
サイレックスラボはあなたの健康を守るため
一人一人に合わせた個別化された
革新的なアプローチを提案します

サイレックス社の 検査リスト
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• 脳
• 神経系
• 甲状腺
• 心臓

• 膵臓
• 生殖器官
• 肝臓
• 消化器系

• 骨
• 関節

自己免疫疾患︓深まる関心に、サイレックス社が力になります。
サイレックス社は、現在米国の何千万人もの人々に影響を及ぼしている免疫疾患の健康問題に焦点を当ててい
ます。サイレックス社の検査パネルは独自の高度な技術を使って、免疫反応を評価するよう作られています。

CLIA認可の臨床検査ラボであるサイレックス社は、医療専門家への高度な臨床ツールとして革新的な検査を提
供し、体内組織に影響を与える可能性のある免疫反応性および、自己免疫反応性を特定・測定します︓

免疫機能

体内必須の
防御壁の検査
（腸・脳）

環境因子由来の
問題

免疫反応の
予測抗体の検査

サイレックス･システム TM の説明

認知力健康

認
知
機
能健

康

粘膜

免
疫

シ
ス
テ
ム
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Alzheimer’s LINXTM 
アルツハイマーリンクス検査— 
アルツハイマー病などの認知症に関連した免疫反応
Alzheimerʼs LINXにより、認知機能の低下につながる病因の経路を判別し、それを阻止す
る戦略を考案できます。血液脳関門（BBB）の障害に対処し、要因を特定して削除し、神
経再生を強化することにより認知機能低下の戦いに勝つことができるかもしれません。

以下の場合検査が勧められます:
• アルツハイマー病やその他の神経学的疾患の予防に関心がある
• アルツハイマー病やその他の神経学的疾患の初期徴候が見られる
• アルツハイマー病と診断された
• 消化器症状や糖尿病の病歴がある
• 激しい運動をしている（脳の損傷）
• 特定の病原体、化学物質、そして食品に対する免疫反応性がある

認知能力の健康
アルツハイマー病など認知症の兆候の特定とそれへの対処

7つの鍵となる寄与因子の評価内容

血液脳関門と神経フィラメント
• 血液脳関門に対する抗体へのバイオマーカー
• 血液脳関門の完全度の評価

化学物質
• アルツハイマー病を含む認知症との関連が発見された化学物質や

重金属に対するバイオマーカー

アミロイド−ベータに相関する食品
• 208種類の一般的な食品からアルツハイマー病と関連している

可能性がある8種類

病原体

• アミロイド−ベータと相関する事が既知の病原体への免疫反応を評価

腸管神経、消化管酵素、そして神経学的ペプチド
• 胃腸と脳との間の連絡経路への免疫反応を評価

成長因子
• 神経再生に関与する因子への免疫反応を測定

脳蛋白質
• アミロイド−ベータとタウ蛋白質など脳蛋白質への反応を評価
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• 複数の症状の訴えがある(慢性疲労症候群を含む)
• 食物アレルギー、不耐症の訴えがある
• 免疫細胞数と機能の異常に苦しんでいる(自己免疫疾患を含む)

体内バリアーの透過性
必須の防御壁に破綻が見られると、身体は環境などに起因する免疫疾患を
発症するリスクが高まります。

アレー20 — 血液脳関門の透過性検査（BBBの破綻）
多発性硬化症、ルーゲーリッグ病、老人性認知症、アルツハイマー病、パーキンソン病、て
んかんおよび脳卒中を含むがこれらに限定されない神経変性障害のリスク増加の評価をサ
ポートします。接触の激しいスポーツに関連した外傷性脳損傷の早期調査を支援し、明らか
な脳しんとうや脳損傷が無い場合でも、ストレス、外傷、または環境トリガーによって引き
起こされる血液脳関門の破綻を評価します。
以下の場合検査が勧められます:

• 反復的に頭部外傷が起きやすい接触の激しいスポーツを行っている
• 頭や体への力や衝撃を伴う活動に従事している
• LPSや、オクルディンやゾヌリン抗体の異常な上昇を伴う消化管透過性亢進を

