
おすすめオプション検査のご案内（巡回健診用）

受診希望の方はお気軽に！ご予約・お問合せは、下記までご連絡下さい。

TEL：0594-22-1010一般財団法人 三重県産業衛生協会 くわな健康クリニック

大腸がんリスクが気になる方に
大腸がんのリスクをチェック

大腸
がん
リスク

血液(生化2.0ml)

血液(貧血2.0ml)

脳梗塞・心筋梗塞が心配な方に
脳梗塞・心筋梗塞のリスクをチェック

【 LOX-index
®
】13,200円（税込）

膵臓がんリスクが気になる方に
膵臓がんのリスクをチェック

膵臓
がん
リスク

心筋梗塞

脳梗塞

リスク

LOX-index®（ロックスインデックス）とは、

脳梗塞・心筋梗塞発症リスクを調べる検査です。

値が高いと動脈硬化が進行し、脳梗塞・心筋梗塞

が将来的に発症するリスクが高まります。

【プロドロームCRC 18,700円（税込）

【プロドロームPAC】18,700円（税込）

健康な状態から大腸がんに移行する段階で

減少する複数の長鎖脂肪酸(GTAファミリー)を

測定し、大腸がんのリスクを調べる血液検査です。

健康な状態から膵臓がんに移行する段階で

減少する複数の長鎖脂肪酸(PCファミリー)を

測定し、膵臓がんのリスクを調べる血液検査です。

オプションNo

W804

オプションNo

W805
【オプション申込書】

氏名 生年月日

三衛協使用欄
希望する

オプションＮｏ

※ オプション検査を希望の方は氏名・生年月日・オプションＮｏを記載してください

※ オプション料金につきましては後日請求とさせていただきます（健診会場でのお支払いは出来ません）
※ オプション検査の結果は健康診断の結果とは別で後日郵送される場合がございます

血液(生化2.0ml)

※過去に膵臓癌と診断された方は受診をお控えください

※過去に大腸癌と診断された方は受診をお控えください

検査の詳しい内容はこちらのQRを

ご覧ください

オプションNo

W800



※ 診断目的で使用頂くことは出来ません。

※ 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。

脳梗塞 心筋梗塞

突然死の危険のある疾患

年間「約3万7000人」が死亡

寝たきりの原因にもなる疾患

年間「約6万6000人」が死亡

LOX-indexとは？

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。

脳梗塞・心筋梗塞発症リスクチェック

LOX-index®ロックスインデックス

LDLコレステロールは基準値内。でもLOX-indexは大丈夫？？

13,200円（税込）価格血液

検査の詳しい内容はこちらのQRを

ご覧ください

超悪玉コレステロール(LAB)

血管壁から
切り離されたLOX-1

発症リスクのレベルを
分かりやすくグラフで記載。

生活習慣改善のための
アドバイス別冊子つき

過去の検査結果からの
推移も一覧できる解説付き。



膵臓がんのリスクチェック

「プロドロームPAC」膵臓がんリスク検査

大腸がんのリスクチェック

「プロドロームCRC」大腸がんリスク検査
がんの部位別死亡数 *1
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大腸がんリスク検査とは？

健康な状態から大腸がんに移行する段階で減少
する複数の長鎖脂肪酸(GTAファミリー)を測定し、
大腸がんのリスクを調べる血液検査です。

膵臓がんリスク検査とは？

健康な状態から膵臓がんに移行する段階で減少す
る複数の長鎖脂肪酸(PCファミリー)を測定し、
膵臓がんのリスクを調べる血液検査です。

*1 厚生労働省 人口動態統計 2016より引用

*3 公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計’17」
全国がんセンター協議会加盟施設における5年生存率（2007~2009診断例）より引用

消化器系のがんの中でも大腸がんの罹患者数・
死亡者数は最近増加しており、2016年時点での
年間死亡者数は約5万人*2と報告されています。

*2 厚生労働省 人口動態統計 2016 より引用

膵臓がんの５年相対生存率はステージⅣで1.2％と非常に
低いですが、ステージⅠだと41.9％と大幅に上がります。
膵臓がんは進行が速く重症化してしまうケースが多いので
早期発見・早期治療が非常に重要です。

膵臓がんのステージ別 5年相対生存率 *3

※ 当施設では、相談・治療は行っていません。測定のみとなっております。
※ 当検査は、診断目的で使用頂くことは出来ません。 (異常値でも紹介状をお出しする事は出来ません）

