
（1）記入例や、記入上の注意をよくお読みになり、下記項目を記入してください。
（2）記入漏れや記入内容が不明なものは無効となりますのでご注意ください。
（3）年度初めての予約時に【東プラ健診クリニック　支払い方法について】をご提出ください。（未提出の際は申込書が無効となります）
　　こちらの書類の提出は年度内一回でお願いいたします。
　　年度途中の支払い方法変更はできません。ご注意ください。

年度途中のお支払い方法の変更はできませんので、ご理解ください。

記入日　　2018年　　2月　4日

保険証記号 1234 事業所名称 ㈱○○プラスチックス

所在地

担当者名 山田　太郎 電話番号 03-1234-5678

①≪被保険者（本人）≫

1 人間ドック 基本料金 ¥10,000□当日窓口支払 □会社請求（月単位） □受診予定なし

2 胃部内視鏡検査 差替料金 ¥5,400□当日窓口支払 □会社請求（月単位）

3 オプション検査 □すべてのオプション検査

当日窓口支払 □すべてのオプション検査

会社請求（月単位） □

オプション検査によって異なる項目とお支払
い方法等の詳細をご記入ください

腫瘍ﾏｰｶｰＡ・Ｂセットのみ会社請求
その他オプション検査は窓口支払

1 生活習慣病予防健診 基本料金 ¥5,000□当日窓口支払 □会社請求（月単位） □受診予定なし

2 オプション検査 □すべてのオプション検査

当日窓口支払 □すべてのオプション検査

会社請求（月単位） □
オプション検査によって異なる項目とお支払
い方法等の詳細をご記入ください

1
簡易健診
　（2018年度の定期健診）

基本料金 ¥1,500□当日窓口支払 □会社請求（月単位） □受診予定なし

血液検査-1
（生活習慣病予防健診と同項目検査）

¥3,542□当日窓口支払 □会社請求（月単位）

心電図検査 ¥972□当日窓口支払 □会社請求（月単位）

聴力検査 ¥518□当日窓口支払 □会社請求（月単位）

便潜血検査 ¥972□当日窓口支払 □会社請求（月単位）

3 その他オプション検査 □すべてのオプション検査

当日窓口支払 □すべてのオプション検査

会社請求（月単位） □

オプション検査によって異なる項目とお支払
い方法等の詳細をご記入ください

子宮頸部細胞診・乳房超音波のみ会社請求
その他オプション検査は窓口支払

1
定期健診
　（2019年度新設コース）

基本料金 ¥6,381□当日窓口支払 □会社請求（月単位） □受診予定なし

2
※血液検査-2
（生活習慣病予防健診と同項目検査に
足りない項目を追加）

¥151□当日窓口支払 □会社請求（月単位）

3 便潜血検査 ¥972□当日窓口支払 □会社請求（月単位）

4 その他オプション検査 □すべてのオプション検査

当日窓口支払 □すべてのオプション検査

会社請求（月単位） □
オプション検査によって異なる項目とお支払
い方法等の詳細をご記入ください

※定期健診の基本項目の血液検査は、簡易健診（2018年度の定期健診）の血液オプション項目と異なります。同項目を希望の場合は、血液検査-2を追加してください。
検査項目については【東プラ健診クリニック　健診項目一覧　（2019年度）】をご確認ください。

オプション検査については
別紙オプション表をご参照
ください

支払方法についての記入注意点

東プラ健診クリニック　支払い方法について

2019年4月1日現在の金額です。消費税率変更の際には料金改定となる場合がありますので予めご了承ください。

オプション検査については
別紙オプション表をご参照
ください

　〒111-0052

東京都台東区柳橋1-1-4

本人・配偶者・家族　それぞれのお支払い方法を1行に1つずつチェックしてください。
オプション検査等、現時点で受診予定が無くても、受診者希望や医師の判断で追加する場合がありますのでご記入ください。

