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新規登録料 2020年2月1日時点において新規登録料金は無料とさせて頂いております。 Free

基本料金
JGMCでは医師の判断を必要とする医療行為をお受けになる際には、以下の基本診察料金
を課金させて頂きます。支払い方法による差異はありません。

初診料
当院では単一症状に対し相談及び理学的診察をお受けになる時間を20分と設定致し、これに対し
130ポンドを課金いたします。

130/20mins

再診料
初診後の継続的な単一症状への診療に対して20分の再診時間を設定しており、
これに対し90ポンドを課金しております。

90/20mins

乳児検診
外来診療において小児担当医が実施する、いわゆる日本国内での小児健診に相当するものです。
一回の診療時間を30分と設定し、195ポンドを課金いたします。乳児検診料金は6歳未満診察料を
含んだ金額となります。

195.00

ワクチン診察料（当院初診）
当院での初めての小児ワクチン又はトラベルワクチンの相談及び診察に対し、120ポンド課金いた
します。ワクチンの料金については接種いただくワクチンの種類により異なりますのでお問い合わ
せください。

120.00

ワクチン診察料（再診）
初診後の小児ワクチン又はトラベルワクチンの診察及び手技料として90ポンド課金いたします。ワ
クチン料金は含まれておりません。

90.00

インフルエンザワクチン診察料
インフルエンザワクチン診察料及び手技料として45ポンドを課金いたします。ワクチン料金は含まれ
ておりません。

45.00

諸加算料金（以下）
JGMCでは、複数症状の診療および初期設定時間を超えた延長時間などに対し、
諸加算料金を設定しております。初診症状と再診症状が混在する場合は、
初診症状に対する料金が常に優先されます。

同日追加症状受診加算（初診症状）
複数の症状をお持ちの場合、新症状毎に65ポンドを課金致します。
支払い方法による差異はありません。（例；初診症状二つ目より適用）

65.00

同日追加症状受診加算（再診症状）
複数の症状の内、初診以降の諸症状に45ポンドを課金致します。
支払い方法による差異はありません。（例；再診症状二つ目より適用）

45.00

診療時間延長料金（初診） 10分毎

初めての症状で20分の初診基本設定診療時間を超過する場合、10分毎に65ポンドを課金い
たします。21分から30分の診療時間に対し、診料に併せて65ポンド、31分から40分の診
療時間の場合は初診料に併せて130ポンドが課金されます。
単一症状の延長に対する加算となります。

65.00/10mins

診療時間延長料金（再診） 10分毎

初診以降の診療で20分の再診基本設定診療時間を超過する場合、10分毎に45ポンドを課金いた
します。21分から30分の診療時間に対し、再診料に併せて45ポンド、31分から40分の診療時間の
場合は再診料に併せて90ポンドが課金されます。
単一症状の延長に対する加算となります。

45.00/10mins

6歳未満診察加算 0歳から5歳までのお子様の診療に20ポンドを課金いたします。 Plus 20.00

週末料金（土日）
土曜日、日曜日の診療に際し、提供した医療サービス料金が、総額£170.00未満は£50.00、総額£

170.00以上の場合は提供した各医療サービス料金に30％を加算いたします。
From 50.00,

Band 2**

休日料金（祝日）
提供した医療サービス料金が、総額£200.00未満は£100.00、総額£200.00以上の場合は提供し
た各医療サービス料金に50％を加算いたします。

From 100.00,

Band 3**

特別加算料金（例外的対応等に適用）
予定外の時間外対応等の際に適用となります（基本的に当院は時間外診療は行っておりません）。
一定以上の診療費用に対しBand 4; 100%加算料金を課金いたします。 Band 4**

処方箋発行料金
投薬治療が必要とされる場合、医師が処方箋を発行するという技術料として30ポンドを課金いたし
ます。

30.00

薬剤費

当院の院内薬局で薬をお渡しする場合、処方箋代と併せて薬代が発生いたします。院外の薬局で
薬をお求めになる場合は、医師の発行した処方箋をお持ちになり薬を購入してください。
キャッシュレスサービスをご利用の場合でも、一部キャッシュレス対象外となる薬剤がございます。
詳細についてはご契約の保険会社にご確認ください。

