
血液の検査

良好な生活習慣は身心の健康の基礎になります。
素晴らしい人生を成し遂げるためにご自分の健康に関心を持つ事から始めましょう。

www.care-u.com.tw
予約受付時間 AM8:00 - PM6:00
月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診

中文版日本語

項目No

1

2

3

4

5

主要な血液検査
LFT2000 

AFP
(α-フェトプロティン)

•総合コースの血液検査

1.長期間生活習慣が不規則な方
2.外食が多い方
3.ご家族に慢性疾患の既往がある方
4.30歳以上で今まで未検査の方

1.B型︑C型肝炎感染者
2.長期間生活習慣が不規則な方
3.長期間外食の多い方

•重要点の血液検査

•肝臓癌の指標

1.ご家族に直腸︑大腸癌の病歴があ
  る方
2.体重が減少している方
3.血便や黒い排便の方 

1.原因不明の腹痛がある方
2.飲酒や会食が多い方

6,000元

2,300元

400元

癌胎児性抗原(CEA)

CA19-9

•大腸癌及び消化道癌の指標

•膵臓︑胆嚢及び消化器癌
 の指標

1.B型︑C型肝炎感染者
2.長期間生活習慣が不規則な方

600元

600元

毎日実施

毎日実施

毎日実施

毎日実施

毎日実施

6
1.子宮筋腫の既往のある方
2.卵巣嚢腫の既往のある方CA-125 ‧卵巣︑子宮癌の指標 600元 毎日実施

総合コース血液検査

検査対象者 健診時間費用検査目的



※ ポリープ切除術、病理組織検査、治療薬剤費用は別途清算となります。 

台北市104吉林路302號 電話：(02)2541-6262　FAX：(02)2537-2356　www.care-u.com.tw

業界唯一の複合型サービスをご提供

消化器内科外来 - 無痛内視鏡検査
(内視鏡下ポリープ，内視鏡下早期癌切除手術)
循環器内科(要予約)
耳鼻咽喉科(要予約)
婦人科(要予約)

■ 外来
個人向け各種健診コース
企業健診お見積もり
当日医師より結果を報告いたします

■ 日式健診 ■ アンチエイジング健診抗加齢療法
(日米技術協力＋個人抗加齢療法プログラム)

月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診
よりよいサービスを心がけております。
お電話或いはホームページよりご予約ください。
日籍スタッフがご案内いたします。

予約受付時間

項目No

7

8

9

10

検査対象者

PSA 

EBウィルス検査

健診時間

•乳癌の指標 1.乳房の触診で異常があった方
2.家族に乳癌の病歴がある方

1.排尿困難の方
2.排尿後に残尿感がある方•前立腺癌の指標

•上咽頭がんの危険性があ
 るか判断

1.性行為の経験がある方
2.感染の可能性がある方 

費用

600元

600元

1,500元

HIV検査 •エイズ感染の有無

1.家族に鼻咽腔や上咽頭癌の病歴
  がある方
2.喫煙者
3.鼻咽腔や上咽頭に腫瘤がある方

700元

毎日実施

毎日実施

毎日実施

毎日実施

CA153

検査目的



その他の検査

良好な生活習慣は身心の健康の基礎になります。
素晴らしい人生を成し遂げるためにご自分の健康に関心を持つ事から始めましょう。

www.care-u.com.tw
予約受付時間 AM8:00 - PM6:00
月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診

中文版日本語

項目No

1

2

3

4

検査対象者

胸部Ｘ線検査

腹部Ｘ線検査

健診時間

•骨密度の測定。骨密度とは︑
 骨の強さを判定するための
 尺度の1つです。主に腰椎
 の密度を測定します。お若
 い方でも中年の方でも今の
 骨の状態がわかります

1.更年期に入った方
2.長期間に副腎皮質ホルモンを服
  用している方
3.運動不足で且つコーヒーをよく
  飲まれる方 
4.25歳以上で今まで未検査の方

1.長期に渡って咳が出ている方
2.喫煙者
3.血が混じっている黄色の痰が出
  る方
4.かつて肺結核を患ったことがあ
  る方

•心肺、骨格異常の診断
•心臓異常の検査
•肺癌、各種肺部及び気管疾
 病の検査

•腹部各器官︑腰椎及び骨盆異
 常の診断

1.長時間パソコンを使用している
  方
2.高度の近視の方
3.高血圧︑糖尿病の方 

費用

1,500元

1,500元

1,000元

550元

550元

眼科検査(視力、眼圧、

眼底撮影)

