眼底／眼圧セット

甲状腺機能／甲状腺機能セット
【甲状腺機能】

オ プ シ ョ ン 検 査 の ご 案 内

3,982円（税別）

採血（TSH・FT3・FT4）

【甲状腺機能セット】

6,991円（税別）

採血／エコー

セット割引がお得です
【 エクオール検査 ＋ 甲状腺機能 】
5,417円（税別）

O P T I O N

G U I D E

5,000円（税別）
4,000円（税別）

セット割引がお得です

度の高い各種オプション検査をご用意しております。

喀

日本人の死亡原因の第１位はがん、その中でも最も多いのが肺がんです。

肺がんは胸部X線検査だけで早期に発見することは困難な場合があります。
特に喫煙者の方に多い肺門部肺がんは発見しづらく喀痰検査が有効です。
50歳以上の喫煙者は毎年受けましょう。

Q.

A.

そもそも、通常の健康診断と

企業内や市町村で実施される健

は別にオプション検査をする

康診断は基本的な項目について

必要はあるのでしょうか？

のみ行われます。しかしそれで

2,871円（税別）

すべての身体の異常の診断が出

採血（ペプシノゲン／血中ピロリ抗体）

胃がんセット

胃がんはとくに日本人に多いがんです。
胃がんになるか、
ならないかはピロリ菌
感染の有無が重要な因子です。
自分の胃がピロリ菌に感染しているかを一度
調べてみましょう。

来るわけではありません。健康

ある、健診適齢期である、近親
者に特定疾患の方がおり気にな
る、などの場合にはオプション
を追加することがお勧めです。

20代以上に
おすすめ

40代以上に
おすすめ

50代以上に
おすすめ

がん全般に関わる
オプション

男性におすすめの
オプション

女性におすすめの
オプション

喫煙者の方に
おすすめのオプション

高血圧の方に
おすすめのオプション

糖尿病の方に
おすすめのオプション

【男性】

4,815円（税別）
採血（CEA／AFP／CA19-9）
【女性】

（アルファフェトプロテイン）

採血（CEA／CA125／CA19-9）

30代以上に
おすすめ

2,593円（税別）

採血（TRACP-5b）

セット割引がお得です
【 骨代謝マーカー ＋ リウマチ 】
4,445円（税別）

4-6

膵臓がん・胆道がん等の診断に有効です。

CA125

主に卵巣がん・子宮がんの診断に有効です。

子宮

「骨粗しょう症」は、骨の新陳代謝に関わる女性ホルモンの分泌が加
齢とともに低下する特に60歳以上の女性に多くなりますが、実は若い
人でも過度のダイエット、偏食や運動不足等の生活習慣が原因でなる
こともあり油断はできません。

採尿

【 エクオール検査 ＋ 甲状腺機能 】
5,417円（税別）

“エクオール”
が体内でどれくらい作られているかを検査します。

更年期症状・お肌のハリや潤い・メタボリックシンドローム・乳がんのリスク
など、さまざまな不調をやわらげるエクオール。検査結果からケアの方法を
見つけましょう。

◦高血圧
◦喫煙

◦肥満

◦年齢が60才以上

◦糖尿病

◦脳血管疾患家系 ◦過度な飲酒

◦ストレスが多い

上記の危険因子がある方は、数年に一度おすすめします。

2,315円（税別）

階段がキツイ…息切れがヒドイ…動悸が目立つ、そんな症状の方は。

採血（NT-proBNP）

心不全の早期診断に役立つ検査です。心不全とは心臓の機能が落ちた状
態で、進行すると生命にかかわることもあります。
高血圧、糖尿病、喫煙、肥満などが心不全の原因ですので該当する方に
は特におすすめいたします。

2,991円（税別）
採血（P型アミラーゼ/エラスターゼ1）

◦よく酒を飲む ◦お腹の調子が良くない
「早期膵臓がんの発見が期待」

◦糖尿病

膵臓は、胃のうしろにある消化液をつくる臓器です。膵臓がんは、
『がん』による死因の第５位で、近年増加しています。
血液のみの検査です。がんセットと同時に行うとより効果的です。

2,963円（税別）
子宮の入口を専用ブラシで検査します。

子宮がんのリスクをご自身でチェックしてみませんか？
※ヒトパピローマウイルス（HPV）の感染を調べます

子宮頸がんは予防できるがんで、早期発見により助かる可能性の高い
疾患です。
20～50オにおすすめしますが、特に20代、30代について近年増加傾向
にあります。
定期的なチェックが必要です。

前立腺がんマーカー
前立腺

特に女性は若いうちからの検査がおすすめ

こんな方は
特に要注意！

HPV（自己採取）

胃がん・大腸がん等の診断に有効です。

CA19-9

心筋梗塞はある日突然症状が出る疾患です！

動脈硬化が心配な方、まずはリスクを確認してみてはいかがですか？

肝臓の病気（肝臓がん、肝硬変、肝炎など）
で上昇する可能性がある血
液マーカーです。健康な成人の体内ではほとんど産生されません。肝臓
以外のがん
（肺がんや胃がんなど）
でも上昇することがあります。

