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検査依頼要項
検査についてのお問い合わせ

　ご依頼の検査項目については ､ 各項目の欄をご参照下さい ｡ さ
らに詳しい情報が必要な時には ､ 最寄りの営業所または当所ラボ
までお問い合わせ下さい ｡

検体の採取・保存・輸送

所要日数
原則的には ､ 検体をお預かりした翌日を起算日とし ､ 結果を先生
のお手元にお届けするまでの日数です ｡ 再検査の場合や日祝日・
大型連休・お盆・お正月の前後につきましては、さらに日数を要
する事があります。

再検査と検体お預り
1　当ラボラトリー再検査基準に基づき再検査をいたします。
2　検体は原則として検体受領後 2 週間お預かりいたします ｡
　　但し ､ 血糖検査については 1 週間、血液一般検査 ( 血球等 )

については 5 日間 ､ 血液凝固線溶系検査については 1 週間 ､
尿一般検査については 1 週間とし ､ また ､ 細胞性免疫検査に
ついては保管の対象外とさせていただきます ｡( 本検査案内未
収載項目も含みます ) 特に長期間保管を必要とする検体につ
いては ､ ご相談させていただきます ｡

検査方法に関する主要参考文献
各検査項目の検査方法に関する参考文献につきましては ､ 主要参
考文献の欄をご参照下さい。
尚 ､ 未記入箇所につきましては ､ お問い合わせください ｡

検査結果報告方法
1　検査結果のご報告は以下の方法を用います ｡
　　①直接持参　　②オンライン
　　③郵送　　　　④電送ファクシミリ
　　⑤電話　　　　⑥フロッピーディスク・SD カード　

特にご指定のない場合は①の方法を用いますが ､ ご希望によ
り②〜⑥の方法でも行ないます ｡
また ､ 報告書とともに検歴情報 ､ 糖負荷グラフ ､RAST 検査
グラフ ､ 細胞機能検査グラフなどを付加情報としてお届けい
たします。

検査のご依頼方法
1　検査のご依頼には当所所定の検査依頼書 ､ 検体ラベル及び検体容器をご利用下さい ｡
　　①総合検査依頼書　　　　②ホルター心電図検査依頼書　③病理組織検査依頼書　④細胞診検査依頼書　　⑤染色体検査依頼書
　　⑥アレルギー検査依頼書　⑦穿刺液・採取液検査依頼書 　⑧骨髄像検査依頼書　　⑨骨塩定量検査依頼書
2　検査依頼書 ( 右頁参照 )
　　●患者名､性別､年齢､採取年月日(採取時刻も含む)､検体の種類､検査依頼項目､依頼元の名称及び医師の氏名(緊急時連絡先を含む)

をご記入下さい ｡
　　●患者名はカタカナでご記入下さい。
　　●科目 ､ 入院 ､ 外来 ､ 病棟名 ､ 保険区分 ､ カルテ No.､ 蓄尿量 ､ 申し送り事項等を必要に応じて所定欄にご記入下さい ｡
　　●検査依頼書は複写式になっていますので ､ ボールペンで強くお書き下さい ｡
　　●ご依頼項目は ､ チェック欄に斜線「／」を引いて下さい。
　　●依頼書に掲載されていない検査項目をご依頼の場合は ､ 通信欄に項目名をご記入下さい ｡
　　●複写の一部をご依頼元の控えとし ､ 併せて検体受領書とさせていただきますのでご了承下さい ｡
3　検体ラベル
　　●患者名 ､ 性別 ､ 年齢 ､ 採取年月日 ( 採取時刻も含む )
 　　　検体の種類 ､ 検査依頼項目 ､ 依頼元の名称等もご記入下さい ｡
4　検体容器
　　●必要な容器は各検査項目ごとに数字で表示しています ｡ 数字については項目検索の下段又は 119 〜 123
　　　ページの ｢ 容器一覧 ｣ をご参照下さい ｡
5　検査のご依頼に関しましては ､ 当所係員がお伺いいたしますので ､ 検査依頼書と検体をご照合のうえ
　　ご提出下さい ｡

《検体ラベル記入例》
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1　採取条件は、各項目の欄をご覧下さい。検体必要量は、原則
として再検査に応じられるよう設定してありますのでご注意
下さい。

2　採取した検体は、当所指定の容器に入れ、患者名、性別及び
年齢、検体採取年月日（採取時刻も含む）、検体の種類、検体
依頼項目、依頼元の名称及び医師の氏名（緊急時連絡先を含
む）を必ず記入したラベルを貼り、保存条件を厳守の上、ご
提出下さい。保存条件は検査項目欄をご覧下さい。なお、保
存条件で検査項目欄に記載なきものは、できるだけ速やかに
ご提出下さい。

3　検体容器
　　血清・血漿・尿の容器をはじめ、目的別に一部専用容器を用

意いたしております。
　　なお、市販の専用採血管をご利用いただければ便利です。
4　検体の提出条件は、各検査項目欄をご参照の上、必ず厳守し

て下さい。当所係員がお伺いいたしますのでご確認の上、ご
提出下さい。

5　検体ラベルには下記の事項をご記入下さい。
　　①患者名、性別及び年齢
　　②検体採取年月日（採取時刻含む）
　　③検体の種類（予め印刷されていない場合のみ）
　　④検査依頼項目（　　　　　〃　　　　　　　）
　　⑤依頼元の名称及び医師の氏名（緊急連絡先を含む）
　　尚、バーコード、コンピューターで印字した IDNo.等、依頼情

報と関連づけられた検体ラベルの場合は①のみご記入下さい。
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検査結果のご報告

検査結果のご報告
1　検査結果は当所所定の報告書にてご報告させて頂きます ｡
2　緊急報告を希望されるときは ､ 検査依頼時に予めご指示下さい ｡ 検査結果が判明次第 ､ 電話または FAX で連絡させていただきます ｡
3　下表に掲げる検査項目については ､ 当所報告基準に基づき ､ 特にご指示がない場合にも ､ 電話連絡させて頂きます ｡ 但し ､ 予め異常値

が予知されている場合 ( 疾患名が確定している場合等 )､ または検体の性状が溶血血清 ､ 乳び血清等で検査結果に影響するようなもの
である場合は ､ 緊急報告の対象としないことがありますのでご了承ください ｡

