
 

 

 

 

 

 

 

（税込価格） 

※ 歯科精密ドック（税込 16,500 円）[歯科医師の診察・X 線検査（オルソパントモグラフィー）・歯周精密検査・

口腔内診査・虫歯チェック]もございます。詳しくはお電話にてお問い合わせください。 

 

（注意） 予約状況によりご希望の項目を追加できない場合がございますので予めご了承ください。 

新型コロナウイルス 

抗体検査 

新型コロナウイルスに対する IgG抗体の有無の検査。 

下記①②から選択していただきます。 

① 感染歴による抗体（自然獲得免疫） 

② ワクチン接種による抗体（獲得免疫） 

①②それぞれ 

4,400円 

歯科ドック（※） 歯科医師による口腔内診察。 1,100円 

フィブロスキャン 
肝臓の硬さや脂肪の蓄積量の測定。 

身体を傷つけず、無痛で検査ができます。 【予約は 2週間前まで】 
2,200円 

骨密度検査 骨粗鬆症の判断のもとになる骨の強さを測定します。 3,300円 

ロコモ検診 
ロコモティブシンドローム予防として、現在の運動器の状態の測定。 

軽い運動テストを行います。 
4,400円 

子宮頸がん検診 
内診・子宮頸部細胞診・超音波検査。 

他院での検査のため職員が送迎します。  
8,800円 

乳がん検診 視触診・マンモグラフィー。 （火曜、第 2・4金曜は不可） 5,500円 

動脈硬化度検査 動脈の硬さ・動脈の詰まり・血管年齢を調べます。 2,200円 

脳 MRI／MRA 脳内や脳血管（頚部血管含む）の状態を検査します。 27,500円 

胸部 単純 CT X線検査で肺がんや胸部疾患を検査します。 13,200円 

腹部 単純 CT X線検査で腹部の臓器の異常がないか検査します。 13,200円 

HIV抗原／抗体検査 血液検査でエイズの原因となるウイルスの感染の有無を調べます。 2,200円 

前立腺腫瘍マーカー 

（PSA） 
血液検査で前立腺の異常の有無を調べます。 2,200円 

腫瘍マーカー 

（CEA・AFP・CA19-9） 

血液検査で主に消化器系のがんの疑いを調べます。 

（他の炎症でも同様の結果になる場合があります） 
6,600円 

甲状腺ホルモン検査 血液検査で甲状腺機能亢進症や機能低下症等の疑いを調べます。 5,500円 

喀痰細胞診 
事前に 3日間連続で痰を採取し、中に含まれる細胞を調べます。 

（採取容器を事前に発送します）  【予約は 2週間前まで】 
3,300円 

オプション検査の ご予約は 1週間前まで お電話でお申し込みください 

ご予約・お問合せ先 

［ T E L ］  0274-24-311２ （健康増進課直通） 

［受付時間］  平日 10：00～17：00 ／ 第 1・3・5土曜 10：00～11：30 

 

人間ドック 

生活習慣病予防健診 

 

オプション項目表 



人間ドック・生活習慣病予防検診　オプション項目

医療法人社団 三思会　くすの木病院

新型コロナウイルス新型コロナウイルス

抗体検査抗体検査

※ 現時点ではファイザー製のみの検証実験データとなっております。

この抗体検査は、ウイルスの抗体があるかを調べる検査であり、現在感染しているかを調べる

PCR 検査等とは異なります。

当日の採血した
血液で検査します
※ 追加で採血する
 　必要はありません

オプション検査料 
（税込）各４,４００円

（自費検査）

予約なしでも
検査可能！

※ 現在  新型コロナウイルスに感染している疑いがある方は、保健所もしくは病院へ必ずお電話でご相談ください。

※ 連携検査機関の協力により信頼性が担保された検査体制を提供しておりますが、　 稀に偽陰性・偽陽性の結果が
　 生じることがございます。

〔注意点〕

過去の感染歴（自然獲得免疫）を調べる検査です。１

ワクチン接種によって抗体ができているか（獲得免疫）を調べる検査です。２

下記の 2 種類の検査からお選びいただけます

健診結果報告書への記載にて結果をご報告します。

※ 感染歴やワクチン接種による抗体があるという結果でも感染しないとは言い切れません。
　 引続き感染防止対策が必要です。

検査結果について



人間ドック・生活習慣病予防検診　オプション項目

医療法人社団 三思会　くすの木病院

フィブロスキャン検査フィブロスキャン検査

脂肪肝 肝硬変 がんリスク脂肪肝 肝硬変 がんリスク脂肪肝

が心配な方へオススメです！が心配な方へオススメです！が心配な方へオススメです！

肝硬変 がんリスク

※ 肝臓は病気になっても自覚症状が少ないため、発見が遅れてしまいやすい臓器です。

超音波で肝臓の硬さと脂肪の蓄積量を測定する検査です。

慢性肝疾患から肝硬変への進行度を調べることができます。

それにより、肝臓の傷み具合やがんのリスクわかります。 

また、脂肪肝や近年増えている非アルコール性肝炎(NASH)

