
平成 26 年 11 月 

 

年末年始業務取扱いのお知らせ 
 
 
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、弊社の年末年始の業務取扱いにつきまして、下記のとおりお知らせいたしますので、よろしくご

高配のほどお願い申し上げます。 

敬白 
 

記 

 
１．年内の最終訪問日   １２月２９日（月） 

 

２．新年の業務開始日   １ 月 ５ 日（月） 

 

３．年末年始休業期間   １２月３０日（火）～１月３日（土） 

 

４．年内報告最終受付日 
指定日以降にご提出の検体は年明けの報告とさせていただきます。 

なお、指定日以内のご提出であっても再検査になった場合は、年明けの報告とさせていただくこと

もありますので、予めご承知下さい。 

 

５．越年不可最終受付日 

検体の保存上、越年が不適当な項目につきましては、指定日をもちまして年内の受付を締め切らせ

ていただきますので、ご了承下さい。 

以上 

 

 

 

＊お問合せ先：029-837-2721 総合インフォメーション 

（詳細につきましては担当営業部員にご照会下さい） 
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04KOHO
新規スタンプ



越年不可 越年不可
最終受付日 最終受付日

遺伝子検査<PCRを除く> 19(金) 生化学Ⅰ 赤血球プロトポルフィリン

絨毛・固形腫瘍染色体検査 26(金) ＨＢｃrＡｇ

免疫グロブリン遊離Ｌ鎖κ／λ比 26(金)

微生物学 ＨＩＶ－１核酸定量

羊水染色体検査 26(金) コプロポルフィリン（尿）

染色体検査(血液疾患) 26(金) ウロポルフィリン（尿）

染色体検査(先天異常症) 26(金) 病理学 細胞診 注2）

注2）結果により仮報告となる場合があります。

免疫学 免疫電気泳動法

ビタミンＢ１

ビタミンＥ

透析液、透析用水生菌数検査 26(金) Ｎ－メチルホルムアミド

２,５－ヘキサンジオン

ＮＭＰ２２定量（尿）

血液学 骨髄像 27(土) Ｔ３－uptake

遺伝子関連遺伝子検査<PCR> 26(金) ＴＢＧ

カルシトニン

ＶＭＡ

免疫学 ＬＳＴ 19(金) ＨＶＡ

病理学 病理組織 注1） プレグナンジオール

脳梗塞リスクマーカー 抗インスリン抗体

注1）大臓器手術材料締切日：１２／１２ (金） 抗精子抗体

生化学Ⅰ β－カロチン Ｌ－ＣＡＴ

生化学Ⅱ 結石分析 ＡＤＡ<血清><胸水>

免疫学 リンパ球刺激試験(PHA･Con-A･PWM) 19(金) グアナーゼ

ＨＬＡ遺伝子タイピング[Ａ･Ｂ･Ｃ] 26(金) グリココール酸

ＨＬＡ遺伝子タイピング[DRB1･DQA1] 26(金) コレステロール分画 26(金)

ＨＬＡ遺伝子タイピング[DQB1･DPB1] 26(金) ビタミンＢ２

ケトン体分画<静脈血>

ソマトメジンＣ

ＡＢＯ不適合妊娠 26(金) コルチゾール<尿>

抗ＴＢＧＬ抗体 エリスロポエチン

ＨＬＡ[Ａ･Ｂ]（血清対応型） 26(金) カテコールアミン分画

ＨＬＡ[ＤＲ]（血清対応型） 26(金) 総エストロゲン定量（妊婦）

ＨＰＬ

ＨＣＧ－β

ＤＰＤ（尿）

１２／１３（土）

１２／１５（月）

１２／１６（火）

１２／１９（金）

組織適合

１２／１７（水）

１２／１８（木） １２／２４（水）

組織適合

免疫学

生化学Ⅰ

生化学Ⅱ

年内報告最終受付日

遺伝子関連

遺伝子関連

１２／４（木）

１２／１０（水）

１２／２２（月）

生化学Ⅰ

生化学Ⅱ

免疫学

年内報告最終受付日

１２／２０（土）

尿・糞便

免疫学

04KOHO
新規スタンプ



越年不可 越年不可
最終受付日 最終受付日

ノロウイルスＲＮＡ

血小板関連ＩｇＧ 26(金) 寒冷凝集反応

百日咳菌抗体<EIA> 抗ＤＮＡ抗体定量

カンジダ抗原半定量 抗ＣＬβ２ＧＰＩ

エンドトキシン<透析液> 26(金) 高感度ＣＲＰ

ウイルス抗体価半定量<CF> ＳＡＡ

ウイルス抗体価半定量<HI> 免疫グロブリン ＩｇＤ　

抗ガラクトース欠損ＩｇＧ抗体定量 非特異的ＩｇＥ定量

ＴＳＡｂ 特異的ＩｇＥ半定量・定量

抗カルジオリピン抗体ＩｇＧ マルチアレルゲン

抗カルジオリピン抗体ＩｇＭ アトピー鑑別試験定性

ＮＫ細胞活性 26(金) ＴＡＲＣ

凝固因子(Ⅱ･Ⅴ･Ⅶ･Ⅷ･Ⅸ･Ⅹ因子) クォンティフェロン 26(金)

