
医療法人 朋愛会 朋愛病院 健診事業部  集合健診 オプション検査一覧
●健診日当日お申込となります。（事前予約は不要）　
●オプション検査料金は、通常の健診料金とは別途必要です。当日のお支払い（現金もしくはクレジットカード）となります。
●金額等詳しいご案内や申込書は、健診日の約2週間前に「受診票」等と一緒に送付させていただきます。

検査名 対象となるがんの種類および疾病
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肝
炎

CEA・AFP・CA19-9

PSA（男性のみ）

CA125（女性のみ）

CA15-3（女性のみ）

肝炎ウイルス検査

ピロリ菌

血清ペプシノーゲン

ABC検診

ロックスインデックス

サインポスト遺伝子検査

MCIスクリーニング検査

アレルギー検査

NT-proBNP

マイクロアレイ血液検査

腫瘍マーカー男性セット

腫瘍マーカー女性セット

C E A：胃がん・膵臓がん・大腸がん・肺がん・肝臓がん・胆道がん・
結腸がん・甲状腺がん・膀胱がんなど

CA15-3：乳がん・卵巣がん・膵臓がん・肺がんなど

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

血液検査

CYFRA
シフラ 肺がん（扁平上皮がん・腺がん・大細胞がんなどの非小細胞がん）の

がんリスクがわかる腫瘍マーカーです。

前立腺がんなどのがんリスクがわかる腫瘍マーカーです。

卵巣がん・子宮がん・乳がんなどのがんリスクがわかる腫瘍マーカーです。

乳がん・卵巣がん・膵臓がん・肺がんなどの
がんリスクがわかる腫瘍マーカーです。

慢性胃炎・胃十二指腸潰瘍・胃がんの原因となる
ヘリコバクターピロリ菌の抗体を測定し、感染を見つける血液検査です。

慢性萎縮性胃炎・胃がんの危険度を調べる血液検査です。

ピロリ菌の除菌をされた方は申込みいただけません。
胃がんの危険度を調べるピロリ菌、血清ペプシノーゲンの
2項目をセットにした血液検査です。
※詳しくはこちら

膵臓がん・胆道がん・胃がん・大腸がんの4種類のがんを
血液で判定する検査です。
※詳しくはこちら

心筋梗塞・心不全の診断ができる血液検査です。

動脈硬化の進行から、将来の脳梗塞、心筋梗塞の発症までを
予測できる血液検査です。
※詳しくはこちら

12項目の生活習慣病に関する遺伝的なリスクを測定する血液検査です。
※詳しくはこちら

A F P：肝臓がん・胃がん・膵臓がん・卵巣がんなど

CA19-9：膵臓がん・胆道がん・胃がん・大腸がん・卵巣がんなど

C E A：胃がん・膵臓がん・大腸がん・肺がん・肝臓がん・胆道がん・
結腸がん・甲状腺がん・膀胱がんなど

A F P：肝臓がん・胃がん・膵臓がん・卵巣がんなど
CA19-9：膵臓がん・胆道がん・胃がん・大腸がん・卵巣がんなど

P S A：前立腺がんなど

下記のがんリスクがわかる腫瘍マーカーセットです。

下記のがんリスクがわかる腫瘍マーカーセットです。

C E A：胃がん・膵臓がん・大腸がん・肺がん・肝臓がん・胆道がん・
結腸がん・甲状腺がん・膀胱がんなど

A F P：肝臓がん・胃がん・膵臓がん・卵巣がんなど
CA19-9：膵臓がん・胆道がん・胃がん・大腸がん・卵巣がんなど

下記のがんリスクがわかる腫瘍マーカーセットです。

CA125：卵巣がん・子宮がん・乳がんなど

（CEA・AFP・CA19-9・PSA）

（CEA・AFP・CA19-9・CA125・CA15-3）

サリバチェッカー唾液検査

肺がん・膵臓がん・大腸がん・乳がん・口腔がんの5種類の
がんリスクがわかる唾液検査です。
※詳しくはこちら

ＮＥＷ

軽度認知障害の兆候を早期に発見するためのスクリーニング検査です。
※本検査の判定結果で診断が確定するものではありません。

ネコ・ハウスダスト・ヒノキ等、一度に39種類のアレルギーの原因を
調べることができる血液検査です。
※詳しくはこちら

がんが気になる女性の方に

がんが気になる男性の方に

過去除菌経験
あり   ・   なし

肝硬変や肝臓がんの約9割はＢ型肝炎ウイルス・Ｃ型肝炎ウイルスの感染
によるものです。肝炎の早期発見・早期治療が肝がんを防ぎます。

