
ルス0アあいキクト

ルスヨア発査夕0フ リンM I .

o航『′立体キクト I E

ルスprrS2抗 匠キ″ト

アルラミンレtブ,一お合体キク1 . |ほtr!

Ⅲ,∞ 10室庁茂ウイルスコアは酸キット

ルスほ白■ット

てヽ 0畳 所支ウイルス】7産 0■

草ウイルスロ連航体め

=に 0■ '文 ウイ



,レス(HCV)] 14432“
10

ノウイ,レス
ノウイルス航ほ

:ケ号,材景鱗譜
原Ⅲ″m

ウイル
1抑 96的

窮夜争的僚=用 京表(3)

マウイルスほ敵キクト

ルス質な夕0フリン●キット

ルス抗体キット

てヽ Ⅲ"ヘルベスウイル末寛技ク

ウイルス

ウイルス航体キクト |とした,ク ト 三 に ■ 碑^

ウイルス抗体

てヽ ネ在 "はお,ウイルス立体

イトンガ0ウイルス1理感沖"|ヤイトメガ0ウイルス見住夕0ブリン0キク

メガ0ウ イル入
l ml的 ||イ

トメガ0ウ イルス究在グ。ブリンMキ ク
サイトメガ0つ イルス資在クロ



塩=項 目 ―般的名林 定 3

:8ウイルスh毎
:ロウイルス8航 い(E印^)
1打する抗tt■

コウイルス:綬抗体
:0ウイルス'3抗 駅 夢 )
に対するい ぶft電
:0ウイルス カブツド航係(V

=体白業のま相を用いて エブスタイン′(―ウイル入航
いのヨ定または椋出を目的としたキット=に エブスタ打
夕末―ウィルス&森のを断f3動,にtr用される

エブスタイン′(一ウイルス交査グ0フリン

Iジス'インタ(―ウイルス免査ク「lブリン

エブスタイン′`一 ウイルス食まグ0ブリン

ポリオウイルスキット

蔭クロブリン0の 潟定またはtt■を目的としたキクト ミ

コウイルス カプツクト航暉
!veA)■●h革
:0ウイルス 4航 原(FSHA)
`0よ い

0ウ イルス:BA抗は
おウイルス カブツドh原 (▼
う̂)こ"す 莉“ 杭いる

:0ウイルスあブシッド宗顔

堂停●宗りま料を用いて ■ブスタィン ′`一つイル入負
座グ0フ リンAり 潟定またはと出を目的としたキント と
こ■ブスタイン ′`一ウイルスt掌のじ町輛期寺に使用
される。

堂“白宗り恵"を用L てヽ エブスタィン ′`一ウイルス交
在ケ0フリンMり葛定またと検出を目的としたキットと
に Iブスタイン ′`一つイルス8車の多断j3助子に臣れ
される

のコ定または複いを目的としたキクト =に ボリオウイ
ルスじ崇のを断補助時に使自される

一ス獅わ″い　い

抗■

入ぶ体

ス航体

イルス抗H

ヨグサッ■一ウイルスキット

エ]―ウイルスキット

国ネ融資ウイルス抗体キクト

H"ウ イルス航体キクト

atゥ ィルス寛査グoフリツ0キット

広嚇　　　　　〃

ウイルスtr'

国aを ウイル

聖凛存ウイ′'

空体関ネのHヽ を用いて ヨクサフキーウイルス(航原
抗体)のコ定または検出をBい とした■クト ニ1=ヨ ク
サオ ーウイルスを車の,断祐助,1こ使用される

生体白来の京料を用いて エヨーウイルスよ原のお定書
たよ&出を目的としたキクト=!こコ ーウイルス雇豪
の移断崎勁子に資用される

生体由来の時 tを用いて 0ネ E抵 つイルスよいの力宝
またはfR出を目的としたキット主に 日本日式ウイルス
虚業のじ断打助寺に使用される

とい出来の臣料を用いて コ務ウイルス抗体のコ定また
は検出を目的としたキット 三に ■存ウイルスを査のを
断打助寺に使用される

とい自末のま組i
Oの力定または|
ルス慮疑のを断4

ヒ用いて A'ウ イル入■泣夕0ブツシ
1出を目的としたキr/卜=に 口孝ウイ
1助ラにtr用される

,用いて 工李ウイルス寛夜ク0フリン

ルス●業のじ断祐助年に使用される

主体由来のま相を用いて インフルIン ヴウイルス(抗
寓 航体め ヨ定またはな出を目的とした■クト =に  イ
ンラルエレすウイルス●奈のい所崎助'に使用される

生卒自来のま料を用いて インフルIンサウイルスム宝コルIンウ,イ

来の″イラミニケーゼ
申定またとほ出することを目的とした■クト =に  インフ
じエンサウイルスじ英め静所結崩手に使用される

=体 査末のH有 =用 いて フ(ラインフルエンサウイルス

i航原 航tt)め河定またには■することを目的としたキ

、主に ′くラインクルエンすウイルスと寡のじ析格助1



ルス1苺h体   |口 ∞J如

ルス18Mよい   1077【 期的

褒統慾"的

1/コ 京体章盟
| .

う0,的 ∞ |ヒト交演不全症ウイルス,●2●杭rキ ツト I I

IP24航 原 刺ヤ抗
I E

ⅢⅢ構造雪0お R航 体のヨ
キクト =に ヒト寛夜下全定



校とな目 ―壊mる 存 分頬

SV5ウイルス航体

Srlh顔

フオウイルスキット
=い 0奏 のま料を舜いて レオウイルス京'め ヨ定また
ま臨出することを目的とし■キフト.=に レオウイルスを
のヽじま崎め号に使用される

フオウイルス杭いキット

ヨタウイルス■クト

三Ⅲ臼奏めま料を用いて レオウイル入航いの君定また
な検出することを目的としたキット =に レオウイルスを
度のじ断tt助●に使用されヽ

0'ウイルス抗体キゥト

SV●ウイ′レスキット

SV●ウイルス航体キクト

Sy4,ウ イルスキット

エンテ0ウイルス抗「

′【ルボウイルス

ヒト′`ルホウイルス0191苺
空抗4

理航体

エンテ0ウイルスキント
堂“自来のまコを用いて 工方 0ウ イルス抗原め力定
または横はすることを目いとしたキクト=に エンテ0ウ
イルス8要 のむ断崎助寺!=使,されこ.

′【ルボウイルスキット
ヽのむ市打勧々に使鷲 れる

三い臼来の事Hを 用いて ヒトネルボウイルス日1現 在
ブ0ブ リン6航 体の対定またlrtt出す0ことを目的とした
ヤクト_=に ヒト水ルポウイルスを実のむ断汚助■にtt
日される

営体出来のまコを用いて ヒト′【ルボウイルス019負査
ケ0ブリンM坑体の力定またはほ出を目的としたキット
=に し卜′ヽルボウイルス0いを卓め畜析補助守に使用
きれる

ヒト水ルボウイルス01,■在ク0フリンG
h体■クト

に卜′くルホリイルス0,0究茂グ0ブリンM
航体キクト

ON～ 'ヽ,メラーセ

宮体白家のよ潤を用いて 0理肝☆ウイルスON^ポ リメ
チーゼの増定■た14壊出を目的どしたキット=に 0ミ
FF技ウイル入と車のな断補助寺に使用される

主体0東 の貿Hを用いて SttS■ 0すウイルスは政め
〕定または&出 を目的としたキット =に  SAttSヨ0す
ウイルスを芸のど断名助手に使用されS_



免在学的校重用ま楽(4)

段いて 航族抗体(ANA)の対定また
キット。主にES床上の疾う等の移断

てヽ れ平清筋抗体の粛定または
。主に臣味上の夜病等の摩断綸

てヽ、五日壁細胞航体の流定また

。主に自味上の疾病号のめ断

1料を用いて、抗核抗体 (tE園子)の対定ま

的としたキット。主に恵床上の長京等の彦

てヽ 立松立体(抗セントrlメア航
を目的としたキット。主に臨床上の

てヽ、抗デオキシリポ核酸れ体のテ
したキット。主に感京上の疾癌字

目的としたキット。

る。

てヽ 抗リボ核室白航体 (抗仰 P抗

を目的としたキット。主に臨宗上の

試料を用いて 抗SS―̂ /Roれ 体の粛定また

的としたキット。こに崎床上の張痛与の勝断

て`、

ブウマチ四子キット

目的としたキット。

てヽ 抗Sa 70抗 体 (n啓 度定抗
キット.主 に臨氏上の

る。

を用いて リウマチ園子の利定または検

航セントロメア杭はキット

DNA立体
デオ■シリボ核&Ft体

―B抗体/レ れ体キット

,シ6型 リウマトイド四手キット

。主に臨味上の疾窮争の勝断補助



免技学的強琶用拭薬(4)