オプション検査については
別紙オプション表をご参照
ください

2 簡易健診オプション検査

★2019年度新設コース★　　血液検査・心電図・聴力検査を希望しない方は【簡易健診】を選択することも可能です。

オプション検査

オプション検査については
別紙オプション表をご参照
ください

健診ご担当者様 ※2019年度初めての申し込み時にご記入の上、ご送付ください。
【送付方法】 ★先行予約期間：ご郵送(郵便やメール便等)・持参 ★先行予約期間外：FAX

支払い方法

※クリニック使用欄 記入しないでください

記入方法について（記入見本）

※裏面もあります。
必ず確認の上、記入をお願い致します。

記入日の記入

太枠の中の記入

※裏面にも事業所記号と名称の記入欄が
あります。

事業所毎の記入をお願いします。

系列会社でお支払い方法が同一の場合も
それぞれ作成してください。

続柄・受診コース毎に基本料金お支払い方法に
ついて☑をしてください。

胃部内視鏡検査やオプション検査の

お支払い方法について☑をしてください。
現時点で受診予定が無い場合でも、
ご記入ください。
後から追加になる可能性があります。

オプション検査項目によって異なるお支
払い方法の場合は詳細をご記入くださ
い。

2019年度、受診予定が無い場合は、

受診予定なし欄に☑をお願いいたしま

す。
その際は下段の胃部内視鏡検査やオ
プション検査等の記入は不要です。

今年度初めて申込書を送付する際に必ずご送付ください！！ 【東プラ健診クリニック 支払い方法について】の

記入用紙は当健康保険組合のホームページより

ダウンロード可能です。

今年度は、同封している用紙をご使用いただいても

結構です。

※裏面もあります。
ご確認ください。
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保険証記号 1234 事業所名称 ㈱○○プラスチックス

