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健診コース・料金のご案内 
健診の流れ 

人間ドック基本を参考にしています(検査順は参考であり、そのつど変更となります) 
 
 

受付 更衣 尿検査 身体測定 血液検査 
 
 

問診 超音波検査 聴力検査 心電図検査 肺機能検査 
 
 

胸部 X線撮影 胃部 X線撮影 骨密度検査 健診終了 結果発送 
 
  



豊田厚生病院 健診コース・料金のご案内(2021.4～2023.3) 2021.12.14版 

2 

健康診断のベースとなるコースです。これらのコースに専門ドック、オプション検査を付け
ることが可能です。 

コース コース説明 価格(税込) 

人間ドック基本  全身をバランスよく検査したい方におすすめの
コース 

胃部Ｘ線コース 33,000円 
胃内視鏡コース 37,400円 

生活習慣病予防健診  生活習慣病の早期発見を目的としたコース 22,000円 

法定健診  
労働安全衛生法に準ずるコース 
就職時の健診としてもおすすめです 
(企業指定用紙がある場合は別途手数料が必要) 

11,550円 

総合 PETがん検診(男性) 当センター最多の検査項目を網羅し、全身の疾
患の早期発見を目的としたコース 
男性・女性で検査項目が若干異なります 

胃部Ｘ線コース 187,000円 
胃内視鏡コース 191,400円 

総合 PETがん検診(女性) 胃部Ｘ線コース 198,550円 
胃内視鏡コース 202,950円 

総合 PETがん検診(男性)宿泊 上記コースに、遠方の方向けの宿泊(名鉄豊田
ホテル)がついたコース 
ホテルでの食事代、送迎も含んだ価格です 

胃部Ｘ線コース 220,000円 
胃内視鏡コース 224,400円 

総合 PETがん検診(女性)宿泊 胃部Ｘ線コース 231,550円 
胃内視鏡コース 235,950円 

 
特定の領域に特化することで、より精密な検査を実施し、病気の早期発見を目指す
ドックです。専門ドックのみの受診も、基本コースと組み合わせることも可能です。 

コース コース説明 価格(税込) 

人間ドック基本、生活習慣
病予防健診、企業基本と
同時に実施の場合、重複
している検査項目分減額
し、以下の金額となります 

脳ドック 
脳動脈瘤、脳梗塞、脳腫瘍、脳委縮などの有無を調
べます。症状のない脳梗塞、未破裂動脈瘤の早期発
見に役立ちます。 

38,500円 26,400円 

肺ドック 

肺がんは日本人の男性のがん死亡率トップですが、
女性の肺がんも増加し続けています。胸部レントゲ
ン撮影だけでは発見しにくいがんも、肺 CT検査を
加えることで、小さな病巣や淡い陰影も発見しやす
くなります。 

16,280円 13,200円 

レディースドック 

婦人科系疾患で近年増加傾向にあるのが、乳がんと
若年性の子宮頸がんです。乳がんは日本人女性の 12
人に 1 人が発症すると言われています。いずれも早
期発見が重要となります。 

18,150円 14,850円 

甲状腺ドック 

内分泌疾患の発見に優れたコースです。 
甲状腺ホルモンは、細胞の新陳代謝を活発にする働
きがあります。ホルモン分泌の異常により、動悸、
息切れ、疲れやすい、イライラする、気力が無い、
顔や手のむくみなどの症状があらわれます。 

13,200円 減額無し 

もの忘れドック 

高年齢社会にともない、認知症患者が増えていま
す。認知症は早期治療で進行を遅らせることができ
ます。医学的な方法で、記憶力、認知力の低下を調
べ、検査当日に専門医による検査説明を行います。 

77,000円 減額無し 

PET/CT検診 
PET/CT検査にて、一度に全身(脳・膀胱以外)のが
んを調べます。がんの有無を高密度に確認すること
ができます。 

121,000円 減額無し 

 
当センターオリジナルコース(上記)の他に、豊田市や健康保険組合、企業などから受託している健診もあります 

健診種別 概要 

豊田市住民健診 
豊田市から対象の方に郵送される受診券を利用して、豊田市国保特定健診・豊田市がん検診を
することができます。 
ご予約の際は、受診券をお手元にご準備ください。 

