
汎用検査用試薬
(別表)

検査項 目 一般的名称 分類察

ヨ血球 4461 llll10当血球キット I

31369000 〕Hキット 肛

重白 30181002 6蚤 白キット I

デドウ織 30167002 デルコースキット E

ケトン体

ケトン体分画

アセト酪酸

33256002 ァトン体キット lI

替血 33257002 瞥血キット I

ゴリルビン 30157002 =リルビンキット E

ウロビリノーゲン 313551j00 )ロピリノーゲンキット I

亜硝酸塩 33300000 軍硝酸塩キット I

比褒 431171100 七重キット I

アスコルビン酸 33292000 7スコルビン酸キット I

食塩 43078000 箕塩キット ]

アミラーゼ 38502002 7ミラーゼキット E

ア,レブミン(徴量アルブミンを

含む)
30155002 アルブミシキット 1

わタラーゼ 43109000 カタラーゼキット コ

アンモニア 43101002 アンモニアキット コ

デルタアミノレブリン酸 43085000 デルタアミノレブリン歓キット

ポルフォビリノーゲン 43393000 ドルフォビリノーゲンキット

クレアチニン(CRこ) 301610C2 クレアチエンキット E

ウロペプシン 43103000 ケロペプランキット I

ヒト絃毛性性腺刺激ホルモ

ン(HCG)
総ヒト織毛性性腺刺激ホル

モン(HCG)

30332002 卜統毛性性腺 all激ホルモンキット E

黄体形成ホルモン(LH)
に卜黄体形成ホルモン(LH)

33246002 黄体形成ホルモンキット I

二`一ルマンデル酸(VMA) 30453tlC 2 ニ`ールマンデル酸キット E

=卜成長ホルモン(HGH)

戎長ホルモン(GH)
30358002 =卜成長ホルモンキット ]
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汎用機査 用説薬

検査項 目
一般的名称 分類 案

β2-マイクログロブリン(βZ
―m )

β2-マイクログロブリン(B
MG)

β2-ミクログロブリン(β2-
m )

β2-MG

30296002 ―夕2-マ イクログロブリンキット E

アルカリ性フォスファターゼ

tALP)
33165002 アルカリ性フォスファターゼキット I

jルシウム(Ca) 30187002 カルシウムキット

7グネシウム(Mg) 30190002 マグネシウムキット

γ―グルタミルトランスペプ
テダーゼ(γ―GTP)

38507002
ンマーグルタミルトランスペプチ
ーゼキット

終機リンdP) 30191002 ,シ/無 機リンキット I

テストステロン 30327012 テストステロンキット I

〕ルチゾール 44399000 コルチゾールキット コ

卜免疫グロブリンG(IgG) 免疫グElブリンGキ ット ll

こ卜免疫グロプリンA ( l g A ) 30223002 免疫グロブリンAキ ット ■

i卜免疲グロブリンG(lgM) 30234002 免疫グロブリンMキ ット lr

ランスフエリン 30253002 トランスフエリンキット I

尿酸 ( U A ) 尿酸キット I

ヌ素室素 (UN) 42849002 承素室素キット ロ

3-ペプチド(CPR) 30336002 ―ペプチドキット E

クレアチン 43373tl12 クレアチンキット コ

アミラーゼアイツザイム 38541012 アミラーゼアイソザィムキット

モヽグロビン 30535002 ヘモグロビンキット

タウ蚤白 43040000 タウ蟹白キット

=卜綱毛碇ヨナドトロピンβ
分画(β―HCG)
ミーターヒト級毛性ゴナドト

30333002
ペーターヒト織毛性ゴナドトロピン

キット

卵胞刺激ホルモン(FSH) 3032211112 卵胞刺激ホルモンキット

エストリオール(E3) 30329002 エストリオールキット I

α,アンチトリプシン 3226811112 ルフア1-ア ンチトリプシンキット E

モグ回ビン/トランスフエ
81001000

モヽグロビン/トランスフエリンキッ
ロ
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汎用機査用試栗

検査項目
一般的名称 分類乗

アミ/酸 81002002 アミ/酸 キット I

宋試験紅 多項 目 30226000 多項 目試験紙キット E

-3-



血小板 (PLT)

血球計測及び白血球分類

網状赤血球)

測及び白血球分類
ヘマトクリット)

測及び白血球分類

数 )

血球計測及び白血球分類

赤血球数)

工球計測及び白血球分類
平均赤血球容積)

血球計測及び白血球分類

平均赤血球血色素量 )

血球計測及び自血球 分類

(平均赤血球血色素濃度)

血球計測及び 白血球分類

好酸球数)

