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2019年4月1日
ハルメク・ベンチャーズ株式会社

がんと生活習慣病の在宅リスクチェックサービス
「おうちでドック®」のサービス刷新と拡充のお知らせ

ヘルスケアベンチャーのハルメク・ベンチャーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松尾尚英）は、
2017年11月に、日本初として、自宅で数滴の血液と尿を採取し、郵送することでがんと生活習慣病のリスクチェックを行い、
医師が無料電話で個別相談に乗ってくれるヘルスチェックサービスとして販売開始した「おうちでドック」。同サービスは「検診に
行きたいが、ハードルがあって中々いけない」「受診機会がそもそも乏しい」そんな方に対して、簡便に在宅でリスクチェックでき、
適切なタイミングで医療や対策にアプローチする為のサービスとして提供を続け、2019年3月現在で購入者数が1万4千名
を超え、多くの方にご利用を頂いております。この度、おうちでドックのサービス強化を目的とした刷新と、お客様のご利用目的
に合わせてキットを選択しやすくするため、おうちでドックシリーズの拡充を行います。

主な
変更点１

がんのリスクチェックを行う腫瘍マーカー（※１）を
より早期リスクをチェックできる「p53抗体」を軸にリニューアル

主な
変更点２

さまざまな生活者のニーズに合わせ
検査サービスの種類を拡充いたしました

※おうちでドック®はハルメク・ベンチャーズ株式会社の商標登録です

Renewal

健康診断は受けているが、「プラスワン」でがんリスクもチェックしたい
がんのリスクを今すぐ手軽に調べたい おうちでドック がん 男性用／女性用

New!

胃がんのリスクである、ピロリ菌と胃粘膜萎縮を手軽に調べたい
New!

食べ過ぎ飲みすぎ、運動不足・・・生活習慣病のリスクを調べたい
New!

おうちでドック 生活習慣病
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【対応するおうちでドックシリーズ】

主な
変更点１
従来の腫瘍マーカー検査では、がん細胞が生み出す、もしくは関連する特殊なタンパク質を直接測定しており、それにはあ

る程度のがん細胞の量がないと見つかりにくく、より進行性のがんに反応しやすいものでした。4月以降採用する2007年に厚
生労働省により保険適用が認められた腫瘍マーカーである「p53抗体」は、タンパクそのものではなく、がんを抑制している遺
伝子の変異に対して、がん細胞が生み出すものを身体への異物とみなして発生する抗体を測定します。そのため、比較的が
んが早期でも測定できる特徴があります。 ※おうちでドックの検査は民間事業者が行う検査であり、保険は適用されません

主な
変更点２
これまでのおうちでドックは自宅で人間ドックさながらのがんと生活習慣病を幅広くリスクチェックする郵送検査キットでしたが、

「健康診断は会社で受けているから、がんのリスクチェックだけ調べたい」「まずは生活習慣病だけ調べたい」といったお声が
寄せられておりました。そこで、今回は利用者ニーズに合わせておうちでドックシリーズを拡充。皆様により使いやすいサービス
として展開いたします。

人間ドックやがん検診を受けておらず、
がんや生活習慣病リスクが気になる おうちでドック 男性用／女性用

おうちでドック 胃がんリスクチェック
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【生活者のニーズ】

（※１）おうちでドック胃がんリスクチェック以外のがんのリスクチェック検査は「腫瘍マーカー検査」を用いていますが、この検査の特性上、陰性でもがんを否定できるものではありませんし、がん以外の要因によって陽
性を示すこともあります。検査結果が基準値を超えても直ちにがんであると確定されるわけではなく、基準値を超えていなくても、がんを完全に否定できるものではありません。



■おうちでドックとは
【おうちでドックの特徴】
特徴①自宅で数滴の血液と尿を採取し郵送することで、「がん」「糖
尿病などの生活習慣病」のリスクチェックができる郵送型検査サービス
特徴②病院と同じ腫瘍マーカー検査、生化学検査（共に血液検
査）、尿検査（※１）を実施しており、検査精度は病院と同等を実現
特徴③検査結果は希望者全員に対して無料で医師が個別で電話
解説をしてくれる
特徴④万が一がんのリスクが発生した場合、がんの専門医によるセカ
ンドオピニオンが無料で受けられる（※２）

