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亜鉛（Ｚｎ） 146 生化Ⅰ 亜鉛（Ｚｎ） 160029110

アスコルビン酸（ビタミンＣ） 320 生化Ⅰ ビタミンＣ 160030110

アスペルギルス抗原 165 免疫 アスペルギルス抗原 160158350

アセタゾ−ルアミド 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

（抗）アセチルコリンレセプター抗体価 873 免疫 抗アセチルコリンレセプター抗体（抗ＡＣｈＲ抗体） 160118410

アセトアミノフェン 190 生化Ⅰ アセトアミノフェン 160115010

アセトン体　（ケトン体）　　[ 血中 ] 30 生化Ⅰ ケトン体 160024210

アセトン体定性　[ 尿 ] 26 ― 尿中一般物質定性半定量検査 160000310

アセトン体分画　（ケトン体分画）　[ 血中 ] 59 生化Ⅰ ケトン体分画 160027010

アデノウイルス＜ＣＦ＞ 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（アデノウイルス） 160041610

アデノウイルス＜ＮＴ＞（１〜 8、11、19、21、37） 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（アデノウイルス） 160041610

アデノウィルス抗原　[ 便 ] 60 免疫 アデノウイルス抗原定性（糞便） 160112810

アデノシンデアミナーゼ（ＡＤＡ） 32 生化Ⅰ アデノシンデアミナーゼ（ＡＤＡ） 160025210

アデノシンデアミナーゼ（ＡＤＡ）　[ 体腔液 ] 32 生化Ⅰ アデノシンデアミナーゼ（ＡＤＡ） 160025210

アトピー鑑別試験（ファディアトープ） 194 免疫 アトピー鑑別試験定性 160143850

アニサキスＩｇＧ・Ａ抗体価 210 免疫 アニサキスＩｇＧ・ＩｇＡ抗体 160158250

アプリンジン 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

アポリポ蛋白（ＡⅠ、ＡⅡ、Ｂ、ＣⅡ、ＣⅢ、Ｅ） 94 生化Ⅰ アポリポ蛋白 160055910

アミオダロン 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

アミカシン 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

δ−アミノレブリン酸 112 尿・糞便 δアミノレブリン酸（δ−ＡＬＡ）（尿） 160004610

アミノ酸（全種） 1236 生化Ⅱ アミノ酸（５種類以上） 160102410

アミラーゼ（ＡＭＹ） 11 生化Ⅰ アミラーゼ 160020310

アミラーゼ（ＡＭＹ）　[ 尿 ] 11 生化Ⅰ アミラーゼ（尿） 160132350

アミラーゼアイソザイム（ＡＭＹ−ｉｓｏ） 48 生化Ⅰ アミラーゼアイソザイム 160026410

アミラーゼアイソザイム [ 尿 ]（ＡＭＹ−ｉｓｏ） 48 生化Ⅰ アミラーゼアイソザイム（尿） 160133950

アミロイドＡ蛋白　（ＳＡＡ） 47 免疫 血清アミロイドＡ蛋白（ＳＡＡ） 160160250

アメーバ（赤痢アメーバＩｇＧ） 223 免疫 赤痢アメーバ抗体半定量 160117910

アメーバ（赤痢アメーバＩｇＭ） 223 免疫 赤痢アメーバ抗体半定量 160117910

アメーバ検査　[ 便中 ] 45 微生物 細菌顕微鏡検査（保温装置使用アメーバ検査） 160057850

アルカリフォスファターゼ（ＡＬＰ） 11 生化Ⅰ アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ） 160020010

アルカリフォスファターゼアイソザイム（ＡＬＰ - ｉｓｏ） 48 生化Ⅰ ＡＬＰアイソザイム 160026310

アルドステロン 133 生化Ⅱ アルドステロン 160034110

アルドステロン　[ 尿 ] 133 生化Ⅱ アルドステロン（尿） 160136550

アルドステロン / レニン比 133 ＋ 105 生化Ⅱ アルドステロン（160034110）　＋　レニン活性（160032210）

アルドラーゼ（ＡＬＤ） 11 生化Ⅰ アルドラーゼ 160020710

アルブミン　 11 生化Ⅰ アルブミン 160018910

アルブミン / グロブリン比（Ａ／Ｇ） — — 未収載 　

アルブミン定性　[ 尿 ] 49 尿・糞便 アルブミン定性（尿） 160112010

アルブミン定量　[ 尿 ] 110 尿・糞便 アルブミン定量（尿） 160004810

アルベカシン 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

アルミニウム（Ａｌ） 123 生化Ⅰ アルミニウム（ＡＬ） 160029010

アンギオテンシンⅠ — — 未収載 　

アンギオテンシンⅠ転換酵素（ＡＣＥ） 155 生化Ⅰ アンギオテンシン１転換酵素（ＡＣＥ） 160029410

アンギオテンシンⅡ — ― 未収載 　

α１アンチトリプシン　 80 血液 α１−アンチトリプシン 160113710

アンチトロンビンⅢ（ＡＴ−Ⅲ） 70 血液 アンチトロンビン活性 160113510

アンチトロンビンⅢ複合体（ＴＡＴ） 194 血液 トロンビン・アンチトロンビン複合体（ＴＡＴ） 160114210

アンチプラスミン（α２- ＰＩ） 136 血液 プラスミンインヒビター（アンチプラスミン） 160113910

アンドロステロン — — 未収載 　

アンドロステンジオン（Ａ−ＤＩＯＮＥ） — — 未収載 　

１，５アンヒドログルシトール　（１，５ＡＧ） 80 生化Ⅰ １．５−アンヒドロ−Ｄ−グルシトール（１．５ＡＧ） 160142350

アンモニア　（ＮＨ３） 50 生化Ⅰ アンモニア 160025910
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イオン化カルシウム 26 生化Ⅰ イオン化カルシウム 160021610