血滋学的検査用試薬

血球キット

マトクリットキツト

白血球数キット

赤血球数キット

平均赤血球容積キット

平均赤血球血色素量キット

平均赤血球血色素濃度キット

球数キット

好塩基赤血球数キット

赤血球直径キット

自血球分類キット

性化部分トロシボプラスチシ時間
ツト

I、第Ⅶ 、第 X因 子キツト

凝固系凝固因子キツト

ロシビン時間キツト

研溶性フイブリンモノマー複合体キッ

ト

43091000

43095000

43321000

43097000

42817000

43080000

43065000

41755000

30526000

44309000

38553000

血球計測及び白血球分類
好塩基赤血球 )(好塩基斑点

赤血球 )

十剤及び白血球分類

像。白血球分類)

化部分 トロンボプラステ

APTT)

合凝固因子(算正,ⅦiX困
)活性

30550000

凝固因子系の全ての

IiV′Ⅷ、X XtXl)
及びフィブリノゲンの総合活

、I  W l t t  X因子、P I V K A

ンビン時間

可溶性フイブリンモノマー複合

体
43421000
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ン分解産物)

E分画(フィブリン・フィブ
ノーゲン分解産物`E分 画)

ダイマー(FDP・Dダイマー

D―Dダイマー フィブリン
分解産物 安定化フィブリン

分解産物、D分画)

フィブリノペプタイドA(FPA)

プロトロンビンフラグメントFl

■2

7ン チトrlンビンlll(ATlll)(ア

ンチトロンビンIll活性)

トロンピン・アンチトロンビン

ll l複合体(T A T )

プラスミノーゲン(プラスミノゲ
ン プラスミノゲン活性)

アンチプラスミン(α2-プラス

ミンインとビター α2P I活性)

α2-プラスミンインヒビター

アラスミン複 合体
PiC PPifPAP)

―ター ・インヒビター 1複 合

PAや A卜1複合体)

V寵 固因子

凝 固因子

第XIIIa凝固因子

第沌H凝 固因子 (フイブリン安

定化囚子 FSF)

第Xa因 子インヒビター

血液学的検査用試栗

フィブリン・フィブリノーゲン分解産物

キット

フィブリン フヽィブリノーゲン分解産
E分 画キット

フィプリン分解産物キット

フィブリノペプタイドAキット

プロトrlンピンフラグメントFl+2キッ
ト

ンチトロンビンlllキット

卜「lンビンアンチト臼ンピンlll複合体
キット

プラスミノーゲンキット

アルフア2-ア ンチプラスミンキット

プラスミンーアルフア2-アンチプラス
ミン複合体キット

プラスミノーゲンアクチベーターインヒスミノーゲンアクチベー
―インヒビター1(PA卜J) ター1キット

プラスミノーゲンアクテ

(フィブリン・フィブリノー
30575000

43361000

30576000

30663000

30567000

30583000

30563000

30573000

30574000

30566000

30579000

30551000

30552000

30555000

30554000

43046000

組織 プラスミノーゲシアクチベーター

インヒビター 1複 合体キット

第 V凝 固因子キット

第X〔凝 固因子キット

第 XI凝 固困子キット

第X llla凝固因子キット

第X lll凝固困子キット

第Xa因 子インヒビター■ット

-5-



検査項 目 新●ode 新一般的名称 分 類

第Ⅷ園子関連抗原(F
Ag)

第Ⅷ困子リストセチンコフアク

ター活性

I(異 常プロトロンビ

プロテインC(プ ロテインC'舌

性、プロテインC抗原)

ブロテインS
(プロテインS活性)

ンポモジェリン(TM)

活性プロテインC抵 抗性算V

困子

血小板凝集能

TDT(ターミナルデオキシヌク
レオチジルトランスフェラー

ゼ)

エリスロポエチシ(EPO)

デオキシチミジシキナーゼ

(デオキシチミジンキナーゼ

活性)

血沈(赤血球沈降度速度測

定時の凝団防止)

血液比重

力リクレイン
ブレカリクレイン

43412000

43305000

44416000

30588000

30589000

44439000

44413000

44419000

44254002

82001000

44250000

30559000

第Ⅷ因子関連抗原キット

第Ⅷ因子リストセチンコフアクター

キット

血液凝固因子検査用PIVKA―I
キット

プロテインCキット

プロテインSキット

トrlンポモジュリンキット

活性プロテインC抵 抗性算V因 子

キット

血小板援集能キット

ターミナルデオキシヌクレオチジ,レト

ランスフェラーゼキット

エリス回ポエチンキット

血液化学検査用デオキシチミジンキ
ナーゼキット

血沈キット

血液比重キット

プレカリクレイン/カ リクレインキット

正

E

コ

コ

I

I

E

I

I

I

ロ

ロ

血液学的検査用試薬

-6-



告イに学的機否用賦薬(1)