視野検査

•視力低下︑色盲の判定診断
•白內障︑網膜病変の判定診断

•初期緑内障を発見︑緑内障は
 進行すると失明する病気で︑
 40歳以上では20人に1人が
 罹患する 

1.デスクワークが多いお仕事をし
  ている方
2.慢性的に腰や背中に痛みがある
  方
3.今までに腰椎の検査で異常が指
  摘されている方

900元

毎日実施

毎日実施

毎日実施

毎日実施

5

1.耳鼻咽喉科の各種疾病の検査及
  発見                      
2.頸部腫瘤などの発見
3.伝音系統(外耳︑中耳)的聴力測定
  

耳鼻咽喉科検査
(頚部検査、聴力検査を
 含む)

•耳鼻咽喉各種疾病の検査
•頚部腫瘍︑血管疾病の診断
•伝音系統(外耳︑内耳)の聴力
 測定

毎日実施，要予約

骨密度検査

検査目的



台北市104吉林路302號 電話：(02)2541-6262　FAX：(02)2537-2356　www.care-u.com.tw

業界唯一の複合型サービスをご提供

消化器内科外来 - 無痛内視鏡検査
(内視鏡下ポリープ，内視鏡下早期癌切除手術)
循環器内科(要予約)
耳鼻咽喉科(要予約)
婦人科(要予約)

■ 外来
個人向け各種健診コース
企業健診お見積もり
当日医師より結果を報告いたします

■ 日式健診 ■ アンチエイジング健診抗加齢療法
(日米技術協力＋個人抗加齢療法プログラム)

月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診
よりよいサービスを心がけております。
お電話或いはホームページよりご予約ください。
日籍スタッフがご案内いたします。

予約受付時間

※ ポリープ切除術、病理組織検査、治療薬剤費用は別途清算となります。 

項目No

7

6

8

9

10

検査対象者

便潜血検査

アレルギー原セット
検査

健診時間

•尿中に存在する細胞やたん
 ぱく質、糖などにより身体
 の健康状態を検査します。
 主に、腎臓系や尿路系の疾
 患を発見   

1.水分の摂取量が少ない方

3.よく尿道感染なりやすい方
4.糖尿病が疑われる方
5.腎機能が低下している方
6.尿路結石の疑いのある方

1.便秘の方
2.血便のある方•糞便潛血反応

•40種類のアレルギー検査
 で食物系と接触系で陽性
 率の高い項目

1.外食が多い方、喫煙者
2.高血圧、糖尿病の病歴がある
3.高血脂、心血管の病歴がある方
4.長期間ストレスのある環境にい
  る方
5.焼き物を好んで摂取する方

費用

200元

250元

2,500元

5,000元

5,000元

フリーラジカル測定 •酸化ストレス度測定
•抗酸化力測定

アトピー性皮膚炎や花粉症に悩
まされている方

毎日実施

毎日実施

毎日実施

毎日実施

毎日実施

尿検査

検査目的

ミネラルと
重金属測定

・有毒金属の残留量を測定
・微量ミネラルの評価

1.長期的にストレス、緊張、憂鬱や
   不安を感じている方
2.メタボリックシンドロームが気に
   なる方
3.更年期障害が気になる方
4.不眠、長期的に疲労感のある方
5.長期的に胃腸の不快感や便秘等が
   ある方



婦人科の検査

良好な生活習慣は身心の健康の基礎になります。
素晴らしい人生を成し遂げるためにご自分の健康に関心を持つ事から始めましょう。

www.care-u.com.tw
予約受付時間 AM8:00 - PM6:00
月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診

中文版日本語

※ ポリープ切除術、病理組織検査、治療薬剤費用は別途清算となります。 

台北市104吉林路302號 電話：(02)2541-6262　FAX：(02)2537-2356　www.care-u.com.tw

業界唯一の複合型サービスをご提供

消化器内科外来 - 無痛内視鏡検査
(内視鏡下ポリープ，内視鏡下早期癌切除手術)
循環器内科(要予約)
耳鼻咽喉科(要予約)
婦人科(要予約)

■ 外来
個人向け各種健診コース
企業健診お見積もり
当日医師より結果を報告いたします

■ 日式健診 ■ アンチエイジング健診抗加齢療法
(日米技術協力＋個人抗加齢療法プログラム)

月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診
よりよいサービスを心がけております。
お電話或いはホームページよりご予約ください。
日籍スタッフがご案内いたします。

