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まずはお試しから・・・
 SBIメディック会員サービス体験プラン　

大腸3D-CT検査
日本人の男女ともに罹患率の高い大腸がんの発見が可能です。当日
の検査時間は約 15 分。検査のための下剤は、前日少量の服用のみ。
当日、大量の下剤の服用は不要で、わずかなチューブの挿入で検査が
できます。

胃部内視鏡
40歳以上の男性では、胃・大腸・肝臓など消化器系のがんが死亡の多
くを占めています。年に一度の精密な検査をおすすめします。患者
さまのご要望や体質に合わせ、鎮静剤を使用して検査を行います。

頭頚部MRI/MRA
鮮明な画像が得られるため脳卒中・脳動脈瘤・脳腫瘍などの早期診
断に有効です。

心臓超音波検査
東京国際クリニックが特に力を入れる循環器検査の一つ。胸部 CT に
加え、心臓弁の開閉の状態を調べる専門性が必要な分野です。

腫瘍マーカー
男性は5種類・女性は6種類と、多数のマーカーでがんを早期にスクリー
ニングします。

アンチエイジング系検査

胸部を多方向から撮影し、肺炎や肺がんなどの早期発見に有効です。

婦人科検査（上記料金に含まれます）
乳がんや子宮がん、子宮筋腫の検査を行います。
検査に関わる医師やスタッフはすべて女性です。

胸部CT検査

「東京国際クリニック」では、『医師』・『読影医』・『放射線技師』・『AI（人
工知能』の4人の目で画像診断を行える体制を整えております。

●適切な医師＆病院へのご案内
東大病院との連携、その他多くの医療機関への紹介実績がございます。

●疾患を見逃さない体制づくり

「酸化度検査」または「点滴治療」のいずれかお選びいただけます。
※「点滴治療」は『ビタミンMIX点滴』、『強力ニンニク点滴』、『美肌・
美白点滴』、『肝臓サポート点滴』、『脂肪燃焼点滴』の中からお選び
いただけます。　　　　　　　　　　　　　　

肌・毛髪など
毛髪やシワ・シミ・肝斑治療などのご相談に応じます。

～これからは「発見」と「治療」の2人の主治医が必要な時代～

ご予約・お問合せの際、SBIメディックHPをご覧になった旨をお伝えください

検  査  の  特  徴

遺伝子検査（マイクロアレイ血液検査）
マイクロアレイ血液検査は、血液ががん細胞に反応する  状況を遺伝
子レベルでとらえることができる検査です。     特に、消化器系（胃、
大腸、膵臓、胆道）のがんに対して   9 割の高い感度を示します。