ル混濁試験(TT)

亜錯混濁M験 (ZTT)

フアリンコレステロール

ァイソフォーム(CK一MMフ
イソフ～ ムを合む)

フ7リンコレステロールキット

ンキナーtア イソザイムキッ

イソザィム(m―GOTを

水麦酵素(LD)アイソ

スパラギン酸アミノトランスフェ
サ イソザイムキット

水素酵素アイソザイムキット

アチンキナーゼフ↑ノフオーム

イシンアミノベプチダーゼキット

アルドラーゼ(ALD)

モノアミンオキシダーゼ
(MAO)

コリンエステラーゼ(ChE)

グアナーゼ(GUA)

,アイソザイム(骨型AとP

含む)

デノシンデ7ミナーゼ

イシン7ミノペブ茅 ―ゼ

アルカリ性フォスファターゼアイツザ
イムキット

アルドラーtキ ット

モノアミンオキシダーゼキット

コリシエステラーゼキット

ゲアナーゼキット

アデノシン亨アミナーゼキット

(LAP)

83001000

システンアミノペブチダーゼ
(CAP)

γ―グルタミルトランスペブ
カーゼアイソザイム

リプシン

リプシン題似酢素

システンアミノペプチダーゼキット

ガンマーグルタミルトランスペブチ
ターゼアィウザイムキット

トリブシンキット

歯周病原性細自由来ベブ茅 一ゼ
キット
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生化学的横査用試薬(1)

モトリブシン

リプシンインヒビ

オスフオヘキソースイソメ

トリブシンキット

フォスフォリパーtA2(Pと A

来クレオチす―ゼ

フオスフアターtiACP)

フオスフアターよACP)

↑ノザイム(前立限白来ま

は酒石酸阻害型ACPを含

ルタミン酸脱水素酵素

ツクエン酸脱水素酵素

キシ酪 酸統水索酵素

ルビン酸キナーゼ(PK)

ウ糖-6-リン酸脱水素酵

ブシンインヒビターキット

ォスフォリパーゼA2キット

'―
ヌクレオチダーゼキット

ンスフェラーゼ(OCT) ラーゼキット

α―ヒドロキシ孫酸位水素酵
素(HBD)

′ロリルヒドElキシラーゼ
PH)

―バーオキサイドディスム
ーゼ(SOD)

ンラオテンシンI転換酵
(ACE)

一ゼ(NAG)

ラクトース封―リン酸ウリジ
トランスフェラーゼ

フォスフアターゼキット

酸性フォスファターゼアでノザイム

キット

サミモダーゼキット

グルタミン酸脱水素酵素キット

イソクエン酸脱水素酵素キット

ルビン酸キナーゼキット

ルコースー6-リ ン鹸統水素酵蘇

オスフオヘキソースイソメラーゼ

ツト

ー5A合 成酵素キット

プロリルヒドE8キシラーゼキット

入―パーオキサイドディスムターゼ
キット

アンジオテンシン転換酵素キット

ゼ(PHじ

SA合成E4素

アセチルβ―D―グルコサミ ―アセテルーベーターD―グルコ

ガラクトースー1-リン鹸キット
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生化学的検査用臣築(1)

榛査項 目 新∽」o 新一般的名称 分 類

′スタチンC ンスタチンCキット
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余窒素(NPN)

アミノ酸分画

ブアミン

アミノ酸

アミノ馬尿酸(R P F )

アミノ安息香酸 (P A B A )

総分岐鎖アミノ酸 /チ ロシン

モル比 (BTR)

生化学的横査用銀薬(2)

残余望素キツト

ミノ酸分画キット

アミシキット

分岐鎖アミノ酸キット

一アミノ馬尿酸キット

p一アミノ安息香酸キット

分岐鎖アミノ酸 /チ ロシンキット

ガラクトースキット

グリコヘモグロビンAlキット

ルクトサミンキット

グリコアルブミンキット

ムコ重白キット

アルロン酸キット

115アンヒドログルシトールキツト

シアル酸キツト

ツルビトールキット

1 5AG)

44174000

44179000

44176000

44177000

43199000

33007000

30166000

43198000

30164000

44153000

44154000

43294000

43010000

ラクトース

1 5アンとドログ,レシトーール

グリコヘモグロビンAl(H bAl)

