
薬食発第0401031号

平成 17年 4月 1日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬食品局

体外診断用医薬品の一般的名称について

平成 14年 7月 に公布 された薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の
一部を改正する法律 (平成 14年法律第 96号 )第 2条 による改正後の薬事法

(昭和 35年法律第 145号。以下 「改正薬事法」とい う。)に ついては、平成 15

年 12月 に公布 された薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改

正する法律の施行期 日を定める政令 (平成15年政令第534号)に より平成 17

年 4月 1日 より施行 されたところである。

改正薬事法における体外診断用医薬品の取扱いについては、それぞれ体外

診断用医薬品の一般的名称を定め、その一般的名称ごとにリスク分類を定め、

必要な規制を行 うこととしてお り、当該一般的名称等の取扱いについては、

下記に示すとお りとしたので、御了知の上、貴管下各関係業者、団体等に対

し周知徹底を図られたい。

なお、本通知の写 しを各地方厚生局長、 日本製薬団体連合会会長、社団法

人 日本臨床検査薬協会会長、在 日米国商工会議所医療機器 ,IVDノj 委ヽ員会

委員長、欧州 ビジネス協会協議会体外診断用医薬品委員会委員長及び薬事法

登録認証機関協議会代表幹事あて送付することとしている。

記

1_体 外診断用医薬品の一般的名称について

体外診断用医薬品の各一般的名称については、現在、 日本国内で製造、

輸入若 しくは販売されている体外診断用医薬品について、ISOttC210にお

ける GMDNプ ロジェク トにおいて定められている体外診断用医薬品の名

称を参考にして、別添に記載されているように定めたものであること。



2 各 一般的名称の定義等について

特定の体外診断用医薬品の一般的名称が、今回通知する一般的名称のい

ずれに該当するかは、当該体外診断用医薬品の測定項 目及び使用 目的が、

別添の一
覧表の 「検査項 目」及び 「定義」のいずれに該当するかによって

判断されるものであること。

「定義」欄の記載は、個別の体外診断用医薬品がいずれのクラスに該当

するか等を判断するための参考として一般的な説明を示 したものであ り、

各体外診断用医薬品の使用 目的は、個別具体的な製品ごとにそれぞれの体

外診断用医薬品にふさわ しい使用 目的を定める必要があること。 したがっ

て、ある一般的名称に該当することをもつてその一般的名称に対応する「定

義」欄の説明及び使用 目的をそのまま標傍することを認めるものではなく、

新たな臨床的意義を標榜する場合は、それを裏づける臨床性能試験を必要

とするものであること。

なお、この通知に示されている一般的名称のいずれにも該当しないもの

が体外診断用医薬品に該当しないことを意味するものではなく、体外診断

用医薬品に該当するかどうかの判断は、薬事法第 2条 第 13項 に基づき行

われるものであること。

3 体 外診断用医薬品のクラス分類について

個々の体外診断用医薬品がいずれのクラスに該当するかは、別添一
覧表

のそれぞれの体外診断用医薬品に対応する 「クラス分類」欄に記載 されて

いるので参考にすること。クラス分類は、以下の (1)か ら (4)ま での

考え方に基づき行つたものであること。

(1)体 外診断用医薬品を疾病の診断等に使用 した際、その診断情報 リ

スクが比較的大きく、情報の正確 さが生命維持に与える影響が大き

いと考えられるものについては、クラスIll

(2)(1)に 該当 しない体外診断用医薬品の うち、国内外で一般的な

ものとして認知されている較正用標準物質が存在するものであって、

体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の一環 として行 う較正が

比較的容易であると認められ、かつ、一般用検査栗 (OTC)以 外

のものは、クラス I

(3)(1)に 該当しない体外診断用医薬品の うち、
一

般用検査某 (O

TC)に ついては、クラスH

(4)(1)～ (3)に 該当しない体外診断用医薬品は、クラスH



クラス Iに 分類 された体外診断用医薬品については、「薬事法第十四条
第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬
品」 (平成17年厚生労働省告示第120号)に おいて、当該基準に適合する

ものについては、その製造販売にあた り薬事法第14条第1項 (第19条の2に

基づき準用する場合も含む。)に 基づ く製造販売承認を不要 としたもので

あること。

また、クラスエに分類 された体外診断用医薬品については、「薬事法第
二十二条の二第

一
項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する体

外診断用医薬品」 (平成17年厚生労働省告示第121号)に おいて、当該基

準に適合するものについては、その製造販売にあた り薬事法第23条第1項

に基づく認証を要するものとしたものであることに留意すること。

なお、体外診断用医薬品のクラス分類に対する基本的考え方については、

現在、医療機器規制国際整合化会議 (Global Harll10nizat10n Task Forcc;

GHTF)に おいて議論 されてお り、今後、GHTFに おける議論の動向を踏ま

え、再検討を行 う予定があることに留意すること。

4 そ の他

(1)分 類番号 (」MDNコ ー ド)に ついて

各一般的名称における分類番号 (JMDNコ ー ド)に ついては、別添の記

載事項中の 「ヨー ドJに 示されているので参考とすること。

(2)参 考までに別添一覧表の内容をCD― ROMに 記録 して添付する。



滉用機査用嵐慕

現う六,窺 現行,分 雷 機=項 目 ―機的名称 分類 定 義

自血球 自血串キット
t使用され る。

)Hキット ]

:体白来のま料を用いて ,t4の対定を目的としたキッ
とにEE床上の疾麻等の抄断補助その他に使用され

:体白来のま料を用いて 出ユ白の対定または検出をE
〕としたキット。主に臨床上の疾病守の惨断補助その他
1使用される。

曇 白 出曇白キット I

フトウ構 31,6,mα タルコースキット 1

:体由共の抵村を用いて グル■―スの】定または検出
目的としたキット。主に磁尿上の褒病むの摩断打助そ
)館に使用される。

:体由来の流料を用いて ケトン体の河定またはほ出を
1的としたキット。主に電床上の侯歳等の膝断補助その
】こ使用される.

ウトン体
ケトン体分画
アセトB酸

ケトン体キフト

書血 曽血キット 1 'L■ キット_■に盛産 'めtaを めゆ離 t跡子の41b■

度用される.

=リルビン どリルピンキット 1

I

主体白来のま料を用いて ピリルビンの潤定または検出
宮目的としたキクト。まに鱒床上の技窮等の登断補助そ
の他に使用される。

ウ0ビけ′―ゲレ ウrlビリノーゲンキット
=体 白来の貫料を用いて ウrJピリ/一ゲレの現定また
ま換性を目的としたキット.主に臨床上の疾癌等のじ断
隔助その他に使用される。

重萌酸4

ヒ王

霊硝酸域キット 1

主体由来の嵐料を用いて 亜磁酸生の対定または検出を
目的としたキット。主に臨床上の張窮等の袴断補助その
値に使用される。

ヒ主キット I

生体由来の摂円を用いて 比重の湖定を目的としたキク
ト。とに臨床上の疾痛等のめ断格動その値に使用され
5

アスユ,レビン酸

度塩

アミラーゼ

アスコルビシ酸キット
主体由来の嵐村を用いて アスコルビツ験の測定または
陰出を目的としたキット とに応床上の疾結等のめ断拓
功その他に使用される。

庄塩キット

度用される。

アミラーfキ ット
主体由来のよ料を用いて アミラーゼの河定または様出
を目的としたキット,主に崎床上の疾有寄の掛断相助そ
の他に使用される。

アルブミン(横エアタレブミンを
含む〉

あタラーゼ

ア,レブミレキット
生体由来の鋲相を用いて アルブミン(嶺エアルブミンを
含む)の粛定または徴出を目的としたキット 主に田床上
の夜京等の摩断補助その他に使用される。

うタラーゼキット
生体由業の拭料を用いて カタラーゼの】定または検出
を目的としたキット 主に臨床上の疾病年の摩断指助そ
の他に使用される。

アンモニアキット
生様由来のよ革を用いて アンモニアの潤定または検出
=目的としたキット。主に邸床上の張お等の摩断福助そ
の他に使用される。

デルタアミ′レプリツ酸 ルタアミノL/プリン酸キット
生体白来のは■を用いて デルタアミ′レブリン酸の料定
または検出を日能としたキット。主に臨床上の張荷争の
じ断指助その他に使用される.

ポルフォビリノーゲツ フォビけノーゲンキット
生体由来のは■を用いて ポルフォビリタータンの】定ま
たは検出を目的としたキット 主に盛床上の張韓守の合
断補助その他に使用される

生体由来のま料を用いて クレアチエンの河定または検
出を目的としたキフト 主に臨床上の疾慮等の摩断補助
その他に使用される。

クレアテニン(CRE) アチエンキット

ウ0ベ ブラシ

ヒト組毛性に腺刺激ホルモ
ン(HC6)

陰ヒト績毛性住膜痢激ホル

ンキット 1

主体由来の賦料を用いて ウ0ベブランの潤定または線
出を目的としたキット とにE床 上の疾獄守の様断補助
その他に使用される。

エ

ヒト騒毛住住腺研激ホルモン
したキット。主に自張上の炭

]

て` 求体形屁ホルモンの河定ま'

ット。主に聴床上の森お等の隣断

ニヽールマンテル酸(VMA) マンデル酸キット
氏料を用いて ′こ ―ルマンデル酸の河定i

目的としたキット。とに臨床上の疾結争のめ
せに使用される。

は料を用いて ヒト成長ホルモラの調定また
0としたキット とにB床 上の疾病野のけ断〔



Jt用検査用ユ薬

現う大,臨 理,,分 慮 機至 項 目 ―体的名称 分 類 定 ま

β2-マイクログ0フリン(β

β2-マイクログロブリン(B
M6)

,2-ミクログロブリン(β2-
い〉
a2-MG

一`,2-マ イク0グ 0フリシキット
【のよ料を用いて ,2-「 7イクログ0ブ リンの朔
t検出を目的としたキット.=に 臨床上の侯慮等
白助その他に使用される。

ア,レカリ性フォスファ,一ゼ
tAL,)

アルカけ住フォスファターゼキット
【の嵐算を用いて アルカリとフォスフアターゼの
こは検出を目的としたキット 主に盛床上の様お
5箱効その他に使用される。

らルシウム(ca) うルラウムキット
にのま常を用いて カルシつムの現定または検出
したキット。主に庫味上の表怠守のと断輛助そ
E用される。

マグ本シウム(Mを) マグネシウムキット ]

【のま をヽ用いて マグネシウムの粛定またま検
うとしたキット生に出床上の疾癌争の務断相助
=住用される.

ァーグルタミルトランス末ブ
テダーゼ(,一o「,)

打ンマーグルタミルトランスペブチダーゼ
年クト

【の麟料を用いて ァ ーグルタミルトラレス本ブチ
)測定または検出を目的としたキr/卜.主に鴎床上
'の鬱断精助その他にtE用される。

「授リンt'〉 リン/猟 償リンキット
卜の貫串を用いて、リンまたは索機リンの鶏定ま
日を目的としたキット.主 に臨床上の祭窮等の静
〔の他に使用される.

テストステロン テストステ0ンキット ]

卜のま料を用いて、テストステロンの潮定または
3的としたキフト.主 に崎床上の張窮時の合断神
占に使用される

ョルチツール

=卜寛護グ白ブリン0(七6)

■ルチツールキット ]

卜のま料を用いて EJルチツールの潟定または様
けとしたキット。主に麟床上の疾病等の摩断お助
こ仁用される。

覚康グ回ブリンGキット 1

Rの技料を用いて ヒト角使グ。ブリンCの対定ま
しを目的としたキット。主に臨味上の疾病事のじ
eの他に使用をれる。

=卜主なグ。フリシAOぶ ) 鬼在グロブリンAキ ット
にの賞革を用いて ヒト党疫グ0フリンAの測定ま
日を目的としたキフト.主には床上の疾病等の勝
:の他に使用される.