① 「大腸 CT検査」選択　■ 料金：195,000円（税込）/ ■ 所要時間 : 約５時間

② 「遺伝子検査」選択       ■ 料金：250,000円（税込）/ ■ 所要時間 : 約 3.5時間

※①選択の場合

※②選択の場合

※所要時間は、混雑の状況によって遅れることもございます。



メディック体験ドック 

所要時間 約 3.5時間 

男性、遺伝子検査選択 

検 査 項 目 内      容 

内科診察 問診、聴診 

身体計測 身長、体重、体脂肪率、BMI、腹囲、血圧 

眼科系検査 視力（自動視力計）、眼底（左右・無散瞳）、眼圧（左右） 

聴力 オージオメーター（1000・4000Hz） 

尿検査 尿一般（蛋白、糖、潜血） 

頭頚部検査 頚動脈エコー、頭部 MRI・MRA、頚部 MRA 

胸部検査 肺機能検査（スパイロメーター）、X 線直接撮影、CT 検査 

胃部検査 胃部内視鏡検査（経鼻あるいは経口） 

血管系検査 血圧脈波検査（CAVI/ABI） 

心臓検査 安静時 12 誘導心電図、心臓超音波 

大腸検査（遺伝子検査） マイクロアレイ RNA 血液検査  

※消化器系（胃がん、大腸がん、膵臓がん、胆道がん）のがんに対して 9 割の高い感度を示します。 

腹部臓器検査 腹部超音波検査（肝・胆・膵・脾・腎） 

血液検査 血液一般：赤血球数、血色素量（ヘモグロビン）、ヘマトクリット値、MCV・MCH・MCHC、     

白血球数、血小板数、フィブリノーゲン 

肝機能：総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT、LDH、ALP、 

コリンエステラーゼ 

膵機能：血清アミラーゼ 

腎機能：尿素窒素、血清クレアチニン 

痛風検査：尿酸 

脂質：総コレステロール、LDL コレステロール、HDL コレステロール、中性脂肪 

糖尿病検査：血糖（空腹時）、HbA1c 

炎症反応：CRP 

リウマチ反応：RA（定性） 

甲状腺：TSH、FT3、FT4 

感染症：HBs 抗原、HBs 抗体、HCV 抗体、TPLA、RPR 

腫瘍マーカー CEA、SCC、CA19-9、AFP、PSA 

アンチエイジング系検査 糖化度検査または、抗酸化力検査 ※点滴治療への変更が可能です 

形成外科 肌、髪などの無料診断 ※希望者予約制 

その他 胃・大腸内視鏡検査時の静脈注射 

検査当日は受診者様のあらゆるお身体の状態を考慮し、ご希望に添えない場合もございます。 

医師ならびにスタッフ一同、最善を尽くして対応させていただきます。 



メディック体験ドック 

所要時間 約 4時間 

女性、遺伝子検査選択 

検 査 項 目 内      容 

内科診察 問診、聴診 

身体計測 身長、体重、体脂肪率、BMI、腹囲、血圧 

眼科系検査 視力（自動視力計）、眼底（左右・無散瞳）、眼圧（左右） 

聴力 オージオメーター（1000・4000Hz） 

尿検査 尿一般（蛋白、糖、潜血） 

頭頚部検査 頚動脈エコー、頭部 MRI・MRA、頚部 MRA 

胸部検査 肺機能検査（スパイロメーター）、X 線直接撮影、CT 検査 

胃部検査 胃部内視鏡検査（経鼻あるいは経口） 

血管系検査 血圧脈波検査（CAVI/ABI） 

心臓検査 安静時 12 誘導心電図、心臓超音波 

大腸検査（遺伝子検査） マイクロアレイ RNA 血液検査  

※消化器系（胃がん、大腸がん、膵臓がん、胆道がん）のがんに対して 9 割の高い感度を示します。 

腹部臓器検査 腹部超音波検査（肝・胆・膵・脾・腎） 

婦人科検査（女性のみ） 乳腺超音波検査、マンモグラフィ、内診、乳房触診、経膣超音波検査、子宮頸部細胞診 

血液検査 血液一般：赤血球数、血色素量（ヘモグロビン）、ヘマトクリット値、MCV・MCH・MCHC、  

白血球数、血小板数、フィブリノーゲン 

肝機能：総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT、LDH、ALP、 

コリンエステラーゼ 

膵機能：血清アミラーゼ 

腎機能：尿素窒素、血清クレアチニン 

痛風検査：尿酸 

脂質：総コレステロール、LDL コレステロール、HDL コレステロール、中性脂肪 

糖尿病検査：血糖（空腹時）、HbA1c 

炎症反応：CRP 

リウマチ反応：RA（定性） 

甲状腺：TSH、FT3、FT4 

感染症：HBs 抗原、HBs 抗体、HCV 抗体、TPLA、RPR 

腫瘍マーカー CEA、SCC、CA19-9、AFP、CA125、CA15-3 

アンチエイジング系検査 糖化度検査または、抗酸化力検査 ※点滴治療への変更が可能です 

形成外科 肌、髪などの無料診断 ※希望者予約制 

