
【プレミアムコース検査項目】

【オプション検査項目】

ピロリ菌検査
骨密度検査
脳MRI/MRA

ピロリ菌抗体検査
骨密度検査
頭部ＭＲＩ／ＭＲＡ

PET-CT検査 ＰＥＴ－ＣＴ
(2泊3日のみオプション)

アミノインデックス
男性（５種類…胃、肺、大腸、前立腺、膵臓がん）
女性（6種類…胃、肺、大腸、乳房、子宮・卵巣、膵臓がん）

物忘れドック 診察、認知症テスト、頸動脈エコー、頭部MRI/MRA
(2泊3日のみオプション)

【基本検査項目】

種別 検査項目

尿 尿沈渣、尿細胞診

腫瘍マーカー
AFP、CEA、CA19-9、エラスターゼ1、CA15-3、抗p53抗体、
シフラ、SCC抗原、CA125（女性のみ）、PSA（男性のみ）

がんドック

上部消化管検査
腹部・膵臓精査
胸腹部CT
肝がん関連検査

食道・胃・十二指腸内視鏡検査（胃カメラ）
腹部エコー検査、膵エコー検査
胸部・腹部CT（がん＋動脈石灰化）
HBs抗原、HBc抗体、HCV抗体

動脈硬化
ドック

動脈硬化
脂質
痛風
炎症
インスリン抵抗性

血管年齢（ABI、CAVI）、頸動脈エコー検査
コレステロール（総、HDL、LDL、non-HDL）、中性脂肪
尿酸
CRP、RF（リウマチ因子）
インスリン（IRI）、ヘモグロビンA1c（NGSP）、HOMA-R、アディポネクチン

腎動脈硬化 尿中マイクロアルブミン定量

心臓ドック 運動負荷心電図検査、NT-pro BNP、心エコー検査（1泊2日プレミ
アム＋2泊3日のみ）

基　本

内科
眼科

尿
血液一般

生化学

腎機能
感染症
血液型
甲状腺
呼吸機能
心電図

問診、内科診察
身体計測 身長、体重、BMI、腹囲、血圧

視力、眼底、眼圧

尿一般（尿潜血、尿蛋白、尿糖）
白血球（分類）、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板

AST、ALT、ALP、LD（LDH）、γGTP、総ビリルビン、総蛋白、
アルブミン、アミラーゼ、CK（CPK）、電解質、
血糖（空腹時、食後2時間）

クレアチニン、BUN、推算糸球体ろ過量
RPR、TP抗体
血液型（ABO、Rh)
TSH
呼吸機能検査
安静時12誘導心電図

喀痰
頭頸部
乳腺
婦人科

喀痰細胞診
頭頸部外科診察、喉頭ファイバー、副鼻腔検査

泌尿器科 泌尿器科診察（直腸診による前立腺診察）

マンモグラフィー、乳腺エコー
婦人科診察、経膣エコー検査、子宮頚部細胞診

便 便潜血免疫法（2回法）

大阪国際がんセンター　成人病ドックのご案内

【コースと入院日について】１泊２日、２泊３日のコースの中からいずれかをお選びください。

令和4年8月

1泊2日コース
・月曜日 午前８時30分受付 ～ 火曜日 午後退院(入院当日は朝絶食)

2泊3日コース（標準コース）
・水曜日 午後12時30分時受付 ～ 金曜日 午後退院(入院当日の絶食は不要です)

2泊３日コース(プレミアムコース・大腸内視鏡を受ける方)
・水曜日午前８時30分受付となります。
・検査前日より検査食、下剤を服用し、当日は絶食で来院していただきます。

１泊２日コース  

標準コース
215,000円 + オプション

194,000円 + オプション

女性：標準1泊2日コース(乳腺エコー含む)

男性：標準1泊2日コース

2泊3日コース(心エコー含む) 

287,000円 + オプション女性：標準2泊3日コース・大腸内視鏡

266,000円 + オプション男性：標準2泊3日コース・大腸内視鏡

318,000円 + オプション女性：標準2泊3日コース・大腸内視鏡

296,000円 + オプション男性：標準2泊3日コース・大腸内視鏡

すべてのコースでオプション検査を追加することができます。

骨密度検査

脳MRI／MRA

アミノインデックス　
女性：6項目　男性：5項目

ピロリ菌検査　ピロリ菌抗体検査

女性（税込）

5,000円

26,000円

31,000円

1,000円

男性（税込）

5,000円

26,000円

23,000円

1,000円

プレミアムコースA

プレミアムコースA

258,000円 + オプション

234,000円 + オプション

女性：標準1泊2日コース・心エコー

男性：標準1泊2日コース・心エコー

プレミアムコースB

プレミアムコースB

238,000円 + オプション

214,000円 + オプション

女性：標準1泊2日コース・心エコー

男性：標準1泊2日コース・心エコー

標準コース
244,000円 + オプション

223,000円 + オプション

女性：標準2泊3日コース

男性：標準2泊3日コース

2泊3標準コースのみ申し込み可能。申し込み時は受付にご確認ください。
 (注：物忘れドックは脳MRI/MRAを含んでいます)

物忘れドック

女性（税込）

36,000円

男性（税込）

36,000円

（税込）

（税込）

【お支払いについて】

※ 成人病ドックは完全予約制です。

※ 特別病床もご利用いただけます。（別途、特別料金が必要です。）

※ いずれのコースも各科の専門医ならびにスタッフによる精密な診察と検査を受けることができます。

※ 検査日程に祝日がある場合及び年末年始(12/29～1/3)の成人病ドックは休止となります。

※ キャンセルをする場合は受付日より15日前までにご連絡ください。

コースに含まれる検査やお食事について、ご自身の都合によりキャンセルされた場合でも、コース料
金は変わりませんのでご了承ください。

内視鏡検査（上部内視鏡検査、大腸内視鏡検査）中に病理組織検査等が必要になった場合などは、
別途後払いで費用を申し受けます。

成人病ドックの費用は、退院時に請求書をお渡ししますので、退院当日に自動精算機・会計窓口・メディ
カルゲートでお支払いください。

クレジットカードでのお支払いもご利用いただけます。
VISA・Mastercard・JCB・AMERICAN EXPRESS・Diners Club・DISCOVER・MUFG CARD・UFJカード・DC
カード・NICOSカード・J-Debit(11種類)のご利用が可能です。

【オプション検査】（オプションのみの申し込みはできません）

大腸内視鏡検査 大腸内視鏡検査（2泊3日のみ）

種別 検査項目

種別 検査項目

 2泊3日コースのみ申し込み可能。申し込み時は受付にご確認ください。

PET-CT検査

女性（税込）

100,000円

男性（税込）

100,000円

ご予約確定後の変更およびキャンセルにつきましては、キャンセル料が発生する場合があります。
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