
(別表)
血法学的検査用鎖薬

検査項 目 新codo 新一般的名称 分類

プロトロンピン時間 (PT) 30639000 プロトロンビン時間キット lll
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生化学的検査用獄薬(2)

模査項目 新code 新
一

般的名称 分類

グルコース(GLU)

〕―アラビニトール

トヒドロキシ酷酸(β―ヒドロ

キシ酪酸)

30221003

44562003

自己検査用グルコースキット

D― アラビニトールキット

自己検査用3-ヒ ドロキシ酷酸キット

田
　
　
　
　
！　
　
　
田
　
　
　
一　

　

　

田
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生化学的検査用説薬(3)

検査項目 新code 新一般的名称 分類

乱用薬物(フェンシクリメン類、ヘウ

ノシ
・
アどビン類、コカイン類、覚露

制、麻薬類、催眠薬及び向絡

神楽等)

83013000 業物中毒検出用キット
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)プシノーゲンアクチベー

ョンペプチド

α―フェトプロテイン(AFP)

クチン反応性による

免疫学的検査用試薬(1)

リプシノーゲンアクテペーションペプテドキッ

抗原キット

アルファーフェトプロテインキット

アルフアーフェトプロテインのレクチン反応性
分画比 (AFい L3) よる分画比キット

ほ基性胎児雲白(BFP)
塩基性フェトプロティン(BFP)

巣癌関連続原CA125

巣寝出来抗原CA125

癌関連 抗 原 125 ( C A 1 2 5 )

抗原130

E抗原CA15 3

癌由来抗原 (CA15 3)

児曇 白キット

125キ ット

原602キ ット

磨白来抗原130キ ット

15-3キ ット

磨抗原 (ecA225) 43825000 乳寝抗原 BCA225キ ット

糖鎖抗原CA19～9

卜大腸癌由来格鎖抗原(CA 10-0キ ット
9ヽ-9)

抗原50(CA50) 鹿抗原もOキット

癌続原72-4キ ット

シアリルTn抗 原キットシアリルTn抗 原(STN)
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免疫学的検査用試薬(1)

卜癌閥連補鎖抗原(KM01) 卜癌関連絡鎮抗原`KM01キ ット

-2抗 原キット

ンアリルにoX―i抗原(SLX) シアリルとoX一i抗原キット

ST 439抗原 一ST-439抗 原キット

SPan一 対抗原キット

平上皮磨関連抗原(SCC抗
)

痛平上皮癌抗原 SCCキ ット

γ―セミノプロテイン(γ―Sm) ンマーセミノプロテインキット

織ポリペプタイド抗原

織ポリペプチド抗原(TPA)

抑制酸性蛋白dAP)

立線酸性フォスファターゼ

立線特異抗原(PA)

立脱特異抗原(PSA)

前立腺特異抗原(フ

)一PSA)

立腺特異抗原・αl―アンチ

シン複合体(PSA―

疲抑制酸性養白キット

フオスフアターゼキツト

荊主腺特異抗原キット

37287000 遊離型前立腺特異抗原キット

前立腺特異抗原・アルファ1-ア ンチキモトリ

シン複 合体 キツト

4寺果性エノラーゼキット

リペブチド抗原キット

特異エノラーゼ(N SE)

-5-



免疫学的検査用拭薬 (1)

連ガラクトース転移驚素
ガラクトース転移酵素 GATキ ット(GAT)

妊娠特異格蜜自1(SPl) 異粘雲白1キット

E(異 常プロトロンビ
A一Iキット

'イトケラテレ19フラグメント
シフラ) サイトケラチン19フラグメントキット

トリン放出ペプチド前駆体キット

抗原54/61キ ット

エラスターゼ】 エラスターゼIキット

(o一e内8遺伝子産物)
2曇 自(o一oお遺伝子産

ア リル L e X航 原 ( C S L E X ) シアリル Loメ抗 原キット

核マトリツクス室白22キ ット

I型プロコラーゲンーC―プロ
I型 プロコラーゲンーC― プロペプチドキットプチド(PIcP)

I型コラーゲンーC―テロペプ
チド(lcTP)

1聖 コラーゲン築橋N―テロペ

I型 コラーゲンーC一テロペプチドキット

I型 コラーゲシ架橋N― テロペプチドキット

癌胎児性抗原・POAキ ット

チド(NTx)
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免疲学的検査用誤薬 (1)

