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健診センター入口

東京衛生病院

＊全コース予約制
申 込 先：03-3392-8079
申込時間：10:00～16:00（月～木）
　　　　　10:00～14:00（金）

各種健康診断のご案内

　日本人の４大死因である悪性新生物、

心疾患、肺炎、脳血管疾患の背景には

多くの場合、高血圧症、糖尿病、脂質異

常症、肥満などの生活習慣病がみられます。

　これらは毎日の食事、運動、喫煙、飲酒、

睡眠・ストレスなどの生活習慣と深く関連

しています。

　生活習慣病は自覚症状に乏しいのですが、

健康診断で問題をみつけ、生活習慣を改善

することで、健康でよりよく生きる道を

開くことができます。

人間ドック　全国健康保険協会健診実施機関

生活習慣病健診　企業健診　法定健診　特定健診

特定保健指導　　渡航健診　禁煙外来

（ホームページもご覧ください）

※スクールゾーンの時間帯には、駐車場に入れませんので
公共の交通機関をご利用ください。

関東バス　東京衛生病院入口（荻窪駅行き）下車徒歩3分
　　　　　荻窪駅下車徒歩7分

2018.04

03-3392-6151（病院代表）

青梅街道「東京衛生病院入口」信号より入る（有料駐車場）



東京衛生病院は1929年に

セブンスデー・アドベンチスト（SDA）教団の

医療事業伝道機関として設立されました

「こころとからだのいやしのために

キリストの心でひとりひとりに仕えます」

この理念のもとに地域の方々の健康増進を願い

質の高い健診を目指しています



検査コースのご案内

　下記は女性向けのコースで単独受診が可能です。Ｓ・Ａコースを受診される方は、
別紙の『オプション検査のご案内』をご覧ください。

乳がんコース 料金

Ａ
乳房超音波
マンモグラフィー
乳房診察（触診）

2 つの検査、医師の診察を組み合わせた充
実したコースです。おおむね 40歳以上の
方にお勧めです。

14,100 円（税抜）

B マンモグラフィー
乳房診察（触診）

乳房のレントゲン検査です。しこりや石灰
化の発見に適しています。おおむね 40歳
以上の方にお勧めです。

9,100 円（税抜）

C 乳房超音波
乳房診察（触診）

超音波検査は、しこりの発見に適していま
す。乳腺密度の高い若い方、授乳中の方、
どの年代の方にもお勧めです。

9,100 円（税抜）

子宮がんコース 料金

A
内診
頸部細胞診
経腟超音波

医師の診察、子宮頸部のがん検査をします。
経腟超音波は子宮筋種、卵巣のう腫、子宮
内膜の肥厚などの発見に適しています。

9,500 円（税抜）

OP 内膜細胞診
上記コースを受診した方へのオプション検
査として、子宮内膜（体部）がんを調べます。
（ご相談の上での実施となる場合があります）

7,000 円（税抜）

乳がん・子宮がんセットコース 料金

Ａ

乳房超音波
マンモグラフィー
乳房診察（触診） 乳がん、子宮がんコース各Ａに骨粗鬆症の

検査を加え、おおむね 40歳以上の女性の
健康を考えたフルセットコースです。
（セット価格としております）

20,100 円（税抜）内診
頸部細胞診
経腟超音波

骨密度（骨塩定量）

Ｂ

乳房超音波
乳房診察（触診）

乳がんコースC、子宮がんコースＡに骨粗鬆
症の検査を加えたセットコースです。
（セット価格としております）

16,700 円（税抜）
内診
頸部細胞診
経腟超音波

骨密度（骨塩定量）
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レディースコース

東京衛生病院 健診センター　☎03-3392-8079（直通）　〒167-8507　東京都杉並区天沼3-17-3  http://www.tokyoeisei.com/index.html

Sコース Aコース

料金

▼生活習慣病、がんをより詳しく調べる充実した検査項目です。
＊下線項目がＡコースに対して追加された項目です。

　◉胃部エックス線コース� 54,000 円（税抜）
　◉胃部内視鏡コース� 57,000 円（税抜）

▼日本人間ドック学会の基本検査項目に準拠した検査項目です。

　◉胃部エックス線コース� 40,000 円（税抜）
　◉胃部内視鏡コース� 43,000 円（税抜）

診察 内科診察
身体測定 身長、体重、標準体重、ＢＭＩ、肥満度、

腹囲、体脂肪率
眼科 眼底、眼圧、視力
聴力 聴力
呼吸器 肺機能、胸部エックス線（２方向）
循環器 血圧、心電図、心拍数
血液一般 血液型（初回のみ）赤血球数、白血球数、

血色素量、血小板数、ヘマトクリット、
MCV、ＭＣＨ、ＭＣＨＣ

感染症 ＨＢｓ抗原、CRP、梅毒、ＨＣＶ抗体
肝臓 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、ＧＯＴ、�

