
 

 

頁 項目コード 項目名 変更箇所 新 現 備考

4・57 1034
2,5-オリゴアデニル酸合成酵素活性
（2-5AS）

検体量 血清0.3 血清0.2

検体量 血清0.2 血清0.5

所要日数 4～7 6～8

5 1055 心筋トロポニンＴ 検体量 血清0.7 血清0.3

5 1393 ＳＰ－Ｄ 検体量 血清0.2 血清0.3

6 29 β－リポ蛋白 検体量 血清0.4 血清0.5

6 30 中性脂肪（ＴＧ） 検体量 血清0.4 血清0.5

6 33 リン脂質 検体量 血清0.4 血清0.5

6 31 遊離脂肪酸 検体量 血清0.4 血清0.3

6 28 総コレステロ－ル 検体量 血清0.4 血清0.5

6 56 遊離コレステロ－ル 検体量 血清0.4 血清0.3

6 55 エステル型コレルテロール 検体量 血清0.4 血清0.5

6 54 ＨＤＬ-コレステロ－ル 検体量 血清0.4 血清0.5

6 2632 ＬＤＬ-コレステロ－ル 検体量 血清0.4 血清0.3

6 128 レムナント様リポ蛋白コレステロール 検体量 血清0.2 血清0.3

7 119
ﾚｼﾁﾝｺﾚｽﾃﾛｰﾙｱｼﾙﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ
(L-CAT)

検体量 血清0.4 血清0.3

7 147 グリココール酸（ＣＧ） 検体量 血清0.3 血清0.2

8 148 乳酸 備考

8 149 ピルビン酸 備考

8 ナシ シュウ酸 検体量 蓄尿3.0 蓄尿2.0

9 38 ナトリウム 検体量 血清0.4 血清0.5

9 40 クロ－ル 検体量 血清0.4 血清0.5

9 39 カリウム 検体量 血清0.4 血清0.5

9 41 カルシウム 検体量 血清0.4 血清0.5

9 76 イオン化カルシウム（カルシウムイオン） 検体量 流ﾊﾟﾗ加血清0.6流ﾊﾟﾗ加血清2.0

9 42 無機リン 検体量 血清0.4 血清0.5

9 43 マグネシウム 検体量 血清0.4 血清0.3

10 45 鉄（Fe） 検体量 血清0.4 血清0.5

10 584 尿中鉄（Ｆｅ） 検体量 尿5.0 尿3.0

10 46 総鉄結合能（TＩＢＣ） 検体量 血清0.4 血清0.3

10 47 不飽和鉄結合能（ＵＩＢＣ） 検体量 血清0.4 血清0.3

10 585 尿中銅（Ｃｕ） 検体量 尿5.0 尿3.0

10 1440 クロム（Ｃｒ） 検体量 血液0.7 血液2.0

10 1178 尿中クロム（Ｃｒ） 検体量 尿1.0 尿2.0

10 1029 マンガン(Ｍｎ） 検体量 血液0.7 血液2.0

11 608 ビタミンＡ 検体量 血清0.3 血清0.4

検体量 血液3.1 血液2.0

所要日数 7～9 6～10

11 610 ビタミンＢ2 検体量 血清1.1 血清1.0

見直しによ
る変更。

1.0N過塩素酸と血
液を等量混合し、充
分撹拌後、遠心分
離し、その上清液を
提出してください。

1.0N過塩素酸と血
液を等量混合し、充
分撹拌し、15～60分
静置後、遠心分離
し、その上清液を提
出してください。

ＨＧＦ（肝細胞増殖因子）11135

ビタミンＢ１60911

Ｎｏ．Ｂ０８－１５ 

  平成２０年４月 

検査内容変更のお知らせ 
 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

この度、下記検査項目の検査内容を変更させて頂きたくご案内いたします。 
何卒、ご高承賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