②≪被扶養配偶者（配偶者）≫

1 人間ドック 基本料金 ¥10,000□当日窓口支払 □会社請求（月単位） □受診予定なし

2 胃部内視鏡検査 差替料金 ¥5,400□当日窓口支払 □会社請求（月単位）

3 オプション検査 □すべてのオプション検査

当日窓口支払 □すべてのオプション検査

会社請求（月単位） □
オプション検査によって異なる項目とお支払
い方法等の詳細をご記入ください

1 生活習慣病予防健診 基本料金 ¥5,000□当日窓口支払 □会社請求（月単位） □受診予定なし

2 生活習慣病予防健診（節目） 基本料金 ¥0

3 オプション検査 □すべてのオプション検査

当日窓口支払 □すべてのオプション検査

会社請求（月単位） □
オプション検査によって異なる項目とお支払
い方法等の詳細をご記入ください

③≪被扶養家族（家族）≫

1 生活習慣病予防健診 基本料金 ¥5,000□当日窓口支払 □会社請求（月単位） □受診予定なし

2 生活習慣病予防健診（節目） 基本料金 ¥0

3 オプション検査 □すべてのオプション検査

当日窓口支払 □すべてのオプション検査

会社請求（月単位） □
オプション検査によって異なる項目とお支払
い方法等の詳細をご記入ください

その他のお支払い方法
年齢対象外・年度内二度目・特殊健診等の受診予定がある場合はご記入ください。

オプション検査については
別紙オプション表をご参照
ください

※節目年齢の方は基本料金のお支払いはございません

オプション検査については
別紙オプション表をご参照
ください

※節目年齢の方は基本料金のお支払いはございません

オプション検査については
別紙オプション表をご参照
ください

太枠の中の記入

事業所毎の記入をお願いします。
系列会社でお支払い方法が同一の場
合も

それぞれ作成してください。

表面同様、続柄・受診コース毎にご記入く

ださい。

その他、お支払い方法についてご記
入ください。
現時点で分かる範囲で結構です。
年度内途中でお支払い方法の変更は
できませんのでご注意ください。

【記入例】
●年齢対象外（35歳未満のドック・生活習慣病予防健診）
健保補助使用。差額は全額会社請求

●年齢対象外（35歳以上の簡易健診・定期健診）
健保補助無し。全額会社請求

●海外赴任者の健康診断
基本料金は会社請求。胃部内視鏡・その他オプション検査は窓口支払

●年度内二度目健康診断
健保補助なし。全額会社請求

●特殊健診について
電離放射線健康診断：会社請求
有機溶剤健康診断：会社請求
特定化学物質健康診断：会社請求

●1名のみ支払方法が異なります。
保険証 記号1234 番号123 東プラ花子様のみ全額窓口支払
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簡易健診
2018年度までの定期健診

定期健診
2019年度新設コース 生活習慣病予防健診 人間ドック

医師診察 ◎ ◎ ◎ ◎

身長・体重・肥満度・ＢＭＩ ◎ ◎ ◎ ◎

体脂肪率 － － － ◎

腹囲 － ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

オージオ(1000Hz30dB,4000Hz40dB) OP ◎ ◎ ◎

会話法 ◎ － － －

尿蛋白定性・尿糖定性・尿潜血 ◎ ◎ ◎ ◎

ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ・PH・尿沈渣・尿比重 － － － ◎

◎ ◎ ◎ ◎

OP ◎ ◎ ◎

－ － － ◎

－ － ◎ ◎

－ － － 胃部Ｘ線から変更可

OP OP ◎ ◎

－ － － ◎

－ － － ◎

－ － － ◎

－ － － ◎

赤血球､ヘモグロビン OP（血液検査-1） ◎ ◎ ◎

白血球、ヘマトクリット､血小板数 OP（血液検査-1） OP（血液検査-2）※ ◎ ◎

MCV､MCH､MCHC OP（血液検査-1） OP（血液検査-2）※ ◎ ◎

血清鉄 － － － ◎

AST､ALT､γ-GTP OP（血液検査-1） ◎ ◎ ◎

ALP OP（血液検査-1） OP（血液検査-2）※ ◎ ◎

LDH､LAP､TP ◎

A/G比､ALB､T-BIL､AMY ◎

中性脂肪､HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ OP（血液検査-1） ◎ ◎ ◎

総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、nonHDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ OP（血液検査-1） OP（血液検査-2）※ ◎ ◎

ウィルス HBs抗原､HCV抗体 － － － ◎

腎機能 クレアチニン、eGFR OP（血液検査-1） OP（血液検査-2）※ ◎ ◎

痛風 尿酸 OP（血液検査-1） OP（血液検査-2）※ ◎ ◎

糖代謝 血糖､HbA1c OP（血液検査-1） ◎ ◎ ◎

炎症 CRP － － － ◎

リウマチ RＦ定量 － － － ◎

感染症 TPHA、RPR法 － － － ◎

血液型 ABO型､RH型 (初回のみ) － － － ◎

乳房超音波 － － ▲ ▲

子宮頸部細胞診　(医師採取または自己採取) － － ▲ ▲

　　　　希望時は自費にてオプション受診可能

－－ －

脂質

婦人科

注　１．◎項目は標準検査項目。▲項目は希望者のみ健保からの補助金対象項目
　　２．オプション（OP）は自費にてオプション受診可能
　　３．※は2018年度までの定期健診（現簡易健診）の血液OPに含まれているが、定期健診に含まれていない項目

眼底（両眼）

眼圧（両眼）

肝機能

血液検査

貧血

腹部超音波（肝・胆・膵・脾・腎・腹部大動脈）

肺機能検査（スパイロメーター）

経口胃部内視鏡検査（胃カメラ）
※差額￥5,000（税抜）

便潜血反応（２回法）

視力(遠点)
血圧測定(収縮期/拡張期)

