
 電話：025-777-4477    FAX：025-777-2989        時間：第３月曜日を除く平日の午後２時～４時

番号 検査項目 料金 検査方法 申込 番号 検査項目 料金 検査方法 申込

肺･肝臓･胆嚢･腎臓･(膵臓)の病変発見に アレルギーの程度を測定

胸腹部ＣＴ検査 非特異的ＩｇＥ
見つけにくい微細な肺がんの早期発見に 「ダニ､ハウスダスト､アスペルギルス､犬､猫」

肺ヘリカルＣＴ検査 一般アレルギー検査 ５種
脳の状態が気になる方に 「スギ､ヒノキ､ハンノキ」

頭部ＣＴ検査 春のアレルギー検査 ３種
骨の強さをチェック 「ブタクサ､ヨモギ､カモガヤ」

骨密度測定検査 夏秋アレルギー検査 ３種

喫煙者にお勧め、肺がん早期発見に 「ミツバチ､スズメバチ､アシナガバチ」

喀痰検査 蜂のアレルギー検査 ３種
胃・大腸など消化器系や肝臓のがんなど ⑬～⑮を含む39項目の検査   （※注 裏面）

腫瘍マーカー　CEA アレルギー View39  39種

膵臓がん・胆道がんなど 麻疹（はしか）の抗体があるか調べます

腫瘍マーカー　CA19-9 麻疹抗体検査

卵巣がん・子宮がんなど 風疹の抗体があるか調べます  (※注 裏面)

腫瘍マーカー　CA125 風疹抗体検査

急増している前立腺がんの発見に 動脈硬化､血管内腔の評価､狭窄の有無

腫瘍マーカー  ＰＳＡ 頚動脈エコー検査
甲状腺の機能が気にかかる方へ 血管の狭窄や閉塞、動脈硬化の進行度

ＴＳＨ・ＦＴ３・ＦＴ４ 動脈硬化度測定
糖尿病ハイリスク検査 気になるお腹、メタボリックシンドローム？

インスリン検査 内臓脂肪量ＣＴ検査
胃がん発症に関わるピロリ菌感染 アルツハイマー病の危険因子

血清ピロリ抗体〔定量〕 アポリポ蛋白Ｅﾌｪﾉﾀｲﾌﾟ
胃がんのリスク （ﾍﾟﾌﾟｼﾉｹﾞﾝ､ﾋﾟﾛﾘ抗体）

ＡＢＣ検診

番号 検査項目 料金 検査方法 申込

㉖ 簡易ＰＳＧ検査 8,100円 生理機能検査
※注 裏面)

㉗ 頭頚部ＭＲＩ･ＭＲＡ 21,600円 磁気共鳴検査
(※注 裏面)

㉘ 婦人科ＭＲＩ検査 14,500円 磁気共鳴検査
(※注 裏面)

㉙ 前立腺ＭＲＩ検査 14,500円 磁気共鳴検査
(※注 裏面)

㉚ 歯科検診 2,400円 歯科衛生検査

番号 検査項目 料金 検査方法 申込

㉛ 乳がん検査視触診   600円 医師診断
(※注 裏面)

㉜ マンモエコー
（単独の時は視触診もお受けください）

3,200円 超音波検査

㉝ マンモグラフィ 3,200円 X線検査

㉞ 子宮頸がん検査 3,900円
(金額変更)

医師内診
細胞検査
(※注 裏面)

番号 検査項目 料金 検査方法 申込

㉟ 胃カメラ
（経鼻または経口）

5,000円 内視鏡検査
予約の
方のみ
です

X線検査 ⑭ 1,400円 血液検査

  強い磁気により検査します。頭頚部においては、脳の萎縮、腫
瘍、梗塞、動脈瘤などの異常や脳の血管の状況を調べます。婦人科
においては子宮・卵巣などにがんを含む疾患がないか調べます。前
立腺ＭＲＩは前立腺がんの早期発見に役立ちます。
  この検査は南魚沼市民病院で行います。予約が必要なため７日以
上前にご連絡ください。