                                    敬白 
                記 
 
● 実 施 日     ：  平成 ２０年 ５月 12 日（月） ご依頼分より 
 
● 変更項目及び変更内容  
 

頁 項目コード 項目名 変更箇所 新 現 備考

1 51 総ビリルビン 検体量 血清0.4 血清0.5

1 52 直接ビリルビン 検体量 血清0.4 血清0.5

1 53 間接ビリルビン 検体量 血清0.4 血清0.5

1 7 チモール混濁試験（ＴＴＴ） 検体量 血清0.4 血清0.5

1 8 硫酸亜鉛試験（ＺＴＴ） 検体量 血清0.4 血清0.5

1 1 総蛋白（ＴP） 検体量 血清0.4 血清0.5

1 58 アルブミン（Alb） 検体量 血清0.4 血清0.5

1 2 アルブミン・グロブリン比（A/G比） 検体量 血清0.4 血清0.5

1 36 尿素窒素（UN） 検体量 血清0.4 血清0.5

1 34 尿酸（UA） 検体量 血清0.4 血清0.5

2 37 クレアチニン 検体量 血清0.4 血清0.5

2 9 ＡＳＴ（ＧＯＴ） 検体量 血清0.4 血清0.5

2 10 ＡＬＴ（ＧＰＴ） 検体量 血清0.4 血清0.5

2 16 ｸﾚｱﾁﾝ･ﾌｫｽﾌｫｷﾅｰｾﾞ（ＣＰＫ） 検体量 血清0.4 血清0.5

2 86 CK-MB測定 備考

採血後、速やかに血
清分離してくださ
い。溶血でのご依頼
は避けてください。

採血後、速やかに血
清分離してくださ
い。

3 12 乳酸脱水素酵素（ＬＤＨ） 検体量 血清0.4 血清0.5

3 14 γ－ＧＴＰ 検体量 血清0.4 血清0.5

3 13 コリンエステラーゼ(ChE) 検体量 血清0.4 血清0.5

3 15 ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP) 検体量 血清0.4 血清0.5

3 11 アルカリフォスファターゼ（ＡＬＰ） 検体量 血清0.4 血清0.5

3 19 酸性フォスファターゼ（ＡＣＰ） 検体量 血清0.4 血清0.5

3 27 アミラーゼ(AMY) 検体量 血清0.4 血清0.5

4 115
ＰＳＴＩ
（膵分泌性トリプシンインヒビター）

検体量 血清0.4 血清0.2

見直しによ
る変更。
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頁 項目コード 項目名 変更箇所 新 現 備考

11 611 ビタミンＢ6 備考

血清は遮光提出容
器(i)に移し、凍結し
てご提出ください。
他項目との重複依
頼は避けてくださ
い。

血清は遮光提出容
器(i)に移し、凍結し
てご提出ください。

11 618 レチノール結合蛋白（ＲＢＰ） 検体量 血清0.5 血清0.3

12 660 アルミニウム 備考
他項目との重複依
頼は避けてくださ
い。

(ナシ)

12 2304 カドミウム（Ｃｄ） 検体量 尿1.0 尿2.0

12 613 水銀(Ｈｇ） 検体量 血液0.5 血液2.0

12 1274 尿中水銀(Ｈｇ） 検体量 尿1.0 尿2.0

14 184 成長ホルモン（ＧＨ） 検体量 血清0.5 血清0.3

14・42 540 尿中成長ホルモン（ＧＨ） 検体量 早朝第一尿3.0 早朝第一尿5.0

検体量 血清0.4 血清0.3

所要日数 5～7 5～8

備考
速やかに冷却遠心、
分離凍結してくださ
い。

(ナシ)

15 1038 IGF結合蛋白-3（IGFBP-3） 検体量 血清0.2 血清0.3

17 191 カルシトニン 検体量 血清0.5 血清0.3

検体量 血清0.4 血清0.2

備考
溶血の場合、低値と
なります

(ナシ)

17 214 グルカゴン 検体量 血漿0.6 血漿0.5

18 95
１１－ハイドロキシコルチコステロイド
（11-OHCS）

検体量 血清2.1 血清2.0

18 538
17－ケトステロイド7分画
（17‐KS7分画）

検体量 蓄尿12.0 蓄尿15.0

19 557 尿中アルドステロン 検体量 蓄尿1.0 蓄尿3.0

19 1052 アンドロステンジオン 検体量 血清0.5 血清0.3

19 97 アンギオテシンⅠ 検体量 血漿0.2 血漿0.4

19 167 アンギオテシンⅡ 検体量 血漿0.3 血漿0.4

19 1050 レニン定量（活性型レニン濃度） 検体量 血漿0.7 血漿0.5

20 2503 血漿VMA 検体量 血漿1.5 血漿2.0

20・41 567 尿中ＶＭＡ 検体量 蓄尿3.0 蓄尿2.0

20 1045 血漿HVA 検体量 血漿1.5 血漿2.0

20 555 尿中ＨＶＡ 検体量 蓄尿3.0 蓄尿2.0

20 556
5-ハイドロキシインドール酢酸
（5-ＨＩＡＡ）

検体量 蓄尿5.0 蓄尿4.5

検体量 血液2.1 血液2.5

所要日数 6～11 5～11

備考
採血後、転倒混和
し、全血のまま、凍
結保存してくださ

(ナシ)

