
検査項目(P５～P８）については健診種別ごとに全健診機関で統一しています。
以下のとおり無料オプションは、健診機関によって異なります。ご参照ください。

健診機関
コード

健診機関名 共済健診追加無料検査項目

1 愛成クリニック
・眼圧検査
・血液検査(LDH、CRP、RF、梅毒RPR/TPHA、B型肝炎HBs抗原)
・尿検査(ウロビリノーゲン、pH)

2
アムスニューオータニ
クリニック

・血液検査(Fe、LDH、Hbs抗原、CRP、RA＜RF＞、梅毒検査(RPR法))
・尿検査(ウロビリノーゲン、pH)
・尿沈渣(尿潜血もしくは尿蛋白が陽性時のみ実施)
・胸部エックス線

3 医療法人医誠会 医誠会病院

・腫瘍マーカー（CEA）
・血液検査（白血球分類、LDH）
・尿検査（ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体、pH）
・尿沈渣
・胸部エックス線

4
一翠会
千里中央健診センター

・骨密度測定
・血中ピロリ菌検査
・血清ペプシノゲン検査
・【男性40歳以上】PSA検査【女性40歳以上】CA125検査

5 大阪がん循環器病予防センター ・胸部エックス線

7
大阪市環境保健協会
総合健診センター

・【男性】PSA検査、ピロリ菌抗体検査
・【女性】乳がん検査（超音波）、ピロリ菌抗体検査、腫瘍マーカー（CA125）

8
大阪府医師会
保健医療センター

・眼圧検査(両眼)
・尿検査(ウロビリノーゲン、pH)
・血液検査 (Fe、LDH、LAP、Na、K、CI、CRP、Hbs抗原・抗体、HCV抗体)
・【女性】骨量検査
・胸部エックス線

12 大阪労災病院

・血液検査(LDH、Na、K、Cl、P、Mg)
・インスリンHOMA-R（インスリン抵抗指数）検査
・尿検査(ケトン、pH、尿比重、ウロビリノーゲン、ビリルビン)
・尿沈渣
・眼圧検査

13 大野クリニック

・眼圧検査(両眼)
・【男性50歳以上】PSA検査
・胸部エックス線
・血液検査（LDH、CRP、HBs 抗原、HCV抗体、RPRカード法、RF、CK、Na、K、Cl、IP、Mg、
血液型）
・体脂肪率

14 加納総合病院
・胃部エックス線検査又は胃カメラ選択制
・【男性】PSA検査【女性】骨密度検査
・胸部エックス線

15
関西医科大学
天満橋総合クリニック

・NT-ProBNP
・眼圧検査
・胸部エックス線

16
関西労働保健協会
アクティ健診センター

・胃部エックス線検査又は胃カメラ選択制（要予約）
・【男性40歳以上】CEA、AFP、CA19-9、PSA
【女性40歳以上】CEA、AFP、CA19-9、CA125

・血清ペプシノゲン検査を基本項目に含む（隔年）

17
関西労働保健協会
千里LC健診センター

・胃部エックス線検査又は胃カメラ選択制（要予約）
・【男性40歳以上】CEA、AFP、CA19-9、PSA
【女性40歳以上】CEA、AFP、CA19-9、CA125

・血清ペプシノゲン検査を基本項目に含む（隔年）

18
医親会
OBPクリニック

・【男性】PSA検査、胸部CT検査【女性】乳腺超音波検査
・胃カメラ1月～3月のみ無料変更可

20
厚生会
心斎橋クリニック

・【男性】PSA検査【女性】CA125検査

「半日ドック」無料オプション実施の健診機関一覧表

６　無料オプションについて
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健診機関
コード

健診機関名 共済健診追加無料検査項目

21
公立学校共済組合
近畿中央病院

・動脈硬化ドック(CAVI、ABI、血液検査(CRP、インスリンHOMA-R))
・尿検査（pH、比重、ウロビリノーゲン）
・尿沈渣
・眼圧検査
・血液検査（白血球分画、LDH、HBs抗原、RPR）
・【男性】PSA
・胃カメラ選択（事前完全予約制で枠数制限有り）

