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抗ＬＫＭ−１抗体 223 免疫 抗ＬＫＭ−１抗体 160173250

抗ｐ 53 抗体 166 生化Ⅱ 抗ｐ５３抗体 160181750

抗ＲＮＰ抗体 146 免疫 抗ＲＮＰ抗体定量 160196310

抗Ｓｃｌ−７０抗体 162 免疫 抗Ｓｃｌ−７０抗体定量 160197110

抗Ｓｍ抗体 162 免疫 抗Ｓｍ抗体定量 160196510

抗 SS −Ａ抗体 165 免疫 抗ＳＳ−Ａ／Ｒｏ抗体定量 160196710

抗 SS −Ｂ抗体 162 免疫 抗ＳＳ−Ｂ／Ｌａ抗体定量 160196910

抗ｓｓ - ＤＮＡ ＩｇＧ 173 免疫 抗ＤＮＡ抗体定量 160197210

抗ｓｓ - ＤＮＡ ＩｇＭ — — 未収載 　

抗ＴＢＧＬ抗体（抗抗酸菌抗体価） 116 免疫 抗酸菌抗体定量 160194410

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

抗核抗体（ＡＮＡ）定量（蛍光抗体法） 110 免疫 抗核抗体（蛍光抗体法）半定量 160195710

抗核抗体（ＡＮＡ）定量（FEIA） 110 免疫 抗核抗体（蛍光抗体法を除く。） 160121210

抗核抗体価定性（ＬＥテスト） 68 免疫 ＬＥテスト定性 160053810

抗ガラクトース欠損ＩｇＧ抗体価 120 免疫 抗ガラクトース欠損ＩｇＧ抗体定量 160195910

抗カルジオリピンβ２グリコプロテインⅠ複合体（抗 CL β GP1 抗体） 223 免疫 抗カルジオリピンβ２グリコプロテインＩ複合体抗体 160154350

抗カルジオリピン抗体（ＩｇＧ） 243 免疫 抗カルジオリピン抗体 160164050

高感度ＰＩＶＫＡ−Ⅱ 150 生化Ⅱ ＰＩＶＫＡ−２定量 160193310

高感度ＰＳＡ 136 生化Ⅱ 前立腺特異抗原（ＰＳＡ） 160037510

高感度ＰＴＨ（副甲状腺ホルモン） 180 生化Ⅱ 副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ） 160035510

抗血小板抗体　 262 免疫 抗血小板抗体 160039710

抗甲状腺サイログロブリン抗体（サイロイドテスト） 37 免疫 抗サイログロブリン抗体半定量 160053510

抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体　（抗ＴＰＯ抗体） 146 免疫 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 160157450

抗甲状腺マイクロゾーム抗体（マイクロゾ−ムテスト） 37 免疫 抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量 160176750

抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体（ＭＰＯ−ＡＮＣＡ） 281 免疫 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体（ＭＰＯ−ＡＮＣＡ） 160167850

抗好中球細胞質抗体　（ＰＲ３−ＡＮＣＡ） 281 免疫 抗好中球細胞質プロテイナーゼ３抗体（ＰＲ３−ＡＮＣＡ） 160197710

抗抗酸菌抗体（ＴＢＧＬ） 116 免疫 抗酸菌抗体定量 160194410

抗サイログロブリン抗体（抗Ｔｇ抗体） 146 免疫 抗サイログロブリン抗体 160141750

交差適合試験（クロスマッチ） 30 Ｋ 920 輸血 血液交叉試験加算（１回につき） 150225510

好酸球数（Ｅｏｓ） 17 血液 好酸球数 160007710

抗酸菌感受性検査 380 微生物 抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく） 160059610

抗酸菌核酸同定（ＤＤＨ） 410 微生物 抗酸菌核酸同定 160152150

抗酸菌塗抹（顕微鏡検査） 61 微生物 細菌顕微鏡検査（その他のもの） 160057710

抗酸菌分離培養 210 微生物 抗酸菌分離培養（それ以外のもの） 160169910

抗糸球体基底膜抗体価（抗ＧＢＭ抗体） 281 免疫 抗糸球体基底膜抗体（抗ＧＢＭ抗体） 160169050

甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）レセプター抗体 243 免疫 抗ＴＳＨレセプター抗体（ＴＲＡｂ） 160035810

甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ） 112 生化Ⅱ 甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ） 160031710

抗シトルリン化ペプチド抗体（抗ＣＣＰ抗体） 210 免疫 抗シトルリン化ペプチド抗体定量 160197410

抗ストレプトキナーゼ価（ＡＳＫ価） 29 免疫 抗ストレプトキナーゼ（ＡＳＫ）半定量 160193810

抗ストレプトリジンＯ価（ＡＳＯ価） 15 免疫 抗ストレプトリジンＯ（ＡＳＯ）定量 160193610

抗精子抗体 — ― 未収載 　

抗セントロメア抗体 184 免疫 抗セントロメア抗体定量 160197310

抗デスモグレイン１抗体 300 免疫 抗デスモグレイン１抗体 160175250

抗デスモグレイン３抗体 270 免疫 抗デスモグレイン３抗体 160175350

抗皮膚抗体 — ― 未収載 　

抗平滑筋抗体（ＡＳＭＡ） — ― 未収載 　

抗ミトコンドリア抗体（ＡＭＡ） 200 免疫 抗ミトコンドリア抗体半定量 160203310

抗ミトコンドリアＭ 2 抗体 206 免疫 抗ミトコンドリア抗体定量 160197510

抗利尿ホルモン（ADH）（AVP） 235 生化Ⅱ 抗利尿ホルモン（ＡＤＨ） 160035910

呼気試験（尿素呼気試験） 70 微生物 尿素呼気試験（ＵＢＴ） 160172850

コクサッキーウイルス 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（コクサッキーウイルス） 160041710

骨塩定量検査（ＣＸＤ法） 140 ― 骨塩定量検査（ＭＤ法、ＳＥＸＡ法等） 160147310

骨型アルカリホスファターゼ（ＢＡＰ） 165 生化Ⅱ 骨型アルカリホスファターゼ（ＢＡＰ） 160168650

骨型酒石酸抵抗性酸性ホスファターゼ（ＴＲＡＣＰー 5 ｂ） 160 生化Ⅱ 酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ（ＴＲＡＣＰ−５ｂ） 160184450

骨髄像（マルク）　 854 血液 骨髄像 160010410

コハク酸シベンゾリン 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410
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コプロポルフィリン（尿） 145 尿・糞便 コプロポルフィリン（尿） 160112310

Ⅳ型コラーゲン　７Ｓ 155 生化Ⅰ ４型コラーゲン・７Ｓ 160125050

コリンエステラーゼ（ＣｈＥ） 11 生化Ⅰ コリンエステラーゼ（ＣｈＥ） 160020210

コルチコステロン — — 未収載 　

コルチゾール 136 生化Ⅱ コルチゾール 160034010

コルチゾン — ― 未収載 　

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

コレステロ−ル（総）（Ｔ−ｃｈｏ） 17 生化Ⅰ 総コレステロール 160022410

コレステロ−ル（遊離） 11 生化Ⅰ 遊離コレステロール 160021010

コレステロール分画 57 生化Ⅰ コレステロール分画 160114510

サ
サーファクタントプロテインＡ（ＳＰ - Ａ） 130 生化Ⅰ 肺サーファクタント蛋白−Ａ（ＳＰ−Ａ） 160169350

サーファクタントプロテインＤ（ＳＰ−Ｄ） 140 生化Ⅰ 肺サーファクタント蛋白−Ｄ（ＳＰ−Ｄ） 160168450

細菌定量 — — 未収載 　

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

サイクリックＡＭＰ（Ｃ−ＡＭＰ） 175 生化Ⅱ サイクリックＡＭＰ（ｃＡＭＰ） 160035410

サイトケラチン１９フラグメント（シフラ） 175 生化Ⅱ サイトケラチン１９フラグメント（シフラ） 160159050

サイトメガロウイルス（ＩｇＧ、ＩｇＭ） 223 免疫 グロブリンクラス別ウイルス抗体価（サイトメガロウイルス） 160109410

サイトメガロウイルス＜ＣＦ＞ 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（サイトメガロウイルス） 160041810