ＧＰＴ、γ -ＧＴＰ、ＡＬＰ、ＬＤＨ、 
Ａ／Ｇ比

脂質 総コレステロール、HDLコレステロール、
non-HDLコレステロール、LDLコレステ
ロール、中性脂肪、内臓脂肪測定（ＣＴ）

糖尿病 血糖、ＨｂＡ１ｃ、
インスリン、HOMA 指数

腎臓・尿路 クレアチニン、尿素窒素、尿蛋白、尿糖、
尿ウロビリノーゲン、尿潜血反応、尿沈渣、
尿比重、尿ｐＨ

尿酸 尿酸
消化器 胃部エックス線または胃部内視鏡
便 便潜血（２日法）
腹部超音波 肝臓、胆のう、すい臓、脾臓、腎臓、

腹部大動脈
酵素 血清アミラーゼ
リウマチ リウマチ因子（ＲＦ）
腫瘍マーカー ＣＥＡ、ＡＦＰ、ＣＡ 19-9、ＣＹＦＲＡ、

PSA（男性のみ）、ＣＡ 125（女性のみ）
結果説明 医師からの当日詳細結果説明
保健指導 生活習慣の改善に役立つアドバイス
お食事 穀菜果食による軽食

診察 内科診察
身体測定 身長、体重、標準体重、ＢＭＩ、肥満度、

腹囲
眼科 眼底、眼圧、視力
聴力 聴力
呼吸器 肺機能、胸部エックス線（２方向）
循環器 血圧、心電図、心拍数
血液一般 血液型（初回のみ）赤血球数、白血球数、�

血色素量、血小板数、ヘマトクリット、�
ＭＣＶ、ＭＣＨ、ＭＣＨＣ

感染症 ＨＢｓ抗原、ＣＲＰ
肝臓 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、ＧＯＴ、

ＧＰＴ、γ−ＧＴＰ、ＡＬＰ
脂質 総コレステロール、ＨＤＬコレステロール、

non-ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレ
ステロール、中性脂肪

糖尿病 血糖、ＨｂＡ１ｃ
腎臓・尿路 クレアチニン、尿素窒素、尿蛋白、尿糖、

尿ウロビリノーゲン、尿潜血反応、尿沈渣、
尿比重、尿ｐＨ

尿酸 尿酸
消化器 胃部エックス線または胃部内視鏡
便 便潜血（２日法）
腹部超音波 肝臓、胆のう、すい臓、脾臓、腎臓、

腹部大動脈
結果説明 医師からの当日結果説明
保健指導 生活習慣の改善に役立つアドバイス
お食事 穀菜果食による軽食

●人間ドック・健康診断は健康保険をお使いいただけません。
●健康保険組合、会社等によりお申し込み方法が異なります。ご加入の保険
組合等で、料金の一部を負担する場合もございますのでご確認ください。

●杉並区民健診併診の場合、規定料金を値引きします（Ｓ・Ａコースのみ）。
●特定健診併診の場合、規定料金を値引きします（Ｓ・Ａコースのみ）。

おすすめ

料金はすべて税抜きとなっております

iji-master
取り消し線



女性向け

乳がん

乳房診察（触診）・乳房超音波・マンモグラ
フィー 11,600円（税抜）

乳房診察（触診）・マンモグラフィー
（40歳以上の方にお勧めです） 6,600円（税抜）

乳房診察（触診）・乳房超音波 6,600円（税抜）

子宮がん
内診・頸部細胞診・経腟超音波 7,000円（税抜）

内膜細胞診（子宮体部細胞診） 7,000円（税抜）

骨密度 骨粗鬆症の程度を知るため骨量を調べます 2,000円（税抜）

男性向け
＊前立腺腫瘍マーカー

（PSA）
前立腺がんを発見する精度の高い検査です 3,500円（税抜）

その他

頭部 MRI・MRA 脳梗塞、脳腫瘍、脳萎縮性変化、動脈瘤な
どの脳内病変を調べます 28,000円（税抜）

＊リウマチ因子 関節リウマチのスクリーニング検査です 550円（税抜）

＊インスリン抵抗性　
（HOMA 指数）

血糖値を下げるインスリンが効きにくい状態
かを調べます 1,300円（税抜）

甲状腺
（FT3・FT4・TSH）

甲状腺機能亢進症や低下症など甲状腺の
機能を調べます 5,500円（税抜）

歯科検診 奥歯のレントゲン撮影、虫歯や歯周病を調
べます 3,500円（税抜）

簡易認知機能検査 タッチパネル式の認知機能簡易検査です 2,000円（税抜）

鎮静剤
（内視鏡検査時）

苦痛を和らげ、浅眠状態で検査をするため
の鎮痛・鎮静剤です
（受診日現在74歳以下の方のみ）

6,000円（税抜）

オプション検査のご案内 料金はすべて税抜きとなっております

消化器系
＊腫瘍マーカー 3 種セット
（AFP・CEA・CA19-9）

消化器系の腫瘍関連物質を調べます 5,500円（税抜）

ヘリコバクター・ピロリ菌
（尿素呼気法）

ピロリ菌の有無を調べます
（胃部エックス線と同日受診できません） 5,900円（税抜）

呼吸器系

低線量肺がん CT 従来のCTより少ない放射線量で肺を調べ
ます 8,000円（税抜）

喀痰細胞診 痰の中の異常細胞を調べます 3,300円（税抜）

循環器系
心臓内分泌性因子
（NT-pro BNP）

心不全の状態を反映する物質を調べます 2,500円（税抜）

動脈硬化
（血圧脈波検査）

動脈硬化の程度を調べます 3,000円（税抜）

微量アルブミン尿（定量） 早期腎機能低下や心臓病リスクの有無を調
べます 1,000円（税抜）

内臓脂肪・肥満が気になる方

＊内臓脂肪測定 CT 内臓脂肪の量を調べます 6,000円（税抜）

肥満遺伝子 口腔粘膜から抽出したDNAにより５種類の
遺伝子を調べます 6,480円（税抜）

体組成測定 部位別（両腕・体幹部・両足）の体脂肪率
や筋肉量等を測定し、体型判定をします 700円（税抜）

注）『＊』のついている検査は Sコースの項目に含まれております。
注）検査によっては予約枠に限りがございます。お早めにお申込みください。
注）健康保険組合、会社などの契約によっては、料金が異なる場合がございます。
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