てヽ 抗ミトコンドリアh体 の対定ま
的としたキット。主に応床上の長嘉等のじ

てヽ 五ミトコンドリアM2抗 体の料
したキット.主にE床 上の疾病守

いて サイログロブリン自己航体の
的としたキット.主に臨時上の疾月

杭甲状膜マイクロゾーム抗体

ス欠損免疫グ0ブ リンG抗 体

イログロブリン自己五体キット

イクrlゾーム抗体キット

甲状凍ベルオ■シダーて抗体キット

甲状膜京激ホルモン受容抗体キット

甲状限胡技性自已立体キット

セテルコリンレセブター航体キット

,ピンペータ2グリコブロテイン:

ス欠慎1ビG五 体

ヨントリγM2坑 体

イログ0ブリン抗体(T=

イ0グ0フリン(Ar6)

甲張際自己抗体二

イクロゾーム(A

甲状環射激性自己抗体
甲状藤窮涼性自己抗体(TS

セチルヨリンレセブター

30490000

30488蜘

3031701C

304390拘

840'7606

目的としたキット。主に自床上の

カルジオリピン,2グリコ
0テイン:複合体航体

てヽ 甲状腺刺激ホルモン受母抗
目的としたキット。主に薦医上の

てヽ 抗カフレジオリピンβ2グ リコプ
|テインI績合体抗体の対定または検出を目的としたキッ

。主に恵床上の疾務等の移断補助その地に使用され

てヽ、航アセテル」

キット。主に臨床上の

てヽ 五カルジオリピン抗体の刃定
キット。主に聴床上の張病等の

てヽ、抗血小塩抗体の済定または

。主に臨床上の疾病等の彦断補

てヽ ミエElベルオキンケーぜ杭野

ナーゼ3-

的としたキフ



免疫学的検査用ま棄(4)

現行大分窺 配 lT申分類 織重環日
一般的名称 分額 定 強

31。お合完夜傾増 364980m I

体由来の車料を用いて 免HE枝合体の潟定または柱
を目的としたキット,主に円床上の実癌等の移断格助
のFtに使用される。

内タルタミン酸確携酸酵森
流体(6AD)
抗ラシゲル′ヽシス島抗体

ループス抗甚回田子

マイクロツームー1ち

手ミク0ヅーム抗体
1-1抗 体)

30461∞0 」_1れ 体キット I

!■由来の試料を用いて 航」‐ 1れ体の粛定または検

|を目的としたキット。主に百床上の疾癌等の勝断鳩助

の他に使用される。

グル'ミン酸鹿成酸藤素抗体/れ ランゲ
ハンス苺れ体キット

I

i体由来のま料を用いて 抗グル'ミン&確 後酸岳素抗
まヽたはあランゲルハンス島伍体の開定または検出を目
,としたキット。こに臨床上の表病等の移断補助その他
!使用される。

3653'000 ―プス抗凝固園子キット [

:体由来のま料を用いて ループス抗定回田子の潟定=

1ま検出を目的としたキット。主には保上の技嘉等の移
予補助その他に使用される。

43〕23000 GBM抗 体キット ■

と体由来のま料を用いて、hCBM抗 体(五糸事体基底題
i体)の測定または検出を目的としたキット。主に臨床上

841,80∞ |口くM― Ⅲ抗体キット lI

!出来の主料を用いて、抗LKM-1抗 体(抗81腎マイ
ブームーlh体 )の測定または検出を目的としたキッ

〒スモグレイン萌 体
デスモグレイン3抗体

ンスリシ五体

8401901X |テスモグレイン抗体キット E

来のま料を用いて 抗テスモグレイン1抗いまた
スモグレイン3抗 体の浦定または検出を目的とし

、主に臨味上の疾嘉等の診断補助その他に使用

34023000 シスリシ抗体キット I

生体由来の嵐料を用いて、インスリン航体の潮定または
険出を目的としたキット。主に臨床上の疾病行の勝断補

840240∞ -2抗 体キット II

事を用いて、抗lA-2五 体の調定または検

キット。主に臨床上の疾お中のめ断補助
Fれる。



免夜学的検査用試慕(4)

現行大 分類 現tr中分類 検査項 目 oo3o ―捜的名務 分額 定 凄

血渡型ABO式 ABO式 血な型キット I E

主体由来の嵐料を用いて 血荘型ABO式 の判定を目的と
したキット。ABO式 」E液型キット1ま主にお血時の必須績
査その他に使用される。

Rh式 (D宮 ,Co因 子)止
な空
血覆型RHo(D、 LoC、 o)

因手
血渡型Rh―Hr

ヽ トランスフェラーゼ活性
およびトトランスフェラーゼ

活性

305988拘

―トランスフェラーゼ活性およtFB―トラ
スウエラーゼ活性キット

I l

宮体由来の試料を用いて Rヽ 武(DEoCc困 子)血

医里の判定を目的としたキット。Rい式血頑聖キットま =
=輸血時の必須桟とその他に使用される。

I

主体白来のまヽを用いて A―トラシスフエラーゼ活性お
にJB― トランスフェラーゼ活性の粛定または検出を目的
としたキット。A―トランスフェラーゼ活性およびB―トラン
スフエラーゼ活性キットよ 主に輸血時の検吾その他には
1される。

クームス試験(抗グロブリン
強 〉

不規日け坑体検出 間定

43ⅢⅢl dXl ムス京験キゥト 皿

主体由来の拭村を用いて クームス試験 (直接クームス
|たは間接クームス試験)を目的としたキット。主にわ血
,の 機こその他に使用される。

同定キット E l
主体由来のま料を用いて 不規則抗体検出 同定を目的
としたキット。二に輸血時の検査その他に使用される。

HtA―A B 0
HLAグ ラス【型
ヒト自血球航原型

判定キット コ

主体由来の試料を用いて 出LA―A B C HLAクラス1聖
賞びヒト白血ま航原型の判定を目的としたキット。主にR

円LAクラスI聖
ONAの 中LA-9R型
ヒト自IEFi原 型

E l

生体由来のま料を用いて、HBク ラスコ型 ljNAのHI A―
DR型及びヒト白血車航原型の判定を目的としたキット.主
に属露移植に関する組出適合性の検鞘その他に使用さ
れる。

リンパ球幼若化能 リン六暮幼着化能キット I

生は由楽のま料を用いて リンパ事幼若性能の劇定また
ま検出を目的としたキット。主に電床上の疾病等の務断
隅助その他に使用される。

生体由来の拭料を用いて B相構年の分析 潮定または
検出を目的としたキット。主に臣床上の疾潟等の彦断補

B鶴聴■リンパ球(CD19
0920 HLA―DR等 )

I

判 胞サブセット(K中,o
ゎmb3a守 )

43129000 プセットキット E

用いて、B担胞サブセット等の分析 |
的としたキット。主にB床 上の奈嘉守



免寝学的険査用ま秦(4)

現行大分類 環f7中分類 校査項目
一般的名孫 分類 定 義

打けン′`球 (CD3
430'9∞0 「担臓キット Il

生体由来の拭料を用いて T細胞争の分析 測定または

検出を目的としたキット。潤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格助そのはに使用さ

れる。

LサブレッサーF
CD4 CD8等)
インデューサ I
,)
セッКCDll,

等)

43008∞ 3 T細 胞サブセットキット

主体白来のま料を用いて T細胞サブセット等の分析 粛

定または検出を目的としたキット。主に臣床上の長窮等

の惨断補助その他に使用される。

CD57 CD16
NK細 滝キット I

生体由来の試料を用いて Nk細砲等の分析 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惨断

補助その他に使用される。

信告8と
蚤とき運鰹 鍬喜縛CO,5等 ) 430551 D 掌事キット I

白血球(CD45等 ) 43052000 白EEWキツト I

マ 識
L 足鰻宮骨費誓潮喜甜

ち車oとouka。ぃ。抗

84025∞ 0 位小板キット I

主体白来の試料を用いて、」L小極h原 等の分析 測定ま
たは検出を目的としたキット。主にお床上のチ"寺 の縁
断補助その他に使用される。

陶虐周期キット I

I

生体由来の試料を用いて 和胞周期等の分析 演定また
は検出を目的としたキット。主に座床上の疾痢等の摩断
桶助その他に使用される。

43092uXl CALLA発 現栂施キツト

,H料 を用いて OALLA(Cm巾 “ Ac礎
ste teukacm o抗原)発現知砲等の分析、羽定
!を目的としたキット。主に臨索上の張務等の
=の他に使用される。