21 287 尿中エストロン（E1） 検体量 蓄尿3.0 蓄尿5.0

21 206 エストリオール（E3） 検体量 血清1.0 血清1.2

21 289 尿中エストリオール（E3） 検体量 蓄尿3.0 蓄尿5.0

見直しによ
る変更。

セロトニン19920

ソマトメジン-C（IGF-1）101315

オステオカルシン（BGP）110717

頁 項目コード 項目名 変更箇所 新 現 備考

21 287 尿中エストロン（E1） 基準値

21 288 尿中エストラジオール（E2） 基準値

21 289 尿中エストリオール（E3） 基準値

22 285 尿中テストステロン 検体量 蓄尿2.0 蓄尿3.0

22 195 遊離テストステロン 検体量 血清0.4 血清0.3

23 207
ヒト絨毛性ゴナドトロピン
（ＨＣＧ定量）［ECLIA］

検体量 血清0.6 血清0.5

23 281
尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピン
（ＨＣＧ定量）［ECLIA］

検体量 尿2.0 尿1.0

23 208 ヒト絨毛性コナドトロピンβ分画定量 検体量 血清0.5 血清0.4

24 177 エリスロポエチン 検体量 血清0.7 血清0.5

24 1011 サイクリックAMP（ｃAMP） 検体量 血漿0.3 血漿0.4

24 1012 尿中サイクリックAMP（ｃAMP） 検体量 蓄尿2.0 蓄尿3.0

24 1066 サイクリックGMP（ｃGMP） 検体量 血漿0.3 血漿0.4

24・29 2724
尿中Ⅰ型ｺﾗｰｹﾞﾝ架橋N-ﾃﾛﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ
（ＮＴx）

検体量 早朝第二尿2.0 早朝第二尿3.0

24・29 2046
血清Ⅰ型ｺﾗｰｹﾞﾝ架橋N-ﾃﾛﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ
（ＮＴx）

検体量 血清0.6 血清0.3

検体量 血漿0.9 血漿2.0

備考
採血後、速やかに血
漿分離してくださ
い。

(ナシ)

25 581 尿中アミノ酸分析 検体量 尿3.0 尿2.0

25 2722 ホモシステイン 検体量 血漿0.4 血漿0.5

25 2722 ホモシステイン 備考
採血後、速やかに血
漿分離してくださ
い。

(ナシ)

25 1018 結石分析（成分比率） 検体量 結石 5mg以上 結石 10mg

26 4800 塩基性フェトプロテイン（ＢＦＰ） 検体量 血清0.6 血清0.5

26 238 ＤＵＰＡＮ-2 検体量 血清0.6 血清0.3

26 1109 ＳＰａｎ-1抗原 検体量 血清0.4 血清0.3

27 229 NCC-ST-439 検体量 血清0.6 血清0.5

27 1097 BCA225 検体量 血清0.6 血清0.5

27 132 シリアルLe
x
-i抗原（SLX） 検体量 血清0.4 血清0.3

見直しによ
る変更。

アミノ酸分析

妊婦基準値の追加
下欄参照

12225

●　尿中エストロゲン（エストロン,エストラジオール,エストリオール）
（単位：μｇ／ｄａｙ）

エストロン エストラジオール エストリオール

Ｍ ０．３～１０  ０．１～３ ０．３～１０  

卵胞期 １～８  ０．５～５ １～８  

排卵期 ２～２０ ２～１０ ２～２０

黄体期 ５～２０ ５～２０ ５～３０

２１～２４週 ４１０～２６３０ ３６９～１２７０ ６７００～２３７００

２５～２８週 ４６５～３１４０ ３６８～１５００ ８２５０～３１５００

２９～３２週 ３７９～３３６０ ５８２～１５００ ９４５０～３３４００

３３～３６週 ４４５～３９６０ ５６１～２５３０ １１５００～７４２００

３７～４０週 ４６５～５４９０ ６８３～３１３０ １７４００～８７３００

Ｆ

非
妊
婦

妊
婦
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 頁 項目コード 項目名 変更箇所 新 現 備考

38 1134
α2プラスミンインヒビター・プラスミン
複合体（Α2PICテスト）

検体量 血漿0.2 血漿0.3

38 1135 ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ･ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ複合体（ＴＡＴ） 検体量 血漿0.4 血漿0.5