From 1.00

料金説明

Details of price list

処方 MEDICATION

診察料

CONSULTATION



ワクチン ワクチン診察料に加えワクチン代が課金されます。 From 25.00

インフルエンザワクチン（注射）
インフルエンザワクチンの注射薬料金となります。ご利用の保険によりキャッシュレス対応が異なり
ますのでご予約前にご加入の保険会社にお問い合わせください。
例年10月よりインフルエンザワクチン3価及び4価をご提供いたします。

30.00

インフルエンザワクチン（点鼻）
鼻粘膜にワクチンを噴霧することにより吸収を促します。
対象は2歳から17歳となります。

50.00

HPVワクチン 
子宮頸癌、尖圭コンジローマ、およびその他の癌の発生に関係する、ヒトパピローマウイルスの持
続感染を予防するワクチンです。

252.00

診断書

CERTIFICATE
診断書、診療内容報告書等

診断書 : 当院ご利用日及び診断名の記載された書類は25ポンド、診療期間、診断名、診療経過の
記載された書類については50ポンドを課金いたします。
その他、診断書、診療内容報告書についてはキャッシュレス対象外となります。

From 25.00

医師紹介状 医師の作成する他院への紹介状作成手数料として60ポンドを課金させていただきます。 60.00

予約手続き及び医師紹介状
専門医への紹介に際し、紹介状作成と予約代行手続きを行います。紹介状作成代として60ポンド、
予約代行手続きとして30ポンドを課金いたします。

90.00

検査等説明文書 検査結果とその結果についての医師の説明作成手数料として25ポンドを課金いたします。 25.00

血液検査  (炎症反応一般) 炎症反応の指標として、血球検査（Hematology）とC反応性蛋白（CRP）の検査を行います。 80.00

血液検査  (成人全身状態一般) 血液一般、血液生化学の検査です。 150.00

血液検査  (小児全身状態一般) 血液一般、血液生化学の検査です。 100.00

便培養検査 消化器の細菌感染の診断を目的に、培養同定検査及び薬剤感受性検査が行われます。 61.10

培養検査
細菌性の炎症に対して、原因菌の鑑別に培養同定検査、炎症の原因と推定される菌種について、
抗菌薬の抗菌力の有無を判断するため薬剤感受性検査が行われます。

61.10

尿培養検査
細菌性尿路感染の判定を目的に行われます。培養同定検査と薬剤感受性検査が行われま
す。

50.00

院外尿定性検査
尿検査とは、尿中の成分の物理的性質、化学的性質、形態学的性質を検査することにより腎・尿路
系、もしくは腎前性疾患を推測する検査です。

20.00

組織診検査 細胞を採取し、悪性細胞の有無、推定される組織診断を細胞学的に診断する検査です。 From 214.50

子宮頚部細胞診 
子宮頸部（入り口）の粘膜から細胞を採取して観察する検査です。綿のついた細い棒状の検査器具
を使って細胞をこすり取り、膣癌や子宮癌の発見に役立てます。

