
選択 オプション項目 料金 参考
受診頻度 備考

男性がんセット
（CEA/AFP/CA19-9）

5,300円 年１回 セット割引
あり

女性がんセット
（CEA/CA125/CA19-9）

5,300円 年１回 セット割引
あり

胃がんセット
（ペプシノゲン/血中ピロリ抗体）

3,150円 年１回 　　

アレルギー39種
（View39）

9,000円 症状に
応じて

セット割引
あり

動脈硬化マーカー
（LOX-index）

9,700円 2年～3年 セット割引
あり

骨代謝マーカー
（骨粗しょう症検査）

2,900円 年１回 セット割引
あり

リウマチ
（リウマトイド因子（RF）定量、
　抗シトルリン化ペプチド抗体定量）

3,600円 症状に
応じて

セット割引
あり

4種抗体検査
（風疹、麻疹、ムンプス、水ぼうそう）

4,500円 　　

※ 4種抗体検査は、FIA方法で実施します。

選択 オプション項目 料金 参考
受診頻度 備考

甲状腺機能
（採血/TSH・FT3・FT4）

4,400円 年１回 セット割引
あり

甲状腺機能セット
（採血/エコー）

7,550円 年１回 両国・
日本橋なし

前立腺がんマーカー
（PSA）

2,600円 年１回 　　

花粉セット３種類
（スギ、カモガヤ、ブタクサ）

3,150円 症状に
応じて 　　

ぜんそく／かぶれ４種類
（ハウスダスト、ダニ、ネコ皮屑、
　イヌ皮屑）

3,150円 症状に
応じて 　　

心不全マーカー
（NT-proBNP）

2,600円 年１回 　　

腸内フローラ分析 ※便検査
（Mykinso Gut V3）
※結果は約4週間後

15,000円 セット割引
あり

婦人科検査内診 3,300円 年１回
両国・日本橋
曜日指定
あり

※ 細胞診の結果について、閉経後の方は、女性ホルモンの低下によりまれ
に細胞診の結果が出ないことがあります。

HPV（医師採取）
（ヒトパピローマウイルス）

3,300円 年１回 　　

※ 子宮内診希望者のみ
※ 細胞診の結果について、閉経後の方は、女性ホルモンの低下によりまれ
に細胞診の結果が出ないことがあります。
※ 生理期間中は検査できません。

