
  

なんとなくのその不調、
女性ホルモンの影響かもしれません

ホルモンマネジメントはじめませんか？

自覚症状がなかったり、大人になって急に
喘息や食物アレルギーになることも

※ 妊娠中、ホルモン剤を服用中の方はご受診いただけません。ホルモン剤を服用されている方は、中止してから最低でも1カ月ほどあけていただいてからの受診をおすすめいたします。

※当クリニックではアレルギーの専門的な治療は行っておりません。検査結果につきましては専門医へご相談いただくようお願いいたします。

＊婦人科診療日のみ実施（木曜日の午後は婦人科は休診です）
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女性向け検査

マンモグラフィ 
(両側2方向)

●乳がん
乳房専用のX線検査です。乳腺のしこり(腫瘍)やひきつれ、石灰化などを
調べます。超音波でわかりにくい乳がんの検出に有用です。
※40歳以上の方におすすめです。20代、30代の方はマンモグラフィより
も乳房超音波をおすすめします。

●乳がん
超音波で乳腺(しこりの有無、しこりの状態や大きさなど)を調べます。
※年齢に関係なく検査可能です。※20代、30代の方にもおすすめです。

＊子宮頸部細胞診 ●子宮頸がん
子宮頸部の粘膜から採取した細胞からがん細胞の有無を調べます。 

＊経腟超音波 ●子宮筋腫・子宮内膜症・卵巣がん・卵巣のう腫 など
超音波で子宮・卵巣を調べます。

●子宮頸がん
子宮頸がんの原因であるヒト・パピローマウイルスに感染しているかどうかを
調べます。

＊HPV(ヒト・パピローマウイルス)
※必ず「子宮頸部細胞診」検査とセットでご受診ください。

＊子宮体部細胞診
※必ず「経腟超音波」検査とセットでご受診ください。

●子宮体がん
子宮内膜の細胞の一部を採取し、がん細胞の有無を調べます。
※不正出血のある方や閉経後の方におすすめです。

卵巣がん腫瘍マーカー [CA125] 
卵巣がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。

AMH(卵巣予備能）検査 卵巣に残された卵子数の目安を調べます。ライフプラン設計の目安として
お役立ていただけます。

[エクオール]
女性ホルモンとよく似た働きをする「大豆イソフラボン」の健康効果が効率よく
得られる体質であるかを調べます。若い世代の方、男性にもおすすめの検
査です。※エクオール(含有)サプリメント内服中の方はご相談ください。

更年期診断パック
[エクオール・骨密度・血圧脈波・問診]
ご自身の症状が更年期症状にあたるのかをお調べし、現在の症状を改善する
ための有効な対策をご提案いたします。
※エクオール(含有)サプリメント内服中の方はご相談ください。

大人女性のココロとカラダにまつわる情報を発信中

働く大人の女性医療メディア

エクオール検査
※専用尿検体容器にて検査当日に採尿していただきます。

検査を希望される場合、医師の判断で生理期間中でも検査を実施する場合がございます。

女性ホルモンの分泌量は20代半ばをピークに減少し、心身にさまざまな
不調が表れます。頭痛・肌荒れ・髪のパサつき・疲れ・冷え・生理不順…
忙しさやただの疲れかと見過ごしているその不調は「女性ホルモン」が乱
れているサインかもしれません。この検査では、血液で今のあなたの女性
ホルモンの状態をお調べし、生理周期などを考慮した上で婦人科医が総
合的に判断いたします。

私たちの身の周りのいたるところに存在するアレルギーの原因物質。目の充血や鼻水、皮膚のかゆみなどといった軽い症状も、実はア
レルギーが原因ということもあります。アレルギーの発症を防いだり、症状を抑えるセルフケアとして大切なのはアレルギーの原因物
質を特定し、接触を避ける・遠ざけること。この検査では、室内塵や花粉、食品表示義務7品目を含む「吸入系」と「食物系」の計39種類
のアレルギーの原因物質を一度に測定。原因を知ることで、アレルギーを引き起こすものから避けるなど予防ができるようになります。