予約受付時間

項目No

1

2

3

4

検査対象者

乳房超音波

子宮頸がん危険ウイル
ス検査
ヒトパピローマウイルス
(HPV)検査 

健診時間

•子宮︑卵巣及び付属器官の
 異常を検査
•子宮頸癌の早期発見

1.性行為の経験がある方
2.生理不順の方
3.子宮筋腫の既往のある方
4.卵巣のう腫などの既往のある方

1.乳房触診で異常があった方
2.ご家族で乳がんの病歴がある方
3.乳房のレントゲンで異常があった
  方
4.乳がんの検査
5.乳房疾患がご心配な方

•乳房全体の状況や︑しこり
 等の内部の状態を観察︑乳
 腺周囲のリンパ節(脇の下
 や︑首の付け根に存在)を
 観察する

•細胞診は従来からある検査
 法で︑ 細胞に異常がある
 かどうか をみる検査で︑
 HPV検査は新しい検査法
 で︑ 原因となるヒトパピ
 ローマウイルス(HPV)とい
 うウイルスに感染している
 かどうか を調べる検査

1.性行為の経験がある方
2.子宮頸がん細胞診で炎症があった
  方
3.家族で子宮頸癌の病歴がある方
4.HPV検査で陽性反応が出ている方

費用

2,000元

2,500元

1,300元

1.毎日実施，要予約
2.子宮頸がん検査の 
  項目がある方が追
  加できます 

ThinPrep 液状化検体
細胞診  

•子宮頸部細胞診の手法のひ
 とつである液状化検体細胞
 診(ThinPrep)を行うことで
 子宮頸がんスクリーニング
 検査の精度が大きく向上
 する

1.性行為の経験がある方
2.子宮頸がん細胞診で炎症があった
  方
3.以前にヒトパピローマウイルス検
  査の結果が陽性の方
4.ご家族で子宮頸癌の病歴がある方
  子宮頸がん細胞診と同時に検査で
  きます

1,600元 毎日実施

1.毎日実施
2.定員制，要予約

毎日実施，要予約婦人科検査

検査目的



中文版

循環器検查

良好な生活習慣は身心の健康の基礎になります。
素晴らしい人生を成し遂げるためにご自分の健康に関心を持つ事から始めましょう。

www.care-u.com.tw
予約受付時間 AM8:00 - PM6:00
月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診

日本語

※ ポリープ切除術、病理組織検査、治療薬剤費用は別途清算となります。 

台北市104吉林路302號 電話：(02)2541-6262　FAX：(02)2537-2356　www.care-u.com.tw

業界唯一の複合型サービスをご提供

消化器内科外来 - 無痛内視鏡検査
(内視鏡下ポリープ，内視鏡下早期癌切除手術)
循環器内科(要予約)
耳鼻咽喉科(要予約)
婦人科(要予約)

■ 外来
個人向け各種健診コース
企業健診お見積もり
当日医師より結果を報告いたします

■ 日式健診 ■ アンチエイジング健診抗加齢療法
(日米技術協力＋個人抗加齢療法プログラム)

月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診
よりよいサービスを心がけております。
お電話或いはホームページよりご予約ください。
日籍スタッフがご案内いたします。

予約受付時間

項目No

1

検査対象者 健診時間

•頸動脈の粥状動脈硬化プラ 
  ークの有無を調べ脳血管疾
  患の早期発見

1.高血圧︑糖尿病の病歴がある方
2.高脂血症︑循環器の病歴がある方
3.長期間眩暈︑頭痛がある方
4.肥満及び喫煙者︑40歳以上の方
5.ご家族で脳血管系の病歴がある方
6.長期間ストレスがある方

費用

3,500元 1.毎日実施
2.定員制，要予約

2 心臓超音波検査
(火、木のみ) 

1.高血圧︑糖尿病の方
2.家族に心血管系の病歴がある方
3.胸悶︑胸痛がある方
4.不整脈や動悸がある方

•心臓肥大の有無︑弁膜の異
 常︑
 酸素不足︑心臓腫瘍等の発見

3,500元 1.毎週火・木曜
2.定員制，要予約

3 血圧脈波検査(PWV) •動脈硬化指数
•四肢動脈の循環状況

1.外食が多い方︑喫煙される方
2.ご家族に糖尿病︑心血管の病歴が
  ある方
3.高血圧︑肥満︑運動不足の方
4.過度のストレスをお持ちの方

1,500元 毎日実施

4 冠動脈造影CT検査 

1.高血圧︑高血糖︑肥満ぎみの方
2.家族に心血管または脳血管の病歴
  がある方
3.40歲以上の方で胸痛などの症状
  がある方
4.喫煙︑飲酒される方
5.運動不足︑ストレスがある方
6.労作時胸痛や狭心症・心電図異常
  など狭窄の疑われる方に有用