エクオール検査 ※尿検査 3,300円 セット割引
あり

※ 生理期間中は検査できません。

乳房X線
（マンモグラフィ）

5,500円 年１回
両国不可
セット割引
あり

乳房超音波
（エコー）

4,400円 年１回 セット割引
あり

眼底／眼圧セット 3,300円 年１回 　　

喀痰 2,750円 年１回 　　

備考欄 合計

 円

New

●ご記入は、お１人様１枚でお願い致します。
● 希望される項目に○をお付けになり、検査当
日、調査表と一緒に受付にご提出ください。

● 料金のお支払方法は事業所担当者様にご確
認をお願い致します。

● この検査の結果は、健診報告書と一緒に
ご郵送いたします。（一部の検査を除く）
 （3週間前後）

当センター記入欄

受 診 日 年　　　 月　　　 日

受診番号 

氏
フ リ ガ ナ

名 男 ・ 女

※料金は消費税込み価格です。

option オプション検査申込書
＜内部健診・葛飾用＞

特別セット割引

選択 　新規　 オプション項目 料金 備考

糖尿病が気になる方にお勧めします。

プレミアムがん検査（膵臓）（プロドロームPAC）
22,000円

※
がん対策オプ
ション検査の
セット検査と
の併用はでき
ません。動脈硬化マーカー（LOX-index）

メタボリックシンドローム、大腸がんが気になる方にお勧めします。

腸内フローラ分析（Mykinso Gut V3） ※便検査
22,000円

動脈硬化マーカー（LOX-index）

選択 オプション項目 料金 備考

男性がんセット
（CEA/AFP/CA19-9）

Ａ

11,800円
ＡとＢより
それぞれ
１項目選択

女性がんセット
（CEA/CA125/CA19-9）

動脈硬化マーカー
（LOX-index）

Ｂ
アレルギー39種
（View39）

レディースケアセット１
（骨代謝マーカー・リウマトイド因子（RF）定量・
　抗シトルリン化ペプチド抗体定量）

4,800円 男性可

レディースケアセット２
（エクオール・甲状腺機能）
※生理期間中は検査できません。

エクオール
※尿検査

5,850円 男性可

乳房画像セット　料金改定しました
（乳房X線・乳房超音波）

7,800円 両国不可

New

＋

New

＋
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今年
がん
ご案

午後
限定

葛飾健診センター  〒124－0012 東京都葛飾区立石2－36－9  TEL：03－3693－7676

ご自分が病気にかかった記憶があっても、実際には違う病気であった
可能性もあります。
はしか、おたふくかぜ、風疹、水ぼうそうの抵抗力を調べる
ことで、ワクチンの予防接種が必要かどうかを判断できます。

●30～50歳の方
●子供のころに予防接種を受けたか分からない方
● 妊娠中またはこれから妊娠の予定のある方とそのご家族
（一度の予防接種のみの場合、抗体価が基準値未満の場合があります）

風疹・はしか・おたふくかぜ・水ぼうそうに
かかったことのない方

4種抗体検査
検診MMRV-lgG抗体

このような方に
検査をお勧めします！！

抗体のない方、抗体価が低い方はこれらの症状が重くなる場合があります。また、妊娠中の感染は胎児に影響の
出る場合があります。妊娠中の方に感染させないためにも、ご家族の方も抗体価検査を受けましょう。

― ワクチン接種が必要かどうか検査しませんか？ ―

イトーヨーカドー

水戸
街道

本田消防署
奥戸街道

渋江公園

みずほ銀行

理髪店

ファミリーマート

セブン
イレブン

梅田小学校

至押
上

至青砥

至松戸

至新小岩 渋江公園前

イトー
ヨーカドー

本田警察署

パン屋
（本田）

トヨタ

歩道橋

四つ木5丁目

本田広小路

三井住友銀行 京成立石駅

葛飾健診センター

センター案内板

〒124－0012　東京都葛飾区立石2－36－9
ＴＥＬ：03－3693－7676　ＦＡＸ：03－3693－0１86

ＵＲＬ：https://katsushika-mc.jp/

葛飾健診センター

施 設 の ご 案 内

●電車をご利用の方
　京成押上線「立石」駅 … 葛飾警察署方面出口より徒歩8分

●バスをご利用の方
　京成タウンバス 新小岩駅 ⇔ 綾瀬駅「渋江公園前」下車徒歩3分
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オ プ シ ョ ン 検 査 ガ イ ド

