
No．Ｂ０９－３０ 

平成２１年１０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、下記検査項目の内容と報告書印字名称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 ２１年 １０月 ２６日（月）ご依頼分より 
 
● 変更項目 ：  血清銅 

クレアチン 
総胆汁酸（TBA） 
膵分泌トリプシンインヒビター（PSTI） 
グアナーゼ(GU) 
グリココール酸（CG） 
アルドラーゼ 
ミオグロビン 
エリスロポエチン(EPO) 
アデノシンデアミナーゼ(ADA) 
クロナゼパム 
HCV コア抗体(C22-3) 
I 型コラーゲン C 末端テロペプチド（ICTP） 
尿中デオキシピリジノリン（Dpd） 
抗シトルリン化ペプチド抗体（抗 CCP 抗体） 
クラミジア・ニューモニエ IgA ・IgG 
抗ストレプトキナーゼ抗体（ASK） 
抗ミトコンドリア抗体 
抗平滑筋抗体 
尿中クレアチン 
尿中銅（Cu） 
抗胃壁細胞抗体（抗パリエタル細胞抗体） 
ケトン体分画（静脈血、動脈血） 
淋菌及びクラミジアトラコマチス同時同定［ＴＭＡ］ 
：尿・分泌物 
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● 変更内容 ： 

（ ）内はその他材料でのコードです。 

項目 
コード 検査項目 変更 

箇所 新 現 備考 

４４ 血清銅 

検体量 血清 0.4 ml 血清 0.8 ml 

y=1.023x+1.914
r=0.972 
測定施設見直し

による変更。 

所要日数 2～3 日 2～4 日 

検査方法 直接法 比色法 

基準値 
M：80～130 
F：100～150 

     μｇ/ dL

70～140 
   μｇ/dL 

測定施設 保健科学研究所 メデカジャパン・ 
ラボラトリー 

５７ クレアチン 

検体量 血清 0.4 ml 血清 0.5 ml 
y=1.039x-0.100 
r=0.992 
測定施設見直し

による変更。 

所要日数 2～3 日 4～5 日 

基準値 0.3～1.3 mg/dL 0.3～1.2 mg/dL 

測定施設 保健科学研究所 ビー･エム･エル 

７２ 総胆汁酸（TBA） 
検体量 血清 0.5 ml 血清 0.3 ml y=1.028x-1.938 

r=0.999 
測定施設見直し

による変更。 
測定施設 保健科学研究所 メデカジャパン・ 

ラボラトリー 

１１５ 
膵分泌トリプシン

イ ン ヒ ビ タ ー

（PSTI） 

検体量 血清 0.2 ml 血清 0.4 ml 

y=1.383x-0.571 
r=0.994 
測定施設見直し

による変更。 

所要日数 3～6 日 4～6 日 
基準値 5.9～22.7 ng/mL 20.0 以下 ng/mL 

測定施設 保健科学研究所 ビー･エム･エル 

報告下限値 2.0 以下 5.0 以下 

１２０ グアナーゼ(GU) 

検体量 血清 0.4 ml 血清 0.5 ml 
y=0.912x+0.005
r=0.997 
測定施設見直し

による変更。 

所要日数 2～3 日 4～5 日 

検査方法 グアニン基質法 酵素法 

基準値 0.1～1.1  IU/L 0.4～1.1 IU/L 
測定施設 保健科学研究所 ビー･エム･エル 

１４７ 
（6200） 

グリココール酸

（CG） 

検体量 血清 0.2 ml 血清 0.3 ml 

y=1.107x+0.578
r=0.997 
測定施設見直し

による変更。 

所要日数 3～6 日 4～5 日 

基準値 50 以下 μｇ/dL 60 以下μｇ/dL 

測定施設 保健科学研究所 ビー･エム･エル 

報告下限値 10.0 以下 1.0 
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（ ）内はその他材料でのコードです。 

