
━ タバコを吸わないのに、肺がん？  11人に一人が、乳がんに？ ━ 
 

気になる疾病の早期発見のための 

オプション検査のご案内 
東京ミッドタウンクリニックでは、安心してご受診いただける高精度な検査機器を導入し、 

お客様のニーズに合った、様々なオプション検査をご用意しております。 

気になる部位をくまなくチェックし、病気の早期発見・健康管理に、ぜひお役立てください。 

※すでにマンモグラフィをご予約の方は、追加料金5,400円(税込)でご受診いただけます。 

  ご年齢やご体質等により、乳房超音波での乳がん検査をお勧めする場合もございます。 

 

まだ日本でも限られた施設にしか導入されていない*最新機器、「3Dマンモグラフィ」も新た
に導入しました。 
従来のマンモグラフィが平面撮影であったのに対し、多角的な3D撮影で鮮明に画像を撮る
ことが可能になったため、これまでマンモグラフィに向かなかった高濃度乳房の方の病変も見
つけやすくなりました。また、プレス時間が従来よりも短くなり、痛みが軽減されているのも特
徴です。  *2017年7月時点 

痛みの少ない最新機器 

“3Dマンモグラフィ” で 乳がん早期発見を。 

肺がんは、がんの中でも日本人の死亡数1位。男女問わず発症します。初期
の肺がんは自覚症状が乏しく、喫煙の習慣が無くても発症する可能性の高い
がんの一種です。 

当クリニックがいち早く導入した最新*の高精度CＴ検査機器「80列ヘリカル
CT」は、胸部X線（レントゲン）検査では見つかりにくい初期段階の病変も含め、
肺がんの早期発見にお役立ていただけます。*2017年7月時点 

肺がん検査 

乳がん検査 

日本初導入の最新高精度CT検査機器で 

X線では見つけにくい初期の肺がんまでチェック。 

所要時間15分 

肺がん検査（胸部ヘリカルCT） 19,440円（税込） 所要時間10分 

乳がん検査（3Dマンモグラフィ） 12,960円（税込） 

東京ミッドタウンクリニック  
人間ドックセンター・健診センター  

お問合せ・お電話でのお申込み  

℡ 03-5413-0081（平日9：00-17：00）  

【検査項目】 
●吸入系アレルゲン 
 室内塵（ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト１）、動物（ネコ皮屑・イヌ皮屑）、昆虫（ゴキブリ・ガ）、樹木（スギ・ヒノキ・ハンノキ（属）・シラカンバ（属））、草本類（カモガヤ・オオアワガエリ・ブタクサ・ヨモギ）、 
  空中真菌（アルテルナリア・アスペルギルス）、真菌その他（カンジダ・マラセチア（属）・ラテックス） 
●食物系アレルゲン 
 卵（卵白・オボムコイド）、ミルク、小麦、豆・穀・種実類（大豆・ソバ・ピーナッツ・米・ゴマ）、甲殻類（エビ・カニ）・果物（キウイ・リンゴ・バナナ）、魚・肉類（鶏肉・牛肉・豚肉・マグロ・サケ・サバ） 

目の充血、鼻水やくしゃみ、咳、皮膚のかゆみ…  

その症状、 アレルギー”のサインかもしれません。    

追加検査時間不要！“血液検査”で疾病のリスクチェックを。 

自覚症状がなかったり、症状が軽く気にしていなかったけど、実はアレルギーが原因ということがあります。また、大人になってか
ら突然発症することもあるようです。大切なのは、まずアレルギーを引き起こす原因物質が何かを知ること。吸入系と食物系、
計39種類のアレルギーの原因を一度に測定。室内塵や花粉、食品表示義務7品目を含むアレルギー性疾患の主要な原因
アレルゲンが網羅された新しい検査です。 