その他 胃・大腸内視鏡検査時の静脈注射 

検査当日は受診者様のあらゆるお身体の状態を考慮し、ご希望に添えない場合もございます。 

医師ならびにスタッフ一同、最善を尽くして対応させていただきます。 



メディック体験ドック 

所要時間 約 5時間 

男性、大腸 CT 

検 査 項 目 内      容 

内科診察 問診、聴診 

身体計測 身長、体重、体脂肪率、BMI、腹囲、血圧 

眼科系検査 視力（自動視力計）、眼底（左右・無散瞳）、眼圧（左右） 

聴力 オージオメーター（1000・4000Hz） 

尿検査 尿一般（蛋白、糖、潜血） 

頭頚部検査 頚動脈エコー、頭部 MRI・MRA、頚部 MRA 

胸部検査 肺機能検査（スパイロメーター）、X 線直接撮影、CT 検査 

胃部検査 胃部内視鏡検査（経鼻あるいは経口） 

血管系検査 血圧脈波検査（CAVI/ABI） 

心臓検査 安静時 12 誘導心電図、心臓超音波 

大腸検査 大腸 CT（腹部 CT も兼ねる） 

腹部臓器検査 腹部超音波検査（肝・胆・膵・脾・腎） 

血液検査 血液一般：赤血球数、血色素量（ヘモグロビン）、ヘマトクリット値、MCV・MCH・MCHC、       

白血球数、血小板数、フィブリノーゲン 

肝機能：総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT、LDH、ALP、 

コリンエステラーゼ 

膵機能：血清アミラーゼ 

腎機能：尿素窒素、血清クレアチニン 

痛風検査：尿酸 

脂質：総コレステロール、LDL コレステロール、HDL コレステロール、中性脂肪 

糖尿病検査：血糖（空腹時）、HbA1c 

炎症反応：CRP 

リウマチ反応：RA（定性） 

甲状腺：TSH、FT3、FT4 

感染症：HBs 抗原、HBs 抗体、HCV 抗体、TPLA、RPR 

腫瘍マーカー CEA、SCC、CA19-9、AFP、PSA 

アンチエイジング系検査 糖化度検査または、抗酸化力検査 ※点滴治療への変更が可能です 

形成外科 肌、髪などの無料診断 ※希望者予約制 

その他 胃・大腸内視鏡検査時の静脈注射 

検査当日は受診者様のあらゆるお身体の状態を考慮し、ご希望に添えない場合もございます。 

医師ならびにスタッフ一同、最善を尽くして対応させていただきます。 

  



メディック体験ドック 

所要時間 約 5時間 

女性、大腸 CT 

検 査 項 目 内      容 

内科診察 問診、聴診 

身体計測 身長、体重、体脂肪率、BMI、腹囲、血圧 

眼科系検査 視力（自動視力計）、眼底（左右・無散瞳）、眼圧（左右） 

聴力 オージオメーター（1000・4000Hz） 

尿検査 尿一般（蛋白、糖、潜血） 

頭頚部検査 頚動脈エコー、頭部 MRI・MRA、頚部 MRA 

胸部検査 肺機能検査（スパイロメーター）、X 線直接撮影、CT 検査 

胃部検査 胃部内視鏡検査（経鼻あるいは経口） 

血管系検査 血圧脈波検査（CAVI/ABI） 

心臓検査 安静時 12 誘導心電図、心臓超音波 

大腸検査 大腸 CT（腹部 CT も兼ねる） 

腹部臓器検査 腹部超音波検査（肝・胆・膵・脾・腎） 

婦人科検査（女性のみ） 乳腺超音波検査、マンモグラフィ、内診、乳房触診、経膣超音波検査、子宮頸部細胞診 

血液検査 血液一般：赤血球数、血色素量（ヘモグロビン）、ヘマトクリット値、MCV・MCH・MCHC、       

白血球数、血小板数、フィブリノーゲン 

肝機能：総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT、LDH、ALP、 

コリンエステラーゼ 

膵機能：血清アミラーゼ 

腎機能：尿素窒素、血清クレアチニン 

痛風検査：尿酸 

脂質：総コレステロール、LDL コレステロール、HDL コレステロール、中性脂肪 

糖尿病検査：血糖（空腹時）、HbA1c 

炎症反応：CRP 

リウマチ反応：RA（定性） 

甲状腺：TSH、FT3、FT4 

感染症：HBs 抗原、HBs 抗体、HCV 抗体、TPLA、RPR 

腫瘍マーカー CEA、SCC、CA19-9、AFP、CA125、CA15-3 

アンチエイジング系検査 糖化度検査または、抗酸化力検査 ※点滴治療への変更が可能です 

形成外科 肌、髪などの無料診断 ※希望者予約制 

その他 胃・大腸内視鏡検査時の静脈注射 

検査当日は受診者様のあらゆるお身体の状態を考慮し、ご希望に添えない場合もございます。 

医師ならびにスタッフ一同、最善を尽くして対応させていただきます。 
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