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Ｎｏ．Ｂ１０-３２

平成２２年５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、検査案内 2010発行に伴い、見直しによる検査内容を変更さ

せて頂きたくご案内いたします。

急な変更で、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜ります

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 ５月 ２０日（木）ご依頼分より

● 変更項目及び変更内容：

検査
案内頁

項目
コード

検査項目 変更箇所 変更後 変更前

2 243
ミトコンドリア‐ＡＳＴ
（ｍ‐ＧＯＴ）（ｍ‐ＡＳＴ）

単位 U/L IU/L

3 14
γ‐グルタミールトラン
スペプチダーゼ
（γ‐ＧＴ）

備考
基準値には、飲酒群を含
んでおります。

空欄

4，59 1034
２，５‐オリゴアデニル
酸合成酵素活性
（２，５ＡＳ）

備考

単独検体でご提出くださ
い。採血後2～6時間内
に低温（4℃）で血清分離
をし、直ちに凍結保存し
てください。凍結後は融
解しないようにご注意くだ
さい。溶血検体でのご依
頼は避けてください。

採血後2～6時間内に低
温（4℃）で血清分離を
し、直ちに凍結保存してく
ださい。溶血でのご依頼
は避けてください。

9 42 無機リン（Ｐ）：血清
検査方法の

表現
モリブデン酸比色法 フィスケサバロー法

9 578 無機リン（Ｐ）：蓄尿
検査方法の

表現
モリブデン酸比色法 フィスケサバロー法

10 584 鉄（Ｆｅ）：尿 所要日数 5～10 4～10
10 46 総鉄結合能（ＴＩＢＣ） 検査方法 比色法（加算法） 加算法
10 1440 クロム（Ｃｒ）：血液 所要日数 5～18 4～18
10 1178 クロム（Ｃｒ）：尿 所要日数 5～18 4～18
10 1093 セレン（Ｓｅ） 所要日数 5～18 4～18
10 1029 マンガン（Ｍｎ） 所要日数 5～18 4～18
11 609 ビタミンＢ１（チアミン） 所要日数 8～9 7～9
12 2304 カドミウム 所要日数 5～18 4～18
12 613 水銀：血液 所要日数 5～24 4～24
12 1274 水銀：尿 所要日数 5～24 4～24
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検査
案内頁

