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あなた自身が自由に選べるミニドッタ

彎 顆

吟

気になっている検査を

あなた自身が選んで

申し込み用紙へ記入

匿名可能

保険証必要なし

診察 (初診料等)なし
(一部婦人科検査は診察

検査結果は

医師が判断して

結果用紙をお手元ヘ

くわしくは裏面をご覧ください



協和医院 ミニドック は、あなたが自由に選べる検査です

111 このような方は、ぜひご利用<ださい !

.腫屡亥断亀量冒ぷ3習暦承電ζ霊ど鍾 ][[:〔[』だけぅけたぃ。医師にみてもらうほどでもないが、気になる(

。前立腺がんの腫瘍マーカー(PSA)だけ検査をしたい

。天彗辱縦橿膏1:1程篠穆:装痘の検査が必要と言われた
。血液型を確認しておきたい

:;8:li『』]草:』1][11;:診:既l殿 暮菫けてくれない (診察なし匿毬で受けたい)

。自分のストレス度をしりたい

。自分の検査したいものだけ選びたい

などなど¨

検査メニユーをご覧<ださい。あなたの受けてみたい項目がみつかるかもしれません。
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検査の手順

②

◎

④

検査メニユーの希望の検査項目にチェツクを入れ、受付に提出し支払いを済ませて下さい

(注)※予約検査の場合は、予約当日の支払いとなります

※検査結果郵送を希望の場合は、住所・氏名を記入したうえで

郵送代としてB」途82円が必要となります。

受付から検査チケツトが発券されます

検査を受けます (一部婦人科検査は、医師の検査となります)

検査
驚二簸繹 ま象選晋電鰤曇t攪

査済みと受け取り等を確認して頂きます
υ

す

き果は受け取りあるいは郵送となります

査結果をお渡しします

|ます

ご不明な事は、受付にこ

皆様の病気の早期発見と

不安解消のためこのこ卜
゛
ツクZ

協 和 医 院 鮭 或
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ドック検査メニューー覧

こ希望の検査 メニ ュー表の石端 にOを付けて ください

☆内科ミニ ドック☆

II.送 ご希望の方は住所 。氏名をご記入ください。
(切手代82円を別途頂きます)