•冠動脈(心臓) CT 検査は︑
 体にＸ線を照射し︑撮影し
 た体内の画像をコンピュー
 ターを使用し立体的に見た
 り︑血管の性状を見る。
 心臓の状態や働きを詳しく
 検査し狭窄の有無などスク
 リーニング検査に有用

25,000元

1.月～金曜日
2.定員制，要予約
  健診とは別な日に予   
  約になります

5 脳血管MRI検査 
•脳の中の構造を見ることが
 でき︑
 腫瘍などの病気の発見

1.高血圧︑肥満の方
2.喫煙︑飲酒される方
3.ご家族に心血管または脳血管の病
  歴がある方
4.原因不明の眩暈︑頭痛をお持ち方

18,000元

1.月～金曜日
2.定員制，要予約
  健診とは別な日に予   
  約になります

頸動脈超音波検査

検査目的



中文版

無痛內視鏡検查

良好な生活習慣は身心の健康の基礎になります。
素晴らしい人生を成し遂げるためにご自分の健康に関心を持つ事から始めましょう。

www.care-u.com.tw
予約受付時間 AM8:00 - PM6:00
月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診

日本語

※ ポリープ切除術、病理組織検査、治療薬剤費用は別途清算となります。 

台北市104吉林路302號 電話：(02)2541-6262　FAX：(02)2537-2356　www.care-u.com.tw

業界唯一の複合型サービスをご提供

消化器内科外来 - 無痛内視鏡検査
(内視鏡下ポリープ，内視鏡下早期癌切除手術)
循環器内科(要予約)
耳鼻咽喉科(要予約)
婦人科(要予約)

■ 外来
個人向け各種健診コース
企業健診お見積もり
当日医師より結果を報告いたします

■ 日式健診 ■ アンチエイジング健診抗加齢療法
(日米技術協力＋個人抗加齢療法プログラム)

月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診
よりよいサービスを心がけております。
お電話或いはホームページよりご予約ください。
日籍スタッフがご案内いたします。

予約受付時間

項目No

1

2

3

4

検査対象者

無痛全大腸內視鏡検査

病理組織検査

ヘリコバクターピロリ
菌(UBT)検査

健診時間

•咽喉部︑食道︑胃︑十二指腸
 の各種疾病及び早期癌の発見

1.ご家族に胃がんの病歴がある方
2.慢性の胃炎・胃潰瘍のある方
3.原因不明の胸部不快感がある方
4.ピロリ菌検査が陽性の方
5.胃のポリープがある方
6.焼き物やスモーク、漬物をよく
  摂取される方

1.ご家族に大腸癌の病歴がある方
2.原因不明の腹痛がある方
3.原因不明の体重減少がある方
4.原因不明の下痢や便秘がある方
5.血便や黒い便が出る方

•大腸早期癌︑ポリープ、炎症
 潰瘍︑憩室︑痔等の病変発見 

•病変の確定診断 病変があり医師が必要と判断した
場合

1.慢性の胃炎・胃潰瘍のある方
2.ピロリ菌の薬物治療後︑ピロリ
  菌殺菌の有無を確認

•現在ヘリコバクターピロリ菌
 に感染しているかどうか

費用

6,000元 定員制，要予約

7,000元

2,700元

1,600元

1.定員制，要予約
2.既往歴などがあり特 
  別注意が必要な場合 
  は先に医師の診察が
  必要です

毎日実施

毎日実施(空腹時) 
(胃薬を長期服用され
ている方は，先に医
師の診察が必要です) 

無痛上消化器內視鏡
検査(ヘリコバクター
ピロリ菌検査含む)

検査目的



腫瘤の検査

良好な生活習慣は身心の健康の基礎になります。
素晴らしい人生を成し遂げるためにご自分の健康に関心を持つ事から始めましょう。

www.care-u.com.tw
予約受付時間 AM8:00 - PM6:00
月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診

中文版日本語

※ ポリープ切除術、病理組織検査、治療薬剤費用は別途清算となります。 

台北市104吉林路302號 電話：(02)2541-6262　FAX：(02)2537-2356　www.care-u.com.tw

業界唯一の複合型サービスをご提供

消化器内科外来 - 無痛内視鏡検査
(内視鏡下ポリープ，内視鏡下早期癌切除手術)
循環器内科(要予約)
耳鼻咽喉科(要予約)
婦人科(要予約)