エクオール検査
セット割引がお得です

検査方法

CEA

採血（LOX-index）

※膵臓に多く存在し、膵臓の病気で上昇する可能性がある血中酵素です。これら
の酵素の上昇は、膵臓がん発生の危険因子であると言われております。

男性がん、女性がんセットを受けたことで、一般的な健診で発見できな
かった疾患が実際に見つかるケースがあります。
大腸がん、胆のう腫瘍、卵巣腫瘍、その他婦人科疾患など、毎年の検査を
おすすめします。
AFP

4,815円（税別）

2,963円（税別）

検査料金

胃

骨代謝マーカー

全年齢

お得なセット
オプション

1位

3位

8,982円（税別）

膵臓がん

希望者数

※平成30年４月よりCYFRA（シフラ）をAFPへ変更しました。

ア イ コ ン 詳 細

1530-01-012(内部健診用).indd

がんセット

希望者数

肺

膵臓
胃がんはがんによる死亡原因の第２位、しかし、罹患率は１位です。

緑内障にかかった方の大半の方は放置しており、緑内障は失明原因の
一位になっております。眼 底、眼 圧検査で早期発見をおすすめします。

心不全マーカー

希望者数

2位

動脈硬化マーカー

※平成29年４月より動脈硬化性疾患（脳梗塞、心筋梗塞）のマーカーは、動脈硬
化マーカーに１本化いたしました。引き続き脳梗塞リスクマーカーをご希望の
方は、お申し出ください。
※リウマチ、妊娠中、出産後、熱がある場合は、検査数値が高く出る可能性がご
ざいます。

胸

痰
喀痰細胞診検査

す。日頃気になっている部分が

心臓
①

心臓②

2,408円（税別）

項目を追加することができま

※コンタクトを使用の方は眼底検査の際に、はずして頂きます。
保存ケース（予備のコンタクトレンズ）をお持ち下さい。

【 乳房X線 ＋ 乳房超音波 】
8,315円（税別）

受診者の皆様からご希望の多いオプションを組み合わせたお

目を酷使するスマートフォン・パソコン時代。
40代以上の20人１人が緑内障と言われています。

眼底検査／眼圧検査

脳

日本人女性の乳がん増加に伴い１年に１度の画像診断は年齢を問わず
とても重要です。早期に発見し治療すれば多くの場合治癒が期待でき
ます。
是非とも画像診断を受けて、早期発見のチャンスを作りましょう。

エコー

2,963円（税別）

目

甲状腺は、体の新陳代謝を盛んにするホルモンを作る臓器です。甲状
腺疾患は、気づきにくい病気のひとつです。

女性が一生の間に乳がんになる確率は、14人に１人とされています。

X線

【乳房超音波】

皆様の健康管理にご活用いただく為に、より幅広く、より精

診断にはオプションとして健診

甲状腺

乳房X線／乳房超音波
【乳房X線】

得なセットもございます。ぜひご参考にしてください。

◦のぼせ、ほてり、イライラ ◦食欲がないのに太る
◦疲れやすい、元気がでない ◦心臓がドキドキする ◦汗をかきやすい
◦むくみ ◦手の指が震える
などの症状は、甲状腺が原因かもしれません

骨

2,408円（税別）

尿が出にくい…尿が途切れる症状の方は。

採血（PSA検査）

前立腺がんは、長寿化にともない年々増加しています。初期には症状が出
ないことが多く、早期に発見・治療することで、治療効果・延命効果も上が
ることが分かっていますので、前立腺がんの早期発見のためには、自覚症
状がなくても50歳をこえたら、血液検査だけでできるPSA検査を毎年受け
られるようにお勧めします。

アレルギー39種類セット
バナナ、豚肉、オオアワガエリ（草木類）を追加

8,334円（税別）

リウマチセット

採血（View39）

蕁麻疹、かゆみ、かぶれ、その他アレルギー症状の原因を１度に調べられる検査です。原因
が思い当たらない時に有効です。39種類同時に測定するごとで１項目あたりの料金を抑え
ています。
吸収系 その他アレルゲン
◦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［ガ／ゴキブリ］◦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／ブタクサ／ヨモギ］◦空中真菌［アルテルナリア（ススカビ）／アスペルギルス（コウジカビ）］◦真菌そ
の他［カンジタ／マラセチア（属）／ラテックス］
食餌系アレルゲン
◦卵［卵白／オボムコイド］◦牛乳［ミルク］◦小麦［小麦］◦豆・殻・種実類［ピーナッツ／大豆／ソバ／ゴマ／米］◦甲殻類［エビ／カ二］◦果
物［キウイ／リンゴ］◦魚・肉類［マグロ／サケ／サバ／牛肉／鶏肉］

関節

3,241円（税別）

（

採血

リウマトイド因子（RF）定量、
抗シトルリン化ペプチド抗体定量

）

セット割引がお得です
【 骨代謝マーカー ＋ リウマチ 】
4,445円（税別）

こんな関節の症状はありませんか？
◦痛み ◦腫れ ◦こわばり ◦違和感

関節リウマチってどんな病気？
関節リウマチは、おもに関節の内側にある滑膜に腫れや痛み、こわば
りなどの炎症を起こし、それが続くと関節の変形をきたす病気です。
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