=卜兌疫 グ0フ リツ60ビ M) 先をグロブリンMキ ット 1

のヽま常を用いて し卜免度グ0ブリシMの 第定ま
出を目的としたキット 主に臨床上の技病等の移
=の他に使用される

ラヽンスフェリシ トラシスラiけレキット
卜の技料を用いて トランスフェリンの潤定または
3的としたキット 主に鶴床との疾嘉等の修断補
Jに使用される。

承酸 (uA) 尿酸 キット

にの嵐料を用いて 尿酸の現定または検出を目事
ット。とに臨床上の共有等の摩断格助その他に
しる。

属求望宗(じN) 尿凍雲 宗キット
にの拭料を用いて 原素要素の】定または検出を
たキフト。主に密床上の疾嘉等の勝断招助その
日される。

〕一ベブチド(cPR)

クレア才レ

じ―ベブチドキット
Rのま料を用いて 0-ベジテドの潮定または様曲
:したキット。主に日床上の疾京事のひ断純助そ
置用される

クレアチンキット
【の正革を用いて クレアチンの調定または検出
:したキット 主に臨床上のま窮孝の診断鷺助モ
を用される。

アヽラーゼアイツサィム

ヘモグ0ビン

タウヨ白

アミラーゼアイツザイムキット

ヘモグ0ビンキット

主体由来の嵐ヽを用いて アミラーゼアインザイムの測定
または検出を目的としたキット。ユに鴎床上の技窮等の

摩断相助その出に使用される

主体白来の演申を用いて ヘモグ0ビ ンの測定または横
」を目的としたキント。主に田床上の疾病年の勝所綺助
その出に使用される。

タウ曇白キット 1

=体 由来のH料 を用いて 'ウ曇自の潟定または検出を
目的としたキクト。主に徳床上の侯病等の麟断精助その

他に&用 される。

分匿(4-HC6)
ベーターヒト穣毛L3ナ ドト

ベー,一 ヒト標毛性ゴナドト●ビンキフト
主体由来の技■を用いて 本一ターL卜績毛性ゴナドトロ
宮ンの封定または検出を目的としたキット。主に臨床上の
疾奪等の静断補助その他に使用される。

卵捜期激ホルモシ(FS田) 卸e2客拘2 卵穂刺瀬ホルモレキット ]

主体由来の質打を用いて 弾穂痢激本ルモンの翔定また
は検出を目的としたキット。主に臼床上の疾構等のめ断
H助その他に使用される.

エストリオール(E。) m2J"2 エストリオールキクト I

生体由来のま料を用いて エストリオールの】定または
険出を目的としたキット。主に日床上の技常事の彦断神
助その他に住用される.

1ア ンチト'プラン アタレファⅢ一アンチトリプシラキット r

生体由来のよ料を用いて アルファⅢ一アンチトリブシラの

周定または検出を目的としたキット。とには康上の疾嘉
等の勝断格助その他に使用される。

モヽグ。ビシントランスフェリ モヽグ0ビン/トランスフエリンキット I

生体由本のま料を用いて ヘモグ0ビンまたはトランス
フェリンの規定または検出を目的としたキット.安に臼床
上の技親等の彦断補助その他に使用される。

アミタ酸 アミノ酸キット
生体由来の拭料を用いて アミノ酸の河定または検出を
目的としたキット.主に臨疎上の奈窮等の務断打助その
値に使用される。

尿懐体を用いて 汎用像登用多項目の調受または槙出を
目aJとした拭政紙キット。主に臨床上の疾病等のゆ断綺
助その他に使用される

承貫験機多頃日 多項ロユ験紙キット I



血液学的技査用試薬

現 行大分類 現行中分霜 検査項El oo3o ―般的を称 分類 定 義

血な一般形態
陰登用既喪

ヘモグrlピン(Hb) 30535∞ Ⅲ 血液検査用ヘモグロビンキット I

血渡 (血着 血舞又は全血)検体を用いて ヘモグロピシ
の鶏定または検出を目的としたキット。主に臨床上の疾
虜等の移断補助その他に使用される。

血小板(PLT) 41755000 ul小板数キット エ

主体由来の試料を用いて、血小板数の粛定を目的とした
キット,主には床上の疾病写め診断補助その他に使用さ
れる。

血球汁痢及び白血革分類
(網様赤血球〉

隅状赤血球キット 工

主体由来の試料を用いて 血球8t潟及tF白止球分類(桐
伏赤血事)を目的としたキット。三に臨床上の長島等のを
断打助その他に使用される。

血事掛測及び自由球分類
(ヘマトクリット)

ヘマトクリットキット 【

主体由来のま料を用いて 血事計剤工び白血球分類(ヘ
マトクリット)を目的としたキット。主にE床上の張拐等の
め断輛効そのluに使用される。

血球計調及び白血革分類
(白IE事数)

4●0910∞ 白血事数キット I

主体由来の試料を用いて 血事8t潟及び白血率分類(白
血球強)を目的としたキット。主に臨床上の摂嘉号の移断
補助その他に使用される。

ar専針剤及び自血球分類
(赤止球醸)

4332101X

43097000

示血革数キット I

主体由来の試料を用いて、nttll劇 及び白血球分類(赤
血球出)を目的としたキット。主に臨床上の疾病等の診断
輛助その地に使用される。

血球計用及び白血車分類
(平均赤血事害相)

血球計】1及び臼血球分類
(平均赤血球血色表■)

平均赤血革魯積キット [

主体由来の試料を用いて 血球計対及び白江球分類(平

均赤EEttS稿)を目的としたキット。まに館床上の疾窮考
の移断補助その他に使用される。

平均赤血球血色柔Rキ ット [

生体由来の試料を用いて 血球計閉及び白血球分類(平
均赤血球血色発■)を巳的としたキット。主には床上の疾

窮等の該断締助その他に使用される。

生体由来の試料を用いて、血球軒剤及び白血球分類(平

均赤血球血を楽惑度)を目的としたキット。主に臣床上の
血球計劇及び白血事分類
(平均本血球血e素 遠慶)

428,7000 平均赤血事血こ干忌度キット I

浜 痛 争 の 診 断 輛 切 そ の 他 に 使 用 され る。

血事排粛及び白血球分類
(野酸革数)

43038X l 呼酸球数年ット I

来の試料を用いて、血球計対及び白工球分窺(好
)を目的としたキット 主に臨床上の疾病等のど断
の他に使用される。

血串肘対及び白血春分類
(好塩基赤血申)(好塩基駈
点赤血事)

呼とき赤血事数キット I

十由来の試料を用いて 血球‖潟及び白血車分類(好
赤」E事 好塩と販点赤血率)を目的としたキット.主
床上の疾窮尊の診断補助その他に使用される。

1薫腰
赤血車直径キット I

来の拭料を用いて 血革計対及び白血球分目(赤
径)を目的としたキット,主に臨床上の技病年の惨
その他に使用される。

白止球分類キット

主体的来の航料を用いて 血球計用及び白血車分類(自
血事分類)を目的としたキット,主に題床上の張痛争の勝
断補助その他に使用される。

慎落函d シボプラステ
チン時間キット I

てヽ、活性化部 分卜rlンポブラステ

t出を目的としたキット。主にE床

ラビラ時間いr)

慎合凝固因子(第IMX因

子)活性

内因性浸□困子系の全ての

縦固因子(l V tt X XlXl)
及の ィブリノゲンの結合活
性 I WttX園 子 Prv KA

の検出

トロンピン時FDR

30550〕抑 I、第■ 第X田 子キツト I

自

体

てヽ プロト●ンピシ時□の調定を
外国系授目機能異常による各■

ミ用される。また 経Elれ凝固剤R

体出来のま料を用いて 複合凝固園子(第I口 X因

〉活性の河定を目的としたキット。主に臨床上の疾病事

診断補助その他に使用される。

428899抽 工

体由来の試料を用いて 内田性凝固系凝固田子(■
tI X XlXE)及びフィブリフゲンの総合活性 Iuk
因子 PⅣ臨 の対定または検出をEl的としたキット。主

30540001 I

の試料を用いて トロンピン時間の潤定または

的としたキット。主に臨床上の疾窮等の移断補



血な学的技査用ま案

現行大分類 現行中分題 検蚕項目 一般的を務 分類 定 義

フィブリフーゲシ(フィブリノゲ
ン)

30541∞ 0 フィブリノーゲシキット I

頑(血肩 血舞又は全血〉検体を用いて フィブリフーtr
(フィプリノゲン)の測定または検出を目的としたキット。
に臨床上の張窮等の彦断輸助その他に使用される。

可溜性フィブリンモノマー複
合体

43421000 可滝性フィブリンモノマー拒合体キット I

件由来の試料を用いて 可薄性フィブリシモノマー任合
め 別定または機出を目的としたキット。主に臨原上の
1嘉年の夢断帝助その他に使用される。

FDβ(フィブリンフィブリター

ゲン分解産物)
3057511k ラィブ,シ フィブリタータン分解産物キット I

ヒ体由来のま料を用いて FOP(ラィブリン フィブリノーゲ
′分解窪物)の潟定または検出を目的としたキット。主に
=床上の張痛争の彦断得勅その他に使用される。

■DPモ 分日 (フィブリン フィ

プリノーゲン分解産物 E分

画)

43361∞ 0
ラィブリン フィプリノーゲシ分解建物 E分
画キット

I

1体出来のま料を用いて フィプリン フィブリンーケン分
!産筋 E分 画め調定または検出を目的としたキット。主
薦床上の疾病考の移断輛助その他に使用される。

Dダイマー(●9,Dダイマー

F9P,Dダ イマー フィプリ
ン分標産物 安定化フィプリ
ン分解芭物 D分画)

ブィブリン分解産物キット

フィブリノベブタイドAキット

I

1体由来の枝料を用いて フィブリン分解産物 (Dダイ
ー)の河定または検出を目的としたキット。主に座床上
1疾病等の診断補助その他に使用される。

フィプサ/ベプタイドA(FPA)

プロトロンビンフラグメントFI
+2

I

1体由来の臣料を用いて、フィブリフベプタイドA(F,A)の
1定または横出を目的としたキット。主に臨床上の疾病
iの彦断需助その他に使用される。

プ0卜0ンピンフラグメントF十■2キット lI

I

主体由来の試料を用いて プ0卜0シ ビンフラグメント●1
■2の調定または検出を目的としたキット。主に臨味上の
疾嘉等の診断塩助その他に使用される。

主体由来の試料を用いて アンチトロシビシlIの対定また
は検出を目的としたキット。主に臨床上の疾窮等の珍断
綸助その他に使用される。

アンチトEンピンIl(ATコ)
(アンチト0レビンBl活に) アンチトロンピンllキット

トロンピン アンチト0ンピン
コ授合体(工AT)

ブラスミノーゲン(ブラスミノ

ゲン ブラスミ′ゲン活性)

アンチプラスミシ(c2-プ ラ
スミシインヒピター o2P[活

性)

3051的 00 トロンピシアンチトコンピンIl領合体キット

ブラスミフーゲンキット

I

:体出来の試料を用いて トロシビシ アンチトロンピンIl
[台年の粛定または検出を目的としたキット。主に臨床

305,30dl I

生体的来の試料を用いて ブラスミフーゲンの潤定または
様出を目的としたキット。主に臨床上の疾う争の摩断綺
助その他に使用される。

30574∞ 0 アフレファ2-ア ンチプラスミシキット I

生体由来のま料を用いて アリレファ2-ア ンチプラスミン
の利定または検出を目的としたキット。こに臨床上の疾
荷字の務断待効その他に使用される。

o2-ブ ラスミンインにビター

プラスミラ笹合体
(PiC P,lPA,)

30566000
プラスミンーアリレファ2-アンチブラスミン毎
合体キット

I

I

生体由来の拭料を用いて、プラスミンーアルフア2-ア ン
チブラスミン複合体の開定または検出を目的としたキッ
ト。主に応床上の張病字の移既補助その他にtt用され
る。

プラスミノータンアクテベー

ターインヒビター1(P和Ⅲ)
305,9t ll

ブラスミノーゲシアクチベーターインとビター
Ⅲキット

組怠ブラスミノータンアクチベーターインヒ
ビターⅢ福合体キット

第 ■凝 固 因 子 キ ット

主体由来のま料を用いて ブラスミフーゲンアクチベー

ターインヒピター1(PArl)の 器定または検出を目的とし
たキツト.主 に直床上の疾病等の移断福助その他に使用
さ4Lる。

阻出プラスミノーゲンアクチ
ベーター インとビター1領合
は(1'A PA卜 1複合体)

431,3000 ■

生体的来の賞料を用いて 組緯ブラスミターケンアクチ
ベーター インヒビター1績合体lt PA PA卜1笹合体)の対
定または検出を目的としたキット。主に庫氏上の疾病奪
の移断相助その他に使用される。

疑固 野 I困 手 (プロト0シ ど

ン プ0トロンピン活L) I

血液(血お 血張又は全血)機体を用いて 凝固第 I園 子
の対定または検出を目的としたキット。三に鷹床上の技
病争の惨断補助その他に使用される。

算V換 固困子 30S4401K 第V凝 固因子キット I

来のま料を用いて 第V凝 日因子の認定または
目的としたキット。二に崎床上の疾病年の移断補

算明技固田子

第田凝回四子

釣 545003 キット I

てヽ

キット.