フルクトサミン

リコアルブミン

コ蚤白

ア,レロン酸

シアメレ酸(SIA)

ソルビトール

ペントシジン

44343000

83000000

30178000

トシジンキット

ルビン酸キット
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ド回キシ酪酸 (β―ヒドロ

生化学的横査用試薬 (2)

33256012 3-ヒ ドロキシ酪酸キット
シ酷酸)

3-ジフォスフォグリセリ 44228000

リグリセライド分画

ン脂質(PL)

―ジフォスフォグリセリン酸キット

33009000 リグリセライド分画キット

ブン脂質キット

ヨレステロール分画 (TC分

ムナント様 リポ宝白コレステ
ータレ

過酸化指質

汁酸 (TBA)

β―リポ蛋白(β―LP)

リポ室自分画

リボ重白X

リボ蟹白リパーゼ(LPL)

レシチンコレステEl一ルアシ
ルトランスフェラーゼ(LCAT)

アポ室白B

アポ曇白C―江

エステル結合型脂肪酸キット

ヨレステロール分画キット

ムナント様リポ曇白コレステロール
キット

過酸化脂質キット

胆汁酸キット

―ターリポ室白キット

サポ曇自分画キット

ポ曇自Xキット

リポ曇白リパーゼキット

シチンコレステロー,レアシルトラン
フェラーゼキット

アポリポ室白Bキット

アポリポ室自C―Iキット

30176012

30174000

33010000

44169000

42998000

30156000

44170000

44375000

41419000

44352000

43296000

30258000
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検査項目 残,code 新一般 的名称 分類

アポ室白C―lll

アボ室白E

コレステリルエステル輸送蟹
白(CETP)

44391000

42973000

42993000

アポリポ蛋白C―lllキット

アポリポ蟹白Eキット

コレステリルエステル輸送筆 白キット

E

コ

生化学的検査用試乗(2)
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タミンB12

タミンDll 125-ジヒドロビタミ

生化学的様査用京粟(3)

30334000 タミンB12キ ット

30373000 葉酸キット

30349000
1、25-ジヒド「lキシビタミンD3キッ
トンD3

直接ビリルビン

抱合ビリルビシ

遼離カルバマゼピン

遊離バルプロ酸

アセチルプロカインアミド

30157012 直接ビリルビンキット

43274000 抱台どリルビンキット

30397000 遊離カルバマゼピンキット

30400000 遊離バルプロ酸キット

一アセチルプロカインアミドキット

30394000 キニジンキット

30449000 サリテル酸キット

30407000 ジベカシンキット

30410000 ネチルマイシンキット

30418002 メトトレキサートキツト

38524000 エタノールキット

42931000 ロムベリドールキット

キニジン

ジベカシン

サリチル酸

ネチルマイシン

メトトレキサート

タノー,レ

ブロムペリドール
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検査項 目 新co」o 新
一般的名称 分 類

ニサミド

アプリンジン

アルベカシン

イセバマイシン

タクロリムス

三環系抗うつ剤(TCA)

テイコプラエン

モルヒネ

メキシレチン

42928000

42925000

42929000

42920000

30421000

ゾニサミドキット

アプリンジンキット

アルペカシンキット

イセパマイシンキット

クロリムスキット

三環系抗うつ剤キット

テイコプラエンキット

モルヒネキット

メキシレチンキット

I

□

コ

エ

I

狐

I

I

生化学的検査用話栄(3)

-14-



異的免疲グロブリンG

泌型免疲グロブリン(sI=

免疫学的検査用試薬(1)

免疲グ回ブリンG単 一
試験 ・単

一
結

果用多種航原キット

分泌型免疫グロブリンAキ ット

グロブリンE単一試験ヤ単一結

多種抗原キット

グロブリンE単 一試験,複数結
用多種抗原キット

免疫グロブリンカッパ/ラ ムダ鎖キッ

84001000

30223012

ルゲン特異IgE

疲グ回ブリンE ( l g

異】宮E抗 体

入性アレルゲシIEE抗 体

アレルゲン特異1〔E

「異的免疫グ回ブリンE(lg
) 30278000

抗原特異IttE抗体

院吸入仕アレルゲシtgE抗体

免疫グ回ブリンL鎖カッパ型
免疫グロブリンL鎖え型(L鎖
(え))

30236000

サブクラス

免疫グロブリン多項目(IgG

、IttM、L鎖 カッパ型、L鎖

ラムダ型)

