
Genoplanの解析項目(461項目)
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がん 32
No. Category Title No. Category Title

1 消化器 胃がん 17 血液 急性白血病

2 消化器 大腸がん 18 血液 慢性骨髄性白血病

3 消化器 肝臓がん 19 血液 慢性リンパ性白血病

4 消化器 すい臓がん 20 血液 多発性骨髄腫

5 消化器 胆のうがんおよび胆道がん 21 神経系 髄膜腫

6 消化器 食道がん 22 神経系 神経膠腫

7 消化器 口腔がん 23 皮膚 悪性黒色腫

8 内分泌 甲状腺がん 24 皮膚 基底細胞がん

9 内分泌 下垂体がん 25 女性のがん 乳がん 

10 呼吸器 肺がん 26 女性のがん 子宮頸がん 

11 呼吸器 喉頭がん 27 女性のがん 子宮筋腫 

12 呼吸器 咽頭がん 28 女性のがん 子宮体がん 

13 泌尿生殖器 腎臓がん 29 女性のがん 卵巣がん 

14 泌尿生殖器 膀胱がん 30 男性のがん 前立腺がん 

15 血液 非ホジキンリンパ腫 31 男性のがん 精巣がん 

16 血液 ホジキンリンパ腫 32 男性のがん 男性乳がん 

一般疾患 302
No. Category Title No. Category Title

33 代謝疾患 肥満 59 代謝疾患 血漿レニン活性

34 代謝疾患 脂質異常症 60 代謝疾患 尿素窒素値

35 代謝疾患 非アルコール性脂肪肝 61 代謝疾患 糸球体濾過量

36 代謝疾患 C型肝炎誘発肝硬変 62 代謝疾患 対称性ジメチルアルギニン値

37 代謝疾患 アルコール性肝硬変 63 代謝疾患 尿酸値

38 代謝疾患 原発性胆汁性胆管炎 64 代謝疾患 痛風

39 代謝疾患 アルブミン／グロブリン比 65 代謝疾患 妊娠高血圧症候群 

40 代謝疾患 ALP値 66 代謝疾患 妊娠糖尿病 

41 代謝疾患 ALT値 67 代謝疾患 妊娠中のアディポネクチン値 

42 代謝疾患 γ-GT値 68 代謝疾患 つわり 

43 代謝疾患 ビリルビン値 69 代謝疾患 胎盤剥離 

44 代謝疾患 C型慢性肝炎 70 代謝疾患 習慣流産 

45 代謝疾患 自己免疫性肝炎 71 代謝疾患 ホモシステイン値

46 代謝疾患 甲状腺機能低下症 72 代謝疾患 レジスチン値

47 代謝疾患 甲状腺ホルモン値 73 代謝疾患 アディポネクチン値

48 代謝疾患 抗TPO抗体値 74 代謝疾患 甲状腺刺激ホルモン値

49 代謝疾患 バセドウ病 75 代謝疾患 糖化ヘモグロビン値

50 代謝疾患 1型糖尿病 76 代謝疾患 経口ブドウ糖負荷試験の値

51 代謝疾患 2型糖尿病 77 代謝疾患 高尿酸血症

52 代謝疾患 糖尿病性腎症 78 循環器疾患 高血圧

53 代謝疾患 糖尿病網膜症 79 循環器疾患 食塩感受性高血圧

54 代謝疾患 慢性腎不全 80 循環器疾患 睡眠不足による高血圧 

55 代謝疾患 腎臓結石 81 循環器疾患 夜間高血圧

56 代謝疾患 ネフローゼ症候群 82 循環器疾患 脈圧

57 代謝疾患 IgA腎症 83 循環器疾患 治療抵抗性高血圧

58 代謝疾患 尿アルブミン／ クレアチニン比 84 循環器疾患 心筋梗塞
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一般疾患 302
No. Category Title No. Category Title

