オプション検査 の ご案内

今回の健康診断をより充実させるため、各種オプション検査をご用意しております。
ぜひこの機会にご利用ください。

●１日の検査人数には制限があります。また午後からの健診の方は、追加できない項目がありますので
事前にお問い合わせください。
●前日の午前中までにお申込みいただけますと、よりスムーズにご案内できます。
●クレジットカードのご利用が可能です。
税込み価格を記載しています

脳梗塞や心臓病が気になる方へ
①頭部 MRI・頭頸部 MRA・頸部超音波検査 画像検査
②心不全検査（NTproBNP）

血液検査

22,000 円
3,080 円

・MRI 及び MRA 検査により、脳腫瘍や脳梗塞・
脳動脈瘤などを発見
・超音波検査により、頸動脈の壁の厚さや
詰まり具合を調べる
・心臓の働きを調べる検査
・息切れや動悸のある方におすすめ

物忘れが気になる方へ
③MCI スクリーニング検査

血液検査

22,000 円

・アルツハイマー型認知症の前段階である
軽度認知症（MCI）のリスクを調べる検査
・概ね 50 歳以上の方におすすめ

喫煙習慣・受動喫煙がある / 肺がんが気になる方へ
④胸部 CT 検査
⑤Pro-GRP

血液検査・肺がん腫瘍マーカー

⑥シフラ

血液検査・肺がん腫瘍マーカー

画像検査

7,700 円

・肺がんを発見する検査のひとつ 胸部レント
ゲンでは見つけにくい小さながんまで発見
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3,520 円

・小細胞がんなどで高値を示すことがある

セット価格

4,070 円

{ 3,520

円

・非小細胞がん（扁平上皮がん）などで高値を

5,500 円

・肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓などのがん
を主とした病気を発見

1,650 円

・現在の B 型肝炎ウイルス感染の有無を
調べる検査

示すことがある

肝臓・胆のう・膵臓・腎臓などのがんが気になる方へ
⑧腹部超音波検査

画像検査

⑨B 型肝炎検査（HBｓ抗原/ 定性） 血液検査
⑩C 型肝炎検査（HCV 抗体の検出/ 定量） 血液検査
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セット価格

2,750 円

{ 2,420

円

・現在または過去の C 型肝炎ウイルス感染の
有無を調べる検査

⑫CA19-9※１

血液検査・腫瘍マーカー

2,640 円

・膵臓・胆道・大腸がんなどで高値を示すこと
がある

⑬α- フェトプロテイン※１

血液検査・腫瘍マーカー

2,420 円

・肝臓がん・慢性肝炎・肝硬変などで高値を示
すことがある

⑭血清ペプシノゲン

血液検査

2,750 円

・胃がんの危険因子となる胃粘膜の状態を
みる検査

⑮ヘリコバクター・ピロリ抗体

血液検査

2,420 円

・胃がんや胃・十二指腸潰瘍などの原因となる
ピロリ菌感染の有無を調べる検査

血液検査・腫瘍マーカー

2,420 円

・胃がんや大腸がんなどで高値を示すことがある

血液検査

2,970 円

・血糖値を下げるホルモン（インスリン）の
分泌量と効き具合を調べる

⑱動脈硬化検査（頸部超音波検査 / 血圧脈波検査） 画像検査

5,500 円

・動脈硬化の程度、動脈の硬さや頸部超音波
検査によって血管の詰まり具合を調べる
・甲状腺超音波（エコー）検査とセットで 7,700 円です

胃の症状が気になる方へ

⑯CEA※１

・高齢者・ヘビースモーカーでも上昇

生活習慣病が気になる方へ
⑰糖尿病検査（インスリン/HOMA-R)

加入健康保険等によっては、検査料金が異なる場合があります。

裏面もご覧ください

男性におすすめの検査
⑲PSA（男性のみ）※1

2,640 円

・前立腺がんなどで高値を示すことがある
・概ね 50 歳以上の方におすすめ

(1 方向 )

3,300 円

(2方向 )