《検査依頼書記入例》

項　目　名 治療有効濃度 報告値の範囲
（中毒域濃度）

サリチル酸  抗炎症作用として
 100 〜 250μg/mL 400μg/mL 以上

ジゴキシン 0.8 〜 2.0ng/mL 2.5ng/mL 以上

ゲンタマイシン 4.0 〜 10.0μg/mL 12.0 μg/mL 以上

トブラマイシン 4.0 〜 9.0μg/mL 12.0 μg/mL 以上

アミカシン 20.0 〜 30.0μg/mL 35.0 μg/mL 以上

テオフィリン 10.0 〜 20.0μg/mL 25.0 μg/mL 以上

プロカインアミド 4.0 〜 10.0μg/mL 16.0 μg/mL 以上

プロプラノロール 50 〜100ng/mL 120ng/mL 以上

リドカイン 1.2 〜 5.0μg/mL 6.0 μg/mL 以上

メトトレキサート
中毒域（大量投与時）
24 時間後　10 以上
48 時間後　  1 以上
72 時間後  0.1 以上

48 時間後
1.0μmol/L 以上

エトサクシミド 40.0〜100.0μg/mL 120.0 μg/mL 以上

フェニトイン 10.0 〜 20.0μg/mL 30.0 μg/mL 以上

フェノバルビタール 15.0 〜 40.0μg/mL 60.0 μg/mL 以上

プリミドン 5.0 〜 12.0μg/mL 15.0 μg/mL 以上

カルバマゼピン 4.0 〜 10.0μg/mL 12.0 μg/mL 以上

バルプロ酸ナトリウム 50.0〜100.0μg/mL 150 μg/mL 以上

炭酸リチウム 0.4 〜 1.0mEq/L 2.0mEq/Ｌ以上

項　目　名 正常参考値 報告値の範囲

白血球数  M 3900 〜 9800
 F  3500 〜 9100/μＬ 1,000 以下、25,000 以上

血液像 ％ 芽球 出現時

血色素量  M 13.0 〜 17.0
 F  11.6 〜 15.6

g/dL 5 以下

血小板数 13.0 〜 35.0 10 4μ/Ｌ 3 万以下、100 万以上

プロトロンビン時間 INR 0.9 〜 1.1 3.0 以上

グルコース（血糖） 60 〜 109mg/dL
( 空腹時 ) 50 以下、500 以上

総ビリルビン 0.2 〜 1.2mg/dL 12.0 以上

ナトリウム 135 〜 147mEq/L 110 以下、170 以上

カリウム 3.6 〜 5.0mEq/L 2.5 以下、6.5 以上

カルシウム 8.2 〜 10.2mg/dL 6.0 以下、12 以上

尿素窒素＊ 8 〜 20mg/dL 80 以上

ベビー直接クームス （−） （＋）の場合

細菌培養同定 細菌検出せず 髄液・血液培養からの
菌検出

AST（GOT） 9 〜 38IU/L 1000 以上

ALT（GPT） 5 〜 39IU/L 1000 以上

LD（LDH） 120 〜 260IU/L 1000 以上

アミラーゼ（AMY） 37 〜 124IU/L 1000 以上

CK   M：40 〜 220IU/L　F：30 〜 190 1000 以上
＊透析患者除く
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CF 補体結合試験
Complement　Fixation　Test
補体が抗原抗体複合体と結合することと溶血反応を引き起こすことを利用した方法。
赤血球に溶血素を結合した感作赤血球は補体が結合すると溶血を起こすが、抗原抗体複
合体が存在すると補体が消費され溶血が阻止されることから、溶血の程度から抗体の存
在を判定する。

検査方法の略称と概要

ＣＬＥＩＡ 化学発光・酵素免疫測定法
Chemiluminescent　Enzyme　Immunoassay
固相化した抗体に対して抗原を反応させた後、酵素標識した抗体を抗原に二次反応させ、
化学発光基質を加えて発光強度を測定する方法。

ＣＬＩＡ 化学発光免疫測定法
Chemiluminescent　Immunoassay
固相化した抗体に対して抗原を反応させた後、化学発光性物質で標識した抗体を抗原に
二次反応させ、化学発光性物質の発光強度を測定する方法。

ＣＰＢＡ 競合性蛋白結合分析法
Competitive　Protein　Binding　Assay
ラジオアイソトープで標識した物質と、これと結合する特異結合蛋白との反応に対して
アイソトープを標識していない物質を競合反応させた後、結合部分と遊離部分を分離し
てその放射能を測定する事により被検物質を測定する方法。

ｄＲＶＶＴ 希釈ラッセル蛇毒試験法
Diluted　Russell's　Viper　Venom　Time
ラッセル蛇毒は、外因系の第Ⅶ因子、接触因子、内因系の抗出血因子の関与を受けずに
直接血漿中の第Ⅹ因子を活性化して凝固反応を開始し、リン脂質、カルシウム、活性第
Ⅴ因子の共存下で最終的にトロンビンを生成する。抗リン脂質抗体の一種であるループ
スアンチコアグラント（LA）が存在すると上記反応系からリン脂質が消費され、その結
果として凝固時間の延長をきたす。ここで過剰なリン脂質を添加して同様の反応を行な
い LA の影響を予め排除した場合に、凝固時間の延長が補正されれば、血漿中の LA の
存在を間接的に証明できる。

ＥＣＬＩＡ 電気化学発光免疫測定法
Electro　Chemiluminescence　Immunoassay
抗体を結合したビーズを用いて抗原と反応させた後、ルテニウムピリジン錯体で標識し
た抗体を抗原に 2 次反応させ、電気化学反応によりルテニウムピリジン錯体の発光強度
を測定する方法。

ＥＩＡ 酵素免疫測定法
Enzyme　Immunoassay
測定原理はＲＩＡと同様で、標識物質に酵素で標識した抗原または抗体を用いて抗原抗
体反応を行ない、発色基質を加えて酵素活性を測定する方法。

ＥＬＩＳＡ 酵素免疫測定法
Enzyme-Linked　immunosorbent　assay
固相化した抗体に対して抗原を反応させた後、酵素標識した抗体を抗原に 2 次反応させ、
発色基質を加えて酵素活性を測定する方法。

ＥＬＩＳＰＯＴ
Enzyme-Linked　immunospot
サイトカインを高感度に検出する検査方法。通常の ELISA 法の数十倍以上の感度で測定
が可能。結核菌感染既往を検査する T-SPOT、TB 検査に用いられており、抗原により
刺激して IFN- γ産生細胞数を計測することで感染診断を行う。

ＥＭＩＴ 多元酵素免疫測定法
Enzyme-multiplied　Immunoassay　Technique
主に薬物濃度測定に用いられる検査方法。検体中の薬物とグルコース -6- ﾘﾝ酸脱水素酵
素（G-6-PDH）で標識されたその薬物の抗体に対する競合反応を利用したもので、抗
体に未結合の G-6-PDH が、さらにニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（NAD）を
NADH に還元することによって生じる吸光度の変化を測定する事を利用した酵素免疫法
の一種である。

ＦＡ 蛍光抗体法
Fluorescent　Antibody　Method
ＩＦＡ 間接蛍光抗体法
Indirect　Fluorescent　Antibody　Method
目的とする抗原に対して、蛍光色素で標識した抗体を用いて抗原抗体反応を行ない、蛍
光顕微鏡下で蛍光強度を測定する方法。
酵素で標識した抗体を直接反応させる直接法と、抗原に対して未標識の抗体を反応させ
た後、酵素で標識した抗体を 2 次反応させる間接法がある。

ＦＥＩＡ 蛍光酵素免疫測定法
Fluorescence　Enzyme　Immunoassay
EIA の 1 つで、標識物質に酵素で標識した抗原または抗体を用いて抗原抗体反応を行な
い、蛍光基質を加えて蛍光強度を測定する方法。

ＦＩＳＨ 蛍光 insitu ハイブリダイゼーション法
Fluorescence　In　Situ　Hybridization
蛍光色素で標識したプローブを用いて標的 DNA とハイブリダイゼーションを行ない、
特定の波長で発色させた蛍光部位を染色体上のシグナルとして蛍光顕微鏡下で検出する
方法。

ＦＰＩＡ 蛍光偏光免疫測定法
Fluorescence　Polarization　Immunoassay
蛍光標識した抗原は分子量が小さい場合には液相中で活発に回転運動しており、偏光励
起光をあてても蛍光の偏光度が小さいが、抗体と結合し分子量が大きくなると回転運動
が抑制され、蛍光の偏光度が増大することを利用して、蛍光の偏光強度を測定する方法。

ＧＣ ガスクロマトグラフ法
Gas　Chromatography
固定相（固体または液体）と接して流れる移動相（液体又は気体）の間に物質を通し、
両相への親和性の差を利用して目的とする物質の成分を分離する方法。移動相が液体の
場合は液体クロマトグラフィー、気体の場合にはガスクロマトグラフィーと呼ばれる。

ＧＣ -ＭＳ ガスクロマトグラフ・マススペクトロメトリー法
Gas　Chromatography-Mas　Spectrometry
MS（質量分析）は、測定試料を気化しイオン化した後、高電圧で加速し、これを磁場に
導き、ここで得たイオン化物質のエネルギー分布や電荷分布の違いによる特異なスペク
トルの解析により同定、定量、構造解析を行う。この MS にガククロマトグラフィーを
組み合わせた検査方法。