1,400円 血液検査 3,000円 X線検査

  上部消化管の内部を細かく観察でき、胃・十二指腸等の病変を発
見できます。医師の判断で組織を採取し検査した場合は、保険診療
として別途料金が発生します。(1臓器で3割負担の場合4,860円)

※裏面もお読みください。  

備  考

  乳がん検査ご希望者には問診時に最適と考えられる検査を相談さ
せていただきます。
  視触診は曜日が限られています。また、単独ではお受けしていな
く他の乳がん検査との組合せになります。マンモグラフィを受けら
れる方は視触診を省くことができます。ただし、ご加入の健保に
よっては視触診が必須の場合があります。なお、2017年度から協会
けんぽ被保険者の視触診の補助はなくなっています。
  マンモエコーの検査は人数により午後になることがあります。

  実施できる曜日が限られています。ご加入の健保によりセットに
なっている場合は連絡不要です。生理などで当日できない場合は後
日に受けることができます。今年度から液状検体法で検査します。

 以下の㉟は、実施できる人数に限りがあります。事前準備が必要なため、予約された方のみになります。 （要事前予約）

備  考

  歯科衛生士により、虫歯や歯周病などを細かくチェックします。
  予約が必要なため14日以上前にご連絡ください。

 以下の㉛～㉞は、検査できる曜日が限られています。当日の申込みではその日にできない場合があります。 （要事前予約）

⑪ ㉔

 以下の㉖～㉚は、実施できる人数が限られています。当日の申込みではその日にできない場合があります。 （要事前予約）

備  考

  近年増加している睡眠時無呼吸症候群の検査です。睡眠中の呼吸
障害が長期にわたると、心疾患などの合併や居眠り事故を引き起こ
す危険が高くなります。お心当たりのある方にはお勧めです。

⑬ 3,200円 血液検査
(※注 裏面)

⑫ 2,100円 血液検査 ㉕ 9,700円 血液検査

⑩ 3,500円 血液検査 ㉓ 2,000円 生理機能検査

⑨ 1,600円 血液検査 ㉒ 3,700円 超音波検査

⑧ 2,000円 血液検査
(※注 裏面) ㉑

2,000円 血液検査

⑦ 2,000円 血液検査
⑳

2,000円 血液検査

⑥ 1,700円 血液検査 ⑲ 12,900円 血液検査

⑤ 3,000円
(金額変更)

細胞検査
(※注 裏面) ⑱ 3,000円 血液検査

④ 3,000円 X線検査 ⑰ 3,000円 血液検査

③ 9,700円 X線検査 ⑯ 3,000円 血液検査

    ご希望の方は「申込」欄に○をご記入し、受付にお出しください。 ㉖～㉟の項目は事前にご予約をお願いいたします。

② 11,800円 X線検査 ⑮ 4,500円 血液検査

①
16,200円

2019年度 人間ドックオプション検査申込書



オプション検査の注意事項

 （1） ⑤ 喀痰検査について

        ３日分の痰を専用容器に採っていただき、がん細胞の有無を調べるものです。

        事前にご連絡いただければ容器をお送りしますのでドック当日にお持ちください。

        当日のお申込の場合は、お帰りの際に容器をお渡ししますので、後日お届けいただくかお送りいただくことになります。

 （2） ⑧ 腫瘍マーカーCA125 について

        卵巣がん、子宮がん等に反応する腫瘍マーカーですが、消化器系や肺等のがんにも高値を示すことがあり、また、がん以

        外の子宮内膜症や良性腫瘍でも上昇することがあります。

        妊娠初期や生理時、閉経前に高値を示しやすいので、この時期の検査はお避けください。

 （3） ⑬ＡＢＣ検診について

        血液中のペプシノゲンにより胃の萎縮度を測り、ピロリ菌の抗体価と組み合わせて、胃がんになるリスクを調べるものです。

        Ａ～Ｄの４群に分類して評価します。胃カメラを受けない方で、ピロリ菌の検査をしたことがない方にお勧めです。

        胃カメラを受ける方は、胃の萎縮度については胃カメラで検査できますので、この検査は必要ないかと思われます。

        胃カメラを受ける方でピロリ菌感染を疑われる方は、ピロリ抗体検査の方をお勧めします。

 （4） ⑲ アレルギーＶｉｅｗ39 について

        アレルギーの特定物質となりうる39項目に対してアレルギーの有無を検査します。

        「ハウスダスト、ネコ皮屑、イヌ皮屑、オオアワガエリ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ、カン

