
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ラト
リーまでお問い合わせ下さい ｡

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。

検体の保管
1　検査を追加される場合は、当所受付までお問合せ下さい。
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、血液一般検査は（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。

3　検査実施後の検体はお客様との取決めがない限り当所規定の保
管期間後、適正な方法にて廃棄致します。なおプール化及び匿
名化が可能なものにつきましては、個人情報保護法及びガイド
ラインを遵守した上で検査精度維持、向上の目的で使用するこ
とがあります。

4　検体保管期間中に検査を委託した医療機関より残検体の返還を
求められた場合は速やかに返還致しますが、委託した医療機関
以外又は医師個人から学術研究等の目的により検査済み検体の
提供を求められたとしても、第三者への提供は行ないません。

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・USBメモリー
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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検体の採取・保存・輸送
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。

再検査
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　最少必要検体量にてご依頼の場合、量不足のため再検査に応じ
られないことがあります。
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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 0.9 〜 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
危険限界濃度

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 0.6 〜 1.2mEq/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 39 〜 98  　　
　Ｆ 35 〜 91 102/μＬ 10 以下、250 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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