サイトメガロウイルスｐｐ６５抗原 398 免疫 サイトメガロウイルスｐｐ６５抗原定性 160163850

細胞質性抗好中球細胞質抗体価（ＰＲ３−ＡＮＣＡ） 281 免疫 抗好中球細胞質プロテイナーゼ３抗体（ＰＲ３−ＡＮＣＡ） 160197710

細胞診（一般細胞診） 190 病理 細胞診（穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの）（１部位につき） 160060610

細胞診（婦人科） 150 病理 細胞診（婦人科材料等によるもの）（１部位につき） 160060510

細胞分類 — — 未収載 　

サイロキシン結合蛋白（ＴＢＧ） 136 生化Ⅱ サイロキシン結合グロブリン（ＴＢＧ） 160034310

サイロキシン（Ｔ４）＜ＣＬＩＡ＞ 114 生化Ⅱ サイロキシン（Ｔ４） 160031810

サイログロブリン抗体（サイロイドテスト） 37 免疫 抗サイログロブリン抗体半定量 160053510

サイログロブリン 137 生化Ⅱ サイログロブリン 160034210

（抗）サイログロブリン抗体（抗Ｔｇ抗体） 146 免疫 抗サイログロブリン抗体 160141750

サルチル酸 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

三塩化酢酸（尿中トリクロル酢酸） — — 未収載 　

酸化ＬＤＬ（ＭＤＬ - ＬＤＬ） 200 生化Ⅰ マロンジアルデヒド修飾ＬＤＬ（ＭＤＡ−ＬＤＬ） 160184250

シ
ジアゼパム 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

シアリルＬｅＸ−ｉ抗原（ＳＬＸ） 155 生化Ⅱ シアリルＬｅｘ−ｉ抗原（ＳＬＸ） 160117210

シアリルＴｎ抗原（ＳＴｎ抗原） 146 生化Ⅱ シアリルＴｎ抗原（ＳＴＮ） 160142450

シアル化糖鎖抗原（ＫＬ−６） 120 生化Ⅰ ＫＬ−６ 160168550

子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ 129 尿・糞便 顆粒球エラスターゼ（子宮頸管粘液） 160163150

（抗）糸球体基底膜抗体価（抗ＧＢＭ抗体） 281 免疫 抗糸球体基底膜抗体（抗ＧＢＭ抗体） 160169050

シクロスポリン 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

ジゴキシン 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

シスタチンＣ 126 生化Ⅰ シスタチンＣ 160177250

５−ＳシスチニールＬ−ドーパ（５−Ｓ−ＣＤ） — — 未収載 　

ジソピラミド 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

シッタシ抗体（オーム病クラミジア） 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

（抗）シトルリン化ペプチド抗体（抗ＣＣＰ抗体） 210 免疫 抗シトルリン化ペプチド抗体定量 160197410

シフラ（サイトケラチン１９フラグメント） 175 生化Ⅱ サイトケラチン１９フラグメント（シフラ） 160159050

脂肪酸４分画 437 生化Ⅱ 脂肪酸分画 160038510

骨型酒石酸抵抗性酸性ホスファターゼ（ＴＲＡＣＰー 5 ｂ） 160 生化Ⅱ 酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ（ＴＲＡＣＰ−５ｂ） 160184450

心筋トロポニンＴ定量 126 生化Ⅰ 心筋トロポニンＴ（ＴｎＴ）定性・定量 160152850

神経特異エノラーゼ（ＮＳＥ） 146 生化Ⅱ 神経特異エノラーゼ（ＮＳＥ） 160037910

心室筋ミオシン軽鎖Ｉ 184 生化Ⅰ 心室筋ミオシン軽鎖１ 160115210

浸透圧 15 血液 血液浸透圧 160008110

浸透圧〔尿〕 16 尿・糞便 尿浸透圧 160003910

心房Ｎａ利尿ペプチドホルモン（ｈＡＮＰ） 233 生化Ⅱ 心房性Ｎａ利尿ペプチド（ＡＮＰ） 160116310
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