
（ 管理番号： 10-0023 ）
（ C 2010.5-2 ）

謹啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、平成２２年４月の診療報酬改定におきまして、検査項目名が多々変更されました。

これを期に弊社と致しまして、診療報酬請求時の検査項目名に可能な限り合致した検査項目名に

変更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。

先生方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承の程、お願い申し上げます。

謹白

      ２０１０（Ｈ２２）年  ５月

◆ 変更期日　：　２０１０（Ｈ２２）年 ６月　１日（火）　ご報告分より

　　　　　※　　項目名変更内容は次ページ以降をご参照ください。

（株）  四 国 中 検   
香川検査所  TEL  （087）877-0111

高知検査所  TEL  （088）883-5535

松山検査所  TEL  （089）955-7600

徳島検査所  TEL  （088）665-3125

検査項目名変更のお知らせ

記



項目コード 新項目名 旧項目名 診療報酬検査名

126 ＡＳＴ (GOT) ＧＯＴ（ＡＳＴ）
アスパラギン酸アミノトランスフェラー
ゼ（ＡＳＴ）

127 ＡＬＴ (GPT) ＧＰＴ（ＡＬＴ）
アラニンアミノトランスフェラーゼ
（ＡＬＴ）

128  ｱﾙｶﾘﾎｽﾌｧﾀｰｾﾞ ＡＬＰ アルカリホスファターゼ

129 ＬＤ (LDH) ＬＤＨ 乳酸脱水素酵素（ＬＤ）

130 ＣＫ－ＭＢ ＣＰＫ－ＭＢ ＣＫ・アイソザイム

132 γ－ＧＴ γ－ＧＴＰ
γ－グルタミールトランスペプチダー
ゼ（γ－ＧＴ）

134 ＣＫ (CPK) ＣＰＫ クレアチン・ホスホキナーゼ（ＣＫ）

135 ＣＫ－ＭＢ（％） ＣＫ－ＭＢ％ ＣＫ・アイソザイム

139 アンモニア 血中アンモニア アンモニア

143 胆汁酸 総胆汁酸            胆汁酸

162 ＡＦＰ ＡＦＰ（精密） α－フェトプロテイン（ＡＦＰ）

163 ＣＥＡ ＣＥＡ（精密） 癌胎児性抗原（ＣＥＡ）

173 ＦＴ３ フリーＴ３ 遊離トリヨードサイロニン（ＦＴ３）

174 ＦＴ４ フリーＴ４ 遊離サイロキシン（ＦＴ４）

193 透析液ｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝ 透析液ＥＮＤES エンドトキシン検査