血清補体価(CH5p

補体成分CeC

免疫グrElブリンGサ ブクラスキツト

多項 目免疫グロブリンキット

血清補体価 CH50キツト

補体成分Cacキ ット

補体成分Cl不 活性化因子キット

C3プロアクチベーターキット

補体制御因子キツト

アルフア1-マイクログロブリンキット

アルフア1-酸 性潜蛋白キット

チノール結 合室 白キット

1インアクチベーター

84002000

84021000

43254000

30241002

30240000

43815000

34003000

30270000

36010000

30252000

30249000

42986000

Clイ ンアクチベーター活性

C3プロアクチベーター

補体制御困子(格子運動性)

αl―マイクログ回ブリン(αヽ
m)

αl―酸性給量自(αl―AG P )

チノール結合蜜白(RBP)

ヘモペキシンキットヘモペキシン(Hx)
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検査項 目 新oodo 新一般的名称 分 類

ヒト心臓由来脂肪酸結合曇自

(H―FABP)

ミオグロビン(Mb)

心筋トロポエン I(cTnI)

卜「lボニンT(TnT)

心筋トロポエンT

心室筋ミオシン軽鎮 I

フィプロネクチン

癌胎児性フィブrlネクチン

コンドロカ,レシン

プロコラーゲンlllペプチド(P
III P)

型コラーゲン

型コラーゲン,7S

マトリックスメタロプロテイ
ナーゼ～3(MMP 3)

42860000

30264000

30266000

30265000

30271000

43224000

44444000

43373000

44293000

44647000

44211000

44441000

43462000

44398000

44155000

ヒト心腕由来脂防酸結合蛋白キット

ミオグロビンキット

トロポエンキット

ミオシン確鎖キット

フィブロネクチンキット

コンドrlカルシンキット

プElコラーゲンIllペプチドキット

Ⅳ型コラーゲンキット

IW型コラーゲン・7Sキ ット

|

|!i;;;貫,1:ち:!,iとをと!
キット

ヒスタミン遊離試験キット

1柿サーフアクタントアポ曇自一Aキ ット

サーファクタント曇 自Dキ ット

シアル化格鎖抗原KL-6キ ット

1類粒球エラスターゼキット

ベータクロスラプスキツト

ll

F

狂

I

E

I

I

I

E

I

取

I

エ

E

】

免症学的濃査用試業(1)
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隻な学的機査用証菜(4)

30454000

平滑筋抗体 37725000 平滑筋航体キット

抗目壁細胞抗体 37765000 抗目壁細胞抗体キット

核抗体 (LE因 子) 34015000 。LE困 子キット

(杭セントロメア抗体 )

抗核抗体 (抗セントロメア抗 44308000 抗核抗体 抗セントロメア抗体キット

れデオキシリボ核酸抗体
抗nDNA抗 体
抗2本鎖D N A抗 体、抗d s 抗デオキシリボ核酸抗体キット

抗体

抗 1本鎖 DNA抗 体 、抗ss

体

抗ENA抗 体(抗RNP航 体、抗
Sm抗 体、抗ss―A抗 体、抗 ss―

抗ENA杭 体キット
抗体、流s d - 7 0抗体 、抗U o―

1抗体)

抗Sm抗 体 抗 Sm杭 体キット

33916000 抗リポ核安臼抗体キツト

Ro抗 体 43427000 抗 SS― A/Ro抗 体キツト

/ L a抗 体 42899000 ―B抗 体/La抗 体キット

卜70抗体
30463000 抗Sd 70抗 体キット

抗強皮症抗体)

ウマチ因子(RF)
ウマチ練因子

30500000 リウマチ因子キット
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リウマトイド因子(IttG―

負疫学的権査用意薬(4)

免疫グロブリンG型リウマトイド因子
キット

抗ガラクトース欠損免疫グロブリンG

杭体キット
ガラクトース欠損IgG抗 体

抗ミトヨンドリア抗体 30476000 抗ミトコンドリア抗体キット

抗ミトコンドリアM2抗 体 43106000 抗ミトコンドリアM2抗 体キツト

抗サイログロブリン航体(Tg

抗サイログロブリン(ATG)抗 30490000 サイログロブリン自己抗体キット
体価
甲状腺自己抗体員

抗甲状腺マイクロゾーム (
甲状腺マイクロゾーム杭体キット

抗体

抗甲状腺ベルオキラダーゼ

抗体(抗TPO抗 体)
30317000 甲状腺ペルオキラダーゼ抗体キット

プター抗体 30489000 状腺刺激ホルモン受容抗体キット

状腺刺激性 自己抗体

状腺刺激性 自己抗体 (TS 状腺刺激性 自己抗体キット

活性 ( T S A b % )

