
 

                                                       ＜１７－０７＞ 

          ２０１７年３月 

先生各位  

 

 

検査内容変更及び受託中止のお知らせ 
 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、下記検査項目におきまして、検査内容の変更及び検査の受託を中止させて 

いただくことになりましたのでご案内申し上げます。 

何卒ご高承賜りますようお願い申し上げます。 

謹白 

 

記 

■検査内容変更項目および変更日： 

●２０１７年３月２７日（月）受付分より      
項目コード 検査項目名 

2632 アミオダロン 

2478 アルベカシン 

2239 テイコプラニン 

1442 アセトアミノフェン 

2963 ＰＳＡ－ＡＣＴ 

  

●２０１７年４月１日（土）受付分より  

    

                          

以上 

 

※ 変更内容および受託中止等の詳細につきましては、次ページ以降をご覧ください｡ 

 

項目コード 検査項目名 

1229 
α １マイクログロブリン               

（α １ＭＧ） <血清> 

1230 
α １マイクログロブリン              

（α １ＭＧ） <尿> 

項目コード 検査項目名 

257 ＣＫ-ＭＢ《ＣＬＩＡ》 

1216 グリココール酸（ＣＧ） 

634 馬尿酸（ＨＡ） 

635 メチル馬尿酸（ＭＨＡ） 

636 マンデル酸（ＭＡ） 

676 Ｎ-メチルホルムアミド 

677 ２,５-ヘキサンジオン（２,５-ＨＤ） 

1010 抗利尿ホルモン（バソプレシン） 

1046 メタネフリン２分画 

1047 バニルマンデル酸《定量》 

2299 
バニルマンデル酸       

〈クレアチニン補正値〉 

項目コード 検査項目名 

1049 ホモバニリン酸 

2298 
ホモバニリン酸         

〈クレアチニン補正値〉 

1062 
５-ハイドロキシインドール酢酸

（５-ＨＩＡＡ） 

1083 
１１-ハイドロキシコルチコステ

ロイド（１１-ＯＨＣＳ） 

2486 
可溶性インターロイキン-２レセプ

ター（ｓＩＬ-２Ｒ） 

1227 ミオグロビン〈血清〉 

1237 抗ｄｓＤＮＡ抗体 ＩｇＧ 



■検査内容変更項目  

 

項目
コード

検査項目名 変更箇所 新 現 備考

ＣＬＩＡ法 ＣＬＩＡ法

[アボットジャパン] [シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス]

基準値 ２.２ ｎｇ/ｍＬ 以下 ５.２ ｎｇ/ｍＬ 以下

報告下限 ０.１ ｎｇ/ｍＬ 未満 ０.６ ｎｇ/ｍＬ 未満

報告上限 ３０,０００ ｎｇ/ｍＬ 以上 最終値

報告下限 ３.０ μ ｇ/ｄＬ 以下 １０ μ ｇ/ｄＬ 未満

報告上限 最終値 １,０００,０００ μ ｇ/ｄＬ 以上

所要日数 ４～５日 ２～５日

報告桁数 少数第１位 整数

実施施設 ビー・エム・エル ＬＳＩメディエンス

６３４ 馬尿酸（ＨＡ）
所要日数 ４～９日 ４～５日 所要日数の見直し

６３５ メチル馬尿酸（ＭＨＡ）
所要日数 ４～９日 ４～５日

６３６ マンデル酸（ＭＡ）
所要日数 ４～９日 ４～５日

６７６ Ｎ-メチルホルムアミド
所要日数 ４～９日 ４～５日

６７７ ２,５-ヘキサンジオン
（２,５-ＨＤ）

所要日数 ４～９日 ４～５日

２６３２ アミオダロン
所要日数 ３～６日 ５～８日 所要日数の見直し

有効治療濃度  （μ g/mL） 有効治療濃度  （μ g/mL）

Ｐｅａｋ：１５.０～２０.０ Ｐｅａｋ：１５.０～２０.０ 

Ｔｒｏｕｇｈ：１.０～２.０ 未満 Ｔｒｏｕｇｈ：２.０ 未満 

報告上限 ３００.０　以上 最終値

有効治療濃度 （μ g/mL） 有効治療濃度 （μ g/mL）

Ｔｒｏｕｇｈ：１５.０～３０.０ Ｔｒｏｕｇｈ：１０.０～３０.０

ＥＩＡ法 酵素法

[ロシュ・ダイアグノスティックス] [ロシュ・ダイアグノスティックス]

中毒濃度 （μ g/mL）

４時間後：２００.０以上

８時間後：１００.０以上

１２時間後：５０.０以上

報告下限 ５.０未満 １.２未満

ＲＩＡ（二抗体法） ＲＩＡ（二抗体法） 高感度試薬の採用

[ヤマサ醤油] [セティ・メディカルラボ]