項目 
コード 検査項目 変更 

箇所 新 現 備考 

１６５ 
（6220） アルドラーゼ 

検体量 血清 0.4 ml 血清 0.5 ml 
y=0.984x+0.130
r=0.997 
測定施設見直し

による変更。 

保存 冷蔵 凍結 
所要日数 2～3 日 4～6 日 
基準値 1.2～7.6  IU/L 2.1～6.1 IU/L 

測定施設 保健科学研究所 エスアールエル 

１７５ ミオグロビン 

検体量 血清 0.5 ml 血清 0.3 ml 

y=1.000x+0.672
r=0.999 
測定施設見直し

による変更。 

所要日数 2～4 日 4～7 日 
検査方法 CLIA 法 RIA2 抗体法 
基準値 85 以下 ng/mL 60 以下 ng/mL 

測定施設 保健科学研究所 エスアールエル 
報告下限値 3 未満 10 以下 
報告上限値 最終値 3000 以上 

１７７ エリスロポエチン 

検体量 血清 0.5ml 血清 0.7ml 

y=1.065x+0.385
r=0.986 
測定施設見直し

による変更。 

保存 冷蔵 凍結 
所要日数 3～8 日 5～7 日 

基準値 8～36  
        mIU/mL

29.0 以下 
mIU/mL 

測定施設 保健科学研究所 ビー･エム･エル 
報告下限値 3.0 以下 6.0 以下 

２４５ 
（1264） 

アデノシンデアミ

ナーゼ（ADA） 

検体量 血清 0.4 ml 血清 0.5 ml 

y=1.177x-1.156 
r=0.996 
測定施設見直し

による変更。 

所要日数 2～3 日 4～5 日 

基準値 10.0～31.0 IU/L 7.8～21.1 IU/L 

測定施設 保健科学研究所 ビー･エム･エル 

報告下限値 0.0 1.0 以下 

９８７ クロナゼパム 

検体量 血清 1.5 ml 血清 0.5 ml 

y=0.895x+0.938
r=0.991 
測定施設見直し

による変更。 

保存 冷蔵 凍結 

所要日数 3～7 日 6～7 日 

基準値 20～70 
          ng/mL

10.0～70.0  
        ng/mL  

測定施設 保健科学研究所 ビー･エム･エル 

報告下限値 1.0 未満 2.0 以下 

１３４１ HCV コ ア 抗 体

（C22-3） 

所要日数 3～5 日 4～6 日 y=1.366x-2.494 
r=0.999 
測定施設見直し

による変更。 

基準値 （－）1.0 未満  
U

（－）0.9 以下 
Unit 

測定施設 保健科学研究所 エスアールエル 
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項目 
コード 検査項目 変更 

