
平成 22 年 3 月 

検査内容変更のお知らせ 
 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、下記のとおり検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し  
上げます。                                         敬白 

記 
 
１．報告書および依頼書の項目名称変更 

 2010 年診療報酬改正に伴い、依頼書および報告書の項目名称を変更させていただきます。 
  

■変 更 日  報告書：平成２２年４月１日（木）報告分より 

        依頼書：次回印刷分より 

２．検査内容変更 

■変 更 日  平成２２年３月３０日（火）受付分より 

検査案内検査項目 変更箇所 新 旧 変更理由 掲載頁

Canis 160 倍未満
Abortus 40 倍未満

Canis  80 倍未満 
Abortus 40 倍未満 

3049   測定試薬
ブルセラ凝集反応 

基準範囲 
の変更 p72 

 

■変 更 日  平成２２年４月１日（木）受付分より 

検査案内検査項目 変更箇所 新 旧 変更理由
掲載頁

項目コード 7070 7055 

検体量 血清 0.5mL 血清 0.4mL 

基準範囲 110～460 ng/mL 100～500 ng/mL 

7070(新) 
 

トリプシン 

所要日数 ４～６日 ４～５日 

p32 

検体量･保存法 血清 0.6mL 血清１mL 

報告桁数 小数第１位 整数 

7958 
１，２５ジヒドロキシビタミンＤ3 

（１，２５（ＯＨ）2Ｄ3） 
所要日数 ５～９日 ５～８日 

p41 

検体量 血漿 0.4mL 血清 0.6mL 
容 器 ２(EDTA-2Na)→８ １→８ 

検査方法 CLEIA EIA 

7969 
 

ガストリン放出ペプチド前駆体 
(ＰroＧＲＰ)精密測定注 1)

所要日数 ４～６日 ５～７日 

p51 

項目コード 7916 7978 

基準範囲 1.5 未満 U/mL 1.4 以下 U/mL 

所要日数 ４～６日 ４～５日 

7 916(新) 

抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ 
（ＧＡＤ）抗体価精密測定注 2) 

〔抗ＧＡＤ抗体〕 
報告上限 9999.9 以上 設定なし 

p66 

血 液 専用容器 ノボヘパリン加血液 ヘパリンＮａ加血液 

項目コード 7694 7635 

単位 EU/mL EU/L 

7630<血液> 
エンドトキシン定量 
検査注 3)

〔エンドスペシー〕 
7694<透析液・水>(新) 

 

透析液・水 

報告桁数 小数第 3位 整数 

p70 

6371 （１→３）－β－Ｄ－グルカン 専用容器 ノボヘパリン加血液 ヘパリンＮａ加血液 

 

注 1） 4 月 1 日より「ガストリン放出ペプチド前駆体(ProＧＲＰ)」と名称変更されます。 

注 2） 4 月 1 日より「抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(ＧＡＤ)抗体価」と名称変更されます。 

注 3） 4 月 1 日より「エンドトキシン検査」と名称変更されます。 

注 4） 4 月 1 日より「ＴＳＨ刺激性レセプタ－抗体（ＴＳＡｂ）」と名称変更されます。                      (裏面へ続く) 
 

p72 

検体量･保存法 血清 0.8mL 血清 1.2mL 
 
725 ＴＳＨ刺激性レセプタ－抗体 

（ＴＳＡｂ）精密測定注 4)
所要日数 ６～８日 ８～11 日 

7 p93 

6951～6961 
特異的ＩｇＥ 〔マルチアレルゲン〕 

判定基準 スコア１→疑陽性 スコア１→陽性 

検査内容
見直しに
伴う変更

p98 



■変 更 日    平成２２年４月１日（木）受付分より 

検査案内
検査項目 変更箇所 新 旧 変更理由 

掲載頁

7570 検体量 血清 0.4mL 血清 0.5mL 

検査方法 酵素法 FPIA 

 

注 1） 4 月 1 日より「アセトアミノフェン」と名称変更されます。 
注 2） KIMS：Kinetic Interaction of Microparticles in a Solution                                       

２．検査受託中止 

 受託数僅少のため、下記項目を中止させていただきます。※代替項目はございません。 

 
■中 止 項 目     レジオネラ抗体（項目コード：3064） 

※検査案内未掲載 
尿中コバルト （項目コード：6649） 

 
■最終受託日    平成２２年３月３０日（火） 

以上 
＊お問合せ先：029-837-2721 総合インフォメーション 

2010-Ａ-004 

有効治療濃度 
中毒域      μg/mL 
4 時間後  200.0 以上 

12 時間後  50.0 以上 
μg/mL 

所要日数 ４～10 日 ２～３日 

p42・
144 

アセトアミノフェン 
精密測定注 1)

 

緊急報告 無 有 

7563 検体量 血清 0.4mL 血清 0.5mL 

検査方法 酵素法 FPIA 

有効治療濃度 抗炎症作用として 
 100～250  μg/mL 

μg/mL 

報告桁数 整数 小数第１位 

所要日数 ４～６日 ２～３日 

サリチル酸 
 

緊急報告 有（300 以上） 無 

検体量 血清 0.4mL 血清 0.5mL 

有効治療濃度 15.0～25.0 ng/mL 10.0～25.0 ng/mL 

検査方法 KIMS注 2) FPIA 

6502 
 

ジギトキシン 

所要日数 ４～６日 １～３日 

検体量･保存法 血清 0.4mL 血清 0.5mL 

有効治療濃度 4.0～10.0 μg/mL 4.0～8.0 μg/mL 

検査方法 EIA FPIA 

所要日数 ４～６日 ２～３日 

7565 
 
 

プロカインアミド 
 

緊急報告 

p144

16 以上 12 以上 

検体量 血清 0.4mL 血清 0.5mL 

有効治療濃度 6.0～20.0 μg/mL μg/mL 

検査方法 EIA FPIA 

所要日数 ４～６日 ２～３日 

7566 
  
Ｎ-アセチル 
プロカインアミド 
 
 緊急報告 無 有 

検体量 血清 0.4mL 血清 0.5mL 

検査方法 KIMS注 2) FPIA 

有効治療濃度 2.0～6.0 μg/mL 2.0～5.0 μg/mL 

所要日数 ６～12 日 ２～３日 

7571 
 
 

キニジン 

緊急報告 無 有 

検体量 血清 0.4mL 血清 0.5mL 

現行試薬販売
中止のため 

p145

検査方法 EIA FPIA 

有効治療濃度 Peak  4.0～9.0 
Trough 2.0 以下 μg/mL

Peak 6.0～10.0 
Trough 2.0 以下μg/mL

7591 
 
 

トブラマイシン 
 

 
４～６日 所要日数 ２～３日  