一般細菌顕微鏡検査（トマツ） 61 微生物 細菌顕微鏡検査（その他のもの） 160057710

一般細菌培養同定　気道 160 微生物 細菌培養同定検査（気道からの検体） 160144410

一般細菌培養同定　呼吸器 160 微生物 細菌培養同定検査（呼吸器からの検体） 160144510

一般細菌培養同定　口腔 160 微生物 細菌培養同定検査（口腔からの検体） 160058210

一般細菌培養同定　穿刺液 190 微生物 細菌培養同定検査（穿刺液） 160144710

一般細菌培養同定　消化管 160 微生物 細菌培養同定検査（消化管からの検体） 160058310

一般細菌培養同定　血液 190 微生物 細菌培養同定検査（血液） 160058610

一般細菌培養同定　生殖器 150 微生物 細菌培養同定検査（生殖器からの検体） 160144610

一般細菌培養同定　泌尿器 150 微生物 細菌培養同定検査（泌尿器からの検体） 160058410

一般細菌培養同定　その他 140 微生物 細菌培養同定検査（その他の部位からの検体） 160058710

（血清）インジウム — — 未収載

インスリン抗体 110 免疫 抗インスリン抗体 160054110

インスリン（ＩＲＩ） 114 生化Ⅱ インスリン（ＩＲＩ） 160031510

インターロイキン 2 受容体（可溶性ＩＬ−２レセプター） 460 生化Ⅱ 可溶性インターロイキン−２レセプター（ｓＩＬ−２Ｒ） 160158050

インターフェロン - γ遊離試験（T-SPOT・TB） 630 免疫 結核菌特異的インターフェロン−γ産生能 160177450

インタクトⅠ型プロコラーゲン -N- プロペプチド（P1NP） 168 生化Ⅱ インタクト１型プロコラーゲン−Ｎ−プロペプチド（Ｉｎｔａｃｔ　Ｐ１ＮＰ） 160188650

インドシアニングリーン（消失率） 150 ― 肝クリアランステスト 160086210

インドシアニングリーン（停滞率） 100 ― 肝機能テスト（ＩＣＧ１回・２回法） 160088410

インフルエンザウイルスＡ型＜ＨＩ、ＣＦ＞ 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（インフルエンザウイルスＡ型） 160042210

インフルエンザウイルスＢ型＜ＨＩ、ＣＦ＞ 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（インフルエンザウイルスＢ型） 160042310

ウ
ウイルス分離、同定 — — 未収載 　

ウロビリノゲン定性〔尿〕 26 ― 尿中一般物質定性半定量検査 160000310

ウロポルフィリン定量（尿） 112 尿・糞便 ウロポルフィリン（尿） 160112210

エ
エコーウイルス 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（エコーウイルス） 160042010

エステル型コレステロール　（ＥＣｈｏ） 11 生化Ⅰ エステル型コレステロール 160020110

エストラジオール（Ｅ２）＜ＣＬＩＡ＞ 190 生化Ⅱ エストラジオール（Ｅ２） 160035310

エストリオール（Ｅ３）〔尿〕 — — 未収載 　

エストロゲンレセプター 720 病理 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製（エストロジェンレセプター） 160060350

エストロジェン総 — — 未収載

エストロン（E1） — — 未収載 　

エチルアルコール（エタノール） 116 生化Ⅰ エタノール 160114910

エトサクシミド 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

エラスタ−ゼ１ 131 生化Ⅱ エラスターゼ１ 160037710

エリスロポエチン 213 生化Ⅱ エリスロポエチン 160125650

エルシニア抗体（エンテロコリチカ、シュードツベルクローシス） — — 未収載 　

塩基性フェトプロテイン（ＢＦＰ） 150 生化Ⅱ 塩基性フェトプロテイン（ＢＦＰ） 160116910

塩酸ピルジカイニド 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

塩酸プロカインアミド（プロカインアミド） 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

エンテロウイルス７０型、７１型＜ NT ＞ — — 未収載 　

エンドトキシン検査（ＥＳ） 262 免疫 エンドトキシン 160115510

オ
黄体形成ホルモン（ＬＨ） 119 生化Ⅱ 黄体形成ホルモン（ＬＨ） 160149910

オーム病クラミジア（シッタシ抗体） 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（オーム病クラミジア） 160043510

オステオカルシン 170 生化Ⅱ オステオカルシン（ＯＣ） 160151250

オリゴクロナ−ルバンド 543 尿・糞便 オリゴクローナルバンド 160178010

カ
ガストリン 112 生化Ⅱ ガストリン 160032010

ガストリン放出ペプチド前駆体（ＰｒｏＧＲＰ） 175 生化Ⅱ ガストリン放出ペプチド前駆体（ＰｒｏＧＲＰ） 160162250

ガス分析（血液ガス） 146 生化Ⅰ 血液ガス分析 160027710

活性化部分トロンボプラスチン時間　（ＡＰＴＴ） 29 血液 活性化部分トロンボプラスチン時間（ＡＰＴＴ） 160012310

カテコールアミン３分画（CA ３分画） 180 生化Ⅱ カテコールアミン分画 160033410

カテコールアミン〔尿〕 210 生化Ⅱ カテコールアミン 160033510

カドミウム（Ｃｄ） — — 未収載 　
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