協会けんぽ 協会けんぽの費用補助が利用できる「生活習慣病予防検診」を実施しています。協会けんぽの
被保険者(35 歳から 74 歳までの加入者ご本人)の方が対象です。 

その他 当センターと契約を行っている各企業・保険組合からの特定健診、身体検査等もお受けしてお
ります。 

迷ったらコレ‼ 

専門ドック 一覧 

基本コース 一覧 

その他 
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基本コースに追加する検査項目となります。単独での検査は行っておりません。 
(乳がん検査・子宮がん検査のみ単独検査可能です) 

検査項目 検査内容  検査説明 価格(税込) 

眼科系検査 

視力(裸眼・矯正) 遠点視力を調べます 660円 

眼圧 緑内障の有無を調べます 750円 

眼底 網膜の病気、高血圧、糖尿病、動脈硬化な
どを調べます 

770円 

聴力検査 オージオメータ 
(1000Hz・4000Hz) 

低音(1000Hz)・高音(4000Hz)の聴力障害
の有無を調べます 

880円 

心電図検査 安静時心電図(12誘導) 不整脈などの有無を調べます 1,320円 

腹部超音波 
肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・
膀胱・腹部大動脈・子宮(女性
のみ)・前立腺(男性のみ) 

臓器の形態や病変の有無を調べる検査で、
ポリープ、結石、のう胞、腫瘍などを調べ
ます 

4,840円 

骨密度検査 超音波法 超音波を使用して踵骨にて測定し骨の密度
を調べます 

1,100円 

喀痰細胞診 喀痰細胞診 喀痰により肺がん細胞の有無を顕微鏡で調
べます 

2,200円 

前立腺がん検査 前立腺腫瘍マーカー(PSA) 腫瘍マーカー(血液検査)で前立腺がんを調
べます 

2,640円 

肝炎ウイルス検査 HBs抗原・HCV抗体 B 型と C型肝炎ウイルスの感染の有無を調
べます 

2,760円 

乳がん検査 
マンモグラフィ 触診で分からない石灰化を伴う病変をＸ線

撮影で調べます 
4,400円 

乳腺超音波 乳房内の病変の有無や形状を調べます 4,400円 

子宮がん検査 

子宮頸部細胞診 
(婦人科内診を含む) 

子宮頸部の細胞をとり、がん細胞の有無を
確認します 

3,850円 

経腟超音波 
(婦人科内診を含む) 

超音波を利用し子宮・卵巣の状態を調べま
す 

3,300円 

HPV(ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｨﾙｽ)検査 
(子宮頸部細胞診受検者限定) 

子宮頸がんの原因となるウイルスを確認し
ます 

5,500円 

豊田市がん検診 
基本オプション 

診察・身体測定・心電図・眼底・
尿検査・血液検査 

豊田市がん検診に、自費でオプションをつ
けることができます 

9,900円 

ピロリ菌 血清ピロリ菌抗体 胃炎･胃潰瘍･胃がんの原因となるピロリ菌
の有無を調べます 

1,760円 

  

オプション検査 一覧 
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基本コース 検査項目・内容一覧 
 

コース 総合 PETがん検診 人間ドック基本 

金額 

胃部Ｘ線コース 男性 187,000円(税込) 
 女性 198,550円(税込) 

胃内視鏡コース 男性 191,400円(税込) 
 女性 202,950円(税込) 

胃部Ｘ線コース：33,000円(税込) 
胃内視鏡コース：37,400円(税込) 

内科診察 問診・聴打診 問診・聴打診 

身体測定 身長・体重(標準体重、BMI)・体脂肪・血圧・腹囲 身長・体重(標準体重、BMI)・体脂肪・血圧・腹囲 

眼科系検査 視力・眼圧・眼底 視力・眼圧・眼底 

聴力検査 オージオメータ(1000Hz・4000Hz) オージオメータ(1000Hz・4000Hz) 