,試料を用いて 胸候細個等の分析 潤定また
]的としたキット。主に臨康上の疾窮毎の登断
」に使用される。

Y発現リンバ球(しoY与)

陶ほ細胞キット I

1現リンパ球キット

T相 砲キット

Ｉ

　

　

　

　

一　

　

　

　

Ｉ

　

　

　

　

一　

　

　

Ｉ

用いて LoY完税リンバ球存の分析、

目的としたキット。主に日床上の疾畠

4306的00
来の試料を用いて 顕粒事等の分析 河定または

目的としたキット。主に崎床上の疾窮争の鬱断拍

1料を用いて バ/1H値 年の分析 済定★

的としたキット。主に臨床上の疾窮等の移



免な学的犠査用嵐票(4)

現行大分類 現Fr中分類 機査項目 oo3o 一般的名称 分類 定 義

サイトカイン君
定開拭義

可溝忙インター0イキンー2レ
セブ,一

30B198詢
インターロイキンに一Ⅲo/に Ⅲb/1とlRA
/iL2r/1L6rキット

I

主体由来の試料を用いて 可薄性インターロイキう卜2レ

セブターの潤定または検出を目的としたキット.主に田医

上の疾病等の診断柏助その他に使用される。

肝祖胞増霜田子 肝細胞増殖困子キット E

生体由来の嵐料を用いて、肝細的増殖園子の粛定また

は検出を目的としたキット。主に応床上の浅病等の擦断

綺助その他に使用される。

本オブラリン ネオブテリンキット E

生体由来の嵐料を用いて、本オブテリンの河定または機

出を目的としたキット,主に臨床上の疾病与の藤断格助
その他に使用される。

その他の党苺

干的校査用嵐

鷺

好は暮な基性室白 43419gx 好酸率塩と性雲白キット E

主体的業のま料を用いて、好酸革なとに■白の対定ま
たは検出を目的としたキット。主に臨味上の疾畠等のめ
既格助その他に使用される。

ベブシノータンI
ベブシンーケンI

ベプラノーケンキット I

生体由来の試料を用いて ペプシフータン Iまたはベブ
ラノーケンIの 測定または検出を目的としたキット。主に

臨床上の疾窮争の勝断輛助モの他に使用される。



内分泌学的検査用賞柔

現行大分類 現行中分虫 浅査項目 oo3o ―般的名務 分類 定 義

漫床下静 下ヨ

い本,モレ痢定用
氏褒

ヒト成長ホルモン(Ⅲ6Ⅲ)
成長ホルモシ(6Ⅲ〉

31350的

血液検査用ヒト成長ホルモンキット I

血お(血清 血授又は全血)検体を用いて、ヒト成長ホル
モンの東定または検出を目的としたキット。主に臨床上の
疾病等の勝断補助その他に使用される。

インスリン練成長園子 I(16
F-1)

ソマトメジンC

ヒトインスリン格成長因子構

合重白1聖 ([6FSP-1)
インスリン捺成長因子お合
重白1型 (【CF8P-1)

インスリシ様成長田子 Iキ ット E

主体由来の試料を用いて インスリン結成長四子 I(ツマ

トメジンC)の 粛定または検出を目的としたキット。主に自
床上の疾局等の鬱断43助その他に使用される。

36361000 インスリン椋成長因子括合二白"キット I

主体由来のま料を用いて、インスリシ練成長因子塙合笙
白1の刃定または機出を目的としたキット。上に略床上の

疾お等のめ断補助その他に使用される。

インスリン様成長国手お 合

宝白3型 (16●BP 3)
30362的

30325m

イシスリラ様成長因子結合蚤白3キ ット ■

主体由来めま料を用いて インスリン格成長園子糖合よ
白3空の流定または検出を目的としたキット。主に臨床上
の疾病等の金断補助その他に使用される。

プロラクチン('RL〉
ヒトプ0ラクチン(PRL)

ブ0ラクチンキット I

生体出来のまヽを用いて、ブ0ラクテンの対定または検
出を目的としたキフト。主に田床上の疾嘉等の彦断拍助
その他に使用される。

主体由来の試料を用いて、配腎度貿刺激ホルモンの対
定または検出を目的としたキット。主に臨床上の授病等
の診断補助その他に住帰される。

副腎f E質対激ホルモシ
( A o T H )
と卜朗腎皮質れまホルモン
(ACm)

☆体形成ホルモシ(tH)
ヒト末体形成ホルモン(〔H)

醐腎皮質刺激ホルモンキット

血な検至用責体形成ホルモンキット

■

3824的0, 〔

」E液(血清 血妓又は全血)横体を用いて 貴体形成ホル
モンの対定または検出を目的としたキット。主に題床上の
傑窮手の彦断打助その他に使用される。

貴体形成ホルモン(LH)
ヒト☆体形成ホルモン(LH)

釣S15磁 自己検査用☆体形成ホルモンキット コ

生体由来のま料を用いて、惑者自らが☆体形成ホルモン
の劇定また!よ検出を目的としたキットゥ=に 、森嘉の経過
配察等に使用される。

エストロシー3-グルクロニ
ド(E36)

431481X3
自己検査用エスト0シー3-グフレクロニド
キット

田

生体由来の嵐料を用いて、ま者自らがエストrlシー3-グ
ルクロニドの潤定または検出を目的としたキット。主に 森
病の経過観察等に使用される。

卵胞お激ホルモン(FSH)

アルギ=ン バツプレッシン(ハ
VP)

30322001 血減検査用師砲州泳ホルモンキット I

血法(血滑 血壊又は全血)様体を用いて 卵胞刺激ホル
モンの潟定または検出を目的としたキット。主に時床上の

疾病等の診断補助その他に使用される。

44329 XD ア,レギニン′`ツプしッシンキット I

生体由来のは料を用いて アルギニンタ`ツブレッシンの

対定または検出を目的としたキット。主に臨床上の実嘉

等の移断補効その他に使用される。

峡

リヨードサイロニン(■)
ナヨードチロニシ(T。)

!離トリヨードサイロニン

リ!「3(●T3)

303181XX 甲状限刺激ホルモンキット 1

1

血凝又は全血)検体を用いて 甲張腺弱宏オ
宮または検出を目的としたキット。主に臨底上
め断補助その他に使用される。

イロニシキツト

,ヨードサイロニンキット

血妥又は全血)検体を用いて トリヨードサイ
定または検出を目的としたキット.主に臨広上

法(血お 血装又は全血)検体を用いて 逆離トリヨード
イロニンの測定または検出を目的としたキット。主に底

上の疾病等のめ断補助その他に使用される。
1



内分必学的検査用ま楽

現Fr大分報 現 行中分類 検玉項 目
一般的名務 分 類 定 義

1

リヽヨードサイロエン擬取率
(T3■ってふo)
,3tR取 事 (■3刊,藤 ●〉

サイ0キ シン(「4)
チ0キ シン何.)

トリヨードサイrlニシ摂取幸キット I

生は出来の工料を用いて トリヨードサイロニン授取率の

潮定を目的としたキット。主に臨床上の疾病等の務断輛
助その他に使用される。

30014∞0 サイ0キシンキット 1

泣はサイrlキラン(「r.)

