
Ｎｏ．Ｂ０９‐４０ 

平成２１年１２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、下記検査項目の測定委託先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 ２２年 １月 １８日（月）ご依頼分より 
 
● 変更項目 ： 肺サーファクタントプロテイン D（SP-D） 

ビタミン A         カルシトニン（CT） 
プリミドン（PR）      アセタゾールアミド（AZA） 

エトサクシミド（ESM）   ジアゼパム（DZP）     

スルチアム         ゾニサミド         

ニトラゼパム（NZP）    トリメタジオン       

クロバザム         プロカインアミド       
N-アセチルプロカインアミド キニジン       

         リドカイン         プロパフェノン 
         塩酸ピルジカイニド     コハク酸シベンゾリン 
         フレカイニド        アミオダロン 
         ピルメノール        アミカシン（AMK） 
         ゲンタマイシン（GM）   トブラマイシン（TOB） 
         テイコプラニン       メトトレキサート（MTX） 
         サリチル酸         アセトアミノフェン 
         トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体（TAT） 

凝固因子活性検査（第Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、ⅩⅠ、 
ⅩⅡ因子） 

第Ⅷ因子インヒビター定量 
第Ⅸ因子インヒビター定量 
エコーウイルス 3 型、7 型、11 型、12 型 
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● 変更内容 ： 
 
 

頁 項目コード 項目名 変更箇所 新 現
所要日数 4～8日 5～7日
測定施設 保健科学研究所 ビー・エム・エル

報告下限値 17.2 ng/mL以下 17.3 ng/mL未満
検体量 血清0.4ｍｌ 血清0.3ｍｌ

所要日数 5～7日 6～12日
基準値 97～316 IU/dl 27.2～102.7μg/dl

測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 整数 小数点第1位

報告下限値 5以下 3.0以下
検体量 血清0.4ｍｌ 血清0.5ｍｌ

所要日数 5～10日 6～8日
測定施設 保健科学研究所 ビー・エム・エル
検体量 血清0.2ｍｌ 血清0.5ｍｌ

所要日数 3～5日 4～5日
測定施設 保健科学研究所 ビー・エム・エル

報告下限値 0.4μｇ/ｍL未満 2.0μｇ/ｍL未満
所要日数 5～11日 7～13日
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
検体量 血清0.2ｍｌ 血清0.5ｍｌ

保存条件 凍結 冷蔵
所要日数 4～6日 4～10日
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル

報告下限値 4.0μｇ/ｍL以下 8.0μｇ/ｍL未満
検体量 血清0.5ｍｌ 血清0.6ｍｌ

所要日数 5～7日 6～9日

有効治療域 600～1000ng/mL

治療有効濃度
600～1000ng/mL

中毒濃度
1000ng/mL以上

測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル

報告下限値
ジアゼパム　９以下

ＮデスメチルＤＺＰ　４以
下

ジアゼパム　１０以下
ＮデスメチルＤＺＰ　５以下

所要日数 7～14日 8～14日
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
検体量 血清0.2ml 血清0.3ml

所要日数 3～7日 5～6日
検査方法 EIA法 HPLC法
測定施設 保健科学研究所 ビー・エム・エル

報告上限値 400.0μｇ/ｍL以上 最終値
所要日数 5～7日 6～7日

有効治療域 200ng/mL以下 20.0～100.0ng/mL
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル

報告下限値 3.0以下 3.0未満
保存 冷蔵 凍結

所要日数 6～14日 8～14日
測定施設 保健科学研究所 ビー・エム・エル
検体量 血清0.5ｍｌ 血清0.6ｍｌ

所要日数 5～7日 6～8日
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル

5 1393
肺サーファクタントプロテイン
（ＳＰ-Ｄ）

11 608 ビタミンA

191 カルシトニン（CT）17

30 657 プリミドン(PR)

1145 アセタゾールアミド（AZA）

30 985 エトサクシミド（ESM）

30

ジアゼパム（DZP）

30 1146 スルチアム

30

30

30 983

1044

30

クロバザム200730

ゾニサミド

トリメタジオン2572

ニトラゼパム（NZP）984
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頁 項目コード 項目名 変更箇所 新 現
検体量 血清0.3ｍｌ 血清0.5ｍｌ

検査方法 HEIA法 FPIA法
所要日数 4～7日 4～6日

有効治療域 4～8μｇ/ｍL

治療有効濃度
4.0～8.0μｇ/ｍL

中毒濃度
12.0μｇ/ｍL以上

採血時刻
次回投与直前
（Trough濃度）

経口：次回投与直前
（Trough濃度）

静注：随時
測定施設 保健科学研究所 ビー・エム・エル

報告下限値 0.5未満 0.10未満
検体量 血清0.4ｍｌ 血清0.5ｍｌ
保存 凍結 冷蔵

検査方法 EIA法 FPIA法
有効治療域 6.0～20.0μｇ/ｍL 設定なし

採血時刻
次回投与直前
（Trough濃度）

経口：次回投与直前
（Trough濃度）

静注：随時
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 小数点第1位 小数点第2位

報告下限値 0.8以下 0.10未満
検体量 血清0.4ｍｌ 血清0.5ｍｌ
保存 凍結 冷蔵

検査方法 KIMS法 FPIA法
所要日数 6～12日 4～6日

有効治療域 2.0～6.0μｇ/ｍL 1～5μｇ/ｍL
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル

報告下限値 0.2以下 0.2未満
検体量 血清0.3ｍｌ 血清0.5ｍｌ
保存 凍結 冷蔵

所要日数 4～6日 4～10日

有効治療域 1.2～5.0μｇ/ｍL

治療有効濃度
1.5～5μｇ/ｍL

中毒濃度
9μｇ/ｍL以上

測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告下限値 0.9以下 1.0未満

保存 凍結 冷蔵
所要日数 5～7日 6～9日
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
検体量 血漿0.5ｍｌ 血漿0.6ｍｌ

所要日数 5～7日 6～8日

有効治療域 0.2～0.9μｇ/ｍL
（参考値）

0.2～0.9μｇ/ｍL
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
検体量 血漿0.5ｍｌ 血漿1.1ｍｌ

所要日数 5～7日 7～9日
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 整数 小数点第1位

報告下限値 19ng/mL以下 5.0ng/mL以下
検体量 血清0.3ｍｌ 血清0.5ｍｌ
保存 凍結 冷蔵

所要日数 5～8日 5～11日
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 整数 少数第1位

報告下限値 49ng/mL以下 49.0ng/mL以下

プロカインアミド98831

N-アセチルプロカインアミド97931

キニジン

リドカイン97831

31 980

コハク酸シベンゾリン253031

塩酸ピルジカイニド2512

プロパフェノン252931

31

1420 フレカイニド31

 
  

No.B09-40                                                                                          3/3 



頁 項目コード 項目名 変更箇所 新 現
検体量 血漿0.6ｍｌ 血漿2.1ｍｌ

所要日数 5～7日 7～13日
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル

報告下限値
AMD50ng/mL未満
DEA50ng/mL未満

AMD50ng/mL未満
DEA100ng/mL未満

検体量 血漿1.3ml 血漿1.1ml
所要日数 5～8日 7～13日

有効治療域 400.0ng/mL以上 設定なし
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 小数点第1位 小数点第2位

報告下限値 25.0未満 0.10未満
検体量 血清0.4ｍｌ 血清0.5ｍｌ
保存 凍結 冷蔵

検査方法 KIMS法 FPIA法

有効治療域

Peak20.0～30.0
μｇ/ｍL
Trough8.0

μｇ/ｍL以下

治療有効濃度
Peak20～25
Trough5～10

中毒濃度
Peak30以上

Trough5～10μｇ/ｍL
以上

採血時刻

静注投与後1時間
（Peak濃度）

次回投与直前
（Trough濃度）

点滴静注後30分以内
筋注後1時間
（Peak濃度）

次回投与直前
（Trough濃度）

備考

アルベカシンとの交
差反応があるのでご

注意ください。
アミカマイシン、ピクリ

アミカマイシン、ピクリ
ン

測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告下限値 0.7以下 0.1未満

検体量 血清0.2ｍｌ 血清0.5ｍｌ
保存 凍結 冷蔵

有効治療域
Peak4～10μｇ/ｍL
Trough2μｇ/ｍL以

下

治療有効濃度
Peak4～10μｇ/ｍL

Trough2μｇ/ｍL以下
中毒濃度

Peak10μｇ/ｍL以上
Trough2μｇ/ｍL以上

測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告下限値 0.3以下 0.1未満

検体量 血清0.4ｍｌ 血清0.5ｍｌ

保存 凍結 冷蔵
検査方法 EIA法 FPIA法

有効治療域
Peak4.0～9.0μｇ/ｍL
Trough2.0μｇ/ｍL以

下

治療有効濃度
Peak　4～10μｇ/ｍL
Trough2μｇ/ｍL以下

中毒濃度
Peak10μｇ/ｍL以上
Trough2μｇ/ｍL以上

採血時刻

静注投与後1時間
（Peak濃度）

次回投与直前
（Trough濃度）

点滴静注後30分以内
筋注後1時間
（Peak濃度）

次回投与直前
（Trough濃度）

測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告下限値 0.3以下 0.1未満

649

64832

32 650

31

アミオダロン

32 トブラマイシン（TOB）

272631

ピルメノール2728

アミカシン（AMK）

ゲンタマイシン（GM）
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頁 項目コード 項目名 変更箇所 新 現
検体量 血清0.2ｍｌ 血清0.5ｍｌ
保存 凍結 冷蔵

