がん対策オプション検査

お申込書

※ご記載頂きました内容は、がん対策オプション検査 に関してのみ使用致します。

センター使用欄

受診日

受診番号

がん対策オプション検査 のご案内

フリガナ

お

名

ご自宅住所

備考欄

様

前
〒

日中連絡の取れる電話番号

−

電

話

早期発見への挑戦

ご希望の検査をお選び下さい。 この検査はお申し込み後のキャンセルはできません。ご確認の程お願いいたします。

プレミアムがん検査

この検査の結果は後日郵送となります。
（約4週間前後）

『いつもの検査に加えより早くがんを見つける検査はないか』

大腸がんまたはすい臓がんの既往歴がある方には、該当する部位の検査は推奨しておりません。

□

プレミアムがん検査（大腸）

15,000円（税込）

『がんが心配だからたくさんの検査を受けたい』

□

プレミアムがん検査（すい臓）

15,000円（税込）

『血液検査で早期にがんを発見できないか』

□

プレミアムがんセット
（ ＋

□

ご家族2人以上で

）

25,000円（税込）

を受診の場合

お１人様 22,500円（税込）

など、がんについてのお問い合わせやご要望を多数いただいております。

このがん対策オプション検査 が私たちの導き出したひとつの答えです。

スーパープレミアムがんセット
□

スーパープレミアムがんセット

□

ご家族2人以上で

この検査の結果は後日郵送となります。
（約4週間前後）

がんの早期発見のためにぜひご活用ください。

79,000円（税込）

を受診の場合

お１人様 74,000円（税込）

スパープレミアムがんセットをご希望の方は、下記をご記入下さい。
受

診

前

注

意

事

項

に

関

し

がん発症

て

本チェック表は、ご受診頂くにあたり、正確かつ安心してお受け頂くためのものです。以下9項目に該当がある方は、結果に影響を及ぼす場合が
ございますので、ご受診いただけません。
No
1

質

問

事

がん形成期

現在がんと診断されている、もしくはがんの治療を受けている。

5年以内に大腸がん、胃がん、すい臓がん、胆道がんにかかったことがある。
2
（この検査はがんを切除された方の再発確認には適しておりません。）

はい

・

いいえ

はい

・

いいえ

3

自己免疫疾患（潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデス、関節リウマチなど）と診断され、現在治療を行っている。

はい

・

いいえ

4

B型肝炎ウイルス・C型肝炎ウイルスによる肝疾患と診断されている。

はい

・

いいえ

5 （女性の場合）現在、妊娠中もしくは妊娠をしている可能性がある。または、産後1年以内である。

はい

・

いいえ

6

副腎皮質ホルモン（吸入ステロイド剤を除く）を服用している。

はい

・

いいえ

7

生化学的製剤（インターフェロン、インフリマキシブ：商品名レミケード）や免疫グロブリン製剤を服用している。

はい

・

いいえ

8

ワクチンを接種して2週間以内である。

はい

・

いいえ

9

大腸ポリープ、胃の過形成ポリープと診断されている方。または、大腸ポリープを切除して1年未満の方。

はい

・

いいえ

■本検査についての注意事項
本検査は、過去の臨床研究、医学的統計に基づき実施されていますが、病気の診断を行うための検査ではございません。また、がんの進行度につ
いては判定は行われません。なお、本検査でリスクが高いと判断された場合は医師とご相談の上、適切な精密検査や治療などをご検討下さい。

プレミアムがん検査
スーパープレミアムがんセット
オプション検査（がん対策検査）
がんセット

プレミアム
がん検査

上記、スーパープレミアムがんセット についての注意事項について内容を十分に理解した上で、本検査の受診を

□希望します

医療法人社団

年

月

さわやか済世

日

スーパープレミアム
がんセット

氏名：

日本医科大学付属病院医療連携施設

葛飾健診センター

健診プラザ両国

健診プラザ日本橋

ＴＥＬ：03−3693−7676

ＴＥＬ：03−3846−3731

ＴＥＬ：03−3693−7240

がんセット

健康な状態

回答欄
（どちらかを○で囲んでください）

項

検査方法

男性：CEA、CA19-9、AFP
女性：CEA、CA19-9、CA125
血液中の長鎖脂肪酸分析によるがんリスク検査
（ 大腸 ）Prodrome−CRC
（すい臓）Prodrome−PAC

血液RNA解析によるがんリスク検査
（大腸がん、胃がん、すい臓がん、胆道がん）
マイクロアレイ血液検査

部位

成長したがん細胞から生成
される腫瘍マーカーを測定

不特定

早期から反応
健康な状態からがんに移行
する段階で減少する複数の
長鎖脂肪酸を測定

特定
・大腸
・すい臓

早期から反応
がん細胞を攻撃する際に生
じる遺伝物質（mRNA）の
パターンを測定

特定（消化器）
・大腸
・胃
・すい臓
・胆道

医療法人社団 さわやか済世

価格
別紙、オプション申込書
単 品
セット

15,000円
（税込）
25,000円
（税込）

総額表示に伴い実質値下げ
しました。
単

品

79,000円
（税込）

総額表示に伴い実質値下げ
しました。

プレミアムがん検査

スーパープレミアムがんセット

昨年度、お申し込みを多数いただきましたことにより、今まで以上に価格を下げてご提供できるようになりました。

昨年度、お申し込みを多数いただきましたことにより、今まで以上に価格を下げてご提供できるようになりました。

血液中の長鎖脂肪酸分析によるがんリスク検査

血液RNA解析による（大腸がん、胃がん、すい臓がん、胆道がん）リスク検査

すい臓がんは、有効なスクリーニング検査が少なく発見が

マイクロアレイ血液検査

非常に困難であるといわれています。また、
『2016年度 全国がん

『2016年度 全国がん登録 罹患数：厚生労働省』によると、消化器がん4種（大腸がん、胃がん、すい臓
がん、胆道がん）の罹患数をあわせると、全体の約4割を占めます。
血液RNA解析により大腸がん、胃がん、すい臓がん、胆道がんの４つのがんリスクについて、がん細胞
を攻撃する際に生じる遺伝物質（ｍRNA）のパターンを測定することで確認します。