85 循環器疾患 狭心症 133 呼吸器疾患 努力性肺活量

86 循環器疾患 心不全 134 呼吸器疾患 老化による肺機能の低下

87 循環器疾患 心房細動 135 脳疾患 脳梗塞

88 循環器疾患 アテローム性動脈硬化 136 脳疾患 脳動脈瘤

89 循環器疾患 冠動脈の石灰化 137 脳疾患 脳出血

90 循環器疾患 大動脈解離 138 脳疾患 ラクナ梗塞

91 循環器疾患 大動脈の太さ 139 脳疾患 前頭側頭型認知症

92 循環器疾患 大動脈弁の石灰化 140 脳疾患 前頭側頭型認知症の発症年齢

93 循環器疾患 腹部大動脈瘤 141 脳疾患 アルツハイマー病

94 循環器疾患 心臓突然死 142 脳疾患 レビー小体型認知症

95 循環器疾患 拡張型心筋症 143 脳疾患 パーキンソン病

96 循環器疾患 トロポニンT値 144 脳疾患 大脳皮質基底核変性症

97 循環器疾患 下肢静脈瘤 145 脳疾患 筋萎縮性側索硬化症 (ALS)

98 循環器疾患 心拍数 146 脳疾患 もやもや病

99 循環器疾患 PAI-1値 147 神経疾患 片頭痛

100 循環器疾患 ST2値 148 神経疾患 てんかん：部分発作

101 循環器疾患 Lp-PLA2値 149 神経疾患 てんかん：全般発作

102 循環器疾患 血管作動性腸管ペプチド 150 神経疾患 振戦

103 循環器疾患 血中OPG値 151 神経疾患 頸部ジストニア

104 循環器疾患 網膜血管の太さ 152 神経疾患 多発性硬化症

105 循環器疾患 PR間隔 153 神経疾患 重症筋無力症

106 循環器疾患 QRS間隔 154 神経疾患 むずむず脚症候群

107 循環器疾患 QT間隔 155 神経疾患 線維筋痛症 

108 消化器疾患 胃炎 156 骨・関節系疾患 腰痛

109 消化器疾患 消化不良 157 骨・関節系疾患 脊柱側弯症

110 消化器疾患 好酸球性食道炎 158 骨・関節系疾患 椎間板ヘルニア

111 消化器疾患 クローン病 159 骨・関節系疾患 顎関節症

112 消化器疾患 膠原線維性大腸炎 160 骨・関節系疾患 関節リウマチ

113 消化器疾患 潰瘍性大腸炎 161 骨・関節系疾患 変形性関節症

114 消化器疾患 過敏性腸症候群 162 骨・関節系疾患 乾癬性関節炎

115 消化器疾患 十二指腸潰瘍 163 骨・関節系疾患 強直性脊椎炎

116 消化器疾患 バレット食道 164 骨・関節系疾患 骨ページェット病

117 消化器疾患 胆石症 165 骨・関節系疾患 後縦靭帯骨化症

118 消化器疾患 脂肪消化酵素 (リパーゼ) 166 骨・関節系疾患 骨粗鬆症 

119 消化器疾患 アルコール性慢性膵炎 167 骨・関節系疾患 特発性大腿骨頭壊死症

120 消化器疾患 セリアック病 168 骨・関節系疾患 副甲状腺ホルモン値

121 消化器疾患 フルクトース不耐症 169 免疫系疾患 全身性エリテマトーデス

122 消化器疾患 乳糖不耐症 170 免疫系疾患 ベーチェット病

123 呼吸器疾患 アレルギー性鼻炎 171 免疫系疾患 シェーグレン症候群

124 呼吸器疾患 喘息 172 免疫系疾患 ナッツアレルギー

125 呼吸器疾患 PM2.5に対する炎症反応 173 免疫系疾患 卵アレルギー

126 呼吸器疾患 気道過敏性 174 免疫系疾患 桃アレルギー

127 呼吸器疾患 慢性閉塞性肺疾患 175 免疫系疾患 海老アレルギー

128 呼吸器疾患 珪肺症 176 免疫系疾患 食物アレルギー

129 呼吸器疾患 てんかん性肺疾患 177 免疫系疾患 花粉症

130 呼吸器疾患 慢性粘液過分泌 (呼吸器系疾患) 178 免疫系疾患 光線過敏症

131 呼吸器疾患 1秒量 179 免疫系疾患 lgG値

132 呼吸器疾患 1秒率 180 免疫系疾患 lgM値
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一般疾患 302
No. Category Title No. Category Title