女性ホルモン検査セット 16,500円(税込)

アレルギー検査 View39 15,400円(税込)

大人妊活、更年期、エイジングケア…
「ILACY（アイラシイ）」は、レースのように繊細にゆらぐ
大人女性の体の悩みにこたえる女性医療・ヘルスケア情報サイトです。
当クリニック婦人科 吉形玲美医師の監修ページも。
毎日の生活の中で活かせる情報が満載です。

アレルギー検査V i ew39

女性向けホルモン検査セット

この検査で調べる女性ホルモン

ilacy.jp

オプション項目 税込価格

5,500円

5,500円

5,500円

5,500円

5,500円

7,700円

女性ホルモン検査セット

[E2・P4・FSH・LH・PRL]
血中のホルモン値を測定し、卵巣機能を調べます。月経不順や更年期症状が
気になる方におすすめです。
※ホルモン剤を服用されている方は、中止されてから最低でも1カ月ほどあけ
ていただいてからの検査をおすすめしております。

16,500円

3,300円

7,700円

4,950円

9,900円
参考：女性ホルモンの分泌量

いつまでも美しく。そして健やかに輝き続けるために

特定の食べ物や花粉に対するアレルギーの有無の目安に

検査項目

・卵 胞 ホ ル モン（ E 2 ） 
・黄 体 ホ ル モン（P 4） 
・卵胞刺激ホルモン（FSH） 
・黄体形成ホルモン（LH） 
・プロラクチン（P R L） 

女性らしさをつくるホルモン
発育した卵胞の排卵を促すホルモン
卵胞ホルモンの分泌を促すホルモン
女性らしい体をつくるホルモン
出産後に母乳を出すためのホルモン

女性の皆さまに安心してご受診いただくために、検査はすべて女性の医師・スタッフが対応いたします。
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吸入系アレルゲン 食物系アレルゲン

室内塵

動物

昆虫

樹木

草本類

空中真菌

真菌 その他

ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト1

ネコ・イヌ

ガ・ゴキブリ

スギ・ヒノキ・ハンノキ・シラカンバ

カモガヤ・オオアワガエリ・ブタクサ・ヨモギ

アルテルナリア（ススカビ） 
アスペルギルス（コウジカビ）

カンジダ・マラセチア・ラテックス

卵白・オボムコイド

ミルク

小麦

ピーナッツ・大豆・ソバ・ゴマ・米

エビ・カニ

キウイ・リンゴ・バナナ

マグロ・サケ・サバ・牛肉・鶏肉・豚肉

卵

牛乳

小麦

豆・穀・種実類

甲殻類

果物

魚・肉類

乳房超音波
注意：当日の追加はできません。

6,600円甲状腺ホルモン
●バセドウ病・橋本病など [TSH・Free-T3・Free-T4]
甲状腺のホルモンの値を測定し、甲状腺機能を調べます。甲状腺異常は、う
つ・むくみ・月経異常などにもつながります。特に女性の場合は、自覚症状が
なくても5年に1度の検査をおすすめします。

甲状腺
検査の説明    ［ ］内：検査項目
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腫瘍マーカーフルセット（男性）

腫瘍マーカーフルセット（女性）

肺がん 腫瘍マーカーセット

肝臓・すい臓がん 腫瘍マーカーセット

肝細胞がん 腫瘍マーカーセット

消化器がん 腫瘍マーカーセット

税込価格 検査の説明    ［ ］内：検査項目

23,650円

4,950円

5,500円

8,800円

8,800円

23,650円

10,613円

3,300円

4,950円

4,950円

3,300円

15,400円

7,700円

[CEA・CA19-9] 
消化器がん（大腸・直腸・胃・すい臓・胆のう・胆管）・肺がん・乳がん・卵巣がんの
検出に有用な腫瘍マーカーセットです。

[AFP・エラスターゼ１・CA19-9] 
肝臓がん・すい臓がんの検出に有用な腫瘍マーカーセットです。

[SCC・CYFRA・Pro-GRP] 
肺がんの検出に有用な腫瘍マーカーセットですが、食道がん・頭頸部領域が
ん・子宮頸がん・皮膚がんの検出にも役立ちます。

[CA125・SCC・CYFRA・Pro-GRP・CEA・CA19-9・AFP・PIVKA-Ⅱ・エラスタ
ーゼ1]卵巣がんの検出に有用な腫瘍マーカーを含むセットです。