1

虹舞又は全血)検体を用いて
1よ&出を目的としたキット。主に



HE頑学的検査用拭薬

現行大分報 現行中分恩 検奎項目 一般的名称 分 類 定 義

第区凝固田子(第区園子抗
原)

嘉Ⅸ及固田子キクト I

al渡(血清 血装又は全血〉侵体を用いて 第区凝固園子
,潤 定または検出を目的としたキット。主にヨ床上の疾
虜等の務断侑助その他に使用される。

第X笈 回因子 (第X田 子氏
原)

36549000 第X板 固因子キット I

al務(血清、血察又は全血)検体を用いて、第X枢 日園子
か潔定または機出を目的としたキフト。主に庫床上の疾
自等の彦断補助その他に使用される。

第X【甚日田子 305510X 葺X張 回四手キツト ■

=件 由来の京料を用いて、第Xi濯固因子の潮定または
険出を目的としたキット。主に庫原上の優病等の掛断欄
助モの値に使用される。

嘉Xl笈□園子

郭Xt3a笈固園子

305528拘 革XI凝 固園子キット
主体ぬ来のまヽを用いて 第X暖 闘園子の調定または
践出を目的としたキット。主に臨味上の族親年の移断補
功その他に使用される。

31 555dXl 鶏X IEa援 □園子キット
主体出来の試料を用いて 第X〔コo凝固園子の灘定また
は検出を目的としたキット。主に臨床上の疾癌等の掛断
隅助その他に使用される。

第XHi寝回園子(フィブリン費
定1し因子 F軍 )

30554030 第Xコ 凝回田子キット I

生体由来の貫村を用いて 算XEI凝臼困子の痢定または
践出を自的としたキット。主に臨床上の技嘉等の摩断輛
助その他に慢用される。

算X3因子インヒビター 43046∞6 第X a因 子インヒビターキット I

生体出来のま料を用いて、第Xo園子インヒビターの謝定
または検出を目的としたキット。主に臨床上の疾嘉等の
砂断輛助その他に使用される。

′on W‖にじrant因 子 (フォン

ウィルプランド因子)
フォン ウィルブランド因子キット 1

I

血な (血お 血舞又は全血)検体を用いて フォン ウィル
ブランド園子 (V的 叫 にbrand因子)の東定または検出を
目的としたキット。主に臨床上の疾嘉等の診断綿助その
他に使用される。

主体由来のま料を用いて 算は困子関連抗原の測定ま
たは検出を目的としたキット.主に直床上の疾嘉守のβ第■因子関連続原(Fロ

R:A宮)
車順田子関連抗原キット

車■田子リストセチンコフア
クター活性

第W B因子リストセチンコファクターキット I

主体出来のま料を用いて 第口田子リストセチンコファク
ター活性の羽定または検出を目的としたキット。=に 臣味
上の疾窮与の診断補助その他に使用される。

P「V酪 ―■(異常プra卜●レビ
ン)

44379∞ 2 rl渡寝日因子機査用PiVKA― ■キット I

主体由来のま料を用いて 血頑凝固困子抑′KA― 【の

再定または検出を目的としたキット。主に臨床上の張痛
勢の彦断補助その他に使用される。

′―トロンポグロプリシ(β―

TC)

血小転第4因 子 (P●4)

的6,3000 ベータートrlシポグロプリンキット I

血滋 (血清、血舞又は全血)検体を用いて、β―トロシボ
グロフリンの調定または検出を目的としたキット.主 に座
床上の疾病等の診断箱効その他に使用される。

3057∞∞ 血小板第4園 子キット 〕

血液(血力 」L壊又は全血)検体を用いて 血小板第4日

子の河定または検出を目的としたキフト。主に時床上の

疾嘉等の診断補助その他に使用される。

プロテインC(プロティンC活
性 ブ0テインC抗原)

m588∞ 0 ブ0テインCキット I

主体由来の主料を用いて プrlテイン0の料定または機
出を目的としたキット。主に臨保上の疾癌等の移断補助
その他に使用される。

プロテインS
(ブllテインS活性)

30589X0 ブ'テインSキゥト I

E体的来の試料を用いて プロティンSの 羽定または横
3を目的としたキット。主に薦床上の長病等の務断神効
:の他に使用される。

'ュリン(IM)

インCIEれ性算

41430000 トロシボモジュリンキット I

L体由来のま料を用いて トロシボモジェリンの利定また
よ検出を目的としたキット。主に臨床上の疾嘉等の多断

活にプロテイン●極抗性第V田 子キット I

てヽ 活性ブrlティンC抵抗性第V
」を目的としたキット。主に臨床上

II

る。

用いて 血小板寝集能を目的とした
の疾有等の彦断補助その他に使用さ



血法学的検査用京楽

現行大分野 現行 中分類 検査項目 oode ―機的名称 分 類 定 義

血液1ヒ学校査

開慎基

「OTくターミナフレデオキシスク
レオチジルトラシスフエラー

ゼ)

エリスロポエチン(EPO)

434,2000
ターミナルデオキシ京クレオチジ,レトランス
フェラーゼキット

I

主体由来のま料を用いて ,一ミナルデオキシスクレオチ
ジ,ウトランスフェラーゼの調定または検出を目的とした
キット。主に直床上の疾病寺の診断相助その他に使用さ
れる。

303'Se Xl エリス0ポエチンキット
生体由来の試料を用いて エリスロボエチンの潟定また
は検出を目的としたキット。主に富味上の疾病等の移断
輸助その他に使用される。

デォキシチミジンキナーゼ
くデオキシチミシンキナーゼ
活性)

nlた化学校査用r~オキンチミジンキナーゼ
キット

■

主体白来のまヽを用いて デオキンチミジンキナーゼの
鴻定または横出を目的としたキット。主には床上の長窮
等の麟断輛動その他に使用される。

その地の山注

学的&査 用貫

軽

血売(赤血林沈降度速度潤
定時の凝固防止)

血沈キット lI

主体由来のま料を用いて、工沈の東定を目的としたキッ
ト.三に薦氏上の祭病等の移断精助その他に使用され
る。

血技比室 442511m 血液比空キット I

主体出来の嵐料を用いて 血な比童の測定を目的とした
キット。主に臨床上の疾う等の彦断補助その他に使用さ
れる。

カリクt/イン
プレカリクレイン

305598詢 ブレカリクレイン/カリクレインキット I

主体由来の拭料を用いて ブレカリクレイシまたはカリク
レインのお定または検出を目的としたキット。主には床上
の疾病事の勝断持助その他に使用される。



生化午的検査用拭棄(Ⅲ〉

疫,大 "革 類IIや分4B &=家 E3 ―機的 名林 分 患 定 ほ

■03P■ 反応
田定用京真

摩玉白(■,)

アタレブミン(^b)

▼6比

al接検=用 緯螢白キット
血液(血右 血策又は全血)襟体を用いて 農ま白の河定
または検出を目的としたキット。主に臼床上の表由等の掛
断補助その地に使用される。

由液検査用アルブミンキット
血な(血消 由尭又は全血)校体を用いて アルフミンの潟
定または検出を目的としたキット主に臣床上の疾病年の
い氏揺効その他に使用される

/ヽ6比 キット
dな (血お 血疑又は全血)桟体を用いて V6比 の対定
=目的としたキット主に徳床上の扶癌寄のい断格助その
はに使用される。

蚤自分画

末 ―ル瀬 路  (―〉

曇自分田キツト 1

主体白来のま料を用いて 室自分国の河定または検出を
目的としたキツト。iに 臨床上の疾'等 の隊断精助その他
こ使用される。

アモール注潟拭強キット
生妹自来のH料 を用いて チモール混潟慎験を目的とした
キット 宝に臣床上の技税等の移断精助その他に使用さカ
る。

ほ酸霊船混おH酸(ZTT) 張酸霊鮨混内貫験キット
生体由来の虫料を用いて 電酸霊描混濁路 を目的とし
たキフト。主に臨床上の疾有等のめ断徳 hその他に使用さ
れる.

セファけショレステ0-ル
10CLI〉

tチ リンコレステrJ一ルキフト
生体出来の拡料を用いて セファリンコレステ0-ル のヨ
定または検出を目的としたキット。主に臣床上の疾白等の

摩断柏助その他に使用される。

ョパルト反応 ヨ′`ルト反摩キット
生体白来のま料を用いて ユバルト長らを目的としたキッ
ト。とには床上の疾R争 の接断補助その他に使用される。

クレアチンキナーゼ(C'K
じK)

アチンキナーゼキット r

I液(血月 血疑又は全血)森体を用いて クレ7チ ンキ
ーゼの対定または様出を目的としたキット。主に座床上
〉技税寄の移断常助その他に使用される.

C(アイツザイム(0(M8を 含
む)

0(アイツフ十一ム(0(MMア
ィッフォームを含む)

60T(A軒 )

アチツキナーゼアイツザイムキット
:体自来の拭料を用いて 0(ア イツザイム(0(一MBを 含

ょ)の粛定 または様出を目的としたキツト.主 に麹 床上 の'

1等の静断補助その他に使用される

アテレキナーゼアイソフォームキット

:体白来のま料を用いて クレアチンキナーゼアィッ
|ォーム(cK―MMア イツフォームを含む)の河定または検出
1日的としたキット 主にお床上の疾病等のF断 補助その
Jこ使用される.

サ`ライン酸アミタトランスフェラーゼキフ iな(血若 血察又は空血)検体を用いて アスパラギン自
外ヽランスフェラーゼの河定または検出を目的としたキ!

。とに由藤上の共,年の勝断補助その他に使用される.

SヽFア ィツザイム(m‐60Tを

含む〉
アス′`ラギシ酸アミクトランスラ■― ゼアイ
ツサイム■フト

:体白来のま料を用いて、アスバラギン欧アミクトランス
'iブーゼアイツサイム(庁 oOTを 含む)の対定または様J
:目的としたキット 主に臨床上の疾,等 の摩断補助その

Jこ使用される

S'T(ALT) アラニンアミタトランスフェラーゼキット
0液(血清 ■麦又は全血)検体を用いて アラ■シアミノ
'シスラ=ラーゼのヨ定または績出を目的としたキフト.主

■酸脱水泰韓素(LDtt LO) 乳酸脱水泰酵素キツト
五頑(血月 血策又は全止)様体を用いて ■酸能水素酵

車の河たまたは検出を目的としたキツト,主に酪康上の浜
R年 の摩断補助その他に使用される

乳酸脱水素醇本(tI)アイツ
ザイム

E酸脱水泰醇凍アイツサイムキット
主体芭来のは料を用いて 乳歓脱水環酵宗アイツサイム

)嘉 定または検出を目的としたキット 主に醜床上の技窟

事の麟廊補助その他に使用される。

孔酸腹水ネ藤環アイツtFィ
風酸脱水素酵祭アイツザイム LDlキ フト

d液 (血,■ 血策真は全五 )盗体を用いて ■酸聴水素摩

承アイッサイムul,の 粛定または検出を目的 としたキツト.

= B床 上の疾癌 等の勝断補 助その他に使 用される。

アルカけたフォスファターぜ
( A I F )

ィッサィム(骨章人L

―グルタミルトランス末ブチ
ーt(/―c. I P )

タレカリ性フォスファ'一 ゼ牛ッ
d承 (血有 血窪又は全h)検 体を用いて アル方サ佐フォ
スファ,一 ぜの粛宝またはtR出を目的としたキット.主に臨

床上の疾病等の静断補助その他に使用される。

ルカリ性フォスファターゼアイッザイムキッ

主体白来のま料を用いて アルカリ佳フォス"タ ーゼアイ

ッザイム(骨型^い を含む)の対定または検出を目的とした

―グフレタミルトランスベプ てヽ γ―グルタミル



生化学的検章用ま果(1)

現tT大分g 受市中分g 様査項目
一般的名務 分菊 定 車

アルドラーゼ(AD) アルドラーゼキクト 1

主体白来のま料を用いて アルトラーゼの粛定または横出

を目的としたキット。主に臨床上の本府争のめ断相Rbその

他に使用される。

モノアミンオキンダーゼ
(MAO)

モノアミラオキンダーぜキット
主体自来の嵐呂を用いて モ″アミンオキシダーゼの】定
または検出を目的としたキット.主には床上の侯璃事の拶
断補助その他に使用される

ヨリシエステラーゼ(ChE) コリンエステラーゼキット 1

主体白来の嵐料を用いて ,リンエステラーゼの洒定また
は検出を目的としたキット 主に□床上の扶痢等のめ様相
助その出!こ使用される

夕7ナ ーゼにしA) グアナーゼキット

アデタランデアミす―ゼキット

主体 白来の拭料 を用いて グアナーゼ の溜定または検出

を目的とtた キフト.主 に出 床上の疾税与の勝断補助その

他に使用される

アデノシツ〒アミナーゼ
生tt由来の嵐料を用いて アデタランデアミナーゼの粛定
または検出を目的としたキット。三に臨床上の侯獄野のじ
断常助その他に使用される。

コイランフミノベブチターゼ

(LAF )
●イツシアミノベブテダーゼキット

主体白来のまヽを用いて ,イシンアシ 本ブチターゼのカ
注または検出を目的としたキット 主に配床上の後R与 の
じ断相助その他に使用される

システンアミタ末ブチダーゼ
(0や )

ラステンアミノベブチす―ゼキット I

主体由来のま料を用いて システシアミノベブテダーぜの

河定または酸出を目的としたキット_主に座床上の狭右尋
の掛断補助その他に使用される

アミう一ぜ(AMY) 山液険養用アミラーゼキット

血液(血岩 血娘又は全五)横体を用いて アヽ ラーゼの対
定または様出を目的としたキット。主に出床上の疾有中の
じ断綸助その他に使用される。

アミラーゼ(AMY)アイツザイ
ム(,一AⅢⅢ2台む) 血液検蚕用ア ラヽーゼアイツザイムキット

血液(血有 血疑スは全血)校体を用いて アミラーゼアイ
ッザイム(卜AMVを 含む)の料定または僚出を目的とした
キット。主に醸床上の疾窮寄の摩断相助その他に使用さⅢ
る。

生体由来のま料を用いて γ一グルタミルトランスベプチ

|ターゼアイツザイムの対定または検出を目的としたキット.
1主に題床上の疾癌奇の摩断神助その他に使用される.

