
カプ顆澱レ饂虫蜀ご猥雖

受診される「健診コース」のほかに下記の検査も同時に実施できます。

【お申し込み方

'去

11

「オプション検査」を追加ご希望の際|よ 事前のお申し込みが必要となります。
下記「略称」欄の 表記名 を受診者ごとにご記入いただきお申し込み<ださい。
受診者ごとのオプション追加|よ 名簿「氏名連絡表」ご提出の際に、備考 等へご記入ください。

「便による
'関

奎」は、専用の検査容器を使用するため、お申し込み後に容器をお送り致します。

蝠7-り「 ◎繹吻尚蒻鰊瞳贔璽

3,C00円

心不1全 Π断割腱患 心筋症、:L麟膜症など心機能」のリスク検査
け ,し 臓ヽに負担がかかると分泌される N丁―proBNPという物質の量を測定することで

心不全のリスクを調べます。′もヽ臓病の発見に有効です。

心鼈巡機馘鰊曇巡≪餘ッ扮貪予魃̀蟄ッ
≫聘 1咸鰤

12,Oα D円

心疾患・脳血管疾憲のリスクを調べる検奎
ぽ 脳梗塞 0心筋梗塞の発症リスクを予測できます。(高血圧、1旨質異常症、糖尿病の既

往歴がある方、 40歳以上の働き盛りの方 など)

靡]鰤雷鑽癸≪濾鬱楊》1能心
3,03D円

肺がんを高感度で検出する1重瘍マーカー

ぽ 主に肺がんで高<なります。ほかの慢性の肺の病気や肝炎、肝硬変などでも高<な
ることがありますが、:市がんに特異性が高<、 特に扁平上皮がん (肺がんの種類)で高値

を示します。

4,400円
覺褥膵:軋琲

・
胃がんの i」 スク検査
ぽ ピロリ菌の有無と炎症マーカーであるペプシノゲン検査を組み合わせることで胃の

健康度を分類し胃がんのリスクを調べます。

2,5αD円

瘍嘔辮心鸞ず∫談ズi魏心

《鶉鼈瘍鶉捩》

C型鋼干炎ウイルスの検査
ぽ C型肝炎は、血液や体液を介して感染します。1震性化し易<自然治癒は極めて少な

い肝臓の病気です。肝硬変を経て肝がんになることもあります。

踪鯰蒻魏むず∫鞣欠|は文

《y燎 鶴櫃鐵蒻』雉1蝙う 1,6αD円

(抗原のみ800円・抗体のみ800円 )

B型肝資ウイルスの検査

『

 C型肝炎と同じく血液や体液を介して感染します。検奎によりHBs抗原および抗

体を検奎します。

750Э 円

靡鰊閂…焉…跛蛉1鰤ッ滓

妙卜魃+覺ヲ汐+GÅ逸笏靡●

CEA(胃嘴麟嶋舅剛
'鴻

1こ有用)十AFP瀞 鴻|こ有翔)十 CA1 9-9け L鸞 ヨ胆管蒸1鶴 |こ有澤)

貯 定期的に受けることによつて、個人特有の正常値が定まり、値が上昇したときは、“が

ん"発見の有力な情報源となります。

靡鰊写―鼈―鋏釉 ≪翡餘聰鶉》
饒米鳶鰤脩

2,300円

卵栄がん、子宮がん江特異な反応を示す鍾瘍マーカー

貯 卵巣がんの早期診断は比較的困難であり、それゆえ定期的で正確な情報が必要です。

この検査は、卵巣がんのマーカーとして有用です。

踪鰊ローh―悽哩 ≪瞼褥1聰靱》

鼈癸罐脩輪や

2,000円

乳がんの鍾瘍マーカー
ぽ 乳がんでは一般的な腫瘍マーカーです。この検査は、がんの再発の目安とされ、乳

がんのスクリーニング検奎に用いられています。

鰈鶉写…貶… 《鵞薇瘍繹》
魏絋影 ≪卜晰涸餞‐粽繹夕瑕琲 ]光L.

2,00Э 円

前立線がんの1重瘍マーカー

ぽ 前立腺がんのマーカーとして広<使用されています。

珊兆ヲず熙ヽマ:,椒卜1魏心鑽|なけ》
饉心鰊1魏瞼隧聰靱辟絣黎彰又鏃烙罐

鯰燿めす。
27,OαD円

がん ]」 スクのスク!J一ニング検奎
ぽ 血液中のアミノ酸濃度を測定し、がんであるリスクを評価する新しい検査です。

【男性5種蜘期 胃がん、肺がん、大腸がん、1靴胸ヾん、前立腺がん (検査別 対象年齢あり)

【女性6種類】胃がん、肺がん、対貌れ、1到i納 んヾ、平脚ヾん、子宮がん・卵栄がん (検査別 対象年齢あり)