5,500 円

・X 線撮影で初期の乳がんなどを発見
・概ね 40 歳以上の方、血縁者に乳がんになった
人がいる方におすすめ
・50 歳未満の方は 2 方向をおすすめ

血液検査・腫瘍マーカー

女性におすすめの検査
⑳マンモグラフィ
（女性のみ）
※触診は含まれません

画像検査

㉑乳房超音波検査（女性のみ）

画像検査

3,300 円

・超音波（エコー）検査で乳腺症やしこりを発見
・乳房を圧迫しない、痛みや被ばくのない検査
・概ね 40 歳未満の方、血縁者に乳がんになった人
がいる方、高濃度乳房と指摘された方におすすめ

㉒子宮頸部細胞診検査（女性のみ）

画像検査

4,400 円

・子宮頸がんを発見
・概ね 20 歳以上の方におすすめ

5,500 円

・子宮頸がんの原因であるヒトパピローマウイ
ルス（HPV) の感染の有無を調べる検査
・概ね 30 歳以上の方におすすめ

2,640 円

・卵巣がん・子宮がんなど主に婦人科のがんな
どで高値を示すことがある

2,200 円

・超音波（エコー）検査で骨粗しょう症の発見
・閉経前後の女性におすすめ

3,300 円

・甲状腺がん、バセドウ病などを発見
・動脈硬化検査とセットで 7,700 円です

※触診は含まれません

㉓HPV 検査（女性のみ・子宮頸部細胞診検査が必須となります）
※１
㉔CA125（女性のみ）

㉕骨密度超音波検査

血液検査・腫瘍マーカー

※男性も受けられます

㉖甲状腺超音波（エコー）検査
※男性も受けられます

画像検査

㉗甲状腺機能検査（TSH・FT3・FT4） 血液検査
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セット価格

8,140 円

※男性も受けられます

食事・運動習慣を見直したい方へ

{ 5,940

円 ・甲状腺の働きを調べる検査

※土・日曜日の対応につきましてはお問い合わせください

3,300 円

・体力測定結果に基づいた運動アドバイスや
運動相談を健康運動指導士が対応

㉚体成分検査

1,100 円

・体内の水分量・体脂肪量や筋肉量など体に
関する様々な情報を知ることができる検査

㉛食事バランスチェック

1,100 円

・1 日の食事を分析し、その結果に基づいて
アドバイス・栄養相談を管理栄養士が対応

㉙体力測定

運動負荷テスト（自転車エルゴ）
・握力・立位体前屈・全身反応時間・
閉眼片足立ち・上体起こし ※コースにより追加料金あり

※ご希望の方は、当日お申し出ください

一度は確認しておきたい検査
㉜アレルギー検査（View39）

血液検査

8,800 円

・アレルギー疾患の原因となりやすい 39 種類
のアレルゲンを調べる検査

㉝亜鉛

血液検査

2,750 円

・血液中の亜鉛値を調べる検査で、味覚や嗅覚異常・
食欲不振・脱毛などの症状がある方におすすめ

3,850 円

・睡眠中の呼吸状態について判定
・検査日に検査機器を貸出し、翌日返却

㉞睡眠時無呼吸症検査

※土日・祝日の前日は貸出しできません

㉟アミノインデックス

※土・日曜日の追加はできません

血液検査

26,400 円

・現在がんである可能性、10 年以内に脳心疾
患を発症するリスク、４年以内に糖尿病を
発症するリスクを調べる検査

●腫瘍マーカー検査（血液検査）について
体内に腫瘍ができると、血液中に特殊な物質が増えることがあります。この物質は腫瘍マーカーと呼ばれ、がん発見の手がかりとなることがあります。
ただし、がんが存在しても値が上昇しない場合や、がんが存在しなくても上昇することもあり、腫瘍マーカーのみでがんの有無を診断することはできま
せん。値が基準値を超える場合は、画像検査などの精密検査が必要となりますが、基準値内であってもがんの存在は完全に否定することはできませんので、
気になる症状がある場合は医療機関にご相談ください。ただし、妊娠中の方は結果が正しく出ない場合があります。