内部健診・葛飾用

O P T I O N G U I D E

医療法人社団 さわやか済世

今年、最もお勧めする
がん対策オプション検査を
ご案内いたします。

■ スーパープレミアムがんセット（大腸がん、胃がん、すい臓がん、胆道がん）

■ プレミアムがん検査（大腸）

■ プレミアムがん検査（すい臓）

これまでの、血液検査によるがん対策検査よりさらに精度が高く、部位を特定した検査ができるようになりました。

詳細につきましては、同封してございます をぜひご覧ください。がん対策オプション検査のご案内

午後ドックをご予約の方
限定 ■ 体組成（1,000円相当）　脂肪量、筋肉量、基礎代謝量などを知ることができます。

■ アディポネクチン（糖尿病と動脈硬化の指標）（4,400円相当）

2つの検査が無料無料で受診できます！
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飾用

1530-01-012　206+210+210+206×297
観音開きパンフ（オモテ）

20.02.04　Q
初校　21.01.12　Q
2校　21.01.20　Q

3校　21.01.22　Q
4校　21.01.25　Q
5校　21.01.27　Q

11校　21.02.01　Q

た。

「睡眠時無呼吸症候群（SAS）スクリーニング検査」
申　込　書

ご自宅で簡単に測定できます。
ご希望の方は、下記をご記入の上受付にご提出下さい。

申込内容 睡眠時無呼吸症候群（SAS）スクリーニング検査

申　込　者　様

フリガナ

ご氏名 様
受診番号 性別 男・女

生年月日 　　　　　年　　　月　　　日

ご住所

〒　　　ー

送付先

〒　　　ー

※ご住所と異なる場合にご記入下さい

第１連絡先
日中連絡可能な電話番号（携帯等）

第２連絡先

お届け希望日 　　　　年　　　　月　　　　日
□指定なし □午前中　□14時～16時
□16時～18時 □18時～20時　□19時～21時

※お届け希望日がない場合はお申込み日より7日以内にSAS健診支援センターより検査キットを送付させて頂きます。
※ 検査キットのお届け希望日がある場合につきましては、お申込み日より7日以降をご指定ください。
　例：8月1日申込の場合、8日以降を指定
※ご記載事項について確認が必要な場合、SAS健診支援センターよりご連絡させて頂く場合が御座います。
※ 帝人ヘルスケア株式会社は診察、本装置の引渡し・引取り等の過程で知り得た貴殿に関する個人情報を、診察、本装置の
問合せ窓口業務およびこれに付帯する業務に利用いたします。また、上記業務を指定業者に委託する場合、貴殿に関する
個人情報を当該指定業者に提供いたします。

医療機関名
医療法人社団　さわやか済世
葛飾健診センター 医　師 吉原　一郎

受注者 帝人ヘルスケア株式会社

法人使用欄
受診日（申込日） 　　 年　　 月　 　日 受診番号

帝人ヘルスケア株式会社　東京支店　城東営業所　FAX番号 03－3829－8140
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Q.
そも
は別
必要

オ

O

皆

度

受

得

SAS

高血圧・心臓病・脳血管障害の原因となる新しい生活習慣病 睡眠時無呼吸症候群

ご自宅で簡単に測定できますので、申込書（裏面）に必要事項を記入後、
受付にご提出ください。 ￥5,390（税込）

※料金は、当日に現金またはクレジットカードにてお支払いください。

睡眠時無呼吸症候群（SAS）スクリーニング検査のご案内

上記の症状がある時は

睡眠時無呼吸症候群睡眠時無呼吸症候群 の可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査を受けましょう。

居眠り居眠り
運転事故を
起こしそうになる

夜間の呼吸呼吸夜間トイレ夜間トイレ
に何度も行く

夜中に何度も夜中に何度も
目が覚める

起床時の
頭痛・だるさ頭痛・だるさ

大きなイビキ大きなイビキ
をかく

日中いつも
眠い眠い

検  査  の  流  れ

オプション検査の
受付に申込み

1

ご自宅での検査を
実施

3

返送キットで検査機器を
SAS検診支援センターへ返送

4

SAS検査機器

SAS簡易検査キット
郵送

SAS検診支援センターより
ご指定の日付にご自宅へ
郵送いたします

2

SAS検査機器

● 指にマニキュアをされている方は、落としてください。
（指に付けるセンサーが反応しない場合があります。）

● 寝る準備を整えてから、センサーの取り付けをしてくだ
さい。

● 無理に眠ろうとせず、自然に眠くなった時にお休みくだ
さい。

● トイレに行きたくなりましたら、検査機器の電源は切ら
ずに、センサーを着けたまま行ってください。
● 寝返りを打っていただいても結構です。気にしないで普
段通りの姿勢でお休みください。