東プラ健診クリニック　健診項目一覧（2019年度）
項　目

問　診

計　測

聴　力

尿検査

胸部Ｘ線（直接撮影）

心電図（安静時）

心拍数

胃部Ｘ線検査（直接撮影）



税抜料金 8%税込料金 10%税込料金 検査の説明

採血 ¥3,000 ¥3,240 ¥3,300
胃がんの原因となる胃粘膜の萎縮を調べる検査です。
※胃カメラ実施者は不要です。

採血 ¥2,500 ¥2,700 ¥2,750
ヘリコバクターピロリ菌の有無を調べる検査です。
（※除菌治療後の除菌判定を目的とする検査にはお薦めいたしません）

検便 ¥3,000 ¥3,240 ¥3,300
便にてヘリコバクターピロリ菌の有無を調べる検査です。
（※除菌治療後の除菌判定も可能です）

経口胃部内視鏡 ¥5,000 ¥5,400 ¥5,500

食道・胃・十二指腸のがんや潰瘍、ポリープなどの病変がわかります。
胃の検査をバリウムから内視鏡（胃カメラ）へ変更が可能です。
予約が取りにくくなっておりますので、ご予約時に必ずお申し出ください。

税抜料金 8%税込料金 10%税込料金 検査の説明

採血 ¥3,500 ¥3,780 ¥3,850
甲状腺ホルモン（Free-T3・Free-T4）および甲状腺刺激ホルモン(TSH)の値を測定し、
甲状腺機能について調べる血液検査です。

税抜料金 8%税込料金 10%税込料金 検査の説明

採血 ¥1,500 ¥1,620 ¥1,650

女性に多い、鉄欠乏性貧血をより詳しく調べる検査です。
※ご受診コースによって、【血清鉄・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット】の全てまたは
一部の貧血検査が基本項目に含まれます。健診項目一覧でご確認ください。

税抜料金 8%税込料金 10%税込料金 検査の説明

NEW 採血 ¥2,000 ¥2,160 ¥2,200

心臓（特に心室）から分泌されるホルモンの一種で心臓に負担がかかった状態になると
数値が高くなります。
※心電図と併せて検査することをお勧めいたします。

税抜料金 8%税込料金 10%税込料金 検査の説明

採血 ¥2,000 ¥2,160 ¥2,200 対象臓器：　主に肝臓 等

採血 ¥2,000 ¥2,160 ¥2,200 対象臓器：　各臓器（肺・胃・大腸・乳房・甲状腺 等）

採血 ¥2,000 ¥2,160 ¥2,200 対象臓器：　各臓器（肺・食道・子宮 等）

採血 ¥2,000 ¥2,160 ¥2,200 対象臓器：　主に卵巣や子宮 等

採血 ¥2,000 ¥2,160 ¥2,200 対象臓器：　主に消化器系（胃・大腸・胆のう・すい臓 等）

採血 ¥2,000 ¥2,160 ¥2,200
男性に多い前立腺がんを発見する手掛かりになる検査です。
対象臓器：　前立腺
※前立腺肥大を調べる前立腺超音波と併せて検査することをお勧めいたします。

採血 ¥6,000 ¥6,480 ¥6,600 ＡＦＰ・ＣＥＡ・ＳＣＣ・ＣＡ19-9・ＰＳＡ

採血 ¥6,000 ¥6,480 ¥6,600 ＡＦＰ・ＣＥＡ・ＳＣＣ・ＣＡ125・ＣＡ19-9

税抜料金 8%税込料金 10%税込料金 検査の説明

NEW 採血 ¥3,500 ¥3,780 ¥3,850 風疹ウィルスに対する抗体が出来ているかを調べる検査です。

NEW 採血 ¥3,500 ¥3,780 ¥3,850 麻疹ウィルス（はしか）に対する抗体が出来ているかを調べる検査です。

NEW 採血 ¥3,500 ¥3,780 ¥3,850 水痘帯状疱疹ウィルス（みずぼうそう）に対する抗体が出来ているかを調べる検査です。

NEW 採血 ¥3,500 ¥3,780 ¥3,850 ムンプスウィルス（おたふくかぜ）に対する抗体が出来ているかを調べる検査です。

麻疹抗体
（麻疹 IgG EIA)