181 免疫系疾患 IL-18値 229 目・耳・口 角膜曲率

182 免疫系疾患 hsCRP値 230 目・耳・口 加齢黄斑変性

183 免疫系疾患 補体C3/C4値 231 目・耳・口 円錐角膜

184 免疫系疾患 カルシニューリン値 232 目・耳・口 眼圧

185 免疫系疾患 単球数 233 目・耳・口 裂孔原性網膜剥離

186 免疫系疾患 好酸球数 234 目・耳・口 散弾状脈絡網膜症

187 免疫系疾患 赤血球沈降速度 235 目・耳・口 難聴

188 免疫系疾患 多発血管炎性肉芽腫症 236 目・耳・口 耳硬化症

189 免疫系疾患 サルコイドーシス 237 目・耳・口 ミソフォニア

190 免疫系疾患 フォークト・小柳・原田病 238 目・耳・口 むし歯

191 免疫系疾患 選択的 IgA 欠損症 239 目・耳・口 親知らず

192 血液 鉄欠乏性貧血 240 目・耳・口 歯周疾患

193 血液 赤血球数 241 目・耳・口 口内炎

194 血液 ヘモグロビン値 242 性 エストラジオール値 

195 血液 フェリチン値 243 性 卵胞刺激ホルモン値

196 血液 ヘマトクリット値 244 性 テストステロン値 

197 血液 血小板数 245 性 切迫性尿失禁 

198 血液 平均血小板容積 246 性 鼠径ヘルニア

199 血液 活性化部分トロンボプラスチン時間 247 性 クラミジア感染症 

200 血液 プロトロンビン時間 248 性 勃起不全 

201 血液 フィブリノーゲン値 249 性 無精子症 

202 血液 プロテインC 250 性 前立腺肥大症 

203 血液 静脈血栓塞栓症 251 性 生理痛 

204 血液 血栓症 252 性 月経前症候群 

205 血液 D-ダイマー検査値 253 性 骨盤臓器脱 

206 血液 末梢血管疾患 254 性 子宮内膜症 

207 血液 抗好中球細胞質抗体関連血管炎 255 性 性機能障害 

208 血液 アミロイドーシス 256 性 乳腺の密度 

209 皮膚 アトピー性皮膚炎 257 性 多嚢胞性卵巣症候群 

210 皮膚 乾癬 258 性 アンチミューラリアンホルモン値 

211 皮膚 白斑 259 性 閉経の時期 

212 皮膚 アレルギー性接触皮膚炎 260 性 早発卵巣不全 

213 皮膚 多汗症 261 感染症 ピロリ菌の感染

214 皮膚 ケロイド 262 感染症 結核

215 皮膚 限局性強皮症 263 感染症 ブドウ球菌感染症

216 皮膚 皮膚筋炎 264 感染症 HIV感染症の進行速度

217 皮膚 デュピュイトラン拘縮 265 感染症 デング熱

218 目・耳・口 白内障 266 感染症 カンジダ感染症

219 目・耳・口 閉塞隅角緑内障 267 感染症 帯状疱疹

220 目・耳・口 原発開放隅角緑内障 268 感染症 EBウイルス感染症

221 目・耳・口 正常眼圧緑内障 269 感染症 おたふく風邪

222 目・耳・口 視神経乳頭の面積 270 感染症 ハンセン病

223 目・耳・口 近視 271 薬物反応 アルコール依存症

224 目・耳・口 病的近視 272 薬物反応 ニコチン依存症

225 目・耳・口 乱視 273 薬物反応 アルコールとニコチン依存症

226 目・耳・口 遠視 274 薬物反応 カフェイン依存症

227 目・耳・口 角膜から軸長までの長さ 275 薬物反応 非小細胞肺がん治療薬白金製剤の効果

228 目・耳・口 角膜の厚さ 276 薬物反応 タモキシフェンの効果 
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一般疾患 302
No. Category Title No. Category Title