アセチルコリンレセプター
43074000

抗アセチルヨリンレセプター抗体キッ
ト

ジオリピシ抗体 30475000 抗カルジオリピン抗体キット

カルジオリピンβ2グリコプ
テインI複合体抗体

抗カルジオリピンペータ2グリコプロ

テインI複合体杭体キット
43075000

43105000 血小板抗体キット血小板抗体( P L T A b )
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性抗好中球細胞質抗

球細胞質抗体(c―AN

範芳学的綻査用試薬(4)

ブロテイナーゼ3-抗 好中球細胞質

自己抗体キット

抗好中球細胞
ミエ回ペルオキシダーゼ抗 30483000

ミエロペルオキシダーゼ抗好中球細

自己抗体キツト

複合体 ( I C )
1。結 合免疲複合体 ( I C ) 30498000

合免疫複合体

航Uo l抗 体

循環免疫複合体キット

抗」o l抗 体キット

抗グルタミン酸脱炭験酵素抗体/抗

ランゲルハシス島抗体キット

航グルタミン酸脱炭酸酵素抗

体 (GAD)

抗ランゲルハンス島抗体

30340000

ループス抗凝固因子

抗G8M抗 体 (抗糸球体基産
43128000

杭体 )

抗肝腎マイクElゾームー1抗

(肝腎ミクロゾーム抗体、抗 34018000
-1抗 体)

抗デスモグレイン1抗体
抗デスモグレイン3抗 体

固園子キツト

抗体キット

-1抗 体キット

84019000 抗デスモグレイン抗体キット

84023000 インスリン抗体キット

抗I A - 2杭 体キット

43108000
―トランスフェラーゼ活性およびB

―トランスフェラーゼ活性キツト

84020000 リンパ球幼若化能キット

インスリン抗体

杭IA-2抗 体

+ラ ンスフェラ
ーゼ活性

およびB―トランスフェラーゼ

活性

リンパ球幼若化能
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細胞・Tリンパ球(CD3 CD5

免技学的検査用試薬 (4)

43047000

B細 胞サブセットキット

43079000 T細胞キット
7等)

化T細胞( H L A―D R等 )
―ロゼット形成T細 胞( C D 2等)

害性・サプレッサーT

CD4、 CD8早 :)
へ,レパー。インデューサーT

等 )

細胞サブセット(cDllb

等)

CD57 CD16

球 (CDヽ4 CD15等 )

板 ( C D 6 H等)

同期( B r d u 等)

43098000

43062000

43055000 単球キット

43052000

84025000 血小板キット

43036000 細胞局期キット

セットキット

発現細胞キット

LeY発 現リンパ球キット

ymphoblasjo Leukaem a抗 43092000
発現細胞(CD10

43059000

Y発現リンパ球(とoY等 ) 43096000

43068000類地球(CD15等 )

-20-
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検査項 目 新code 新一般的名称 分 類

可溶性インターロイキンー2レ

セプター

肝細胞増殖因子

ネオプテリン

30619000

43072000

30371000

43419000

30373000

ミンT細 胞 キット

【L-la/1Ll b/1Ll RA/1L2r′ /1L

6rキット

肝細胞増殖因子キツト

ネオプテリンキット

好酸球塩基性室白キット

ペプシノーゲンキット

I

I

I

E

E

]

好酸球 塩基性蛋白

ペプシノーゲンI
ペプラノーゲンI

免疫学的検査用試案(4)
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インスリン棒成長因子 I(IG

FⅢ )

ソマトメジンC

内分泌学的糖査用試案

30359000 インスリン様成長因子 Iキ ット

ヒトインスリン様成長因子橋

合室白1型 (IGFBP-1)

インスリン様成長因子結合重
1型 (IGF8P-1)

インスリン様成長因子結 合宝

白3型 (16F8P3)

ンスリン様成長因子結合蚤白1
30361000

キット

30362000

30325000 プロラクチンキット

成質刺激ホルモンキット

インスリン棟成長因子結合蛋自3

キット

ラクチン(PRL)
ヒトプロラクチン(PRL)

皮質刺激ホルモン

ACTH)

ヒト副腎皮質刺激ホルモン

ACTH)

アルギエンタ`ップレッシン(A
VP)

アサレギニンパツプレッシンキット44329000

トリヨードサイロエン操取率

(T3-upttke)

「3摂 取率 (T3-uptake)

サイロキシン結合グロブリン

(TBG)

30313000 リヨードサィロエン摂取率キット

トチロキシン結合グロブリン
30316000 サイロキシン結合グロブリンキット

(TBG)

サイロキシン結合能 (TBC) 43297000 サイロキシン結合能キツト

状線ホルモン(PTH)
くラサイロイドホ,レモン(PTH)

