新しいオプション検査のご案内（施設健診用）
脳梗塞・心筋梗塞が心配な方に

認知症が心配な方に

脳梗塞・心筋梗塞のリスクをチェック

MCIのリスクをチェック

オプションNo

®

【 LOX-index 】13,200円（税込）

W800

W801

血液(貧血2.0ml)
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。

脳梗塞
心筋梗塞
リスク

血液
【MCIスクリーニング検査】
(生化7.0ml)
22,000円（税込）

オプションNo

MCI
リスク

アミロイドベータペプチドを排除する機能を持った
３つのタンパク質の血中濃度を調べることで、
アミロイドベータペプチドへの「防御力」を算定し
、MCI(軽度認知障害)のリスクを評価する検査です。
※既に認知症と診断されている方は受診をお控えください

アルツハイマー型認知症が気になる方に
アルツハイマー型認知症の遺伝子リスクをチェック
認知症

オプションNo

W802

食道
がん
リスク
オプションNo

W803

大腸
がん
リスク
オプションNo

オプションNo

複数の
がん
リスク

W804

がんリスクが気になる方に
がんのリスクをチェック
®

血液
(専用6.0ml)

アルツハイマー型認知症の発症と密接な関わりがあると
されているApoE遺伝子を調べます。ApoE遺伝子には
6組の遺伝子タイプが存在し、特定の遺伝子タイプを持ってい
る方では、リスクが高くなるといわれています。

食道がんが気になる方に
食道がんのリスクをチェック
【アルコール分解酵素遺伝子検査】 口腔内組織
綿棒採取
4,400円（税込）
アルコール分解酵素の遺伝子型からアルコール
依存症のリスクや食道がんのリスクがわかります。

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
【プロドロームCRC】
18,700円（税込）

血液
(生化2.0ml)

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。
※過去に大腸癌と診断された方は受診をお控えください

W807

【AICS 】
29,700 円（税込）

【ApoE遺伝子検査】
19,800円（税込）

血液
(専用5.0ml)

膵臓
がん
リスク

オプションNo

W805

男性
胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん

女性

消化器
がん
リスク
オプションNo

胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、
子宮・卵巣がん

膵臓がんのリスクをチェック
【プロドロームPAC】
18,700円（税込）

血液
(生化2.0ml)

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。
※過去に膵臓癌と診断された方は受診をお控えください

®

AICS （アミノインデックス）とは、
血液中のアミノ酸濃度を測定し、現在がん
である可能性を評価する新しい検査です。

膵臓がんリスクが気になる方に

W806

消化器がんが気になる方に
消化器がんのリスクをチェック
血液
【マイクロアレイ血液検査】
(専用2.5ml
X 2本)
88,000円（税込）
マイクロアレイ血液検査は、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できる最新の技術を
利用し胃、大腸、膵臓、胆道の癌の有無を判定します。
＊ 先天的ながんのリスクを調べる検査ではございません。

※ オプション検査を希望の方は裏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
※ 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

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。
（事前にお申込みいただくと、当日スムーズに受診していただけます。）

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 TEL：0594-22-1010

おすすめオプション検査のご案内
脳梗塞・心筋梗塞発症リスクチェック

血液

LOX-index® ロックスインデックス

価格

13,200円（税込）

LDLコレステロールは基準値内。でもLOX-indexは大丈夫？？
心筋梗塞

脳梗塞

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。

発症リスクのレベルを
分かりやすくグラフで記載。

※
※
※
※

過去の検査結果からの
推移も一覧できる解説付き。

超悪玉コレステロール(LAB)
血管壁から
切り離されたLOX-1

生活習慣改善のための
アドバイス別冊子つき

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。

おすすめオプション検査のご案内
MCIのリスクをチェック

血液

MCIスクリーニング検査

価格

22,000円（税込）

MCI（軽度認知障害）は、認知症予防のキーワード！！
MCIスクリーニング検査とは？
アルツハイマー病はアミロイドベータペプチドが脳内に
蓄積されて神経細胞がダメージを受ける事で発症すると
いわれています。本検査では、このアミロイドベータ
ペプチドを排除する機能を持った３つのタンパク質の
血中濃度を調べることでアミロイドベータペプチドへの
「防御力」を算定し、軽度認知障害のリスクを評価
しています。
健常