過度な紫外線対策、無理なダイエットが、 

“がん”や“不妊” など、思わぬ病気に！？ 

現代人は一般的にビタミンD不足状態であると指摘されているのはご存知ですか。食事からのビタミンD摂取が不十
分でも、適度に紫外線を受けていれば必要なビタミンDを得られますが、過度な紫外線対策や無理なダイエット等に
よりビタミンDが不足していると考えられます。ビタミンDは、骨の生育を保つ作用のほか、最近では免疫力アップやさ
まざまな病気の予防に有効で、ビタミンD不足はがんや生活習慣病の発生リスクが高くなるほか、特に女性は将来、
不妊につながるとも言われています。 

アレルギー検査 

ビタミンD欠乏症検査 

アレルギー検査（VIEW39） 15,120円（税込） 
所要時間なし 

ビタミンD欠乏症検査 4,860円（税込） 所要時間なし 

卵巣予備能検査 

私の卵巣年齢は何歳? いつまで妊娠できるの？ 
「妊活なんてまだ先」、そんな方こそご受診を。 

AMH（アンチミューラリアンホルモン）検査は、ご自身の卵巣年齢を知ることで妊娠できる確率、できなくなるまでのタ
イムリミットに目安を付けることができる検査です。 
女性の卵子の数は、生まれた時に決まっており、新たに作られることはありません。加齢や排卵により数が減少し、
質も低下していく卵子の状態には個人差があります。妊活への備えは、早すぎることはありません。いつか妊娠をお
考えでしたら、ライフプラン設計のためにも、お早めにご受診ください。 

卵巣予備能（AMH）検査 7,560円（税込） 所要時間なし 

※当クリニックでは、アレルギーの専門的な治療は行っておりません。検査結果につきましては、専門医へご相談いただくようお願いいたします。 
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妊娠中

妊娠中

妊娠中

妊娠中

妊娠中
磁場を利用した画像診断法です。脳梗塞（無症候性）や脳動脈瘤の有無、脳血管
が細く狭くなっていないかなどを調べます。筒状の機械の中で横になって検査を
受けていただきます。閉所恐怖症の方はご受診いただけない場合があります。

X線で頭部を輪切りにした画像を撮影します。MRIに比べて検査時間は
短く、脳出血についてはCT検査のほうが有用性があります。反対に
脳腫瘍についてはMRIのご受診をおすすめします。

37,800円
（20分）

16,200円
（5～10分）

10,800円
（15分）

胸部ヘリカルＣＴ

3,240円
（10～15分）

左右の上腕部と左右の足首の血圧と脈波を同時に測定し、血管の
硬さや詰まり具合から動脈硬化の危険性や血管年齢を調べます。

64列ヘリカルＣＴで肺・縦隔をスライス状に切った画像を撮影
します。胸部Ｘ線検査よりも精度の高い結果を得られます。

通常より8,640円お得なセットです。

通常より6,480円お得なセットです。

通常より11,880円お得なセットです。

通常より4,320円お得なセットです。

7,560円
（15分）

43,200円
（40分）

21,600円
（50分）

19,440円
（5～10分）

23,760円
（5～10分）

54,000円
（70分）

頸動脈は首の比較的浅い位置にあり、他の部分に比べて検査しやすい
血管です。超音波で動脈硬化の程度や脳梗塞の原因となるプラーク
の有無を調べます。

頸動脈超音波

6,480円

3,240円

動脈硬化の危険因子のひとつである血中のホモシステイン
（アミノ酸）の値を調べる血液検査です。

心不全や動脈硬化症の指標となる心臓のマーカーです。

超音波で心臓の大きさや動き、心臓の筋肉や弁の状態、血液の
流れなどを観察し、心臓が正常に働いているかどうかを調べます。

ホモシステイン

ＣＥＡ（シーイーエー） 消化器がん（大腸・直腸・胃）・肺がん・乳がん・膵臓がん・卵巣
がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。

3,240円

ＣＡ19-9（シーエー19-9）

ＰＳＡ（ピーエスエー）（男性）

消化器がん（膵・胆のう・胆管）の検出に有用な腫瘍マーカーです。

前立腺がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。

3,240円

3,240円

ＣＡ125（シーエー125）（女性） 卵巣がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。3,240円