277 薬物反応 急性白血病の治療薬の効果 306 薬物反応 向精神薬の副作用

278 薬物反応 抗がん剤フルオロウラシルの副作用 307 薬物反応 統合失調症治療薬クロザピンの副作用

279 薬物反応 乳がん治療薬の副作用：脱毛 308 薬物反応 うつ病治療薬の副作用

280 薬物反応 白血病治療薬ビンクリスチンの副作用 309 腫瘍マーカー AFP値

281 薬物反応 抗がん剤ベバシズマブの副作用：高血圧 310 腫瘍マーカー CA19-9値

282 薬物反応 B型肝炎ワクチンの効果 311 腫瘍マーカー CEA値

283 薬物反応 高血圧治療薬メトプロロールの効果 312 腫瘍マーカー PSA値 

284 薬物反応 高血圧治療薬ヒドロクロロチアジドの効果 313 腫瘍マーカー 5-HIAA値

285 薬物反応 糖尿病治療薬メトホルミンの効果 314 重金属中毒 血中水銀濃度

286 薬物反応 関節リウマチの治療薬の効果 315 重金属中毒 血中鉛濃度

287 薬物反応 痛風の治療薬の効果 316 重金属中毒 血中カドミウム濃度

288 薬物反応 多発性硬化症の治療薬の効果 317 重金属中毒 血中クロム濃度

289 薬物反応 喘息におけるステロイドの効果 318 重金属の蓄積 血中ニッケル濃度

290 薬物反応 脂質降下薬「スタチン」の効果 319 重金属の蓄積 血中銅濃度

291 薬物反応 抗血小板薬の効果 320 重金属の蓄積 血中マグネシウム濃度

292 薬物反応 前立腺特異抗原の治療薬の効果 321 重金属の蓄積 血中マンガン濃度

293 薬物反応 ワルファリンの効果 322 重金属の蓄積 血中コバルト濃度

294 薬物反応 タクロリムスの効果 323 メンタルヘルス うつ病

295 薬物反応 うつ病における治療薬の効果 324 メンタルヘルス 統合失調症

296 薬物反応 双極性障害における治療薬の効果 325 メンタルヘルス 双極性障害

297 薬物反応 鎮痛薬の効果 326 メンタルヘルス パニック障害

298 薬物反応 アセトアミノフェンの副作用 - 肝毒性 327 メンタルヘルス 強迫性障害

299 薬物反応 アスピリンの副作用：慢性蕁麻疹 328 メンタルヘルス 注意欠陥多動性障害(ADHD)

300 薬物反応 アスピリンの副作用：喘息 329 メンタルヘルス 自閉症

301 薬物反応 C型肝炎治療薬の副作用：うつ病 330 メンタルヘルス トゥレット症候群

302 薬物反応 炎症性腸疾患治療薬の副作用 331 メンタルヘルス 摂食障害

303 薬物反応 脂質降下薬スタチンの副作用 332 メンタルヘルス 神経性食欲不振症

304 薬物反応 エイズにおける治療剤の副作用 333 メンタルヘルス 慢性疲労症候群

305 薬物反応 ACE阻害薬の副作用 334 メンタルヘルス 認知能力の低下

体質 127
No. Category Title No. Category Title

335 ダイエット 除脂肪体重 352 栄養 DHA

336 ダイエット 内臓脂肪 353 栄養 EPA

337 ダイエット 下半身肥満 354 栄養 α-リノレン酸

338 ダイエット ウエストヒップ比 355 栄養 γ-リノレン酸

339 ダイエット カロリー制限 356 栄養 リノール酸

340 ダイエット 高脂肪ダイエット 357 栄養 アラキドン酸

341 ダイエット 高たんぱくダイエット 358 栄養 パルミトレイン酸

342 ダイエット レプチン値 359 栄養 オレイン酸

343 ダイエット セルライト 360 栄養 トランス脂肪酸

344 ダイエット リバウンド 361 栄養 ビタミンA

345 ダイエット 空腹感 362 栄養 ビタミンB1

346 ダイエット 間食の頻度 363 栄養 ビタミンB2

347 ダイエット 過食症 364 栄養 ビタミンB6

348 栄養 脂肪 365 栄養 葉酸

349 栄養 飽和脂肪酸 366 栄養 ビタミンB12

350 栄養 ステアリン酸 367 栄養 ビタミンC

351 栄養 不飽和脂肪酸 368 栄養 ビタミンD
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体質 127
No. Category Title No. Category Title