有する
• 認知機能に変化が見られる

アレー22— 過敏性腸症候群とSIBO（小腸内細菌増殖症）の
スクリーニング検査

小腸での大腸細菌の異常増殖と細菌性細胞毒素の放出を特定し、細胞毒素による消化管バリ
ア機構の破綻と循環系への侵入を評価します。
以下の場合検査が勧められます:

• 過敏性大腸症候群に罹患している
• 体重減少、貧血、或いは脂肪便を伴う吸収不良症状を示している
• 疲労、食道胃逆流、皮膚症状、肥満、そして或いは食物不耐症などの関連症状が或る

アレー2 — 消化管の抗原透過性スクリーニング検査
（リーキーガット）

免疫系に炎症を引き起こす大きな分子に対する消化管の透過性を測定します。

以下の場合検査が勧められます:
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環境食品因子によるトリガー
自己免疫を引き起こす環境トリガーには、食事性タンパク質、化学物質、重金属が含まれます。

アレー3X — 小麦とグルテンのプロテオームの反応性と
自己免疫の検査

4つの新しい抗原の導入による小麦/グルテン反応性試験の拡大検査。これらの抗原は、
アレルギー性疾患、セリアック病、クローン病、および神経疾患のトリガーに対処する際
のより包括的な分析を提供します。
以下の場合検査が勧められます:
• 非反応性の消化器症状を有する
• 複数の症状の訴えがある(慢性疲労症候群や線維筋痛症を含みます)
• うつまたは神経自己免疫に罹患している

アレー4 — グルテンに関連した交差反応食品と食品の感受性検査
グルテンと交差反応することが知られている食品に対する反応性と、グルテン除去食で新た
に紹介されて感作された食品に対する反応性を識別します。
小麦の完全除去を行っても他の食品が小麦蛋白同様クロスリンクして、アレルギーの原因の
ケースとなる場合があるので重要です。
以下の場合検査が勧められます:
• 非セリアックグルテン過敏症またはセリアック病に罹患している
• グルテン除去食で改善が限定的であるかまた無反応の
• 標準的な治療法に耐性を示す消化管ディスバイオーシスが存在する

アレー10-90 — 10-90x 複数の食品の免疫反応性スクリーニング
                                     検査残りの90品目
アレー10を柔軟に解釈する2つのオプションを備え、また、アレー10と同等にユニークで革
新的な機能を提供するように設計されています。アレー10-90は、アレー10の内最も一般的
に消費される90種類の食品抗原（調理済み、未加工、加工または加工済み）に対する反応性
を測定します。アレー10-90も、サイレックス独自のすべての食品試験技術を備えていま
す。
アレー10-90xは、アレー10-90のアドオンテストとしてのみ使用できます。
これには、アレー10の残りの90個の食物抗原が含まれています。
以下の場合検査が勧められます:
• 胃腸、神経、皮膚、または行動性に起因するかどうかを問わずに、原因不明の症状が

存在する
• 環境に起因する自己免疫疾患の入り口である消化管の透過性の亢進が疑われる
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アレー10— 複数の食品の免疫反応性スクリーニング
検査180品目
同じ食品でも生の状態と、約50℃以上の加熱調理した場合とでは蛋白質は変化し、ワイ
ンのブドウのように加工したものも生とは異なります。この検査では生、加熱、加工と検
査結果を出すので、それによってカスタマイズされた食事プロトコルの有効性がモニタリ
ング出来ます。
以下の場合検査が勧められます:

•

•

胃腸、神経、皮膚、または行動性に起因するかどうかを問わずに、原因不明の症状
が存在する
環境に起因する自己免疫疾患の入り口である消化管の透過性の亢進が疑われる

（注）通常IgG検査の抗原は生の食品です。肉、魚などで生では食さない食品は多々ありますので、この検査は必要な方には大変有効です。

生の食品、調理済み、加工済みのものなど、180種類の
食品抗原に対する反応性を測定する 革新的な検査です。

加工済み乳製品と卵

卵白（調理済み）
卵黄（調理済み）
ヤギのミルク
ソフトチーズ、ハードチーズ
ヨーグルト

生と加工済みの穀物

白米、玄米（調理済み）
お餅
米由来プロテイン　蛋白質
米エンドキチナーゼ
ワイルドライス（調理済み）
小麦、アルファ-グリアジン

加工済みの豆と豆科植物

黒豆（調理済み）
豆アグルチニン
ダークチョコレート、ココア
ソラマメ（調理済み）
ガーバンゾ豆（調理済み）
インゲン豆（調理済み）
レンズ豆（調理済み）
レンズ豆レクチン
リマ豆（調理済み）
ピント豆（調理済み）
大豆アグルチニン
大豆オレオシン、アクアポリン醤
油（グルテン除去済み）
豆腐

生と加工済みのナッツと種

アーモンド
アーモンド（ロースト）
ブラジルナッツ（生/ロースト）
カシューナッツ
カシューナッツ（ロースト）
カシューナッツ ビシリン
チアシード
亜麻仁
ヘーゼルナッツ（生/ロースト）
マカダミアナッツ（生/ロース
ト）マスタードシード
ピーカンナッツ（生/ロースト）
ピーナッツ（ロースト）
ピーナッツバター
ピーナッツアグルチニン
ピーナッツオレオシン

ピスタチオ（生/ロースト）
カボチャの種（ロースト）
ゴマアルブミン
ゴマオレオシン
ヒマワリの種（ロースト）
くるみ

生野菜と加工済みの野菜

アーティーチョーク（調理済み）
アスパラガス
アスパラガス（調理済み）
ビーツ（調理済み）
ピーマン（赤・黄・緑）
ブロッコリー
ブロッコリー（調理済み）
芽キャベツ（調理済み）
キャベツ（赤、緑）
キャベツ（赤、緑）（調理済み）
キャノーラ･オレオシン
西洋人参
西洋人参（調理済み）
カリフラワー（調理済み）
セロリ
唐辛子
トウモロコシ、アクアポリン（調理済み）
ポップコーン
コーン･オレオシン
ピクルス（きゅうりの酢漬け）
茄子（調理済み）
ニンニク
ニンニク（調理済み）
サヤインゲン（調理済み）
レタス
マッシュルーム（生/調理済み）
オクラ（調理済み）
オリーブの酢漬け（グリーンとブラック）
タマネギ、葉タマネギ
タマネギ、葉タマネギ（調理済み）
エンドウ豆（調理済み）
エンドウ豆由来プロテイン
エンドウ豆レクチン
ジャガイモ（焼き/調理済み）
ジャガイモ（フライ/調理済み）
カボチャ（調理済み）
ラディッシュ
紅花、ヒマワリ
オレオシン
海藻
ほうれん草、アクアポリン
トマト、アクアポリン
トマトペースト
ヤム芋、サツマイモ（調理済み）
ズッキーニ（調理済み）

ホタテ（調理済み）
イカ(カラマリ) （調理済み）
エビ（調理済み）
エビトロポミオシン
パルブアルブミン

加工済み肉

牛肉（ミディアムに調理済み）
鶏肉（調理済み）
ラム肉（調理済み）
豚肉（調理済み）
七面鳥（調理済み）
ゼラチン
ミートグルー

生のハーブ

バジル
コリアンダー
クミン
ディル
ミント
オレガノ
パセリ
ローズマリー
タイム

生のスパイス

シナモン
クローブ
ショウガ
ナツメグ
パプリカ
ウコン(クルクミン)
バニラ

増粘剤

ベータ-グルカン
カラギーナン
グアーガム
トラガカントガム
ローカストビーンガム
マスティックガム、アラビックガム
キサンタンガム

醸造飲料および添加物

コーヒー飲料の蛋白
紅茶飲料
緑茶飲料
ハチミツ（生/加工）
食品着色料

生と加工済みの果物

リンゴ
アップルサイダー
アプリコット
アボカド
バナナ
バナナ（調理済み）
ラテックスヘベイン
ブルーベリー
マクスメロン、ハニーデューメロン
サクランボ
ココナッツ果肉、水
クランベリー
ナツメヤシ
イチジク
ブドウ（赤、緑）
赤ワイン
白ワイン
グレープフルーツ
キウイフルーツ
レモン、ライム
マンゴー
オレンジ
オレンジジュース
パパイヤ
桃、ネクタリン
西洋なし
パイナップル
パイナップルブロメライン
プラム
ザクロ
苺
スイカ