甲状腺ホルモンフラグメン
PTH一C)

ミラサイロイドホルモンフラグ
30354000 副甲状腺ホルモンキット

メント(PTrl―c)

状 腺 ホル モンフラグ メン

ミラサイロイドホルモンフラグ
ント(PTH―M)

ンタクト副甲状腺ホルモン

ンタクトパラサイロイドホル
30353000 インタクト百1甲状腺ホルモンキット

ン(PTH-1)
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肉分泌学的横査用試薬

カルシトニン

副甲状膜ホルモン関連ペプ:

ド(PTHrP)
パラサイロイドホルモン関連
ペプチド(PTHrP)

30355000

30342000 カルシトニンキット

42862000 ガストリンキット

44239000 クレチンキット

ホルモン関連ペプチドキット

ガストリン

セクレチン

17-ケトステロイド(17-KS)

17-ヒドロキシヨルチコステロ
イド(17-OHCS)

デヒドロエピアンドロステ回シ

(DHEA)

30369000

33238000
17-ハ イドロキシヨルチコステロイド
キット

デヒドロエピアンドrlステrlンキット

1フーケトステロイドキット

1フーハイドrlキショルチコス
ロイド(17-OHCS)

デヒドロエピアンドロステロン
ーすルしフェイト(DHEA―S)

デヒドrlェピァンド「lステロンーサル
フェイトキツト

アルドステrlン(ALD) 31423000 アルドステ「lンキット

ンドロステンジオン アンドロステンジオンキット

30440000コールアミン カテコールアミンキット

モバニリン酸(HVA) 43149000 ニヽリン験 キット

エストロジェン
エストロゲン

33293000 エストロジェンキット
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エストリオールヽ 16α―グルク
ナイド(E3~16G)

トロン(El)

17α―ヒドロキシプロゲステ
ロン(17α-OHP)

内分泌学的検査 用試薬

エストリオールー16アルフアーグ
ナイドキット

30331000 エスト「lンキット

30324000 17-ヒドElキシプロゲステロンキット

遊離テストステ回ン

フリーテストステロン

プレグナンジオールー3α一

グルクロナイド(Pd-3G)

30327002 遊離テストステロンキット

85001000
プレグナンジオールー3アルフアーグ
ルクロナイドキット

43444000 ニンキット

アンジオテンシン1/レ エンキットアンジオテンシン1/レニン

活性型レニン(PRC)

スタミン

サイクリツクアデノシンーリン
(C―AMP)

サイクリックAMP(C―AMP)

ヒト心房性ナトリウム利尿ペ

プチド(HANP)

ナトリウム利尿ペプテ

31410000

活性型レニンキット

43457000 スタミンキット

サイクリックアデ/シンーリン酸キット

心房性ナトリウム利尿ペプチドキット

44443000 卜脳性ナトリウム利尿ペプチドキット
卜脳性ナトリウム利尿ペブチ

( B N P )

オステオカルシンキットステオカルシン(BGP)
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検査項 目 新code 新一般的名称 分 類

グリココール酸(CG) 42868000 グリココール酸キット I

内分泌学的検査用試憂
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■ヽ )

ンデューサー/ヘルパーT

細 胞

とよばれるエピトープ
を持つB細胞表面抗原(LNl)

D74とよ|まれるエピトープを
,つB細胞表面抗原(しN2 )

ロゼット陽性T細 胞

細 砲

細胞表面抗原( T  o o H

免疫組織学的権査用試案

30623042 組織検査用細胞性免疫キット

30628052
検査用視床下部・下垂体ホルモ

キット

30628062
検査用甲状腺 ,副甲状腺ホルモ

キット

30628072 織桟査用消化管ホルモンキット

30623082 組織検査用性腺ホルモンキット

30628092 組織検査用神経ホルモンキット

ッサー/細胞障害性T

球共通抗原( L C A )

卜自血球抗原のサブタイプ

:長ホルモン(GH)

卜成長ホルモン(HGH)

皮質刺激ホルモン(ACT

刺激ホルモン(FSH)

血管作動化腸管ポリペプチド

状腺刺激ホルモン(TSH)

状腺ホルモン(サイログロ

チ ン

ブン)

サイロキシン

カルシトニシ

(VIP)

インスリン

ストリン

ルカゴシ

セクレチシ

ポリペプチド

ノマトスタチン

β一ヒト級 毛性性腺ホルモン

ヒト絃毛性ゴナドトロピンβサ
ブュニット(HcG―β)

繊毛性ゴナドトロピン(HCG)