92.30

HPVサブタイプ検査 ヒトパピローマウイルスの亜型を検査します。 121.00

尿定性検査（院内）
院内で行う試験紙による尿定性検査です。細菌性尿路感染症、糖尿病、脱水等の指標といたしま
す。

22.00

血糖値検査（院内） 血液内のブドウ糖値を測定し、糖尿病診断に用いられます。 22.00

顕微鏡検査（院内） 顕微鏡による細菌の検査です。特に水虫の診断に用いられます。 55.00

精子頸管粘液適合試験
頚管粘液自体の精子に対する質的・量的適合性、免疫性不妊（抗精子抗体・精子不動化抗
体）など、不妊症の原因が不明の場合も検査対象となります。

55.00

溶結連鎖球菌簡易検査（院内） 咽頭粘膜分泌物から溶連菌の感染の有無を判定します。 55.00

インフルエンザ簡易検査（院内） インフルエンザウイルスが体内で増殖する12～24時間の間に実施する簡易検査です。 55.00

＊18歳未満加算（上記内該当検査） Surcharge for the age under 18
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血中酸素飽和濃度検査   （院内）
心臓から全身に運ばれる血液（動脈血）の中を流れている赤血球に含まれるヘモグロビン
に何%に酸素が結合しているか、皮膚を通して（経皮的に）調べ、呼吸喚気状況の診断を
行います。

10.00

聴力検査    

純音聴力検査は、聴力検査の中では最も基本的な、そして重要な検査です。聞こえの程度
が正常か異常か、異常の場合、どの程度の聞こえの悪さか、聞こえの悪さがどの部位の異
常によるものかを大まかに判断するものです。

60.00

ピークフロー(最大呼気流量) 検査
このピークフローの値を測ることで、息苦しさや発作のあるなしにかかわらず、気管支の
状態を客観的に知ることができ、治療方針の指標となります。

10.00

呼気一酸化窒素測定
気道の好酸球性炎症の評価に用いられ、吸入ステロイド薬による気道閉塞や気道過敏性の
改善の程度とも相関し、治療効果の判定としても用いられています。

80.00

心電図
心疾患の存在を示唆する症状（胸痛、動悸、労作時息切れ、欠神など）がある場合や、不
整脈、虚血性心疾患、電解質異常、薬剤の影響の診断または判定のために行われます。

90.00

視力検査 ランドルト環というCの切れ目や記号、文字を視認できるかを調べます。 20.00

眼圧検査
眼球は房水という液体によって圧力が保たれています。 その眼球の内圧を検査し、視野が
狭くなって失明のおそれもある緑内障がないかなどを調べます。

30.00

眼底検査
眼球内部の網膜をはじめとする病気や神経が通る脳内に異常がないかなどを調べます。ま
た、検査結果は糖尿病や動脈硬化の判別材料などにも使われます。

50.00

色覚検査 色覚特性（色盲、色弱など）に異常がないかを調べます。 20.00

呼吸機能検査
肺の換気機能や容量などを調べることにより、肺が正常に機能しているかどうかを判断す
ること目的としています。

120.00

心電図イベントレコーダー 胸部症状を自覚した際の心電図を記録し不整脈の診断を行います。 200.00

直腸検査 肛門鏡を用い、肛門内の粘膜の様子を観察し、肛門の疾患の診断を行う検査です。 20.00

直腸鏡
肛門内の粘膜の様子を観察し、痔核、痔瘻、肛門周囲膿瘍、裂孔、肛門癌等の肛門の疾患
の診断を行います。

30.00

痴呆検査 認知症の診断の際に扱われるスコアテストです。 50.00-60.00

起立性機能障害検査
起立性調節障害ガイドラインにしたがって、起立直後性低血圧、体位性頻脈症候群、
神経調節性失神、遷延性起立性低血圧の診断判定を行います。

50.00
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画像検査 IMAGING 単純X線検査
X線を患部に照射し、透過したX線を検出器で可視化することで、内部の様子を知る画像検
査です。

From 125.00

マンモグラフィ
乳房X線検査といい、触診では見つかりにくいしこりや腫瘍などの発見のために行いま
す。乳房をプラスチック状の板で挟み込み、圧迫した状態で撮影します。 外部医療機関で
の検査となります。

280.00

上部消化管造影（胃バリウム）検査

発泡剤で胃をふくらませたあとで、バリウムを含む造影剤を飲んで行います。
検査台の上で身体を上下左右に動かし、胃の粘膜全体に造影剤を行き渡らせながらX線を
連続的に照射し、胃の内部を観察します。バリウムはX線を通さないので、造影剤の流れ
方から、食道や胃の動き、食べ物の通る様子や、何らかの異常によって胃の変形がないか
どうかを見ることができます。