※１の項目の内、複数項目を追加した場合はお安くなります。２項目︓3,960 円、３項目︓4,620 円、４項目︓6,160 円

●大分市に住民票がある方で、職場で加入している医療保険で受診機会のない方は当センターにて大分市がん検診（肺、胃、大腸、乳、子宮、胃がんリスク、前立腺）
や大分市骨粗しょう症検査、大分市肝炎ウイルス検査がご利用できます。詳しくは大分市のホームページや当センターのホームページをご参照ください。

お申込み・
お問合わせ

℡097-569-2211（代表）

〒870-1133

大分市大字宮崎 1415 番地

1回の採血で

※1

三大疾病と認知機能低下のリスクをチェック
アミノインデックス®リスクスクリーニング（AIRS®）
現在

「がん」

である可能性

10年以内に

「脳卒中」※2

を発症するリスク

10年以内に

「心筋梗塞」※2
を発症するリスク

現在

「認知機能」
が低下している
※3
可能性

※1 現在がんである可能性、10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスクを評価します。
※2 脳卒中と心筋梗塞は、２つ合わせてAILS(脳心疾患リスク)として評価します。
※3 AILS（認知機能低下）は50歳以上の方のみ評価します。

検査の特長
健康な方の血液中のアミノ酸濃度は、それぞれ一定に保たれるようにコントロールされています。
しかし、さまざまな病気になると、血液中のアミノ酸濃度のバランスが変化することが分かっています。
AIRS®は血液中のアミノ酸濃度バランスから、現在がんである可能性 (AICS®) 、10年以内に脳卒中・
心筋梗塞を発症するリスク、4年以内に糖尿病を発症するリスク、血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ、
エーアルエルエス

および現在認知機能が低下している可能性(AILS®) を評価する検査です。
検査の内容と検査前の注意事項

検査項目
AICS(5種)
AILS(脳心疾患リスク)
男 AILS(糖尿病リスク)
性 AILS(アミノ酸レベル)
AILS(認知機能低下)
AICS(6種)
AILS(脳心疾患リスク)
女 AILS(糖尿病リスク)
性 AILS(アミノ酸レベル)
AILS(認知機能低下)

評価内容

胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん
10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク
4年以内に糖尿病を発症するリスク
血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ
現在認知機能が低下している可能性

対象年齢
25～90歳

価格

前立腺がんは、40～90歳

30～74歳

20～80歳
50～100歳 ※

※AILS（認知機能低下）については49歳以下の方は選択できません

26,400円

胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮がん・卵巣がん 子宮がん・卵巣がんは、20～80歳

(税込)

25～90歳

10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク
4年以内に糖尿病を発症するリスク
血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ
現在認知機能が低下している可能性

30～74歳
20～80歳
50～100歳 ※

※AILS（認知機能低下）については49歳以下の方は選択できません

・ AIRS®は日本人を対象として開発された検査です。日本人以外の結果は報告されますが、評価対象外となります。また、AILS(認知機能低下)の結果は受診を
選択された方のみに報告されます。
・ 検査時に妊娠されている方、授乳中の方、がん患者(治療中を含む)の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は検査結果に影響がありますので、
検査を受けていただくことはできせん。また、AILS（認知機能低下）については49歳以下の方は選択できません。
・ AICS®では子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することはできますが、
それぞれのがんの可能性について区別することはできません。
・ 脳卒中の方、心筋梗塞の方、糖尿病の方、認知症の方、軽度認知障害の方(いずれも医療機関で診断を受けた方、あるいは治療中の方)の場合、
その疾病・所見に関するAILS値や生活習慣改善タイプは出力されますが、いずれも評価対象外となります。