369 栄養 ビタミンE 417 脱毛 多毛症 

370 栄養 ビタミンK 418 脱毛 毛髪の太さ

371 栄養 カルシウム 419 脱毛 AGA治療薬ミノキシジルの効果

372 栄養 鉄分 420 脱毛 AGA治療薬フィナステリドの効果

373 栄養 亜鉛 421 フィットネス 筋持久力

374 栄養 マグネシウム 422 フィットネス 下半身の筋力

375 栄養 リン 423 フィットネス 握力

376 栄養 カリウム 424 フィットネス 瞬発力

377 栄養 ベタイン 425 フィットネス 運動後の心拍数回復

378 栄養 コエンザイムQ10 426 フィットネス 回旋筋腱板負傷のリスク

379 栄養 セレン 427 フィットネス 前十字靭帯負傷のリスク

380 栄養 アルギニン 428 フィットネス アキレス腱負傷のリスク

381 栄養 ルテインとゼアキサンチンの摂取効果 429 フィットネス 足首負傷のリスク

382 栄養 加工肉類の過剰摂取による大腸がんの発症リスク 430 フィットネス 心肺持久力

383 栄養 トリプトファン／フェニルアラニン代謝 431 フィットネス 柔軟性

384 代謝力・調節力 起立性低血圧 432 フィットネス 筋肉の発達

385 代謝力・調節力 インスリン抵抗性 433 感覚 甘味の感受性

386 代謝力・調節力 1,5-AG値 434 感覚 苦味の感受性

387 代謝力・調節力 LDLコレステロール値 435 感覚 塩味の感受性

388 代謝力・調節力 HDLコレステロール値 436 感覚 赤ワインの嗜好性

389 代謝力・調節力 基礎代謝 437 感覚 白ワインの嗜好性

390 代謝力・調節力 抗酸化 438 感覚 パクチー味の感受性

391 代謝力・調節力 アルコール代謝 439 感覚 絶対音感

392 代謝力・調節力 ニコチン代謝 440 感覚 匂いの感じやすさ

393 代謝力・調節力 カフェイン代謝 441 感覚 飲み物の香りの感じやすさ

394 代謝力・調節力 中性脂肪値 442 感覚 痛みの感じやすさ

395 代謝力・調節力 総コレステロール値 443 その他 若白髪

396 スキンケア 光老化 444 その他 90歳以上まで生きる可能性

397 スキンケア 糖化反応 445 その他 テロメアの長さ

398 スキンケア 肌の水分 446 その他 アルコールフラッシュ反応

399 スキンケア 肌の弾力 447 その他 飲酒の頻度

400 スキンケア ニキビ 448 その他 耳垢のタイプ

401 スキンケア 線状皮膚萎縮 449 その他 大脳皮質下の大きさ

402 スキンケア 色素沈着 450 その他 海馬の大きさ

403 スキンケア そばかすと老人性色素斑 451 その他 蚊に刺された時のかゆみの感受性

404 スキンケア 肌トーン 452 その他 蚊に刺された時の腫れやすさ

405 スキンケア 日焼け抵抗性 453 その他 妊娠の回数 

406 睡眠 熟睡 454 その他 出産の回数 

407 睡眠 入眠潜時 455 その他 エンドルフィン値

408 睡眠 不眠症 456 その他 反射神経（危険回避能力）

409 睡眠 ナルコレプシー 457 その他 乗り物酔い

410 睡眠 過眠症 458 その他 感情認識力

411 睡眠 概日リズム 459 その他 光くしゃみ反射

412 睡眠 昼寝 460 その他 活発な運動

413 睡眠 眠気 461 その他 CDT値

414 睡眠 閉塞性睡眠時無呼吸症候群

415 脱毛 男性型脱毛症 

416 脱毛 円形脱毛症

*2019年11月時点