水痘帯状ヘルペス抗体
（VZV IgG EIA)

ムンプス抗体
（ムンプス IgG EIA)

ＡＦＰ

ＣＥＡ

セ
ッ
ト

男性セットＡ

女性セットＢ

ＳＣＣ

ＣＡ125　

ＣＡ19-9

ＰＳＡ　

　感染症

検査項目

風疹抗体
（風疹 IgG EIA)

検査項目

貧血採血
≪血清鉄・TIBC・フェリチン≫

※腫瘍マーカーは補助診断としての検査であり、この検査だけではがんの有無を診断することは出来ません。
また、精密検査及び治療は当院では行っておりません。

検査項目

NT-pro　BNP

　腫瘍マーカー　　

　心機能

検査項目

検査項目

甲状腺採血

　貧血 ※2018年度より、人間ドック基本項目に血清鉄（貧血検査項目）が含まれます。
人間ドックの方は、貧血採血のオプション検査は≪TIBC・フェリチン≫二項目となります。

【検便】ピロリ菌便検査
≪H.ピロリ抗原≫
※要事前予約（事前に検査キットを送付）

胃部内視鏡検査（胃カメラ）
⇒人間ドックの方のみ胃部X線検査から変更可能
※要事前予約

　甲状腺

ペプシノゲン検査
≪PG法≫

【採血】ピロリ菌血液検査
≪H.ピロリ抗体≫

東プラ健診クリニック オプション検査（2019年度）

先行予約期間中は、申込書の備考欄にご記入ください。後から追加することも可能ですが、項目により事前予約が必要ですのでご注意ください。
※ 検査項目に採血が含まれない場合、血液判断料として1,500円（税抜)が発生いたします。

※消費税率変更の際には料金改定となる場合があります。

　消化器

検査項目

※裏面もあります。

ご確認ください。
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税抜料金 8%税込料金 10%税込料金 検査の説明

★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）

★非特異的ＩｇＥ

採血 ¥9,000 ¥9,720 ¥9,900

ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト１・スギ・ヒノキ・イネ科（マルチ）
雑草（マルチ）・食物（マルチ）・穀物（マルチ）・動物上皮（マルチ）
カビ（マルチ）★非特異的ＩｇＥ

採血 ¥7,000 ¥7,560 ¥7,700
ハウスダスト１・スギ・雑草（マルチ）・食物（マルチ）・穀物（マルチ）
動物上皮（マルチ）★非特異的ＩｇＥ

採血 ¥4,300 ¥4,644 ¥4,730 スギ・雑草（マルチ）・動物上皮（マルチ）★非特異的ＩｇＥ

採血 ¥4,300 ¥4,644 ¥4,730 スギ・食物（マルチ）・穀物（マルチ）★非特異的ＩｇＥ

税込料金 8%税込料金 10%税込料金 検査の説明

超音波 ¥3,000 ¥3,240 ¥3,300

※35歳以上の人間ドック・生活習慣病予防健診の方はご本人負担なしで検査可能です。
発見できる疾病例
乳がん・線維腺腫 等

医師採取
（火曜日のみ）

¥3,000 ¥3,240 ¥3,300

※35歳以上の人間ドック・生活習慣病予防健診の方はご本人負担なしで検査可能です。
発見できる疾病例
子宮頸がん 等

自己採取 ¥1,000 ¥1,080 ¥1,100

※35歳以上の人間ドック・生活習慣病予防健診の方はご本人負担なしで検査可能です。
発見できる疾病例
子宮頸がん 等

子宮頸部細胞診
（医師採取時）

¥6,000 ¥6,480 ¥6,600
子宮頸がんの原因となるﾋﾄ･ﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｨﾙｽ（HPV）に感染しているかどうかを調べる検査です。
※子宮頸部細胞診検査（医師採取）申込みの方のみ追加可能です。