ァーグルタミルトランスペブラ
ターゼアイツザイム

ガンマーグルタミルじシスベE/チ'一ゼア
ッザイムキット

ケパーゼ

トリ'ラン

ブバーゼキット 牒繰鱒艦輯&翌慰笙線

シキット

原住細面白来ペブチダーゼキット

プランキクト

t体 白来の試料を用いて トサプランの河定またはは出を
目的としたキフト.主に臣床上の疾窮年の摩断輛助その他
こ使用される。

=体 由来の嵐flを用いて 歯周癌原性祖菌白来ベブチ
r―ゼ(トリブレン鼠料醇衆)の所定または検出を目的とし

=キフト とに臨床上の残癌年のじ断鷺助モの他に使用さ
にる。

と体白来の京料を用いて キモトリブシンの対定または横
」を目的としたキット。主に邸床上の疾窮等のひ断補助そ
う他に使用される

トリブツシ姦4H酪卒

エ

リブツシインとピ'一 ('Si) ンビビタ十■フト
二体白楽の虫料を用いて トリブランインヒビター め潤定書

とは横出を8的 としたキット,主 に臨 床上の様税 年のじ斬

崎助その値に使用される。

,スフォリパーゼA2('い

一タクしオテダーゼ

スフォサフ`一ゼA2年フト

ースクレオテダーゼキット

主体 臼来のH料 を用いて フォスフオリバーゼA2の 粛定ま

には横出を目的としたキット。主に臣疎上の疾お等の酸断

格助その他 に使 用される

主体由来の嵐料を用いて 0-タクレオテダーゼの河定ま
には検出を目的としたキット.主に田床上の疾有中の移崎
H助モの他に使用される

ス",一 よAC') キット E

主体由来の拭料を用いて 酸任フォスフアターゼの河定ま

たは検出を目的としたキット.とに邸床上の疾病年のじ断

椅助その他に使用される。

とフォスファターせてAC,)

イッサイム(前立疎白来3
は活石酸18者聖AC,を 倉
)

ルタミラ酸脱水宗醇宗

スファターゼアイツザイムキット

ルタミン酸稗水蘇酵宗キット

生は白jrの賦ヽを用いて 酸ttフォスファターゼアイツザ

る

てヽ グルタミン酸脱水千感求の河
したキット 主に臼床上の疾由等の



生セ学的機査用出来(Ⅲ)

現行六分ヨ 現,中 分嬢 桟査FR g ―般的名林 分 題 定 強

イツクエラ酸腹水秦醇秦
(CDH)

イツクエン験脱水素盛泰キット
1料を用いて イツクエラ酸鹿ネ素韓玉の河
を目的としたキット。主にお床上の食減寺の
他に使用される。

ナルニすンカル′`ミールトラ
クスフェチ ゼ(OC■)

iル■チンカルバミールトランスフェラーゼ
キット

I

十料を用いて オルニチンカ,レタヽミールトラン
,君定または検出を目的としたキット 宝に臨
の勝断補助その他に使用される.

E―ヒドロキシ陣駐脱ネネ酵
ほ(HBD)
ナキン路酸脱水索酵素

アルファーヒド●キシ密酸脱ホ筆酵呑キット
1料を用いて アルファーヒドロキシ酪酸腹水軒
たは検出を目的としたキット.=に 題床上の
‐相助その他に使用される

リツチーム ,ツチームキット
1料を用いて ,ソテームの河定または検出を
卜。宝に臨床上の疾強等の浄断精助その他

=ルビン酸■ナーゼ(PK) =ル ビン酸キナーゼキット

1料を用いて ビルビン酸キナーゼの潟定ま
的としたキット まに邸床上の残お等の摩断
使用される

ブドウ津 6-リン酸脱水泰酵
宗(0-6-,Dい )

グルコースー6-リ ン酸脱水弁酵森キット
1料を用いて グルコースー6-リン酸脱ネ希韓
は検 出を目的としたキット とに酪 床上の法

IRhその他に使用 され る。

フォスフォヘキツースインナ
チ ゼく'Hl)

フォスフォヘキツースイツメラーゼキット
| をヽ用いて ,ォスフォヘキツースイッメラー
は検 出を目的 としたキット 主に配 床上の技

2,A合 成酵案

プロリルヒド0キシラーゼ
(,内)

2-5A合 成酪赤キット

生体 自来の拭料を用いて 2-5 A合 成酵森の粛定またイよ

陰出をE的 としたキット.主 に国 床上の疾有等の摩断補助

その他に使用される。

ブ0リルtFOキ シう一ゼキット
生体白来のま料を用いて ブHリルヒド0キ シラーゼの潟
定または検出を目的としたキット。主に臨氏上の疾有年の

じ断補助その他に使用される。

主体由来の貫丼を用いて スー′て一オキサイドディスム

ターの用定または検出を目的としたキツト。宝にB床 上の
族癌等のひ断お助そのはに使用される

スー本一ォキサィドディスム
ターt(S00)

スーバーオキサイドディスムターゼキット `

アンジオテンツシ[転換廓泰
(AOE)

アンジオランシン転換酵環キット
主体白来のま料を用いて アシジオラツシン1転 換醇素α

耳定または横出を目的としたキット 主に臼床上の疾有奪
みじ断祐効その他に使用される。

N―アセチルβ-0-グルコサミ
ニダーゼ(N人6)

N―アtテルー末―ター0-グ ルヨサミニ
ダーゼキット

主体白業の拡料を用いて N― アセチルー'D― グルコサ
ミ■ダーゼの河定または検出を目的としたキット.とに題床
上の疾窟年のめ断打助その他に使用される。

ガラクトースⅢ一リンBLウけジ
ルトランスフェラーゼ

ガラクト スーⅢ一リシ酸キット
主体由来の拭料を用いて ガラクトースⅢ 一リン酸ウリジ′●
トランスフェラーゼの対定または検出を目的としたキット

=に 題床上の疾獄年の膝断補助その他に使用される。

クス'テン0 シスタすンCキクト I

生体白来のま料を用いて シスタチンCの 用定または検出

宮目的としたキット 主に題床上の疾病等の掛断補助その

性に使用される.



アチエン(CRE)

シモニア(NH。)

虹褒又は全n)検 体を用いて クレアチンの
実出を目的としたキット。主に臣床上の疾お

的としたキット。主に時床上の優

血疑又は全工)検体を用いて、アンモニアの
食出を目的としたキット.主に富庫上の疾お

生化学的機重用寓薬 (2)

アミ′馬尿酸キット

アミフ安息各酸キット

主体的来の試料を用いて ポリアミンの対定または検出
を目的としたキット。主に応氏上の疾嘉等の移断相助そ

用いて メチォニンの
。主に臨床上の疾潟

て 構分依損アミノ酸の河定また
。主に日 床上の疾窮等の静既

て` フェユ,レアラ

アミ′馬尿鹸(RPF)
来の試料を用いて ,一アミノ馬尿酸の封定または
目的としたキットヮ主にE床 上の疾痛年の彦断格

(工希、血裳又は全血)襟体を用いて、アミノ酸のお
Lは検出を目的としたキット。主に電床上のな病等

。主にE床 上の

、血装又は全血)検体を用いて、0イ ンンの河
目的としたキット。主にE床 上の疾有寺

(■力、血舞又は全IE)検体を用いて、とスチジンの

キット。=に 臨床上の疾お

アミ′安息香酸 (,ABA)

(血有、血装又は合血)検いを用いて、チ0シ ンの刃
Lは機出を目的としたキット。主には床上の接窮守

てヽ、お分岐鎖アミタ酸/チ ロシン
:目的としたキット.二に鷹床上の



生化学的機至用裏案(2)

現 行大分患 現行中分類 様至項 目 ―般的名称 分 寝 定 私

グルコース(6LU) 血液検査用グルコースキット I

血技又は全血〉検体を用いて、グル0-ス の
受出を目的としたキット。主に崎味上の侯窮

グルコース(eLu)

30160∞ 0

自己検を用グルコースキット コ

てヽ 感者自らがグルコー

ガラクトース ガラクトースキット I

いて ガラクトースの剤定または像
。主に臨康上の長病争の摩断輛助

グリコヘモグロピンヽ (Hb
A)

43198000 グリコヘモケ●ピンAlキット I

て`、グリコヘモグ0どンAlの淵定
にキット。主にお氏上の疾自手の

グリコヘモダ0ビンA)。(Hし
Ai●〉

31i6的 m グリコヘモグロピシAoキ ット I

忌く血冷 血重又は全血)検体を用いて、グリコヘモグ
ンAl●の測定または検出を目的としたキット。主にE

フルクトサミシ 30〕541Xk フルクトサミンキット I

にヽ て フルクトサミンのlH定または額
。主に臨床上の奈窮争の炒断補助

グリコアリレブミン 441538拘 タリコアルブミンキット I

て` グリコアルブミンの第定または
■主に臣床上の疾病等の鬱断相

ムコ室白

=アルロン酸

44154000 ムョ客白キット I

口来のま将を用いて ムョ蚤自の測定または検出を
としたキット。主には床上の疾病等の彦断補助その
使用される。

432940∞ アルロン酸キット I

来のま料を用いて とアルロン酸め粛定または検
的としたキット。主に庫床上の疾嘉等の移断格助

5アンLドログルシト ル
1 5AC)

5アンヒド0グ,レウトールキット I

用いて 1 5アンヒドログルシトールの
目的としたキット。主に応医上の森窮

シアル強 (SIA) 34225∞ 0 ル酸キット I

主体由来の試料を用いて、シアル酸の対定または検出を
目的としたキット。主に臨床上の疾急与の彦断精助その
地に使用される。

D―アラビニトー,レ 44342000 アラビニトールキット 3 1

生体由来の試料を用いて い アラピニトールの調定また
は検出を目的としたキット。主に 深在性カンジダ8葉 の
嬢断おRh峯1■伸頭■あス

ツリレビトーフレ ツフレビトーフレキット 【

草を用いて、ツルピトールの測定または検
キット。三に崎床上の疾癌等の彦断網助

シジシ ンキット I

来の試料を用いて ベントレジンの流定または横
的としたキット。主に題広上の震癌等の移断格助



生化学的検査用ま棄(2)

現常大分類 現行中分類 模=項 目 一般的名務 分類 定 法

有晏酸粛定用
試幾

▼t酸 30171000 I

血技 (血お、血乗又は全血)検体を用いて、乳酸の粛定ま

島格崩増あ轍 ょ

主に臣広上の張窮等の摩

ビッレビン酸 30173000 ビリレビン酸キット I

あ離慾野湾:=温逮洗繁麟潔親糾

3ヒ ド0キ シ臨憩 (β一ヒド
ロキシ酪酸)

332506,2

44552003

3-tド 0キシ酪酸キット I 鎖機鉛騒酪酔g粛魯議攣音磐

3-ヒドコキシ鶴酸(β―ヒド
ロキシB酸 ) 自己機重用3-ヒ ド0キ シ酪酸キット I l

主体由業の賞料を用いて &書 自らat3-ヒドロキシ酪酸
(,一 ヒドロキシ酸酸)の対定または検出を目的としたキッ

皆心
「

翻 留 翠 飛害F伴
う各種疾題 (活尿

23-ジフォスフォグリセリン
験

44223∞0 23-ジ フォスフォグリセリン験キット 【

堂■由来の試料を用いて 23-ジ フォスフォグリセリン酸
の謝定または検出を目的としたキット。主に臨床上の張

301790oo 麟臓質キット I

主体由来のま料を用いて、経摘質の河定または検出を
目的としたキット,主に臨床上の疾務等の移断格助その
他に使用きれる。

(■6) トリグリセライドキット I

五法 (血お、HE愛又は全血〉検体を用いて 卜けグリセライ
■の利定または検出を目的としたキット。こに時床上の張
■等の診断補助その他に使用される。

リセライド分画 トリグリセライド分百キット I

主体由来の誼料を用いて トリグリセライド分画の調定ま
とは検出を目的としたキット。主に臨床上の長病等の掛
析補助その他に使用される。

ン値受(PL) 30176000 リン崎貿キット I

主体由来のま料を用いて リン脳質の河定または検出を
目的としたキット。主に臨床上の疾病年の移断需助その
也に使用される。

30174000

30159000

非エステル結合型船肪醸キット I

主体由来の嵐料を用いて、道離聴防酸の語定または横
」を目的としたキット。主には床上の張痛年の静断補助
tの地に使用される。

ステロール(子―CHO)