測定中に…

アンケートに
必ずご記入ください

測定前に…

SAS簡易検査キット

アンケー
ト

検査時の注意事項

アンケート用紙と検査機器を
同封の伝票を使用してご返却
ください。

測定後は…

SAS簡易検査キット

SA

アンケー
ト

検査結果レポートを作成
ご自宅へ郵送

5

7日以内 約２週間

眠れていますか？眠れていますか？
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　　 喀痰細胞診検査

喀　痰
日本人の死亡原因の第

肺がんは胸部X線検査
特に喫煙者の方に多い
50歳以上の喫煙者は毎

　　 採血
　　（ペプシノゲン／血中ピロリ抗体）

胃がんセット
胃がんはがんによる死

胃がんはとくに日本人に
感染の有無が重要な因
調べてみましょう。

希望者数

2位

【男性】

　　 採血（CEA／AFP／CA19-9）

【女性】

　　 採血（CEA／CA125／CA19-9）

がんセット
男性がん、女性がんセ
かった疾患が実際に見
大腸がん、胆のう腫瘍
おすすめします。

AFP
（アルファフェトプロテイン）

肝臓の病気
液マーカー
以外のがん

CEA 胃がん・大

CA19-9 膵臓がん

CA125 主に卵巣が

希望者数

1位

　　 採血（TRACP-5b）

骨代謝マーカー
特に女性は若いうちか

「骨粗しょう症」は、
齢とともに低下する特
人でも過度のダイエッ
こともあり油断はでき

セット割引がお得です

【 骨代謝マーカー ＋ リウマチ 】

【乳房X線】 【乳房超音波】
　　 X線   　　 エコー

乳房X線／乳房超音波
女性が一生の間に乳がん

日本人女性の乳がん増
とても重要です。
乳房X線（マンモグラフ
ない乳がんがあります

セット割引がお得です

【 乳房X線 ＋ 乳房超音波 】

【甲状腺機能】
　　 採血（TSH・FT3・FT4）

【甲状腺機能セット】
　　 採血／エコー

甲状腺機能／甲状腺機能セット
●のぼせ、ほてり、イ
●疲れやすい、元気が
●むくみ　●手の指が
などの症状は、甲状腺

甲状腺は、体の新陳代
腺疾患は、気づきにくセット割引がお得です

【 エクオール検査 ＋ 甲状腺機能 】

　　 採尿

エクオール検査
“エクオール”が体内で

更年期症状・お肌のハ
など、さまざまな不調を
見つけましょう。
● エクオールサプリメン
してください。
● 生理期間中は検査でき

セット割引がお得です

【 エクオール検査 ＋ 甲状腺機能 】

※平成30年４月よりCYFRA（シフラ）をAFPへ変更しました。

※ 女性がんセットは、生理中・妊娠中は高い数値になる
場合があります。

ア イ コ ン 詳 細

A.
企業内や市町村で実施される健

康診断は基本的な項目について

のみ行われます。しかしそれで

すべての身体の異常の診断が出

来るわけではありません。健康

診断にはオプションとして健診

項目を追加することができま

す。日頃気になっている部分が

ある、健診適齢期である、近親

者に特定疾患の方がおり気にな

る、などの場合にはオプション

を追加することがお勧めです。

Q.
そもそも、通常の健康診断と
は別にオプション検査をする
必要はあるのでしょうか？

全年齢 20代以上に
おすすめ

30代以上に
おすすめ

40代以上に
おすすめ

50代以上に
おすすめ

がん全般に関わる
オプション

男性におすすめの
オプション

女性におすすめの
オプション

喫煙者の方に
おすすめのオプション

高血圧の方に
おすすめのオプション

糖尿病の方に
おすすめのオプション

お得なセット
オプション

検査方法

オ プ シ ョ ン 検 査 の ご 案 内

O P T I O N G U I D E

皆様の健康管理にご活用いただく為に、より幅広く、より精

度の高い各種オプション検査をご用意しております。

受診者の皆様からご希望の多いオプションを組み合わせたお

得なセットもございます。ぜひご参考にしてください。

を
却
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日本人の死亡原因の第１位はがん、その中でも最も多いのが肺がんです。

肺がんは胸部X線検査だけで早期に発見することは困難な場合があります。
特に喫煙者の方に多い肺門部肺がんは発見しづらく喀痰検査が有効です。
0歳以上の喫煙者は毎年受けましょう。