検査項目 新oodo 師一般的名称 分類

腎母lT[ず

隣踏皆猛IE

プ「lゲステロンレセプター

(PR)

賛便 潜 血

尿中進離型フコース

デオキシビリラノリン(DPD)

LCAP(Lung cancer

asso●ちted p10tein)

デオキシチミジンキナーゼ(T
K)
(デオキシチミジンキナーゼ
(TK)活性)

グルタチオン S―トランス
フェラーゼ

30203000

30294000

構横組織抗原・BTAキ ット

エストロジェンレセプターキット

ブロゲステロンレセプターキット

lF酒血キット

型フコースキット遊離

デオキシピリジノリンキット

肺毎関連妥白 LCAPキ ット

デオキシチミジンキナーゼキット

グルタチオン S―トランスフェラーゼキット

コ

コ

lll

皿
　
　
　
一

Ill

lll
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ジア抗原

ジア・トラコマティス抗原

ラミジフ トラコマティス抗体

ム病クラミジアCF抗 体価

ラミジア・トラコマティスIgG

ラミジア ニューモニエIgG抗

クラミジア・トラコマティスIgA
抗体
クラミジア ニューモニエrgA抗

クラミジア・トラコマティスigM
航体
クラミジアニューモニエIgM
抗体

ストレフ
・
トリジンー0(ASO)抗

レデトキナーゼ(ASK)抗

A群 連鎖球菌 多糟体抗体 (A
S P ) 価

抗連鎖球菌DNase― B

杭連鎖球菌ヒアル ロニダーゼ

β一落血運鎖球菌 (A群 )抗原
Att β溶血連鎖球菌抗原
A群 連鎖球菌

エンドトキンシ

チフス症抗体価

日咳菌抗原

日咳 I相菌の血清型

日咳菌抗体

凝集素価

リヨ′ヽクターピロリ

リコ′ヽクターピロリウレアー

免疫学的検査用試薬(2)

ミジア抗原キット

クラミジア抗体キット

ジア免技グロブリンGキ ット

クラミジア免疲ゲロブリンAキット

クラミジア免疫グロブリンMキ ット

抗ストレプトリジンOキ ット

抗ストレプトキナーゼ抗体キット

連鎖球菌多潜体抗体価キット

鎖球菌D N a s e一 Bキ ット

抗連鎖球徳ヒアルロニダーゼキット

A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット

淋菌抗原キット

エンドトキシンキット

30676000

30678000

30636000

30679000

30601000

37756000

30493000

44024000

30491000

30492000

44031000

30682000

44028000

37723000

44021000

チフス菌抗体キット

百日咳菌抗原キット

百日咳箇抗体キット

リコバクターピロリ抗原キット

リコパクタービ回リウレアーゼキット44204000
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ヘリコパクターピロリ杭体
ヘリコパクターピロリigG抗体

免残学的検査用試薬 (2)

30691000 リコバクターピロリ抗体キット

プトスピラ抗体
プトスピラ抗原
プトスピラ抗体価

1奉トレポネーマ・パリーダム

30716000 プトスピラキツト

30687000 ネーマ抗体キット

抗TPIttM抗 体

悔毒脂質抗体

抗カルジオリピン抗体

ボネーマ免技グ回ブリンM抗体キット

非トレポネーマ脂質杭体キット

ツッガムシ病抗体キット

クリプトコッカス ネオフォルマンスキット

カンジダキット

アスペルギルスキット

トキツプラズマ抗体キット

トキツプラズマ免疫グロブリンMキ ット

44429000

32450000

リア・ブルグドルフェリ抗
リア杭体キット

マイコプラズマ抗体(抗体価)

肺炎マイコプラズマ抗体(

価)

30704000 マイコプラズマ抗体キット

クロストリジウムディフィシル
抗原
クロストリジウムディフィシル
トキシンA 30714000 クロストリジウムディフィシルキット
クロストリジウム ディフィシル
が産生するエンテロトキシン

リケッチア抗体

リケッチア抗原

リケッチア抗体価
30717000 リケッチアキット

F』枝反応

ッガムシ病抗原 ツツガムシ病抗原キット

ッッガムシ病抗体
ツツガムシ病リケッチア抗体

ツツガムシ病リケッチアCF抗

体 価

クリプトコッカス ネオホルマン

ス抗原

カンジタ抗原

アスペルギルス抗原

トキツプラズマ抗体

トキツプラズマ抗体(lgM型)