22
コーナンメディカル鳳総合健診セ
ンター

・胸部エックス線

24 新泉南病院健康管理センター ・胸部エックス線
・胃カメラ時の鎮静剤(経口)無料〈胃カメラ変更は有料〉

26
済生会富田林病院
健診センター

・血液検査（HBs抗原、HCV抗体、ZTT、CRP・RF）
・眼圧検査

27 清恵会病院
・眼圧検査
・尿沈渣
・胸部エックス線

28
聖授会
OCAT予防医療センター

・ピロリ菌検査
・尿検査（pH、ウロビリノーゲン、比重）
・血液検査(LAP、LDH、Na、K、Cl、CRP、RF)
・胸部エックス線

29
聖授会
総合健診センター

・ピロリ菌検査
・尿検査（pH、ウロビリノーゲン、比重）
・血液検査(LAP、LDH、Na、K、Cl、CRP、RF)
・胸部エックス線

30
聖授会
フェスティバルタワー・
クリニック

・ピロリ菌検査
・尿検査（pH、ウロビリノーゲン、比重）
・血液検査(LAP、LDH、Na、K、Cl、CRP、RF)
・胸部エックス線

31 多根クリニック
・【男性40歳以上】PSA検査【男性40歳未満】CEA検査
・【女性】CA125検査

33 那須クリニック
・眼圧検査
・血液検査(RF)
・【男性40歳以上】PSA検査【女性】骨密度検査

35 星ヶ丘医療センター

・胃部エックス線検査又は胃カメラ選択制
・【希望者】血管年齢動脈硬化度検査・骨塩定量検査・眼圧検査のうち一つを選択可
・血液検査（LDH）
・尿検査（pH、ウロビリノーゲン、比重、ケトン体）

36 みどり健康管理センター
・心拍数
・血液検査（LDH）
・尿検査（ウロビリノーゲン、ビリルビン、pH）

38 りんくうタウンクリニック

・血液検査（LDH、RF、CRP、HBs抗原、血液像）
・眼圧検査
・尿検査（pH、ビリルビン、ウロビリノーゲン、比重、ケトン体）
・尿沈渣
・【男性】PSA検査【女性】乳房超音波検査

39 第一東和会病院 健診センター

・腫瘍マーカー（CEA）
・基本胃カメラ（経鼻・経口）
・胃カメラ時の鎮静剤無料
・血液検査（CRP）
・眼圧検査
・腹部超音波検査は膀胱、男性は前立腺、女性は子宮まで追加
・尿検査(pH、ウロビリノーゲン、比重、ケトン体)
・胸部レントゲン検査(2方向）

40 愛仁会総合健康センター ・胃部エックス線検査又は胃カメラ選択制(要予約)

41
大阪市立大学医学部附属病院 先端予
防医療部附属クリニックMedCity21

・血液検査（LDH、Fe、Na、Cl、K、リパーゼ）
・尿検査（ウロビリノーゲン、pH、比重）

42
オリエンタル労働衛生協会
大阪支部
オリエンタル大阪健診センター

・血液検査（LDH、Na、K、Cl、血清鉄、HBs抗原、CRP、RF）
・尿検査（pH、ビリルビン、ウロビリノーゲン、比重、ケトン体）
・尿沈査

44 阪南市民病院 ・胃カメラ時の鎮静剤(経口)無料〈胃カメラ変更は有料〉
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健診機関
コード

健診機関名 共済健診追加無料検査項目

45 住友生命総合健診システム

・標準体重、肥満度、体脂肪率
・胸部エックス線
※コロナ感染拡大予防のため健診開始時に「胸部X線」を実施。受診いただけない方は
健診をお断りする場合があります。

・血液検査(LH比、Na、K、Cl、LDH、血清鉄、白血球分類、CRP、RF、MCV、MC、MCHC)
・腫瘍マーカー(CA19-9、CEA 、【男性50歳以上】PSA、【女性50歳以上】CA125)
・眼圧検査
・尿検査(ケトン体、白血球、pH、尿比重、ウロビリノーゲン）
・【初回のみ】血液検査（HCV抗体、HBs抗原)、ピロリ抗体検査
・ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ

48 淀屋橋健診プラザ

・【男性】PSA検査【女性】CA125検査・経膣エコー検査
・標準体重・肥満度・体脂肪率
・【初回のみ】血液型
・血液検査(血液像、Na、K、Cl、Ca、IP、Mg、CRP、ASO、RF、貧血(血清鉄)、白血球分画、梅
毒(TPHA・RPR)、HBs抗原、HCV抗体 )
・尿検査(比重、ケトン体、pH、ウロビリノーゲン、尿沈渣)
・婦人科検診(完全女性医師対応)
・胸部エックス線2方向
・胸部CT検査
・腹部超音波(主要5臓器に腹部大動脈を追加)

49 野崎徳洲会病院

・【男性】PSA検査
・胃部エックス線検査又は胃カメラ選択制（要予約）
・胃カメラ時の鎮静剤無料
・胸部エックス線
・尿検査（pH、ビリルビン、ウロビリノーゲン、比重、ケトン体）

健診機関
コード

健診機関名 脳ドック追加無料検査項目

3 医療法人医誠会 医誠会病院

・指定検査項目に含まれない特定健診検査項目
【腹囲・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・TG・HDL・LDL・血糖値・尿検査(ウロビリノーゲン・
蛋白・糖・潜血・ビリルビン・ケトン体・pH)】
・心電図検査 ・視力検査 ・聴力検査

14 加納総合病院
・眼底検査
・血圧脈波検査(ABI)

26
済生会富田林病院
健診センター

・眼底検査

28
聖授会
OCAT予防医療センター

・心電図検査 ・心拍数
・尿検査(蛋白、糖、潜血、PH、ウロビリノーゲン、比重)
・血液検査
(総蛋白、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、LDH、総コレステロール、HDL、LDL、TG、
 BUN、Cr、UA、血糖値、HbA1c、赤血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC、白血球、
血小板、フィブリノーゲン）

30
聖授会
フェスティバルタワー
･クリニック

・心電図検査 ・心拍数
・尿検査(蛋白、糖、潜血、PH、ウロビリノーゲン、比重)
・血液検査
(総蛋白、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、LDH、総コレステロール、HDL、LDL、TG、
 BUN、Cr、UA、血糖値、HbA1c、赤血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC、白血球、
血小板、フィブリノーゲン）

39 第一東和会病院 健診ｾﾝﾀｰ

最新鋭3.0テスラによるMRI・MRA
・長谷川式簡易知能（認知症）検査
・心電図検査 ・尿検査
・血液検査
(総蛋白、総ビリルビン、ALB､AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、総コレステロール、 HDL、LDL、
尿素窒素、クレアチニン、尿酸、HbA1c、白血球数、赤血球数、Hb、Ht、 MCV、MCH、
MCHC、血小板数）

41
大阪市立大学医学部附属病院 先端予防
医療部附属クリニックMedCity21 ・頸部MRA

48 淀屋橋健診プラザ ・頸動脈MRA

「脳ドック」無料オプション実施の健診機関一覧表
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健診機関
コード

健診機関名
女性検診追加無料検査項目

及び女性医師・女性技師対応関係

5 大阪がん循環器病予防センター
・乳がん検診はすべて女性医師及び女性技師が対応
（子宮がん検診は火曜日のみ女性医師）

8 大阪府医師会保健医療センター ・【39歳以下】乳腺視触診

14 加納総合病院 ・腫瘍マーカー(CA125)