検体量 ＥＤＴＡ-２Ｎａ血漿 １.２ｍＬ ＥＤＴＡ-２Ｎａ血漿 ２.２ｍＬ

基準値 ２.８ ｐｇ/ｍＬ 以下 ４.２ ｐｇ/ｍＬ 以下

報告下限 ０.４ ｐｇ/ｍＬ 未満 ０.８ ｐｇ/ｍＬ 未満

報告上限 ８００　ｐｇ/ｍＬ 以上 最終値

検査方法 ＬＣ-ＭＳ/ＭＳ ＨＰＬＣ

所要日数 ３～４日 ３～５日

１０４７ バニルマンデル酸
《定量》 検査方法 ＬＣ-ＭＳ/ＭＳ ＨＰＬＣ

２２９９ バニルマンデル酸
〈クレアチニン補正値〉

検査方法 ＬＣ-ＭＳ/ＭＳ ＨＰＬＣ

１０４９ ホモバニリン酸
検査方法 ＬＣ-ＭＳ/ＭＳ ＨＰＬＣ

２２９８ ホモバニリン酸
〈クレアチニン補正値〉 検査方法 ＬＣ-ＭＳ/ＭＳ ＨＰＬＣ

１０６２ ５-ハイドロキシインドー
ル酢酸（５-ＨＩＡＡ）

検査方法 ＬＣ-ＭＳ/ＭＳ ＨＰＬＣ

繁忙期（4～6月、10～12月）の
数日を除いて、概ね4～5日で
報告

デスモプレシンとの交差反応
性が低い試薬の採用

ＬＣ-ＭＳ/ＭＳ法の採用

検査実施施設の変更
（測定試薬は変更なし）

有効治療濃度や中毒域濃度
につきまして、日本化学療法
学会・日本ＴＤＭ学会のガイド
ライン記載値に準拠させて頂
きます。

検査方法

基準値
（単位）

基準値
（単位）

基準値
（単位）

１０４６ メタネフリン２分画

１０１０ 抗利尿ホルモン
（バソプレシン） 検査方法

２５７ ＣＫ-ＭＢ 《ＣＬＩＡ》

１２１６ グリココール酸 （ＣＧ）

検査方法

２４７８ アルベカシン

２２３９ テイコプラニン

１４４２ アセトアミノフェン

測定試薬の製造中止

小数第１位 



■検査内容変更項目  

 

 

■検査受託中止項目および最終受託日： 

項目
コード

中止理由 受託可能最終受付日

１１００

１３８２

検査項目名

総エストロジェン・妊婦

薬物スクリーニング
受託数僅少のため

２０１７年３月３１日（金）
受付分まで

 
 

 

 

 

項目
コード

検査項目名 変更箇所 新 現 備考

検査方法 蛍光法（Ｄｅ　Ｍｏｏｒｅ変法） 蛍光法（Ｄｅ　Ｍｏｏｒｅ法）

基準値 午前１０時：７.０～２３.０ μ ｇ/ｄＬ 午前８～１０時：８.０～３０.０μ ｇ/ｄＬ

検体量 血清 ０.５mL 血清 １.２mL

保存方法 冷蔵 凍結

所要日数 ２～４日 ２～５日

実施施設 エスアールエル ＬＳＩメディエンス

ＣＬＩＡ法 ＥＩＡ法

[シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス] [富士レビオ]

基準値 ３.４ ｎｇ/ｍＬ 以下 1.１ ｎｇ/ｍＬ 以下

検体量 血清 ０.５ｍＬ 血清 ０.６ｍＬ

備考
前立腺肥大症と前立腺癌の判別
のカットオフ値は、７.０ng/mLが推
奨されます。

前立腺肥大症と前立腺癌の判別
のカットオフ値は、４.８ng/mLが推
奨されます。

２４８６ 可溶性インターロイキン-２
レセプター（ｓＩＬ-２Ｒ）

検体量 血清 ０.４ｍＬ 血清 ０.５ｍＬ 検体量の見直し

ラテックス凝集法 ラテックス凝集法

[栄研化学] [栄研化学]

Ｍ：１０.０～２１.０ ｍｇ/Ｌ

 Ｆ：　８.３～１６.４ ｍｇ/Ｌ

報告下限 ０.９以下 ４.０以下

報告上限 １８００.０以上 ２５００.０以上

ラテックス凝集法 ラテックス凝集法

[栄研化学] [栄研化学]

Ｍ：０.８～１４.１ ｍｇ/Ｌ Ｍ：０.６０～１６.６０ ｍｇ/Ｌ

 Ｆ：０.５～　７.０ ｍｇ/Ｌ  Ｆ：０.５０～　９.７５ ｍｇ/Ｌ

報告桁数 少数第１位 少数第２位

ＣＬＩＡ法 ＥＣＬＩＡ法

[アボットジャパン] [ロシュ・ダイアグノスティックス]

