
標準型（ＣＥＡ＋ＴＰＡ） 人間ドック型（男性用） 人間ドック型（女性用） 人間ドック型+脳ドック（男性用） 人間ドック型+脳ドック（女性用）

¥15,400 ¥29,700 ¥29,700 ¥57,200 ¥57,200

血液検査項目 血液検査項目 血液検査項目 血液検査項目 血液検査項目
蛋　白 蛋　白 蛋　白 蛋　白 蛋　白

総蛋白 総蛋白 総蛋白 総蛋白 総蛋白
肝機能 肝機能 肝機能 肝機能 肝機能

総ビリルビン 総ビリルビン 総ビリルビン 総ビリルビン 総ビリルビン
ＺＴＴ ＺＴＴ ＺＴＴ ＺＴＴ ＺＴＴ
ＧＯＴ（ＡＳＴ） ＧＯＴ（ＡＳＴ） ＧＯＴ（ＡＳＴ） ＧＯＴ（ＡＳＴ） ＧＯＴ（ＡＳＴ）
ＧＰＴ（ＡＬＴ） ＧＰＴ（ＡＬＴ） ＧＰＴ（ＡＬＴ） ＧＰＴ（ＡＬＴ） ＧＰＴ（ＡＬＴ）
ＬＤＨ ＬＤＨ ＬＤＨ ＬＤＨ ＬＤＨ
ＡＬＰ ＡＬＰ ＡＬＰ ＡＬＰ ＡＬＰ
コリンエステラーゼ コリンエステラーゼ コリンエステラーゼ コリンエステラーゼ コリンエステラーゼ
γーＧＴＰ γーＧＴＰ γーＧＴＰ γーＧＴＰ γーＧＴＰ

心臓・筋肉 心臓・筋肉 心臓・筋肉 心臓・筋肉 心臓・筋肉
ＣＰＫ ＣＰＫ ＣＰＫ ＣＰＫ ＣＰＫ

脂　質 ＣＰＫ－ＭＢ ＣＰＫ－ＭＢ ＣＰＫ－ＭＢ ＣＰＫ－ＭＢ

総コレステロール ＰｒｏＢＮＰ ＰｒｏＢＮＰ ＰｒｏＢＮＰ ＰｒｏＢＮＰ

中性脂肪 脂　質 脂　質 脂　質 脂　質
ＨＤＬコレステロール 総コレステロール 総コレステロール 総コレステロール 総コレステロール
ＬＤＬコレステロール 中性脂肪 中性脂肪 中性脂肪 中性脂肪

腎機能 ＨＤＬコレステロール ＨＤＬコレステロール ＨＤＬコレステロール ＨＤＬコレステロール
尿酸 ＬＤＬコレステロール ＬＤＬコレステロール ＬＤＬコレステロール ＬＤＬコレステロール
尿素窒素 腎機能 腎機能 腎機能 腎機能
クレアチニン 尿酸 尿酸 尿酸 尿酸

電解質 尿素窒素 尿素窒素 尿素窒素 尿素窒素
ナトリウム クレアチニン クレアチニン クレアチニン クレアチニン
クロール 電解質 電解質 電解質 電解質
カリウム ナトリウム ナトリウム ナトリウム ナトリウム
カルシウム クロール クロール クロール クロール

膵　臓 カリウム カリウム カリウム カリウム
アミラーゼ カルシウム カルシウム カルシウム カルシウム

糖代謝 膵　臓 膵　臓 膵　臓 膵　臓
血糖（随時） アミラーゼ アミラーゼ アミラーゼ アミラーゼ
ヘモグロビンＡ１ｃ 糖代謝 糖代謝 糖代謝 糖代謝

貧血・炎症 血糖（随時） 血糖（随時） 血糖（随時） 血糖（随時）
ＣＲＰ ヘモグロビンＡ１ｃ ヘモグロビンＡ１ｃ ヘモグロビンＡ１ｃ ヘモグロビンＡ１ｃ
血清鉄 貧血・炎症 貧血・炎症 貧血・炎症 貧血・炎症
ＴＩＢＣ ＣＲＰ ＣＲＰ ＣＲＰ ＣＲＰ
白血球数 血清鉄 血清鉄 血清鉄 血清鉄
赤血球数 ＴＩＢＣ ＴＩＢＣ ＴＩＢＣ ＴＩＢＣ
ヘモグロビン量 白血球数 白血球数 白血球数 白血球数
ヘマトクリット値 赤血球数 赤血球数 赤血球数 赤血球数
ＭＣＶ ヘモグロビン量 ヘモグロビン量 ヘモグロビン量 ヘモグロビン量
ＭＣＨ ヘマトクリット値 ヘマトクリット値 ヘマトクリット値 ヘマトクリット値
ＭＣＨＣ ＭＣＶ ＭＣＶ ＭＣＶ ＭＣＶ
血小板数 ＭＣＨ ＭＣＨ ＭＣＨ ＭＣＨ

白血球分類 ＭＣＨＣ ＭＣＨＣ ＭＣＨＣ ＭＣＨＣ
好中球 血小板数 血小板数 血小板数 血小板数
リンパ球 白血球分類 白血球分類 白血球分類 白血球分類
単球 好中球 好中球 好中球 好中球
好酸球 リンパ球 リンパ球 リンパ球 リンパ球
好塩基球 単球 単球 単球 単球
異形リンパ球 好酸球 好酸球 好酸球 好酸球
前骨髄球 好塩基球 好塩基球 好塩基球 好塩基球
骨髄球 異形リンパ球 異形リンパ球 異形リンパ球 異形リンパ球
後骨髄球 前骨髄球 前骨髄球 前骨髄球 前骨髄球
幼若球 骨髄球 骨髄球 骨髄球 骨髄球

腫瘍マーカー 後骨髄球 後骨髄球 後骨髄球 後骨髄球
ＣＥＡ 幼若球 幼若球 幼若球 幼若球
ＴＰＡ 腫瘍マーカー 腫瘍マーカー 腫瘍マーカー 腫瘍マーカー

ＣＥＡ ＣＥＡ ＣＥＡ ＣＥＡ
ＴＰＡ ＴＰＡ ＴＰＡ ＴＰＡ
ＳＣＣ ＳＣＣ ＳＣＣ ＳＣＣ
ＣＡ１９－９ ＣＡ１９－９ ＣＡ１９－９ ＣＡ１９－９
ＳＬＸ ＳＬＸ ＳＬＸ ＳＬＸ
シフラ ＣＡ１５－３ シフラ ＣＡ１５－３
ＰＳＡ ＣＡ１２５ ＰＳＡ ＣＡ１２５

その他 その他 NSE NSE
ペプシノーゲンⅠⅡ ペプシノーゲンⅠⅡ その他（胃、脳） その他（胃、脳）
Ｈ．ピロリ菌抗体 Ｈ．ピロリ菌抗体 ペプシノーゲンⅠⅡ ペプシノーゲンⅠⅡ

Ｈ．ピロリ菌抗体 Ｈ．ピロリ菌抗体
アクロレイン アクロレイン
ホモシステイン ホモシステイン
インターロイキン-6 インターロイキン-6
高感度CRP 高感度CRP

採血健診検査コース一覧

この検査コースの中から１つ選んで受診して下さい。