ＨＡ 赤血球凝集反応
Hemagglutination
赤血球の表面抗原と抗体を反応させ、抗原抗体反応による凝集の有無により抗体の存在
を判定する方法。

ＨＥＩＡ ホモジニアスエンザイムイムノアッセイ法
Homogeneous　Enzyme　Immunoassay
検体中の抗原物質は試薬中の酵素（G-6-PDH）で標識された測定対象物質と同一の抗
原物質と反応させると競合する。　その結果、抗体と結合できなかった G-6-PDH で標
識された測定対象物質は G-6-PDH の酵素活性により補酵素である NAD が還元され、
NADH に変換される。
しかし、この酵素活性は抗体と結合することにより活性を失うため、検体中の測定対象
物質の量に比例して NADH の量が増加する。吸光度によりこの NADH を測定し、標準
物質により作成した検量線により濃度を測定する。

ＨＩ 赤血球凝集抑制反応
Hemagglutination　Inhibition
ウイルスの持つ赤血球凝集能が、ウイルスに対する抗体により抑制されることを利用し
た方法。抗原抗体複合体と赤血球を反応させ、凝集抑制の有無によりウイルスに対する
抗体の存在を判定する。

ＨＰＬＣ 高速液体クロマトグラフ法
High　Performance　Liquid　Chromatography
移動相に液体を用いる液体クロマトグラフィーで、高密度充填カラムと高圧ポンプを用
いて高速かつ高精度に分離し、光学的方法や電気的な検出方法により測定物質を検出、
定量する方法。

ＩＡＨＡ 免疫粘着赤血球凝集反応
Immuno　Adherence　Hemagglutination
ウイルス抗原と抗体の複合体に補体（C3 まで）が結合するとその複合体は霊長類の血球
に付着するようになる。この現象（免疫粘着現象）を利用して血清中の抗体を検出する
方法。

ＩＣＰ -ＭＳ 誘導結合プラズマ質量分析法
Inductively　Coupled　Plasma-Mass　Spectrometry
ＩＣＰは試料を気化させ、高電圧をかけることによりプラズマ化し、さらに高周波の変
動磁場により高温プラズマ化させるものである。ICP-MS はこの高温プラズマを質量分
析計に導入し、元素の同定・定量を行う検査方法。

ＩＲ 赤外吸収スペクトロメトリー法
Infrared　Absorption　Spectrometry

物質の赤外吸収波数を測定することにより試料の定性・定量分析を行なう方法。

ＩＲＭＡ 免疫放射定量法
Immuno　Radio　Metric　Assay
RIA の１つで、固相化した抗体に対して抗原を反応させた後、放射性同位元素（ＲＩ）
で標識した抗体を抗原に２次反応させる検査方法。固相化抗体と標識抗体が抗原を挟む
形で結合することから、サンドイッチ法とも呼ばれる。

ＫＩＭＳ
Kinetic　Interaction　of　Microparticles　in　a　Solution
抗原または抗体を結合させたマイクロパーティクルを用いて抗原抗体反応を行ない、抗
原抗体反応による凝集の濁度を、光を照射させて透過率から測定する方法。

ＬＡ ラテックス凝集比濁法
Latex　Agglutination　turbidimetric　Immunoassay
ラテックス凝集反応を利用し、凝集に伴う反応液の濁度変化に基づいて目的物質を測定
する方法。

検査方法 検査方法の略称と概要

検査方法の略称と概要
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ＬＡ ラテックス凝集反応
Latex　Agglutination
抗原または抗体を吸着（結合）させたラテックス粒子（感作ラテックス粒子）を用いて
抗原抗体反応を行ない、抗原抗体反応による凝集の有無により抗体又は抗原の存在を判
定する方法。

検査方法の略称と概要

ＬＡＭＰ
Loop-Mediated　Isothermal　Amplification
PCR 法と同じく遺伝子増幅法の１つ。標的とする DNA の６つの領域に対し４種類のプ
ライマーを設定し鎖置換反応を利用して、サンプルとなる遺伝子、鎖置換型 DNA 合成
酵素、基質等を一定温度で反応させ増幅する検査方法。

ＬＣ -ＭＳ 液体クロマトグラフ質量分析
Liquid　Chromatography/Mass　Spectrometry
目的物質を高速かつ高精度に分離する HPLC に、MS（質量分析）を検出器として結合
させ、検出選択性・定性機能をさらに向上させた検査方法。

ＬＣ -ＭＳ /ＭＳ 液体クロマトグラフィータンデム四重極型質量分析法
Liquid　Chromatography-Tandem　Mass　Spectrometry
液体クロマトグラフで親和性の差を利用して目的とする物質の成分を分解し、質量分析
計でさらに質量ごとに分離して特定の質量イオンを分離・フラグメント化させ、それら
のイオンを検出する検査方法。

ＬＰＩＡ ラテックス近赤外比濁法
Latex　Photometric　Immunoassay
抗原または抗体を結合させたラテックス粒子を用いて抗原抗体反応を行ない、抗原抗体
反応による凝集の濁度を、近赤外光を照射させて透過率を測定する方法。

ＭＥＩＡ
Microparticle　Enzyme　Immunoassay
抗体固相化担体にマイクロパーティクル（微粒子）を用いた EIA 法で、自動測定機器に
より測定される。マイクロパーティクル上に形成される酵素標識複合体量は検体中に含ま
れる標的物質量に逆相関するため、酵素基質を添加して得られる活性から換算する方法。

ＭＰＨＡ 混合受身赤血球凝集試験
Mixed　Passive　Hemagglutination　Test
プレートのような担体に測定対象となる抗体に対する抗原を固相する。
それに被検検体を加え一定時間反応させ、プレートを洗浄し指示血球を滴下し、一定時
間後に受身赤血球凝集反応と同様の基準で判定を行う方法。

ＮＴ 中和試験
Neutralization　Test
ウイルスがウイルスに対する抗体との反応により感染性が失われる（中和）ことを利用し
た検査方法。ウイルスと抗体を反応させた後、ウイルスに感受性のある培養細胞に接種し、
細胞変性効果（cytopathogenic　effect：CPE）の有無により中和抗体の存在を判定する。

ＰＡ 粒子凝集反応
Particle　Agglutination
抗原または抗体を吸着（結合）させたゼラチン粒子など（感作粒子）を用いて抗原抗体
反応を行ない、抗原抗体反応による凝集の有無により抗体又は抗原の存在を判定する検
査方法。

ＰＣＲ
Polymerase　Chain　Reaction
DNA が加熱により２本鎖から１本鎖に解離し、冷却することで２本鎖に戻ることを利用
し、１本鎖 DNA を鋳型として目的のプライマーを結合させ、DNA ポリメラーゼの転写
反応により DNA 合成を行なうことを繰り返し、目的とする DNA 領域を指数関数的に
増幅させる方法。

ＰＨＡ 受身赤血球凝集反応
Passive　Hemagglutination
赤血球の表面に抗原を吸着（結合）させた感作赤血球を用いて抗体を反応させ、抗原抗
体反応による凝集の有無により抗体の存在を判定する方法。

ＲＰＨＡ 逆受身赤血球凝集反応
Reversed　Passive　Hemagglutination
抗原に対する抗体をある特定の動物の赤血球に吸着（結合）させた後、抗原抗体反応さ
せると、抗原が陽性の場合には凝集を起こす性質を利用した検査方法。

ＲＰＬＡ 逆受身ラテックス凝集試験
Reversed　Passive　Latex　Agglutination　Test
RPHA 法と基本的な検出原理を同じくするが、抗体の固相化担体として動物赤血球の代
わりにラテックス粒子を用いる検査方法。

ＲＲＡ ラジオレセプターアッセイ
Radio　Receptor　Assay
測定原理は RIA と同様で、結合体として測定物質に特異的に結合する蛋白を用いる検査
方法。

ＲＴ -ＰＣＲ
Reverse　Transcriptase-polymerase　Chain　Reaction
RNA が増幅対象の場合に、RNA を鋳型として逆転写酵素（reversatranscriptase；
RT）により相補的な cDNA を合成して PCR を行う検査方法。

ＳＢＰＡ 結合蛋白サンドイッチ測定法
Sandwich　Binding　Protein　Assay
固相化した測定物質に結合する蛋白と測定物質を結合させた後、酵素で標識した結合蛋
白を２次反応させ、発色基質を加えて酵素活性を測定する方法。

