
【QM5.4-1 L1】検査項目および基準範囲一覧
改訂日：2021.6.30

変更箇所対応表（最新情報は太字表示）

改訂日 ページ
HISコードまたは

検査項目名
変更箇所名 変更前 変更後 備考

10558 基準範囲 1.00-2.00 0.90-1.70
10560 基準範囲 0.200-4.000 0.500-5.000

2018.07.17 ｐ50-51 11010 単位 % g/dL 単位変更日：2018.07.17

全頁 ページ変更日

p32 全て 新規追加

p33 全て 新規追加

p34 全て 新規追加

p35 全て 新規追加

p9 10473 基準範囲 ホルモン基準範囲をP9へ追加

p9 10474 基準範囲 ホルモン基準範囲をP9へ追加

p9 10471 基準範囲 ホルモン基準範囲をP9へ追加

p9 10472 基準範囲 ホルモン基準範囲をP9へ追加

p9 10660 基準範囲 ホルモン基準範囲をP9へ追加

p9 10680 基準範囲 ホルモン基準範囲をP9へ追加

p3 10153 削除
測定中止
中止日：2019.05.31

p8 11116 保存 血漿凍結（-80℃以下) 血漿冷蔵
p8 11119 保存 血漿凍結（-80℃以下) 血漿冷蔵
p8 11120 保存 血漿凍結（-80℃以下) 血漿冷蔵
p8 11121 保存 血漿凍結（-80℃以下) 血漿冷蔵
p8 11117 保存 血漿凍結（-80℃以下) 血漿冷蔵
p8 11118 保存 血漿凍結（-80℃以下) 血漿冷蔵
p8 11122 単位 mg/dL %

単位 mg/dL %
保存 血漿凍結（-80℃以下) 血漿凍結（-30℃以下)
単位 mg/dL %
保存 血漿凍結（-80℃以下) 血漿凍結（-30℃以下)

p8 11129 単位 mg/dL %
p8 11130 単位 mg/dL %
p8 11131 保存 血漿凍結（-80℃以下) 血漿凍結（-30℃以下)
p8 11132 保存 血漿凍結（-80℃以下) 血漿凍結（-30℃以下)
p8 11133 保存 血漿凍結（-80℃以下) 血漿冷蔵
p8 11205 保存 血漿凍結（-80℃以下) 血漿冷蔵
p10 10602 削除
p10 10603 削除
p11 16865 削除
p11 16845 削除

p32 EGFR変異解析 削除
外部委託へ移行
院内中止日：2019.06.10

p32 JAK2遺伝子変異解析 項目名 JAK2遺伝子変異解析 JAK2 V617F変異解析 名称のみ変更
p32 CARL・MPL変異解析 新規追加
p32 FLT3変異解析 新規項目開始 開始日：2019.07.01

項目名 ABI検査 ABI/PWV検査
基準範囲 1.0～1.3 0.9-1.3

p33 VC 分析装置 FXⅢ、CHSTAC FXⅢ、CHESTAC
p33 ＦＶＣ 基準範囲 ％FEV FEV1.0%≧70％

p33 ＮＯ 基準範囲 22ppb ＜22 ppb
分析装置 CHSTAC CHESTAC
所要時間 1時間 15分
測定法 気量式 He閉鎖回路法
所要時間 1時間 15分
測定法 気量式 1回呼吸法
所要時間 1時間 15分
基準範囲 %DLCo≧70% %DLCo≧80%
測定法 気量式 N2洗い出し法

所要時間 1時間 15分
p33 ＶＴＧ 所要時間 1時間 15分
p33 Ｒａｗ 所要時間 1時間 15分
p33 モストグラフ 所要時間 1時間 15分
p33 アストグラフ 所要時間 1時間 15分
p33 ＰＳＧ 基準範囲 AHI5未満 AHI＜5
p33 簡易SAS 基準範囲 AHI5未満 AHI＜5
p33 標準純音聴力検査 測定法 上昇法 追加
p33 標準純音聴力検査 所要時間 15分 追加
p33 チンパノメトリー 分析装置 オージオメータ インピーダンスオージオメータ 誤表記の修正
p33 チンパノメトリー 所要時間 5分 追加
p33 耳小骨反射 分析装置 オージオメータ インピーダンスオージオメータ 誤表記の修正
p33 耳小骨反射 所要時間 5分 追加

全頁 フッター 案内文の追加

p11 血中EB定量 基準範囲 なし 100 コピー/µg DNA 以下 追加

p1-3, 5, 9 基準範囲 「小児基準範囲」を追加
小児基準範囲ページを新設
開始日：2020.4.1

p2 10146/銅 測定日 週1-2回 毎日

p9 10810/ALD 削除

p9 10890/PRA 60 削除

p9 10830/U-ALD 削除

p10 10933/ヘリココウタイ 削除
外部委託へ移行
院内中止日：2019.3.30

p10
10973/肺炎球菌莢膜抗原
検査(髄液)