とほチ0キシン(F14) 避とサイ0キ シンキット I

サイ0グロプリン(Fg) サイログ0ブリンキット 【

血たく血希 血張又は全血〉検体を用いて、サイログロブ

リンの河定または検出を目的としたキット。主に臣保上の

張癌寺の診断補助モの他に使用される。

サイロキラン指合グ0ブ リン

(■86)

ヒトチ0キ シン結合グ0ブリ
ン(イBC)

3031601k サイロキシン描合グ回ブリンキット I

主体由来のま岩を用いて、サイElキラン結合グロブリン

の調定または検出を目的としたキット。主に自床上の疾

吊字の診断輛効その他にtr用される。

サイ0キラン結合能(IB0 サイ0年 シン培合能キット 【

生体由来の試料を用いて サイコキシシ描合能の料定ま
たは検出を目的としたキット 主に鷹床上の疾病等の勝
断補助その他に使用される。

儒蟹ヲ 瓢 薫

副甲状限ホルモン(PTH)
′`ラサイ0イドホルモン
(PTH)

副甲状擦ホルモンフラグメシ
ト(PrH■c)
バラサイ0イ ドホルモンフラ
グメント(PTrr)

El甲状腺ホ,レモンフラグメン
ト(PTH■M)

′くラサイ0イドホフレモンフラ
グメント(P「卜 M)

30353000

日'甲状腺ホルモンキット I

インタクト副甲状帳ホルモンキット 】

1母告轍 !聖
置蒼督銘呈好長法

の

30355000 St甲状腺ホルモン間違ベブチドキット I

てヽ 副申状限ホルモン関連ベブチ

目的としたキット。とに庫床上の疾
どに使用される。

カルシトニン 30342∞ 0 カルシトニンキット I

来のrA料を用いて カルシトニンの対定または横
的としたキット。主に臨床上の疾病等の診断伯助

シスリン(lRI)
シシュリンqRl)

303381Xl シスリンキット I

(血清、血舞又は全血〉機体を用いて インスリンの
または検出を目atjとしたキット。=に臨床上の褒嘉

(CPR) 30336∞ Ⅲ ―ベブチドキット I

I

(血お 血梁又は全血)検体を用いて C―ベブテドめ

または検出を目的としたキット.主に臨床上の疾窮
彦断補助その他にtF用される。

血栞又は全血)検体を用いて、グルカゴンの
i検出を目的としたキット。こに臨床上の疾窮,けカゴン 30337000 ルカゴンキット



内分泌学的機蚕用ま菜

現行大分騒 現行中分類 検査項 目 oodo 一般的名務 分類 定 強

'ストリン 428620∞ ガストリンキット I

生体出来の試料を用いて ガストリンの凋定または検出

を目的としたキット。主に臨床上の夜痛等の摩断拍効そ
の他に使用される。

セクレチン 442398" セクレチンキット I

主体由来のま料を用いて、セクレチンの鶏定または検出
を目的としたキット。主に感疾上の疾魚守の勝断補助そ
の他に使用される。

ブElインス1)ン 428520詢 プロインスリンキット :

血減(血清 血舞又は全血)模体を用いて ブロインスリン
の鴻定または検出を目的としたキット。主に日床上の振
病等の移断相助その他に使用される。

日甲泉質ホル
モン封定用H
軽

,7-ケトステロイド(17-KS) 303S9Xkl 17-ケ トステロイドキット I

主体的来のま料を用いて 17-ケトステロイドの潮定また
は検出を目atjとしたキット。主に日康上の疾繍等の移断
格助その他に使用される。

17ヒド0キシヨルチヨステ0
イド(17-OHCS)
17-′ イヽドロキシヨ,レチヨス
テロイド(1,■9ⅢCS)

33238006 17-ハ イドロキシヨリレチコステrlィドキット I

主体由来の試料を用いて、17-ヒドロキシヨルチヨステrlィ

ドの対定または検出を目的としたキット。主には医上の奈
蔵等の移断相助モの他に使用される。

ヨルチゾール 432598拘 血な検交用ヨルチゾールキット I

血な(HI力血凝又は全血)検体を用いて コルチゾール
の対定またはな出を目的としたキット。主に臨床上の疾
角等の診断輸助その他に使用される。

デヒドロエピアンドrlステ0シ
(DHEA) デヒドロエビアンド0ステロンキット

由来の試料を用いて、テヒドロエビアンドロステロン

定また,ま桟堂を目的としたキット。主に再床上の奈
の移断補助その他に使用される。

デヒド0エピアンドロステ0ン
ーサルフェイト(DHEA一S)

アルドステロン(ALD)

431590∞
デヒドrlェピァンドrlステロンーサルフェイト
キット

I

由来の賞料を用いて デヒド0エ ビアンド0ステElン

ルフエイトの対定または検出を目的としたキット。主
床上の接続等の移断補助その他に使用される。

314280∞ ア,レドステ0レキット
由来のま料を用いて、アルドステロンの調定または
を目的としたキット。主に臨床上の表岳年の彦析綿
のlLに使用される。

アンドロステンジオン 303'9 Xk アンドロステシジオンキット I

由来のま料を用いてアンドロステレジオンの対定ま
検出を目的としたキット。主にE床 上の長病子の浄
助その他に使用される。

RT田 質本,モレ

司定用H桑
方テコー フレアミン 30コ軸詢 カテコールアミンキット エ

主体由来の試料を用いて カテコールアミンの河定また
は横出を目的としたキット。主に臨床上の疾窮守の摩断

補助その他に使用される。

ホモバニリシ酸(HVA) 431438X Ⅲモバニリン酸キット I

生体出来の嵐料を用いて、ホモ六ニリン酸の対定または

検出を目的としたキット,主に臨床上の経親等の登断補

助その他に使用される。

六ニールマンデル酸(VMA) 30453001 血宏検重用バニールマンデル酸キット I

血なく血お、血装又は全血)検体を用いて 六ニールマン
デル酸の潤定または検出を目的としたキット。主にH床士
の張癌等の彦断格助その他に使用される,

シ
332930∞ I

生体白来のま料を用いて、エストロジエンの料定または相
出を目a3としたキット。主に臨床上の疾病与の彦断補助
その他に使用される。



内分務学的強査用鼓薬

現行大分頭 現行中分目 像こ項目 ―般的名称 分類 定 残

エストリオールに3)
麟エストリオー,XE3)

30320001 EE液模査用エストリオールキット i

血滋(tal舟血疑又は全IE)浅体を用いて エストリオー

ルの翔定または検出を目的としたキット。主に百味上の
疾病等の診断補助その他に使用される。

エストリオール tS o一グルク
ロナイド(E。lSG) 43443∞ 0

エストリオールー16アルフアーグルクロナ
イドキット

I

主体由来のま料を用いて エストリオールー16アル
フアーグルクロナイドの剤定または検出を目的としたキッ
ト。主に臨床上の疾病争の彦断布助その他に使用され
る。

エストラジオールに2) 30321000 エストラジオーフレキット I

血渡(血お、血残又は全血)検体を用いて エストラジ
オールの利定または様出を目的としたキット。三に応床_
の疾窮等の移断補助その他に使用される,

エストロン(El) エスト0レ キット 【

主体由来の試料を用いて エストロンの粛定または検出
を目的としたキット,こには床上の疾篇等の務断補助そ
の他に使用される。

プ0ゲステ0ン(P4)
プロジェステロン

3∞23m0 プ0ジェステElシキット I

血渡(血希 血策又は全血)模体を用いて プロジェステ
rlンの測定または機出を目的としたキット.主に富原上の

疾病等の彦断補助その他に使用される。

17α―七ドロキラプロゲステ
回ン(1フ4-OHP)

テストステロン

30324100

30327∞ 2

7-ヒド0キシプロゲステロシキット

血液様査用予ストステロンキット

遊離テストステ13シキット

E

1

I

:体由来の試料を用いて 1フo一 ヒドr3キシプロゲステH
の用定または検出を目的としたキット。主に直床上の技
,等の診断補助その他にtF用される。

1頑(血君 血装又は全血)検体を用いて テストステ0シ
)測定または検出を目的としたキット。主に題床上の夜
岳等の鯵断侑助その他に使用される。

遊ほテストステ0ン

フリーテストステロン

:体的来の試料を用いて 主ほテストステ13ンの対定ま
:は検出を目的としたキット。主に臨氏上の褒窮等の麟
予桶助その他に使用される。

=卜犠毛性性凛痢減ホルモ
ン(HC6)
蔭ヒト協毛性性臨用激ホル
モン(HCG)

3033200,

3033300'

血液検査用ヒト紙毛性ほほ莉技ホルモン
キット I

1な(血冷、血襲又は全血〉検体を用いて ヒト報毛性性
震痢ま本ルモンの調定または検出を目的としたキット.主
:臨床上の疾病等の彦断輛助その他に使用される。

ヒト樹毛性ゴナドトロピンβ
分画(β―い06)
ベーターヒト犠毛性ゴナドト
ロビン('引CC)

