オプション

血液検査一覧

・その他の項目も対応可能です。
お気軽にご相談ください。
・事業所健診の追加項目については、会社控えの結果票にも結果が記載される場合がございます。

項

目

甲状腺セット

備

考

料金(税抜）

甲状腺機能

¥3,500

肝炎セット

肝炎ウイルス感染症

¥2,500

腫瘍マーカー

がんに特徴的な物質を測定します

（TSH・FT3+FT4）
（HBｓ抗原抗体・HCV抗体)

①PSA

前立腺がん

¥1,500

②CA125

卵巣がん・子宮内膜がん

¥1,500

③CEA

胃がん・結腸直腸がん・肺がん・食道がん・乳がん・子宮頚部がん

¥1,500

④AFP

肝臓がん

¥1,500

⑤CA19-9

肝内胆管がん・膵臓がん・胆管がん・胃がん・結腸直腸がん

¥1,500

⑥PIVKAⅡ

肝臓がん

¥2,000

⑦シフラ

肺がん
（扁平上皮がん）

¥2,500

⑧ProGRP

肺がん
（小細胞がん）

¥2,500

3種（①/②・③・⑤)

¥4,000

5種（①/②・③・④・⑤・⑥)

¥6,000

7種（①/②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧)

¥9,000
¥20,000

アミノインデックス女性6種

健康な人とがんである人のアミノ酸濃度バランスの違い
を統計的に解析することで、現在 、がんであるリスクを
評価します。

マイクロアレイ

消化器がんに対する身体の反応を遺伝子レベルで
とらえる事が出来ます。

¥70,000

Prodorome PAC

膵臓がんのリスクを早期に判別する検査です。

¥15,000

LOX-index

脳梗塞 ・心筋梗塞の10年後のリスクを判断すること
が出来る検査です。

¥12,000

アクロレイン
（A6C）

無症候性脳梗塞のリスクを調べます。

¥10,000

アミノインデックス男性5種

MCIスクリーニング

アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβペプ
チドの蓄積を間接的に評価することで、軽度認知障害
（MCI）
のリスクを調べます。

¥20,000

¥17,000

ApoE遺伝子検査

アルツハイマー型認知症遺伝子検査です。

¥15,000

サインポスト遺伝子

遺伝子情報をもとに最適な生活習慣プログラムを提供
します。

¥35,000

オプション
項

検査一覧

料金(税抜）

目

頭部CT

¥13,700

胸部CT

¥8,500

腹部CT

¥5,500
¥13,000

CTセット
（胸部・腹部）
甲状腺エコー

¥3,000

腹部エコー

¥5,000

頸部エコー

¥4,000

心エコー

¥8,000
¥18,500

大腸内視鏡（事前の来院必要）
検査

5人に1人が認知症になる？

最近
「もの忘れ」
が気になる方へ

2025年、65歳以上の高齢者のうち認知症の人は約700万人（５人に1人）
に増加すると言われています。
さらに、認知症予備軍と言われる軽度認知症（MCI）
の人は、認知症の人と同数程度いるとも言われてお
り、認知症対策は社会的に緊急の課題と言えます。
エムシーアイ

MCIスクリーニング検査
神経細胞

神経細胞に
障害を与える

←

←

タンパク質

←

アミロイド
ベータペプチドを
排除する機能

←

アポリポ
タンパク質

軽度認知症（MCI）
とは、健常者と認知
症の中間の段階を指します。
日常生活に
支障はありませんが、
そのまま過ごすと
約5年でその半数以上が認知症に進行
すると言われています。
最近の研究では、MCIの段階で適切な
予防や治療を行えば、認知症の発症を
防いだり遅らせることができると分かっ
ています。

血液
検査

トランス
サイレチン

← アミロイド

ベータペプチド

補体タンパク質

アルツハイマー病はアミロイドベータペプチドという老廃物が脳に
蓄積し、神経細胞を破壊することで発症します。
この検査では、
アミロイドベータペプチドを排除する機能を持つ血
液中の３つのタンパク質を調べることでMCIのリスクを判定します。
アポイー

ApoE遺伝子検査
アミロイドベータペプチドの蓄積や凝集
に関わる物質の一つが、
アポリポタンパク
質Eです。それを司るApoE遺伝子には、
※
主にε2、
ε3、
ε4の３種あり、
２つ1組で
遺伝子型を構成しています。
このうち、
ε4を全く持たない遺伝子型に
対して、
ε4を１つないし２つ持っている遺
伝子型のアルツハイマー病発症リスクは
3〜12倍高くなると言われています。

血液
検査

この検査は、
あなたの持っている
ApoE遺伝子型を調べ、
アルツハ
イマー病発症リスクを知り、予防
に繋げるためのものです。
将来の発症の有無を判定するも
のではありません。
※ε
（イプシロン）