黄体形成ホルモン(LH)

テストステロン

ラクトーゲシ(HPLl

エストラジオール

サブスタンスP

β―エンドルフィン

ボンベラン
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検査項 目 新code 新―般的名称 分類

αl―アンチトリフシン(α十一

AT)

グリア線稚性酸性タンパク

(GFA)

グリアン線維性酸性プロテイ
ン(GFAP)

神経膠原繊維酸性室白

(GFAP)

グリアルフアイブラリィアシ

ディックプロテイン(GFAP)

フェリチン

ミエリン塩基性雲白質

ジストロフィン

ミオゲロピン

ビメンチン蛋自
ビメンチン

パンクレアティックPP

上皮細胞ほ抗原(EMや
上反膜抗原(EMA)

S-100

S100蟹 白

フィブ回ネクチン

ミオシン

免疫グロブリンA(IgA)

免疫グロブリンG(暗G)

免疫グロブリンMdgM)

免疫グロブリン分子のKappa

鎖
カッパ鎖
カッパt鎖

免疫グロブリン分子の

あmbda鎖

ラムダ鎮
ラムダL鎖

第VIl因子関連続原(VEI R Aほ)

リゾチーム(ムラミダーゼ)

30623102

30623112

30628122

30623132

旧殺検査用景白キット

組織検査用免疫グロブリンキット

組織検査用凝固・線溶関連物質キッ

ト

組織検査用酵素キット

工

]

免疫組織学的権査用款薬
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検査項 目 新∞ J● 新一般的名称 分 類

購(ブドウ結)

総蟹 白

こ卜級毛性性腺刺激ホルモ
ン(hCG)

一般用グルコースキット

一般用総蚤白キット

ー般用ヒト統毛性性腺疎Ⅲ激ホルモ

ンキット

一般用横査薬(OTC)

-28-



汎用検査項目用シリーズ(ク
ラスH)

血液検査項目用シリーズ(ク
ラス I)

シリーズ検査 用試薬

80002002 クラス 正汎用検査用シリーズ

80005002 クラス E血 液検査用シリーズ

化学検査項目用シリーズ

クラスI)

免疫検査 項 目用シリーズ (ク

80003002 ス I生 化学検査用シリーズ

30011002 クラス H免 疫検査用シリーズラスI)

'分泌検至項目用シリーズ

クラスI)

項目用シリーズ (ク

80014002 クラス I内 分泌検査用シリーズ

80017002 クラス正細菌検査用シリーズ

検査項目用シ
―ズ(クラス豆)

用,血液検査項目用シリー

(クラス I)

用‐生化学校査項目用シ
ーズ(クラス H)

用・内分泌検査項目用シ
ーズ(クラス■)

液。生化学校査項目用シ
ーズ(クラスコ)

80020002 クラス I免 疫組織学校査用シリーズ

80024003

クラス H汎 用 血液検査用シリーズ

クラス I汎 用‐生化学模査用シリー

ズ

クラス江汎用 内分泌検査用シリー

ズ

クラスI血 液・生化学校査用シリー

ズ

80026002

80029002

30032002 工血液`免疫検査用シリーズ
免夜検査項 目用シリー

(クラスI)

液・内分泌検査項目用シ
ーズ(クラスⅡ)

化学・免疫検査項目用シ
ーズ(クラスI)

化学・内分泌検査項目用シ
ーズ(クラスⅡ)

スH血 液。内分泌検査用シリー

正生化学・免疫検査用シリー

クラスH生化学・内分泌検査用シ

80035002

80041002
サーズ
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検査項 目 新code 新一般的名称 分類

免疫・内分泌検査項目用シ
リーズ(クラスI)

汎用・血液 ・内分泌検査項 目
用シリーズ (クラス エ)

汎用・生化学 ・免疫検査項 目
用シリーズ (クラス H)

汎用・免疫・内分泌検査項目
用シリーズ(クラス I)

生化学 ・免疫 `内分泌検査項
目用シリーズ (クラス I)

汎用・生化学 ・免疲 内ヽ分泌

険査項 目用シリーズ (クラス

五)

80044002

80046002

80048002

80050002

30053002

80055002

クラスエ免疲・内分泌検査用シリー
ズ

クラスE汎 用・血液・内分泌検査用シ
リーズ

クラスI汎 用・生化学・免疫検査用シ
リーズ

クラスI汎 用・免疫・内分泌検査用シ
リーズ

クラスI生 化学。免疲・内分泌検査用
シリーズ

クラスI汎 用 生化学・免疲・内分泌
検査周シリーズ
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シリーズ検査用試薬
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