
区分

身長 身長 身長 身長 身長 身長 身長 身長

体重 体重 体重 体重 体重 体重 体重 体重

肥満度 肥満度 肥満度

BMI BMI BMI BMI BMI BMI BMI BMI（肥満度）

腹囲 腹囲 腹囲 腹囲 腹囲 腹囲 腹囲 腹囲

体脂肪率 体脂肪率 体脂肪率 体脂肪率 体脂肪率 体脂肪率

標準体重 標準体重 標準体重

血圧測定 血圧測定 血圧測定 血圧測定 血圧測定 血圧測定 血圧測定 血圧測定

心電図（安静） 心電図（安静） 心電図（安静） 心電図（安静） 心電図（安静） 心電図（安静） 心電図（安静） 心電図（安静）

心拍数 心拍数 脈拍 脈拍 心拍数 心拍数 心拍数

眼底検査 眼底検査 眼底検査 眼底検査 眼底検査 眼底検査 眼底検査（両眼） 眼底検査

眼圧検査 眼圧検査 眼圧検査 眼圧検査 眼圧検査 眼圧検査 眼圧検査 眼圧検査

視力検査 視力検査 視力検査 視力検査 視力検査（遠方・近方） 視力検査 視力検査 視力検査

聴力検査 聴力検査 聴力検査 聴力検査 聴力検査（ｵｰｼﾞｵ1000Ｈｚ・4000Ｈｚ） 聴力検査 聴力検査（ｵｰｼﾞｵ250Ｈｚ～8000Ｈｚ） 聴力検査（ｵｰｼﾞｵ1000Ｈｚ・4000Ｈｚ）

肺機能検査(フロボリューム） 肺機能検査(フロボリューム） 肺機能検査(フロボリューム） 肺機能検査(フロボリューム） 肺機能検査(フロボリューム） 肺機能検査(フロボリューム） 肺機能検査(フロボリューム） 肺機能検査(フロボリューム）

視野検査

胸部X線（2方向） 胸部X線（2方向） 胸部X線（2方向） 胸部X線（1方向） 胸部X線（2方向） 胸部X線（1方向） 胸部X線（2方向） 胸部X線（2方向）

上部消化管X線 上部消化管X線 上部消化管X線 上部消化管X線 上部消化管X線 上部消化管X線 上部消化管X線 上部消化管X線

上部消化管内視鏡 上部消化管内視鏡 上部消化管内視鏡 上部消化管内視鏡 上部消化管内視鏡 上部消化管内視鏡 上部消化管内視鏡 上部消化管内視鏡

（経口・経鼻）　 （経口・経鼻）　 （経口・経鼻）　 （経口・経鼻）　 （経口）　 （経口・経鼻）　 （経口・経鼻）　 （経口・経鼻）　

腹部超音波 腹部超音波 腹部超音波 腹部超音波 腹部超音波 腹部超音波 腹部超音波 腹部超音波

総蛋白 総蛋白 総蛋白 総蛋白 総蛋白 総蛋白 総蛋白 総蛋白

アルブミン アルブミン アルブミン アルブミン アルブミン アルブミン アルブミン アルブミン

総ビリルビン 総ビリルビン 総ビリルビン 総ビリルビン 総ビリルビン 総ビリルビン 総ビリルビン 総ビリルビン

AST（GOT） AST（GOT） AST（GOT） AST（GOT） AST（GOT） AST（GOT） AST（GOT） AST（GOT）

ALT（GPT） ALT（GPT） ALT（GPT） ALT（GPT） ALT（GPT） ALT（GPT） ALT（GPT） ALT（GPT）

γ-GTP γ-GTP γ-GTP γ-GTP γ-GTP γ-GTP γ-GTP γ-GTP

ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP

ＬＤＨ ＬＤＨ ＬＤＨ ＬＤＨ ＬＤＨ ＬＤＨ

Ａ／Ｇ比 Ａ／Ｇ比 Ａ／Ｇ比 Ａ／Ｇ比 Ａ／Ｇ比 Ａ／Ｇ比

直接ビリルビン LAP

CHE

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 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

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 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

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 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

Non-HDLコレステロール Non-HDLコレステロール Non-HDLコレステロール Non-HDLコレステロール Non-HDLコレステロール Non-HDLコレステロール Non-HDLコレステロール

中性脂肪（TG） 中性脂肪（TG） 中性脂肪（TG） 中性脂肪（TG） 中性脂肪（TG） 中性脂肪（TG） 中性脂肪（TG） 中性脂肪（TG）

クレアチニン クレアチニン クレアチニン クレアチニン クレアチニン（e-GFR） クレアチニン クレアチニン クレアチニン

e-GFR e-GFR e-GFR e-GFR e-GFR e-GFR e-GFR

尿酸 尿酸 尿酸 尿酸 尿酸 尿酸 尿酸 尿酸

Ｎａ Ｎａ Ｎａ

Ｋ Ｋ Ｋ

尿素窒素（BUN） 尿素窒素（BUN） 尿素窒素（BUN） 尿素窒素（BUN）

Ｃｌ Ｃｌ

Ｃa

血糖（空腹時） 血糖（空腹時） 血糖（空腹時） 血糖（空腹時） 血糖（空腹時） 血糖（空腹時） 血糖（空腹時） 血糖（空腹時）

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 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

