
料金(外税) 料金(税込) 検査項目 料金(税込)

頭部MRI・MRA・頸動脈エコー ¥25,000 ¥27,500 胸部Ｘ-Ｐ(1方向) ¥1,870

脳CT ¥11,100 ¥12,210 心電図 ¥1,540

頸動脈エコー ¥3,800 ¥4,180 血液型(Ｒｈ含む) ¥2,420

動脈硬化検査（ＡＢＩ） ¥2,900 ¥3,190 便潜血（2日法） ¥1,210

Lox-ｉｎｄｅｘ(ロックス ｲﾝﾃﾞｯｸｽ） ¥10,000 ¥11,000

【肺】 胸部CT・喀痰細胞診 ¥11,100 ¥12,210

【循環器】 心臓エコー ¥7,400 ¥8,140 検査項目 料金(税込)

腹部エコー ¥4,700 ¥5,170 ＭＲＳＡ（咽頭・鼻） ¥3,080

腹部･骨盤部CT・内蔵脂肪CT ¥13,000 ¥14,300 緑膿菌 ¥3,080

内蔵脂肪CT ¥5,000 ¥5,500 (便培養)

胃バリウム検査 ¥7,400 ¥8,140 ・1、赤痢 1+2＝ ¥1,100 ¥1,210

胃内視鏡（経鼻） ¥15,200 ¥16,720 ・2、チフス・サルモネラ　　　 1+2+3＝ ¥2,100 ¥2,310

胃内視鏡（経口・麻酔あり） ¥15,200 ¥16,720 ・3、O-157 1+2+3+4＝ ¥2,600 ¥2,860

胃内視鏡（経口） ¥13,400 ¥14,740 ・4、ビブリオ

胃がんリスク検査(ABCD検診) ¥3,800 ¥4,180 Ｔ-ＳＰＯＴ(ＴＢ) ¥8,910

【ピロリ菌】 ヘリコバクター・ピロリ抗体 ¥2,000 ¥2,200

甲状腺エコー ¥3,300 ¥3,630 検査項目 料金(税込)

(血液検査）ＴＳＨ・ＦＴ３・ＦＴ４ ¥4,700 ¥5,170 麻疹抗体（ＩｇＧ　ＥＩＡ） ¥4,510

マンモグラフィー（２方向） ¥4,700 ¥5,170 風疹抗体（ＩｇＧ　ＥＩＡ） ¥4,510

乳腺エコー ¥4,800 ¥5,280 水痘抗体（ＩｇＧ　ＥＩＡ） ¥4,510

子宮内診・子宮頚部細胞診 ¥3,400 ¥3,740 ムンプス抗体（ＩｇＧ　　ＥＩＡ） ¥4,510

【泌尿器】 前立腺エコー ¥4,700 ¥5,170 麻疹・風疹抗体（ＩｇＧ　ＥＩＡ） ¥6,710

【骨】 骨塩定量（骨密度）検査 ¥2,900 ¥3,190 麻疹・風疹抗体・水痘・ムンプス（ＩｇＧ ＥＩＡ） ¥11,660

ＨＢｓ抗原・ＨＣＶ抗体・梅毒 ¥4,700 ¥5,170

ＨＢｓ抗原 ¥1,900 ¥2,090

ＨＢｓ抗体 ¥1,900 ¥2,090 検査項目 料金(税込)

ＨＣＶ抗体 ¥1,900 ¥2,090 人間ドックバリウム検査から胃カメラ変更（口） ¥2,200

梅毒（ＴＰＨＡ,ＲＰＲ） ¥1,900 ¥2,090 人間ドックバリウム検査から胃カメラ変更（鼻） ¥4,180

ＨＩＶ検査 ¥2,900 ¥3,190 協会健保一般健診、Ｄコースバリウム検査から胃カメラ変更（口） ¥5,500

聴力検査 ¥1,000 ¥1,100 協会健保一般健診、Ｄコースバリウム検査から胃カメラ変更（鼻） ¥5,500

眼圧検査 ¥1,000 ¥1,100

眼底検査 ¥1,000 ¥1,100

色覚検査、視力検査 各￥500 各￥550 書類作成
検査項目 料金(外税) 料金(税込)

料金(外税) 料金(税込) 検体検査結果表のみお渡しの場合・・・ ¥0 ¥0

【肺】 シフラ・NSE・SCC抗原・ProGRP ¥5,600 ¥6,160 診断書作成の場合（転記代込） ¥2,970

【肺】 ＳＣＣ抗原・ＮＳＥ ¥1,950 ¥2,145

【胃・肝・膵・胆】 ＣＥＡ・ＡＦＰ・ＣＡ19-9 ¥3,750 ¥4,125

ＮＣＣ-ＳＴ-439 ¥2,850 ¥3,135 ワクチン各種
ＳＬＸ ¥3,300 ¥3,630 ワクチン名

ＡＦＰ ¥1,950 ¥2,145 麻疹･風疹混合（MR）

ＤＵＰＡＮ-Ⅱ ¥2,850 ¥3,135 水痘

ＰＩＶＫＡ‐Ⅱ ¥2,850 ¥3,135 おたふく(ムンプス) ¥5,883

【消化器】 ＣＥＡ ¥1,950 ¥2,145 破傷風 ¥3,929

【膵・胆】 ＣＡ19-9 ¥1,950 ¥2,145 日本脳炎 ¥7,669

【乳・卵巣】 ＣＡ15-3・ＣＡ125 ¥2,800 ¥3,080 B型肝炎 ¥6,252

【乳】 ＣＡ15-3 ¥1,950 ¥2,145 ツベルクリン反応 ¥4,100

【卵巣】 ＣＡ125 ¥1,500 ¥1,650

ＰＳＡ ¥1,950 ¥2,145

γ-セミノプロテイン ¥3,750 ¥4,125 血液ドック
検査項目 料金(税込)

料金(外税) 料金(税込) 各コース ¥13,200

¥13,000 ¥14,300 各コース(基本セット無し) ¥6,490

胃カメラ(差額)
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オプション項目

【脳･血管】

【消化器】

【甲状腺】

【婦人科】

【眼・耳】

【感染症】

【前立腺】

¥2,000

¥4,100

料金(外税)

¥4,100

¥4,100

料金(税込)

¥11,469

【肝】

【肺・消化器】

¥3,800

2020年04月1日～

料金(外税)

¥10,600

¥6,100

¥4,100

細菌検査

¥2,200

¥1,400

¥1,700

料金(外税)

¥1,100

¥2,800

¥8,100

野田病院　健診センター　ｵﾌﾟｼｮﾝ料金表

¥5,000

¥5,000

料金(外税)

¥12,000

¥5,900

2020年04月1日～

¥2,800

料金(外税)

¥8,893

¥2,700

野田病院　健診センター　単項目料金表