■ 外来
個人向け各種健診コース
企業健診お見積もり
当日医師より結果を報告いたします

■ 日式健診 ■ アンチエイジング健診抗加齢療法
(日米技術協力＋個人抗加齢療法プログラム)

月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診
よりよいサービスを心がけております。
お電話或いはホームページよりご予約ください。
日籍スタッフがご案内いたします。

予約受付時間

項目No

1

2

3

4

検査対象者

腹部MRI検査

肺64列マルチスライ
スCT検査  

健診時間

•鼻咽腔の腫瘤、上咽部腫瘤
 及び下喉部の腫瘤の発見

1.家族に鼻咽癌の病歴がある方
2.咽喉部の嘔吐反射が強い方
3.鼻水や痰に血液が混じる方
4.片方の耳が詰まっている方

1.40歲以上で今までに MRI検査を
  していない方 
2.ご家族に癌の病歴がある方
3.喫煙、飲酒の習慣がある方
4.B型、C型肝炎に感染してる方
5.前回の超音波検査で異常があっ
  た方

•肝臓、膽のう、膵臓、脾臓
 腎臓のMRI検査

•64列マルチスライス CT 
 検査は、1回転で0.5mm
 厚の写真を64枚撮影する
 ことが可能で、短時間で広
 範囲を詳しく検査すること
 ができる

ご家族に癌などの腫瘤の疾病の既往
がある方

費用

2,000元

15,000元

6,000元 1.月～金曜日
2.定員制，要予約

全身正子造影検査

•PET検査は、がん細胞が
 正常細胞に比べて 3～8倍
 のブドウ糖を取り込む性質
 を利用しブドウ糖に近い成
 分(FDG)を体内に注射し、

 再度全身を撮影する。ブド
 ウ糖(FDG)が多く集まると
 ころがわかり癌を発見する
 手がかりとなる

1.家族に肺癌の病歴がある方
2.長期間に喫煙されている方
3.長期間に油や煙、粉塵の多い職業
  に従事している方 
4.長期間咳や痰に血液が混じる方
5.レントゲン検査で異常があった方

42,000元
定員制，要予約 
健診とは別な日に  
予約になります

定員制，要予約

毎日実施鼻咽腔內視鏡検査

検査目的



慢性疾病検査

良好な生活習慣は身心の健康の基礎になります。
素晴らしい人生を成し遂げるためにご自分の健康に関心を持つ事から始めましょう。

www.care-u.com.tw
予約受付時間 AM8:00 - PM6:00
月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診

中文版日本語

※ ポリープ切除術、病理組織検査、治療薬剤費用は別途清算となります。 

台北市104吉林路302號 電話：(02)2541-6262　FAX：(02)2537-2356　www.care-u.com.tw

業界唯一の複合型サービスをご提供

消化器内科外来 - 無痛内視鏡検査
(内視鏡下ポリープ，内視鏡下早期癌切除手術)
循環器内科(要予約)
耳鼻咽喉科(要予約)
婦人科(要予約)

■ 外来
個人向け各種健診コース
企業健診お見積もり
当日医師より結果を報告いたします

■ 日式健診 ■ アンチエイジング健診抗加齢療法
(日米技術協力＋個人抗加齢療法プログラム)

月曜日から土曜日(第２・４土曜日休診)
日曜・祝日休診
よりよいサービスを心がけております。
お電話或いはホームページよりご予約ください。
日籍スタッフがご案内いたします。

予約受付時間

項目No

1

2

3

検査対象者

甲状腺超音波検査

前立腺、膀胱超音波
検査

健診時間

‧肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、

   腎臓などの各種疾病や癌な
   どの早期発見

1.B、C 型肝炎の感染者
2.原因不明の腹痛がある方
3.飲酒、会食が多い方
4.メタボリックシンドロームの方
5.長期間に薬を服用されている方

1.甲状腺の触診で異常があった方
2.甲状腺血液検査で異常があった方
3.喫煙、飲酒される方
4.急に体重の減少がある方
5.不整脈や動悸のある方
6.ご家族に甲状腺癌の病歴がある方

‧甲状腺、副甲状腺の腫瘍及
   び各種疾病の診断

‧前立腺肥大及び腫瘍の早期
   診断

1.排尿に異常がある方
2.40歳以上の男性 

費用

2,200元

2,000元

2,000元 毎日実施

毎日実施

毎日実施腹部超音波検査

検査目的


