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トリヨードサイロニン（Ｔ 3） 110 生化Ⅱ トリヨードサイロニン（Ｔ３） 160031310

トリヨードサイロニン摂取率（Ｔ 3 摂取率） — ― 未収載 　

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

トロンビン・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

トロンボテスト（ＴＴ）（複合凝固因子検査）　 18 血液 トロンボテスト 160176450

トロンボモジュリン 209 血液 トロンボモジュリン 160157050

ナ
ナイアシン（ニコチン酸） — — 未収載

ナトリウム（Ｎａ） 11 生化Ⅰ ナトリウム及びクロール 160021110

ナトリウム（Ｎａ）〔尿〕 11 生化Ⅰ ナトリウム及びクロール（尿） 160132450

鉛〔血液〕 — — 未収載 　

鉛〔尿〕 — — 未収載 　

ニ
ニコチン酸（ナイアシン） — — 未収載 　

ニトラゼパム 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

日本脳炎ウイルス＜ＨＩ・ＣＦ＞ 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（日本脳炎ウイルス） 160043410

乳酸（有機モノカルボン酸） 47 生化Ⅰ 有機モノカルボン酸（乳酸） 160025610

乳酸脱水素酵素（ＬＤ） 11 生化Ⅰ 乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤ） 160019510

尿Ｂ−Ｊ蛋白定性 9 尿・糞便 Ｂｅｎｃｅ　Ｊｏｎｅｓ蛋白定性（尿） 160001410

尿ｐＨ 26 ― 尿中一般物質定性半定量検査 160000310

尿アセトン体定性 26 ― 尿中一般物質定性半定量検査 160000310

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

尿エストロジェン — — 未収載

尿酸（ＵＡ） 11 生化Ⅰ 尿酸 160019310

尿浸透圧 16 尿・糞便 尿浸透圧 160003910

尿潜血 26 ― 尿中一般物質定性半定量検査 160000310

尿素クリアランス — — 未収載 　

尿素呼気試験（ユービット） 70 微生物 尿素呼気試験（ＵＢＴ） 160172850

尿素窒素（ＵＮ） 11 生化Ⅰ 尿素窒素 160019010

尿中総三塩化物 — — 未収載 　

尿蛋白定性 26 ― 尿中一般物質定性半定量検査 160000310

尿蛋白定量 7 尿・糞便 尿蛋白 160000410

尿中Ｅ３（エストリオール） — — 未収載 　

尿中ＮＭＰ２２ 155 生化Ⅱ 核マトリックスプロテイン２２（ＮＭＰ２２）定量（尿） 160200410

尿中β２−マイクログロブリン（ＢＭＧ） 112 免疫 β２−マイクログロブリン（尿） 160137550

尿中アルブミン定性 49 尿・糞便 アルブミン定性（尿） 160112010

尿中トリクロル酢酸 — ― 未収載 　

尿中マイクロアルブミン定量 110 尿・糞便 アルブミン定量（尿） 160004810

尿中デオキシピリジノリン（尿ＤＰＤ） 200 生化Ⅱ デオキシピリジノリン（ＤＰＤ）（尿） 160164650

尿４型コラーゲン 204 尿・糞便 ４型コラーゲン（尿） 160169250

尿中レジオネラ抗原 233 免疫 レジオネラ抗原定性（尿） 160174950

尿沈渣（染色） 36 尿・糞便 尿沈渣（鏡検法）（160005010）＋染色標本加算（160005170） 　

尿沈渣（無染色） 27 尿・糞便 尿沈渣（鏡検法） 160005010

尿糖定性 26 ― 尿中一般物質定性半定量検査 160000310

尿糖定量 9 尿・糞便 尿グルコース 160001710

尿糖（負荷試験） 200 常用負荷試験（血糖、尿糖検査を含む） 160087210

尿マイクロトランスフェリン 112 尿・糞便 トランスフェリン（尿） 160157750

尿比重 26 ― 尿中一般物質定性半定量検査 160000310

尿ビリルビン定性 26 ― 尿中一般物質定性半定量検査 160000310

ノ
ノロウイルス RNA　　　 — — 未収載

ハ
肺癌３日連続法＜柴田氏法＞ 190 × 3 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

肺癌集細胞法＜サコマノ法＞ 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

肺サーファクタントプロテインＡ（ＳＰ - Ａ） 0

肺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

—
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梅毒定性（ＲＰＲ） 15 免疫 梅毒血清反応（ＳＴＳ）定性 160039810

梅毒定量（ＲＰＲ） 34 免疫 梅毒血清反応（ＳＴＳ）定量 160040710

梅毒定性（ＴＰＨＡ） 32 免疫 梅毒トレポネーマ抗体定性 160040910

梅毒定量（ＴＰＨＡ） 53 免疫 梅毒トレポネーマ抗体定量 160194010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