ＳＲＩＤ 免疫拡散法
Single　Radial　Immunodiffusion
ある特定の抗原量や抗体価を測定する場合に、それに対応する抗体や抗原が入ったゲル
を用いた免疫拡散板に検体をスポットし、ゲル内沈降反応により生じた沈降線の直径に
より被検物質の濃度を定量する方法。二重免疫拡散法は沈降線の交差により判定を行う。

ＴＩＡ 免疫比濁法
Turbidimetric　Immunoassay

抗原抗体反応による混濁物に光を照射させ、透過率を測定する検査方法。

ＴＭＡ
Transcription　Mediated　Amplification
２種類の酵素と２種類のプライマー及び基質を用いて RNA を増幅する方法。抽出し
た RNA から逆転写酵素により２本鎖 DNA を合成し、この２本鎖 DNA を鋳型とし
て RNA ポリメラーゼの転写反応により RNA を合成することを繰り返し、目的とする
RNA 領域を増幅させる。

ＵＶ法 紫外部吸光光度分析法
Ultraviolet　Absorption　Spectrophotometry
測定原理は比色法と同様で、紫外部波長を用いて測定する方法。
通常は 200 〜 400nm の近紫外部の波長が使われる。

イムノクロマトグラフィー法

液体をニトロセルロース膜に滴下すると毛細管現象により膜上を移動する性質を利用し
た免疫学的測定法。膜を移動する過程でまず色素標識抗体を結合させ、さらに固相化し
た抗体で抗原抗体複合体を補足する。

オクタロニー法 平板内二重免疫拡散法
Ouchterlony　Method
平板内二重免疫拡散法とも呼ばれるゲル内拡散法の１つ。ゲル内で抗体と抗原を拡散さ
せ、抗原抗体反応により形成された沈降線の数や反応性の有無から、抗原と抗体の反応
を確認する検査方法。

ＲＩＡ 放射性免疫測定法
Radio　Immunoassay
抗体に対して放射性同位元素（RI）で標識した抗原と検体中の抗原を競合的に抗原抗体
反応を行ない、抗体と結合した標識抗原（結合型；Bound）と抗体と結合していない標
識抗原（遊離型；Free）を分離し、その割合を放射活性から抗原の濃度として測定する
方法。
結合型と遊離型の分離方法（B/F 分離）として、抗体を固相化しておく固相法、
抗原抗体複合体に第２抗体を結合させて沈澱させる２抗体法
抗原抗体複合体を硫酸アンモニウム（硫安）で沈澱させる硫安塩析法
抗原抗体複合体を沈澱試薬で沈澱させる PEG 法などがある。

インベーダー法

DNA の三重鎖構造を特異的に認識して切断するクリベース（エンドヌクレアーゼの一種）
を利用した、二段階のホモジニアスな等温反応からなる遺伝子多型の判定法。

ウエスタンブロット法
Western　Blot
目的とする蛋白質を電気泳動により分画し、電気的にニトロセルロース膜に転写して、
目的の蛋白質に対する抗体を反応させた後、放射性同位元素又は酵素で標識した抗体を
２次反応させ、目的の蛋白質を検出する方法。イムノブロット法とも呼ばれる。

液相（核酸）ハイブリダイゼーション

液相中で rRNA を遊離させ、化学発光物質で標識した DNA プローブを用いてハイブリ
ダイゼーションを行ない、ハイブリッドを分離剤に吸着させた後、化学発光により検出
する検査方法。

凝固時間法

測定対象となる因子の欠乏血漿とトロンボプラスチン、アクチン、塩化カルシウムを加え、
凝固するまでの時間を測定する方法。

検査方法の略称と概要
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検査方法の略称と概要

検査方法

バイオアッセイ法 生物学的検定法
Bioassay

生物または組織、細胞などを用いて生物学的応答により生物作用量を主に評価する方法。

金コロイド免疫測定法
Colloidal　Gold　Immunoassay
抗原抗体反応により捕捉した標的物質に、さらに金コロイド標識した抗体または結合親
和性物質（プロテイン A など）を反応させ、金コロイドの呈色により標的物質の存在を
判定する。

原子吸光分析法
Atomic　Absorption　Method
元素試料を化学炎中や加熱グラファイト管中などで元素の原子化を行ない、この原子蒸
気に元素固有の共鳴線をあてると原子蒸気中の原子の数に応じて吸収されることを利用
して、吸光度から元素量を定量する方法。

酵素法

測定原理は比色法と同様で、測定物質を酵素を用いて特異的に測定する方法。

酵素抗体法

目的とする抗原に対して、酵素で標識した抗体を用いて抗原抗体反応を行ない、発色基
質を加えて酵素活性を測定する方法。酵素で標識した抗体を直接反応させる直接法と、
抗原に対して未標識の抗体を反応させた後、酵素で標識した抗体を２次反応させる間接
法がある。

サザンブロットハイブリダイゼーション
Southern　Blot　Hybridization
制限酵素で消化した DNA を電気泳動により分画し、１本鎖 DNA に変性後、毛細管現
象を利用してナイロンメンブレンに転写して、標的プローブとハイブリダイゼーション
を行ない、目的の遺伝子を検出する方法。DNA の量的、質的変化の異常を解析する場合
に用いられる。

超遠心法

超遠心器を用いて蛋白質の比重の差により分離し測定する方法。

電気泳動法
Electrophoresis
荷電粒子の浮遊する電解質溶液に通電すると、粒子は各粒子の荷電と逆の極側に移動す
る現象を利用し、移動度から目的の物質を測定する方法。水溶液支持体にはセルロース
アセテート膜、アガロースゲル、ポリアクリルアミドゲルなどが用いられる。

電極法

電極と溶液界面における電荷移行反応を利用した方法。
イオン選択電極は特定のイオンに応答し、イオンの活量の対数に比例して生じる電位差
からイオンの濃度を測定する。

ネフェロメトリー
Nephelometry

抗原抗体反応による混濁物に光を照射させ、光の錯乱強度を測定する方法。

発色性合成基質法

ヘパリンを加えて AT- Ⅲ - ヘパリン複合体を形成させ、そのトロンビン不活化能をトロ
ンビンに対する発色性合成基質を用いて測定する方法。

比色法

測定物質を着色物質に変換後、可視部波長を照射して吸光度を測定して色調を標準液と
比較する方法。

比濁時間分析法
Turbidimetric　Time　Assay
エンドトキシン測定法の１つ。エンドトキシンの存在下にカブトガニ血液抽出物中の凝
固成分が段階的に活性化され、最終的に生成したコアグリンがゲル化する性質を利用し
た方法。ゲル形成時間が反応初発時のエンドトキシン量の２回対数に反比例することか
ら量を測定する。

フローサイトメトリー法
Flow　Cytometry
蛍光色素で標識したモノクローナル抗体で染色した細胞を高速度で流しながらレーザー
光を照射し、前方散乱光（細胞の大きさ）や９０°散乱光（細胞の内部構造）と蛍光強度（細
胞表面の対応抗原）から個々の細胞を解析する方法。
２種類の蛍光色素を用いて二重染色を行ない解析する場合は Two-Color フローサイトメ
トリーと呼ばれる。

ベセスダ法
Bethesda
主に血液凝固系検査に用いられる検査方法。凝固因子インヒビター測定の場合は目的と
する凝固因子の正常血漿と被検血漿を混合・反応させ、反応前と反応後の残存凝固因子
を測定し、その比により Bethesda 算定図より凝固因子阻止量を読み取る。

リアルタイムＰＣＲ法

PCR 法を基本原理とする核酸増幅法の１種であり、分解により蛍光を発するオリゴヌク
レオチドを利用することにより、PCR サイクルごとに蛍光シグナルを確認することでリ
アルタイムにターゲット核酸の定量が可能となる測定方法。