37746000

37743000

37741000

-9-



トキツプラズマ抗体(IgG型 )

痢アメーバ抗体

免疫学的検査用試薬(2)

トキツプラズマ免疲グロブリンGキ ット

痢アメーバ抗体キット

30817000

30819000

マイコパクテリウム抗体
抗T自6に抗体

マイコパクテリウム抗原

30700000 マイコパクテリウム抗体キット

84022000 マイコバクテリウム抗原キット

44023000 太陽菌0157抗 原キット

大協箇H7抗 原 7抗原キット

大腸菌ペロ毒素キット

57LPS抗 体 44025000 大陽菌0157LPS抗 体キット

(1→3)―β―D―グルカン

育髄炎起炎菌

43226000

B型イカルエンサ
・
薗、肺炎連鎖

球菌、A群 価標炎菌、B群髄
炎菌/E CoLkl C群 髄
炎菌の抗原、ヘモフれス・インフ
エンゲ'イフ

・
b、肺炎球菌(ストレ

フ
・
卜]カ スニュモニア)、B群 連鎖球 44198000

脳苦髄膜炎起炎菌英腹多糟抗原キット菌(ストレプトコッカスァがラクティエ)、
ナイセサア・メこンキ

・
ティス(C/

135)、ナイセリア・メニンキ
ヤ
ティス(A

/Y)、 ナイセリア・1/ニンキティスB抗

8出背髄膜炎起 炎菌薬膜

抗原 (各群を含む ) 44029000 連鎖球菌抗原キット

炎t・フ
・
リオ菌耐熟性溶血毒

44203000 炎ビブリオ菌耐熟性溶血毒キット

ル七う凝集反応 30713000 ブリレセラキツト

アニサキス免疫グ臼ブリンG・免寝グロブ
ンA抗 体キット

(1-3)一 ベーターD―グルカンキット

多糖抗原

抗アニサキスI宮GA抗 体価 44202000
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検査項 目 新code 斬一般的名称 分 類

マイヨフうス
・
マ抗原(3因頭内)

らい菌特異抗体(抗PGL抗

体)

抗抗酸菌抗体

蕉帝性マラリアHRP-2抗 原

レジオネラ辞別
レジオネラ抗体
レジオネラ抗原

30702000

44020000

44201000

84005000

30692000

|マイコプラズマ抗原キット

らい菌特異抗体キット

抗抗酸菌抗体キット

熱帯佳マラリアHRP-2抗 原キット

レジオネラキット

ｍ

　

　

　

一　

　

　

田

コ

□

lll

免疫学的検査用説案(2)
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型HAV航 体

型HAVh体

A型府炎ウイルス抗体キゥト

A型肝炎ウイルス免枝グ向ブリンMキット

A型研炎ウイルス(HAV)抗

免夜学的検査用拭桑(3)

型肝炎ウイルスコア航体キット

型肝炎ウイルスコア免疫グロブリンM

型肝炎ウイルス●杭原キット

炎ウイルス。航体キット

炎ウイルス/o抗 原/れ 体キット

型HBc抗 体

和ヘルベスウイルス2

i原 アルブミンレセプ
合体)

型肝炎ウイルス家面抗原キット

炎ウイルス表面抗体キット

型肝炎ウイルスpro S2杭 原キット

アルブミンレセブター結 合体 キッ

デノウイルス
テノウイルス虎原
デノウイルス40/41型抗原
デノウイアレスCF抗体価
亨ノウイルス佐体

ルペスウイル

ルペスウイアレス
ルペスウイルスCF抗

ルペ入ウイルス抗体

ルベスウイアレス1型
ル人入ウイルス1型

殺ヘルペスウイルスれ技グロブリンM

デノウイルスキット

ltヘルペスウイルス免疫グロブリンG

幾ヘルペスウイルス抗体キット

純ヘルペスウイルス1型キット

度 帝状電疹ウイルス杭
市状ね疹ウイルス抗体キット

帝状ね疹ウイルス流
帯状お疹ウイルス抗原キット

帝状疱疹ウイルス生疫グロブリンG

章状お疹ウイルス兌技グロブリンM

使
ナ

水定

水定

水度 帯状植疹ウイルス免
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サイトメガロウィルス

サイトメガロウイルス抗体

免夜学的検査用ぷ繁(3)

