
★ 「　MRI・CT・超音波検査　」は、１日の受け入れ人数が限られているため、

　　お早めにお申し込みください。定員に達した場合は、お断りさせていただきます。

★ オプション検査には、人間ドックコースに含まれている項目があります。

　　コース内容については、当院ホームページ等でご確認いただくか、お問い合せください。

★　申し込み先　★　丹波市ミルネ診療所　健診センター

FAX　0795-86-8253

16 甲状腺検査（ＴＳＨ） ¥1,200 32 頭部MRI・胸腹部CT（セット） ¥48,000

※注１　今年度より胸部CTは通常線量での撮影となります。ご注意ください。

8 ¥5,700 24 HBｓ抗体 ¥1,000
子宮体がん検診
※別途、子宮頸がん検診料金も必要となります。

令和４年度 オプション検査申込書 （要予約）

★ ご希望の方は必ず健診日の１４日前までにＦＡＸまたは健診センター窓口で お申し込みください ★

健診日 　　　　　月 　　　　日

ふりがな
電話番号

お名前
（連絡先）

12 眼底カメラ ¥1,900 28 頭部ＭＲＩ・MRA検査 ¥24,000

11 乳がん検診　乳腺超音波 ¥5,000 27

※別途、ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ料金も必要となります。

RPR(梅毒血清反応） ¥400

10 ¥3,100 26 HCV抗体（C型肝炎検査） ¥1,200

乳がん検診マンモグラフィ

乳がん検診3Dマンモグラフィ

9 ¥6,200 25 HBｓ抗原（B型肝炎検査） ¥1,000

ＰＳＡ（男性のみ） ¥1,400

子宮頸がん検診

6 骨密度（骨塩定量検査） ¥1,500 22

7 ¥4,700 23 ＣＡ125（女性のみ） ¥1,600

ＣＡ19-9 ¥1,400

5 肺機能検査 ¥2,100 21 ＡＦＰ ¥1,200

4 動脈硬化検査 ¥1,400 20

ＫＬ-6 ¥1,300

3 頚動脈超音波 ¥6,100 19 ＣＥＡ ¥1,200

2 心臓超音波 ¥9,700 18

検査項目 料金（税込）

1 腹部超音波 ¥5,800 17 ＢＮＰ ¥1,500

申込に○ 検査項目 料金（税込） 申込に○

胸部・腹部CT検査（セット） ¥26,000

13 ヘモグロビンA1c ¥550

14 リウマチ因子（ＲＦ） ¥350

15 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ抗体検査 ¥900

29 胸部ＣＴ検査　　※注１ ¥15,000

30 腹部ＣＴ検査 ¥15,000

31



9
乳がん検診
マンモグラフィ

乳房Ｘ線検査
（2方向）

乳房を平らにしてＸ線撮影をします。一方の乳房につき２方向の撮影を行ないま
す。乳房内の微小石灰化や腫瘤の検出に優れています。

10

　※　乳がん検診マンモグラフィと併せてお申し込みが必要です。　※
　　　　３Ｄマンモグラフィ＝乳腺トモシンセシス、３D撮影を追加できます。

14 リウマチ因子（RF） 血液検査 おもに免疫異常で起こる疾患(膠原病)、関節リウマチの方で上昇します。

13 ヘモグロビンA1c 血液検査 過去1､2ヶ月の平均した血糖の状態がわかります｡糖尿病で上昇します。

乳がん検診

３Dマンモ
★おすすめ★

乳房Ｘ線検査

　（3D）

乳房を薄い断面の画像で撮影します。乳腺内がより観察しやすくなり、乳腺の重な
りが少なくなることで正常乳腺と病変との区別が容易にできる、精度の高い検査
が可能となります。デンスブレスト（高濃度乳腺）の方にもおすすめです。圧迫時間
がマンモグラフィに比べて長く、痛みを感じることがあります。

2 心臓超音波 超音波検査 心臓の大きさ、動き、弁の状態、血液の流れなどを観察します。

4 動脈硬化検査 血圧脈波測定
両腕・両足首の血圧と脈波を測定します。血圧測定と同じ要領でできる検査で
す。この検査で、動脈の硬さ、動脈の詰まり、血管年齢を測定します。

5
肺機能検査
（肺年齢）

スパイロメトリ－
肺に出入りする空気の量や速度の測定を行います。肺年齢は、同性・同世代と比
較して自分の呼吸機能がどの程度であるか確認できます。　特に慢性閉塞性肺疾
患（ＣＯＰＤ）の早期発見に有用です。