ステロール分画

〕レス,'一 フレキット I

止渡(血清 血妥又は全血〉機体を用いて ヨレステロー

しの利定または検出を目的としたキット,主 に百床上の
実病等の診断補助その他に使用される。

830'0000 ヨレステコール分ロキゥト I

=体 由来のま料を用いて コレステコール分画の調定ま
とは横出を目的としたキット。主に臣床上の表病等のめ
断補助その他に使用される。

磁は空ヨレステEl一フレ(F―C
HO)

」D[―コレステ0-ル (HDL一

ステ0-ル キット 1

五法(血お、血舞Xは 全血)検体を用いて 遊は型コレス
テロールの対定または検出を目的としたキット.主に臨床

3レステローフレキット I

血活 (血お、EI舞又は全血)横体を用いて HOい コレステ
ロールの所定または検出を目的としたキット.主 に直床上
の疾痢等の彦断補助その他に使用される。

―ユレステ白―ル(LOL ―コレステn― ′しキット
HE液(血希 血授又は全血)検体を用いて、LE L―コレステ
ロールの現定または検出を目的としたキット.=に 奮床上
の疾お争の移断神助その他に使用される。

ムナント捺リポ蛋自コレス
44169 0

42998000

ナント格リポ曇白ヨレステロールキット I

生体出来の試料を用いて レムナント存リボ曇自ヨレステ
ロールの測定または陰出を目的としたキット。主に国床上

の疾嘉等の彦断相助その他に使用される。

I

いて 過感化憶■の用定または検
。主にE床 上の疾嘉争の移断待助



生化学的機査用試築(2)

現行大分類 現行や分類 僚査項 目 ―般的名静 分類 定 強

胆汁酸(ヤBA)

′―リボ蟹白(,一LP)

301509拘

44378000

檀汁酸キット I

主体由来の試料を用いて 胆汁歓の調定または検出を
目的としたキット。主に臨床上の疾癌等の務断補助その
他に使用される。

ベーターリボ玉白キット ■

主体由来の試料を用いて ,―リボ玉白の潟定または横
出を目nSとしたキット.主にE床 上の授岳等の勝断補助
その他に使用される。

)ポ曇自分画 4417a ll )ポ宝自分画キット I

生体由来の試料を用いて リボ宝自分画の河定または様
出を目的としたキット,主 に日底上の泰お等の接断指助
その伯に使用される。

リボ曇白X 44375∞ 0 リボ室白Xキット I

主体由来のまヽを用いて リポ室白Xのヨ定または横出
を目的としたキット。主に庫床上の疾窮等の勝断付助そ
の他に使用される。

ブボ安自 a tLP(a)l 414,90∞ リポ曇白(a)キット I

主体由来のま料を用いて サポ室白‐の利定または像出
を目的としたキフト。主に臨宗上の疾病等の彦断補助そ
の他に憤用される。

リポ登白リバーゼ(IPL) 443528" リポ室白リパーゼキット 【

生体由来の拭料を用いて リポ蟹白り′`一ゼの対定また
ま検出を目的としたキット.主にE床 上の長病与め勝断
隅助その他に使用される。

レシチショレステ0-フレアシ
ルトラシスフェラーゼにCAT) 43298000

レシチン■レステ0-フレアシ,レトランスフェ
ラーゼキット I

生体由来の拭料を用いて レシチンコレステ0-フレアシル
トランスフェラーゼの測定または検出を目的としたキット,
とに臨床上の疾病等の診断神助その他に使用される。

アポ蚤白A―I

アポ室白A―I

アポリボ曇白A―【キット I

血渡(血清 血装又は全 ar)検体を用いて アポ曇白A―
1の 対定または検出を目的としたキット.主に臨原上の
実癌等の診断補助そのlLにtF用される。

アポリポ室白A一 Iキット I

虹液(血清 血張又は全血)模体を用いて、アポ室白A―
Iの 測定または検出を目的としたキット。主には床上の
英癌等の診断補助その他に使用される。

アポ蛋白B 302580抑 アポリポ室白Bキット E

生体由来の試料を用いて アポ曇白Bの 測定または検出
を目的としたキット。主に臨床上の疾病等の移断打助そ
の他に使用される。

アポ曇白C―I

アボ雲自C―コ

Ⅲ3920∞

44391000

アポリポ室白0-Iキ ット

アボリポ曇白0-llキット

I

主体由業のま料を用いて、アポ宝白C―Iの 調定または
険出を目的としたキット。主に応咲上の疾癌寺の移断精
助その他に使用される。

I

主体由来め試料を用いて アポ室自C―Iの 対定または
険出を目a9としたキット。主にES家上の疾病等の多既行
効その他に使用される。

アボ軍白E 429'8洵6 アポリポ雲自Eキット I

生は由来の紙料を用いて アボ雲白Eの羽定または検出
を目勧としたキット.主に臨床上の宗嘉等の移断補助そ
の他に使用される。

ヨレステけルエステル輸送雲
白(CgPl

42993111 コレステリルエステル輸送登白キット I

主体出来の嵐料を用いて コレステリルエステル輸送曇
自の現定または検出を目的としたキット。主に臨床上の



生化学的検査用試繁 (3)

現行大分類 現行中分頼 検=項 目 一般的名称 分類 定 義

ビタミンおよび
限違わ質潤定
用嵐表

ビタミン3,2 =タミシB12キ ット I

来の寓料を用いて、ビタラ B12の粛定または巌出
としたキット。主に薦味上の疾病等の彦断補助そ
賞用される。

裏欧 3037301X 廉酸キット I

来のま料を用いて 葉酸の対定または検出を目
:キット。三に薦床上の疾お等の勝断格助その他
=れる。

ビタミンじ,2予ジヒド0ビタミ
300498的 , 25-ジ とド0キシビタミシD3キット I

来の拭料を用いて ビタミンD、12}ジ ヒド0ビ タミ
刺定または検出を目的としたキット。主に臨床上α

痛優質 ナトリウム(Na) I

は産(血,、 血票又は全血)績体を用いて、ナトリウムの
1定または横出を目的としたキット.主に題床上の疾崩
レの彦断張助その他に使用される。

カリウム(K) ブウムキット I

1産(血活 血舞又は全血)検体を用いて カサウムの対
:または検出を目的としたキット。主に崎味上の疾病争
)務断補助その他にtF用される。

クロー,レ(C) 30188∞0 ヨールキット I

1減〈血汚 工察又は全血〉禎体を用いて、クロールの】
:または検出を目的としたキット。主に臨床上の技お字
)診断補助その他に使用される。

マグネシウム(Mg)

30'3'∞ 〕

液模査用マグネシウムキット :

1液(血お、血察又は全虹)検体を用いて マグネシウム
)測定または検出を目的としたキット。主に臨床上の張
5等の診断輛助その他に使用される。

カルシウム(c。) 液椋査用カルシウムキット I

1滋(血清 血票又は全血)機体を用いて カルシウムの
1定または検出を目的としたキット,主に感床上め疾窮
Fの診断補助その他に使用される。

ほ嶺リン(IP) 落検登用リン/無 技リンキット I

1た(血病 jE安又は全血〉横体を用いて リンまたは無
はリンの潟定または検出を目的としたキット。主に臨床上
)疾窮等の彦断補助その他に使用される。

炭酸く002)

アルミニうム(A,

3018801X

42813∞ 0

重炭酸塩キット

アル革 ウムキット

I

1液(血希、血残又は全血)榛体を用いて 技酸の対定ま
:は検出を目的としたキット。とに崎床上の疾病等の彦
'■助その伯に使用される。

I

I

(血弟 血業スは全血)検体を用いて アルミニウム
定または検出を目的としたキット。主に富床上の家

ミウム(ca) 432'3066 カドミウムキット
血な〈血汚、血舞又は全血)検体を用いて、カドミウムの
用定または検出を目的としたキット。主に臨床上の技嘉

ン(い〉

445580∞ クロムキット I

血兵又は全血)像体を用いて、ク0ム の粛定

|を目的としたキット。主に蔦床上の疾甫等の

|の他に使用される。

432630∞ モリブデンキット I

」l景又は全n)機体を用いて モリブデンの
(検出を目的としたキット,主にE床上の奈窮

3153S8抑 酷キット I

母 血策スは全血〉検体を用いて おの河定ま,

目的としたキット。主に臨床上の疾嘉等の惨断



生化学al模査用嵐楽(3)

現行大分報 現行中分題 検=現 目 ●o3o 一般的名称 分績 定 義

セレン(Sc) 12876∞ 0 セレシキット I

血法(血清 血英又は全血)像体を用いて 七レンの測定
または検出を目的としたキット。主に直床上の長嘉字の
珍断輸助その他に使用される。

〕′ヽ,レト(c。) 42331XXX ヨ′`ルトキット I

マンガン(Htn) 432750∞ マンガンキット I

EE法(血狩 血筑又は全■l〉検体を用いて、マンガンの潟
定または検出を目的としたキット。主に座床上の疾病等
の惨断お勅その他に使用される。

リチウム(t) リチウムキット I

uL法(」I清 血策又は全血〉検体を用いて リテウムの潤
建または検出を目的としたキット。主に臨床上の疾病等
の彦断格助モの他に座用される。

宝体薇■金属

ヨ走用ま 素
法(Fc) ほキット i

血戒(血お、血夕又は全IE)検体を用いて 鉄の測定また
ま検出を目的としたキット.主に盛床上の疾癌事の診断
清助その他に使用される。

ゆ法結合能(T【BC) 3038∞00 体お合能キット

下飽和鎮稿含能キット

1

血法(血右、血残又は全血)検体を用いて 技結合能の演
定または検出を目的としたキット。主に臨床上の疾嘉等
の務断補助その他に使用される。

不由和数指合能(U86) 44238000 :

EI液(血清 血策又は全血)渋体を用いて 不由和鉄結倉
格の料定または検出を目的としたキット。三に臨床上の
傑嘉写の彦断補助その他に使用される。

血法 (血お 工察又は全血)検体を用いて 掲の潟定また
は検出を目的としたキット。三に臨味上の疾病争の務断
格助その他に使用される。

日(Cu) 30160000 ロキット I

重働 (Zn) 30184は拘 亜鉛キット :

EL法(工々 、血装又は全IE〉検体を用いて 主おの潤定ま
たは検出を目a9としたキット。こにE床 上の灰病等の移

販純助その他に使用される。

主体色採関連

協受力定用虫

基

ビリリしピン(総ビリ,レビン) 36157001

30157∞ 2

血法検重用継ピリルビンキット I

血なく血清、血舞又は全血)ほ体を用いて ビリルピンの

羽定または検出を目的としたキット。主には味上の疾病
等の移断福助その他に使用される。

直筆ピリルピン 直緩ビリルどシキット I

主体由来のま料を用いて 直接ピウルピンの料定または

検出を目的としたキット。主に底床上め浸病等の移断輛
助その他に使用される。

抱合ピリルビン 4327●8拘 胞合ゼリルピシキット ■

主体的来の嵐料を用いて 抱合ビリルビンの調定または

検出を目的としたキット。主に直宗上の疾嘉等の移既綸
助その他に使用される。

セトアミンフェン 30437000 セトアミフラェンキット I

(工月、血究又は全血 )検体を用いて アセトアミタ
タの潟定または機 曲を目的としたキット.主 に日原上

店等の疹断補助その他 に使用される。また 血 中薬

産のモニタリングに使用される。

ゼピン

3K397m ゼピンキット I

生体由来の試料を用いて、道はカルバマゼビンの劇定ま
には横出を目的としたキット。主に臨床上の優嘉等の摩
断補助その他に使用される。また 血や案物温度のモニ
タリングに使用される。

303950m ンキット I

E滑 工疑又は全血)検体を用いて カル六マゼピ

定または検出を目的としたキット。主に自味上の,

炒断補助その他に使用される。また 血中業物惑
■タリングに値用される。



生化学的機重用ま案(3)

現行大分類 配 rr中分題 像ま項目 ●範 o 一般的名務 分 寝 定 強

エトサクシミド 3039611k エトサクシミドキット i

血液(血泊、血奏又は全血)検体を用いて、エトサクラミド

程富暑畳鱗離部よ書号輛臨

フェンバルビター,し 304018的 フェノ八ルビタールキット 1

血承(血清 血疫又は全虹)模体を用いて フェンバルビ

露鱗朝闘鉾ま軒悲呈搬

プリミドン 304031XX ブリミドシキット I ル 磁 ア

旨ガ 瓢 操撤

襲嬰 捨轍

述はフェニトイン 3039801X 遊確フェユトインキット I

フエニトイン 30402000 フエニトインキット I

I遼おバルプロ酸 304M Xl 遊程バルプロ酸キット

′ミルプ0酸キット

生体由来のま料を用いて 遊程バルプロ酸め測定または
険tLを目的としたキット。主に臨床上の夜病等の彦断格
功その他に使用される。また 血中楽物速度のモニタリン
グに使用される。