15
関西医科大学
天満橋総合クリニック

・経膣エコー検査
・乳房検査は女性技師が対応
・子宮頸部細胞診は不定期で女性医師が対応

18
医親会
OBPクリニック

・マンモグラフィと乳房超音波検査は女性技師が対応

27 清恵会病院 ・マンモグラフィは女性技師が対応

29
聖授会
総合健診センター

・マンモグラフィと乳房超音波検査は女性技師が対応
・女性医師対応曜日あり

30
聖授会
フェスティバルタワー・
クリニック

・女性検診は、女性医師、女性技師が対応
・レディースデーあり

33 那須クリニック ・すべて女性医師及び女性技師が対応

35 星ヶ丘医療センター ・すべて女性医師及び女性技師が対応

39 第一東和会病院 健診ｾﾝﾀｰ
・経膣エコー検査
・すべて女性医師及び女性技師が対応

42
オリエンタル労働衛生協会
大阪支部
オリエンタル大阪健診センター

・腫瘍マーカー(CA125）
・マンモグラフィはすべて2方向撮影

45 住友生命総合健診システム

・【50歳以上】乳房超音波検査
【40~49歳】乳房超音波検査（マンモグラフィ2方向撮影を選択した場合）

・乳がん検査は女性技師が対応
・子宮頸部細胞診は基本的に女性医師が対応(当日の状況によって男性医師の場合あり)

48 淀屋橋健診プラザ
・経膣エコー検査
・すべて女性医師及び女性技師が対応

49 野崎徳洲会病院 ・女性技師が対応(医師は男性)

「女性検診」無料オプション実施の健診機関一覧表
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健診機関
コード

健診機関名 配偶者健診追加無料検査項目

1 愛成クリニック
・眼圧検査
・血液検査(LDH、CRP、RF、梅毒RPR/TPHA、B型肝炎HBs抗原)
・尿検査(ウロビリノーゲン、pH)

2
アムスニューオータニ
クリニック

・血液検査（Fe、LDH、Hbs抗原、CRP、RA(RF)）
・尿検査（ウロビリノーゲン、pH）
・尿沈渣（尿潜血もしくは尿蛋白が陽性時のみ実施）
・梅毒検査（RPR法）

3 医療法人医誠会 医誠会病院

・腫瘍マーカー（CEA）
・血液検査（白血球分類、LDH）
・尿検査（ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体、pH）
・尿沈渣

7
大阪市環境保健協会
総合健診センター

・ピロリ菌抗体検査
・【女性】乳房超音波検査、卵巣がん（CA125）【男性】前立腺がん（PSA）

8
大阪府医師会
保健医療センター

・眼圧検査（両眼）
・尿検査（ウロビリノーゲン、pH）
・血液検査(Fe、LDH、LAP、Na、K、CI、CRP、Hbs抗原・抗体、HCV抗体)
・肺機能検査
・【女性】骨量検査

13 大野クリニック

・眼圧検査(両眼)
・肺機能
・血液検査 （LDH、CRP、HBs抗原、HCV抗体、RPRカード法、RF、CK、Na、K、Cl、IP、
Mg、血液型）
・体脂肪率

14 加納総合病院
・【女性】骨密度検査
・胃部エックス線検査又は胃カメラ選択制

15
関西医科大学
天満橋総合クリニック

・NT-ProBNP
・眼圧検査

16
関西労働保健協会
アクティ健診センター

・【男性40歳以上】CEA、AFP、CA19-9、PSA
・【女性40歳以上】CEA、AFP、CA19-9、CA125
・血清ペプシノゲン検査を基本項目に含む（隔年）

17
関西労働保健協会
千里LC健診センター

・【男性40歳以上】CEA、AFP、CA19-9、PSA
・【女性40歳以上】CEA、AFP、CA19-9、CA125
・血清ペプシノゲン検査を基本項目に含む（隔年）

18
医親会
OBPクリニック

・【女性】乳腺超音波検査
・胃カメラへの変更1月～3月のみ無料

20 厚生会心斎橋クリニック
・【男性】PSA検査
・【女性】CA125検査

21
公立学校共済組合
近畿中央病院

・動脈硬化ドック(CAVI、ABI、血液検査(CRP、インスリンHOMA-R))
・尿検査(PH、比重、ウロビリノーゲン)
・尿沈渣
・眼圧検査
・血液検査(白血球分画、LDH、HBs抗原、RPR)
・胃カメラ選択(事前完全予約制で枠数制限有り)