Ｍ：１５４.９ ｎｇ/ｍＬ 以下 Ｍ：２８～７２ ｎｇ/ｍＬ 

 Ｆ：１０６.０ ｎｇ/ｍＬ 以下  Ｆ：２５～５８ ｎｇ/ｍＬ

報告下限 １.０ ｎｇ/ｍＬ 未満 ２１ ｎｇ/ｍＬ 未満

報告上限 １２０,０００ ｎｇ/ｍＬ　以上 最終値

報告桁数 少数第１位 整数

１２３７ 抗ｄｓＤＮＡ抗体 ＩｇＧ 検体量 血清　０.４ｍＬ 血清　０.３ｍＬ 検体量の見直し

検査実施施設の変更

２９６３

１２２９

１２３０

１０８３

１２２７ ミオグロビン〈血清〉

基準値

基準値

検査方法

基準値

検査方法

検査方法

検査方法

ＰＳＡ-ＡＣＴ

測定試薬の製造中止

α １マイクログロブリン
（α １ＭＧ）　<血清>

α １マイクログロブリン
（α １ＭＧ）　<尿>

測定試薬の製造中止

１１-ハイドロキシコルチ
コステロイド
（１１-ＯＨＣＳ）

９.７～１９.９ ｍｇ/Ｌ

高感度試薬の採用

小数第１位 

小数第１位 小数第２位 



●ＣＫ-ＭＢ ≪ＣＬＩＡ≫ 

ＣＫ-ＭＢ ＣＬＩＡ法の測定試薬を変更致します。この変更に伴い、基準値を変更致します｡ 
 

≪新法と現法の比較≫ 

 

[全 体]                        [低値域] 

   
                現  法         （ｎｇ/ｍＬ）                   現  法        （ｎｇ/ｍＬ） 

  

  

●アセトアミノフェン 

アセトアミノフェンの現行試薬の製造中止のため、ＥＩＡ法試薬に変更致します。この変更に伴い、 

検査方法、基準値（中毒濃度）及び報告下限を変更致します。 
 

≪新法と現法の比較≫ 

 

（μ g/mL） 

                                          

現 法       （μ g/mL） 

 

 

 

 

新

法 



●メタネフリン２分画  
 

メタネフリン２分画の検査方法（HPLC）をより精度の高い、液体クロマトグラフィータンデム質量分析法

（LC-MS/MS）に変更致します。なお､この変更に伴う基準値等の変更はございません｡ 

  

≪新法と現法の比較≫ 

   

 【メタネフリン】 

                [全 体]                                [低値域] 

    

             現  法            （ｍｇ/Ｌ）                                  現  法            （ｍｇ/Ｌ） 

 

【ノルメタネフリン】 

                [全 体]                                [低値域] 

    
現  法            （ｍｇ/Ｌ）                                 現  法           （ｍｇ/Ｌ） 

 

 

 

 



●バニルマンデル酸 ･ ホモバニリン酸 ・ ５-ハイドロキシインドール酢酸 

バニルマンデル酸・ホモバニリン酸・５-ハイドロキシインドール酢酸の検査方法（HPLC）をより精度の

高い、液体クロマトグラフィータンデム質量分析法（LC-MS/MS）に変更致します。なお、この変更に伴う 

基準値等の変更はございません｡ 

 

≪新法と現法の比較≫ 

 

【バニルマンデル酸】                       【ホモバニリン酸】 

        

現  法            （ｍｇ/Ｌ）                                    現  法           （ｍｇ/Ｌ） 

 

 【５-ハイドロキシインドール酢酸】 

 

現  法           （ｍｇ/Ｌ） 

 

 

 

 

 



●抗利尿ホルモン（バソプレシン） 

   抗利尿ホルモン（バソプレシン）の測定試薬をデスモプレシン（中枢性尿崩症治療薬）との交差反応

性が低い、高感度試薬へ変更致します。 

この変更に伴い、基準値を文献値（メーカー推奨値）に変更致します。 

 

≪新法と現法の比較≫ 

                  

現  法        （ｐｇ/ｍＬ） 

 

●ＰＳＡ-ACT 

ＰＳＡ-ＡＣＴの現行試薬の製造中止のため､ＣＬＩＡ法試薬に変更致します。この変更に伴い、検査 

方法､基準値及び検体量を変更致します｡ 

 

≪新法と現法の比較≫ 

 

（ng/mL） 

                        
現  法       （ng/mL） 

 

 

 

新

法 



●α １マイクログロブリン（α １MG） 

α １マイクログロブリン（α １ＭＧ）の現行試薬の製造中止のため、同一メーカーの改良試薬に 

変更致します。この変更に伴い、基準値及び報告上下限等を変更致します｡ 

 

≪新法と現法の比較≫ 

 

【血清】                         【尿】 

（mg/L）                                              （mg/L） 

      

             現 法           （mg/L）                  現 法           （mg/L） 

 

 

●ミオグロビン〈血清〉 

ミオグロビン〈血清〉の測定試薬を CLIA 法試薬に変更致します。この変更に伴い、基準値を測定 

試薬の添付文書記載値に変更致します｡ 

 

≪新法と現法の比較≫ 

 

                [全 体]                              [低値域] 

  

                  現 法         （ng/mL）                   現 法        （ng/mL） 

 

新

法 

新

法 