12,5αD円
灯骰鰺ギ凛i賤心 39種類のアレルギー検査

ぽ 少量の血液で39種類についてのアレルギーを調べます。

認知症の前1段階であるMO(軽度認知障害)の i」 スクを調べる検査
ぽ 3つのタンパク質を測定し、MCI(軽度認知障害)のリスクを調べます。

陽麒絋 な量辟…量鬱写漑心

20,OαD円

憮輻木量珀肋天勿扮―。S踪膨i勒繹

繹蝙1      2,000円
鞣咤饂1餘蜀誦颯餞財瘍鰺燒蟷鰺瘍輪

輻蜃熔渕l⑬蒻⑫

便中のへ:Jコバクター・ ピ邸」抗原検奎
貯 便中に排泄される胃の中のヘリコバクター・ ピロリ抗原を検奎し、ピロリ菌への感

染の有無を調べます。除菌前、除菌後にも推奨される検査方法です。

(ご注意)2週間前までお申し込みください。事前に容器をお送り致します。

戌蘊写屹縣悛 ≪鰤屁Ml,4αD円

鑢鰈儡露影餃黎 ≪媚鰈1鱚

'900円
鞣文瘍嘔 警墨隆晰鱚鰊曖繹蟷兆蜀輪

鰺写隧燿めず。

便の中に混じっている目に見えない数量の血液をみる検査

『

 食事制限無しにできる便による検査できます。大腸がん 。胃や十二指腸演瘍等を発

見することができます。2回法 (異なるお通じで2回採取)の検査は、 1回法 (1回のお

通じで採取)に比べて精度が上がります。

(ご注意)2週間前までお申し込みください。事前に容器をお送り致します。
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攀仁璽:稜:甕 (定期健康診断のコース

ヘ追加の場合)

1、300円

=

巨CG

労働安全衛生法に基づく「定期健康診断」検奎項目
ξ 心臓の動きを電気的な波形に現して記録し、心臓の状態を調べます。不整脈の診断

|こは不可欠の検査です。(1に赳跛童の導饉写必呵ですが、予総受けのあ写骰|こ輔鶉隋自燒

実施会場で予糸旬が鑽痺欝鼈纏麒電院です。》

A血

労鐘安全雛 法に基づ<当協会「定期健康診断」検査項目
ぽ RIX赤 血球数)OHb(ヘモグロビン濃度)0〔E)丁 (AST)・ GTP(AL丁 )・ γ―GTP・

LDL一C(悪玉コレステロール)・ HDL一C(善玉コレステロープの・TG(中性脂肪)・ 空

腹時血糖 (GLU)O HbAlc(ヘ モグロビンエイワンシー)

ぽ CRE(血 清クレアチニン)CREが 高しヽと腎機能障害の疑い。(幽液検金の導艤が

必要ですが、予約受けの方が職|こしに 屁禽1譲熙朧
1菫
場で予約ね鍛無しゝ方も進力囲司會旨です。)

影
鼈
曖
鯰
眸
誂
奎

羹菫検菫・夢機能検菫・璽中にR
検菫・重轄鍾検菫・乙辣鐘役菫 (定

期健康診断のコースヘ追加の場合)

3,200円

言丁T‐ t‐■喜

・ HC∨抗体検査
OHBs抗 原検査
OHBs抗 体検査

ξ藝に`熙瘍隆陪鰤―褥螂

・ CY目弓へ (シフラ)検奎

爾之談浙ギー鰺呟 電脩躁隆》
・特異的 lgE抗体検査

ξ覇ざ島 :聾 スタ1談量
◆ABCi難)

ヘリコハクター・ ピ圃りi魏簿
と ベプシノゲン機奎

0便中ヘリコバクター・ ピロ |

げ消化器腫瘍マーカー検査
(胃、大腸、肝臓、すい臓、
・ CEA
・ AFP
eCA19-9

視力

聴カ

甲状鱗

IJ抗原検奎

鰈聰彦な文》

厄諫蝙弩卜眈雉＼翡
零

・ CA1 25
。CA15-3

鞣餞鯰量亀鰈吻鱚巫l楊夢滲
米鬱膨…二濾マ|'鶉

li薇 :

讚ヲ絋飩
(AiCS)

膵臓がん (25歳～90歳)

膵臓がん、乳がん (25歳～90歳 )

歳)

鑽蘊量鎮鉤蛛狡釉 亀愧罐輻零♪
・ PSA

卵 巣

囀⑪⑩
蛭謄縫晰勁

手 宮

参

鼈 }中liレ:に,杉,O‐R馘:ま
:越:はlmi輻

1.事業所 様から事前にお申し込み頂いている場合、血液検査のオプション検査

は、健診当日でも「追加・変更・取消し」が可能です。

2.お申し込みは、健康診断「お申し込み窓□」の労働基準協会へお願い致します。

検査についてのお問い含わせは、下記までお願い致します。
【 お問い合わせ 】

(一社)黒石地区労働基準協会

〒036-0367青森県黒石市前町40-5

電  言舌 0172-53-5787
ファクス 0172-53-5792
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「オプション検査」と各臓器の関連

ro