肺肺

胃胃
胃がんはがんによる死亡原因の第２位、しかし、罹患率は１位です。

がんはとくに日本人に多いがんです。胃がんになるか、ならないかはピロリ菌
感染の有無が重要な因子です。自分の胃がピロリ菌に感染しているかを一度
調べてみましょう。

男性がん、女性がんセットを受けたことで、一般的な健診で発見できな
かった疾患が実際に見つかるケースがあります。
大腸がん、胆のう腫瘍、卵巣腫瘍、その他婦人科疾患など、毎年の検査を
おすすめします。

AFP
ルファフェトプロテイン）

肝臓の病気（肝臓がん、肝硬変、肝炎など）で上昇する可能性がある血
液マーカーです。健康な成人の体内ではほとんど産生されません。肝臓
以外のがん（肺がんや胃がんなど）でも上昇する可能性があります。

CEA 胃がん・大腸がんなどで上昇する可能性があります。

CA19-9 膵臓がん・胆道がんなどで上昇する可能性があります。

CA125 主に卵巣がん・子宮がんなどで上昇する可能性があります。

　　 採血（View39）

アレルギー39種類セット
バナナ、豚肉、オオアワガエリ（草木類）を追加

蕁麻疹、かゆみ、かぶれ、その他アレルギー症状の原因を１度に調べられる検査です。原因
が思い当たらない時に有効です。39種類同時に測定するごとで１項目あたりの料金を抑え
ています。
吸収系 その他アレルゲン
●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［ガ／ゴキブリ］●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／ブタクサ／ヨモギ］●空中真菌［アルテルナリア（ススカビ）／アスペルギルス（コウジカビ）］●真菌そ
の他［カンジタ／マラセチア（属）／ラテックス］
食餌系アレルゲン
●卵［卵白／オボムコイド］●牛乳［ミルク］●小麦［小麦］●豆・殻・種実類［ピーナッツ／大豆／ソバ／ゴマ／米］●甲殻類［エビ／カ二］●果
物［キウイ／リンゴ］●魚・肉類［マグロ／サケ／サバ／牛肉／鶏肉］

骨
特に女性は若いうちからの検査がおすすめ

骨粗しょう症」は、骨の新陳代謝に関わる女性ホルモンの分泌が加
齢とともに低下する特に60歳以上の女性に多くなりますが、実は若い
でも過度のダイエット、偏食や運動不足等の生活習慣が原因でなる
ともあり油断はできません。

胸
女性が一生の間に乳がんになる確率は11人にひとり（2018年度）とされています。

本人女性の乳がん増加に伴い、1年に一度の画像診断は年齢を問わず
ても重要です。
乳房X線（マンモグラフィ）でしか映らない乳がん、乳房超音波でしか映ら
い乳がんがありますので、両方同時に受診されることが理想です。

●のぼせ、ほてり、イライラ　●食欲がないのに太る
●疲れやすい、元気がでない　●心臓がドキドキする　●汗をかきやすい
●むくみ　●手の指が震える
などの症状は、甲状腺が原因かもしれません

状腺は、体の新陳代謝を盛んにするホルモンを作る臓器です。甲状
疾患は、気づきにくい病気のひとつです。

甲状腺甲状甲状甲状甲状甲状甲 腺腺腺腺腺腺

エクオール”が体内でどれくらい作られているかを検査します。

更年期症状・お肌のハリや潤い・メタボリックシンドローム・乳がんのリスク
ど、さまざまな不調をやわらげるエクオール。検査結果からケアの方法を
見つけましょう。
エクオールサプリメントを摂っている方は、検査前3日間は摂取しないように
してください。
生理期間中は検査できません。
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検査です。原因
りの料金を抑え