の早期発見や生活習慣病の予防ができます。

フィブロスキャンとは？

正確に測定ができない方

下記に当てはまる方は、正確な測定結果が得られない

場合がございます。

●　検査前の2時間以内に食事をした方

●　右脇腹付近の皮下脂肪が厚みが3ｃｍ以上の方

●　腹水や肝臓内に腫瘍がある方

※ 　ペースメーカー等の精密機器をつけている方は検査不可

肝機能が高め と言われたことはありませんか？

オプション料金

   1,1００円
　　　    （税込）

所要時間

５～10分
程度

肝臓は「沈黙の臓器」なため定期的な検査が重要です！
※



歯科医師が 歯 と 口腔内 の 健康状態 をチェックします

歯 科ドック

歯の痛みやしみる歯がある

揺れている歯がある

口内炎や傷が２週間経っても治らない

色が違う所がある（白斑や赤斑）

しこりや腫れ、ザラザラした所がある

出血している所がある

しみたり、ヒリヒリしたりする所がある

同じ場所をよく噛んでしまう

口臭が気になる

こんなお悩み はありませんか？こんなお悩み はありませんか？

歯周病
が心配
歯周病
が心配

歯が健康歯が健康
か知りたい

口の病気
その他の
口の病気
のリスク

虫 歯

歯磨きを
しているのに
虫 歯

になりやすい

口 臭口 臭
が気になる

早期発見・早期治療  で  健康な歯  をいつまでも !

オプション料金

１,１００円
　　　  （税込）

口腔内セルフチェック

１つでも当てはまった方は
当オプションの追加を
オススメします！

１つでも当てはまった方は
当オプションの追加を
オススメします！

人間ドック・生活習慣病予防検診　オプション項目人間ドック・生活習慣病予防検診　オプション項目

医療法人社団 三思会　くすの木病院医療法人社団 三思会　くすの木病院

歯 科ドック



人間ドック・生活習慣病予防検診　オプション項目

医療法人社団 三思会　くすの木病院

骨密度検査骨密度検査

骨粗しょう症の予防に！

骨粗しょう症予防は早期発見が大切です。
定期的に骨の健康状態をチェックしましょう！

「骨粗しょう症」 とは？
加齢や生活習慣などが原因で骨がスカスカになり、もろくなる

病気です。骨折しやすくなり、くしゃみをしたり、つまずいて手を

付いたりしただけでも骨折してしまうことがあります。

骨密度検査で骨の強さを調べることができます。

ぎっしり！ スカス
カ ...

健康な骨 弱った骨

オプション料金

３,３００円
　　　    （税込）

所要時間

５分程度放射線を使用して前腕部分の骨を測定
します。座ったままで検査が可能です。

無痛・短時間の検査です！



人間ドック・生活習慣病予防検診　オプション項目

医療法人社団 三思会　くすの木病院

その 運動不足 、
放っておくと 将来が心配 です！

 運動機能の状態を確認しましょう！

●  ロコモ度テスト

●  筋力テスト

※ 軽い運動を行います。動きやすい服装でお越しください。

●  骨密度測定

●  体組成測定

●  運動動作チェックと指導

　　　　　　　　　　　など

ロコモ検診ロコモ検診
おとなの運動テスト

オプション料金

４,４００円
　　　    （税込）

所要時間

３０分程度
   個人差があります

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）とは？
運動器（骨・関節・筋肉・神経など）の障害のために、
歩く・座るなどの移動機能が低下している状態。
ロコモが進行すると暮らしの中での自立度が低下し、
将来に介護が必要になったり、寝たきりになったり
する可能性が高くなります。

□　片脚立ちで靴下が履けない
□　家の中でつまずいたりすべったりする
□　階段を上がるのに手すりが必要である
□　15分くらい続けて歩くことができない

当てはまったらロコモ予備軍かも！？Check

検診内容



人間ドック・生活習慣病予防検診　オプション項目

医療法人社団 三思会　くすの木病院

動脈硬化検査動脈硬化検査
心筋梗塞・脳卒中の原因を早期発見！

動脈硬化とは、血管の弾力性が失われて硬くなったり、血管壁にコレステロール
等がたまり内径が狭くなったりすることで血液の流れが悪くなる状態です。
脳血管疾患や心臓病等の主な原因のひとつと言われている恐ろしい病です。
血管の状態を検査し、動脈硬化の早期発見・予防に努めましょう。

高血圧 糖尿病 高脂血症 ストレス 肥  満 喫  煙

血管に弾力性があり血液の流れが
スムーズ。

血管が硬くなり、脂肪やコレステロールが蓄積して
血液の流れが悪い。

脂肪や
コレステロール

● 正常な血管 ● 動脈硬化が進行した血管

動脈硬化検査 （CAVI キャビィ）
ベッドに横になり、心電電極や心音マイク、血圧を
測るための圧迫帯をつけて測定します。
身体を傷つけることなく痛みもありません。

オプション料金

２,２００円
　　　    （税込）

所要時間

１０分程度

動脈硬化を
促進させる
危険因子
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