心電図検査 安静時心電図(12誘導)・心拍数 安静時心電図(12誘導)・心拍数 

腹部超音波 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・膀胱・腹部大動脈・
子宮(女性のみ)・前立腺(男性のみ) 

肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・膀胱・腹部大動脈・
子宮(女性のみ)・前立腺(男性のみ) 

肺機能検査 肺活量・一秒量・一秒率・％肺活量 肺活量・一秒量・一秒率・％肺活量 
胸部 X線検査 直接撮影(正・側) 直接撮影(正・側) 

上部消化管検査 胃部 X線コース：直接撮影 
胃内視鏡コース：胃カメラ(経鼻 観察のみ) 

胃部 X線コース：直接撮影 
胃内視鏡コース：胃カメラ(経鼻 観察のみ) 

尿検査 尿蛋白・尿潜血・PH・比重・尿沈渣・尿糖・ウロビリノ
ーゲン 

尿蛋白・尿潜血・PH・比重・尿沈渣・尿糖・ウロビリノ
ーゲン 

便検査 潜血反応(2日法) 潜血反応(2日法) 
骨密度検査 超音波法 超音波法 

血
液
検
査 

肝機能検査 AST・ALT・γ-GTP・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・
直接ビリルビン・ALP 

AST・ALT・γ-GTP・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・
直接ビリルビン・ALP 

膵機能検査 血清アミラーゼ 血清アミラーゼ 
腎機能検査 尿素窒素・クレアチニン・eGFR 尿素窒素・クレアチニン・eGFR 
尿酸検査 尿酸 尿酸 

脂質代謝検査 総コレステロール・中性脂肪・HDL コレステロール・
LDL コレステロール・non-HDL コレステロール 

総コレステロール・中性脂肪・HDL コレステロール・
LDL コレステロール・non-HDL コレステロール 

糖代謝検査 血糖・HbA1c 血糖・HbA1c 
免疫代謝検査 CRP・RF(定性/定量)・RPR・TPHA CRP・RF(定性/定量)・RPR・TPHA 
鉄代謝検査 血清鉄・TIBC・UIBC・フェリチン 血清鉄・TIBC・UIBC・フェリチン 

生化学検査(その他) 総蛋白・アルブミン・A/G比・LDH・Na・K・Cl・Ca・
NT-proBNP 

総蛋白・アルブミン・A/G比・LDH・Na・K・Cl・Ca・
NT-proBNP 

肝炎ウイルス検査 HBs抗原・HCV抗体 HBs抗原・HCV抗体 

血液一般検査 
白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・
血小板数 
MCV・MCH・MCHC・血液像・血液型 

白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・
血小板数 
MCV・MCH・MCHC・血液像・血液型 

PET/CT
検診項目 PET/CT検査 PET/CT全身撮影・認知症検査   

脳ドック
項目 

診察 神経学的検査   
高次大脳機能
検査 かなひろいテスト   

頸部超音波 頸動脈超音波   
MRI 頭部断層 MRI   
MRA 頸動脈 MRA・脳動脈 MRA   

肺ドック 
項目 

胸部 CT検査 胸部ヘリカル CT   
喀痰細胞診 喀痰細胞診   

レディース
ドック 
項目 

女性のみ  

診察 婦人科内診   
乳がん検査 マンモグラフィ・乳腺超音波   
子宮がん検査 子宮頸部細胞診・経腟超音波   
腫瘍マーカー CEA・CA19-9・SCC・CA125・CA15-3   

男性のみ 血液検査 前立腺がん   
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生活習慣病予防健診 法定健診 

22,000円(税込) 11,550円(税込) 

問診・聴打診 問診・聴打診 

身長・体重(標準体重、BMI)・血圧・腹囲 身長・体重(標準体重、BMI)・血圧・腹囲 

視力 視力 

オージオメータ(1000Hz・4000Hz) オージオメータ(1000Hz・4000Hz) 

安静時心電図(12誘導) 安静時心電図(12誘導) 

    