血技検査用ベー'一ヒト嶺毛性ゴナドトロピ
ンキット I

E l

1法(血舟 血策又は全血)検体を用いて、本―ターヒト
を毛性ゴナドトロビンのX定 または検出を目的としたキッ
。主に鷹床上の疾嘉専め診断輛助その他に使用され

ヒト桜毛性ゴナドトrlピン,
分画ヨア(HCC,コ ア)

434506 1
ヒト確毛性ゴナドトロピンベータ分画コア
キット

:体由来の試料を用いて と卜組毛性ゴナドトraピンペー

十分画コアの河定または検出を目的としたキット.主 に ヒ
械毛性ゴナドトロピン,分 ロコア測定または検出による
と生健f5の務断補助争に使用される。

ヒト胎館Lラ クト ゲレ
(HPL)
胎雲性ラクトーゲン(ⅢPL)

ヒト胎盤性ラクトケンキット I

E液(血舟 血英又は全血)模体を用いて、こ卜は建性ラ々
一ゲンの調定または検出を目的としたキット.主 に臨床
=の豪嘉等の務断侑助その他に使用される。

ブレグナンジオークレー34-
グ,レクロナイド(P…36)

ブレグナンジオー,レー3アルファーグリレクロ
ナイドキット

I

E体由来の試料を用いて、プレクナンジオールー3a―
′ルクロナイドの対定または検出を目的としたキット。主
こ恵床上の疾嘉等の惨断寄助その他に使用される.

ニン活性 (P酪 ) E

生件由来の試料を用いて、レニンの対定または検出を目

的としたキット。主に隠床上の疾病等の務断補助その他
に使用される。



内分泌学的伎重用ま薬

現 行大分嬢 現行中分恵 検こ項目 一般的名称 分 頭 定 基

麟レニン(TRC)
アンジオチンシン/レ ニシ

アシジオテンシン1/レ ニンキット

舌性翌レニシキット

I

i体 出来の試料を用いて、アンシオテンシシ【/レ ニンの
時定または検出を目的としたキット。主に百床上の長残
毎の移断輛助その他に使用される。

活性聖しニン('RC) 43439 I

=体由来の貫料を用いて 活性控レニンの利定または柱
」を目的としたキット.主に臨床上の張嘉等の掛既補助
|の他に使用される。

ヒスタミン =スタミンキット I

t体由来の試料を用いて しスタミンの利定きたは検出を
目的としたキット,主には床上の授病年の移断補助その
とにtt用される。

サイクリックアテノシンーリン

酸(C―AMP)
サイクリックAMP(C―AMP)

30347∞ 0 サイクリックアデ′シシーけシ産キット I

主体由来の車料を用いて サイクリックアデツシンーリン
欧の鴻定または検出を目的としたキット.主に題疎上の
実窮等の移既補助その他に使用される。

L卜心巨性ナトリウム利尿ベ

ブチド(HANP)
●耳にナトリウム利尿ペブチ
ド(HAN,)

302Su lK b房忙ナトリウム利尿ベブチドキット

=卜脳性ナトリウム利尿ベブチドキット

I

主体由来の試料を用いて、じ耳にナトサウム利尿ベブテ
fの用定または検出を目的としたキット。=に E保 上の後
烏等の移断輛助その他に使用される。

ヒト悩性ナトリウム利尿ペブ
チド(BArtP)

4Ⅲ43000 E

主体由来の主料を用いて し卜箇性ナトリウム利尿ベブチ
tの嵐定または検出を目的としたキット。主に驚床上の疾

オステオカ,レシン(B6P) 30352m なステオカルシンキット I

主体的業のま料を用いて オステオカルランの対定また
は検出を目的としたキット。主にE床 上の疾病争の登断
補助その他に使用される。

グリココール建(CC) グリココール酸キット I

主体出来の試料を用いて、グけヨo― ル醸の対定または
検出を目的としたキット。主に臨床上の委病等のめ断精
助その他に使用される。



畑菌学的検査用芸雲

ヨ,大 ,塩 現行や分績 機至項 目 一般的名務 分 賊 定 張

な酸 血

暗養同定 一般細田

(グラムn性 芭〉
(MR頭 同定 ブドウ球菌同

定)
(ストレブトコッカスR)
(ブドウ海完韓グラム務住解
菌)

偶 内細画〉

(ナイセリアE臼 )

(コリキフ`ウテリウム)

(ヘリユバカ ービ臼け〉

(Aシ ラス広臼)
(属中細菌)

(榎敬日ft)
(グラムは使菌)
(ナイ七リアR及 7Jヘモフィけ
スロ)
(スタラィ0コッカスロ)
臓管出血と大臓□

生妹由来の賦料を用いて 一般把菌等の樽禁同定を目
的としたキット。とに 有原性細菌専集の摩厳格動等に模
開される。

ブドウ箱チ発疎グラム店性

博ロ

主体白来の京料を用いて フトウ格非発酔グラムは亡博
画(グルコース非発酵性グラムは性博薗)の埼套間定を
目的としたキクト。主に ブドウ塙非発酵グラムはほ岬菌
(グル3-ス 非完醇忙担菌〉B業 の惨断輛勁等に使用さ
れる.

MRSA同 定 ツドウ球□同定
(同定 密獄)

生体由来の欧料を用いて MRSA及びブドウ事画の同定
を目的としたキフト。とに MRSAまたはブドウ事画摩発の
め断神助等に使用される。

篤按菌群リフアレビシン市性
遺伝子同定

ほ核薗群リフアンピシン耐性遺伝子同定
年ット

I

生体HJ来の試料を用いて リファレビツシ申性描は菌球
の核建向定をEr的としたキット 主に お秩菌群摩崇のめ
断精助争に使用される

は酸同定 チヤラけン古性貴
色ブドウ球臼

ほ酸向定ブドウ球ロキット

生体白来のま料を用いて メチシリン耐と使色ブドウ申

箇(MRSA)の な酸同定を目的としたキット。主に メチラ
リンR性 負eブ ドウ球箇(MltSA)感 jtのむ断純助毎に

使用される。

核酸同定 抗酸 直岸

核 酸同定 レジオネラ群

主体 由来の厳 料を用いて 抗 酸 画群 の検 酸 同定を目的と

したキット.主 に、抗酸 菌常 (篤核 薗群他 〉忠 崇の移 断打

助等に使用され る

隊欧同定 レジオネラ群キツト コ

生体由来の鎖料を用いて レウオネラ球の核酸間定を目

的としたキツト。主に レジオネラ感楽のめ断神助等に優
用される。

松酸同定 ―俊組菌

路球日

大将菌群

練よ日
求色ブドウ球電
表氏ブドウ球直

MR獣 コ7グ ラーゼ型風判
定 ブドウ球歯ヨアグラーぜ

型朗判定

は酸痢定 一般細菌キット
のX料 を用いて
。とに ,原 性樋

uRSA3ア グラーゼ聖所 ブドう申菌。ア
グラーゼ聖尉キット

てヽ MRSA及びブドウ中菌コアグ
|としたキット 主に MR獣 またIま

X菌 (酵母および韓母得=
たキット主に 真菌8装のじ略去同定 真薗(酵母および

単母路夏芭)
略牟同定 真菌キット l E

抗酸菌(抗酸菌の
晴会向定 位酸画キット

【のま料を用いて 抗酸自の増養同定を目的とし

。とに 抗酸曹を業のじ断補助守に笹用される。

のヽ拡其を用いて 杭酸菌におけるナイアウンテ
的としたキットとに 抗酸日感禁の惨断柄助等イアランテスト 略差向定 すイアランテストキット



細菌学的像査用誤襲

現行大分質 皮行中分類 様至項目
一般的名布 分類 定 張

暗安同定 燎気佳菌 玉住日生1ヒ学的同定キット

主体由来のま料を用いて い気佳画のお套同定を目的と

レたキット 主に 順気性菌感集のけ断補助事に使用され

る。

血お学的間定 漕連臼聖別
(各革を含む)

日球歯航寮キット I

生体白来のま料を用いて 君ヨ芭聖尉(各群を含む)肺

炎申憾(肺英連虫球宙 薬嵐多ほ体St原)及tFA翠溜連

景重言罫居5還陽科禄WI
原 )