        ジダ、アルテルナリア、アスペルギルス、ラテックス、キウイ、バナナ、ゴマ、ソバ、ピーナッツ、小麦、大豆、米、マグロ、サケ、

        エビ、カニ、豚肉、鶏肉、牛肉、ミルク、オボムコイド、卵白、ヤケヒョウダニ、ガ、ゴキブリ、マラセチア、サバ、リンゴ」

        このうち、「ハウスダスト、ネコ皮屑、イヌ皮屑、アスペルギルス、ダニ」は、 ⑮の一般アレルギー検査と同種であり、

        「スギ、ヒノキ、ハンノキ」は、 ⑯の春のアレルギー検査と同じ、「カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ」は、 ⑰の夏秋アレルギー検査

        と同じものです。この⑲の検査を受ける方は、⑮～⑰の検査は選ばないでください。

 （5） ㉑ 風疹抗体検査について

        風疹の抗体がどの程度あるかを調べます。ワクチン接種の目安になります。

        今年度から3年間で、「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性」を対象に風疹抗体検査のクーポンが出

        ます。クーポン券のある方はクーポン券をお持ちいただくと無料で受けることができます。対象でない方は2,000円で検査を

        お受けします。ちなみに今年度は「昭和47年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性」にクーポンが発行されます。

        「昭和37年4月2日から昭和47年4月1日の間に生まれた男性」も市町村に申請すると受診券が発行されます。

 （6） ㉖ 簡易ＰＳＧ検査について

        この検査は、睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査です。

        携帯用の専用機器をお貸しし、ご本人より睡眠前に装着して睡眠時のデータをとっていただき、そのデータを解析します。

        金曜日か土曜日にお貸しし、休み明け（月曜日または火曜日の朝）に返却していただくことになります。専用機器の台数に

        より人数制限がありますので、必ずご予約をお願いします。

 （7） ㉗ 頭頚部ＭＲＩ・ＭＲＡ及び ㉘ 婦人科ＭＲＩ、㉙ 前立腺ＭＲＩについて

        磁気の力を利用し、頭頚部ＭＲＩ･ＭＲＡは脳や頭部及び頚部の血管の状態を、婦人科ＭＲＩは卵巣、子宮等を、前立腺ＭＲＩ

        は前立腺を撮影し検査するものです。

        体内や体表に金属が装着されていて取り外しのできない方や閉所恐怖症の方は検査ができません。検査時間は１時間近く

        かかります。検査の時は金属や磁気カード、電子機器をすべてはずしていただきます。化粧品にも金属を含んだものがあり

       ます（アイシャドウ、ラメなど）のでご注意ください。 

        この検査は南魚沼市民病院で行いますので、ご自分で市民病院に行くことができる方のみになります。

        １日にできる人数に限りがあり予約が必要なため、７日以上前にご連絡ください。

 （8） ㉛ 乳がん視触診検査について

        乳がん発見の精度を上げるために視触診検査は有効です。ご自分で日頃から確認することが大切ですが、医師による検

        査を希望する方はお申し込みください。ただし、単独ではお受けしておりません。マンモグラフィまたはマンモエコーと一緒

        にお申し込みください。マンモグラフィを受けないでマンモエコーのみお申し込みの場合は、視触診も一緒にお受けいただ

        いておりますので、ご了承ください。

        視触診検査は、金曜日、第2・第4木曜日は実施できませんのでご注意ください。

 （9） ㉞ 子宮頸がん検査について

        若～中年齢層で増加している子宮頸部のがんの検査です。子宮体部については実施しておりません。

        婦人科医師が内診し、子宮頸部の細胞を採取し検査を行います。

        子宮頸がん検査は、金曜日、土曜日は実施できませんのでご注意ください。

※裏面のオプション検査の注意事項です


