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no 名称 検査項目 内容 追加可能コース 価格

1 胃がんリスク検査

血液
　ピロリ菌抗体
　ペプシノゲン

胃がんの原因の９割と言われているピロリ菌感染の有無と、胃粘膜の萎縮度を検査し、
胃がんのリスクを調べます。
※PET/CT(体幹）検査では胃がんの検出が困難です。胃がんリスク検査の追加をおすすめしま
す。

ＰＥＴがん検診
5,000円

(税込5,500円)

2 肝臓がんリスク検査

血液
　ＨＢｓ抗原（Ｂ型肝炎ウイルス）
　ＨＢｓ抗体（Ｂ型肝炎ウイルス）
　ＨＣＶ抗体（Ｃ型肝炎ウイルス）
　腫瘍マーカー（ＡＦＰ）「肝臓」

肝臓がんの原因の９割と言われているＢ型・Ｃ型肝炎のウイルス感染を調べます。
また、肝硬変や肝炎、肝臓がんで高値を示す「腫瘍マーカー（ＡＦＰ）」も加える事により
肝臓がんのリスクを調べます。

ＰＥＴがん検診
5,000円

(税込5,500円)

3 動脈硬化検査 動脈硬化検査
ＡＢＩ（足関節／上腕血圧比）で足の動脈の詰まり具合の測定と、baPwv検査（脈波伝播速度検
査）で血管の硬さを評価し何歳相当であるか（血管年齢）も算出します。
動脈硬化症の早期発見として有効な検査です。

全コース（ＬＳＩ乳がん検診、ＬＳＩ膵がん検診除
く）

3,000円
(税込3,300円)

4
アミノインデックス検査
　※要事前予約

アミノインデックス リスクスクリーニング １回の採血で男性5種、女性6種のがんリスク＋生活習慣病リスクを評価します。 全コース（ＭＲＩ脳検診、ＬＳＩ乳がん検診除く）
25,000円

(税込27,500円)

5 免疫細胞検査（ＦＣＭ） 免疫細胞比率
免疫細胞検査（ＦＣＭ）は、数種類の免疫細胞の比率を確認することで「現在の免疫状態」を調
べます。

全コース（ＭＲＩ脳検診、ＬＳＩ乳がん検診、ＬＳＩ
膵がん検診除く）
※土曜日は実施しておりません。

20,000円
(税込22,000円)

6
脳検査
　※要事前予約

脳ＭＲＩ
脳ＭＲＡ
頚部ＭＲＡ
頚動脈超音波

脳ＭＲＩ・ＭＲＡ、頚動脈超音波を用いて、脳腫瘍や脳血管病変を調べます。
ＰＥＴがん検診
ＰＥＴベーシック

26,000円
(税込28,600円)

7
ＰＥＴ認知症検査（ＦＤＧ）
　※要事前予約

ＰＥＴ
ＰＥＴ検査を用いて脳機能を調べ、認知症の有無を調べます。さらに軽度認知機能障害からアル
ツハイマー病への移行リスクも評価できます。

ＰＥＴがん検診
ＰＥＴベーシック
ＰＥＴエグゼクティブ / エグゼクティブプラス
ＰＥＴロイヤル / ロイヤルプラス

37,500円
(税込41,250円)

8 アルツハイマー病リスク評価 ブイエスラド
脳MRI画像を解析し、アルツハイマー病で見られる脳（海馬傍回）の萎縮の程度を調べます。
※対象：55歳以上の脳MRI検査が含まれるコースの方

ＰＥＴがん検診（脳検査受診者）
ＰＥＴベーシック（脳検査受診者）
ＰＥＴエグゼクティブ / エグゼクティブプラス
ＭＲＩ脳検診
脳ドック

3,000円
(税込3,300円)

9
動脈硬化検査
　　　＋
アルツハイマー病リスク評価

動脈硬化検査＋ブイエスラド
血管年齢を測定する動脈硬化検査と、脳（海馬傍回）の萎縮を見るアルツハイマー病リスク評価
のセットです。
※対象：55歳以上の脳MRI検査が含まれるコースの方

ＰＥＴがん検診（脳検査受診者）
ＰＥＴベーシック（脳検査受診者）
ＰＥＴエグゼクティブ / エグゼクティブプラス
ＭＲＩ脳検診
脳ドック

5,000円
(税込5,500円)

10 追加腫瘍マーカー

血液
　ＮＣＣーＳＴ－４３９「膵・胆道・乳」
　ＰｒｏＧＲＰ「肺」
　ＰＩＶＫＡ－Ⅱ「肝臓」
　抗ｐ５３抗体「食道・大腸・乳」
　ＳＣＣ抗原「肺・子宮・食道」

腫瘍マーカーを5項目追加し、悪性腫瘍（がん）の有無や種類を調べます。
ＰＥＴベーシック
ＰＥＴエグゼクティブ / エグゼクティブプラス

20,000円
(税込22,000円)

ＰＥＴがん検診
33,000円

(税込36,300円)

ＰＥＴベーシック
ＰＥＴエグゼクティブ / エグゼクティブプラス
ＰＥＴロイヤル / ロイヤルプラス
ＰＥＴシュプリーム

28,000円
(税込30,800円)