ＳＣＣ（エスシーシー） 肺がん（特に扁平上皮がん）・食道がん・頭頸部領域がん・
子宮頸がん・皮膚がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。

3,240円

3,240円

ＣＹＦＲＡ（シフラ）

Ｐｒｏ-ＧＲＰ（プロジーアールピー）

肺がん（特に扁平上皮がん）の検出に有用な腫瘍マーカーです。3,240円

肺がん（小細胞がん）の検出に有用な腫瘍マーカーです。3,780円

ＡＦＰ+ＰＩＶＫＡ-Ⅱ（エーエフピー＋ピヴカツー） 肝細胞がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。5,400円

Ｐ53抗体（ピー53抗体） がんの早期発見に有用な腫瘍マーカーです。他の腫瘍マーカーと組み合わ
せることで、がんの検出率を高める検査項目として考えられています。4,320円

ＣＥＡ+ＣＡ19-9 消化器がんの検出に有用なセットです。4,860円

Ｐ53+ＣＥＡ+ＣＡ19-9 消化器がんの検出に特に有用なセットです。8,640円

ＳＣＣ+ＣＹＦＲＡ 肺がんの検出に有用なセットです。5,400円

Ｐ53+ＳＣＣ+ＣＹＦＲＡ 肺がんの検出に特に有用なセットです。8,640円

7,560円

7,560円

ＨＢｓ抗原・抗体 B型肝炎ウイルスに感染しているかどうか（HBs抗原）、防御
抗体を保有しているかどうか（HBs抗体）を調べます。

一般的には子供がかかるとされる病気ですが、免疫を持っていない
大人もかかることがあり、その場合重症化する恐れがあります。今後
妊娠の可能性のある女性や20代～40代の男性におすすめします。

2,160円

ＨＣＶ抗体 C型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを調べます。3,240円

ＨＩＶ抗体 HIVに感染しているかどうかを調べます。3,240円

血液型 ABO式及びRh式血液型を測定します。1,080円

頭部ＭＲＩ・ＭＲＡ 3.0テスラ
脳梗塞・脳動脈瘤など

頭部CT 
脳出血・脳腫瘍など

心臓超音波 
弁膜症・心筋梗塞など

風疹（ふうしん）・麻疹（ましん）抗体
3日ばしか・はしか

血圧脈波（PWV/ABI）

脳セット
頭部MRI・MRA/頸動脈超音波/ホモシステイン

心臓セット
心臓超音波/頸動脈超音波/ホモシステイン/血圧脈波

脳・心臓セット
頭部MRI・MRA/心臓超音波/頸動脈超音波/ホモシステイン/血圧脈波

肺がんセット
胸部ヘリカルＣＴ/喀痰細胞診/SCC/ＣＹＦＲＡ

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

エラスターゼ1 膵炎や膵臓がんの検出に有用なマーカーです。血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