バルプロ欧

ジギト■シン

ジゴキシン

I

血たく血舟 血装又は全血)桟体を用いて ′ヽルプ0酸 の
引定または検出を目的としたキット。主に富医上の宗窮
等の彦断補助その他に使用される。また 血中案物速度
のモニタリングに使用される。

dl戒く血清 dE凝又は全血)検体を用いて、ジギトキシン
の対定または検出を目的としたキット 三に時床上の疾
虜等の診断補助その他に使用される。また、工中業物最
受めモニタリングに使用される。

シギトキシンキット I

的38的00 ラゴキシンキット I

血液(血病 血舞又は全EE)検体を用いて ジゴキシンの
酎定または検出を目的としたキット。主に薦氏上の疾窮
尊の移断輛助その他に住用される。また 血中秦筋よ度
のモニタリングに使用される。

ジツピラミド

3039a ll

ジツピラミドキット i

血活(血清、血察又は全血)検体を用いて ジツピラミドの
刺定または検出を目的としたキット,主に臨床上の長最
手の彦断補効その他に登用される。また 血中豪物■産
のモニタリングに使用される。

けドカイン リドカインキット I

I

I

IEた(血お、血箕又は全血)検体を用いて リドカインの粛
定または検出を目的としたキット。主に臨床上の法嘉野
の務断補助その他に使用される。また、血中楽拐温度の
モニタリングに使用される

!Ⅲアセチリレブ,カインアミド 3139'a" N一アセチ,レプロカインアミドキット

宝体由来の試料を用いて いアセテルブ0カインアミドの
Rl定または検出を目的としたキット。主に庫保上の夜病
手の彦断格助その他に4E用される。また、五中来効遠度
のモニタリングに使用される。

ブrlカイシアミド 30392000 プrlカインアミドキット

営血)機はを用いて ブ0カ インアミ

目的としたキット。まに日床上の家
】こ使用される。また 血中案物遠
目される。

キニジン キニジンキット I

”
的

‐
Ｈ

一
日
い

雪用いて キニジンの対定または検出を
主に臨床上の疾病等の鬱断帝助その
また 血中案物濃度のモニタリングに使

る。

リシ 30417000 予オフィサンキット I

(血お 血舞又は全血)検体を農いて テオフャけ
または検出を目的としたキット。主にB床 上のカ
彦断補助その他に使用される。また 血中柔物|
ニタリングに使用される。



生化学的桟査用京栗(3)

税行大分類 現行中分類 横重項 目 一般的名存 分類 定 義

ササチル酸 サリテル酸キット I

用いて サリテル酸の潟定または検出
。主に臨床上の疾病等の彦断補助そ
また 血中葉均逮度のモ='リ ングに

ヘフヽリン 3056的00 ヘバリンキット I

な(工清 血英又は全血)検体を用いて へ六リンの対
または検出を目的としたキット。主に再床上の疾癌写
移断行動その他に使用される。また 血中慕効速度の
ニタリングに徳用される_

アミカシン アミカシンキット 1

【全血〉機体を用いて、アミカシンの
いとしたキット。主には庶上の接岳
Hこ使用される。また 血中薬物温度

トブラマイツシ

ゲンタマイラン

30413m0 トツうマイシンキット 1

血実又は全止)様体を用いて トブラマイシン
と検出を目的としたキット。主に匿原上の疾
綸助その他に使用される。また 血や来物惑
ブ】 る。

3040801X ゲシタマイシンキット I

(血お 血察又は全血)様体を用いて ゲンタマイシ
田定または検出を目的としたキット。主に臨氏上の,
の診断補助その他に使用される。また 血中薬物ヨ
モニタリングに使用される。

ジベカシン

ネチフレマイラン

レベカシシキット I

【の試料を用いて ジベカシンの調定また,ま検出
したキット。主に電床上の表病等の務断補助そ
E局される。また 血中案傷法度のモニタリングに

本チルマイランキット [

由来の試料を用いて ネチ,レマイランの翔定または
と目的としたキット.主に庫床上の疾痘等の務断捕
み他に使用される。また 血中薬物濃度のモ=タ リン
費用される。

(血汚 血舞又は全血)検体を用いて メトトレキサー

に'=■ はなH■ 日的ナ1,■ ット ■ri使■ ,ぁ 生
メトトレキサート I

また 血中率物濃
ニタリングに使用さ

メトトレキサート

エタ/一フレ

ントトレキサートキット E 検出を目的とした!
てヽ、メトトレキサートの粛定または
、主に庫床上の疾病等の移断補

て` エタンールの河定または検出
イこ臨床上の疾病等の惨断補助そ
た 血中案物遺度のモニタリングに

てヽ プ0ム ベリドールの用定また
フト。工にE床 上の疾病等の移断
■る。また 血中楽物逮度のモニタリ

てヽ、ツニサミドの翔定または検出
JこE床 上の奈窮争の登断補助そ
た 血中楽物遠産のモニタリングに

335240o0 エタタールキット I
キット。

ブロムベリドール 42931000 ブ0ムベサドールキット 【

用 |

目

目的としたキット。ま
他に使用される。ま

′ニサミド

′ヽ0ベリドール

ソニサミドキット I

429218門 日ヽ本リドールキット I

1)検体を用いて ハロベリドー

的としたキット。主にヨ床上の

Ⅲ【使用される。また IE中薬物
ニタリう

)シジン 42925000 アプリンジンキット I

主体由来の試料を用いて アブリンシンの調定またはな
出を目的としたキット。主に臨床上の長癌等のめ断補助
をの他に使用される。また II中案物濃度のモニタリング
i倍田オカふ

ルベカラン

セツ`マイラン

フレベカシンキット I

にヽ て アルベカシンの対定または検

。主に臣床上の疾病写の移断脩助
また 血中楽物濃度のモニタリング

4292011k セ′ヽマイシンキット I

!用いて イセア`マイシンの河定また|よ
キット、二に臨床上の疾病等の彦断格
iれる。また 血中票効濃度のモニタリン



生化学的機査用京秦(3)

シク0スポ'ナシキット

的としたキットロ

てヽ、レクロスボリ

また、血中薬物逮

また

に てヽ ,ク0リムスの対定または横
。主に応床上の疾病等の移断補助
また、血中業物濃度のモニタリング

て`、′`ンコマイシ

ニタリングに使用される。

て` 三窺系抗うつ剤の測定または

三軍系杭うつれ付CA)

イ」ブラニシ 〕ブラエンキット

。三に日床上の楽窮等の移断精
また、工中慕拐濃度のモニタリン

来のユ料を用いて テイコブラニンの剤定または
目的としたキット。主に日床上の疾窮等の勝断補
他に使用される。また 血中案物よ度のモニタリン

=用いて モルヒネの君定または検出を
主にE床 上の疾窮与の紛断神助その
また 血中菜筋温度のモニタリングに使

t てヽ、メキシレチンの測定または様
。主に崎床上の奈病等の務断補助
また 血中案効温度のモニタリング



免夜学的極査用ま慕く1)

現市大分題 現行●分類 険至ヨロ 一般的名称 分 霜 定 曇

電貧グ0ブ リレ

ヨ定閉慎真
ヒト免夜グロウリン●●86) 血液検至用究4Eグ0ブ リン6キット

血頑(血汚 血笈又は全血)検体を用いて ヒト党疫グo
ブリン6のお定または検出を目的としたキフト。主に臨床
上の疾組等の摩断純助その他に使用される。

崎票的免駁グロブリツ6

ヒト究夜グロプリシA(【̀A)

分お聖免佼グロブリシ(Ⅲlg
へ)

兌技グロブリン0単 一lth単 一
情実用の

多種抗原キット 親富8督縛鑑品神歓ヱなな譜

山液検褒用先仁グ0ブリンAキット 蹴麟富呂:S」:増格盤落1鑑採

分海聖免疫グロプリンAキ フト 請景寄g雛酷繋習鑑E緒瞥

=卜免夜グ。ブけンM(I`M) 血茂検至用免疫グ0ウ リンMキ ット 栂財梨笠ほ軸増間肘☆韮繰
=の侯窟守の勝断補助その他に使用される

=卜角俵グrJブリンtl(【̀D) 免査グ0ブ リン0キフト :

E技(血活 血究又は全血)様体を用いて ヒト免室グ。
′リンDの 】定またはほ出を目的としたキット。とに臨床
この疾病手の酸断補助その他に使用される

=卜免窪グ。ブリン●(叱E)

ネ特景的免疫グロウ"E(I

ョ〔)
党まグ回フリンEキット

血渡く血汚 血疑又は全血)犠体を用いて ヒト免在グ,
ブリン〔または弁特票釣発室グロプリンEの 河定またはt
出を目的としたキット.主に臨床上の疾窮争の摩断格助
その他に使用される

アレルゲン特真をE

特泉的先硬グ。ブリンE(七

抗原特異igE抗体
h吸 入にアレルゲレigE抗
体

免産グrlフリンE単 一貫験 単一者泉用の

多種抗原キット

主体白来の嵐料を用いて 免重グ。ブリシEの 単一
よB

単一お果の多種伎原の】定または検出を目的としたキヮ
ト。主に臨床上の侯窮等のじ断■効その他に使用され
る。

アレルゲン特景LE
特実的免使グロブリンE(1●

=)

院原特異1`E航体
h嘆入性アレルゲンにE抗
体

先疫グ0フ リレE単 一
駅験 複数搭採用の

多種i原 キット

主体由来のま料を用いて 免獲グ0ウ リツEの 単一試験
枝敏お果の多種航原の河定または検出を目的としたキッ
ト。主に館床上の技病考の勝断補助その他に使用され
る。

先空グロブリンL担カッパ型

免質グ0ブ リンL捜 え型 (L
田(え))

曳まグロジリンカッタ`/ラ ムダ鎮キット
生体由来の貫持を用いて 免4Eグ白ブリンカッパ/ラ ムダ
(κとえ〉鎮の測定または検出を目的としたキット 主1■臨
床上の疾篇専の膝断補助その他に使用される。

tOサ フクラス 免康グロジリンGサ ツクラスキット
主体由来の嵐料を用いて 免疫グ0フリツGサ ブクラスの
】定または検出を目的としたキット.宝に邸味上の浅病
考の移断輛助その他に使用される

免茂グ回ブリン多項目dg
SI=AI`ML鎮 カッ六

聖 Lロラムダ型)
多項目免技グロブリツキット

主体自来の拭料を用いて 先壺グ。フリン多項目(1=6【

レヽ 「EM L鎮 カッパ型 ビ鎮ラムダ空等)の】定またはど
出を目的としたキット 主に臨床上の疾病等の勝断格助
その他に使用される

山清補体面 (0出取) よ汚打体おOH。キット
の嵐料を用いて 血君4tttbCH的の】定また

目的としたキット。主に臨床上の共有事の移跡

18体富3成分 (C3)

格体曇白(CO)
穐体C3

崎体成分03キ ット
Ⅲを用いて 補体成分03
キット。主に臨床上の疾
される。

桁体成分Csc 自体成分C3●キット
てヽ 補体成分03oの 潮定または

主に臨床上の技病寄の勝断常

,体第4成分(04)
需体室自(04)

自体04

3,イ ンアクチ本一'一

91インアクチ本一,一活性

格体成分C4キ ット
承 (血希 血授文は全血)検体を用いて 神体ltttC4
1月定またはな出を目的としたキット 主に臨床上の農
1等の摩断持助その他に使用される

1体臼来のま料を用いて 格体成分Ci不 活性化因手の

1定または検出を目的としたキット。三に座床上の疾窟
iの惨断補助その他に優用される。

てヽ 03ブrlアクチベーターの潟定
に■フト まにES昧上の技有等の
自される。

蔵分C〕不活性tし因子キット

ロアクチベーターキツト

1

13アクチ末―ター

I

てヽ 神体制観因手 (網子運動性〉



免庄学的検査用拭薬(1)

慎tF大分類 理",分 霜 模査項目 一
般的名務 分 類 定 車

ブレア,レブミン ブレアリレジミン/トランスサイレチツキット 1

1頑 (血活 血頻又は全血)僚Ftを用いて ブレアルウミ
′/トランスサイし,ン の】定または検出を目的とした
,ゥト。主に臣床上の技歳等の移断特助その他に使用さ
,る。

olマイクログロブリン(α
l - 1 、)

ア,レフラ1-マイクrlグoブリラキット
:体由来の最料を用いて アルフアⅢ―マイク0グ 0ブリレ
)お定または検出を目的としたキフト。主に崎床上の疾
等ヽの移断拍助その他に使用される.