箇所 新 現 備考 

２６１９ 
Ⅰ型コラーゲンＣ

末端テロペプチド

（ⅠＣＴＰ） 

検体量 血清 0.5 ml 血清 0.3 ml 

y=1.183x-0.605 
r=0.985 
測定施設見直し

による変更。 

所要日数 3～8 日 4～6 日 
基準値 5.5 未満 ng/mL 4.5 未満 ng/mL 

測定施設 保健科学研究所 エスアールエル 

報告下限値 0.3 未満 1.0 以下 

２７１０ 尿中デオキシピリ

ジノリン（Dpd） 

所要日数 2～5 日 2～4 日 

y=0.923x-0.515 
r=0.991 
測定施設見直し

による変更。 

検査方法 EIA 法 CLEIA 

測定施設 保健科学研究所 メデカジャパン・ 
ラボラトリー 

報告下限値 0.0 nmol/L 感度以下 
報告上限値 最終値 1500.0 nmol/L 

１１８６ 
抗シトルリン化ペ

プチド抗体 
（抗 CCP 抗体） 

所要日数 2～4 日 4～5 日 
y=1.252x-0.919 
r=0.996 
測定施設見直し

による変更。 

測定施設 メデカジャパン・

ラボラトリー エスアールエル 

報告上限値
5000.0 以上 

          U/mL
100 以上 

         U/mL 

２７０８ クラミジア・ニュ

ーモニエ IgA 

所要日数 4～9 日 5～9 日 

判定一致率 
：100％ 
測定施設見直し

による変更。 

測定施設 保健科学研究所 エスアールエル 
報告下限値 0.01 0.00 

２７０９ クラミジア・ニュ

ーモニエ IgG 

所要日数 4～9 日 5～9 日 
測定施設 保健科学研究所 エスアールエル 
報告下限値 0.01 0.00 

２３ 抗ストレプトキナ

ーゼ抗体（ASK） 

検体量 血清 0.2 ml 血清 0.3 ml 

測定施設見直し

による変更。 

所要日数 3～5 日 4～6 日 

基準値 2560 倍未満 

成人 
：2560 倍未満 
小児 
：5120 倍未満 

測定施設 保健科学研究所 エスアールエル 
報告下限値 40 倍未満 20 倍未満 
報告上限値 10240 倍以上 最終値 

２６４ 抗ミトコンドリア

抗体 

検体量 血清 0.3 ml 血清 0.2 ml 

所要日数 2～8 日 4～6 日 

測定施設 保健科学研究所 ビー･エム･エル 

報告下限値 20 倍未満 10 倍未満 

報告上限値 1280 倍以上 最終値 

No.B09-30      4/6 



 
項目 

コード 検査項目 変更 
箇所 新 現 備考 

３７５ 抗平滑筋抗体 

検体量 血清 0.3 ml 血清 0.2 ml 

測定施設見直し

による変更。 

所要日数 3～9 日 4～6 日 

基準値 40 倍未満 20 倍未満 

測定施設 保健科学研究所 ビー･エム･エル 

報告下限値 40 倍未満 10 倍未満 

報告上限値 1280 倍以上 最終値 

５２６ 尿中クレアチン 

検体量 蓄尿 5.0 ml 蓄尿 1.0 ml 

所要日数 2～3 日 4～5 日 

基準値 0.15 以下 
          g/ day

M：170 以下 
F：290 以下 

        mg/day 

測定施設 保健科学研究所 ビー･エム･エル 

報告桁数 小数第二位 整数 

５８５ 尿中銅 

検体量 尿 9.0 ml 尿 5.0 ml 

所要日数 4～11 日 4～10 日 
基準値 35 以下 μｇ/L 36 以下 μｇ/L 

測定施設 保健科学研究所 ビー･エム･エル 
報告下限値 5 以下 11 以下 

１０８２ 
抗胃壁細胞抗体

（抗パリエタル細

胞抗体） 

報告名称 抗胃壁細胞抗体 抗胃壁抗体 

所要日数 3～9 日 4～6 日 

基準値 （－） 陰性（10 倍未満） 
測定施設 保健科学研究所 エスアールエル 
報告形態 （－）又は（＋） 希釈倍率 

１２５ ケトン体分画（静

脈血） 

検体量 血清 0.3ml 血清 0.5ml 

所要日数 3～6 日 4～5 日 

基準値 

総ｹﾄﾝ体 28～120 
ｱｾﾄ酢酸 14～68 
3-ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪酸 

74 以下

μmol/L 

総ｹﾄﾝ体 131 以下 
ｱｾﾄ酢酸 55 以下 
3-ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪酸 

85 以下 
μmol/L 

測定施設 保健科学研究所 ビー･エム･エル 

報告下限値

総ｹﾄﾝ体 2 以下 
ｱｾﾄ酢酸  設定無

3-ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪酸 
         2 以下

総ｹﾄﾝ体    0 
ｱｾﾄ酢酸      0 
3-ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪酸 0 
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項目 
コード 検査項目 変更 

箇所 新 現 備考 

１４５０ ケトン体分画（動

脈血） 

所要日数 3～6 日 4～5 日 

測定施設見直し

による変更。 

測定施設 保健科学研究所 ビー･エム･エル 

ｱｾﾄ酢酸  設定無 
3-ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪酸 

 2 以下

μmol/L 

ｱｾﾄ酢酸    0 
3-ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪酸 0 

μmol/L 
報告下限値

 
 
●  報告書印字名称の変更 

項目 
コード 検査項目 新 現 備考 

１７１５ 

淋菌及びクラミジ

アトラコマチス同

時同定［ＴＭＡ］ 
：尿 

ﾘﾝｷﾝ・ｸﾗﾐｼﾞｱ T：TMA
淋菌：尿 
ｸﾗﾐｼﾞｱﾄﾗｺﾏﾁｽ：尿 

ﾘﾝｷﾝ・C ﾄﾗｺﾏﾁｽ：TMA 
淋菌：尿 
C.ﾄﾗｺﾏﾁｽ：尿 報告書印字名

称の変更。 
項目名称を明

確にしました。

１７１９ 

淋菌及びクラミジ

アトラコマチス同

時同定［ＴＭＡ］ 
：分泌物 

ﾘﾝｷﾝ・ｸﾗﾐｼﾞｱ T：TMA
淋菌：分泌物 
ｸﾗﾐｼﾞｱﾄﾗｺﾏﾁｽ：分泌物 

ﾘﾝｷﾝ・C ﾄﾗｺﾏﾁｽ：TMA 
淋菌：分泌物 
C.ﾄﾗｺﾏﾁｽ：分泌物 
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