魚とシーフード

タラ（調理済み）
オヒョウ（調理済み）
サバ（調理済み）
鯛　（調理済み）
サケ
サケ（調理済み）
イワシ、アンチョビ（調理済み）
シーバス（調理済み）
ティラピア（調理済み）
マス（調理済み）
マグロ
マグロ（調理済み）
白身魚（調理済み）
カニ、ロブスター（調理済み）
カニかまぼこ（調理済み）
アサリ（調理済み）
カキ（調理済み）

アレー10で検査される抗原



アレー11 — 生活環境化学物質、有害金属検査
自己免疫反応を引き起こす可能性のある有毒化学物質、有害金属への曝露に関連する免疫
耐性の喪失を特定します。特定の化学物質を避け、自己免疫プロセスに感作するリスクを
減らし、生活環境を監視します。
以下の場合検査が勧められます:

• 化学物質・有害金属に対する感受性や不耐性が増加した場合
• 免疫の耐性が喪失したり、免疫機能の異常が見られたりする

アレー12 — 病原体に関連する体内環境検査
複数の自己免疫反応を引き起こす可能性がある主要な病原体に対する免疫反応を検出します。
以下の場合検査が勧められます:
• 胃腸の苦痛、疲労、身体の痛み、または神経炎症を含む原因不明の全身性炎症などの

慢性症状を呈する
• 複数の自己免疫に関連する細菌、ウイルス、寄生虫、カビ、およびスピロヘータにさ

らされている可能性がある
• 解毒や食事の変更などの臨床的介入に十分に反応していない

抗アフラトキシンIgG + IgAの組み合わせ
抗アフラトキシンIgM
抗ホルムアルデヒド+抗グルタルアルデヒドIgG + IgAの組み合わせ
抗ホルムアルデヒド+抗グルタルアルデヒドIgM
抗イソシアネートIgG + IgAの組み合わせ
抗イソシアネートIgM
抗トリメリット酸+抗無水フタル酸IgG + IgAの組み合わせ
抗トリメリット酸+抗無水フタル酸IgM
抗ベンゼン環化合物IgG + IgAの組み合わせ
抗ベンゼン環化合物IgM
抗BPA結合タンパク質IgG + IgAの組み合わせ
抗BPA結合タンパク質IgM

抗ビスフェノールA IgG + IgAの組み合わせ
抗ビスフェノールA IgM
抗テトラブロモビスフェノールA IgG + IgAの組み合わせ
抗テトラブロモビスフェノールA IgM
抗テトラクロロエチレンIgG + IgAの組み合わせ
抗テトラクロロエチレンIgM
抗パラベンIgG + IgAの組み合わせ
抗パラベンIgM
抗水銀化合物IgG + IgAの組み合わせ
抗水銀化合物IgM
抗混合重金属（ニッケル、コバルト、カドミウム、鉛、ヒ素）IgG + 
IgAの組み合わせ
抗混合重金属（ニッケル、コバルト、カドミウム、鉛、ヒ素）IgM

7

抗ポルフィロモナスジンジバリスIgG
抗ミュータンス連鎖球菌IgG
抗ヘリコバクターピロリIgG
抗カンピロバクタージェジュニIgG
抗エルシニア腸炎IgG
抗クロストリジウムディフィシルIgG
抗カンジダアルビカンスIgG
抗ロタウイルスIgG
抗赤痢アメーバIgG
抗ランブル鞭毛虫IgG
抗クリプトスポリジウムパルブムIgG
抗プラストシスチス･ホミニスIgG
抗ヒトHSP-60 +抗クラミジアHSP-60 IgG
抗クラミジアIgG
抗ストレプトザイムIgG