3 Ｈ - サイミジン取り込み能
3 Ｈ -Td Ｒ　uptake
リンパ球が非自己抗原による刺激に反応して芽球化する現象を利用した方法。
リンパ球に刺激物質と 3H- サイミジンを加えて培養し、DNA 合成により 3H- サイミジ
ンが細胞に取り込まれる量を放射活性として測定する。刺激物質には PHA、ConA、薬
剤などが用いられる。

検
査
方
法
の
略
称
と
概
要

検査方法の略称と概要

検査方法の略称と概要

単位の略称 単位の略称

基準値・単位の略称　「基準値」の欄の略称　M：男性（Male）F：女性（Female）

ℓ
㎗
㎖
g
mg
μg
ng
pg
U
mU
μU
IU
mIU

liter（＝ 1000mL）
deciliter（＝ 0.1L ＝ 100mL）
milliliter（＝ 0.001L）
gram
milligram（＝ 0.001g）
microgram（＝ 10-6 g）
nanogram（＝ 10-9 g）
picogram（＝ 10-12 g）
Unit
milli Unit（＝ 0.001U）
micro Unit（＝ 10-6 U）
International Unit
milli International Unit（＝ 0.001IU）

mmol
μ mol
nmol
pmol
fmol
M
mEq
Meq
mOsm
cpm
％
‰
S.I.

millimole（＝ 0.001mole）
micromole（＝ 10-6 mole）
nanomole（＝ 10-9 mole）
picomole（＝ 10-12 mole）
femtomole（＝ 10-15 mole）
mol ／ L
milli Equivalent（＝ 10-3  equivalent）
mega Equivalent（＝ 106  equivalent）
milli Osmole
count per minutes
percent
permille
Stimulation Index
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測定委託先
　本文備考欄の※印の項目については巻末に表示される
会社へ委託外注しております。

検体受領

検体検査料
　検体検査料は検体検査実施料と検体検査判断料に区分さ
れております。

　　　判断区分	 判断料
1.	尿・糞便等検査判断料	 34 点
2.	血液学的検査判断料	 125 点
3.	生化学的検査（Ⅰ）判断料	 144 点
4.	生化学的検査（Ⅱ）判断料	 144 点
5.	免疫学的検査判断料	 144 点
6.	微生物学的検査判断料	 150 点

　検体受領場所についてはご指定下さい。
指定頂きました場所は巻末に表示致します。

検査料金のお支払い
　検査料金のお支払いは原則として銀行振込でお願いいた
します。振込先は請求書にて指定させていただいておりま
す。継続お取り引きの場合は1カ月分まとめて請求いたし
ますので、ご契約に従ってお支払いください。

検査所  所在地
本 部 検 査 所

福 知 山 検 査 所

総合科学分析センター

京都市山科区北花山大林町20-1
電話 (075)593-1441㈹
〒607-8482
福知山市東羽合町43番地
電話 (0773)23-7311㈹
〒620-0933
京都市山科区上花山久保町16-2
電話 (075)593-3320㈹
〒607-8464

　検体検査の判断料は該当する検体検査の種類又は
回数にかかわらず、それぞれ月1回に限り算定でき
るものとする。ただし、区分番号Ｄ027に掲げる「基
本的検体検査判断料」を算定する患者については、
尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化
学的検査（Ⅰ）判断料、免疫学的検査判断料及び微生
物学的検査判断料は別に算定しない。
　注1の規定にかかわらず、区分番号Ｄ000に掲げ
る尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定し
た場合にあっては、当該検査については尿・糞便等
検査判断料は算定しない。
　検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において検体検査を行った
場合には、当該基準に係る区分に従い、患者（検体
検査管理加算（Ⅱ）、検体検査管理加算（Ⅲ）及び検体
検査管理加算（Ⅳ）については入院中の患者に限る。）
1人につき月1回限り、次に掲げる点数を所定点数に
加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を
算定した場合には、同一月において他の検体検査管
理加算は、算定しない。
イ　検体検査管理加算（Ⅰ）　		40点
ロ　検体検査管理加算（Ⅱ）　100点
ハ　検体検査管理加算（Ⅲ）　300点
ニ　検体検査管理加算（Ⅳ）　500点
　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、区分番号Ｄ006-4に掲げる遺伝学的検
査を実施し、その結果について患者又はその家族に
対し遺伝カウンセリングを行った場合には、患者1
人につき月1回に限り、所定点数に500点を加算す
る。
　区分番号Ｄ005の14に掲げる骨髄像を行った場合
に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、
その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断
加算として、所定点数に240点を加算する。

　特定機能病院である保険医療機関において、尿・
糞便等検査、血液学的検査、生化学的検査（Ⅰ）、免
疫学的検査又は微生物学的検査の各項に掲げる検体
検査を入院中の患者に対して行った場合に、当該検
体検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算
定できるものとする。
　区分番号Ｄ026に掲げる検体検査判断料の「注3」
本文に規定する施設基準に適合しているものとして
届出を行った保険医療機関（特定機能病院に限る。）
において、検体検査を行った場合には、当該基準に
係る区分に従い、患者1人につき月1回に限り、同注
に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、同注に
掲げる点数のうちいずれかの点数を算定した場合に
は、同一月において同注に掲げる他の点数は、算定
しない。

注1.

注 2.

注 3.

検査業務
●本部（福知山支所は病理学的検査を除く）
　微生物学的検査　　病理学的検査　　血清学的検査
　寄生虫学的検査　　血液学的検査　　生化学的検査

◎基本的検体検査判断料　604点　［区分番号 D027］

注 1

検	体	検	査	料
検体検査実施料

検体検査判断料

注2

注 4.

注 5.
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包括点数算定の該当項目

●総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋
たん

白、アルブミン、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、ア
ルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）、コリンエステラーゼ（ＣｈＥ）、γ－グルタミルトランスフェラーゼ（γ－ＧＴ）、
中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、膠

こう

質反応、クレアチン、グルコース、
乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤ）、エステル型コレステロール、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ（ＬＡＰ）、
クレアチンキナーゼ（ＣＫ）、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄（Ｆ e）、血中ケトン体・糖・クロール検査（試
験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの）、不飽和鉄結合能（UIBC）（比色法）、総鉄結合能（TIBC）（比色法）

●リン脂質
●遊離脂肪酸
●ＨＤＬ－コレステロール、前立腺酸ホスファターゼ、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸ア

ミノトランスフェラーゼ（ＡＳＴ）、アラニンアミノトランスフェラーゼ（ＡＬＴ）
●ＬＤＬ－コレステロール、蛋白分画
●銅（Ｃｕ）
●リパーゼ
●イオン化カルシウム
●マンガン（Ｍｎ）

◆生化学的検査Ⅰ（血液化学検査）

患者から1回に採取した血液を用いて、下記にあげた項目を複数検査した場合は、
それぞれの点数にかかわらず、検査の項目数に応じて点数が包括されます。

項目数 実施料
5 項目以上 7 項目以下 93
8 項目又は 9 項目 99
10 項目以上 117

●成長ホルモン（GH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）、C-ペプチド（CPR）、黄体形成ホルモン（LH）
●アルドステロン、テストステロン
●遊離サイロキシン（FT4）、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体（抗 GAD抗体）、遊離トリヨードサイロニン
（FT3）、コルチゾール、サイロキシン結合グロブリン（TBG）、

●サイログロブリン
●脳性 Na利尿ペプチド（BNP）、サイロキシン結合能（TBC）、脳性 Na利尿ペプチド前駆体 N端フラグメント
（NT-proBNP）

●カルシトニン
●ヒト胎盤性ラクトーゲン（HPL）、ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン -βサブユニッ

ト（HCG-β）、
●ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）半定量、グルカゴン
●Ⅰ型コラーゲン架橋 N-テロペプチド（NTx）、酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ（TRAC-5b）
●プロゲステロン
●骨型アルカリホスファターゼ（BAP）、
●遊離テストステロン、
●低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC）
●インタクトⅠ型プロコラーゲン -N-プロペプチド（IntactPⅠ NP）、
●オステオカルシン（OC）、Ⅰ型プロコラーゲン -N-プロペプチド（PⅠ NP）、Ⅰ型コラーゲン架橋 C-テロペプチド