210.00

超音波検査   （全腹部）
腹部超音波検査では、肝臓や腎臓、すい臓、胆のうなどの臓器や血管に異常がないかを調
べることができます。

350.00

超音波検査   （心臓）
心房や心室の縮小・肥大はないか、心筋は一定のリズムを保って動いているか、弁の逆流
がないかなど各部位ごとに形状や動きを画像でとらえることができ、あらゆる心疾患の診
断の役に立ちます。

400.00

超音波検査   （乳房）
超音波を体内に発信し、その反射波（エコー）を利用して乳腺を解析・画像化します。乳
房にプローブ（探触子）をあて、画像をモニターで確認します。しこりの形状や石灰化の
ようす、腫瘍の有無などを診断します。

200.00

超音波検査   （甲状腺）
喉の部分にある甲状腺に超音波をあて、甲状腺の大きさ、腫瘍病変の位置や大きさ・性状
などを調べる検査です。

200.00

CT at  European scanning centre

OutsourcingMRI  (1part)   at  European scanning centre

MRI  (2part)     at  European scanning centre

生理機能検査

PHYSIOLOGICAL

EXAMINATION



超音波検査   （頚動脈）

頸動脈付近は動脈硬化の好発部位であり、内頸動脈のIMTや血流速度を測定することは、全身の
動脈硬化度の評価の指標となります。
また、頸動脈は脳血管の上流にあたり、脳血管障害の危険度を推定するには極めて重要な検査で
す。

200.00

超音波検査   （その他） 100.00/ 1Part

婦人科超音波検査   （腹部） 腹部からの超音波検査です。 160.00

婦人科超音波検査   （経膣） 膣から専用の検査機器を使用し、子宮や卵巣の状態を検査します。 160.00

婦人科超音波検査   （腹部+経膣） 腹部及び膣からの超音波検査です。 190.00

超音波検査   （妊婦） 妊婦健診に伴う超音波検査となります。 160.00

超音波検査   （妊婦 / 双胎） 妊婦健診に伴う超音波検査となります。 190.00

超音波検査   （子宮頸管長測定）
組織学的内子宮口から外子宮口までの長さを言います。 子宮頚管長。妊産婦と赤ちゃんケアより。
子宮頸管の長さはふつう3～4cmありますが、お産が近くなるとだんだん短くなります。

Plus 30.00

超音波検査
 （胎児形態異常スクリーニング）

妊娠20週で行われる超音波検査です。胎児発育の評価や、形態異常の早期発見を目的に行われ
ます。

Plus 30.00
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筋肉注射 医薬品を直接筋肉に注射する医薬品の投薬方法の一つです。 55.00

静脈注射 医薬品を静脈血管内に注射する医薬品の投薬方法の一つです。 60.00

点滴 水分や電解質、抗生剤を点滴静注により投薬する治療法です。 From 150.00

ブロック注射
一時的な麻酔効果だけでなく、興奮して過敏になった神経を落ち着かせ患部の状態を改善
させます。

100.00

ドレナージ（排液処置）
体内に貯留した消化液、膿、血液や浸出液などを体外に排出することです。排出されたも
のを通して、創傷部の状態を観察、確認し、治癒を促し、感染を早期に発見する目的で行
います。

From 310.00

熱傷 やけどの受傷程度に合わせた処置を行います。 From 40.00

手術 局所麻酔下に行なわれる日帰り可能な手術となります。 From 525.00

創処置 手術後や切創等で被覆された創部の消毒を行います。 From   20.00
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ポリープ切除　　　　　　　 良性腫瘍を含めた隆起（りゅうき）性病変を切除・治療する方法です。 100.00