イトメガE3ウイルス抗原キット

サイトメガ臼ウイルス抗体キット

型サイトメガ0ウイルス

型サイトメガロウイルス

イトメガロウイルス免疫グ臼ブリンGキ

エブスタイン′(一

サイトメガロウイルス生疫グロブリンMキ ッ

エブスタイン′t― ウイルス茂体キット

ブスタイン′ヽ一 ウイルス免夜グロブリン

|ウイルスIgG抗体
|ウイルス早期航原(EA)
対する1=G杭体価
ユウイルス カプシド杭原(
A)に対するI=G抗体価こ対するI=G抗体価

イルス カブシッド流原
代)IttG杭体
イルス 核抗原〈EBNA)

イルス杭体
イルス核航原(C3NA)

対する杭体価

イルスI=A抗 体

イルス カブシッド抗原
VCA,IsMれ 体

イルス カブシッド焼原
VCA)に A抗 体

イルス 核抗原(日NA)

体

)イルス カブシド航原(
)に対するIgA抗体価

イルスlgMh体
イルス核杭原(EBNA)

ウイルスれ疫グロブリン

エプスタインバー ウイメレス免疫グロブリン
キット

ウイルス カプシド抗原
)に対するI〔M抗 体価

オウイフレス
オウイルス抗原

クサッキーウイルス杭原

キーB群 ウイルス
群ウイルス焼

ンキ~B群 ウイルスn

コーウイル入杭原

本脳炎ウィルス抗体

コクサッキーウイルスキット

エコーウイツレスキット

ノオウイルス抗体

ンフルエンサウイルス抗体

ンフルエンサウイルスA型
」インフルエンすウイ,レス

/イラミニす一せ

インフルエンすウイツ,ス

ンフルエンすウイルス

くラインフアレエンすウイルス
くラインフアレエンすウイルス

イルス免笈グロブリンGキ ット

イルス角妓グ0ブ リンMキ ット

インフルエンザウイルスキット

インフルエンサウイルスA型及びインフルエ
ンザウイルス日型白来のフイラ革 ダーゼ
キット

パラインフルエンザウイアレスキット

本脳炎ウイルス抗体キット

イルス抗体キット

イルス抗体

インフルエンサウイルス

イルス杭原
イルス抗体

原
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様査項目 析一般的名称 分 類

疹

惨

蕉疹ウ

ンオウイルス

イル入焼原

イルス茂体

イルス抗原

イルス抗体

イルス

イルス抗原

イルス航体

蘇疹ウイルスlgG杭体

林″ウイルスI〔M航 体

ムンブスウイアレス
ムンプスウイルス抗原
ムンブスウイルス抗体
よンブスウイルスI〔G航 体
ムンブスウイルスIEM杭 体

オウイルス航体

一ア

７

SV5ウ

SV41抗 原

バルボウイルス

ヒトパルポウイルス日191EG
型杭体

とトパルポウイルス019:【M
型抗体

ルス抗原

林修ウイルスキット

疹ウイルス抗株キット

オウイアレスキット

ウイリレ

イルス党技グロプリンG抗 体キット

ホ疹ウイルス角夜グロブリンM抗 体キット

SV5ウイルスキット

SV5ウイルスれ体キット

エンテロウイルスキット

パルボウイルスキット

ヒトパルボウイメしス819免 疫グロブリンG
抗体キット

と卜′ヽルポウイルスB19免 綾クロプリンM
抗体キット

免夜学的検査用臓窯(3)
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検査項 目 新oode 新一般的名称 分 類

血液型ABO式

Rh式 (D、E、c、C、c因 子)血

液型

血液型 RHo(D、 E、o、C、c)

因子

血液型Rh Hr

クームス試験 (抗グロブリン

試験 )

不規 則抗体検出 ・同定

HLA―A.B C

HLAク ラスI型

ヒト自血球 抗原型

HLAク ラス エ型

DNAの rttA―DR型

ヒト白血球 抗原型

30597000

30598000

43111000

43113000

30612000

液型キット

式血液型キット

クームス試験キット

不規則抗体検出 ,同定キット

と卜自血球抗原クラスH決定困子抗体キット

ロ

ロ

ロ

コ

コ

Ill

免疫学的検査用積薬(4)
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検査項 目 新code 新
一