検体量 血漿0.4 血漿0.5

備考
単独検体でご提出く
ださい。

(ナシ)

検体量 血漿0.3 血漿0.5

備考 (ナシ)
単独検体でご提出く
ださい。

38 1116 プロテインS活性 検体量 血漿0.2 血漿0.3

38 479 PIVKAⅡ 検体量 血漿0.1 血漿0.3

39 481 第Ⅱ因子凝固活性（Ｆ2） 検体量 血漿0.3 血漿0.5

39 482 第Ⅴ因子凝固活性（Ｆ5） 検体量 血漿0.3 血漿0.5

39 483 第Ⅶ因子凝固活性（Ｆ7） 検体量 血漿0.3 血漿0.5

39 484 第Ⅷ因子凝固活性（Ｆ8） 検体量 血漿0.3 血漿0.5

39 485 第Ⅸ因子凝固活性（Ｆ9） 検体量 血漿0.3 血漿0.5

39 486 第Ⅹ因子凝固活性（Ｆ10） 検体量 血漿0.3 血漿0.5

39 487 第ⅩⅠ因子凝固活性（Ｆ11） 検体量 血漿0.3 血漿0.5

39 488 第ⅩⅡ因子凝固活性（Ｆ12） 検体量 血漿0.3 血漿0.5

39 489 第ⅩⅢ因子抗原量（Ｆ13） 検体量 血漿0.3 血漿0.5

39 476 ﾌｫﾝ･ｳｨﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ因子活性 検体量 血漿0.3 血漿0.5

検体量 乏血小板血漿0.6 乏血小板血漿0.3

所要日数 5～8 4～8

検体量 乏血小板血漿0.6 乏血小板血漿0.3

所要日数 5～8 4～8

41 1282 ウロポルフィリン定量 所要日数 5～8 6～9

検体量 蓄尿3.0 蓄尿2.0

所要日数 6～11 6～13

41 580 コプロポルフィリン定量 所要日数 5～8 6～8

42 2723 尿中Ⅳ型コラーゲン 検体量 早朝第一尿2.0 早朝第一尿5.0

42 2588 ノロウイルスRNA 所要日数 2～4 3～5

43 ナシ 胃液 沈渣 検体量 胃液8.0 胃液10.0

43 ナシ 胃液 蛋白定量 検体量 胃液0.7 胃液1.0

45 22 抗ストレプトリジンO価（ASO価） 検体量 血清0.4 血清0.3

45 363 百日咳菌抗体価 検体量 血清0.2 血清0.3

保存 冷蔵 室温

備考
専用容器にてご提
出ください。 (ナシ)

46 1103 エンドトキシン定量 備考

検体は無菌的に採
取し、採取容器をご
提出ください。必ず
指定容器をご使用く
ださい。

(ナシ)

46 2541
透析液中エンドトキシン
[エンドスペシー]

検体量 透析液4.0 透析液5.0

46 2533 （1→3）-β-Dグルカン 備考

検体は無菌的に採
取し、採取容器をご
提出ください。必ず
指定容器をご使用く
ださい。

(ナシ)

見直しによ
る変更。

プロトロンビンフラグメントF1+2261038

プロテインC活性101638

β－トロンボグロブリン(β-TG)46440

血小板第4因子(PF-4)46240

ポルフォビリノーゲン定量126941

便中ヘリコバクターピロリ抗原273845

頁 項目コード 項目名 変更箇所 新 現 備考

27 1042 CA602 検体量 血清0.6 血清0.3

27 1043 CA54/61 検体量 血清0.6 血清0.3

27 1099 シアリルTn抗原 検体量 血清0.4 血清0.5

27 2705 癌関連ガラクトース転移酵素(ＧＡＴ) 検体量 血清0.2 血清0.5

27 2524
ガストリン放出ペプチド前駆体
(ＰｒｏＧＲＰ)