-β異性体（β -CTX）（尿）、セクレチン、低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）半定量、Ⅰ型コラーゲン架橋
C-テロペプチド -β異性体（β -CTX）、Ⅰ型プロコラーゲン -N-プロペプチド（PⅠ NP）

●サイクリック AMP（cAMP）
●エストリオール（E3）、エストロゲン半定量、エストロゲン定量、副甲状腺ホルモン関連蛋白 C端フラグメント
（C-PTHrP）、副甲状腺ホルモン（PTH）、カテコールアミン分画

●デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体（DHEA-S）
●エストラジオール（E2）
●副甲状腺ホルモン関連蛋白（PTHrP）
●デオキシピリジノリン（DPD）（尿）、17-ケトジェニックステロイド（17-KGS）
●副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）、カテコールアミン
●17-ケトステロイド分画（17-KS分画）、エリスロポエチン、17α -ヒドロキシプロゲステロン（17α -OHP）、抗

IA-2抗体、プレグナンジオール
●17-ケトジェニックステロイド分画（17-KGS分画）
●メタネフリン、心房性 Na利尿ペプチド（ANP）、メタネフリン・ノルメタネフリン分画
●ソマトメジンＣ、
●抗利尿ホルモン（ADH）
●プレグナントリオール
●ノルメタネフリン
●インスリン様成長因子結合蛋白3型（IGFBP-3）

◆内分泌学的検査
項目数 実施料

3 項目以上 5 項目以下 410
6 項目又は 7 項目 623
8 項目以上 900

●癌胎児性抗原（CEA）
●α -フェトプロテイン（AFP）、組織ポリペプタイド抗原（TPA）、扁平上皮癌関連抗原（SCC抗原）
● DUPAN-2、NCC-ST-439、CA15-3、前立腺酸ホスファターゼ抗原（PAP）
●エラスターゼ1
●前立腺特異抗原（PSA）、CA19-9
● CA72-4、SPan-1、シアリル Tn抗原（STN）、神経特異エノラーゼ（NSE）
●塩基性フェトプロテイン（BFP）、CA50、PIVKA-Ⅱ半定量、PIVKA-Ⅱ定量
●核マトリックスプロテイン22（NMP22）定量（尿）、シアリル Lex-i抗原（SLX）、CA125
●核マトリックスプロテイン22（NMP22）定性（尿）、サイトケラチン8・18（尿）
●遊離型 PSA比（PSA　F/T比）、BCA225
●抗 p53抗体
●シアリル Lex抗原（CSLEX）、Ⅰ型プロコラーゲン -C-プロペプチド（PⅠ CP）、Ⅰ型コラーゲン -C-テロ

ペプチド（Ⅰ CTP）、SP1

◆腫瘍マーカー
項目数 実施料

2 項目 230
3 項目 290
4 項目以上 420

11点
15点
16点

17点
18点
23点
24点
26点
27点

 119点
 133点
 
 136点
 137点

 140点
 143点

 146点
 150点
 160点
 162点
 165点
 166点
 167点
 168点
 
 
 170点
 175点
 
 180点
 184点
 190点
 194点
 200点
 210点
 
 213点
 220点
 233点
 234点
 235点
 243点
 250点
 280点

110点
112点
126点
131点
136点
146点
150点
155点
160点
165点
166点

170点



<47>

御　案　内

御
　
案
　
内

負荷試験
◆内分泌負荷試験 1．下垂体前葉負荷試験

　イ．成長ホルモン（GH）（一連として月1回） …… 1200点
　ロ．ゴナドトロピン（一連として月1回） ………… 1600点
　　　　（LH及び FSH）
　ハ．甲状腺刺激ホルモン（TSH） ………………… 1200点
　　　　（一連として月1回）
　ニ．プロラクチン（PRL）（一連として月1回） … 1200点
　ホ．副腎皮質刺激ホルモン（ACTH） ……………… 1200点
　　　　（一連として月1回）
2．下垂体後葉負荷試験（一連として月1回） ……… 1200点

◆糖 負 荷 試 験 1．常用負荷試験（血糖、尿糖検査を含む） 200点
2．耐糖能精密検査

（常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験
及び血中 C-ペプチド測定を行った場合）、
グルカゴン負荷試験 900点

3．甲状腺負荷試験（一連として月1回） …………… 1200点
4．副甲状腺負荷試験（一連として月1回） ………… 1200点
5．副腎皮質負荷試験
　イ．鉱質コルチコイド（一連として月1回） ……… 1200点
　ロ．糖質コルチコイド（一連として月1回） ……… 1200点
6．性腺負荷試験（一連として月1回） ……………… 1200点

注1）1月に3600点を限度として算定する。
注2）負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費
　　用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数
　　に含まれるものとする。

注1）注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定
　  回数にかかわらず所定点数に含まれるものとする。

●サイトケラチン19フラグメント（シフラ）、ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）
●ＣＡ54/61、癌関連ガラクトース転移酵素（ＧＡＴ）
●遊離型フコース（尿）、ＣＡ602、α -フェトプロテインレクチン分画（AFP-L3％）、
●γ -セミノプロテイン（γ -Sm）
●ＣＡ130、ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コアフラグメント（HCGβ -CF）（尿）
●膵癌胎児性抗原（POA）
●癌胎児性抗原（CEA）定性（乳頭分泌液）、癌胎児性抗原（CEA）半定量（乳頭分泌液）、ＨＥＲ2蛋白（乳頭分泌

液）、ＨＥＲ2蛋白
●可溶性インターロイキン -2レセプター（sIL-2R）

◆腫瘍マーカー

●ＨＢｓ抗原、ＨＢｓ抗体 88点
●ＨＢｅ抗原、ＨＢｅ抗体 107点
●ＨＣＶ抗体定性・定量、ＨＣＶコア蛋

たん

白 116点
●ＨＢｃ抗体半定量・定量、ＨＡ－ＩｇＭ抗体、ＨＡ抗体、ＨＢｃ－ＩｇＭ抗体、ＨＣＶコア抗体 146点
●ＨＣＶ構造蛋

たん

白及び非構造蛋
たん

白抗体定性、ＨＣＶ構造蛋
たん

白及び非構造蛋
たん

白抗体半定量 160点
●ＨＥ－ＩｇＡ抗体定性 210点
●ＨＣＶ血清群別判定 233点
●ＨＢＶコア関連抗原（ＨＢｃｒＡｇ） 281点
●デルタ肝炎ウイルス抗体 330点
●ＨＣＶ特異抗体価、ＨＢＶジェノタイプ判定 340点

◆肝炎ウイルス関連検査
項目数 実施料

3 項目 290
4 項目 360
5 項目以上 469

●抗Ｊｏ -1抗体定性、抗Ｊｏ -1抗体半定量、抗Ｊｏ -1抗体定量、抗サイログロブリン抗体、抗甲状腺ペル
オキシダーゼ抗体、抗ＲＮＰ抗体定性、抗ＲＮＰ抗体半定量、抗ＲＮＰ抗体定量

●抗Ｓｍ抗体定性、抗Ｓｍ抗体半定量、抗Ｓｍ抗体定量、抗ＳＳ -Ｂ /Ｌａ抗体定性、抗ＳＳ -Ｂ /Ｌａ抗体半定量、
抗ＳＳ -Ｂ /Ｌａ抗体定量、抗Ｓｃｌ-70抗体定性、抗Ｓｃｌ-70抗体半定量、抗Ｓｃｌ-70抗体定量