凝固因子(XI・XⅡ・XⅢ因子) Ｔ・Ｂ細胞百分率 26(金)

一般細菌培養 Ｔ細胞サブセット<ﾌﾛｰｻｲﾄﾒﾄﾘｰ法> 26(金)

ＭＴＢ－ＰＣＲ リンパ球サブセット<Two-color解析> 26(金)

ＭＡＣ－ＰＣＲ 造血器腫瘍細胞抗原<ﾌﾛｰｻｲﾄﾒﾄﾘｰ法> 26(金)

ＰＩＶＫＡ－Ⅱ<CLEIA>

ＰＦ４

プロカルシトニン定量 β－ＴＧ

ＡＣＥ ＨＰＶ核酸検出<PCR>

トリプシン ＨＢＶ核酸定量<PCR>

リポ蛋白分画<ｱｶﾞﾛｰｽ> 尿・糞便 顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)

リポ蛋白分画<ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞｹﾞﾙ> シクロスポリン

アルミニウム タクロリムス

ケトン体分画<動脈血>

ＳＬＸ

γ－Ｓｍ シスタチンＣ

エラスターゼ１ ＫＬ－６

抗ＧＡＤ抗体 フェリチン定量

ＢＴＲ ＲＬＰ－Ｃ

クラミドフィラニューモニエＩｇＧ 乳酸

クラミドフィラニューモニエＩｇＡ ピルビン酸

クラミドフィラニューモニエＩｇM ビタミンＢ１２

(１→３)－β－Ｄ－グルカン 26(金) 葉酸

エンドトキシン<血液> 26(金) アイソザイム(ＡＬＰ･ＡＭＹ･ＬＤ･ＣＫ)

癌胎児性フィブロネクチン定性

生化学Ⅰ

年内報告最終受付日年内報告最終受付日

免疫学

血液学

微生物学

薬物検査

１２／２６（金）

１２／２４（水）

生化学Ⅱ

免疫学

免疫学

血液学

微生物学

１２／２５（木）

生化学Ⅰ

04KOHO
新規スタンプ



越年不可 越年不可
最終受付日 最終受付日

ＨＢｃ抗体半定量・定量

ＴＰＡ ＨＡ抗体

ＣＥＡ ＨＡ－ＩｇＭ抗体

ＡＦＰ 抗核抗体半定量<FA>

ＡＦＰ－Ｌ３％ 抗サイログロブリン抗体

ＰＩＶＫＡ－Ⅱ定量<LBA> 抗ＴＰＯ抗体

シフラ ＴＲＡｂ

ＮＳＥ 血清補体価

ＣＡ７２－４ β２－マイクログロブリン

ＰＳＡ Ｄダイマー 27(土)

ＣＡ１９－９ ＰＩＣ 27(土)

ＣＡ１５－３ 一般細菌（塗抹）

ＣＡ１２５ 抗酸菌（塗抹）

ＳＣＣ抗原 マイコプラズマ核酸検出

ＰＲＬ 淋菌・クラミジア核酸検出

ＬＨ ＨＣＶ核酸定量

ＦＳＨ 尿素呼気試験

ＡＣＴＨ ＶＭＡ定性（尿）

Ｔ４ Ｂence Ｊones蛋白定性（尿）

Ｔ３ アルブミン定量（尿）

サイログロブリン 虫体鑑別

インタクトＰＴＨ フェニトイン

インスリン フェノバルビタール

Ｃ－ペプチド<血清><尿> カルバマゼピン

アルドステロン バルプロ酸ナトリウム

コルチゾール<血清><尿> ハロペリドール

レニン活性 ブロムペリドール

テストステロン 炭酸リチウム

Ｅ２ ジゴキシン

プロゲステロン テオフィリン

ＨＣＧ定量 ジソピラミド

ＴＲＡＣＰ－５ｂ

ＡＮＰ

ＢＮＰ 生化一般項目

ＮＴ－proＢＮＰ 蛋白分画

血清一般項目 ヒアルロン酸

マイコプラズマ抗体半定量<PA> ＴＳＨ

レジオネラ抗原定性（尿） ＦＴ４

肺炎球菌莢膜抗原定性（尿） ＦＴ３

ヘリコバクター・ピロリ抗体<LA> ＨＢｓ抗原

ＨＴＬＶ－Ⅰ抗体 ＨＢｓ抗体

ＨＩＶ抗体 ＨＣＶ抗体定性・定量

ＨＢｅ抗原 血液学 血液一般項目 29(月)

ＨＢｅ抗体 尿・糞便 尿一般・糞便 29(月)

年内報告最終受付日 年内報告最終受付日

１２／２６（金）

血液学

微生物学

生化学Ⅱ

尿・糞便

薬物検査

１２／２７（土）

生化学Ⅰ

免疫学

免疫学

生化学Ⅱ

免疫学

04KOHO
新規スタンプ
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