抗連鎖球菌Mタンパク質IgG
抗マイコプラズマIgG
抗アシネトバクターIgG
抗クレブシエラIgG
抗マイコバクテリウム･アビウムIgG
抗アスペルギルスIgG
抗ペニシリウムIgG
抗スタキボトリス･チャータラム IgG
抗シトルリン化EBV IgG
CYP450、抗C型肝炎ペプチドIgGを模倣
抗サイトメガロウイルスIgG
抗ヒトヘルペスウイルス-6 IgG
抗ボレリアブルグドルフェリIgG
抗バベシア+抗エールリヒア+抗バルトネラIgG

検査する病原体項目

検査する化学物質項目
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予測抗体
医療従事者が初期段階で自己免疫反応を特定するためにの評価法。

アレー5 — 複数の自己免疫反応のスクリーニング検査
臨床症状の10年前に現れる可能性がある、予測自己抗体を測定します。身体の複数の臓器
に起こりうる組織損傷を効率的かつ経済的に評価します。
以下の場合検査が勧められます:

• 25％以上の確立で、別の症状を発症する可能性が有ると診断されている自己免疫疾患に
罹患している

• 環境が原因で誘発される自己免疫疾患の入り口である、慢性的な消化管透過性亢進の徴候
がある

アレー6— 糖尿病での自己免疫反応のスクリーニング検査
糖尿病の自己免疫成分のマーカーを評価します。糖尿病の発症前に反応性を特定でき、ま
た、すでに糖尿病と診断されている患者を監視して治療プロトコルがどの程度うまく機能
しているかを確認するためのツールとして使用できます。
以下の場合検査が勧められます:

• 1型糖尿病に罹患している場合や、2型糖尿病の重度/非定型症状がある
• 1型糖尿病またはメタボリックシンドロームの家族歴がある
• グルテン反応性、乳製品感受性、または小脳性運動失調がある

アレー7 — 神経学上の自己免疫反応のスクリーニング検査
神経の自己免疫疾患の早期発見を支援し、自己免疫反応の重症度を評価し、関連する治療プロト
コルの有効性の監視を支援します。
以下の場合検査が勧められます:
• 小脳性運動失調や末梢神経障害などの特発性神経疾患に罹患している
• 疲労または線維筋痛を伴う脳機能の低下を示す
• 神経機能障害の一因となるグルテン反応性や、乳製品への感受性を有する



アレー7X — 神経学上の自己免疫反応のスクリーニング検査拡張版
末梢神経と中枢神経系での自己免疫反応を早期に検出するために、神経系との自己免疫反応を
早期検出し、関連する治療プロトコルのモニタリングを支援します。
以下の場合検査が勧められます:

• 小脳性運動失調や末梢神経障害などの特発性神経疾患に罹患している
• グルテン反応性や、乳製品への感受性や、消化管や血液脳関門での透過性の亢進が見

られる

アレー8 — 関節の自己免疫反応のスクリーニング検査
結合組織障害の早期発見、および関連する治療プロトコルの有効性のモニタリングを支援
します。
以下の場合検査が勧められます:

• 関節炎または関節痛がある
• 環境トリガーへの暴露によって誘発される関節の炎症がある

総血清IgG / IgA / IgM（GAM）
GAMは、全身の免疫グロブリンG、免疫グロブリンA、そして免疫グロブリンMの
全体としての生産量を評価します。これは、一般的な免疫学における重要な測定
です。免疫グロブリンの総量検査は、疾患や症状の強力な指標となります。

以下の場合検査が勧められます:

• 免疫系の現在の状態を知りたい
• 抗体の生産に興味がある

血清中の免疫グロブリンの総量の検査
 総量の累積的な免疫グロブリンの反応性を評価
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本資料に関するお問い合わせは︓シスコベイ Inc,まで　 
国内代行店（株）デトックス
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