検体量 血清0.6 血清0.3

検体量 血清0.6 血清0.3

所要日数 4～5 4～6

28 475 チミジンキナーゼ活性(TK活性) 検体量 血清0.4 血清0.3

30 657 プリミドン（ＰＲ） 検体量 血清0.5 血清0.3

30 1145 アセタゾールアミド 検体量 血清0.3 血清0.6

30 985 エトサクシミド（ＥＳＭ） 検体量 血清0.5 血清0.3

検体量 血清0.6 血清0.5

所要日数 6～9 5～9

検体量 血清0.3 血清0.5

所要日数 5～6 5～7

30 984 ニトラゼパム（ＮＺＰ） 検体量 血清0.5 血清0.8

30 987 クロナゼパム（ＣＺＰ） 検体量 血清0.5 血清0.8

30 2007 クロバザム 検体量 血清0.6 血清0.5

31 988 プロカインアミド 検体量 血清0.5 血清0.3

31 979 Ｎアセチルプロカインアミド 検体量 血清0.5 血清0.3

31 1111 アプリンジン 検体量 血清0.5 血清0.2

31 980 キニジン 検体量 血清0.5 血清0.3

31 978 リドカイン 検体量 血清0.5 血清0.3

31 2511 メキシレチン 検体量 血清0.6 血清0.5

31 2512 塩酸ピルジカイニド 検体量 血漿0.6 血漿0.5

31 2530 コハク酸シベンゾリン 検体量 血漿1.1 血漿1.0

31 2726 アミオダロン 検体量 血漿2.1 血漿2.0

検体量 血漿1.1 血漿1.0

所要日数 7～13 6～14

32 650 アミカシン（ＡＭＫ） 検体量 血清0.5 血清0.3

32 648 ゲンタマイシン（ＧＭ） 検体量 血清0.5 血清0.3

32 649 トブラマイシン（ＴＯＢ） 検体量 血清0.5 血清0.3

32 2702 テイコプラニン 検体量 血清0.5 血清0.2

検体量 血清0.5 血清0.3

有効治療
域

中毒域（大量投与
時）
24時間　10.0以上
48時間　　1.0以上
72時間　　0.1以上

中毒域
48時間　　1.0以上

32 976 サリチル酸 検体量 血清0.5 血清0.3

32 977 アセトアミノフェン 検体量 血清0.5 血清0.3

検体量 血漿0.3 血漿0.5

備考
単独検体でご提出く
ださい。 (ナシ)

見直しによ
る変更。

ＰＳＡ-ＡＣＴ

ジアゼパム（ＤＺＰ）98330

28 1003

ゾニサミド104430

ピルメノール272831

メトトレキサート（ＭＴＸ）97532

可溶性フィブリンモノマー複合体
（SFMC）

46938
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 頁 項目コード 項目名 変更箇所 新 現 備考

63 104 免疫電気泳動(抗ヒト全血清）（ＩＥＰ） 検体量 血清0.3 血清0.5

63 1027 免疫電気泳動(抗ヒト特異抗血清） 検体量 血清0.3 血清0.5

63 1086 ミエリン塩基性蛋白 検体量 髄液0.3 髄液0.5

64 1699 特異的ＩｇＥ　ＭＡＳＴ-26アレルゲン 検体量 血清0.9 血清0.5

67 2055 リンパ球幼若化検査　PHA 検体量 血液5.0

67 2056 リンパ球幼若化検査　ConA 検体量 血液5.0

67 2092 B細胞表面免疫グロブリンIgG 所要日数 5～7 4～6

67 2093 B細胞表面免疫グロブリンIgA 所要日数 5～7 4～6

67 2094 B細胞表面免疫グロブリンIgM 所要日数 5～7 4～6

67 2095 B細胞表面免疫グロブリンIgD 所要日数 5～7 4～6

67 2096 B細胞表面免疫グロブリンк 所要日数 5～7 4～6

67 2097 B細胞表面免疫グロブリンλ 所要日数 5～7 4～6

69 2168 可溶性Il-2レセプター 検体量 血清0.3 血清0.5

81 5380 ダイレクトTB(MTD) 所要日数 4～5 4～6

81 1719
淋菌及びクラミジアトラコマス同時同
定[TMA]

備考

81 1715
淋菌及びクラミジアトラコマス同時同
定[TMA]

備考

検体量 血液6.0 血液10.0

所要日数 22～27 事前にご確認ください

89 ナシ ミラー・ディカー症候群（17番染色体） 所要日数 11～15 12～16

89 2004 ウィリアムズ症候群（7番染色体） 所要日数 11～15 12～16

89 ナシ 22q11.2欠失症候群 所要日数 11～15 12～16

90 2018
血液疾患
G-分染法

検査方法
24時間培養法
（PHA不添加）
（トリプシン法）

24時間培養法
（PHA不添加）

90 2019
血液疾患
Q-分染法

検査方法

24時間培養法
（PHA不添加）

（キナクリンマスター
ド蛍光染色）

24時間培養法
（PHA不添加）

90 ナシ Y-クロマチン 検体量 血液3.0 血液5.0

見直しによ
る変更。

血液各5.0
同時依頼の場合は

8.0

多項目との重複依
頼は避けてくださ
い。本検査方法では
コンタミネーションの
影響がより大きくなり
ますので、検体採取
にあたっては取り扱
いに十分ご注意くだ
さい。検体採取後、
速やかに専用容器
に移し、ご提出くだ
さい。