項目
コード

検査項目 変更箇所 変更後 変更前

容器 Ｘ→ｉ Ｘ

保存 凍結 冷蔵

22 285 テストステロン：蓄尿 備考

性別を明記してください。
24時間蓄尿し、全尿量を
記録して、必要量を提出
してください。

性別を明記してください。
24時間蓄尿し、全尿量を
記録して、必要量を提出
してください。
酸性蓄尿は不可。

23 207
ヒト絨毛性ゴナドトロピ
ン（ＨＣＧ定量）：血清

備考 性別を明記してください。 空欄

23 281
ヒト絨毛性ゴナドトロピ
ン（ＨＣＧ定量）：尿

備考 性別を明記してください。 空欄

23 208
ヒト絨毛性ゴナドトロピ
ンβ分画（ＨＣＧβサブ
ユニット）：血清

備考
妊娠の有無、妊娠周数を
明記してください。

空欄

23 560
ヒト絨毛性ゴナドトロピ
ンβ分画（ＨＣＧβサブ
ユニット）：尿

備考
妊娠の有無、妊娠周数を
明記してください。

空欄

24 1069
ヒト心房性ナトリウム
利尿ペプチド（ｈＡＮＰ）

備考

トラジロール入りＥＤＴＡ
容器でも可（容器記号
Ｄ）。溶血の場合は低値
となりますのでご注意く
ださい。

トラジロール入りＥＤＴＡ
容器でも可（容器記号
Ｄ）。

容器 Ｘ→ｉ Ｘ

備考

ＢＦＰは末梢血球中に微
量存在するため、採血
後、速やかに血清分離し
てください。溶血不可。分
離剤入り容器不可。

採血後、速やかに血清
分離してください。溶血不
可。分離剤入り容器不
可。

容器 Ｘ Ｘ→ｉ

保存 冷蔵 凍結

備考

前立腺肥大症と前立腺
癌の判別のカットオフ値
は4.8ng/mL以下が推奨
されます。

前立腺肥大と前立腺癌
の判別のカットオフ値は
4.8ng/mL以下が推奨さ
れます。

28 2704
尿中塩基性フェトプロ
テイン（尿中ＢＦＰ）

備考 凍結不可。 空欄

28 2706
尿中核マトリックスプロ
テイン２２
（尿中ＮＭＰ２２）

備考
専用容器にてご提出くだ
さい。下欄参照（提出時
の注意事項）

空欄

29 2619
Ⅰ型コラーゲンＣテロ
ペプチド（ⅠＣＴＰ）

備考 空欄
骨転移マーカーのカット
オフ値として

21 206
エストリオール（Ｅ３）：

血清

26 1110
塩基性フェトプロテイン
（ＢＦＰ）

28 1003 ＰＳＡ-ＡＣＴ
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検査
案内頁

項目
コード

検査項目 変更箇所 変更後 変更前

30 657 プリミドン（ＰＲ） 備考 マイソリン、プリムロン

プリミドン
（注）ＰＲは体内で酸化さ
れＰＢになり、臨床的に
はＰＢの濃度が重要です
のでＰＢとの同時依頼を
おすすめします。

30 654
フェノバルビタール
（ＰＢ）

備考
ルミナール、フェノバー
ル、ルピアール、ワコビ
タール、リナーセン

ルミナール、フェノバー
ル、ルピアール、ワコビ
タール

30 985 エトサクシミド（ＥＳＭ） 容器 Ｘ→ｉ Ｘ

30 983 ジアゼパム（ＤＺＰ） 備考

Ｎ‐デスメチルジアゼパム
も同時に報告いたしま
す。セルシン、ホリゾン、
ソナコン、ジアパックス

Ｎ‐デスメチルジアゼパム
も同時に報告いたしま
す。セルシン、ホリゾン、
ソナコン

30 2572 トリメタジオン 容器 Ｘ Ｘ→ｉ

31 988 プロカインアミド 備考
アミサリン、
プロネスチール

アミサリン、
塩酸プロカインアミド

31 979
Ｎ‐アセチルプロカイン
アミド

容器 Ｘ→ｉ Ｘ

31 1111 アプリンジン 容器 Ｘ→ｉ Ｘ

31 980 キニジン 容器 Ｘ→ｉ Ｘ

31 978 リドカイン 容器 Ｘ→ｉ Ｘ

容器 Ｘ→ｉ Ｘ

備考 プロノン、ソビラール プロノン

有効治療域
Peak濃度
0.20～0.90μg/mL

0.20～0.90μg/mL

備考 サンリズム

感受性に対する個体差
が大きいため、有効血中
濃度はあくまでも目安で
す。サンリズム

31 2530 コハク酸シベンゾリン 備考 シベノール

Ｐｅａｋ濃度として
800.0ng/mLを超える場
合、副作用が発現しやす
い。
シベノール

31 1420 フレカイニド 容器 Ｘ→ｉ Ｘ

31 2726 アミオダロン 備考

アミオダロン有効血中濃
度：500～1000ng/mL
（200mg/日投与、定常状
態、トラフ値）
Ｄｅｓｅｔｈｙｌ　Ａｍｉｏｄａｒｏｎ
ｅ/Ａｍｉｏｄａｒｏｎｅ＝0.8
（定常状態）。アンカロン