登録 罹患数：厚生労働省』によると、大腸がん（結腸・直腸含む）
の罹患数はがん全体の15.9％となり、がん罹患数第一位を占めて
います。
健康な状態からがんに移行する段階で減少する複数の長鎖脂肪酸
を測定することで、がんのリスクを判定します。

出典：厚生労働省

人口動態統計によるがん死亡データ
（2014）

腹部超音波検査で、すい臓に所見があるといわれている

こんな方に
お勧めします

タバコを毎日吸う、もしくは吸っていた
肉料理を好んで食べている

この検査により精密検査が必要となった場合の、
確定診断までの追加検査費用
（自由診療の場合）
の目安です。

糖尿病もしくは高血糖を指摘されている
血縁家族ががんになった

※保険適用となった場合は、この限りではございません。

■ 通常のがんリスク検査（部位の特定がない）の場合

プレミアムがん検査
■ プレミアムがん検査 の特徴

一般的ながんリスク判定

臓器及び部位を特定 PET検査

（約5,000〜10,000円）

（約150,000円）

その他確定診断 ＝ 約18万円
（約20,000円）

■ スーパープレミアムがんセット の場合
消化器がん4種類リスク判定（75,000円）

長鎖脂肪酸

※感 度：がんの方で陽性と判定できた割合
特異度：健常者を陰性と判定できた割合

一度の血液検査で、がんを早期発見したいと考えている
タバコを毎日吸う、もしくは吸っていた
週に5日以上飲酒している
肥満（肥満ぎみ）で運動をしていない
血縁家族ががんになった

週に5日以上飲酒している

肥満（肥満ぎみ）で運動をしていない

長鎖脂肪酸を測定し、高・中・低の三段階で判定
します。高リスクの場合、低リスクに比べて最大で
100倍以上がんの罹患リスクが高くなると報告され
ています。また、感度90％、特異度85％と高い精度
となっています。

こんな方に
お勧めします

（大腸、胃）内視鏡検査 （約20,000円）
＝ 〜約13万円
（すい臓、胆道）CT、MRI （約30,000円）

※ 部位を特定し検査するため、迅速な確定診断が可能です。
※ 上記は一例です。検査結果の陽性パターンによっては確定診断のため複数の検査が必要となることがあります。

■ 検査は1回の採血のみ（制限事項なし）

■ スーパープレミアムがんセット リスク判定の現状について

この検査は、がんを切除された方の再発確認
には適しておりません。
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この検査を受けた方の約96％が低リスクと判定されています。
高リスクと判定された4％の方のうち、その半数ががんと診断されて

プレミアムがん検査（すい臓）
（Prodrome-PAC）検査料金

15,000円（税込）

プレミアムがん検査（大腸）
（Prodrome-CRC）検査料金

15,000円（税込）

低リスク, 96.0%

います。高リスクと判定された場合は、必ず二次検査（確定診断検査）
をお受けください。

高リスク, 4.0％

■検査は1回の空腹時採血のみ
■ご注意ください（申込不可について）

下記の営業日については、検査不可となり申込ができません。予めご確認の上お申し込みください。

NEW

腸内フローラ分析 検査料金

15,000円（税込）

大腸がんと腸内細菌の関係が解明されつつあり大変注目されております。

今年度から、腸内フローラ分析 をオプション検査に追加いたしましたので、別紙ご参照ください。

プレミアムがんセット（ プレミアムがん検査（大腸）＋プレミアムがん検査（すい臓）） 25,000円（税込）

さらに！

昨年度と比べ、総額表示で約2,500円引きとなっております。

プレミアムがんセット をご家族2人以上で受診の場合、お１人様 22,500円（税込）
昨年度と比べ、総額表示で約2,250円引きとなっております。

この検査の結果は後日郵送となります。（約4週間前後）

（ご留意事項）現在、5年以内に大腸がん、胃がん、すい臓がん、胆道がんと診断されている、もしくは治療を受けている方、
自己免疫疾患で治療されている方、B型肝炎、C型肝炎と診断されている方、ステロイドを内服している方、
生物学的製剤（インターフェロンやレミケード）を使用している方、ワクチン投与2週以内の方、妊娠中もしくは
産後1年以内の方にはおすすめしておりません。

スーパープレミアムがんセット（大腸がん、胃がん、すい臓がん、胆道がん）検査料金 79,000円（税込）

さらに！

昨年度と比べ、総額表示で約3,500円引きとなっております。

スーパープレミアムがんセット をご家族2人以上で受診の場合、お１人様 74,000円（税込）
昨年度と比べ、総額表示で約3,000円引きとなっております。

この検査の結果は後日郵送となります。（約4週間前後）