         ＬＳＩ札幌クリニック　オプション検査項目一覧表

11
膵臓ＭＲＩ検査
　※要事前予約

膵臓ＭＲＩ
膵臓超音波

ＭＲＩ、超音波検査を用いて、膵臓がんのリスクとなる、膵のう胞性病変の有無を調べます。
※検査当日、鉄剤を含む造影剤を100㏄ ほど飲んでいただきます。
鉄過敏症（発疹・かゆみ）の既往がある方、治療を受けている方は事前にお知らせください。
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         ＬＳＩ札幌クリニック　オプション検査項目一覧表

12 心臓検査１

心臓超音波
血液（ＢＮＰ、ＣＫＭＢ）
心電図

心臓超音波では心臓の大きさや動き・壁の厚さなどを調べます。血液検査では心不全や急性心筋
障害の有無について調べます。

ＰＥＴベーシック
ＰＥＴエグゼクティブ

20,000円
(税込22,000円)

13
心臓検査２
　※要事前予約

心筋ＳＰＥＣＴ（ＢＭＩＰＰ）
心臓超音波
血液（ＢＮＰ、ＣＫＭＢ）
心電図

心臓検査１に加えて心筋の脂肪酸代謝を調べます。運動・薬剤負荷をかけずに、
安全に虚血性心疾患や心筋症の検査を行うスクリーニング検査です。

ＰＥＴベーシック
140,000円

(税込154,000円)

14
上部消化管内視鏡検査
（胃カメラ）
　※要事前予約

上部消化管内視鏡（胃カメラ） 内視鏡を用いて食道・胃・十二指腸を直接観察し、病変の有無を調べます。
ＰＥＴベーシック
ＰＥＴエグゼクティブ / エグゼクティブプラス

25,000円
(税込27,500円)

15
下部消化管内視鏡検査
（大腸カメラ）
　※要事前予約

下部消化管内視鏡（大腸カメラ）
（さっぽろ大通り内視鏡クリニックにて受診）

内視鏡を用いて大腸を直接観察し、病変の有無を調べます。
※PETコースとは別日で検査を行います。

ＰＥＴベーシック
ＰＥＴエグゼクティブ / エグゼクティブプラス

30,000円
(税込33,000円)

16
下腹部ＭＲＩ検査
　※要事前予約

下腹部ＭＲＩ
ＭＲＩを用いて下腹部を撮影します。
主に男性は前立腺や膀胱など、女性は子宮、卵巣、膀胱などの病変を調べます。
※特に女性の子宮・卵巣の詳しい評価を得意としています。

ＰＥＴベーシック
25,000円

(税込27,500円)

17 健康診断セット

身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲）、視力、聴力、
心電図、尿（尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿ウロビリノーゲ
ン・尿ビリルビン・尿比重・尿ＰＨ・尿ケトン体・尿沈
渣）、医師による診察

ＰＥＴベーシックに一般の健康診断の項目を追加します。
年に一度の会社の健康診断として受診したい方にもおすすめです。

ＰＥＴベーシック
10,000円

(税込11,000円)

18 付加健診セット
眼底
眼圧
呼吸機能

眼底：眼底カメラを用いて緑内障や動脈硬化などの病変の有無を調べます。
眼圧：眼圧計を用いて緑内障や網膜剥離などの病変の有無を調べます。
呼吸機能：肺の機能や病気の有無を調べます。

ＰＥＴベーシック
ＰＥＴエグゼクティブ / エグゼクティブプラス

20,000円
(税込22,000円)

19 骨密度検査 骨密度
骨を構成しているカルシウムなどの量（骨量）を測り、骨の強度を調べます。骨粗しょう症の早
期発見に有効な検査です。

ＰＥＴベーシック
ＰＥＴエグゼクティブ / エグゼクティブプラス

5,000円
(税込5,500円)

20
乳がん検査
　※要事前予約

乳房ＭＲＩ
乳腺超音波

痛み・被ばくを伴わないＭＲＩ、超音波検査を用いて、乳房内の腫瘤（しこり）の有無を調べま
す。
※女性技師が担当します。

全コース（脳ドック、ＭＲＩ脳検診、ＬＳＩ膵がん検
診を除く）

30,000円
(税込33,000円)

21
子宮頚がん検査
　※要事前予約

子宮頚部細胞診
経膣超音波

子宮頚部細胞診と経膣超音波で子宮頚がんの有無を調べます。
※女性医師が担当します。

ＰＥＴがん検診
ＰＥＴベーシック
ＰＥＴエグゼクティブ / エグゼクティブプラス
ＰＥＴロイヤル / ロイヤルプラス
ＰＥＴシュプリーム
ＬＳＩ乳がん検診
受診の女性

10,000円
(税込11,000円)

22
ヒトパピローマウイルス検査
　※要事前予約

ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ） 子宮頚がんの原因と言われているヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染の有無を調べます。 「子宮頚がん検査」受診者
8,500円

(税込9,350円)

ＰＥＴベーシック受診の女性
70,000円

(税込77,000円)

ＰＥＴエグゼクティブ / エグゼクティブプラス
ＰＥＴロイヤル / ロイヤルプラス
ＰＥＴシュプリーム
受診の女性

45,000円
(税込49,500円)

23
新レディースセット
　※要事前予約

乳房ＭＲＩ
乳腺超音波
子宮頚部細胞診
経膣超音波
ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）
下腹部ＭＲＩ
骨密度

乳房ＭＲＩ検査が追加された新しい女性専用のオプション検査セットです。
セット価格にてご提供しております。

※女性医師と女性技師が担当します。
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