膵臓検査 アミラーゼ アミラーゼ 血清アミラーゼ 血清アミラーゼ アミラーゼ アミラーゼ アミラーゼ アミラーゼ

赤血球 赤血球 赤血球 赤血球 赤血球 赤血球 赤血球 赤血球

白血球 白血球 白血球 白血球 白血球 白血球 白血球 白血球

血色素 血色素 血色素 血色素 血色素 血色素 血色素 血色素

ヘマトクリット ヘマトクリット ヘマトクリット ヘマトクリット ヘマトクリット ヘマトクリット ヘマトクリット ヘマトクリット

MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV

MCH MCH MCH MCH MCH MCH MCH MCH

MCHC MCHC MCHC MCHC MCHC MCHC MCHC MCHC

血小板数 血小板数 血小板数 血小板数 血小板数 血小板数 血小板数 血小板数

白血球分類 血液像

７　ヘルチェック ８　シンワメディカルリゾート

当健康保険組合委託の人間ドック

１　成人医学センター ２　新宿健診プラザ ３　愛育病院 ４　結核予防会 ５　東京都予防医学協会 ６　大宮シティクリニック

身体計測

生理検査

肝機能検査

X線・超音波 選択 選択選択選択選択選択選択 選択

脂質検査

腎機能検査

糖尿病検査

血液学検査



区分 ７　ヘルチェック ８　シンワメディカルリゾート１　成人医学センター ２　新宿健診プラザ ３　愛育病院 ４　結核予防会 ５　東京都予防医学協会 ６　大宮シティクリニック

CRP CRP CRP CRP CRP CRP CRP CRP

HBs抗原 HBs抗原 HBs抗原 HBs抗原 HBs抗原 HBs抗原 HBs抗原 HBs抗原

HCV抗体 HCV抗体 HCV抗体 HCV抗体 HCV抗体 HCV抗体 HCV抗体 HCV抗体

血液型（ABO式・Rh）（初回のみ） 血液型（ABO式・Rh）（初回のみ） 血液型（ABO式・Rh）（初回のみ） 血液型（ABO式・Rh）（初回のみ） 血液型（ABO式・Rh）（初回のみ） 血液型（ABO式・Rh）（初回のみ）

梅毒検査（RPR・TP抗体法） 梅毒検査（RPR・TP抗体法） 梅毒検査（RPR・TP抗体法）（希望者）梅毒検査（STS法） 梅毒検査（RPR・TP抗体法） 梅毒検査（RPR・TP抗体法）

血清鉄 血清鉄

リウマチ因子(RF) 定量 ＲＦ（リウマチ因子）

尿一般（蛋白） 尿一般（蛋白） 尿一般（蛋白） 尿一般（蛋白） 尿一般（蛋白） 尿一般（蛋白） 尿一般（蛋白） 尿一般（蛋白）

尿一般（pH） 尿一般（pH） 尿一般（pH） 尿一般（pH） 尿一般（pH） 尿一般（pH） 尿一般（pH） 尿一般（pH）

尿一般（尿糖） 尿一般（尿糖） 尿一般（尿糖） 尿一般（尿糖） 尿一般（尿糖） 尿一般（尿糖） 尿一般（尿糖） 尿一般（尿糖）

尿一般（潜血） 尿一般（潜血） 尿一般（潜血） 尿一般（潜血） 尿一般（潜血） 尿一般（潜血） 尿一般（潜血） 尿一般（潜血）

尿一般（比重） 尿一般（比重） 尿一般（比重） 尿一般（比重） 尿一般（比重） 尿一般（比重） 尿一般（比重） 尿一般（比重）

ウロビリノーゲン ウロビリノーゲン ウロビリノーゲン ウロビリノーゲン ウロビリノーゲン ウロビリノーゲン ウロビリノーゲン ウロビリノーゲン

沈査 沈査 沈査 沈査 沈査 沈査 沈査

便検査 潜血（2日法） 潜血（2日法） 潜血（2日法） 潜血（2日法） 潜血（2日法） 潜血（2日法） 潜血（2日法） 潜血（2日法）

TSH ピロリ菌抗体検査（初回のみ）

FT4

骨密度

AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

CA19-9 CA19-9 CA19-9 CA19-9 CA19-9 CA19-9 CA19-9 CA19-9

CEA CEA CEA CEA CEA CEA CEA CEA

CA125（女性） CA125（女性） CA125（女性） CA125（女性） CA125（女性） CA125（女性） CA125（女性） CA125（女性）

PSA（男性） PSA（男性） PSA（男性） PSA（男性） PSA（男性） PSA（男性） PSA（男性）

問診 問診 問診 問診 問診 問診 問診 問診

診察 診察 診察 診察 診察 診察 診察 診察

結果通知 結果通知 結果通知 結果通知 結果通知 結果通知 結果通知 結果通知

静脈麻酔（内視鏡経口時） 静脈麻酔（内視鏡経口時） 静脈麻酔（内視鏡経口時） マルチスライスCT 静脈麻酔（内視鏡経口時）オプション検査
（全額自己負

担）

血清学検査

尿検査

診察

その他

腫瘍マーカー