ヒノキ／ハンノキ（属）／シ
ス（コウジカビ）］●真菌そ

甲殻類［エビ／カ二］●果

目
　　 眼底検査／眼圧検査

眼底／眼圧セット
目を酷使するスマートフォン・パソコン時代。
40代以上の20人１人が緑内障と言われています。

緑内障にかかった方の大半の方は放置しており、緑内障は失明原因の
一位になっております。眼底、眼圧検査で早期発見をおすすめします。

※ コンタクトを使用の方は検査の際に、はずして頂きます。
　保存ケース（予備のコンタクトレンズ）をお持ち下さい。

脳

心臓
①

　　 採血（LOX-index）

動脈硬化マーカー
心筋梗塞はある日突然症状が出る疾患です！

動脈硬化が心配な方、まずはリスクを確認してみてはいかがですか？

こんな方は
特に要注意！

●高血圧　●肥満　●年齢が60歳以上　●糖尿病
●喫煙　●脳血管疾患家系　●過度な飲酒　●ストレスが多い

上記の危険因子がある方は、数年に一度おすすめします。

※ 平成29年４月より動脈硬化性疾患（脳梗塞、心筋梗塞）のマーカーは、動脈硬
化マーカーに１本化いたしました。引き続き脳梗塞リスクマーカーをご希望の
方は、お申し出ください。
※ リウマチ、妊娠中、出産後、熱がある場合は、検査数値が高く出る可能性がご
ざいます。

希望者数

3位

　　 採血（NT-proBNP）

心不全マーカー
階段がキツイ…息切れがヒドイ…動悸が目立つ、そんな症状の方は。

心不全の早期診断に役立つ検査です。心不全とは心臓の機能が落ちた状
態で、進行すると生命にかかわることもあります。
高血圧、糖尿病、喫煙、肥満などが心不全の原因ですので該当する方に
は特におすすめいたします。

心臓②心臓心臓心臓心臓心臓臓②

　　 採血（PSA検査）

前立腺がんマーカー
尿が出にくい…尿が途切れる症状の方は。

前立腺がんは、長寿化にともない年々増加しています。初期には症状が出
ないことが多く、早期に発見・治療することで、治療効果・延命効果も上が
ることが分かっていますので、前立腺がんの早期発見のためには、自覚症
状がなくても50歳をこえたら、血液検査だけでできるPSA検査を毎年受け
られるようにお勧めします。

前立腺

関節関節節節
　　 採血

リウマチセット
こんな関節の症状はありませんか？
●痛み　●腫れ　●こわばり　●違和感

関節リウマチってどんな病気？
関節リウマチは、おもに関節の内側にある滑膜に腫れや痛み、こわば
りなどの炎症を起こし、それが続くと関節の変形をきたす病気です。

リウマトイド因子（RF）定量、
抗シトルリン化ペプチド抗体定量（　　　　　　 ）

セット割引がお得です

【 骨代謝マーカー ＋ リウマチ 】

　　 採血

　　プレミアムがん検査（膵臓）Prodrome-PAC

膵臓がんリスク New

こんな方にお勧めします
● 一度の血液検査で、がんを早期発見したいと考えている
● タバコを毎日吸う、もしくは吸っていた　　　● 週に5日以上飲酒している
● 肥満（肥満ぎみ）で運動をしていない　　　　● 血縁家族ががんになった

『いつもの検査に加えより早くがんを見つける検査はないか』
『がんが心配だからたくさんの検査を受けたい』
『血液検査で早期にがんを発見できないか』

など、がんについてのお問い合わせやご要望を多数いただいております。
このがん対策オプション検査が私たちの導き出したひとつの答えです。

がんの早期発見のためにぜひご活用ください。

膵臓

※ がん対策オプション検査のご案内を
参照ください。

セット割引がお得です

【 プレミアムがん検査 ＋ 動脈硬化マーカー 】

　　 採便（Mykinso Gut V3）

腸内フローラ分析 New

腸内細菌のバランスを分析することで、大腸がんリスクやメタボリック
シンドロームになりやすいかなど、様々なことが分かります。

簡単な検査手法で腸内フローラの検査ができます。
専用キットにて採便していただき、1週間以内に投函していただきます。

腸
※ 詳しい内容は、別紙説明書を参照ください。

セット割引がお得です

【 腸内フローラ分析 ＋ 動脈硬化マーカー 】
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