生検 組織の一部を採取し、菌や細胞の変化の有無を調べる検査です。 From 100.00

膣洗浄 膣内を専用の薬剤を使用し洗浄します。 20.00

膣剤挿入 治療を目的とし、医師処方の膣剤を挿入します。 10.00

化学焼灼 止血方法の一つとなります。 50.00

穿刺吸引　 患部を穿刺し、患部の貯留物を吸引します。 150.00

局所麻酔 外科的処置を行う前に局所の感覚を麻痺させるために行われます。 50.00

子宮内膜組織採取 +　医療器材 子宮内膜の細胞、組織の検査の為に行われます。 100.00 + 40.00

子宮拡大鏡検査 ( Colposcopy） 腟の外にカメラ機器を置き、腟の奥にある子宮頸部を拡大観察する検査です。 600.00

子宮脱ペッサリー挿入 子宮脱の治療方法の一つとしてペッサリーの装着を行います。 100.00

婦人科的

処置

GYNECOROGICAL

PROCEDURE

注射

 INJECTION

外科的処置

SURGICAL

PROCEDURE

画像検査 IMAGING



水いぼ処置 冷却療法等の治療です。 　  10.00/1Site

いぼ凍結療法　 原因となるウイルスを局所冷却凝固させる治療です。 　  15.00/1Site

鵜目処置 硬くなった皮膚を削るもしくは軟化させる治療を行います。 50.00/1Site

にきび処置 　　　 
「にきび」専用の器具を使って、毛穴からつまっている皮脂や角質などを物理的に取り除
きます。

50.00/1time

拡大鏡検査　　 

皮膚の腫瘍やホクロなどの色素病変をみる際に、ダーモスコープと呼ばれる特殊な拡大鏡
を用いて詳細に観察する検査です。ほくろの癌といわれるメラノーマか、普通のホクロか
どうかを判断したり、どのような皮膚の腫瘍なのかを診断したりするときに有用な情報が
得られます。

55.00

穿刺排膿処置 　 貯留した膿を局所穿刺することにより排膿を促します。   From 55.00

爪甲剥離関連処置 爪がはがれた際の処置です（病状により異なります）。 10.00

吸入
呼吸器疾患の治療法の一つで、呼吸困難の緩解、去痰（きょたん）効果を目的に微粒子化
した薬剤、蒸気、酸素などを気道より吸入させます。

60.00

包帯固定
包帯は、傷や出血などの箇所に、包帯での圧迫によって出血を止めたり、吸水性の高い綿
で血や膿などを吸収させたり、あるいは清潔を保つために当てる保護ガーゼを固定する為
に用いられます。

40.00

シーネ固定
副子は、四肢の外傷、骨折、脱臼、捻挫や炎症などの場合、局所の安静を保つために、添
え木を当てて患部の可動性を制限し、固定包帯として使用するものです。

From 120.00

肘内障整復 肘の関節の脱臼に対する処置です。 100.00

吸引 各種吸引 50.00

酸素吸入 酸素吸入 60.00/30Min

乳児浣腸 乳児における浣腸処置です。 60.00

耳垢除去
診療時に外耳又は鼓膜周辺の観察を行う上で耳垢の除去が必要な場合に、専用の医療器具
を用いて耳垢を取り除きます。

10.00-20.00

＊18歳未満加算（上記内該当検査） Surcharge for the age under 18
Plus 10 %

 of test fee

腰椎ベルト 腰痛時に患部の安静を保つ事を目的に装着します。 40.00

膝関節装具 膝関節の痛みに対して患部の安静を保つ事を目的に装着します。 25.00

歩行装具 足関節痛みに対して患部の安静を保つ事を目的に装着します。 165.00

足関節固定装具 足首の痛みに対して患部の安静を保つ事を目的に装着します。 25.00

手関節定装具 手首の関節痛に対して患部の安静を保つ事を目的に装着します。 15.00

杖 歩行困難な時に体の支持やバランスを補助するために使用いたします。 From 15.00

氷嚢 炎症を抑える目的で局所冷却するために使用します。 From   2.00

頚椎カラー 頚椎+B6:D128の患部の安静を保つ事を目的に装着します。 5.00

その他

 OTHERS

その他治療

OTHER

TREATMENT
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