳神経外科診察 問診・結果説明 

 眼科系検査 視力検査・眼底検査・眼圧検査 

 ＭＲＩ検査 頭部ＭＲＩ検査・頭部ＭＲＡ検査 

料金 ４４，０００円（消費税１０％込み）   

 

【簡易脳検査コース】 結果説明なし                         

 項   目 検  査  内  容 

 超音波検査 頸動脈ドプラ－ 

 ＭＲＩ検査 頭部ＭＲＩ検査・頭部ＭＲＡ検査 

料金 ２６，４００円（消費税１０％込み）   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

渥美病院 健康管理センター 

   



レディース健診検査項目・料金 

 

【レディース健診①】                      令和 2年 4月 

 項   目 検  査  内  容 

 乳がん検診 乳腺超音波検査 

 マンモグラフィー２方向 

料金 ９，９００円（消費税１０％込み）   

 

 

【レディース健診②】                         

 項   目 検  査  内  容 

 乳がん検診 マンモグラフィー２方向 

料金 ６，１８０円（消費税１０％込み）   

 

 

【レディース健診③】                        

 項   目 検  査  内  容 

 乳がん検診 乳腺超音波検査 

料金 ４，４００円（消費税１０％込み）   

 

 

【骨粗しょう症検診】6月～1月                         

 項   目 検  査  内  容 

 骨粗しょう症検診 身体測定 

 骨密度検査 

料金 ３，９６０円（消費税１０％込み）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渥美病院 健康管理センター 



 

健診検査項目 

 

【Ｈ①コース（企業法定定期健診）】              

令和元年 10月 

 項   目 検  査  内  容 

 内科診察 問診・視触診・聴打診 

 身体計測 身長・体重・BMI・腹囲 

 呼吸器系検査 胸部Ｘ－Ｐ（直接撮影） 

 循環器系検査 血圧測定・心電図検査（安静時） 

 尿検査 蛋白・糖 

 貧血検査 赤血球・血色素 

 肝機能検査 ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ－ＧＴＰ 

 脂質検査 ＬＤＬ－Ｃ・ＨＤＬ－Ｃ・中性脂肪 

 血糖検査 空腹時血糖・ヘモグロビンＡ１ｃ 

 眼科系検査 視力検査 

 耳鼻科系検査 聴力検査（１０００Ｈｚ・４０００Ｈｚ） 

 

個人の場合 12,850円（消費税 10％込み） 

 

 

 

 

【Ｈ②コース】      

               令和元年 10月 

 項   目 検  査  内  容 

 内科診察 問診・視触診・聴打診 

 身体計測 身長・体重 

 呼吸器系検査 胸部Ｘ－Ｐ（直接撮影） 

 循環器系検査 血圧測定 

 尿検査 蛋白・糖 

 眼科系検査 視力検査 

 耳鼻科系検査 聴力検査（１０００Ｈｚ・４０００Ｈｚ） 

 

個人の場合 9,310円（消費税 10％込み） 

 

 

 

 

渥美病院 健康管理センター 