アミオダロン及び主代謝
物であるモノデスエチル
アミオダロンの各定量値
をご報告します。
アンカロン

32 650 アミカシン（ＡＭＫ） 容器 Ｘ→ｉ Ｘ

容器 Ｘ→ｉ Ｘ

備考
ゲンタシン、エルタシン、
ルイネシン

ゲンタシン

32 649 トブラマイシン（ＴＯＢ） 容器 Ｘ→ｉ Ｘ

31 2529 プロパフェノン

31

32 648 ゲンタマイシン（ＧＭ）

2512 塩酸ピルジカイニド
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検査
案内頁

項目
コード

検査項目 変更箇所 変更後 変更前

容器 Ｘ→ｉ Ｘ

有効治療域
Trough濃度　5.0～10.0
（メーカー参考値）
μg/mL

5.0～10.0μg/mL

32 975
メトトレキサート
（ＭＴＸ）

容器 Ｘ→ｉ Ｘ

容器 Ｘ→ｉ Ｘ

備考 アスピリン、バファリン アスピリン、サリチゾン

32 977 アセトアミノフェン 容器 Ｘ→ｉ Ｘ

38 417
プロトロンビン時間
（ＰＴ）

備考

抗凝固療法の治療管理
指標である国際標準化
比（INR）もご報告いたし
ます。

試薬の力価により若干
の変動があります。抗凝
固療法の治療管理指標
である国際標準化比
（INR）もご報告いたしま
す。

38 469
可溶性フィブリンモノ
マー複合体定性
（ＳＦＭＣ）

備考 空欄
単独検体でご提出くださ
い。

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）

備考
採血後、速やかに血漿
分離してください。

空欄

38 1114 プロテインＣ（抗原量） 備考
採血後、速やかに血漿
分離してください。

空欄

38 1016 プロテインＣ活性 備考
採血後、速やかに血漿
分離してください。

空欄

38 1115 プロテインＳ（抗原量） 備考

採血後、速やかに血漿
分離してください。測定対
象はトータル（遊離型及
び複合型）です。

測定対象はトータル（遊
離型及び複合型）です。

38 1116 プロテインＳ活性 備考
採血後、速やかに血漿
分離してください。

空欄

38 479 ＰＩＶＫＡⅡ 備考
採血後、速やかに血漿
分離してください。

空欄

38 2508 ビタミンＫ分画 備考

採血後、速やかに血漿
分離してください。血漿は
必ず遮光提出容器ⅰに
移し凍結してご提出くだ
さい。

血漿は必ず遮光提出容
器ⅰに移し凍結してご提
出ください。

39 448 プラスミノーゲン活性 備考
採血後、速やかに血漿
分離してください。

空欄

39 468
アンチプラスミン（α２

プラスミンインヒビ
ター）

備考
採血後、速やかに血漿
分離してください。

空欄

39 471
アンチトロンビンⅢ（Ａ
ＴⅢ）

備考
採血後、速やかに血漿
分離してください。

空欄

39 2505

Ｃ１インアクチベータ活

性（Ｃ１エステラーゼイ

ンヒビター活性）

備考
採血後、速やかに血漿
分離してください。

空欄

39 466 ヘパリン 備考
採血後、速やかに血漿
分離してください。

空欄

2702 テイコプラニン

32 976 サリチル酸

32
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検査
案内頁

項目
コード

検査項目 変更箇所 変更後 変更前

45 647 抗血小板抗体 備考 空欄

採血後室温で静置し完
全に血餅凝固後、血清
分離してください。（不活
性化しないでください）

45 1098
血小板表面ＩｇＧ（ＰＡＩｇ
Ｇ）

備考

曜日指定：受託可能日は
月～金曜日です（休前日
不可）　予約検査
検体は採取当日にご提
出ください。末梢血の血
小板数が3万/ｍ㎥以下
の場合は、専用容器を2
本採取しご提出ください。

曜日指定：受託可能日は
月～金曜日です（休前日
不可）　予約検査
検体は採取当日にご提
出ください。末梢血の血
小板数が3万/ｍ㎥以下
の場合は、専用容器を2
本使用し必ず20mL以上
採血してください。

45 363 百日咳菌抗体価 備考

出発希釈　10倍
ペア血清で4倍以上の抗
体価の上昇の場合、診
断的意義あり。ただし、
抗体上昇なくても百日咳
は否定できない。

出発希釈　10倍

48 303 ＴＰＨＡ定性 検体量（ｍＬ） 血清0．5 血清0．3

48 309 ＴＰＨＡ定量 検体量（ｍＬ） 血清0．5 血清0．3

50 332
パラインフルエンザウ
イルスⅠ型

所要日数 5～8 5～7

50 333
パラインフルエンザウ
イルスⅡ型

所要日数 5～8 5～7

50 334
パラインフルエンザウ
イルスⅢ型

所要日数 5～8 5～7

50 335
パラインフルエンザウ
イルスⅣ型

所要日数 5～8 5～7

51
1351

（6231）
エコーウイルス３型 保存

血清：冷蔵
髄液：冷蔵

血清：凍結
髄液：凍結

51
1352

（6232）
エコーウイルス７型 保存

血清：冷蔵
髄液：冷蔵

血清：凍結
髄液：凍結

51
1353

（6233）
エコーウイルス１１型 保存

血清：冷蔵
髄液：冷蔵

血清：凍結
髄液：凍結

51
1354

（6234）
エコーウイルス１２型 保存

血清：冷蔵
髄液：冷蔵

血清：凍結
髄液：凍結

55 2567
水痘・帯状疱疹ウイル
スＤＮＡ/ＰＣＲ

備考

本検査法ではコンタミ
ネーションの影響がより
大きくなりますので、検体
採取に当っては取り扱い
に十分ご注意ください。
他項目との重複依頼は
避けてください。

ＰＣＲ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
に当っては取り扱いに十
分ご注意ください。
他項目との重複依頼は
避けてください。
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検査
案内頁

項目
コード

検査項目 変更箇所 変更後 変更前

55 2566
単純ヘルペスウイルス
ＤＮＡ/ＰＣＲ

備考

本検査法ではコンタミ
ネーションの影響がより
大きくなりますので、検体
採取に当っては取り扱い
に十分ご注意ください。
他項目との重複依頼は
避けてください。

ＰＣＲ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
に当っては取り扱いに十
分ご注意ください。
他項目との重複依頼は
避けてください。

55 2622 ＥＢウイルスＤＮＡ 備考

本検査法ではコンタミ
ネーションの影響がより
大きくなりますので、検体
採取に当っては取り扱い
に十分ご注意ください。
他項目との重複依頼は
避けてください。

ＰＣＲ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
に当っては取り扱いに十
分ご注意ください。
他項目との重複依頼は
避けてください。