パイログロブリン — — 未収載 　

白血球数（ＷＢＣ） 21 血液 末梢血液一般検査 160008010

白血球分類（血液像　Ｈｍ） 15 血液 末梢血液像（自動機械法） 160191510

白血病リンパ腫解析 1000 血液 造血器腫瘍細胞抗原検査（一連につき） 160057410

バニリルマンデル酸（ＶＭＡ） 90 生化Ⅱ バニールマンデル酸（ＶＭＡ） 160031110

馬尿酸 [ 尿中 ] — ― 未収載 　

ハプトグロビン（Ｈｐ） 146 免疫 ハプトグロビン（型補正を含む。） 160056310

パラインフルエンザ１型＜ＨＩ＞ 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（パラインフルエンザウイルス１型） 160042510

パラインフルエンザ２型＜ＨＩ＞ 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（パラインフルエンザウイルス２型） 160042610

パラインフルエンザ３型＜ＨＩ＞ 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（パラインフルエンザウイルス３型） 160042710

パラコート定量 — ― 未収載 　

バルプロ酸ナトリウム 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

（ヒト）パルボウイルスＢ１９（ＩｇＧ） — ― 未収載 　

（ヒト）パルボウイルスＢ１９（ＩｇＭ） 223 免疫 グロブリンクラス別ウイルス抗体価（ヒトパルボウイルスＢ１９） 160167550

ハロペリドール 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

バンコマイシン 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

ヒ
ヒアルロン酸 184 生化Ⅰ ヒアルロン酸 160151150

比重〔尿〕 26 ― 尿中一般物質定性半定量検査 160000310

鼻汁喀痰中好酸球検査 15 血液 好酸球（鼻汁・喀痰） 160122850

ビタミンＡ（レチノール） — — 未収載 　

ビタミンＢ１（チアミン） 262 生化Ⅰ ビタミンＢ 1 160123650

ビタミンＢ２（リボフラビン） 268 生化Ⅰ ビタミンＢ２ 160030010

ビタミンＢ１２ 155 生化Ⅰ ビタミンＢ１２ 160029710

１．２５−（ＯＨ）２ービタミンＤ３ 400 生化Ⅰ １．２５−ジヒドロキシビタミンＤ３ 160158150

ビタミンＥ（トコフェロール） — — 未収載 　

ビタミンＫ分画 — — 未収載 　

非特異的　ＩｇＥ 100 免疫 非特異的ＩｇＥ定量 160197910

ヒトパピローマウイルスＤＮＡ同定（ハイリスク） 360 微生物 ＨＰＶ核酸検出 160185610

ヒトパピローマウイルスＤＮＡ同定（ローリスク） — — 未収載

ヒトパピローマウイルスＤＮＡ型判定 2000 微生物 ＨＰＶジェノタイプ判定 160189150

ヒトパルボウイルスＢ１９（ＩｇＧ） — — 未収載 　

ヒトパルボウイルスＢ１９（ＩｇＭ） 223 免疫 グロブリンクラス別ウイルス抗体価（ヒトパルボウイルスＢ１９） 160167550

ヒトヘモグロビン　〔便〕 41 尿・糞便 糞便中ヘモグロビン 160006810

ヒトヘルペスウイルス６型（ＩｇＧ、ＩｇＭ） — — 未収載 　

ヒト癌胎児性フィブロネクチン 204 免疫 癌胎児性フィブロネクチン定性（頸管腟分泌液） 160156550

ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白（Ｈ−ＦＡＢＰ） 150 生化Ⅰ 心臓由来脂肪酸結合蛋白（Ｈ−ＦＡＢＰ）定量 160192710

ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド（ｈＡＮＰ） 233 生化Ⅱ 心房性Ｎａ利尿ペプチド（ＡＮＰ） 160116310

ヒト胎盤性ラクトーゲン（ＨＰＬ）＜ラテックス＞ 146 生化Ⅱ ヒト胎盤性ラクトーゲン（ＨＰＬ） 160124050

ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（ＢＮＰ） 140 生化Ⅱ 脳性Ｎａ利尿ペプチド（ＢＮＰ） 160162350

ヒト脳性Ｎａ利尿ペプチド前駆体Ｎ端フラグメント 140 生化Ⅱ 脳性Ｎａ利尿ペプチド前駆体Ｎ端フラグメント（ＮＴ−ｐｒｏＢＮＰ） 160181250

ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）〔尿〕 146 生化Ⅱ ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）定量（尿） 160193010

ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）〔血液〕 146 生化Ⅱ ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）定量 160192910
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