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肺がん検診 乳がん検診

５時間 ３時間 ２時間半 1時間 2時間

検査項目 午後のみ　※

●
（肥満度を除く）

PET-CT 頭頂～大腿基部 全身のがん・脳腫瘍･肺炎など ● ● ●

CT 胸部 肺がん･肺炎･結核・肺気腫など ●

マンモPET 乳房 乳がん オプション オプション オプション

頭部 脳疾患（脳梗塞・脳腫瘍・脳血管） ●

骨盤内臓器 膀胱・前立腺・子宮・卵巣 ●

MRA 頭部 脳疾患（血管の狭窄や動脈瘤など） ●

頚部 頚動脈 ●

腹部 肝臓・胆嚢・すい臓・腎臓 ●

乳房 乳がん ●

マンモグラフィ 乳房 乳がん ●

心電図 循環器の状況 ●

脈波 動脈硬化 ●

骨密度 骨粗しょう症 ●

肝機能・腎機能・高脂・糖尿

肝炎ウイルス

肺がん・大腸がん・肝臓がん・膵臓がん

胃がん・子宮がん・前立腺がん・卵巣がん

ペプシノーゲン 胃がん ● ●

ヘリコバクター

ピロリ菌抗体

尿 蛋白・糖・潜血等 ● ●

便 便潜血 消化管出血 ● ●

▲(異常所見の方に限る)

AMのみ（水）

¥183,000 ¥111,000 ¥90,000 ¥12,000 ¥10,000

〇　約2週間程で、検診結果報告書を郵送いたします。

〇　検査当日の結果説明はございませんが、ご希望の方には後日、医療相談にて詳しいご説明、ご相談をさせていただいております。

※　乳がん検診は、午後のみの受付です。また、火曜日は休診となります。

コース名（所要時間）

がん検診コース

総合がん検診 基本がん検診 PET-CT検診 肺がんCT検診 MI乳がん検診

検査内容・詳細検証

身体測定 身長・体重・血圧・肥満度 ● ●

●

MRI

　超音波　

血液

血液一般 ●

胃・十二指腸潰瘍　胃炎（萎縮性） ● ●

医療相談 ● ● ●
（後日結果報告書に基づき面談させていただきます。）

腫瘍マーカー ● ●

¥11,000

2022/4/1

オプション検査については裏面をご確認ください。

税別価格

税込価格（消費税率 10%）
※各種クレジットカードがご利用いただけます。

¥201,300 ¥122,100 ¥99,000 ¥13,200

MIクリニック がん検診 検査項目一覧



¥201,300 ¥122,100 ¥99,000 ¥13,200 ¥11,000

総合がん検診 ¥8,140

基本がん検診 ¥9,900

PET-CT検診 ¥12,100

20～70歳の方限定

総合がん検診 ¥38,500

20～70歳の方限定

20～70歳の方限定

20～70歳の方限定

20～70歳の方限定

¥27,500

✦　2つ以上のオプション検査追加は、2日間に分けて施行する場合がございますのでご了承ください。

2022/4/1

肺がんCT検診

胃内視鏡検査 胃カメラ ¥16,500 ¥217,800 ¥138,600 ¥115,500

子宮がん検診
細胞診、HPV、経膣エコー、

婦人科診察
¥15,730 ¥217,030 ¥137,830

その他の検診

¥26,730

疲労専門 結果説明 火曜日のみ

酸化ストレス測定
酸化ストレス・抗酸化力測定 ¥211,200 ¥132,000 ¥108,900

疲労ストレス測定
問診票、疲労ストレス測定 ¥204,600 ¥125,400 ¥102,300

¥9,900

¥1,650

疲労睡眠ドック
問診、疲労ストレス測定、

睡眠・覚醒リズム、暗算負荷テスト、

酸化ストレス度・抗酸化力測定、

睡眠脳波検査、結果説明(火曜日)