※詳しくはこちら



オプション検査のご案内

医療法人 朋愛会 朋愛病院 

健診事業部 淀屋橋健診プラザ

自分の身体の気になるところ

オプション検査で
チェックしてみませんか？

全オプション検査からピックアップしてご紹介します。
同封の「オプション検査申込書」と合わせてご確認ください。

健康診断の検査項目だけでは発見が非常に難しい病気等があります。
これらを補うため、健康診断に追加して受診できる豊富なオプション検査を
ご用意しております。

唾液検査 血液検査

お申し込み

検  査

同封の申込書に必要事項を記入の上

健診日当日、受付にお渡しください。

だ液検査や血液検査は、

気軽に検査ができ、手間がかかりません。

※淀屋橋健診プラザで受診の場合、事前予約が必要な検査がございます。
　詳しくは同封の申込書をご確認ください。



その他検査

サインポスト遺伝子検査 ▶P.08
アレルギー検査 ▶P.06

各種検査の精度は向上しておりますが、検査できる範囲には限度があり、病気を全て発見できるものではありません。
何らかの症状や不調を感じた場合は、主治医の先生もしくは、最寄の医療機関へのご受診をおすすめします。

部位別に見るオプション検査
気になる身体の部位から該当するオプション検査をお選び頂けます。

同封のオプション検査申込書と合わせてご確認ください。

ロックスインデックス ▶P.05
MCIスクリーニング検査 ▶P.07

脳の検査

口腔がんの検査
サリバチェッカー ▶P.03

胃の検査

ＡＢＣ検査 ▶P.06
マイクロアレイ血液検査 ▶P.04

サリバチェッカー ▶P.03

肺がんの検査

乳がんの検査
サリバチェッカー ▶P.03

膵臓がんの検査
サリバチェッカー ▶P.03

マイクロアレイ血液検査 ▶P.04

胆道がんの検査
マイクロアレイ血液検査 ▶P.04 大腸がんの検査

サリバチェッカー ▶P.03
マイクロアレイ血液検査 ▶P.04

心臓の検査
ロックスインデックス ▶P.05

前立腺がんの検査
PSA（男性のみ） 詳しくは同封の申込書を

ご確認ください

NT-proBNP 詳しくは同封の申込書を
ご確認ください

P.02



だ液によるがんリスク検査を希望される方へ

以下の２項目に該当される場合は検査を受診できません。

●前日の夜9時以降、お薬（アスピリン※１、メトホルミン※２）を服用した方。

●前日の夜9時以降、豆類やナッツ類、シジミを材料としたサプリメントや健康食品を摂取した方。

※１　アスピリン　（成分：アセチルサリチル酸）　消炎鎮痛剤、抗血小板薬
※２　メトホルミン（成分：メトホルミン塩酸塩）　 糖尿病薬

では 1度に複数のがんのリスクがわかります

36,300円（税込）検査価格

唾液検査 SalivaChecker®サリバチェッカー®
だ液による がんリスク検査のご案内2020年1月

より  

新規スター
ト！

詳しくはWEBページを
ご確認ください

（税別：33,000円）

P.03



108,900円（税込）検査価格 詳しくはWEBページを
ご確認ください

胃がん・大腸がん・胆道がん、膵臓がんの４つのがんを採血で判定する検査です。がん細胞を攻撃する際に
生じる”遺伝物質(m-RNA)”のパターンを測定することで、がんの有無を遺伝子レベルで判定いたします。

<マイクロアレイ血液検査とは︖>

<マイクロアレイ血液検査の特徴>

マイクロアレイ血液検査で消化器がんの
早期発見・早期治療の可能性を高めることができます。

血液から遺伝物質(m-RNA)を抽出

胃がん

膵臓がん大腸がん

胆道がん

遺伝物質の反応パターンからがんを判定

消化器がんへの高い感度・特異度

90％以上の検査精度

マイクロアレイ血液検査では、がん細胞への反応に伴い増減するmRNA(メッセンジャーRNA)を測定し、
がんの反応・発現パターンを解析しています。

この技術では、実際にがんが発現する際の状況を捉えるため、視覚的に確認出来ない微細ながん細胞も
検知できる可能性が高いとされています。また、実際に感度98.5％であった臨床研究においてもその半数は
ステージⅡ以下であり、膵臓がんを含む消化器がんを早期に診断できる可能性が含まれております。