食事

検査前8時間は

水以外は

検査前８時間以内に、水以外（食事、
サプリメント等）は摂らないでください。

運動

当日朝は
正しい検査結果を得るために、
検査当日朝の運動はお控えください。

お薬
事前に相談を

薬剤の検査への影響に関しては分かっておりません。
検査当日のお薬の服用方法については、事前に
主治医にご相談の上、その指示に従ってください。

 AICS®は採血を行った時の、現在がんである可能性を評価する検査で、生涯にわたってのリスクを予測するものではありません。また、がんであるか
否かを判断するものではありません。ランクAでもがんでないとは言い切れません。ランクBやCであっても必ずがんであるということではありません。
AICS®はその他の検査結果とともに総合的に判断されるものです。
 AILS(脳心疾患リスク)は10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク、AILS(糖尿病リスク)は4年以内に糖尿病を発症するリスク、
AILS(認知機能低下)は現在認知機能が低下している可能性を評価するもので、生涯にわたってのリスクを予測するものではありません。

アルツハイマー型認知症は、なる前の予防が大切です。

予防のために「MCIスクリーニング検査」を

お勧めします。

こんなこと気になりませんか？
✔

最近、物忘れが増えてきた…

✔

肥満や糖尿病など生活習慣病のおそれがある…

✔

両親や家族の認知症予防のためにできることはないかな…
アルツハイマー病発症までの経緯

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言われています。
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
ことが最近の研究で明らかになっています。

MCIスクリーニング検査は、アルツハイマー病の前段階
である軽度認知障害のリスクを判定する血液検査です。
アルツハイマー型認知症は
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の排除や毒性
を弱める機能を持つ血液中の3つのタンパク質の量を調
べることで、MCIのリスクを判定します。

採血だけの簡単な検査です
◎
◎
◎
◎

５０歳以上の方におすすめしています。
検査価格は ￥22,000(税込) です。
結果がお手元に届くまでには３～４週間程かかります。
自己免疫性疾患や急性肝障害、急性腎障害、肝硬変、重度の栄養不良、
先天的に脂質異常の方は検査結果の数値に影響がでる場合がございます。

※当検査はスクリーニング検査のため、診断目的で受診いただくことは出来ません。
ご予約・お問合せ先

大分県地域成人病検診センター
〒870-1133
大分県大分市大字宮崎1415番地

☎０９７-５６９-２２１１(代表)

ご予約に関すること ：事業課
検査結果に関すること：保健指導課

血液検査でアレルギーの原因を調べてみませんか？
身の回りにあるアレルゲン例

屋内

大豆

カニ・エビ

ハンノキ
シラカンバ

ヒノキ

スギ

小麦

アスペルギルス（真菌）

屋外

ガ
果物

ガ

樹木花粉は高い木から
風に乗って数十 km 飛散

ミルク

卵白
魚・肉類
オボムコイド

カンジダ（真菌）
マラセチア（真菌）

アルテルナリア
（真菌）

ゴキブリ

ネコ

ダニ
ハウスダスト

屋外
草本花粉は丈が低いので
数十 m の範囲に飛散

ガ
アルテルナリア
（真菌）

ダニ
ハウスダスト

イヌ

カモガヤ
オオアワガエリ

ブタクサ

ヨモギ

血液検査で、アレルギー疾患において原因となりやすい以下のアレルゲンを一度に調べることができます。
吸入系・その他
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）

イネ科植物
雑
真

カモガヤ、オオアワガエリ

草

ブタクサ、ヨモギ

菌

アルテルナリア（ススカビ）
アスペルギルス（コウジカビ）
カンジダ、マラセチア（属）

職業性

ラテックス

食物系
卵

卵白、オボムコイド

牛

乳

ミルク

穀

類

小麦、ソバ、米

甲殻類

エビ、カニ

豆

類

大豆、ピーナッツ

肉

類

鶏肉、牛肉、豚肉

魚

類

マグロ、サケ、サバ

果

物

キウイ、リンゴ、バナナ

その他

ゴマ

青文字はアレルギー物質を含む食品の表示義務・推奨食品に関連する項目です

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診断によって特定されます。
この検査で陽性になったからといって原因とは限りません。

アレルギー検査を希望される方は、お気軽に受付・スタッフまでご相談ください。
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