[PSA・SCC・CYFRA・Pro-GRP・CEA・CA19-9・AFP・PIVKA-Ⅱ・エラスタ
ーゼ1]前立腺がんの検出に有用な腫瘍マーカーを含むセットです。

[AFP・PIVKA-Ⅱ] 
肝細胞がんの検出に有用な腫瘍マーカーセットです。

肺がんセット

●動脈硬化など [PWV/ABI]
左右の上腕部と左右の足首の血圧と脈波を同時に測定し、血管の硬さや
詰まり具合から動脈硬化の危険性や血管年齢を調べます。

血圧脈波

14,300円 
動脈硬化の原因物質を測定し、脳梗塞・心筋梗塞の将来の発病リスクを予
測する検査です。次に該当する方は正確な数値が出ない可能性があるため
検査をおすすめしておりません。 
◎妊娠中または妊娠の可能性がある方　◎出産後3ヵ月以内の方　
◎関節リウマチの方　◎すでに脳梗塞・心筋梗塞の治療中の方

ロックス・インデックス
LOX-index®検査　

エクオール検査
※専用尿検体容器にて検査当日に採尿していただきます。

[エクオール]
女性ホルモンと似た働きをする「大豆イソフラボン」の健康効果が効率よく得ら
れる体質であるかを調べます。若い世代の方、男性にもおすすめの検査です。
※エクオール（含有）サプリメント内服中の方はご相談ください。

5,500円骨代謝マーカーセット

［total P1NP、TRACP-5b、PTH-intact］
骨の健康状態を調べる3種類の骨代謝マーカーをセットにしました。骨形成の
働きをする骨形成マーカー(total P1NP)、骨吸収マーカー(TRACP-5b)は
骨を破壊するときにつくられる物質です。血中カルシウム濃度を上昇させる副
甲状腺ホルモン(PTH-intact)が過剰な場合は骨がもろくなります。

7,700円骨粗しょう症セット
［骨密度測定、total P1NP、TRACP-5b、PTH-intact］
骨量の低下と骨の健康状態を調べることができます。現状の骨量を調べる骨
密度測定と併せて、骨の健康状態を調べる3種類の骨代謝マーカーをセットに
しました。

●骨粗しょう症
X線の撮影（DEXA法）で現状の骨密度を測定します。骨粗しょう症の診断
に有用です。

ビタミンD欠乏症検査
[ビタミンＤ]
現代人の多くは過度な紫外線対策や無理なダイエット等によりビタミンDが
欠乏しがちです。ビタミンD不足はがんや生活習慣病の発症リスクが高くなる
ほか、特に女性は将来不妊につながるとも言われています。

骨密度測定

アレルギー検査 View39

アレルギー症状の主要な原因39項目を調べます。
【吸入系アレルゲン】室内塵（ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト1）、動物（ネコ皮屑・イヌ皮屑）、昆虫（ゴキブリ・
ガ）、樹木（スギ・ヒノキ・ハンノキ（属）・シラカンバ（属）、草本類（カモガヤ・オオアワガエリ・ブタクサ・ヨモ
ギ）、空中真菌（アルテルナリア・アスペルギルス）、真菌その他（カンジダ・マラセチア（属）・ラテックス）