口,アンチトリブシン 血液陰査用アルファ〕―アンチトリプシン
キット I

1液(血痢 血錠又は全ユ)検体を用いて アルファ1-ア
チドリツシンの現定または検出を目的としたキット。主に
:床上の疾病等の掛断格助その他に使用される。

口】
―臼佳糟雲白(ol一

ACl,)
アルファⅢ―酸化務蜜白キット I

車話村斜単軸
ヨi嫉上の霧等の

:体白来の拭料を用いて、レチ′一ル特合曇自の測定ま
摘増名辞線 :主

ほ床班 府は

1戒(血滑 血軍又は全血)な体を用いて アルファ2-マ
ログ0ブリンの対定または検出を目的としたキット 主に
:床上の疾有等の凄断補助その他に使用される。

レチ′―ル籍合雲白(R3,)

0グーマクログロブリシ

30252dX レチ′―ル結合蚤白キット

アルフ72-マ ク●グrlジリンキット

E

1

′ヽブトグ0ビン(H,)

セルロブラスミン(C,)

モヽベキシン(Hス)

′ヽプトグoビンキフト
1液(血潤 血究又は全由)横体を用いて ハプトグ回ビ
の粛定または検出を目的としたキット 主に臨床上の篠
i等の移断打助その他に使用される

セサレ0ブラスミシキット
1承(血希 血疑又は全血)様体を用いて セル0ブ ラス
ンの】定または検出を目的としたキット。主に臨床上の
i窮寄の移断桶助その他に使用される

ヘモベ■シンキット
:体由来の試料を用いて ヘモベキシンの粛定または横
1を目的としたキット。とに値床上の浜宮等の酸断補助
|の他に使用される。

トランスフェリン(rl)

,2-マイクログ0ブリン(,
2-m)
a2-マ イクログ0ブリシ(B
M6)
β2-ミクログロブリン(,2-
m)

β2-M6

血法検査用トラシスフIリシキット
1荘(血清 血舞又は全血)様体を用いて トランスフェリ
の粛定または検出を目的としたキフト 主にEB床上の侯
i等のめ断打助その他に使用される

dな検至用ベー,2-マ イクログロブリン
キツト i

1減(工舟 血疑又は全血)検体を用いて べ‐ 2-マ
クログ0ブリンの粛定または検出を目的としたキット.主
:臨床上の疾窮等の鰺断打助そのはに使用される。

0反 応性 曇自 (CR , ) 0反摩忙曇自キット
1液(血和 血舞又は全血)榛体を用いて 0反応性曇白
)】定または侵出を目的としたキット。とに題床上の疾
5中の彦断輛効モの他に使用される.

やRスコア 'ヽRスコアキット エ

こ体由来のR革 を用いて APRスコアの潟定を目的とし
:キット。主に廊床上の技舟等のけ断綺動その他に使用
|れる。

ヒトわR由 来晴防酸億合曇
白 rFAB,)

ミオグrlビン(Mb)

ヒト●自由楽聴肪験君合筆白キット I

:体白末の慎科を用いて ヒト●B自 来脂防敏篤合登白
)測定または検出を目的としたキット。とにES床上の張

ミオグ0ビンキット

ドロポエンキフト

1

と体白来のよヽを用いて オヽグロピンの謝定またはな
」を目的としたキット.主に臨床上の技怠寄のじ断格助
その他に使用される。

1(crn【 ) 主体白来のま料を用いて い0ボ ニンの潤定または検出

宮目的としたキット。主に臨体上の表窮与のけ断補助そ
の他に使用される。

シンtEtt I ミオラン軽頭キクト ■

てヽ 心宝筋 オヽツシ経虫 Iの 】定
tキット。とにEE床上の疾常等の



兌空学的検査用R幕 (Ⅲ)

シエベブ才ドキット

ブックスメタrlプロテイ
3 )

βク0スラジス

シヨンベブ才ド

ナーゼー3キット

アポ蚤白―Aキット

シアル4と海鎖仇欧 亡6

―ファクタント曇自0キット

アル化務鎖抗原KL-6キ ット

ノーゲンアクチベー トリプシ′―ゲンアクチベーションペプチド
てヽ トリブシ′一ゲンアクテベー

て` ヨンドロカルシンの潮定また|
、主に臨床上の疾務等のけ断補

宮用いて V型 コラーゲンの】定または
キット。主に臨床上の疾白事の摩断神

て` V聖 コ,一 ゲン 'Sの球定ま

目的としたキット。主に麗 床上

てヽ サ ーファク,ラトブ0テインEl
的としたキット.主に薗床上の技

てヽ ラアルに描鎮伎原Kヒ6の対
したキツト 主に応床上の疾歳市

てヽ 頼油球 エラス'一 ゼ の減定ま

て` ,ク 0スラブスの舟定または
。主に臨床上の張衛年のけ断箱



覚技学的検在用ま率(1)

現行中分類 像査項 目 ―娘的名務 分 類 定 こ

B胎児性A原 てOEA) 酪踏児と抗原キット

アルフアーフエトブ0テインキット

体由来のま耳を用いて 8皓 児使坑原(Ca)の 鴻定
には検出を目的としたキット。主に 感踏児と抗原
1臥)鶏定または検出によるこ位臣々の鰺断争に使用
れる。

r―フェトプロテイン(AP)

体出来のま相を用いて o一フェトプロティン(AFP)の
定または検出を目的としたキット。主に oつ ■トプ0
イン(人F,〉】定または検出によると性曽毎のめ断相助
に使用される.また 日分務液中“―フェトブrJティン
FP)は 政水の静断格助寄に使用されることもある。

AF,の レクチン反感性によ
る分畷比(AF卜し0)

アルフアーフェトブロテインのレクチン反庫
とによる分巨比キフト

体出来のよ料を用いて A■Pのレクチラ反感性による
目庄(AF卜 し3)の淵定を目的としたキット。主に AF,
レクチン反感性による分日庄(A■卜 し3)潟定によると
E窺 の珍断補助琴に使用される。

電基性胎児贅自(BFP〉

低基&フ ェトプ0テ イン

(B")
岨基性胎児曇白キット コ

体由来の旗ヽを用いて 塩基性胎坑壺白(B")の対
または検出を目的としたキット。主に 塩ととは児登白
F , )刃 定または様出 による鶏性 順庫の勝 断補助 争に

用される。

師 典題囲遠 抗原OA, 2 5

9P娯毎由来航原OA125
建西ヨ抗 原 Ⅲ2S( e人 ,2 5 )

6よ暉Ⅲ25キット I

体由来の旗料を用いて 車抗原125(C‐ 125)のlR定
たは検出を目ajとしたキット。宝に 感茂町 25(0人一

5)滅定または検出による悪性ほ項のめ断綸助尊に使
される。また 子言内膜症他の勝断補助守にも使用さ
る.

摩航原602キ ット

体由来の虫料を用いて CA602の粛定または検出を目
としたキット。とに CA602舟定または検出による悪性
毎の修断等に使用_4れる。また 子g内 膜症他のじ断
効等にも使用される。

肺腺葛白凍抗原Ⅲ3 0

(OA100)
柿腺毎出来航原130キット

ほ抗原15-3キ ット

I

体由来の試料を用いて 肺腺建由来抗原130
)A,如)の潟定または検出を目的としたキット。三に 肺
応由来航原,30(OA,如 )滅定または検出による忠性
減の膝断補助等に使用される また 子言内顔仁他の
所名助手にも使用される。

8関連航原OAl■3
=卜乳傷由来抗頭(OAl■3)

体由来のよ付を用いて お杭酌 5-3(OA,53)の 君
|または検出を目的としたキフト.主に 電抗原 ,S-3
)Al,3)潟 定または検出による悪性題tの F4断補助事
使用される。

乳毎抗原(BOA225) 乳応抗 原 OCA 2 2 Sキ ット

体由来の主村を用いて 乳8航 欧 BOA225)の 河定ま
は検出を目的としたキット 主に 記毎h原 (日0&25)

1定または検出によるとに配車の彦断格助手に使用さ

る。

臨鎮航原OAl,9
ビト大ほ経由来糟演抗原(C
Al,4)

臨穂連httCA,い 0

島成卿 0-0キ ット

1体由来のま料を用いて 8航 原ⅢO-0(OA Oめ の河
!またはほ出を目的としたキクト 主に 癌坑酌 0-0
うAtい0凋 定または検出による惑とに向のめ断補助奪
!使用される

輸抗願 0キット
[体由来のま料を用いて 車航原的(0人rJcの周定また

検ヽ出を目的としたキット。主に 優抗原∞ (0^50日定ま

1と検出による悪亡E48の 彦断打助尊に使用される

:体由末のよ料を用いて 電抗原,2■(OA,24)の 】定
iたは寝由を目的としたキット 主に 毎坑原724(OA'2

市航原(STrr) 43306的 ル「n抗原キット

KMOⅢ キット

てヽ シアけ,レT続 原(STrt)の粛月
に■ット 主に シアリル市抗原
‖こよる悪性塵毎の勝断補助与に

てヽ ヒト亀関連絡韻航原(KM01)
1的としたキット 主に ヒト毎関連



免夜学的検=用 拭基(")

現行大分観 現行中分類 険査項目 一般的名務 分輯 定 と

Ou,Arr2よ 原 )り,AN-2h原 キット I 話警餓 酬描璽盤評よ

シアリルLす―iれ原(SLX) クアリルピ ーⅢ命原キット コ

主体由来の技料を用いて ラアリルい
k―

i抗原 (StX)の

営倍iミ 苦事ニモドたと=]4と 言irて まどrf

事に使用される。

N C C  S i―特9航原 H C O 一 S i - 4 0 0 抗
原 子 フ ト 荏鯛と鯉 浜:弊「吊群鋒昼鵬

SPo庁,れ原 'ヽan― Ⅲ杭原キット 缶を書喬躙 iS:這苦鼎轍壌替よ品

月平上皮建関連抗原(SC0
■平上皮窺抗庫 SCOキ ット

=体 由来の試料を用いて 月早上度荏関連抗原(Seo抗
雰)の河定または検出を目的としたキット.主 に ■年上

岳み害善縁5壕 鞭
または検出による悪性田

γ―tミタブ0テイン(ァーSm)

98構ポリペブタイド杭原
(IPA)
鷺農ポリ本ブチド抗原(T,A)

'シマーtミ′プロテインキット

主体白来の拭料を用いて ァ ーtミノブ0テ ィンの窮定ま

定または桟出による是件鹿aの と断鵜動Ⅲに侍臼メh
る。

主体白末の嵐常を用いて 紹登ポリ本ブタイド航原(7,A
の刃定または検出を目的としたキット。主に 相農ポリベ
ブタィド抗原(市お)用定または検出による悪性腫々のけ
断拓助等にtr用される。

増疫仰"酸 と室自キット l l

主体由来のま料を用いて 免度抑樹酸忙室白●ゆ〉の】
定または検出を目的としたキット。主に 免疫抑輯酸性蚤
白(いP)研定または検出による悪性座t8め妙断綺助争に
使用される。また 炎庄住疾患または自己究霊性疾島他
の摩断拓助等にも使用される。

前主僚鹸性フォスファターゼ
(PA,)

前立腺特異抗原('A〉

前土腺や果航原(,SA)

(PAP)の 対定または検出を目的としたキット。主に 働主
臨酸性フォスファ,一 ゼ(FA')河 定また ま検出による悪
性田車の鬱断補助等にt「用される。

主体白来のま村を用いて 働立藤特泉坑原(,S^)の 粛
定または検出を目的としたキット。とに 前立腺特駅h原
く'SA)調 定または検出による基位腫をのけ断補助等に
贋用される。また 近震型和立険特冥よ原(フリー'SA〉
と併せて F/i比 (フリー,SA/ト ータルPSA)を 】定す

て` 通ぼ翌前立腺特R丘 原 (フ
よ検出を目的とした■フト.とに

宮巳打のけ断福助与に使用される。また 前立腰
願(FA)及び何立膜持泉抗原いSA)と併せて '″

リー,SA/ト ータル'勢 )を河定する将含もある。

述ま空前主臓特真抗原(フ
リーPSA)

肘立藤特泉航原 o,ア ンチ

キモトリブジシ複合体(PSA―
賞特泉航原 アルファⅢ―アンチキモト
ン壇合体キット

1料を開いて 前立膜待票抗廓 4+ア ンチ

植合体(,SA―ACi)の 測定または検出を目
。主に 開立腺特泉抗原 olア ンテキモト

る 。

Ｄ
　
　
　

一　
　
　
酵中　　　〓　　寿的

a l

にヽて 神距特泉エタラーゼ(NSE)の
いとしたキット.主に 神経特見エタ

[ガラクトースeF移酪去 CATfッ ト

てヽ 盛曖逮ガラクトース五移韓素
E出を目的としたキット。主に 経田
,(C■AT)河定または検出による思



党産学的横至用芸慕(1)