多項目との重複依
頼は避けてくださ
い。本検査方法では
コンタミネーションの
影響がより大きくなり
ますので、検体採取
にあたっては取り扱
いに十分ご注意くだ
さい。検体採取後、
速やかに専用容器
に移し、ご提出くだ
さい。
採取方法の厳守を
お願いします。採取
方法を厳守していた
だかないと、特に分
泌物は検体の粘性
が高くなり、検査結
果をご報告できなく
なる場合がありま
す。

脆弱X症候群の遺伝子解析ナシ89

頁 項目コード 項目名 変更箇所 新 現 備考

46 2717 ツツガムシ抗体価ギリアム 　ＩｇＧ 検体量

46 2718 ツツガムシ抗体価ギリアム　ＩｇＭ　 検体量

46 2715 ツツガムシ抗体価カトー　ＩｇＧ 検体量

46 2716 ツツガムシ抗体価カトー　ＩｇＭ 検体量

46 2713 ツツガムシ抗体価カープ　ＩｇＧ 検体量

46 2714 ツツガムシ抗体価カープ　ＩｇＭ 検体量

47 385 トキソプラズマ抗体価IgG精密測定 検体量 血清0.6 血清0.2

47 387 トキソプラズマ抗体価IgM精密測定 検体量 血清0.6 血清0.2

53 1349 ヒトヘルペス6型IgG 検体量 血清0.2 血清0.5

53 1350 ヒトヘルペス6型IgM 検体量 血清0.2 血清0.5

54 2615 ヒトパルボウイルスＢ19ＤＮＡ 検体量 血清0.9 血清1.0

57 218 HBV-DNAポリメラーゼ 検体量 血清1.5 血清2.0

検体量 血清0.3 血清0.5

所要日数 5～11 9～16

59 971 リウマチ因子定性（RF定性） 検体量 血清0.4 血清0.3

59 21 リウマチ因子定量（RF定量） 検体量 血清0.4 血清0.3

59 1325 IgG型リウマチ因子 検体量 血清0.6 血清0.5

60 136 抗Scl-70抗体 検体量 血清0.2 血清0.3

60 137 抗Sm抗体 検体量 血清0.2 血清0.3

60 377 抗RNP抗体 検体量 血清0.2 血清0.3

60 2581 抗セントロメア抗体 検体量 血清0.2 血清0.3

60 3334 抗SS-A／Ro抗体 検体量 血清0.2 血清0.3

60 3335 抗SS-B／Ra抗体 検体量 血清0.2 血清0.3

60 1489 抗Jo-1抗体 検体量 血清0.2 血清0.3

検体量 血清0.3 血清0.5

所要日数 4～7 5～11

60 264 抗ミトコンドリア抗体 検体量 血清0.2 血清0.3

60 213 抗ミトコンドリアM2抗体 検体量 血清0.2 血清0.3

60 1127 抗カルジオリピンIgG抗体 検体量 血清0.2 血清0.3

61 2608 ＴＳＡｂ（甲状腺刺激抗体） 検体量 血清1.3 血清1.2

検体量 血清0.5 血清2.0

所要日数 6～9 7～9

基準値 10.0以下 10以下

61 375 抗平滑筋抗体 検体量 血清0.2 血清0.3

62 970 C反応性蛋白定性（CRP定性） 検体量 血清0.4 血清0.3

62 20 C反応性蛋白定量（CRP定量） 検体量 血清0.4 血清0.3

62 239 α1-酸性糖蛋白（オルソムコイド） 検体量 血清0.5 血清0.3

62 172 ハプトグロビン（型判定あり） 検体量 血清0.5 血清0.3

62 1118 ハプトグロビン（型判定なし） 検体量 血清0.5 血清0.3

62 1277 尿中トランスフェリン 検体量 尿1.0 尿5.0

62 174 セルロプラスミン 検体量 血清0.5 血清0.3

62 171 α2-マクログロブリン 検体量 血清0.5 血清0.3

62 1075 プレアルブミン 検体量 血清0.5 血清0.3

見直しによ
る変更。

血清0.2 血清各0.2

抗LKM-1抗体273560

インスリン抗体21061

HCV・RNAサブタイプ134058
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