アレルギーの原因を知りたい

料金はすべて税別です。

アレルギー検査

（学童・成人）

アレルギー疾患を改善するためには、
その原因物質を見つ
け出すことが重要です。
喘息、
花粉症、
皮膚炎など、
様々なア
レルギー性疾患の原因物質を調べる血液検査を行います。

■ アレルギー性喘息
（学童・成人）

アトピー性皮膚炎や接触性皮膚炎など、
皮膚のアレルギーを引き
起こす原因物質を調べます。

8,000 円

OPTION MENU INFORMATION

6,000 円

■ 食物系アレルギー

物質を突き止めます。

近年、
増えているといわれる食物系アレルギー。
検査で原因となる
食品を特定します。

【検査項目】 ヤケヒョウヒダニ / 動物上皮（マルチ）/ スギ /
カモガヤ / ガ / ユリスカ（成虫）/ カビ（マルチ）

（通年性）

オプションメニューのご案内

【検査項目】 ヤケヒョウヒダニ / アスペルギルス / カンジダ /
ピティロスポリウム / 卵白 / 小麦 / 米

咳や痰、
息切れ、
呼吸困難などの喘息症状を引き起こすアレルギー

■ アレルギー性鼻炎

6,000 円

■ アレルギー性皮膚炎

【検査項目】 卵白 / 牛乳 / 小麦 / ソバ / ピーナッツ / エビ / イクラ

6,000 円

くしゃみ、
鼻水、
鼻のかゆみ、
鼻づまりなどのアレルギー症状が年
間を通して起こる方に。
その原因物質を調べます。

【検査項目】 ヤケヒョウヒダニ / 動物上皮（マルチ）/ スギ /
カモガヤ / オオアワガエリ / ブタクサ / ガ

健康診断をアップグレード
● お申し込み

● アクセス

事前にお電話でお申込みください。

江戸橋

茅場町
永代通り

（検査当日のお申し込みの場合、
追加できない検査がございます）
←神田

TEL.03-5288-0610
月〜金
土

JX ビル

9：00 〜 17：00（受付 8：30 〜 16：30）
9：00 〜 13：00（受付 8：30 〜 12：30）

日本
ビル

朝日生命 B7
ビル 出口

到着バスターミナル
呉服橋
バス停

八重洲口駅前広場
２F：スターバックス
１F：コンビニ

大丸

日本橋口

北口

※ お支払いは現金、
各種クレジットカードがご利用になれます。
NTT
アーバン
ネット

大手町駅

新大手町
ビル

東西線 大手町駅

● 休診日

半蔵門線

※ 健康保険組合など、
ご契約団体の方は所定の
手続きをおとりください。

榊原サピアタワークリニック
（サピアタワー７F）

中央口

JR 東京駅 八重洲口

丸の内オアゾ

丸の内線

第２土曜・日曜・祝祭日
■ 不明点、
ご質問などがありましたら、
受付、
お電話でお気軽におたずねください。

サピアタワー 1Fよりホテル専用エレベーターにて7Fにお越しください。
◎ JR 東京駅 八重洲日本橋口より徒歩 1 分
◎ 地下鉄東西線・丸ノ内線・半蔵門線・千代田線、都営三田線
大手町駅 B7 出口より徒歩 1 分

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1 丁目 7-12 サピアタワー 7F
TEL.03-5288-0011（代表） http://sapiatower-clinic.jp

オプションメニューをご利用いただければ検診はさらに安心です。
榊原サピアタワークリニックでは、
定期健康診断や人間ドックメニューに追加できる
多彩なオプションメニューをご用意しております。
気になる病気・部位などに応じて、
あなたに適したオプションをお選びください。