税抜料金 8%税込料金 10%税込料金 検査の説明

¥1,500 ¥1,620 ¥1,650

※人間ドックの検査項目に含まれています。
眼底カメラで目を撮影し、網膜・脈絡膜・黄斑部などの状態を調べることで、緑内障の可能性
がわかります。
裸眼で行う検査ですので、コンタクト着用の方はケースや替えのレンズをご用意ください。

¥1,000 ¥1,080 ¥1,100

※人間ドックの検査項目に含まれています。
眼球内を満たしている眼内液の圧力を調べます。緑内障などを調べます。
裸眼で行う検査ですので、コンタクト着用の方はケースや替えのレンズをご用意ください。

NEW 来院後尿検査 ¥4,500 ¥4,860 ¥4,950

エクオールが作られているかを調べる検査です。
エクオールはエクオール産生菌と呼ばれる腸内細菌によって作られる物質で、
女性ホルモンであるエストロゲンに似た作用を持っています。

前立腺超音波検査 超音波 ¥3,000 ¥3,240 ¥3,300

前立腺肥大等の前立腺の状態を調べる検査です。
尿をためた状態で行う必要がありますので、来院後はお手洗いの利用を控えてください。
※男性に多い前立腺がんを発見する手掛かりになるPSAと併せて検査することをお勧めいたします。

税抜料金 8%税込料金 10%税込料金 検査の説明

血液検査-1 ¥3,280 ¥3,542 ¥3,608 生活習慣病予防健診の血液検査と同項目

¥900 ¥972 ¥990

聴力検査 ¥480 ¥518 ¥528

便潜血検査（2回法）　　※要事前予約（事前に検査キットを送付） ¥900 ¥972 ¥990

税抜料金 8%税込料金 10%税込料金 検査の説明

生活習慣病予防健診と
同項目検査に足りない
項目を追加

¥140 ¥151 ¥154

※労働安全衛生法に基づく採血項目は定期健診（2019年度新設コース）の基本項目に含まれ
ますが簡易健診（2018年度の定期健診）の血液検査-1のオプション項目と異なります。
同項目を希望の場合は、血液検査-2を追加してください。

便潜血検査（2回法）　　※要事前予約（事前に検査キットを送付） ¥900 ¥972 ¥990

検査項目

眼底（両眼）

アレルギーCセット

アレルギーDセット

　乳房・子宮 ※健康保険組合の加入者で、35歳以上（年度末年齢）女性の乳房超音波検査、子宮頸部細胞診検査は健康保険組合負担で受診可能です。
乳房超音波と子宮頸部細胞診（自己採取）は、火曜日以外も承っております。

検査項目

眼圧（両眼）

エクオール

　簡易健診の方対象　　★2018年度の定期健診　血液検査・心電図・聴力検査すべてを希望する方は【定期健診】+血液検査-2を選択することも可能です。

検査項目

心電図検査

　定期健診の方対象　　★2019年度新設コース　血液検査・心電図・聴力検査を希望しない方は【簡易健診】を選択することも可能です。

検査項目

乳房超音波検査　　　　 

アレルギーAセット

血液検査-2

≪白血球、ヘマトクリット､血小板数、MCV､MCH､
MCHC、ALP、総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、nonHDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、
クレアチニン、eGFR、尿酸≫

子宮頸部細胞診（医師採取）　　　　

子宮頸部細胞診（自己採取）
※要事前予約（事前に検査キットを送付）

HPV検査
≪ﾋﾄ･ﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｨﾙｽ検査≫

　その他

アレルギーBセット

¥15,120 ¥15,400View39 採血 ¥14,000

　アレルギー検査　　 ※当院では陰性・陽性をお調べすることはできますが、治療は行っておりません。
結果について気になる点がございましたら、結果票をお持ちいただき専門医へご相談頂くようお願いいたします。

検査項目
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