26
済生会富田林病院
健診センター

・血液検査（HBs抗原、HCV抗体、ZTT、CRP・RF）
・眼圧検査

27 清恵会病院
・眼圧検査
・尿沈渣

28
聖授会
OCAT予防医療センター

・ピロリ菌検査
・血液検査（LAP、LDH、Na、K、Cl、CRP、RF）
・尿検査（PH、ウロビリノーゲン、比重）

29
聖授会
総合健診センター

・ピロリ菌検査
・血液検査（LAP、LDH、Na、K、Cl、CRP、RF）
・尿検査（PH、ウロビリノーゲン、比重）

30
聖授会
フェスティバルタワー・
クリニック

・ピロリ菌検査
・血液検査（LAP、LDH、Na、K、Cl、CRP、RF）
・尿検査（PH、ウロビリノーゲン、比重）

31 多根クリニック ・【男性】CEA検査【女性】CA125検査

「配偶者健診」無料オプション実施の健診機関一覧表
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健診機関
コード

健診機関名 配偶者健診追加無料検査項目

33 那須クリニック
・眼圧検査
・骨密度検査
・血液検査(RF)

35 星ヶ丘医療センター

・胃部エックス線検査又は胃カメラ選択制
・【希望者】血管年齢動脈硬化度検査・骨塩定量検査・眼圧検査のうち一つを選択可
・血液検査（LDH）
・尿検査（pH、ウロビリノーゲン、比重、ケトン体）

38 りんくうタウンクリニック

・血液検査(LDH、RF、CRP、HBs抗原、血液像)
・尿検査(pH、ビリルビン、ウロビリノーゲン、比重、ケトン体)
・尿沈渣
・眼圧検査
・【女性】乳房超音波検査

39 第一東和会病院 健診センター

・腫瘍マーカー（CEA）
・基本胃カメラ（経鼻・経口）
・胃カメラ時の鎮静剤無料
・血液検査（CRP)
・眼圧検査
・腹部超音波検査は膀胱、男性は前立腺、女性は子宮まで追加
・尿検査(pH、ウロビリノーゲン、比重、ケトン体)

40 愛仁会総合健康センター ・胃部エックス線検査又は胃カメラ選択制(要予約)

41
大阪市立大学医学部附属病院
先端予防医療部附属クリニック
MedCity21

・血液検査(LDH、Fe、Na、Cl、K、リパーゼ)
・尿検査(ウロビリノーゲン、pH、比重)

42
オリエンタル労働衛生協会
大阪支部
オリエンタル大阪健診センター

・腫瘍マーカー(CA19-9)

44 阪南市民病院 ・胃カメラ時の鎮静剤無料(胃カメラ変更は有料)

45 住友生命総合健診システム

・標準体重、肥満度、体脂肪率
・血液検査(LH比、Na、K、Cl、LDH、血清鉄、白血球分類、CRP、RF、MCV、MCH、MCHC)
・腫瘍マーカー(CA19-9、CEA、【50歳以上女性】CA125)
・眼圧検査
・肺機能検査
・尿検査(ケトン体、白血球、pH、尿比重、ウロビリノーゲン)
・【初回のみ】血液検査(HCV抗体、HBs抗原)、ピロリ抗体検査
・ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ

48 淀屋橋健診プラザ

・標準体重・肥満度・体脂肪率
・血液検査(血液像、Na、K、Cl、Ca、IP、Mg、CRP、ASO、RF、貧血(血清鉄)、白血球分画、梅
毒(TPHA・RPR)、HBs抗原、HCV抗体 )
・尿検査(比重、ケトン体、pH、ウロビリノーゲン、尿沈渣)
・胸部CT検査
・婦人科は経膣エコー追加
・腹部超音波(主要5臓器に腹部大動脈を追加)
・【男性】PSA 【女性】CA125

49 野崎徳洲会病院
・胃部エックス線検査又は胃カメラ選択制（要予約）
・胃カメラ時の鎮静剤無料
・尿検査（pH、ビリルビン、ウロビリノーゲン、比重、ケトン体）

検査項目(P５～P８）については健診種別ごとに全健診機関で統一しています。

以上のとおり無料オプションは、健診機関によって異なります。ご参照ください。

−20−