ご要望の多いオプション検査をご用意いたしました。ぜひ健診や人間ドックとご一緒にご受診ください。追加のご依頼は事前にお電話にてお願いいたします。

東京ミッドタウンクリニック 
健診・人間ドック オプション検査

妊娠中

脳・心臓

検査の説明オプション項目 税込価格
（所要時間）

検査の説明オプション項目 税込価格
（所要時間）

検査の説明オプション項目 税込価格
（所要時間）

検査の説明オプション項目 税込価格
（所要時間）

肺
その他

事前予約制 平日9:00-17:00
電話受付時間

03-5413-0081
（ ）

腫瘍マーカー

肺がん

※喀痰細胞診は専用検体容器あり。
　事前に3日間の痰を採取していただきます。

※所要時間の注意点：記載された検査の所要時間は当日の状況により前後する場合がございますので、予めご了承くださいませ。 （20170401）

3,240円
（5分）骨密度測定（ＤＥＸＡ法）

リウマチ

X線で骨密度を測定します。骨粗しょう症の診断に有用です。

リウマチ因子（RF）・抗CCP・CRPを測定します。関節リウマチ
診断の参考になります。

妊娠中

NT-ProBNP（エヌティープロビーエヌピー）

結果海外発送 2,160円（税込）

EMSで海外に結果表をお送りします。
事前資料も別途2,160円で承ります。

画像CD-R 1,080円（税込）

結果表に画像全データを入れたCD-Rを同封します。
再検査が必要と診断された場合、速やかな二次検査
につながります。

NEW

NEW

NEW

NEW



検査の説明オプション項目

乳房専用のレントゲン検査です。乳房を撮影台に載せて
圧迫板で押さえ、上下と左右の二方向から撮影します。
個人差がありますが、多少の痛みをともなうことがあります。

超音波で乳房の内部を調べます。診察台に仰向けになり、
左右の乳房にジェルを塗り、プローブ（端子）を縦横に滑ら
せて観察します。

税込価格
（所要時間）

税込価格
（所要時間） 検査の説明オプション項目

7,560円
（15分）

5,400円
（15分）

14,040円
（15分）

8,640円
（20分）

税込価格
（所要時間）

検査の説明オプション項目

胃部

バリウム（造影剤）を飲んで、食道・胃・十二指腸の状態を調べます。

ペプシノーゲン

血中ピロリ抗体

萎縮性胃炎や胃がんのリスクなどを調べる血液検査です。3,240円

5,400円

血中の「ピロリ抗体」の有無を調べる血液検査です。過去に
ピロリ菌の検査を行ったことのない方におすすめです。1,080円

便中ピロリ抗原 胃潰瘍・胃がんの原因になるピロリ菌に現在感染しているか
どうかを調べます。除菌治療後の判定にも有用です。事前に
１回分の便を採取していただきます。

2,160円

採血検査だけでは現在のピロリ菌の活動性を把握すること
ができない場合があります。血液検査と便検査を実施する
ことで、より正確な検査結果を得られます。

2,700円

内視鏡検査（胃カメラ）時 鎮静剤使用

血液検査

血液検査

食事制限 有

64列ヘリカルCTで上腹部をスライス上に切った画像を
撮影し、主に肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓を調べます。

64列ヘリカルCTで腹部全体をスライス上に切った画像を
撮影し、上記上腹部に加え下腹部では男性は前立腺、女性は
子宮や卵巣を調べます。

6,480円
（15分）

19,440円
（5～10分）

22,680円
（5～10分）

8,640円
（5～10分）

27,000円
（20分）

腹部

腹部超音波

上腹部ヘリカルCT

超音波で腹部臓器（肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓）の形や大きさ、
腫瘍（良性・悪性）の有無、胆石や腎臓結石などを調べます。

内臓脂肪CT

下腹部MRI

CTで腹部内臓脂肪と皮下脂肪の面積を測定します。
メタボリックシンドロームの診断に有用です。

骨盤部を調べます。男性は前立腺、女性は子宮・卵巣の診断
に有用です。

上腹部～下腹部ヘリカルCT

大腸

便潜血検査（2回法） 大腸がんや大腸ポリープなどのスクリーニング検査です。
便中に血液が含まれているかどうかを調べます。事前に
２回分の便を採取していただきます。