3 頚動脈超音波 超音波検査
首の動脈に超音波をあてて検査します。この検査で、血管の動脈硬化の有無やつ
まり具合を観察します。

★ ミルネ健診センター　オプション検査詳細　★

No 検査項目 検査方法 検査内容

1 腹部超音波 超音波検査
肝臓・胆嚢・腎臓・脾臓・膵臓などの臓器を調べます。血液検査等ではわからない
ポリ－プや結石、脂肪肝等のいろいろな疾患がわかります。

15
ヘリコバクター

ピロリ抗体検査
血液検査

血液検査で、ピロリ菌に対する抗体の有無を調べます。
ピロリ菌は、胃の粘膜に生息する細菌で、胃炎や胃潰瘍・十二指腸潰瘍の原因と
なるほか、胃がんの発生にも関与していると言われています。

11
乳がん検診
乳腺超音波

超音波検査
超音波を用いて、乳腺を観察します。　視触診ではわからないような小さなしこりを
見つけることが可能です。特に20代～40代の高濃度の乳腺の方に適しています。
痛みもなく、被爆の心配もありません。

12 眼底カメラ 眼底写真撮影
眼底を無散瞳で撮影し、高血圧症・高脂血症・糖尿病による網膜の変化や、白内
障や緑内障の初期症状、出血等がないかを調べます。

子宮体がん検診
細胞診
（医師採取法）

子宮体部（子宮内膜）の細胞を採取し、顕微鏡で詳しく検査します。

骨密度
（骨塩定量検査）

DＥXA法（手首) 骨の密度を測定し、骨粗鬆症による骨折のリスクを知ることができます。6

7 子宮頸がん検診
細胞診
（医師採取法）

子宮頸部（子宮入り口）の細胞を採取し、顕微鏡で詳しく検査します。
併せて、子宮や卵巣も経腟エコーにて検査をします。

8
　※　子宮体がん検診は子宮頸がん検診と併せてお申し込みが必要です。　※



32
頭部MRI・MRA
胸・腹部CT検査
　　（　セット　）

丹波医療センター
MRI・ＣＴ検査 頭部MRI・胸部・腹部を同時に撮影することにより、割引をしております。

お申込み・お問い合わせ先 TEL（0795）88-5671 FAX（0795）86-8253

丹波市ミルネ診療所　健診センター 月～金　9：00～17：00（祝祭日を除く）

HBs抗原

30 腹部ＣＴ検査
丹波医療センター
ＣＴ検査

ＣＴ検査は、Ｘ線を使用して人体の輪切り画像を撮影する検査です。
腹部ＣＴは、腹部全般の臓器を調べます。

31
胸・腹部CT検査
　　（　セット　）

丹波医療センター
ＣＴ検査 胸部・腹部を同時に撮影することにより、割引をしております。

28
頭部
　ＭＲＩ・MRA検査

丹波医療センター
ＭＲＩ検査

頭部MRIは、脳内組織の状態を調べ、脳血管疾患（くも膜下出血や脳梗塞）を調
べる検査です。また、頭部MRAは脳動脈瘤や動脈の狭窄・拡張などの有無を確
認するために行います。

29 胸部ＣＴ検査
丹波医療センター
ＣＴ検査

ＣＴ検査は、Ｘ線を使用して人体の輪切り画像を撮影する検査です。
胸部ＣＴは、胸部全体の臓器を調べますが、特に肺がんの早期発見に適していま
す。

26 HCV抗体 血液検査 C型肝炎の感染の有無を調べます。

27 RPR（梅毒） 血液検査 梅毒の感染の有無を調べます。

24 HBs抗体 血液検査 B型肝炎に対する抗体（免疫）の有無を調べます。

25 血液検査 B型肝炎の感染の有無を調べます。

16
甲状腺検査

（ＴＳＨ）
血液検査

甲状腺ホルモンを検査します。
甲状腺の病気では、動悸がする、イライラする、体がだるい、むくむ、便秘、暑がりに
なり汗をかく、または寒がりになる等、様々な症状が現れます。

23 ＣＡ125（女性のみ） 血液検査 卵巣がん、子宮体がん、子宮内膜症、子宮筋腫で上昇します。

18 ＫＬ-6 血液検査 間質性肺炎で上昇します。

19 ＣＥＡ 血液検査 胃、大腸、膵臓、肺などのがんで上昇します。また、喫煙量に比例して上昇します。

20 ＣＡ19-9 血液検査 膵臓、胆管、胆嚢のがんで上昇します。

21

22

AFP

No 検査項目 検査方法 検査内容

17 ＢＮＰ 血液検査 心電図ではわかりにくい軽症・無症候性の心不全や、狭心症で上昇します。

血液検査

ＰＳＡ（男性のみ）

肝細胞がんで上昇します。B型肝炎、C型肝炎、慢性肝炎、アルコール性肝障害、
非アルコール性肝障害の方におすすめします。

血液検査
前立腺がん、前立腺肥大症で上昇します。５０歳以上の男性は定期的な検査をお
すすめします。

★ ミルネ健診センター　オプション検査詳細　★