205 Ｐ（無機リン） 無機リン Ｐ及びＨＰＯ４

207 鉄 血清鉄 鉄

208 ＵＩＢＣ（比色） ＵＩＢＣ 不飽和鉄結合能（ＵＩＢＣ）

209 ＴＩＢＣ計算値 ＴＩＢＣ 総鉄結合能（ＴＩＢＣ）

211 銅 血清銅 銅

226 総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 総コレステロール 総コレステロール

235 総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ計算 総ＣＨＯ計算値 －

239 Ｐ型ｱﾐﾗｰｾﾞ 血中膵アミラーゼ アミラーゼ・アイソザイム

240 尿）Ｐ型ｱﾐﾗｰｾﾞ 尿中膵アミラーゼ アミラーゼ・アイソザイム

241 アミラーゼ 血清アミラーゼ アミラーゼ

242 尿）アミラーゼ 尿中アミラーゼ アミラーゼ

246 尿）リパーゼ 尿中リパーゼ リパーゼ

247 血液浸透圧 浸透圧 血液浸透圧

251 血漿）浸透圧 浸透圧（血漿） 血液浸透圧

255 尿中ﾏｲｸﾛｹｱﾙﾌﾞﾐﾝ 尿中アルブミン 尿中マイクロアルブミン

256 蓄尿ﾏｲｸﾛｹｱﾙﾌﾞﾐﾝ 尿中ｱﾙﾌﾞﾐﾝ蓄尿 尿中マイクロアルブミン

261 グルコース 血糖 グルコース

262 常用負荷試験 常用糖負荷試験
常用負荷試験
（血糖及び尿糖検査を含む。）

331 尿中一般物質＇ 尿一般＇ 尿中一般物質定性半定量検査

341 便中Ｈｂ定性 便ヒトﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ 糞便中ヘモグロビン定性

［　項目名変更内容　］



項目コード 新項目名 旧項目名 診療報酬検査名

［　項目名変更内容　］

366 ＨＣＧ 血清ＨＣＧ ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）

367 尿）ＨＣＧ 尿中ＨＣＧ ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）

368 妊娠反応 妊娠反応 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）定性

371 尿）ナトリウム 尿中ナトリウム ナトリウム及びクロール

372 尿）クロール 尿中クロール ナトリウム及びクロール

373 尿）カリウム 尿中カリウム カリウム

374 尿）カルシウム 尿中カルシウム カルシウム

375 尿）Ｐ 尿中無機リン Ｐ及びＨＰＯ４

376 尿）マグネシウム 尿中マグネシウム マグネシウム

377 尿）尿酸 尿中尿酸 尿酸

378 尿）尿素窒素 尿中尿素窒素 尿素窒素

379 尿）クレアチニン 尿中クレアチニン クレアチニン

380 尿）クレアチン 尿中クレアチン クレアチン

381 蓄尿）ナトリウム 尿中Ｎａ　蓄尿 ナトリウム及びクロール

382 蓄尿）クロール 尿中ＣＬ　蓄尿 ナトリウム及びクロール

383 蓄尿）カリウム 尿中Ｋ　蓄尿 カリウム

384 蓄尿）カルシウム 尿中Ｃａ　蓄尿 カルシウム

385 蓄尿）Ｐ 尿中ＩＰ　蓄尿 Ｐ及びＨＰＯ４

386 蓄尿）ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 尿中Ｍｇ　蓄尿 マグネシウム

387 蓄尿）尿酸 尿中尿酸蓄尿 尿酸

388 蓄尿）尿素窒素 尿中尿素窒素蓄尿 尿素窒素

389 蓄尿）ｸﾚｱﾁﾆﾝ 尿中ｸﾚｱﾁﾆﾝ蓄尿 クレアチニン

390 蓄尿）ｸﾚｱﾁﾝ 尿中ｸﾚｱﾁﾝ蓄尿 クレアチン

399 血液ガス分析 血液ガス 血液ガス分析

402 ＨＢｓ抗原 ＨＢｓ抗原精密 ＨＢｓ抗原

403 ＨＢｓ抗体半定量 ＨＢｓ抗体　定性 ＨＢｓ抗体価（半定量）

404 ＨＢｓ抗体 ＨＢｓ抗体精密 ＨＢｓ抗体価

410 ＨＢｃ抗体 ＨＢｃ抗体精密 ＨＢｃ抗体価

418  HTLV-1抗体PA ＨＴＬＶ－１ ＨＴＬＶ－Ⅰ抗体価 （半定量）

431 ＡＳＫ価 ＡＳＫ 抗ストレプトキナーゼ価（ＡＳＫ価）

432 ＡＳＯ価 ＡＳＯ 抗ストレプトリジンＯ価（ＡＳＯ価）

433 ＣＲＰ定性 ＣＲＰ（定性） Ｃ反応性蛋白（ＣＲＰ）定性

434 ＣＲＰ ＣＲＰ（定量） Ｃ反応性蛋白（ＣＲＰ）

441 風疹抗体(LA) 風疹抗体価(LA)
ウイルス抗体価 （半定量）
（１項目あたり）

442  ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ抗体 マイコプラズマ マイコプラズマ抗体価