※１）おうちでドックがん（男女）、おうちでドック胃がんリスクチェック、おうちでドック生活習慣病（血液けんさの
み）には尿検査は含まれていません
※２）がんのセカンドオピニオンサービスは、おうちでドック生活習慣病（血液検査＋尿検査／血液検査のみいずれ
も）には含まれておりません

【おうちでドックの販売方法】
直接販売と、企業様を通じた販売・提供の2パターンがございます。

◆おうちでドックの販売パートナー様一例
おうちでドックは以下の企業・団体・協会様を含む50社様のご協力を頂きまして、
「検診したくてもできない」方の在宅ヘルスチェックサービスの認知とご利用を促進をいたします。
※2019年３月29日現在で、50社様が販売・取次・サービス連携のパートナー様となっていただいております
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①おうちでドック公式サイトを通じた販売
https://dock.ouchide.biz/

②ビジネスパートナーを通じた販売
③自社社員の健康チェックとして利用

※東急ハンズは新宿店のみのお取り扱いとなります
※ロゴマークは社名、団体・組織名、サービス名の50音順にて掲載

https://dock.ouchide.biz/


【おうちでドックの商品一覧】
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■注意事項／※本検査キットは、血液と尿を調べてがんや生活習慣病のリスクをチェックするものであり、がんやがんの部位、その他の疾病を特定・確定し、診断