血】学的 同定 肺 炎中 菌

血 月学的向定 人群溶逮 宙

T型 用

血 君学的 同定 8群 落速 臼

型用

キット。主に 津ヨ画 肺箕球菌(肺Jt連ヨ中口)及びA翠

浮連四0裟 の移断打助等に使用される。

血),学的同定Ⅲ聖インフル
エンザ菌 =インフルエンザ田キット

生件白来のま料を用いて、0聖インフルエラザlBの血お
学的同定を目的としたキット 主に b聖インフフレエレザ菌
感業の勝断無助与に使用される

サルモネう血君型別 隅内
1組菌血消聖尉

ルモネラ菌キット I

コ

主体由来のま料を用いて 血力学的問定によるサルモネ
ラ血清聖尉またはほ内報菌工沼聖尉を8的 としたキット.
主に サルモ■ラ田及び隅内祖臼8発 の移断れ助年に
使用される。

|シゲラ血清型別
主体由来の虫料を用いて 血君学的同定によるシゲラ血

滴聖別を目的としたキット 主に 林お菌摩楽の紛断補助

等に使用される。

大臓菌キット I

主体由来の拡料を用いて 血済学的同定による窮原佳
六麟自由清聖射を目的としたキフト。主に 岩原性大務臼
摩業の惨断常助等に使用される。

エルシニアキット l E

主体白宗の旗料を用いて 工,レラエア エンテロコリチカ0

辞尉の同定を目的としたキット。主に エルシエア エンテ
rlコリチカ8楽 のじrr補助等に使用される。

主体由来のま算を用いて クレブシエラ英康聖所の向定

を目的としたキット。とに クレブシエラ8業の鰺断補助
事に使 用され る

クレツシエラキット

マルtサ ンスキット
生体由来の鋲料を用いて セラチア0群別の同定を目的
としたキット。主に セラチア喜崇の彦断補助争に使用さ
れる,

1偽

結核菌周 正

生体白来のよ料を属いて 偽億液□所の同定を目的とし

たキット とに 槍(慣性〉有tt薗8崇 の膝断輛助手に使
用される。

1録
督
薗。群男ウドウ滝チ発

ナス菌キット
主体由来のH料 を用いて 操忠日0群 尉及びフドウ鵜チ

発酵自の向定を目的としたキフト。とに は日函及びフト

ウ務非発醇菌摩崇の勝断相勁争に使用される。

ポフ`ウ手けウム群尉

ヒビブけオ由君型所 ビツ

)ウム群翔キツト
主体白来の原料を用いて フラポ八クテリウム辞所の同
定を目的としたキット 主に フラボバクテリウム車禁の務
断補助年に使用される。

ブオ血后聖羽ビブリオ科血お空
主体由末のよ料を用いて 血力学的同定による日英ピブ
ナオn舟 空別またはビブリオ科工沼聖尉を目的としたキフ



現市大分遠 理,● 分類 機 至項 目
一般的名冷 分頼 定 義

コレラ箇血お理尉 ユレラ菌キット I

主体由来の話料を用いて 血お学的固定によるoレう菌
dお 聖尉を目的としたキット.主に ユレラ菌8崇 の惨断
用助専に使用される.

インフルエンす英腹聖崩 へ

モフィルス英菫空尉
インフルエンザ英腹聖痢 ヘモフィルス笑B
営局キット

a l

主体由来の技料を用いて インフルエンザ英虫型所また
はヘモフィルス養虫型別の間定を目的としたキゥト。宝
に、インフルエンす田他ヘモフィルスロ8楽 の移断補助
挙に使用される

主体由来の強料を用いて 軒辞修 聖ウェルシュ画聖期
の同定を目的としたキット。主に、R恐 性^聖 ウェルシュ自

専桑のじ断補助等に使用される。

血清学的同定 方ンピロ′(ク

,一

生林由来の嵐革を用いて 方ンL2rJバウヶ―の血舟学的
向定を目的としたキット 主に カンピ0バ少ター摩崇の移
断補助争に使用される

血清学的向定 アルカレッセ
ツス ジスパール

■病学的同定 アルカレッセラス ラスパー

けキット
l E

生体由表の嵐常を持いて アル方レッセンス ラスパール

のぬ和学的向定を目的としたキクト.主に アルカレクセン
ス ジスパール8袋 の惨断補助等に使用される。

血后学 的同定 真菌 血舟学的同定 真菌キット I
主体白来の試料を用いて R面 の血丹学的同定を目的と

ッたキット 主に、京菌騒業の移断捕助事に使用される。

全体白来の正料を用いて 細日毒素の検出を目的とした

キフト.主に 続原住組宙喜業の妙断補助寄に使用され

る.

毒求検 出用

Aシ ラスR砲
ビブけオ科
ブドウ球ロエンテロトキシン

ブドウ球画表京軸脱毒泰
大瞬菌
大用画易然佳■来

大崩菌耐換性お来
大勝芭ぺrJ=求

ウエルシュロ手秦
MRSA iS軒 」お宗産生純
ブドウ車田iSST,各 森産生
能
コレラエー ロトキシシ志
鵬炎ピフリオR8■■漕血こ
セレウスロエンテロトキシン

田菌毒素検出キット

至用嵐基

寒用し受性検査 一般紐曹
(ディスク拡散)

黎剤8震 性 (一般細菌 ディスク法)キット I

d床 的重要性が高い一般細菌の流芭佳物質に対する感
賢性を潟定することを目的とし ディスク承天低位依朽ま
にはディスク埼也溝出法備を用いたキット。主に“床上の
実有のお保の選択その他に使用される

建対忠受性検査 ―は組菌
(法体埼を希釈ま)

寝対感史性(一般細菌 液体塩地希釈遂)
年ット

I

臨床的二雲佳が高い一般細菌のよ箇性街買に対すると
受性を封定することを目的とし な体培地希釈法を用いた
キット,主に臨床上の疾由のお練の選択その地に使用さ
れる

養剤を受性(抗酸田〉キット
盗床的重要性が高い杭酸自の航田ほ妨■に対する0受
性を粛定することを目的としたキット。主にほ床上の侠角
の浩夕の思択その他に使用される

薬れ毬受性験至 真菌 t

強床的室要性が高い草母撫真芭他の■日の成臨性拐R
に対するを受性を滅定することを目的としたキット。主に
臨床上の豪翁のお森の選択その他に伎離 れる。



免技相殺学的検査用ま薬

てヽ、主にウイル

てヽ 主に非ウイ,レ

αl―アンチキモトリブラン

o一フェトプロテイン(AFP)

クチン曇自

(PSA)

フォスフアターゼ

ファター

ロスタティックアシッドホ

テ0シリセブ,一

nsuタンフ`ク

白

摩や　　　”

パピローマウイルス

スウイリレスI型
1)

ヽリレベ入ウイルスI型
(HSV■ )

イトメガ0ウイルス

てヽ、主に悪性題頬め惨断補助



免授構梅学め検査用試薬

現 行大分窺 現 行や分類 検査項目
一

般的名称 分類 定 強

EE液型0(Hl物究

血滋型A抗原

血店型Bn原

血な型H抗原

30S28033 旧絶検奎用血渡型 細胞型キット コ

Bね胞

00w,5とよばれるエビ|―ブ

を持つB細胞表面抗原(LNl)

CDフ4とよばれるエビトープを
持つB郷的表西航原(LN2)

,0ゼ ット陽性r描胞

T細胞

「利胞哀面抗厳 卜●d
uCHL―l〉

インデューサー/ヘルバーr

相ng

サブレッサー/細胞障書性F

細胞

|あっ

30628042 相緯検査用和砲ほ免在キット I
てヽ 主に臨床上の将胞に免至

ホルモンG")
と長ホルモンntCH)

度資刺激ホルモン(AC

刺技ホルモン(FSH)

ラクチシ

ァーMSH

網忠機重用視床下部 下垂体ホルモンキッ
ト

I

1用いて 主に直東上の観床下部 下

る疾病等の諺断補助その性に使用

甲状懐刺激ホルモメTSH)

甲状腺ホルモン(サイログ0
ブリン)

サイ0キラン

カルシトニン

30628062 【

主に臨床上の甲張臨 副甲
の務断綸助その他に使用



免変組出学的検査用拭柔

現行大分目 現行中分頼 検蚕項 目
一般的名称 分類 定 騒

血首作勁忙日管ポリベブチ
ド(Vい)