検査方法 リアルタイムPCR PCR

基準値 （-）　ｺﾋﾟｰ/mL （-）

備考

本検査法ではコンタミ
ネーションの影響がより
大きくなりますので、検体
採取に当っては取り扱い
に十分ご注意ください。
他項目との重複依頼は
避けてください。

ＰＣＲ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
に当っては取り扱いに十
分ご注意ください。
他項目との重複依頼は
避けてください。

59 25 HBｓ抗原定性 検体量（ｍＬ） 血清0．5 血清0．3

59 59 HBｓ抗体価〔半定量〕 検体量（ｍＬ） 血清0．4 血清0．3

59 4453
ＨＢＶ-ＤＮＡ〔リアルタ
イムＰＣＲ〕

容器 P2
ウイルス遺伝子検査用
専用（血清）5mL採血用

61 1325 ＩｇＧ型リウマチ因子 検査方法 EIA ELISA

検査方法 RIA RIA（硫安塩析）

備考 乳ビ血清不可。 空欄

61 633 免疫複合体（ＩＣ‐Ｃ１ｑ） 所要日数 5～11 4～10

62 213
抗ミトコンドリアＭ２抗
体

検体量（ｍＬ） 血清0．3 血清0．2

69
2071～
2080

薬剤によるリンパ球刺
激試験（ＬＳＴ）

実施料
（保険点数）

＊1 空欄

69 ナシ
Ｔｗｏ‐ｃｏｌｏｒ解析によ
るリンパ球表面マー
カー検査

検査方法
Two-color
フローサイトメトリー

フローサイトメトリー

71 2164 ＩＬ‐１α：血清 容器 Ｘ→ｉ 空欄

82 5001
細菌顕微鏡検査
（塗抹鏡検）

所要日数 2～3 2～4

82 5210 細菌培養同定検査 所要日数 3～7 4～7

55 2615
ヒトパルボウイルス
Ｂ１９ＤＮＡ

61 178 抗ＤＮＡ抗体価
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検査
案内頁

項目
コード

検査項目 変更箇所 変更後 変更前

項目名称 大腸菌ベロトキシン検査 ベロ毒素迅速検査

検体量（ｍＬ） 糞便（小指頭大） 糞便（拇指頭大）

所要日数 2～3 2～4

83 5910
クロストリジウム　ディ
フィシル毒素

項目名称
クロストリジウム
ディフィシル抗原

クロストリジウム
ディフィシル毒素

検体量（ｍＬ） 糞便（小指頭大） 糞便（拇指頭大）

所要日数 2～3 2～4

83 110 緑膿菌 目的菌名
Ｐ．Aｅｒｕｇｉｎｏｓａ
（緑膿菌）

緑膿菌

83 206
病原性大腸菌（Ｏ群血
清型）

目的菌名
病原大腸菌
（Ｏ群血清型）

病原性大腸菌
（Ｏ群血清型）

86 5020
真菌検査顕微鏡検査
（塗抹鏡検）

所要日数 2～3 2～4

所要日数 3～16 5～21

備考

材料や菌種により、培養
にかかる日数が異なりま
す。（皮膚、ツメなどの材
料は、2週間培養しま
す。）

材料や菌種により、培養
にかかる日数が異なりま
す。

86 5320
抗酸菌顕微鏡検査
（抗酸菌塗抹鏡検）

検査方法 集菌塗抹法：蛍光染色 蛍光法

90 ナシ 病理組織検査 検査材料
10～20％ホルマリン固定
組織

ホルマリン固定組織

90 ナシ 標本診断 検体量（ｍＬ） 染色済標本 染色済標本必要枚数

90 ナシ ブロック作製 検査材料
10～20％ホルマリン固定
組織

ホルマリン固定組織

90 ナシ 未染色標本 検査材料
10～20％ホルマリン固定
組織またはパラフィンブ
ロック

ホルマリン固定組織また
はパラフィンブロック

90 ナシ
酵素抗体法：ホリマリ
ン固定組織

検査材料
10～20％ホルマリン固定
組織

ホルマリン固定組織

90 ナシ
エストロゲンレセプター
（ＥＲ）

検査材料
10～20％ホルマリン固定
組織

10％中性緩衝ホルマリン
固定組織またはパラフィ
ンブロック

90 ナシ
プロゲステロンレセプ
ター（ＰＲ）

検査材料
10～20％ホルマリン固定
組織

10％中性緩衝ホルマリン
固定組織またはパラフィ
ンブロック

93 1961 婦人科細胞診 検査材料
膣内容　子宮膣部
子宮頸部　子宮内膜

膣内容　子宮膣部
子宮頸部　子宮体部

83 5920 ベロ毒素迅速検査

5900 ロタウイルス抗原

86 5110 真菌培養同定検査
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