所要日数 4～6日 4～5日
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル

報告下限値 3.9μｇ/ｍL以下 4.0μｇ/ｍL未満
検体量 血清1.0ｍｌ 血清0.5ｍｌ
保存 凍結 冷蔵

所要日数 4～6日 4～5日
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル

報告下限値 0.03μｍｏｌ/Ｌ以下 0.01ｎｍｏｌ/ｍＬ未満
検体量 血清0.4ｍｌ 血清0.5ｍｌ
保存 凍結 冷蔵

検査方法 酵素法 FPIA法

有効治療域
抗炎症作用として

100～250μｇ/ｍL

抗炎症作用として
150～300μｇ/ｍL

中毒濃度
300μｇ/ｍL以上

採血時刻
次回投与直前
（Trough濃度）

投与後1～3時間
（Peak濃度）

次回投与直前
（Trough濃度）

測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告下限値 10以下 20未満

検体量 血清0.4ｍｌ 血清0.5ｍｌ
保存 凍結 冷蔵

検査方法 酵素法 FPIA法
所要日数 4～10日 4～6日

有効治療域

中毒域
4時間後200.0μｇ/
ｍL以上　12時間後
50.0μｇ/ｍL以上

中毒域
4時間後200μｇ/ｍL以
上　12時間後50μｇ/

ｍL以上

備考

高ビリルビン検体、溶
血検体は避けてくだ
さい。アセトアミノフェ
ン、ピリナジン、ナパ

ピリナジン、カロナール
ナパ、アスペイン

測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告下限値 10.0以下 3.0未満

検体量 血漿0.3ｍｌ 血漿0.4ｍｌ
所要日数 3～6日 4～5日
基準値 3.0ｎｇ/ｍｌ以下 1.0～4.1μg/Ｌ

測定施設 保健科学研究所 ビー・エム・エル
報告下限値 2.0未満 0
報告上限値 300.0以上 60以上
所要日数 4～10日 4～7日
検査方法 凝固時間法 ヒト欠乏血漿による補正法

基準値 75～135％ 66.0～118.0％
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 整数 小数点第1位

報告下限値 3以下 1未満
所要日数 4～10日 4～7日
検査方法 凝固時間法 ヒト欠乏血漿による補正法

基準値 70～135％ 73.0～122.0％
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 整数 小数点第1位

報告下限値 3以下 1未満

2702 テイコプラニン

アセトアミノフェン977

1135
トロンビン・アンチトロンビンⅢ複
合体　　（TAT）

凝固因子活性検査　第Ⅱ因子48139

32

メトトレキサート（MTX）97532

サリチル酸976

32

39 482 凝固因子活性検査　第Ⅴ因子

32

38
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頁 項目コード 項目名 変更箇所 新 現

所要日数 4～10日 4～7日

検査方法 凝固時間法 ヒト欠乏血漿による補正法

基準値 75～140％ 54.0～162.0％
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 整数 小数点第1位

報告下限値 3以下 1未満
検査方法 凝固時間法 ヒト欠乏血漿による補正法

基準値 60～150％ 78.0～165.0％
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 整数 少数第１位

報告下限値 1以下 1未満
所要日数 4～8日 4～7日
検査方法 凝固時間法 ヒト欠乏血漿による補正法

基準値 70～130％ 67.0～152.0％
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 整数 小数点第1位

報告下限値 1以下 1未満
所要日数 4～10日 4～7日
検査方法 凝固時間法 ヒト欠乏血漿による補正法

基準値 70～130％ 58.0～200.0％
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 整数 小数点第1位

報告下限値 3以下 1未満
所要日数 4～10日 4～7日
検査方法 凝固時間法 ヒト欠乏血漿による補正法

基準値 75～145％ 75.0～137.0％
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 整数 小数点第1位

報告下限値 3以下 1未満
所要日数 4～10日 4～7日
検査方法 凝固時間法 ヒト欠乏血漿による補正法

基準値 50～150％ 36.0～152.0％
測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 整数 小数点第1位

報告下限値 3以下 1未満
基準値 検出せず BU/ｍｌ 1.0BU/ｍｌ以下

測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 整数 少数第１位

報告下限値 検出せず 0.5未満
所要日数 4～8日 4～7日
基準値 検出せず BU/ｍｌ 1.0 BU/ｍｌ以下

測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル
報告桁数 整数 小数点第1位

報告下限値 検出せず 0.5未満

検体量
血清0.2
髄液0.4

血清0.3
髄液0.4

保存 凍結 冷蔵
所要日数 5～7日 7～9日

基準値
血清8倍未満
髄液8倍未満

血清8倍未満
髄液1倍未満

測定施設 エスアールエル ビー・エム・エル

報告下限値
血清8倍未満
髄液8倍未満

血清8倍未満
髄液1倍未満

凝固因子活性検査　第Ⅹ因子486

1351
（6231）
1352

（6232）
1353

（6233）
1354

（6234）

凝固因子活性検査　第Ⅷ因子

487

39 485 凝固因子活性検査　第Ⅸ因子

48439

48339 凝固因子活性検査　第Ⅶ因子

凝固因子活性検査　第ⅩⅡ因子48839

凝固因子活性検査　第ⅩⅠ因子

39

51

第Ⅸ因子インヒビター定量

第Ⅷ因子インヒビター定量45939

46039

エコーウイルス
3型、7型、11型、12型

39

 
※（ ）内のコードは材料が髄液の場合でのコードです。 
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