細胞中の遺伝子(DNA)の設計図を遺伝物質(mRNA)が転写し、
がん細胞を攻撃する際に必要となるたんぱく質を作り出します。

細胞 mRNADNA

消化器がんを早期発見!!
最新の消化器がんリスク検査「マイクロアレイ血液検査」のご案内

92.9％
（特異度）

98.5％
（感度）

消化器がんの方に
本検査を実施

消化器がんでない方に
本検査を実施

陽性と判定できた割合 陰性と判定できた割合

血液検査

（税別：99,000円）
P.04



血液検査

16,500円（税込）検査価格 詳しくはWEBページを
ご確認ください

（税別：15,000円）
P.05



4,400円（税込）検査価格
（税別：4,000円）

13,200円（税込）検査価格

検診であなたの胃の健康状態をチェック！！

ＡＢＣ検診とは？
ＡＢＣ検診は、血液検査で「ピロリ菌感染の有無（ヘリコバクター・ピロリIgG抗体）」と「胃粘膜萎縮の程度（ペプシノゲン量）」を調べて、

その結果を組み合わせて胃がんリスクをＡ～Ｄの４群に分けて評価する検査です。

B CA

ピロリ菌とは？  【ヘリコバクター・ピロリ抗体検査】 ペプシノゲンとは？  【ペプシノゲン量検査】
ピロリ菌は、人の胃粘膜に好んで住みつく細菌で、

日本人の２人に１人は感染しているといわれています。
ピロリ菌に感染すると、胃潰瘍などさまざまな病気に

かかりやすいといわれています。

ペプシノゲンは、胃の細胞から分泌される消化酵素・ペプシンの
もととなるもので、胃粘膜の萎縮（老化）の状態を調べる検査です。
胃がんの検診にも応用されており、ペプシノゲン量が少ないと

萎縮が進んだ状態となっており、病気になりやすいといわれています。

ＡＢＣＤ 分類 ヘリコバクター・ピロリ抗体検査

ペプシノゲン検査 （ － ）
（ － ）

（ ＋ ）

（ ＋ ）
Ａ群 Ｂ群

Ｃ群Ｄ（C）群

あなたの胃の健康度をチェック！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「アレルギーに関し既往歴のある受診者様」は、
本検査を踏まえ食物等摂取の際は事前に医師にご相談ください。

血液検査

血液検査

※アレルギーの原因は血液検査の結果を参考とした
　医師の判断によって特定されます。

一度に39種類のアレルギーの原因を
調べられる検査があります。

（税別：12,000円）

P.06



認知症予防の為に

「MCIスクリーニング検査」
のすすめ

このような方にお勧めです

５人に１人が認知症になる︖

軽度認知障害（MCI）とは︖

このような方にお勧めです

大切なのは発症後の治療ではなく、発症前の予防です。
認知症は、なる前に予防しましょう。
予防のために「MCIスクリーニング検査」をお勧めします。

最近もの忘れが
増えてきた方

肥満や糖尿病など
生活習慣病の恐れがある方

親や家族の様子が
少し変わった気がする方

血液検査

30,800円（税込）検査価格 詳しくはWEBページを
ご確認ください

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）に増加すると予測されています。*
さらに、認知症予備軍と言われる軽度認知障害（MCI）の
人は認知症の人と同数程度いるとも言われています。
現在、認知症は症状の進行を一定期間防ぐ薬はあるも
のの、根本的な治療薬は未だ開発中です。
＊出典：厚生労働省 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)

軽度認知障害（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。
認知症予備軍ともいわれているMCIですが、最近
の研究ではMCIの段階で適切な予防や治療を行
えば、認知症の発症を防ぐことや遅らせることが
できると分かっています。
認知症の中でも最も多いアルツハイマー型認知
症（アルツハイマー病）は、発症する約20年前か
ら主な原因物質であるアミロイドベータペプチド
が脳内に溜まり始め、認知機能が少しずつ低下し
ていきます。

※本検査は早期に発見するためのスクリーニング検査ですので、本検査の判定結果で診断が確定するものではありません。

（税別：28,000円）
P.07



●採血のみの簡単な検査です。
●検査価格：45,000円（税別）
→キャンペーン価格：39,800円（税込）
※自費検査となります。

●検査価格：40,700円（税込）
※自費検査となります。

血液検査

※遺伝子検査は、一生に一度の検査です。（遺伝子は一生変わりません） ※食事制限などはありません。

40,700円（税込）検査価格 詳しくはWEBページを
ご確認ください

（税別：37,000円）
P.08


	HP用オプション検査一覧（集合ABF用）
	オプション検査のご案内（メール用）