するものではありません。※医師による結果説明は検査結果を通じた健康相談サービスであり、医療行為として診断するものではありません。病気のリスクがある場

合はかかりつけ医による指導を仰いで下さい。※本検査キットには、人間ドックで実施される画像検査は含まれていません。※血液・尿を採取したら、即日発送し

てください。血液・尿の採取に失敗した場合、キットを無料で再送します。※使用期限は商品に記載されています（出荷より約7～12ヶ月）。※止血能力低下

の方（体質的に血が止まりにくい人やワーファリン等の血液凝固能力を下げる薬剤を服用中の方）は使用を避けてください。 ※アレルギーショックのある方（アル

コール消毒に対してアレルギー症状のある方）は使用を避けてください。 ※痛み（指先での針刺し）、刺激を過剰に感じて、失神や気分悪化を起こす方は使用

を避けてください。※管理医療機器承認番号／22600BZX00362000 ※衛生商品のため、不良品以外の返品、交換は不可。

糖尿病

痛風・尿路結石

動脈硬化

腎疾患 肝臓疾患

肥満度（自身の記入をベース）

栄養障害脂質代謝異常

高血圧（自身の記入をベース）

健康診断を受けておらず、がんのリスクが気になる方は・・・ おうちでドック（男女別）

特にがんのリスクが気になる方は ・・・・ おうちでドック がん（男女別）

おうちでドック 生活習慣病（男女共通）
食べ過ぎ、運動不足など
生活習慣の乱れが気になる方は

・・・・

チェックできるがん部位（男女別） チ ェ ッ ク で き る 生 活 習 慣 病 （ 男 女 共 通 ）

男性用

女性用

チェックできるがん部位（男女別）

大腸 食道 前立腺

大腸乳房

食道子宮

男性用

女性用

チェックできるがん部位（男女別） チ ェ ッ ク で き る 生 活 習 慣 病 （ 男 女 共 通 ）

大腸 食道 前立腺

大腸乳房

食道子宮

本検査では
がんは

チェックしません

定価：19,800円（税抜）

定価：15,000円（税抜）

チ ェ ッ ク で き る 生 活 習 慣 病 （ 男 女 共 通 ）

糖尿病

痛風・尿路結石

動脈硬化

腎疾患 肝臓疾患

肥満度

栄養障害脂質代謝異常
本検査では
生活習慣病は
チェックしません

血液検査1種のみ／定価：7,500円（税抜）

血液検査1種+尿検査1種／定価：8,500円（税抜） ※尿検査では、尿糖、尿タンパクを調べます

キット内容：血液検査2種、尿検査1種

キット内容：血液検査1種

おうちでドック 胃がんリスクチェック胃がんの早期発見を
目指したい方は

・・・・

キット内容：血液検査1種 定価：10,000円（税抜）

検 査
内 容

①ピロリ菌感染の有無
②胃粘膜の萎縮度合い

胃がんの発症リスクを４分類で表示

※過去ピロリ菌の除菌を実施された方は、検査結果は全てE群（除菌群）になります。現状のリスクチェックができませんのでキットのご利用のお控えを検討ください。※以下の場合にあてはまる方は、正しい結
果が得られない可能性があります。・明らかな上部消化器症状のある方・食道、胃、十二指腸疾患で治療中の方・胃切除をされた方・腎不全の方・胃酸分泌抑制薬（プロトンポンプ阻害薬）服用中の方

より早期 より早期

より早期 より早期

より早期より早期

チェックする腫瘍マーカー：p53抗体、PSA

チェックする腫瘍マーカー：p53抗体、CA15-3

男性用

女性用

大腸 食道 前立腺

大腸乳房

食道子宮

より早期 より早期

より早期

より早期

チェックする腫瘍マーカー：p53抗体、PSA

チェックする腫瘍マーカー：p53抗体、CA15-3

より早期

より早期

糖尿病

痛風・尿路結石

動脈硬化

腎疾患 肝臓疾患

肥満度（自身の記入をベース）

栄養障害脂質代謝異常

高血圧（自身の記入をベース）



【おうちでドックの商品写真一覧】

◆がん、生活習慣病の総合リスクチェックキット

◆がんに特化したリスクチェックキット

おうちでドック がん 女性用 おうちでドック がん 男性用

おうちでドック 胃がんリスクチェック

◆生活習慣病に特化したリスクチェックキット

おうちでドック 生活習慣病（血液・尿検査） おうちでドック 生活習慣病（血液検査のみ）

おうちでドック 女性用 おうちでドック 男性用



【おうちでドック 提供会社 ハルメクベンチャーズについて】
国の財政が逼迫する日本において、予防医療の普及や健康経営により、医療費・社会保険料を削減することが求められてい
ます。そのためには、健康状態の維持や、疾病の早期対策が何よりも重要になってきます。そのような環境下で、私たちハルメ
ク・ベンチャーズは、予防・未病分野をメインに、革新的な「真に役に立つ・利用されるヘルスケアサービス」を世に生み出し続けて
います。今後はこれらのヘルスケア・サービスや、事業活動を通じて得られるヘルスケア・データを活用することで、日本、そして世
界を健康にすることに挑戦し続けます。

会社名 ハルメク・ベンチャーズ株式会社
事業内容 ヘルスケア事業、その他新規事業の創造
設立 2014年12月
代表 代表取締役社長 松尾 尚英
住所 東京都千代田区神田神保町4-3-29 九段下SSTビル4F
URL http://ventures.halmek.co.jp/ （会社HP）

https://dock.ouchide.biz/ (おうちでドック公式HP)

【本プレスリリースのお問い合わせ先】

ハルメク・ベンチャーズ株式会社
https://dock.ouchide.biz/contact/ (おうちでドック公式HP内問い合わせフォーム)

MAIL: ouchidedock_info@halmek.co.jp
TEL: 03-3263-9150

担当：辻元（つじもと）、荻原（おぎはら）

【おうちでドックの今後の方向性】
おうちでドックは画期的な在宅検査ソリューションとしてサービスを提供しておりますが、現在の指先採血における腫瘍マーカー、胃
がんリスク検査や尿検査での生活習慣病検査に留まらず、「おうちでドック」を在宅での健康チェックのプラットフォームとして更に昇華
すべく有用な検査や生体検査以外のヘルスチェックサービスを提供するなど、多様な健康状態の可視化、リスクアラート、或いは動
機付けを行うとともに、行動変容をしなやかに起こすための対策サービスやモニタリングサービスの提供を目指します。
多様な企業様や技術シーズを持つアカデミアとのアライアンスやコンソーシアムを組み、「在宅型ヘルスチェック・ソリューションサービ
ス」を確立してまいります。アライアンスをご希望の企業様は是非お問い合わせください。
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http://ventures.halmek.co.jp/
https://dock.ouchide.biz/
https://dock.ouchide.biz/contact/
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