    
直接撮影(正) 直接撮影(正) 

胃部 X線直接撮影   

蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン 

潜血反応(2日法)   
    

AST・ALT・γ-GTP・ALP AST・ALT・γ-GTP 

    
クレアチニン・尿酸・eGFR クレアチニン・尿酸・eGFR 
    
総コレステロール・中性脂肪・HDL コレステロール・LDL コレス
テロール 

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

血糖・HbA1c 血糖・HbA1c 
    
    

    

    

白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 
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専門コース別 検査項目・内容 
 
 

検査項目 内容 
診察 問診・神経学的検査 
身体計測 身長・体重(基準体重、BMI)・体脂肪・血圧 
心電図 安静時心電図(12誘導) 
頸動脈超音波 頸動脈超音波 
高次大脳機能検査 かなひろいテスト 
胸部 X線検査 直接撮影(正) 
尿検査 尿蛋白・尿潜血・尿糖・ウロビリノーゲン 
MRI 頭部断層 MRI 
MRA 頸動脈 MRA・脳動脈 MRA 

血
液
検
査 

肝機能検査 AST・ALT・γ-GTP・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・ALP 
膵機能検査 血清アミラーゼ 
腎機能検査 尿素窒素・クレアチニン 
尿酸検査 尿酸 
脂質代謝検査 総コレステロール・中性脂肪・HDL コレステロール・LDL コレステロール 
糖代謝検査 血糖・HbA1c 
鉄代謝検査 血清鉄 
生化学検査(その他) 総蛋白・アルブミン・A/G比・LDH・Na・K・Cl・Ca 

血液一般検査 
白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・血小板数 
血液像 

免疫検査 CRP・TPHA 
肝炎ウイルス HBs抗原・HCV抗体 

 
 

検査項目 内容 
診察 問診・聴打診 
胸部 X線検査 直接撮影(正) 
胸部 CT検査 胸部ヘリカル CT 
喀痰細胞診 喀痰細胞診 

 
 

検査項目 内容 
診察 婦人科内診 

身体測定 身長・体重(基準体重、BMI)・体脂肪・血圧 
乳がん検査 マンモグラフィ・乳腺超音波 

子宮がん検査 子宮頸部細胞診・経腟超音波 
骨密度検査 超音波法 

血液検査 
鉄代謝検査 血清鉄・TIBC・UIBC・フェリチン 
血液一般検査 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・血小板数 
腫瘍マーカー検査 CEA・CA19-9・SCC・CA125・CA15-3 

肺ドック 16,280円(税込) 

脳ドック 

レディースドック 18,150円(税込) 

38,500円(税込) 
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検査項目 内容 
診察 問診・聴打診・甲状腺視触診 
甲状腺超音波 甲状腺超音波 
血液検査 甲状腺機能検査 抗 TPO抗体・TRAb定量・抗サイログロブリン抗体・FT4・TSH 

 
 

検査項目 内容 
診察 問診・認知機能検査 
脳血流シンチ 脳血流シンチ 
認知症検査 図作成検査 
当日結果説明 専門医による当日結果説明 
高次大脳機能検査 かなひろいテスト 

 
 

検査項目 内容 
診察 問診・聴打診 
PET/CT検査 PET/CT全身撮影・認知症検査 

 

ご予約・お問い合わせは、予約専用 TEL(0120-)78-5050 にお電話いただくか、豊田厚生病院 2 階 健康管理セ
ンターに直接お越しください 
  

もの忘れドック 77,000円(税込)  

甲状腺ドック 13,200円(税込) 

ご予約・お問い合わせ 

PET/CT検診 121,000円(税込)  当日のキャンセル・予約変更は試薬代46,000円(税込)をいただきます 
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■駐車場 総台数 1,600台(身障者専用駐車場 30台)   利用可能時間 24時間   健診受診の方は料金無料 
■送迎場所 タクシー乗場 正面出入口前ロータリーをご利用ください 
  

 
 
名鉄豊田線「浄水」より徒歩 5分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

交通のご案内 

お車・タクシー 

公共交通機関 