MCI

アルツハイマー病

< MCI（軽度認知障害）とは？>
 MCI (軽度認知障害)とは、日常生活には支障がないが、
微細な認知機能の低下が認められる状態です。
 MCI（軽度認知障害）の状態を放置してしまうことで、
アルツハイマー病に移行するリスクが高まります。
※ 診断目的で使用頂くことは出来ません。
※ 急性障害、急性腎障害、自己免疫性腎疾患などの自己免疫性疾患（急性期）、重度の栄養不良、
補体タンパク質（C3）の活性化がおきる疾患では、本検査の判定結果に影響を与える可能性があります。
トランスサイレチン（TTR）は栄養状態で変動します。極端なダイエットなどでは本検査の判定結果に影響を与える 可能性があります。

アルツハイマー型認知症の遺伝子リスクをチェック

ApoE遺伝子検査

血液

価格

19,800円（税込）

遺伝的リスクを知って認知症予防に取組もう！！
ApoE遺伝子検査とは？
アルツハイマー型認知症の発症と密接な関わりがあるとされているApoE遺伝子を調べます。
ApoE遺伝子には6組の遺伝子タイプが存在し、特定の遺伝子タイプε（イプシロン）４を持っている方では、
アルツハイマー型認知症の発症リスクが3倍～12倍高くなるといわれています。
ε４タイプを持っているからといって必ずしも認知症を発症するわけではありませんが、
遺伝的な認知症リスクを知ることで予防につなげていただくことができます。
＜ε4遺伝子とアルツハイマー病発症率への影響＞

※ この検査だけで、認知症かどうかを判断するものではございません。
※ 原則生涯変化することはないため、検査は一生に一度で問題ございません。
また、検査の際に食事や体調などの影響を受けることもございません。

※ε3/ε3型を１としたときの倍率

＊結果の送付には3～4週間かかります。

おすすめオプション検査のご案内
主な消化器がんの死亡者数の年次推移
消化器がんの中でも胃がん、大腸がんの死亡者数が上位にあります。
（人）

55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

胃がん

大腸がん

膵臓がん

胆嚢・胆管がん

出所： 厚生労働省「平成24年人口動態統計」

【胃部内視鏡検査】経口又は経鼻 ：16,500円（税込）
胃内視鏡検査は、消化器専門の医師が実施します。
経口内視鏡または経鼻内視鏡からお選びいただけるため、
苦手な方も安心です。（事業所、健保によってはバリウム
検査をカメラに変更できる場合があります）
【大腸内視鏡検査】 保険診療
便潜血反応検査で要精密検査と判定された方に、
保険診療にて大腸内視鏡検査を実施しております。
当クリニックでは、内視鏡専門医、消化管学会専門医・
指導医による見落としの無い丁寧な検査を行っています。
精密検査について疑問があった際には、どんなことでも
お問い合わせください。

増加する乳がん患者
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※国立がん研究センターがん対策情報センター地域がん登録による罹患全国推計、
厚生労働省平成24年人口動態統計より引用改変
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※公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計‘15」全国がんセンター協議会
加盟施設における5年生存率（2004～2007年診断例）より引用改変

乳がん患者数は近年大幅に増加しており、女性の部位別の罹患者数でも第１位です。
しかし早期であれば治るがんとされており、早期発見・早期治療が重要な疾患です。
【マンモグラフィ】 2方向 ：6,050円（税込）
乳房専用Ｘ線装置により、少ない放射線量で乳がん検査ができます。
透明圧迫プレートで平たく乳房をはさみ、薄くのばして撮影し、乳腺内の異常を調べます。

【子宮頸がん検査】医師による子宮頸部細胞診 ：4,400円(税込）
子宮頸がんは、その要因となるＨＰＶの感染から5～10年後に
増殖すると言われています。定期的に検診を受けることで、
異常を早期に発見し、がんに罹る前に治療できます。
【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