(票常ブ0卜●ンビ

イトケラチン19フラグメント

ラスターゼ I

2 (● oあB遺 伝子産

イトケラチンⅢOフラグメントキット

1空プロコラーゲンー0-プ ロベプチドキッ

て` ,【WkA―](泉 常プロトロンビ

て` サイトケラチン10フラグメント

抗原 (OSに X)

レーCfrJベ ブ I ttEJラーゲシー0-テ Dベブチドキット

I型 コラーゲン柴糟 N― テ 0本 ブチドキット

1聖 コラーゲン察橋 N手 口六t/チド(Nix)粛 定 または校

(OAFt4/61)
れる。

て`エラスターゼ I

て` Ettg_2に o内B遺伝子産わ)
1目的としたキット 主に EttB-2

て` シアリルLoxれ原(OSLEX)の

てヽ I里 ブロコラーゲ1

ド(PIC,)の 謝定または検出を目的としたキット 主
I空プロコラーゲンⅢ}プ ロ末ブチド(PIc,)B定 孝

てヽ I狗 チ ゲ:

てヽ 1翌 う 一ゲレ栞裕N ロ ベ

的としたキット.主 に

:料を用いて 勝離組&抗 原 (BIA)の対定ヨ
的としたキット。主に 勝臣組出航原(BI内
戯による惑性題=の め断補助尊に使用さ

てヽ エストロジェンレtブ ,一の謝
キット.まに エストロラ=シレ



免疫学的横査用嵐薬(1)

現行大分塩 榛=項 目 ―
織崎 名孫 分 霜 定 革

ブロゲステ0レレセブターく, プロゲステロンレせブターキット

体由来のよヽを用いて ブ0ゲ ステoレ レセツターの演
または検出を目的としたキット.主に プロゲステ,シ レ
ジター舟定または検出によるとに題0の 酸断打助守に
同される

賞便漕血 便潜血キット I

体由来の試料を用いて 便た血の浦定または検出を=
としたキット.主に 便漕血ヨ定または検出による悪性
車の鱗断補助尊に使用される

熙中述取型フコース 遊感聖ラョースキット Ⅱ

体白業の出料を用いて 逆出型,コースの】定または
出を目的としたキット。とに 進感聖ラヨース鶏定また
検出による悪性E■ のじ断打助寺に使用される.

デオキシビけジ′リン(D,D) デオキシピリジ′リシキット I

てヽ、ァオキラピリジクリンの河定ま

Ⅲ3JOrし。‐。S nRNA Mすor● ●1-obl"RNAキ ット 正

蹴 磁 S岩 鍵 疑 桜脇 ど縦 [世 紫 ヒ
Majerはぃ お怖 RNAて,均“陀"Ы 按酸〉】定または

出による霧と口0(&佳 骨■性白血自(oML))のめ断
助守に使用される。

_CAP(しurj`cancor
,ss∝■tea"■へ 市)

崩海関連蟹白 し●APキ ット D l

体自来のま料を用いて 肺癌関連曇白(LvA,)の 対
または検出を目的としたキット.主に 師鶏EE遭玉白(t
Pヽ)爵定または検出による悪性底ヨの診断補助年に
用される。

デオキシチミジンキナーf(T
(〉

(デオキシチミジンキナーゼ
(ネ)活性)

ⅢER-2遺 伝子

体白来の嵐料を用いて デオキンチミランキナーゼの
定または検出を目的としたキット。主に テオ■シチミツ
ヤナーゼ河定または陰出による悪性腫=のめ断お助
t使 用される。

」E氏-2遺 伝子キット

体由来の摂料を用いて いER-2遺 伝子 (●―es遺 伝
達物)の潤定または検出を目的としたキット。主に r4E
-218伝子(ooあと伝手注材〉淵定または検出による
にE毎 のじ断打助年に使用される.

タルタチオン S―トラシス
フェラーゼ

グルケチオン S― トランスフェラーゼキット 田

体由来の拭村を用いて グル,チ オン S― トラシスフ■
―ゼの鴻定または様出を目的としたキット.主 に グル
■オン S― トランスフェラーゼ】定または横曲による速



免技学的検査用試薬(2)

ア+ラ ユマティス抗

トラ3マテスDNA
トラ」マチスリボ

トラコマティスれ

ム癌クラミジアCFれ体

トラヨマティスIEG

ニューモニエにG

トラコマティスtEA

ジアニューモニエ【ヮ、

ジア トラコマティ

ニューモニエigM

デトリジ)‐0(ASO)h

一沼血連鎮球菌(A料 )抗

イセリアゴタレアリボツー

免夜グコプリンGキ ット

て` クラミジア鞍欧の測定または
、主に、クラミシア トラコマテスじ

由来の鼠料を用いて、クラミジア抗体の丹定または
を目的としたキット。まに クラミシア トラコマテス及
ウム嘉クラミジア感発の移断補助等に使用される。

を用いて、クラミジア免養グrlプリン6の
宮目的としたキット。とに、クラミジア トラ

スまたはクラミジア ニューモニエ感崇の移断補助

て` クラミジア免残グロブリンAの
的としたキット。主に、クラミジア トラ

スまたはクラミジアニューモニエ感業の彦断補助

を用| てヽ、クラミジア兌なグ0ブリンMの
宮目的としたキット。主に、クラミジア トラ

スまたはクラミジア ニューモ=工 感業の摩断相助

てヽ 抗ストレラトリジチ 0抗 体価の
的としたキット。主に A群 ′溝血達

てヽ 坑ストレフトキナーゼ抗体価の
|としたキット。主に 将連菌群感崇

てヽ A群連損球菌多格体れ体的
的としたキット。主に A淋違鎖率

てヽ 五連鎖革菌ONas,一 Bの 対
したキット。主に 連独球菌感発の

いて 抗連由球菌ヒアル●ユダーゼ
目的としたキット。主に 逮由球菌感

30493000

30491000

36492000

的としたキット。三に、重生グラ
ン血症の嘉B

咳菌抗原
項 I相菌のlal清型

咳菌抗体
咳菌握集楽お

B咳 菌抗原キット

てヽ 百
目的としたキット.主 に 百B咳 菌抗体キット

る。



ブヨフ`クタービ0サ

レブトスピラ抗体
レブトスピラ抗原
レブトスピラ抗体価

ブルグドルフェリ航

イコブラズマ航体(h体 価)
イコブラズマ立体(抗

リジウムディフィシ

,ジウムディフィン
シA

るエラ,ロ トキシ

リケッチア抗体
リケッチア抗原
リケッチア抗は価
Wす ●J■反感

ムラ病抗体
ムシ病リケッチア抗体

ムシ病リケッチアOF

クリブトコッカスキォホルマ

リコパクタービコリれ原キット

ブヨパクタービ0リウレアーゼキット

リコバク,一 ピ0り抗体キット

イ3ブラズマ抗体キット

リジウムディフィンルキット

30704∞0

36714000

432rJlx 00

,プトEDッカス Ⅲオフォルマンスキット

党夜学的機査用ま薬(2)

摩口来の玉料を用いて ヘリコパクタービ0り菌産生の
フアーての葛定または検出を目的としたキット。主に
リコバク,一 ビロリ憲業の彦断輛助等に使用される。ま
感英後の除菌判定にも使用される。

主体出来のま料を用いて ヘリコバウタービロリ五体の対
定または検出を目的としたキット。主に ヘリコ′`クターゼ
0り懸業の診断箱助等に使用される。また 題業後の除
菌判定にも使用される。

〔の航料を用いて レブトスピう(抗体 航原及び
の対定または検出を目的としたキット。主に レ|

または検出を目的としたキット。主に 構手トレポネー

バリーダム感集の診断補助等に使用される。

てヽ ボレリア プリしグドルフェリ航
的としたキット。主に ボレリア

てヽ クロストリジウムデャラィシル
ディフィシルトキシンA及び

また 際菌後の料

てヽ 非トレポネーマ摘質あ体の河

ム ディフィシルが産生するエンテロトキシンレ 1の

用いて ヘリコ′ヽケタービ0り抗原の調
均としたキット。主に ヘリコ′`クタービ

目的としたキット。主に、クロストリジウ

37,4sa抑

キット

ィフィンル悪業の移断補助守に使用される。

て` カンジタあ原の対定または横

ベルギルス抗原 3774101k ルスキット

キット。主に カレジタ騒業の摩断毎効等



マイコバクテリウ
ツベフレクローシス)
イコノ`クテリウムアビウム

ヨンt/t/ックス
マイヨバクテリウムアビウム
イヨバクテリウムイントラ

(M

tbo「oけoすs M BoMs

ツプラズマ抗体

キツプラズマh体 (1`M型)

ズマ抗体(I`G聖 )

Bo,1車BCG M
びMMに r碇)

ィコ六クテリウム抗体

イコパクテリウム抗原

硫炎事菌
フトヨ,カス=i=ア ) B群連ね

(ストレフト3″カス7おラクテイ

免技学的機査用ま案(2)

ツプラズマ抗体キット

ノプラズマ免疫グロブリシMキ ット

ツプラズマ免技グロブリンGキ ット

ンーバ抗体キット

イコバクテけウム核醸キット

ィョ六クテリウムtt体キット

イコ′`クテリウム抗原キット

157丘 原キット

57LPSれ 体キット

1将を用いて トキツプラズマ抗体の潟定ま
的としたキット。主に トキップラズマ悪崇の

てヽ、トキップラズマ免疫グロプリン
1目的としたキット。主に トキップラ

て`、マイコフヽクテ1

を用いて マイヨ六クテリウム抗原の対
目的としたキット。主に マイコパクテリウ

メー′ヽ抗体

て` 大勝菌0157h応 の月定また
キット。主に 隅官出血性六博箇0-

(1-3)―,均―グルカン 1-3)一 ベーターD―グルカレキット

シフ,Iツサ菌 肺炎連鎖
A群 磁塩 共菌 B群 髄

日/E∝ Ⅲki C辞 臣
ヘモフィ'ス イン

用いて ( -ヽ3)―β―瞬グルカンの刃
的としたキット.主に、ま在住貫菌感業

ナイtリア メニツキ,, (C/
″135) サイセリア メ=シキティス
(A/Y)ナ イせリア メニツキi私

307000∞

34022000

428460的

44025∞0

43226000

■198000

(各群を含む) 44029001



兌夜学的検査用ま薬(2)

現lT大分類 現行中分題 検査項目 一般的名称 分類 定 義

1箕ヒフリオ菌B憩 住君血毒
「DH)

442030∞ 廟真ビブリオ菌m臓 性溝血毒キット l l

L体由来のま料を用いて 閣資ピプリオ菌耐無に清血毒
,潮定または検出を目的としたキット。主に 閉英ピプリ
ト感業の彦駈神助争に使用される。

fルtう驚集京ら 367,3001 ジフレセラキット 田

L体由来の恵料を用いて、ブルセラタ案反らの東定また
よ検出を目的としたキット。主に ブルセラ悪崇の移断補
力奪に健用される。

J=サ ■スlgG Aれ 体極 442023拘 抗アニサキス免技グロブリンG免 疫グロブ
リンA抗 体キット

B I

E体出来のま料を用いて hア=サ キス免なグ向ブリン
r免なグrlブリシA五体の所定またはな出を目的とした
|ット,主に、寄生虫アニサキス感業の指助彦断に使用=
卜る。

イョデラ汀マ抗原(咽顕内〉 31702∞ 0 マイヨブうズマ抗原キット I l

ヒ体由来のまヽを用いて、マイコプラズマ抗原偲 頭内〉
)利定または検出を目的としたキット。主に マイコプラズ
r感装の輸動骸断に使用される。

,い菌特異抗体(hPG[五
t)

4402011X らい画時異抗体キット 田

:体由来のほ料を用いて らい菌特具れ体(抗,GL抗
卜)の君定または検出を目asとしたキット。主に、らい菌閣
のヽ勝断格助等に使用される。

4421,000 焼抗酸菌抗体キット I l

二体由来の試料を用いて 抗抗酸菌抗体の潟定または
に出を目的としたキット。主に 抗酸苗感発の務断輛助寺
二使用される。

府帝とマラリアHRP-2h
原

レジオネラ群別
レジオネラ航体
レジオネラ抗原

84∞的06 熙帯性マラリアHRP-2抗 原キット コ

三体由来のま料を用いて 熱帯性マラリアHR'-2抗 府
)測定または検出を目的としたキット。主に 辞呑性マラ
|ア感業の診斯補助孝に使用される。

レジオ本ラキット E l

三体出来のま料を用いて レジオネラ(群別、航体、及び
i原)の潟定または検出を目的としたキット。主に レジオ
ラヽ感発の惨断打助手に使用される。