価格 18,700円（税込）血液

価格 18,700円（税込）血液

【報告書サンプル】

【報告書サンプル】



検査分類 ｵﾌﾟｼｮﾝNo 検査項目・内容 内容 税込価格

血液型 Ａ001 ABO型(RH型) 血液型の検査 550

Ａ002 CEA（胃・大腸がん） 主に胃がんや大腸がんなどの消化器系のがん 1,650

Ａ003 PSA（前立腺がん） 前立腺がん（50歳以上の男性におすすめ） 2,200

Ａ004 CA125（卵巣がん） 主に卵巣がんや子宮がん 1,650

Ａ005 AFP（肝がん） 主に肝臓がん 1,650

Ａ006 PIVKA-II（肝がん） 肝臓がん 2,200

Ａ007 DU-PAN-2（肝・膵・胆道がん） すい臓がん 2,200

Ａ008 CA19-9（膵・胆道がん） 主にすい臓がん・消化器系がん 2,200

Ａ009 SLX（肺がん） 主に肺がん（特に肺腺がん）・消化器がん 2,200

Ａ010 NSE（肺がん） 主に肺がん（肺小細胞がん） 2,200

Ａ011 CYFRA(肺がん） 主に肺がん（特に肺扁平上皮がん） 2,750

Ａ012 SCC（肺がん・食道がん・子宮頸がん） 主に肺がん・子宮頚部がん（特に扁平上皮がん） 2,200

Ａ013 CA15-3（乳がん） 主に乳がん（特に転移性乳がん）・卵巣がん 1,650

Ａ014 p53抗体（乳がん、大腸がん、食道がん） 食道がん・大腸がん・乳がん 2,200

Ａ015 男性セット①　CEA・CA19-9・PSA 男性の方へのおすすめセット① 4,400

Ａ016 ② AFP・CEA・CA19-9・PSA・CYFRA 男性の方へのおすすめセット② 7,150

Ａ017 女性セット①　CEA・CA19-9・CA125 女性の方へのおすすめセット① 4,400

Ａ018 ② AFP・CEA・CYFRA・CA19-9・CA125・CA15-3 女性の方へのおすすめセット② 7,700

Ａ019 肝炎ウイルス（HBs抗原） Ｂ型肝炎の検査 1,650

Ａ020 肝炎ウイルス（HCV抗体） Ｃ型肝炎の検査 2,200

Ａ021 肝炎ウィルス（HA抗体） Ａ型肝炎の検査 2,750

Ａ022 梅毒（RPRカード法・TPHA） 梅毒の検査 1,650

Ａ023 風疹抗体 風疹の抗体検査（ＨＩ法） 1,650

Ａ024 麻疹抗体 はしかの抗体検査（ＨＩ法） 1,650

Ａ025 水痘抗体 水ぼうそうの抗体検査（ＨＩ法） 1,650

Ａ026 ムンプスウイルス抗体（おたふく風邪） おたふく風邪の抗体検査（ＨＩ法） 1,650

貧血検査 Ａ027 血清鉄・UIBC・フェリチン 体の中に鉄分が十分にあるか調べます 1,650

Ａ028 アディポネクチン（脂質）
血管を修復する作用のある物質です
一般的に値が高いほど良いとされています

4,400

Ａ029 甲状腺検査（TSH・FT3・FT4） 甲状腺機能の異常の有無を調べます 4,400

Ａ030 リウマチ因子検査（RF)・CRP定量 リウマチ因子の上昇と炎症が無いか調べます 1,650

Ａ031 抗ヘリコバクターピロリIgG抗体 ピロリ菌に対する抗体の検査 1,650

Ａ032 ペプシノーゲン 慢性萎縮性胃炎の指標 3,300

Ａ033 NT-pro BNP検査 慢性心不全の有無を調べます 2,200

Ａ034 高感度CRP
血管の慢性的な炎症の指標
心筋梗塞などに罹る危険性を早期に評価します

2,200

※　オプション検査を希望の方は表面のオプション申込書に希望するオプションＮｏを記載してください

※　検査試薬の関係上 検査方法が変更になる場合があります　　その事に伴い料金が変更になる場合は当協会よりご連絡いたします

オプション血液検査
三重県産業衛生協会

腫瘍マーカー

感染症

内分泌系

消化器系

循環器系