インスリン

ガストリン

グルカゴン

セクレチン

際ポリベブチド

ッマトスタテレ

300260'2 組臣&査 用消化管ホルモンキット I

I

生体中の病理樹津を用いて、主に臨床上の消化管木ル

モラに関する疾病等の診断補助その他に使用される。

,一ヒト柱毛忙性暇ホルモン
,―Ⅲ661

ヒト想毛性ゴナドトロピン,
サフユニット(HCC―′)

幾毛性ゴナドトロピン(HC6)

31S26082

30023092

相緯険査用性腺ホルモンキット
生体中の病理相津を用いて 主に庫床上の性僚ホルモン

ストステrlン

サブスタンス,

′―エンド,レフィン

ボシベシン

[
の嘉電組出を用いて 主に自床上の神各】

る疾病等の接断補助その他に使用される。



免寝相臨学的検至用ま菜

現行大分頭 IP行中分報 検奎項 目 一般的名称 分類 定 義

αlア ンチドリブシス α十
年)

グリア線継性酸性タンバク
16FA)
グリアン線雑性酸tLプロテイ
ス6FAP)

神経瞬原機荘徴性曇白
16'A')
グリア,レファイブラリィアシ
ディックプロテイメ C●̂ P)

フェサチン

ミエリシ塩基性室白質

ジストロフィン

ミオグ●ビン

ピメンテレ蚤白
ビメンチン

六ンクレアティックP,

上度細胞願航原(EMA)
上皮慎抗原にMハ)

S口 室白

フィブ0千 クテレ

、オシン

30628,02 la出績こ用室白キット E
こを用いて 主に呂床上の48砲性免震
わ惨断柏助その他に使用される。

免疫グ0ブ リンACぶ )

免技グ0ブ リンG(【苺 )

免技グ0ブ リン駅tM)

免技ク0フ リン分子のK",3

拍
カッパ損
方)′くお

免表グ0ブ リン分子の
Loぃb"鎮
ラムダ鎮
ラムダL鎖

第颯因子関連航陳く■ R,
Aθ

30628112 慨糧検査用免疫グロブリンキット I
患を用いて 主に臨味上の党授グロプリ
'の彦断補助モのluに使用される。

30S28122 18幾接奮用凝回 線薄関連物質キット ■
置を用いて 主に臨床上の授固 経君田
疾窮争の彦断補助その他に使用される。

リゾチーム(ムラミダーゼ) 30623132 阻厳機重用醇素キット I
ほを用いて 主に再床上の主体障桑に
珍断補助その他に使用される,



一般用検賓慕(o「c)

ヨfr大分類 寝i',埼 様=項 目 一般的名称 分 親 定 “

―使用は=表
犀晴槙=在 職(ブドウ程) ―は用グルコースキット

主体中の原横体を用いて 使用を自らがグルヨースのtB
こまたは検出を目的としたキット.使用者が自ら峡体を採
宜し 自らの健康管理の指線として使用されるもの。

ほと自松=菫 母曇白 一般用は雲 白キット

主体中の尿像体を用いて 使 用者自らが盛曇自の湖定
または検出を目的としたキット使用者が自ら桟体を解取
し 自らの健康官程の指楓として使用されるもの。

ほ●燎査豪
=卜出毛崚ヒ鯨刺激ホルモン

(hC6)
―徴用ヒトは毛佐化療用激ホルモン■

主体中の尿侵体を用いて 使用を自らがヒト館毛性化庫
用激ホルモンの河定または検出を目的としたキフト。使用
者が自ら陰体を採取し 妊妊の早期判定の結助として使拝
されるもの。



ロキット 目用シリーズ (ク

シリーズ検査用嵐窯

lR屈 検査用シリーズ

I汎 用機蚕用シリーズ

I血 液検査用シリーズ

I血 志機査用シリーズ

I生 化学績査用シリーズ

r生 化字様査用シリーズ

生化学検査用シリーズ

ス I窮 疫検重用シリーズ

入■免を検こ用ンリーズ

ス I内 分泌検査用シリーズ

I クラスI及びクラ
ズ。ラリーズと「よ

シリーズ)

用シけ―ズ (

ズ(ク

Iの検査項目を複数組み
目用シリーズ

日用シリーズ(ク

シリーズとよ一体とし

シリーズとよ一体とし

1及びクうスIの機査項目
シリーズとま一体として電

るもの あるいはセッ
が酵められるもの。

はヽセッ

あるいはセット

Iの 機査項目を授強組

用シリーズ(ク

I クラスI及びクラス18

あるいはセット
るもの。

ス1及びクラスIの検こ環

るもの あるいはセット

スI及びクラスこの機至項目
シリーズとは一体として医

目用シリーズ

薬のクラスIの検奮項目を複数相み
シリーズとよ一体として医療ta関によ

(クラス1)

目用シリーズ

シリーズとは一体として医

クラス I クラス I及 びクラスIl

合わせたシリーズ。シリーズとは
として医張豊躍に供給されることがお定されるもの、
はヽセットで供格されることこ臨床6j必要性が翌めら

慕めクラス1の検=項
シリーズとは一体とし|

(クラスIl)

ズ(ク

目用シリーズ(

目用シリーズ(ク

目用シリーズ

で供給され

合わせたシリー

I クラスI及びクラス」l
昼巧目を紙競組み合わせたシリーズ。シリーズとは

として医療機関に供おされることが想定されるもの

はヽセットで供おされることにE本 的必要性が盟め十

あるいよセット

ス1及びクラスI

ることtbKを定されるもの あるいはセットで供給されるこ

スI及びクラスIの機査項目を概
ラ リーズ。シリーズとは一体として医張々
ことが喜定されるもの あるいはセットで81XK 2002

30003∞ 3

81Xk 400,

8000S X 3

86107∞ 1

30009∞ 3

3∞ 10101

8001,002

8∞ 12∞3

(クラス1)
I内 分泌検査用ラリーズ

)一ズ。ラリーズとは一体として



8∞16 Xli

的018013

8∞ 19001

8∞2∞02

801コ∞3

8∞27013

ラリーズ検至用ま楽

スIl内分泌機至用シリーズ

I細 箇検査用シリーズ

I鵜 菌検こ用シリーズ

I免 技組織学校至用シリーズ

スI免 技相糧学校査用シリーズ

免疫組患学検査用シリーズ

スI汎 用 血液検至局シリーズ

クラスコ4R用 血渡検重用シリーズ

スI汎 用 生化学桟査用シリーズ

スBl汎用 生化学校至用シリーズ

ス ■工 用 内 分 あ 桟 を 用 シリー ズ

スlE汎用 内分泌枝査用シリーズ

I クラスE及びクラス

用シリーズ
合わせたシリーズ。シリーズと

たシリー
準のクラスIの検査環
シリーズとは一体とし1

(クラスal)

目用シリーズ(
あるいはセット
るもの。

用シリーズ(ク

目用シリーズ(

: クラスI及びクラス皿
クリーズ。シリーズとよ

査用摂業のクラス Iの 犠奎項目を在強
)―ズ。シリーズとは一体として医療機B

あるいはセット

:及びクラス[

ズ(クラス I)

(クラスI)

(クラスll)

リーズ(クラスI)

,一ズ(クラスコ)

ズ(クラス■)

け―ズ(クラス血)

シリーズ

あるいは
で供給されることに題床rj必要性が翌められるも

ス1 クラスI及びクラ

巨用シ

ス I

,一ズ。

弓試薬及び堂化学的検こ用拭楽のクラス I及
の検奎項 Elを相敏組み合わせたシリーズ。シ

ズとま一体として医療機関に供給されることが想定さ
,もの あるいはセットで快捻されることにES床い必要

I クラスI及の ラスllの機査項目を領敏組み合わせ

ることが想定されるも
あるいはセットで供給されることに臨床的必要性が芝

るもの。

ズ。シリーズとは一体として医療機関に供給され
はヽセットで供給されること

び生化学的検査用試業のクラス

Iの 検至項目

)―ズ。ラリーズ

リーズ。シリーズと

血液検査項 目用シ

生化字模査項目用シ

リーズ(クラスlE)

堂化学検登項目用シ

ブーズ(クラスI)
I血 技 生化学校至用シリーズ 一体として医療機関に供給されることが想定されるも

、あるいはセットで供給されることに臣床的必要性が密



シリーズ検査用ま楽

血な 生化字検至項目用シ
リーズ(クうス■)