がんが心配

脳・心臓の病気が心配

料金はすべて税別です。

腫瘍マーカー検査

脳梗塞・心筋梗塞マーカー

12,000 円

がんが発生することで、
がん細胞や正常細胞が血液中に出
す物質を測定する検査です。
がんの種類に応じた、
さまざま
な検査があります。

血液中の酸化LDLとそのレセプターであるLOX-1を測定す
ることで、
動脈硬化の進行状況を計測し、
脳梗塞・心筋梗塞
の発症リスクを診断します。

料金はすべて税別です。

子宮がん検診

4,000 円

（内診・頸部細胞診）

子宮頸がんは性経験のある方なら20代後半より罹患リス
クが高まります。
短時間で済み、
痛みも少ない検査ですので
定期的な受診をおすすめします。

胃がんリスク検査

5,000 円

（ABC検診）

胃がんを発症させる原因のひとつであるヘリコバクター・
ピロリ検査と、
胃で分泌される消化酵素であるペプシノゲ
ンの値を検査し、
胃の健康度
（胃炎、
胃潰瘍、
胃がんなどの兆
候がないか）
を調べます。
【検査項目】 ヘリコバクター ・ ピロリ抗体 IgG/ ペプシノゲン

乳がん検診

各

【検査項目】 LOX-index

■ 肺がんが心配な方

8,000 円

肺がんの発見に有用な腫瘍マーカー 5種類のセットです。
喫煙者

6,000 円

の方など、
肺がんリスクの高い方におすすめします。

【検査項目】 SLX/SCC/CYFRA/NSE/ProGRP

乳がんは女性が罹患するがんにおいてトップに位置するが
んです。
早期に発見できれば治癒の可能性が高いため、
精
密な検診を定期的に受けることが大切です。

■ 消化器がんが心配な方

8,000 円

膵臓がん、
胃がん、
大腸がんなど消化器のがんの発見に有用な6種
類の腫瘍マーカーのオプション検査です。

【検査項目】 CEA/CA19-9/AFP/DUPAN2/エラスターゼ1/p53抗体

大腸3D-CT検査

40,000

円

64列マルチスライスCTで大腸を撮影し、
コンピュータで
3D画像化することで異常を見つける新しい検査です。
所要
時間は約1時間で、
苦痛の少ない検査方法です。

■ 触診・マンモグラフィ
触診および乳がんの早期発見に有用な高性能マンモグラフィ装置

3D-CTによるバーチャル内視鏡画像

内視鏡画像

を使用し検査します。

■ 婦人科がんが心配な方

メタボリック検査

8,000 円

5,000 円

瘍マーカーのオプション検査です。

CTによる内臓脂肪、
皮下脂肪の測定、
脂肪細胞が分泌する
善玉ホルモンであるアディポネクチンを測定し、
メタボ
リックシンドロームの兆候について調べます。

【検査項目】 CA125/NCC-ST-439/CA15-3/BCA225/CA72-4/STN

【検査項目】 内臓脂肪検査 / アディポネクチン

乳がん、
子宮がん、
卵巣がんなど女性のがんに特化した6種類の腫

■ 前立腺がんが心配な方

2,000 円

前立腺がんの早期発見に役立つ血液検査です。
罹患リスクが高ま
る50代以降の男性に、
定期的な受診をおすすめしています。

■ 触診・超音波

【検査項目】 PSA

痛みのない超音波診断装置を使用。
エックス線による被ばくもあ
りませんので、
出産経験のない若い女性におすすめです。

肺がん検診

（64列マルチスライスCT）

10,000

円

高精度CTを使用し単純エックス線では難しい早期の肺が
んを調べます。
長年タバコを吸っている方、
身内にがん経験
者がいる方など、
肺がんが気になる方におすすめです。

この検査で画面中央のポリープ
が見つかり、
至急、
当院で大腸内
視鏡検査が予定されました。

大腸3D-CT 検査で見つかったポ
リープが内視鏡で確認され、
直ち
に内視鏡的に切除されました。

下部消化管内視鏡検査

（大腸内視鏡検査）

25,000 円

大腸がんの早期発見に威力を発揮する検査です。
大腸をよ
り詳しく調べたい方、
大腸3D−CT検査を定期的に受けてい
る方などにおすすめです。

骨粗鬆症やバセドウ病などが心配
甲状腺検査

料金はすべて税別です。

5,000 円

新陳代謝に関わりが深く、
動脈硬化とも関わる甲状腺機能
の異常を検査します。
甲状腺ホルモン量の測定、
甲状腺が
ん、
甲状腺炎などに関わる血液検査を行います。
【検査項目】 TSH/FT3/FT4/ サイログロブリン

骨塩測定検査

4,000 円

骨粗鬆症や代謝性骨疾患の早期発見に役立つ検査です。
エックス線を使用して、
骨に含まれるカルシウムなどのミ
ネラル量を測定します。