¥44,000 ¥245,300 ¥166,100 ¥143,000

骨密度測定

¥5,500 初回 無料 初回 無料 初回 無料

簡易疲労検査 問診、疲労ストレス測定

酸化ストレス・抗酸化力測定
¥212,300

内臓脂肪CT検査 内臓脂肪CT ¥2,750 ¥204,050 ¥124,850 ¥101,750

スマート脳ドック 頭部MRI/MRA、頚部エコー ¥33,000 ¥155,100 ¥132,000

アレルギー検査
ダニ、ハウスダスト、スギ、ヒノキ、ネコ、イヌ、

卵白、小麦、大豆、ソバ、エビ、リンゴ、カニなど

吸入系・その他、食物系 計39種
¥16,500 ¥217,800 ¥138,600 ¥115,500 ¥29,700

¥234,300 ¥155,100 ¥132,000
\55,000　➡ ¥33,000

マンモグラフィ乳がん検診
マンモグラフィ（3D撮影）、

乳腺エコー、乳がん腫瘍マーカー
¥209,440 ¥132,000 ¥111,100

マンモPET乳がん検診
マンモPET、乳腺エコー、

乳がん腫瘍マーカー

キャンペーン価格でご案内！

名称 検査内容

オプション検査

税込価格

（消費税率 10%）

合計税込価格（消費税率 10%）

がん検診コース 乳がん検診

総合がん検診 基本がん検診 PET-CT検診 MI乳がん検診

肺がん検診
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動脈硬化検査 動脈硬化検査

¥133,100 ¥110,000

脳疲労ドック
問診、疲労ストレス測定、

睡眠・覚醒リズム、暗算負荷テスト、

酸化ストレス度・抗酸化力測定、

頭部MRI/MRA、結果説明(火曜日)