80029002 スI血 液 生化学康査用シリーズ I

にな学的慎重用ま案衣ど生化学的検査用ま率のクラス
I及どクラスIの機吾IR目を複数組み合わせたシリー

く,シリーズとま一体として医療機関に供をされることが
B定されるもの、あるいはセットで供給されることにE床
間必要とが認められるもの。

al法学的検査用ま来及び生化学的横査用嵐率のクラス
1 クラス■及びクラス皿の検登項目を複数組み合わせ
Lシリーズ。シリーズとは一体として医療機関に供給され
ることが導定されるもの、あるいはセットで供給されること

よ生化学棲査lR目用シ
ズ(クラスロ)

帥　　　　　　　　　的　　　　一　　　　帥

リーズ コ

ユ減 免産技至項目用シ

リーズ(クラス I)

血た 免疫桟査項目用ラ
リーズくクラスI)

I血 渡 免室検こ用シリーズ 】

血法学的検査用ま薬及tF免疫学的検室用ユ業のクラス
Iの検こ項目を授敷組み合わせたシリーズ.シリーズと
は一体として医療役四に供給されることが想定されるも
の あるいはセットで供おされることに崎原的必要性が材

クラスエ血戒 免な検=用 シリーズ I

伍志学的検至用ま薬及び免衣学的検査用ま薬のクラス
I及びクラスIの検こ項目を領横組み合わせたシリー
て。シリーズとは一体としてE僚 機関に供給されることが
B定されるもの、あるいはセットで供指されることに臨底
ゆ必要性が翌められるもの。

r免 疫検査項目用シ
ズ(クラスコ)

クラスIl血蔵 見技機=用 シリーズ コ

工務学的検査用ま薬及び兌疫学的検査用摂菜のクラス
〔 ク ラスE ttVJクラスIlの検奎項目を領敏組み合わせ
Lシリーズ。シリーズとは一体として医療機関に供給され
ることが題定されるもの あるいfなセットで供給されること

用 シ

リーズ(クラス1)
I血 液 内分泌検査用シリーズ I

at渡写 的校査用京委及び内ケ務f~4R覆用臣某のクラス

Iの 機と現 目を壇敏組み合わせたシリーズ。シリーズと

ま一体 として医療機関に供給されることが想定されるも
う あるいはセットで供給されることに臨氏的必要性が翌

血液 内分泌検査項目用ラ
リーズ(クラスI) 工血液 内分泌検費用シリーズ I

1及びクラスI`
く。シリーズとは

歩い一あるいはセットで供給されることに臨床

血液 内分泌検査項目用シ
)―ズ(クラスコ)

8∞36∞3 内分泌横査用シリーズ コ

ユ液学的機査用ま業及び内分泌字検こ用航票のクラス
I クラス■及tFクラスIlの検=項 目を績数組み合わせ
Lシリーズ。シリーズとは一体として医張機関に供給され
ることが懇定されるもの あるいはセットで供指されること
こ臨尿的必要性が翌められるもの。

生化学 免養検査項目用シ
リーズ(クラスI)

生化学 免衣検査項目用シ
リーズ(クラス正)

:生 化学 党技検査用シリーズ 1

生化字的機至用ま秦及び免技学的横重用は業のクラス
Iの 検至項目を強敏48み合わせたシけ―ズ。シリーズと
ま一体として医療機Bgに供給されることが題定されるも
の あるいはセットで供給されることに臨床的必要性が酵
められるもの。

80033002 スE生 化学 免疫検こ用シリーズ I

主化学的機こ用説案及び免技学的検査用拭業のクラス
〔及びクラスIの検査項目を複数組み合わせたシリー
ズ。シリーズとよ一体として医療機REに供給されることが
B定されるもの あるいはセットで供給されることに臨傑

化学 免夜機査項目用シ
ーズ(クラスlR)

シリーズ(クラス I〉

生化学 内分泌検査項目用

ンリーズ(クラスI)

入H生 化学 免夜検至用シリーズ 田

=化 学的様こ用ま案及び免疫学的検査用賞柔のクラス
1 クラスI及 びクラスHの 検査項目を複数組み合わせ
とシリーズ。シリーズとは一体としてこ療機関に供給され
Sことが想定されるもの あるいはセットで供おされること

生化学 的機査用拭票及び内分泌学的検査用拭楽めクラ
スIの 検重項 目を強 敷組み合わせたシリーズ。シリーズ

=は 一体として医療機 関に供給され ることが想定され るも
の あるいはセットで供おされることに臨床働必要性が遂
められるもの。

m041002

3∞42003

クラス【生化字 内分泌検至用シリーズ

グラスll生化学 内分泌検重用シけ―ズ

I

堂化学的検査用ま棄及び内分必学aS侵こ用臣票のクラ
スI及 びクラスIの 検査項目を任ttBみ 合わせたシリー

ズ。シリーズとは一体として医療機関に供おされることが

眼定されるもの あるいはセットで供拾されることに臨床
的必要性が酵められるもの。

生化学的桟査用試楽及び内分泌学的枝=用 試楽のクラ
ス1 クラス 1及 びクラスコの絵査項目を複数llみ合わ
せたシリーズ。シリーズとは一体として医療機関に供給さ
れることが想定されるもの あるいはセットで供給されるこ

とに密床的必要性が認められるもの。

生化字 内分泌検査項目用
シリーズ(クラスBl) l l



内分渉検査項目用シ

ズ(クラス I)

ズのラス[)

シリーズ(クラスBl〉

内分泌機至項目用シ

シリーズ検査用拭葉

I免 在 内分湧検査用シリーズ

I交 重 内分あ検こ局シリーズ

内分務機至用シリーズ

I汎用 血た 内分泌榛査用シリー

スコ汎用 血減 内分泌強重用シリー

スE汎 用 生化字 免疫検査用シリー

生化学 免疫機査用シリー

I及 びクラスIの 機茎現目を相敷組み合わせたシリー

シリーズとは一体として医療機関に供拾されることが
あるいはセットで供給されることに臣床

I クラス I及 びクラスコの機=項 目を相敷組み合わ
Lシ リーズ。シリーズとは一体として医療機関に供拾さ
ることが必定されるもの、あるいはセットで供給されるこ

血液学的検至用ま楽及び内分泌学的
ス I及 びクラスこの機至項目を相域組
ズ。シリーズとは一体として医療機8gに

血旗 内分泌績査項目

あるいはセット

血法学的検養用試条及び内分務学的

1生化学桟電用京案及び免技学的検=
l、クラス1及びクラスBlの機=項 目を村

ズ。シリーズとは一体として医療機
るもの あるIHまセットで

免疫学的榛重用拭案及び内分泌学的
ス【及びクラス■の検養項目を相鼓相
ズ。シリーズとは一体として医療機関に

免な学的検蚕用嵐案及び内分務学的
ス I クラスI及 びクラスコの検査項

合わせたシリーズ。シリーズとよ一体として
おされることが想定されるもの あるしヽ ま

るもの、あるいはセット
るもの。

、免査学的様査用試票及び内分泌
Iの検査項目を複数組み合わ

見な学的横至用拭楽及び内分泌

)―ズ。シリーズとは一体として医療機関に供おさ
=が想定されるもの、あるいは七フトで供給されるこ

クラス【及びクラスEの機査項目
,一ズ。シリーズとな一体として医

あるいはセットで

8∞45103

8∞46∞2

80147∞3

リーズ(クラスI)

免疫 内分泌様査項目
)一ズ(クラスコ)

目用シリーズ (クラス 1)

生化学 免な 内分泌桟
目用シリーズ(クラス■)

生化字 免表 内分泌

項目用シリーズ(クラス

生化学 免疫 内分必
目用シリーズ(クラス

14R用 免装 内分必検至用シリー

免窪 内分泌検査用シリー

ス I生 化字 免表 内分泌侵査用シ

I生 化学 生表 内分泌侵査用シ

免な 内分泌検査用ラ
1 クラスI及 びクラ

生イし学的機=用 試楽 見な学的検査

一体として医俵機関に供描されることが想定されるも

生4し学的検覆用嵐実 、免笈学的模査

スコの技査項目をlt鏡48み合わせたシリーズ。

あるしヽまセットで供給されるこ

スIl汎用 生化学 免衣