血液オプション検査のご案内
当院では最新のリスク検査を導入しております。
認
知
症

もの忘れが気になる方に
MCIスクリーニング検査

MCI(軽度認知障害)リスクを調べる検査です。
※MCIとは、健常者と認知症の中間段階を指します。

価格：17,000円（税別）

脳
梗
塞

かくれ脳梗塞が心配な方に
A6C（アクロレイン）検査

かくれ脳梗塞(無症候性脳梗塞)のリスクを
調べる検査です。

価格：10,000円（税別）

【こんな方におすすめです】

✓ 血縁家族が認知症になった
✓ 最近の出来事をすっぽり忘れることが増えた
✓ 趣味が楽しめなくなってきた

【こんな方におすすめです】

✓ 脳ドック(MRI/CT等)を受診したことがない方
✓ 65歳以上の方
✓ 血圧が高めの状態が長く続いている方

循
環
器

脳梗塞・心筋梗塞が心配な方に
LOX-index®(ロックス・インデックス)

脳梗塞・心筋梗塞発症リスクを調べる検査です。

価格：12,000円（税別）
【こんな方におすすめです】

煙草を毎日吸う。もしくは吸っていた
肥満(肥満ぎみ）である※BMIが25以上
定期的に(週2回以上)運動をしていない
高血圧・糖尿病・高脂血症の持病がある

✓
✓
✓
✓

膵
臓

すい臓がんが心配な方に

Prodrome-PAC(プロドロームピーエーシー）

すい臓がんのリスクを調べる検査です。
消
化
器

価格：15,000円（税別）

【こんな方におすすめです】

消化器がんが心配な方に
マイクロアレイ血液検査

消化器がん(胃,大腸,膵臓,胆道)のリスク
を遺伝子レベルで調べる検査です。

価格：70,000円（税別）

消
化
器
等

遺
伝
子

複数のがんが心配な方に
アミノインデックス血液検査

一度で複数のがんのリスクを調べる検査です。

価格：20,000円（税別）

【こんな方におすすめです】
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

煙草を毎日吸う。もしくは吸っていた
血縁家族がすい臓がんになった
お酒を週いわれたこ5回以上飲む
高血糖と指摘されたことがある

新しい健康管理を始めたい方に
サインポスト遺伝子検査

保有遺伝子から見た最適なライフスタイルと
栄養素を詳細なレポートで報告します。

価格：35,000円（税別）

血縁家族にがんになった方がいる
煙草を毎日吸う・吸っていた
肥満（肥満気味）である
胃部検査（カメラやバリウム）が苦手な方

【こんな方におすすめです】

✓ 健康のために何か始めたい
✓ 生活習慣病が心配
✓ なかなかダイエットが成功しない

※単独で実施する場合は、別途採血手技量として2,000円（税別）がかかります。

脳梗塞・心筋梗塞発症リスクチェック
®

価格

血液

LOX-index ロックスインデックス

12,000円（税別）

LDLコレステロールは基準値内。でもLOX-indexは大丈夫？？
動脈硬化は自覚症状がないまま進行し、ある日突然脳梗塞・心筋梗塞を発症してしまう怖い病気です。
LOX-indexは、血液中のLDLコレステロールが酸化し、より悪くなった超悪玉コレステロール(LAB)とその
担い手であるsLOX-1を測定・解析することで将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価する血液検査です。
動脈硬化を進行させないために、ご自身のリスクを把握し予防対策を始めましょう。

下記に当てはまったらロックスインデックスをおすすめします。
● 脳血管疾患家系の方 ● 40歳以上の方 ● 喫煙している方 ● 肥満気味の方
● 血圧が高めの方 ● LDLコレステロールが高めの方 ● 血糖値が高めの方 ●ストレスが多い方
<脳梗塞発症との関係>

<心筋梗塞発症との関係>

報告レポートイメージ

※ 妊娠中は検査をお受けできません。(妊娠中、出産後3ヶ月以内の方は数値が高く出る傾向があります。)
※ 風邪、関節リウマチの方は、検査数値が高くでる可能性があります。
※ 脂質異常症治療薬、抗血小板薬、降圧薬を服用されている方は、検査数値が低く出る可能性があります。

遺伝子リスクを知りたい方に

価格

サインポスト遺伝子検査「生活習慣病予防プログラム」 血液

35,000円（税別）

サインポスト遺伝子検査で新しい生活習慣予防に取組みませんか？
サインポスト遺伝子検査とは？
生活習慣病に関連する11項目61種類の
「遺伝子リスク」をチェックし、保有
遺伝子(SNP)に合わせた栄養素とライ
フスタイルを提案します。