般的名称 分 類

☆体形成ホルモン(LH)
ヒト黄体形成ホルモン(LH)

エストロンー3-グ ルクロニド
(E 3 6 )

ヒト縦毛性ゴナドトrlピンβ分
画ヨア(HCGβ コア)

30515003

43148003

43456000

自己検査用黄体形成ホルモンキット

自己検査用エストロンー3-グ ルクロニド

キット

ヒト織毛性ゴナドトロピンペータ分画ヨアキッ
ト

lll

コ

コ

内分泌学的検査用説薬
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細菌学的検査用試薬

同定 一
般細画

グラム陽性菌)
・ブドウ球西同

(ストレプトコッカス属 )

ブドウ粘発酵グラム陰性得

(陽内細菌)

(ナイセリア属薗)

(コリネ′ヽクテリウム)
ヘリコ′ヽクターピロリ)
′ミシラス属菌)

培養 同定 ・一般細菌キット

33361000 グルコース非発酵性グラム陰性得菌キット

)

複数菌種)
グラム陰性菌)
ナイセリア属及びヘモフィリ

ス広 )

(スタフィロコッカス属)

血性大腸菌

ブドウ粘非発酵グラム陰性碍

、ブドウ球菌同定
定 ,鑑別)

グラーゼ製別判
ちブドウ球西コアグラーゼ 44376000

30656003 ブドウ球菌キット

MRSAコ アグラーゼ型別・ブドウ球菌コアグ

ラーゼ型別キット

培養 同定 ・真菌 (酵母および
43162000 培養 同定 ・真菌キット

母様真菌)

皓養 同定 ・抗酸菌(抗酸菌の

検出 )

培養 同定 `ナイアシンテスト 44408013

培養 同定 ・抗酸 菌キット

培養 同定 ・ナイアシンテストキット

〉

培養 同定 ・嫌気性菌

血清 学的同定 す溶連菌型別

(各群を含む)

清学的同定・l市炎球箇(肺
炎連鎖球菌、表膜多糖体掠

気性菌生化学 的同定キット

球菌キット清学的同定‐肺炎球菌

清学的同定・A群落連菌・T

血清学的同定・B群溶連菌型

別

30710000
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細菌学的検査用試薬

定・b型 インフル
36004000 ンフルエンザ菌キットンザ菌

ルモネラ血清型別・陽内細
血清型別

30707000 サルモネラ菌キット

シゲラ血清型別 37726000 赤痢菌キット

性大腸菌血清型別 37727000 太陽菌キット

エルシエア・エンテロヨリチカ
エルシニアキット

クレブシエラ案慎型別 37752000 クレブシエラキツト

セラチア0群 別 32503000 セラチア・マルセサシスキット

43354000 偽結核薗別キット

O辞 別・ブドウ粘非発
30705000 シュードモナス菌キット

パクテリウム群別 32506000 フラボバクテリウム群別キット

炎ビブリオ血清型別 ・ピブ
42957000

ブリオ血清型別 ・ビブリオ科血清型別

オ科血清型別

ラ菌血清型別 32504000 コレラ菌キット

インフルエンザ薬日莫型別・ヘ インフルエンザ爽膜型別・ヘモフィルス表日真
型別キツトフィルス夫膜型別

耐熱性A型 ウェルシュ菌型別

43353000

-18-
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検査項目 新code 新
一

般的名称 分類

血汗学的同定・カンピロパク
ター

血済学的同定・アルカレッセ
ンス ジス′ミール

血済学的同定・真菌

毒素検出用

バララス属菌
ビブリオ科
ブドウ球菌エンテロトキシン
ブドウ球菌表皮剥脱毒素
大腸菌
大陽菌易熱性毒素
大腸菌副無性毒素
大腸菌ベロ毒素
ウエルシュ菌毒素
MRSA TSST H毒 素産生能。

ブドウ球菌TSsT-1毒素度生
能
コレラエンテロトキシン毒嘉
陽炎ビブリオ耐熱性溶血毒
セレウス菌エンテロトキシン

37758000

43193000

44450000

44449000

カンピ回′くクターキット

1血清学的同定・アルカレッセンス・ジスパー

ルキット

血清学的同定 真ヽ菌キット

綱函毒素検出キット

田

llI

lll

Ill

細菌学的検査用試薬
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検査項 目 新・ode 新―級的名称 分 類