チケットを紛失してしまうと検査結果が受け取れな

い、もしくは他人に知れてしまいますので、チケット

の保管には十分お気を付けください。

番 号 こんな方にお勧め 名前 検体 検査項目 料金 希望にC

内

-1 血液型が矢□りたい 血液型 血液 ABOtt RH ¥2,000

内-2 疲れやすい、酒の飲みすぎ?、 脂肪肝が心配 肝機能 血液
GOT GPT γGTP
コリンエステラーゼ

¥800

内-3 B型 。C型肝炎が心配 肝炎 血液 HC∨ HBs ¥3,OOO

内-4 糖尿病が′い配 糖尿病 血液 血糖  HbAlc ¥1.800

内-5 コレステロール (善玉 。悪玉)、 中性脂肪 脂質検査 血液
中性]旨 1方

LDL HDLコレステロル
¥800

内-6 むくみが気になる。以前、尿で異常を指摘され
,b酉己

腎機能 血液・ ラ
クレアチニン

BUN
尿一般

¥800

内-7 顔色が悪い、疲れやすい 貧血 血液 血算 鉄 ¥800

内-8 甲状腺の病気を調べたい 甲1犬腺 血 液 TSH T3 T4 ¥4,000

内-9 関節が腫れて痛い、リウマチ? 関節リウマチ 血 液
血算 CRP
抗∝ P抗体

¥3,500

内 10 足が痛いけど痛風? 痛風 血液 尿酸 ¥800

内

-11 自分の症状はアレルギー? アレルギー 血液
血算 白血球分画

lgE
¥2,000

内 12 アレルギーの原因を39種類のものから調べる
アレルギー

(特ЯD
血 液 ∨iew-39 ¥15,000

内 14 味がわかりにくい、□の中の違和感が気になる 味覚障害 血液 亜鉛 ¥2,000

内-15∧ 冑の中にピロリ菌がいるか呼気で検査 します ピロリ菌 呼気 尿素呼気テスト ¥6,000

|カ
ー15B 胃の中にピロリ菌がいるか便で検査 します ピロリ菌 便 便中へり]ヾ クター抗原 ¥2,500

☆いきいき中高年ミニ ドック☆

番 号 こんな方にお勧め 名 前 検体 検査項目 料金 希望にC

中高 1
中年になりなんとなく元気がなく、これまでこ
違 う感 tツの 男・Iに

男性更年期 血 液 遊離テストステロン ¥4,500

中高-2 最近、自分のス トレスが多いと感じる方に ストレス l■液 唾液アミラーゼ ¥2,500

中高-3 動lF硬化危険度が推測できます
動脈硬化
危険度

血液
レムすントリ不たん
ぱくコレステロール

¥3,000

中高-4 脳梗塞の危険度が推浸Jで きます
塞
度

梗
険

脳
危

血 液
脳梗塞リスクマー

カー ¥8,000

中高-5 ×線で骨密度、血液で骨粗霧症の進行度を予測
tノます

骨粗継症 血液・ X線 骨密度 血清NTX ¥5,000

中高-6 いびき、昼間の居眠り、朝の頭痛などないです

か?
睡眠時

無呼吸検査
自宅で

睡眠ホリクラフィー検査
¥9,000

☆感染症ミニ ドック☆

番 号 こんな方にお勧め 名前 検査項目 料金 希 望 にC

感染 1
以前に風疹にかかつたか、妊娠lc備えたF■l疹のワクチ

ン籍種の麟要性がわかります
風疹抗体 血 液 HI法 ¥5,000

感染-2 はしかのワクチン接種が必要かどうかがわかります。 麻疹抗体 血液 EIA法 OgCnl ¥5,000

感染-3 おた6、 くかぜのワクつ接種が必要かどうかがわかります ムンフ
・
ス抗体 血 液 EA法 (gG) ¥5,000

感染-4 水ぼうそうのワクチン接種が必要かどうかがわかります 水痘抗体 血液 EIA法健G) Y5,000

感染-5 母子tで感染 し白血病の原因になるので、授学t前に模査

芥お勧め tノ葉す

HTいノJ抗
体

血液 PA法 ¥5,000



☆がんミニドック☆

番号 こんな方にお勧め 名前 検体 検査項目 料金 希望にC

がん 1 多くの早期がんが分かるので最近注目されてます 早期がん 血液 抗53抗体 Y3.OOO

がん-2 3種類の肺がんを調べられます 肺がん 血液
CEA SLX

CYFRA NSE Y8,000

がん 3 テレビでおなじみ男性は50歳を過きたら年に一度は
檜 杏 芥

前立腺がん 血液 PSA Y2,500

がん-4 肝機能が悪いと言われた方は検査をお勧め 肝がん 血液 AFP PI∨KA ¥3,500

がん-5 食道がんの発見の手助けになる検査です 食道がん 血液 p53抗体  S03 ¥5,000

がん-6 ヒ
゜
ロリ菌による胃の荒れから「胃がん危険度」を知ろう 胃がん 血液

血清ペプシノーゲン
血清ピロリ抗体

Y3,000

がん-7 大腸がんの早期発見の手助けになる組み合わせです 大腸がん 血液・ 便
抗p53抗体 CEA

便潜血(2回 )

Y5.500

☆がん先進ミニ ドック☆

番 号 こんな方にお勧め 名前 検体 検査項目 料金 希望にC

がん-8A 冑/DRん、肺がん、大1易がん、前立腺がん、すい臓がん
のリスクを採血だけで測定する検査です(男性のみ

AICS
(男性 5種 )

血 液 A CS ¥27.000

がん-8B
冑がん、肺がん、大腸がん、

=Lが
ん、子宮・卵巣が

ん、すい臓がんのリスクを採血だけで測定する検査で

す(女性のみ)

AICS
(女性6種 )

血液 AiCS ¥29,000

がん-9 血液を遺12A子 レベルで測定する最新技術を使用して胃が
ん。大腸がん・すい臓がん・胆運がんの検査ができます

マイクロアレイ
検査 血 液 マイクロアレイ ¥78,000

がん-10A 超早期に,tがん 。すい臓がん 。アルツハイマー

型認知症についての検査ができます
ミアテスト検査 血液 ミアテスト 各¥d0000

がん-10B 上記 2種 ミアテスト検査 血液 ミアテスト ¥69、 000

がん-10C 上記 3種 ミアテスト検査 血液 ミアテスト ¥94,000

がん 1lA
「老化」や「病気になりやすさ」と関連する遺伝子強度

(遺伝子年齢)と遺lzi子疲労度 (遺伝子ストレス)を測定

する検査

テロメア検査 血液 テロメアテスト ¥43.000

がん 1lB テロメアテスト+ミアテスト1種 血液 ¥70,000

がん-1lC テロメアテス ト十ミアテス ト2種 血液 ¥92,000

がん 1lD テロメアテスト十ミアテスト3種 血液 ¥110C00

☆婦人科系・ 性感染症ミニ ドック☆

番号 こんな方にお勧め 名前 検体 検査項目 料金 希望にC

安尋-1 血液検査でできる性感染症検査です
性感染症

検査
血液

TPHA走性 クラミジア ト

ラコマテス|´・ BA
HV12抗 体価 (スクリン,〉

Y5,OOO

女尋-2 クラミジア感染症の検査です
クラミジア感染

症検査 血液
クラミシアトラコマ

チス贅G・ gA ¥3,000

婦-3 HiVの感染が気になる7D‐ H卜/横査 血液
HIVl・ 2抗体価
(スクリーニング)

¥3,OOO

婦-4 閉経が近づいているかどうか知りたい方はどうぞ。 更年期 lllツ検査 血液
FSH E2
(非妊婦)

¥4,500

女尋-5
最近増えている咽頭の淋菌検査で0因頭を拭うだけの検
査です               _ _  _

咽頭淋菌検査

(男女〉
咽頭分泌物 淋菌PCR ¥3,OOO

女吊-6
最近増えている咽頭のクラミジア検査で咽頭を拭うだ
け の結 杏 で す

咽頭クラミソフ検査
(男女)

咽頭分泌物 クラミジアPCR V3,OOO

女尋-7
性器のクラミジア検査ですが、初尿をとつて損くに 1プ

の検杏です
男性クラミゾア検査 尿 クラミジアPCR ¥3,OOO

女尋-8
性器の淋菌検査です /」

N、 初尿をとつて頂くFcけの検否
です

男性淋菌検査 尿 淋菌PCR ¥3,OOO