2,160円

妊娠中

授乳中

生理中

妊娠中

生理中

妊娠中

生理中

妊娠中

生理中

妊娠中

生理中

妊娠中

子宮頸部の細胞をやわらかなシリコン製のブラシで採取し、
異常な細胞の有無を調べます。個人差がありますが、ほと
んど痛みは感じません。

細い棒状のブラシを子宮内に入れ、子宮内膜の細胞や組織
の一部を採取し、異常な細胞の有無を調べます。個人差が
ありますが、多少の痛みをともなうことがあります。

5,400円
（10分）

10,800円
（10分）

5,400円
（10分）

子宮頸がんの原因であるヒト・パピローマウイルスに感染している
かどうかを調べます。検査方法は子宮頸部細胞診と同じです。

指の細さ位のプローブを腟から入れ、超音波で骨盤内の状態
や腫瘍の有無などを調べます。

子宮頸部細胞診
子宮頸がん（しきゅうけいがん）

経腟超音波
子宮筋腫・子宮内膜症・
卵巣がん・卵巣のう腫など

12,960円
（15分）

通常より2,160円お得なセットです。21,600円
（40分）

超音波で甲状腺の大きさや状態を見て、炎症や腫瘍の有無
などを調べます。

甲状腺ホルモン（TSH・Free-T3・Free-T4）の値を測定し、
甲状腺機能について調べる血液検査です。6,480円血液検査

女性ホルモンセット（LH、E2、PRL、FSH、P４）
女性のライフスタイルを支える5つのホルモンを調べる
血液検査です。更年期症状や月経前症候群が気になる
方におすすめです。

16,200円血液検査

胃の検査をバリウムから内視鏡（胃カメラ）へ変更します。
鼻から、もしくは口から入れるカメラタイプを選択可能です。

※完全予約制です。数に限りがあるため、
　お早めのご連絡をお願いします。

※健診センターで受診する方（青色の封筒で事前キットが届いた方）には、
　胃カメラドック（27,000円）を別日程でご案内しております。詳しくは
　お問い合わせください。

※効き目には個人差があります。

※口からの胃カメラを受診される方専用のオプションです。
※完全予約制です。数に限りがあるため、
　お早めのご連絡をお願いします。
※安全上の理由により、76歳以上の方は使用できません。

腕に静脈注射をし、眠ったような状態で楽に内視鏡検査を
受けられます。当日はお車等の運転は厳禁です。検査後、
リカバリールームにて約1時間休憩していただきます。

※必ず「子宮頸部細胞診」とセットでご受診ください。

HPV（ヒト・パピローマウイルス）

甲状腺

消化器 乳房・子宮・卵巣・女性ホルモン

東京ミッドタウンクリニック 03-5413-0081 事前予約制

平日9:00-17:00
電話受付時間（ ）

マンモグラフィ
乳がん（乳腺のしこり（腫瘍）やひきつれ、石灰化などを調べる）

上部消化管X線造影（胃バリウム）
食道・胃・十二指腸のがんや潰瘍、ポリープなど

上部消化管内視鏡（胃カメラ）
食道・胃・十二指腸のがんや潰瘍、ポリープなど

※40歳以上の方におすすめです。
※20代30代の方はマンモグラフィよりも
　乳房超音波をおすすめします。

乳房超音波
乳がん（しこりの有無、しこりの状態や大きさなどを調べる）

甲状腺ホルモン
バセドウ病・橋本病など

甲状腺超音波
バセドウ病・橋本病など

子宮体部細胞診+経腟超音波
子宮体がん

※年齢に関係なく検査可能です。
※20代30代の方にもおすすめです。

※不正出血のある方や閉経後の方におすすめです。
※必ず「経腟超音波」とセットでご受診ください。

食事制限 有
妊娠中

食事制限 有
妊娠中

食事制限 有
妊娠中

食事制限 有
妊娠中

食事制限 有
妊娠中

妊娠中

妊娠中

授乳中

妊娠中

授乳中

7,560円
（10分）

※専用検体容器あり

※便中ピロリ抗原は、専用検体容器あり

※専用検体容器あり

乳・婦人科セット
マンモグラフィ/乳房超音波/
子宮頸部細胞診/経腟超音波

ピロリ菌検査セット
血中ピロリ抗体/便中ピロリ抗原

人間ドックのみ

※眼科で緑内障と診断されている、もしくは検査中の方は、あらかじめ
　かかりつけの眼科医に使用可能かご相談ください。（使用によって症状が
　悪化する可能性があります。）