【食物系アレルゲン】卵（卵白・オボムコイド）、ミルク、小麦、豆、穀・種実類（大豆・ソバ・ピーナッツ・米・ゴ
マ）、甲殻類（エビ・カニ）、果物（キウイ・リンゴ・バナナ）、魚・肉類（鶏肉・牛肉・豚肉・マグロ・サケ・サバ）

6,600円新型コロナウイルス
中和抗体検査

ワクチン接種の効果で中和抗体が得られているか中和抗体価を測定します。

14,300円

［HCV抗体・HBs抗原（定性）・HIV抗体・梅毒・風疹/IgG-EIA・麻疹／IgG-EIA・
クラミジア**]
性感染症の感染のほか、近年ワクチン接種歴のない若年成人の間で流行がある
感染症に対する免疫能、性感染症の有無を調べます。男性・女性どちらも検査可
能です。妊娠中の感染が胎児に悪影響を与えるウイルスもありますので、抗体価
を把握しておかれることをお勧めします。各検査は単体でも検査可能です。
**クラミジア検査：男性は尿検査（院内採尿）、女性は膣分泌液（婦人科医
採取）にて調べます。

リウマチ [リウマチ因子（RF）・抗CCP・CRP]
関節リウマチ診断の参考になります。

腫瘍マーカー がんの補助診断に用いられる腫瘍マーカーは、検査を組み合わせることでより有用な検査結果を得ることができます。
単体でもご用意しておりますので、詳しくはお問い合わせください。

※喀痰細胞診検査は専用検体容器あり

浜松町ハマサイトクリニック 

健診・人間ドック オプション検査 03-5413-0049
ライフスタイルに合わせてお選びいただき、病気の早期発見にお役立てください。
当日お申し込み可能な検査は、同封の「当日お申し込み可能な検査」オーダーシートにチェックを入れ、検査当日受付にご提出ください。

予 約 制 平日9:00-17:00電話受付
時     間：

肺

そ の 他

エイジングケア

●肺がん・呼吸器疾患など [SCC・CYFRA・Pro-GRP・喀痰細胞診]
肺がんの検出に有用な腫瘍マーカー検査と喀痰細胞診検査のセットです。
喀痰細胞診検査は、事前に3日間にわたり痰を採取いただき、痰に含まれて
いる細胞を調べます。

動 脈 硬 化・脳・心 臓

消化器　（胃部・腹部）

上部消化管X線造影 
（胃バリウム）

14,300円 ●食道・胃・十二指腸のがんや潰瘍・ポリープ など　 
バリウム（造影剤）を飲んで、食道・胃・十二指腸の状態を調べます。

胃がんリスク(ABC分類） 4,400円

3,300円

1,100円

●胃がん [ペプシノゲン・血中ピロリ抗体] 
血中の「ピロリ抗体」の有無と「ペプシノゲン」の陰性・陽性の組み合わせによ
り、胃がん発症のリスクをA・B・C・Dの4群に分類して評価します。

●胃がん・胃潰瘍 など　
血中のピロリ抗体の有無を調べます。ピロリ菌はヒトの胃粘膜に棲み、胃の炎症
を起こす菌です。過去にピロリ菌の検査を行ったことのない方におすすめです。

●萎縮性胃炎 など　
胃粘膜の炎症と萎縮の状態を調べます。ペプシノゲン

血中ピロリ抗体

腹部超音波 6,600円
●脂肪肝・胆石・すい臓がん など　
超音波で腹部臓器（肝臓・胆嚢・すい臓・腎臓・脾臓）の形や大きさ、腫瘍（良
性・悪性）の有無、胆石や腎臓結石などを調べます。

エラスターゼ１ 3,300円 すい炎・すい臓がんの検出に有用なマーカーです。

便潜血検査（2回法） 2,200円
●大腸がん・大腸ポリープ など　
事前に2回分の便を採取していただき、便中に血液が含まれているかどうか
を調べます。※専用検体容器あり

HHC-01-230401

感染症セット＊

注意：当日の追加はできません。

＊婦人科診療日のみ実施（木曜日の午後は婦人科は休診です）

NEW

NEW