新規追加

p10 16866/HBV-DNA定量 削除

p10 16845/HCV定量 削除

p33

2018.04.24 p58-59 基準値変更日： 2017.09.05

2018.12.25

2019.04.22

p33 FRC

誤表記の修正
p8 11123

p8

外部委託へ移行
院内中止日：2019.12.8

2020.6.30

DLCo

p33 CV

2019.11.11

2019.09.05

外部委託へ移行
院内中止日：2020.4.1

11124

外部委託へ移行
院内中止日：2019.05.31

p10との二重掲載修正

p33 ABI検査

誤表記の修正

p33 MVV
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検査項目名
変更箇所名 変更前 変更後 備考

p11 11801/結核菌核酸検査 備考 なし 注意点を欄外に追加

所要時間 20時間 なし 備考に注釈あり

検体必要量 1ｍL×3本 1ｍL×4本

p11
10042/SARS-CoV-2核酸
検出（喀痰）

新規項目開始 開始日：2020.3.2

p11
10043/SARS-CoV-2核酸
検出（鼻咽頭ぬぐい液）

新規項目開始 開始日：2020.3.2

p11
10044/術前SARS-CoV-2
核酸検出

新規項目開始 開始日：2020.4.23

p12 10638/セルロプラスミン 削除
外部委託へ移行
院内中止日：2019.3.30

基準範囲 5-105 <134

測定法 免疫比ろう法 ラテックス免疫比濁法

分析装置 BN Ⅱ BM6050

p13 10970/NCCST439 測定日 週1回 毎日

p13 10968/BCA225 削除
外部委託への移行
院内中止日：2019.10.31

p14 10247/尿中TF(一日量) 測定日 週1-2回 毎日
p14 10212/尿中TF 測定日 週1-2回 毎日
p14 10032/L-FABP 保存条件 保存不可 凍結
p14 10033/L-FABP・Cre比 保存条件 保存不可 凍結
p19 11511 分析装置 OM-6050 OM-6060
p19 11512 分析装置 OM-6050 OM-6060
p30 10811-10828/ALD負荷 削除
p30 10830-10848/尿ALD負荷 削除
ｐ34 細胞診検査（通常） 備考 なし 注意点を追加

p1 10071 LD 削除
測定法の変更に伴い削除
測定中止日：2020.8.31

p1 11667 LD_IFCC 新規項目開始 開始日：2020.9.1

p1
10055 アルカリフォスファター
ゼ

削除
測定法の変更に伴い削除
測定中止日：2020.8.31

p1 11651 ALP_IFCC 新規項目開始 開始日：2020.9.1

p1
11599 アルカリフォスファター
ゼ JSCC換算値

新規項目開始 開始日：2020.9.1

p4
10056-10061 ALPアイソザイ
ム 削除

測定法の変更に伴い削除
測定中止日：2020.8.31

p4
11652-11657 ALPアイソザイ
ム_IFCC

新規項目開始 開始日：2020.9.1

p11 11801 抗酸菌核酸検査 基準範囲 （－） 検出せず 誤表記の修正

p11
20045 SARS-Cov-2抗原検査
（鼻咽頭ぬぐい液）

新規項目開始 開始日：2020.7.31

p11
20046 SARS-Cov-2抗原検査
（唾液）

新規項目開始 開始日：2020.7.31

p11
20048 術前SARS-Cov-2抗原
検査（鼻咽頭ぬぐい液）

新規項目開始 開始日：2020.7.31

p11
20049 SARS-Cov-2抗原検査
（唾液）

新規項目開始 開始日：2020.7.31

p16 10264 髄液 LDH 削除
測定法の変更に伴い削除
測定中止日：2020.8.31

p16 11669 髄液 LD_IFCC 新規項目開始 開始日：2020.9.1

p17 10271 胸腹水中LDH 削除
測定法の変更に伴い削除
測定中止日：2020.8.31

p17 11670 胸腹水中LD_IFCC 新規項目開始 開始日：2020.9.1

p18 10288 LDH（その他の検体） 削除
測定法の変更に伴い削除
測定中止日：2020.8.31

p18
11671 LD_IFCC（その他の検
体）

新規項目開始 開始日：2020.9.1

小児基準
範囲（生化
学1）

ALP 削除
測定法の変更に伴い削除
測定中止日：2020.8.31

小児基準
範囲（生化
学1）

ALP_IFCC 新規項目開始 開始日：2020.9.1

p11 20053 SARS-CoV-2 LAMP 新規項目開始 開始日：2020.08.20

単位 なし pg/mL 追加
保存 病棟での保存不可 血漿冷凍 表記の修正

p10 11815　エンドトキシン 保存 病棟での保存不可 血漿冷凍 表記の修正

p11
20047　術前SARS-CoV-2
核酸検出(唾液） 新規項目開始 開始日：2020.8.4

p11
20054　入院SARS-CoV-2
核酸検出 新規項目開始 開始日：2021.1.13

p11
20055　入院SARS-CoV-2
核酸検出（唾液） 新規項目開始 開始日：2021.1.13

2021.6.30

p10 11814 β-D-グルカン

変更日: 2018.10.1

変更日：2019.12.20

外部委託への移行
院内中止日：2019年12月8日

2020.9.1

2020.6.30

p11
10967/結核菌特異的イン
ターフェロンγ産生能

p12 17191/IgG4
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