●抗ＳＳ -Ａ /Ｒｏ抗体定性、抗ＳＳ -Ａ /Ｒｏ抗体半定量、抗ＳＳ -Ａ /Ｒｏ抗体定量、Ｃ１ｑ結合免疫複合体
●抗ＲＮＡポリメラーゼⅢ抗体
●抗ＡＲＳ抗体

◆自己抗体検査
項目数 実施料

2 項目 320
3 項目以上 490

● フィブリノゲン分解産物（ＦｇＤＰ） 116点
● Ｄダイマー定性、 133点
● Ｄダイマー半定量 137点
● プラスミンインヒビター（アンチプラスミン）、vonWillebrand因子（VWF）活性 136点
● α2-マクログロブリン 138点
● ＰＩＶＫＡ -Ⅱ、Ｄダイマー 143点
● 凝固因子インヒビター、vonWillebrand因子（VWF）抗原 155点
● プラスミン・プラスミンインヒビター複合体（PIC） 165点
● プロテインＳ活性、プロテインＳ抗原、 170点
● β -トロンボグロブリン（β -ＴＧ） 177点
● 血小板第４因子（ＰＦ４）、 178点
● プロトロンビンフラグメントＦ１＋2 193点
● トロンビン・アンチトロンビン複合体（ＴＡＴ） 194点
● トロンボモジュリン 209点
● フィブリンモノマー複合体、凝固因子（第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、
 第Ⅺ因子、第Ⅻ因子、第ⅩⅢ因子） 233点
● プロテインＣ抗原、ｔＰＡ・ＰＡＩ -1複合体 252点
● プロテインＣ活性、 260点
● フィブリノペプチド 300点

◆出血・凝固検査
項目数 実施料

3 項目又は 4 項目 530
5 項目以上 722

146点

162点
165点
170点
190点

175点
184点
190点
194点
200点
220点

320点
460点
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初診時・経過観察セット

 セット1　(9601)  セット2　(9602)   セット3　(9603)  セット4　(9604)   セット5　(9605)   セット6　(9606)  
 SP5  BS１ E2 SP5  BS１ E2 SP5  BS１ E2 SP5　E2 SP5　E2 SP5　E2　尿10
 全身スクリーニング 代謝系スクリーニング 循環器系スクリーニング 消化器系スクリーニング 血液系スクリーニング  腎・泌尿器系スクリーニング 
T-Bil   TG
ALP   HDL-Ch
AST   BUN
ALT   Cre
LD   Na・Cl
ChE   K
γ -GT   UA
Amy   グルコース
TP  
T-Ch  
18項目   117
  
CRP定量   16
血液一般   21
血液像   15
  
  

実施点数   169
判 /生Ⅰ・免・血  413
合計点数  582

ALP   Na・Cl
AST   K
ALT   UA
LD   グルコース
TP  
アルブミン  
T-Ch  
TG  
HDL-Ch   
BUN  
14項目   117
  
ＣＲＰ定性   16
血液一般      21
  
  
  
  
実施点数   154
判 /生Ⅰ・免・血  413
合計点数   567

AST   K
ALT   グルコース
LD  
CK  
TP  
アルブミン   
T-Ch  
TG  
HDL-Ch  
Na・Cl  
12項目   117
  
CRP定量   16
血液一般     21
血液像   15
  
  
  
実施点数   169
判 /生Ⅰ・免・血  413
合計点数   582

T-Bil   BUN
ALP   Cre
AST   Na・Cl
ALT   K
LD  
ChE  
γ -GT  
Amy  
TP  
T-Ch  
14項目   117
  
CRP定量   16
血液一般     21
血液像   15
  

  
実施点数   169
判 /生Ⅰ・免・血  413
合計点数   582

T-Bil   Fe
AST  
ALT  
LD  
γ -GT  
TP  
T-Ch  
BUN  
Cre  
UA  
11項目   117
  
CRP定量   16
血液一般     21
血液像   15

  
  
実施点数   169
判 /生Ⅰ・免・血 413
合計点数   582

AST  
ALT  
LD 
TP  
T-Ch  
BUN  
Cre  
UA  
Na・Cl  
K  
10項目   117
  
CRP定量   16
ASO 価   15
血液一般     21
血液像   15
尿沈渣 (染色）  36

実施点数   220
判 /生Ⅰ・免・血・尿  447
合計点数   667

 セット７　(9607)  セット８　(9608) セット９　(9609)  
 SP5　E2 E2 E2  
 感染症スクリーニング 血液セット 血液セット
AST BUN
ALT Cre
LD Na・Cl
TP K
アルブミン Fe
10項目  117
CRP定量  16
血液一般     21
血液像   15
実施点数   169
判 /生Ⅰ・免・血  413
合計点数   582

血液一般  21
血液像  15
  

実施点数   36
判 /血   125
合計点数   161

血液一般   21
  
  

実施点数   21
判 /血   125
合計点数   146

依頼方法
① 初診時セット単独での依頼
② 初診時セット一つプラス疾患別セット一つ 
③ 初診時セット一つプラス疾患別セット複数 
④ 疾患別セット単独の依頼  

容器・採取量について
［例］ SP5 ……………… 1 プレイン容器に5mL採血
 BS1 ……………… � 血糖用容器に1mL採血
 E2 ………………… 5 血球用容器に2mL採血
 プロト容器1.8…… � 3.13％クエン酸 Na入り容
  　 器に1.8mL採血
 レニン容器5……… � EDTA-2Na入り容器に5mL
  　 採血
 FDP1……………… � FDP専用容器に1mL採血
 尿5………………… 2 滅菌スピッツに尿5mL採取

疾患別検査セット

 セット11　(9611) セット12　(9612) 
 ＳＰ４  ＢＳ１ 尿５ ＢＳ１ 尿５
 糖尿病 ２ 糖尿病性腎症
ケトン体   30
HbA1c    49
尿糖定量   9
実施点数   88
判 /生Ⅰ・血・尿 303
合計点数  391

HbA1c     49
尿中マイクロアルブミン 110
尿沈渣 (染色）  36
実施点数   195
判 /血・尿   159
合計点数   354

糖尿病の関連検査
・インスリン      114
・C-ペプチド（血液・尿で同時実施した場合は血液の点数のみ算定）  119
・ケトン体          30
・尿中マイクロアルブミン（3月に1回）  110 
・尿マイクロトランスフェリン（3月に1回） 112
・抗 GAD抗体（すでに糖尿病の診断が確定している患者）  136
・耐糖能精密 900
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 セット13(9613) セット14(9614) セット15(9615)
 ＳＰ４ ＳＰ４ ＳＰ４
 高脂血症 １ 高脂血症 ２ 虚血性心疾患 １
アポリポ蛋白 (A1,B,E)  
  94
実施点数   94
判 /生Ⅰ   144
合計点数  238

RLP-Ch    194
  
実施点数   194
判 /生Ⅰ   144
合計点数   338

ミオグロビン  150
心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ 184
実施点数  334
判 /生Ⅰ   144
合計点数   478

 セット18　(9618)  セット19　(9619)  セット20　(9620)
  尿５ レニン容器５ ＳＰ４ 
 腎実質性高血圧症  腎血管性高血圧症 甲状腺疾患 １ 
尿中マイクロアルブミン 110
尿中 NAG    41
尿沈渣 (染色）  36
  
  
実施点数   187
判 /尿   34
合計点数   221

レニン活性    105
血中アルドステロン 133
  
  
  
実施点数    238
判 /生Ⅱ      144
合計点数    382

TSH    112
F-T3    136
F-T4    136
サイロイドテスト  37
マイクロゾームテスト 37
実施点数   458
判 /生Ⅱ・免   288
合計点数   746

  セット21　(9621) セット22　(9622)  セット23　(9623)  
 SP4 SP4 SP4
 甲状腺疾患 ２ 甲状腺疾患 ３ 骨粗鬆症
TSH    112
T3    110
F-T4    136
サイロイドテスト  37
マイクロゾームテスト 37
実施点数   432
判 /生Ⅱ・免   288
合計点数   720

TSH    112
T3    110
T4    114
TSHレセプター抗体 243
  
実施点数   579
判 /生Ⅱ・免   288
合計点数   867

ALPアイソ   48
PTHインタクト  180
カルシトニン   143
  
  
実施点数   371
判 /生Ⅰ・生Ⅱ  288
合計点数   659

 セット24　(9624) セット25　(9625) セット26　(9626) セット27　(9627)  
 SP4 SP4 プロト容器1.8 SP4 プロト容器1.8 SP4
  慢性肝炎 １ 慢性肝炎 ２ 肝硬変  ウイルス性肝炎鑑別
胆汁酸   47
ヒアルロン酸  184
Ⅳ型コラーゲン7S 155
  