¥239,800 ¥182,600

¥11,000

¥60,500
¥159,500

¥2,200

¥100,650¥123,750

¥3,300

骨密度測定

¥28,930

¥29,700

¥114,730

　▼ がん検診と同日に行うオプション検査

　▼ がん検診とは別日に行うオプション検査

　▼ 単品受診ができるオプション検査

　▼ がん検診とは別日に他施設で行うオプション検査

心臓検査
心臓エコー、

心電図、血液検査
¥13,200 ¥214,500 ¥135,300 ¥112,200

¥13,200¥15,400¥101,200¥124,300

¥12,650¥14,850

がん検診に追加できるオプション検査一覧

ご予約はこちらから



3/4

対象：50～85歳

認知症脳ドック

2時間 1時間 3時間 30分 1時間

検査項目

MRI 頭部 脳疾患（脳梗塞・脳腫瘍・脳血管） ● ● ● ●

MRA 頭部 脳疾患（血管の狭窄や動脈瘤など） ● ● ● ●

VSRAD 頭部 脳の萎縮 ●

　超音波　 頚部 頚動脈 ● ● ●

心電図 循環器の状況 ● ●

脈波 動脈硬化 ● ●

ApoE4 認知症遺伝子 オプション

甲状腺ホルモン・梅毒

ビタミンB12、葉酸

酸化ストレス・抗酸化力 ● ● ●

MMSE ミニメンタルステート ●

MoCA-J 軽度認知障害スクリーニング オプション

RBMT リバーミード行動記憶 オプション

尿 蛋白・糖・潜血等 ● ●

心理 問診票による客観的評価 ● ●

自律神経 疲労ストレス ● ●

睡眠覚醒リズム 睡眠障害の有無 ● ●

睡眠脳波 睡眠障害の有無 ●

暗算負荷 集中力・判断力・持続力 ● ●

▲ ▲ ▲ ▲
有料(5,500円) 有料(11,000円) 火曜日のみ 火曜日のみ

¥48,000 ¥30,000 ¥78,000 ¥40,000 ¥55,000

〇　約2週間程で、検診結果報告書を郵送いたします。

〇　検査当日の結果説明はございませんが、ご希望の方には後日、医療相談にて詳しいご説明、ご相談をさせていただいております。

※　脳ドックコースは、午後のみの受付です。また、火曜日は休診となります。

〇　疲労睡眠ドックの医療相談は、専門医が担当するため、火曜日のみのご予約になります。

　　 医療相談は1回のみに限り、2回目以降は有料になります。2回目以降の料金は「その他検診に追加できるオプション検査一覧」にてご確認ください。

コース名（所要時間）

脳ドックコース 対象：20～70歳

脳ドック
シンプル

脳ドック
疲労睡眠ドック 脳疲労ドック

検査内容・詳細検証

身長・体重・血圧・肥満度 ● ●

午後のみ　※

認知症神経機能

※ 認知症神経機能検査は質問形式で行います

認知症血液関連項目 ●
血液

税別価格

税込価格（消費税率 10%）
※各種クレジットカードがご利用いただけます。

¥52,800 ¥33,000 ¥85,800

医療相談 ●
（後日結果報告書に基づき面談させていただきます。）

●

身体測定

血液一般 肝機能・腎機能・高脂・糖尿 ●

オプション検査については裏面をご確認ください。

2022/4/1

¥44,000 ¥60,500

MIクリニック その他検診 検査項目一覧



¥52,800 ¥33,000 ¥85,800 ¥44,000 ¥60,500

認知症脳ドック　専用

認知症脳ドック ¥34,100

20～70歳の方限定

認知症脳ドック ¥28,600

20～70歳の方限定

20～70歳の方限定

20～70歳の方限定

20～70歳の方限定

　　また、疲労専門 結果説明は、初回は無料であっても2回目からは必ず料金が発生いたしますので、ご了承ください。

　▼ その他検診とは別日に行うオプション検査

　▼ その他検診とは別日に他施設で行うオプション検査

　▼ 単品受診ができるオプション検査

心臓検査
心臓エコー、

心電図、血液検査
¥13,200 ¥66,000 ¥99,000

動脈硬化検査

疲労専門 結果説明 火曜日のみ ¥5,500 初回 無料 初回 無料 初回 無料

酸化ストレス測定
酸化ストレス・抗酸化力測定 ¥62,700 ¥42,900¥9,900

¥1,650

疲労ストレス測定

¥2,200

認知機能スクリーニングテスト

MoCA-J、RBMT

アルツハイマー型認知症リスク診断

ApoE遺伝子検査

¥11,000

¥16,500 ¥102,300

問診票、疲労ストレス測定 ¥56,100 ¥36,300 ¥89,100

¥11,000

¥3,300

問診、疲労ストレス測定

酸化ストレス・抗酸化力測定
¥63,800 ¥44,000 ¥96,800

胃内視鏡検査 胃カメラ ¥16,500 ¥69,300 ¥102,300

✦　2つ以上のオプション検査追加は、2日間に分けて施行する場合がございますのでご了承ください。

✦　疲労専門 結果説明は火曜日のみ開催です。医師の都合により、不定期開催の場合がございます。

2022/4/1

初回 無料 初回 無料

子宮がん検診
細胞診、HPV、経膣エコー、

婦人科診察
¥15,730 ¥68,530 ¥101,530

¥62,150¥45,650¥87,450¥34,650¥54,450骨密度測定骨密度測定

¥62,700¥46,200動脈硬化検査 ¥35,200

簡易疲労検査

脳疲労ドック
問診、疲労ストレス測定、

睡眠・覚醒リズム、暗算負荷テスト、

酸化ストレス度・抗酸化力測定、

頭部MRI/MRA、結果説明(火曜日)

¥91,300 ¥114,400

疲労睡眠ドック
問診、疲労ストレス測定、

睡眠・覚醒リズム、暗算負荷テスト、

酸化ストレス度・抗酸化力測定、

睡眠脳波検査、結果説明(火曜日)

¥96,800 ¥119,900
その他の検診 ¥44,000

その他の検診 ¥38,500

APOE遺伝子検査

アレルギー検査
ダニ、ハウスダスト、スギ、ヒノキ、ネコ、イヌ、

卵白、小麦、大豆、ソバ、エビ、リンゴ、カニなど

吸入系・その他、食物系 計39種
¥16,500 ¥69,300 ¥102,300

認知機能検査
¥96,800

名称

　▼ その他検診と同日に行うオプション検査

検査内容

オプション検査

税込価格

（消費税率 10%）

合計税込価格（消費税率 10%）

脳ドックコース

疲労睡眠ドック 脳疲労ドック
脳ドック

シンプル

脳ドック
認知症脳ドック

4/4その他検診に追加できるオプション検査一覧

ご予約はこちらから