肥満

体内老化

高血糖

動脈硬化

ロコモ
（筋力低下）

コレステロール

血栓

アレルギー

高血圧

アルコール

もの忘れ

〈サインポスト遺伝子検査結果報告書〉※ 全40ページ

〈報告書見本〉

非アルコール
脂肪性肝疾患

すい臓がんの早期リスク検査
Prodrome-PAC （プロドローム・ピーエーシー）

血液

価格

15,000円（税別）

早期発見の難しい膵臓がんのリスクを早めにチェックしませんか？
Prodrome-PACは、健康な状態から膵臓がんに移行する過程で減少する6
種類の長鎖脂肪酸”PCファミリー” を測定することで、膵臓がんのリスク
を早期に判別できる検査です。高リスクの場合は、低リスクの場合と比べ
て、膵臓がんが見つかる確率が100倍高くなると推計されています。

報告レポートイメージ

消化器がんリスクをチェック！マイクロアレイ検査

血液

価格

70,000円（税別）

がんなどの異物に対する体の反応を遺伝子レベルで測定しませんか？

マイクロアレイ検査とは
がんなどの異物に対する体の反応（メッセンジャー
RNA）を遺伝子レベルで測定できる最新の技術です
。これを利用し開発されたのが、マイクロアレイ血
液検査です。消化器のがんに対して9割の高い感度
を示しています。

胆道がん

胃がん

大腸がん

膵臓がん

報告レポートイメージ

受診前の確認事項
下記の全項目のいずれかに☑が付く方には、当検査の受診をお勧めしておりません。

現在がんと診断されている、もしくはがんの治療を受けている。
部位問わず、5年以内にがんの治療をうけたことがある。
自己免疫性疾患（潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデス、関節リウマチなど）と診断
され、現在治療を行っている。
Ｂ型肝炎ウイルス・Ｃ型肝炎ウイルスによる肝疾患と診断されている。
(女性の場合)現在、妊娠中もしくは妊娠をしている可能性がある。または、産後1年以
内である。
副腎皮質ホルモン（吸入ステロイド剤を除く）を服用している。
※免疫系に関わる遺伝物質を測定しているため、上記該当の方は正しく判定できない可能性があります。

かくれ脳梗塞をチェック！

A6C検査

血液

価格

10,000円（税別）

脳梗塞になるリスクをチェックしてみませんか？

A6C（アクロレイン）検査とは
自覚症状がない、小さな脳梗塞を「無症候性脳梗塞」または「かくれ脳梗塞」といい、見つかると健常者に比
べ脳卒中になる確率が約10倍上昇すると報告されています。
A6Cは、血液検査で脳梗塞のリスクを調べます。脳梗塞で細胞が傷つくと血液中で『アクロレイン（ACR）』
が増えます。アクロレインは、周辺の神経細胞などに作用し、IL-6の生成、分泌を誘導します。IL-6は肝臓に
達し、肝細胞に作用してCRPを促進します。これは脳梗塞に対する生体の防御反応です。
A6Cでは、これら脳梗塞時に起こる一連のプロセスを測定することにより、非常に高い精度でかくれ脳梗塞を
検出するものです。

神経細胞

報告レポートイメージ

肝臓

複数のがんが
一度に検査できる

アミノインデックス検査

血液

価格

20,000円（税別）

複数のがんが気になる方は同時に検査してみませんか？
40歳以上の方が対象です。

各種がん患者のアミノ酸プロファイル

血液中のアミノ酸濃度を測定し
、健康な人とがんである人のア
ミノ酸濃度のバランスの違いを
統計的に解析することで、現在
がんであるリスクを評価する検
査です。
一度の採血で複数のがんを同時
に検査でき、早期のがんにも対
応しています。

例

報告レポートイメージ

○対象となるがん種○
胃、肺、大腸、膵臓と
男性:前立腺（計5種）
女性:乳、子宮・卵巣（計6種）
※
※
※
※

●：肺 ●：胃 ●：大腸 ●：乳 ●：健常者

原則、午前中・空腹時の採血となります。
リスク検査はがんや脳梗塞のリスクを判定する保険未収載の検査です。
がんや脳梗塞の有無を本検査の結果のみで判定する目的で行う検査ではありません。
他検査の結果と併せて今後の検査・治療方針の検討にお役立て頂くことをお勧めいたします。

ご予約、お問合せは健診センターまでご連絡ください。
医療法人社団 愛康会

小松ソフィア病院

TEL：0761-46-5381

※こちらに掲載のオプション検査には3営業日前までの
事前申込みが必要な項目があります。その場合、健診当日の
追加は対応できませんのでご了承ください。