実施点数   386
判 /生Ⅰ    144
合計点数   530

ヒアルロン酸   184
PT    18
ヘパプラスチン  29
  
実施点数   231
判 /生Ⅰ・血   269
合計点数   500

胆汁酸   47
総分岐鎖 /チロシンモル比 291
PT    18
ヘパプラスチン  29
実施点数   385
判 /生Ⅰ・生Ⅱ・血  413
合計点数   798

IgM-HA抗体価  146
HBs抗原定性  29
HCV抗体価           116
  
実施点数   291
判 /免   144
合計点数   435

 セット24　(9624) セット25　(9625) セット26　(9626) セット27　(9627)  
 SP4 SP4 プロト容器1.8 SP4 プロト容器1.8 SP4
  慢性肝炎 １ 慢性肝炎 ２ 肝硬変  ウイルス性肝炎鑑別

 セット28　(9628) セット29　(9629) セット30　(9630) セット31　(9631)  
 SP4 SP4 SP4 SP4  
 膵臓疾患 １ 膵臓疾患 ２ 貧血鑑別 １ 貧血鑑別 ２
PLA2  204
トリプシン   194
リパーゼ  24
  
実施点数   422
判 /生Ⅰ    144
合計点数   566

アミラーゼアイソ  48
リパーゼ    24

  
実施点数   72
判 /生Ⅰ    144
合計点数   216

フェリチン  116
トランスフェリン  60
ハプトグロビン  146
直接クームス試験  30
実施点数   352
判 /生Ⅰ・免   288
合計点数   640

Fe    11
TIBC（比色法）   11
フェリチン   116
  
実施点数   138
判 /生Ⅰ    144
合計点数   282

高脂血症の関連検査
・高脂血症セットは3月に１回算定   
・LP(a) 107
・コレステロール分画     57
（リポ蛋白分画と同時算定は不可）     
・L-CAT 70

虚血性心疾患の関連検査
・CK-MB 90
・心筋トロポニンＴ     126 
・ホルター心電図    1500 

高血圧症の関連検査
・高血圧セットは３月に１回算定    
・高血圧セットは鑑別診断的意味合が  
  あるので画一的検査について注意
・カテコールアミン分画 180
・T3 110
・T4 114

甲状腺の関連検査
・抗 TPO抗体 146
 （マイクロゾームテストと同時算定不可）
・TSAb 350
 （TSHレプター抗体と同時算定不可）
・サイログロブリン 137
・CEA  110
・TBG 136

骨粗鬆症セット使用について
・骨粗鬆症セットは初診
　時のみ使用  
・骨塩定量  140 
　（４月に１回算定 )   

骨粗鬆症の薬剤選択・経過観察
・NTx 160
・BAP 165

肝疾患の関連検査
・グリココール酸 80
・ALPアイソザイム 48
・LDアイソザイム 48
・ASTアイソザイム（ｍ -GOT） 49
・HCV核酸定量（リアルタイム）PCR 450

膵疾患の関連検査
・P型アミラーゼ 48
・エラスターゼ1 131

貧血の関連検査
・網状赤血球 12
・ビタミンＢ12 155  
・葉酸 165
・エリスロポエチン 213
・ハムテスト    45 
・免疫電気泳動 (血液 ) 240
・骨髄像 854
・末梢血特殊染色 加算27
・骨髄特殊染色 加算40
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 セット32　(9632) セット33　(9633)
 プロト容器1.8×2本 プロト容器1.8
 凝固・線溶系 １ 凝固・線溶系 2
PT    18
APTT    29
AT-Ⅲ   70
FDP    80
PICテスト   165
実施点数   362
判 /血   125
合計点数   487

PT    18
APTT    29
フィブリノゲン  23
AT-Ⅲ   70
FDP    80
実施点数   220
判 /血   125
合計点数   345

 セット34　(9634) セット35　(9635) セット36　(9636)  
 SP4　尿5  尿5 尿5
 腎疾患 １ 腎疾患 ２ 泌尿器感染症 
ASO価   15
β2-MG   112
尿中アルブミン定量  110
尿沈渣 (染色）  36
実施点数   273
判 /免・尿   178
合計点数   451

尿中アルブミン定量  110
尿中 NAG    41
尿沈渣 (染色）  36

実施点数   187
判 /尿  34
合計点数   221

尿沈渣 (染色）  36
尿培養同定   150
  
  
実施点数   186
判 /尿・微   184
合計点数   370

 セット37　(9637) セット38　(9638) セット39　(9639) セット40　(9640) 
 SP4 喀痰 SP4 SP4  
 呼吸器感染症 １ 呼吸器感染症２ 膠原病 １ 膠原病 ２
マイコプラズマ抗体価 32
寒冷凝集反応 11
  
  
実施点数   43
判 /免   144
合計点数   187

喀痰塗抹   61
喀痰培養同定      160
  
  
実施点数   221
判 /微   150
合計点数   371

抗核抗体  110
リウマトイド因子  30
CH50    38
  
実施点数   178
判 /免   144
合計点数   322

抗 DNA抗体定量 173
抗 RNP抗体   320
抗 Sm抗体  
CH50    38
実施点数   531
判 /免   144
合計点数   675

凝固・線溶系の関連検査

・血小板第４因子 178 ・APTT 29 ・FDP 80
・β -TG 177 ・PT 18 ・Dダイマー 143
  ・Fib 23 ・ＰＩＣテスト 165
  ・PIVKAⅡ 143 ・抗血小板抗体      262
  ・AT-Ⅲ 70    
  ・プロテイン C活性 260  
  ・TAT 194    
  ・SFMC 93

（血小板機能）  （凝固系検査） （線溶系検査）    

PTのみ延長の異常因子
・凝固第2因子  233
・凝固第5因子  233
・凝固第7因子  233
・凝固第10因子  233
・凝固第13因子  233

APTTのみ延長の異常因子
・凝固第8因子  233
・凝固第9因子  233
・凝固第11因子  233
・凝固第12因子  233

腎疾患の関連検査
・α１マイクログロブリン   146 
・シスタチン C   126 
・CH50 38 
・C3 70
・C4 70 

呼吸器感染症の関連検査
・各種ウイルス抗体   79
・各種グロブリン別ウイルス抗体   223
・オーム病クラミジア   79
・喀痰培養同定 160
・喀痰抗酸菌培養 210
・結核菌群核酸検出 410
・MAC核酸検出 421

他の感染症検査
・エンドトキシン検査 262 ・アデノウイルス抗原   60
・β -Dグルカン 213 ・ロタウイルス抗原 65
・カンジダ抗原 144 　（アデノとロタ抗原の同時算定不可）  
・淋菌核酸検出 204 ・梅毒 RPR法 15
・クラミジアトラコマチス核酸検出 204 ・TPHA定性 32
・大腸菌抗原同定 180 ・クロストリジウム・ディフィシル抗原 80
・O157LPS抗原 170
・大腸菌ベロトキシン 194

膠原病の関連検査
・抗 ds-DNA-IgG抗体   178
・抗 SS-A抗体 165
・抗 SS-B抗体 162
・抗 Scl-70抗体   162
・抗 Jo-1抗体 146
・IgG型リウマチ因子 204
・抗カルジオリピン GPⅠ抗体   223
・抗好中球細胞質抗体   290
・C1q結合免疫複合体 165
・C3  70
・C4  70
・トロンボモジュリン   209

尿・糞便等検査判断料     34 
血液学的検査判断料     125
生化学的検査（Ⅰ）判断料     144 
生化学的検査（Ⅱ）判断料     144 
免疫学的検査判断料     144 
微生物学的検査判断料     150 
病理学的検査判断料     150 