B型肝炎ウイルスコア抗原
(HBo抗原)

B型肝炎表面抗原(HBs抗 原)
B型肝炎ウイルス表面焼原
(HBs抗原)

パビローマウイルス
ヒトパピ回―マウイルス(HPV)

ヘルペスウイルス I型

(HSV-1)
HSV l

ヘルペスウインしスI型

(HSV―“)
l・HSV-2

サイトメガ回ウイルス

クラミジア

αl アヽンチキモトリプシン

tAACT)

α―フェトプロティン(AFP)

アクチン室白
アクチン

エストロゲシリセプター

エストロジェシリセプター

エストロゲンレセプター(ER)

隆胎児性抗原(CEA)

サイトケラチン

前立腺特異抗原(PSA)

飾立腺酸性フォスファターゼ

(PSAP)

前立腺性酸性ホスファターゼ

tPSAP)
プロスタティック アシッドホス
ファターゼ(PAP)

神経特異エノラーゼ(NSE)

神経細胞特異的エノラーゼ
ニューロン特異エノラーゼ

デスミン蛋白
ァスミン

ケラチン

プロゲステロシリセプター

ErbB-2

HER2/neuタンパク

HER2/NEU遺 伝子

血液型O(H)物質

血液型A抗 原

血液型B抗 原

血液型H抗 原

30628003

30628013

30628023

30628033

組織検査用ウイルス感染症キット

組織検査用非ウイルス感染症キット

組織検査属腫場マーカーキット

組織検査用血液型 ・細 胞型キット

Ill

皿

　
　
一

lll

免疫組織学的検査用試薬
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シリーズ検査用試薬

血液検査項目用シリーズ(ク
ラスlll) ラスlll血液検査用シリーズ

:化学横査項目用シリーズ

クラスlll)
80007003 クラスコ生化学校査用シリーズ

査項目用シリーズ (ク
80010003 ラス Ill免疫検査用シリーズ

泌検査項目用シリーズ
80013003 クラスIll内分泌検査用シリーズクラスIll)

項目用シリーズ (ク
80016003 クラス lll細菌検査用シリーズ

組織学検査項目用シ
80019003 lll免疫組織学校査用シリーズ

リーズ(クラスlll)

汎用・血液検査項目用シリー

ズ(クラスIll)
80021003 lll汎用 ,血液検査用シリーズ

凡用・生化学校査項目用シ
リーズ(クラスII)

30023003 クラス Ill汎用 ,生化学校査用シリーズ

汎用,内分泌模査項目用シ

リーズ(クラスIll)
ラス I l l汎用 "内分泌検査用シリーズ

血液‐生化学検査項目用シ

リーズ(クラスIll)
クラスコ血液 ,生化学検査用シリーズ

血液・免疫模査項目用シリー
30031003 クラス Ill血液 ・免疫検査用シリーズ

(クラスIl)

血液‐内分泌検査項目用シ

リーズ(クラスIll)
80034003 クラス llI血液 ・内分泌検査用シリーズ

生化学・免疫検査項目用シ

リーズ(クラスlll)
クラス lll生化学 ・免疫検査用シリーズ30037003
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シリーズ検査用試薬

検査項 目 新oodo 新一
般的名称 分類

儀辮顛鋼シ

伊どズ修告贅塩宇項目用シ

汎用 ・血液 ・内分泌検査項 目
用シリーズ (クラスコ)

用

シ

汎

用

・生化学・免疫検査項目
リーズ(クラスIl)

汎用・免疫・内分泌検査項目
用シリーズ(クラスIll)

生化学 ・免疫 ・内分泌検査項
目用シリーズ (クラスIl)

汎用 ・生化学 ・免疲 ・内分泌

検査項目用シリーズ (クラス
コ)

30040003

30043003

30045003

80049003

80052003

80054003

クラスコ生化学・内分泌検査用シリーズ

クラスlll免疲・内分泌検査用シリーズ

クラスコ汎用・血液t内分泌検査用シリーズ

ラスIll汎用 ・生化学 ・免疫検査用シリーズ

クラスlll汎用 ・免疲 ・内分泌検査 用シリーズ

クラスIll生化学・免獲・内分泌検査用シリー

ズ

クラスIll汎用,生化学・免疫・内分泌検査用
シリーズ

lll

lll

lll

コ

lll
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