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基幹項目    

大分類 中分類   小分類 変更点 

1 一般検査(尿･糞便等） 

 a 尿･糞便定性検査 

   

  尿中一般物質定性半定量検査（比
重、pH、蛋白、糖、ウロビリノー

ゲン、ウロビリン、ビリルビン、

アセトン体(ケトン体)、潜血、試
験紙法による尿細菌検査、食塩検

査、試験紙法による白血球検査、ア

ルブミン） 

「尿中」の挿入及びウロビリン
の 11a からの移動 

     糞便潜血反応検査 「検査」の挿入 

     尿沈渣顕微鏡検査 「顕微鏡検査」の挿入 

2 血液学的検査 

 b 血液凝固・線溶検査 

     プロトロンビン時間測定 「測定」の挿入 

   
  活性化部分トロンボプラスチン時

間測定 

略称からの変更 

     D-D ダイマー定量 「精密測定」の削除、「定量」

の挿入 

3 生化学的検査Ｉ 

 a 血液化学検査Ｉ 

     鉄 「血清」の削除 

5 免疫学的検査 

 a 免疫化学検査Ｉ 

     補体蛋白（C3、C4） 数字を下付き文字へ 

     リウマトイド因子 リウマチからリウマトイドへ 

 b 免疫血液学検査 

     ABO 血液型 「式」の削除 

 c 感染症検査 Ｉ 

     HIV-1,2 抗体価 HIV-1 抗体価（15c）と入替 

6 微生物学的検査 

 a 細菌検査 

     排泄物、滲出物又は分泌物の細菌
顕微鏡検査、その他のもの 

11d から移動 

 
  

  細菌培養同定検査（口腔・気道・

呼吸器、消化管、血液・穿刺液、

泌尿器・生殖器、その他） 

材料部位の明示 

     簡易培養検査 掲載訂正 

     嫌気性培養 掲載訂正 
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非基幹項目    

大分類 中分類   小分類 変更点 

11 一般検査(尿･糞便等） 

 a 尿一般検査 

     アミラーゼ定性半定量 「試験紙法」の削除 

     マイクロトランスフェリン精密測

定（尿中） 

「尿中」の位置移動 

     デルタアミノレブリン酸定量 略称からの変更 

     ミオイノシトール定量 新設 

     Ⅳ型コラーゲン定量精密測定 掲載訂正 

 b 糞便検査 

     虫卵検査（集卵法） 「集卵法」の挿入 

     ヘモグロビン定性 「定性」の挿入 

     ヘモグロビン定量 「精密測定」の削除及び「定

量」の挿入 

    ヘモグロビン及びトランスフェリ
ン精密測定 

削除 

 c 穿刺液・採取液検査 

     髄液一般検査（蛋白定量、糖定

量、細胞数、比重、グロブリン反
応、細胞種類） 

「比重、グロブリン反応、細胞

種類」の挿入 

     マイクロバブルテスト 新設 

     子宮頚管粘液中顆粒球エラスター

ゼ精密測定 

掲載訂正 

    抗悪性腫瘍剤感受性検査（HDRA 法
又は CD-DST 法）  

新設 

  

d 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 

     保温装置使用のアメーバ検査 掲載訂正 

     その他のもの 6a へ移動 

12 血液学的検査 

 a 血液形態・機能検査 

   
  動的赤血球膜物性検査 「試験」の削除及び「検査」の

挿入 

     鼻汁喀痰中好酸球検査 「喀痰」の挿入 

     ヘモグロビンＦ（HbF） 「HbF」の挿入 

     デオキシチミジンキナーゼ（TK）

活性精密測定 

掲載訂正 

    末梢血液像特殊染色 掲載訂正 

    骨髄像（特殊染色） 掲載訂正 
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 b 血液凝固・線溶検査Ｉ 

     α2－プラスミンインヒビター・プ

ラスミン複合体 

数字を下付き文字へ 

     フィブリノペプタイド精密測定 「精密測定」の挿入 

     フィブリンモノマー複合体定性 「検出」の削除及び「定性」の
挿入 

     tPA・PAI-1 複合体 数字をアラビア数字へ 

     β-トロンボグロブリン精密測定 「検査」の削除及び「測定」の

挿入 

     フィブリンモノマー複合体定量 「精密測定」の削除 

     D-D ダイマー定性 「定性」の挿入 

 c 血液凝固・線溶検査Ⅱ 

     出血時間測定 「測定」の挿入 

     凝固時間測定 「測定」の挿入 

     全血凝固溶解時間測定 掲載訂正 

     血清全プラスミン測定法（血清Ｓ

Ｋ活性化プラスミ値） 

掲載訂正 

13 生化学的検査Ｉ 

 a 血液化学検査Ｉ 

     β―リポ蛋白 削除 

     アセトアミノフェン精密測定 「精密測定」の挿入 

     凝固因子インヒビター定性（クロ
スミキシング試験） 

新設 

     不飽和鉄結合能(UIBC)精密測定 削除（統合移動） 

     総鉄結合能(TIBC)精密測定 削除（統合移動） 

     頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロ
ネクチン精密測定 

掲載訂正 

    ビタミンＢ1定量精密測定 掲載訂正 

     ビタミンＢ2定量精密測定 掲載訂正 

 b 血液化学検査Ⅱ 

     モノアミンオキシダーゼ（MAO） 削除 

     レシチン･コレステロール･アシル
トランスフェラーゼ(L-CAT） 

「-」の挿入 

     エラスターゼＩ 掲載訂正 

     トリプシン 「精密測定」の削除 

    ビタミンＢ2定量 掲載訂正 

     膵ホスホリパーゼ A2（膵 PLA2）精
密測定 

数字を下付き文字へ 

 c アイソザイム検査 

     CK･アイソザイム精密測定 「P」の削除 
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 d 免疫化学検査 

     心筋トロポニン T 削除 

     心筋トロポニン T 定量 「精密測定」の削除及び「定

量」の挿入 

     心筋トロポニンＩ精密測定 「精密測定」の挿入 

 
  

  ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-
FABP） 

「型」の削除及び「由来」の挿
入 

     心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ精密測定 「精密測定」の挿入 

     インスリン（IRI）精密測定 「（IRI）精密測定」の挿入 

     抗グルタミン酸デカルボキシラー
ゼ（GAD）抗体価精密測定 

略称からの変更 

     α1－アンチトリプシン 数字を下付き文字へ 

     α2-マクログロブリン 数字を下付き文字へ 

     β22-マイクログロブリン 15ｆへ統合 

     ハプトグロビン（型補正を含
む。） 

「（型補正を含む。）」の挿入 

     血清アミロイドＡ（SAA）蛋白精密

測定 

「（SAA）」及び「精密測定」

の挿入 

     レチノール結合蛋白（RBP） 削除 

     アレルゲン刺激性遊離ヒスタミン
（HRT）測定 

「測定」の挿入 

    C11 インアクチベーター 数字を下付き文字へ 

     C33 プロアクチベーター 数字を下付き文字へ 

 e ビタミン検査 

     ビタミン B2定量 削除 

     ビタミン B2 「定量精密測定」の削除 

     ビタミン D3 削除 

14 生化学的検査Ⅱ 

 a 内分泌学的検査Ｉ 

   
  ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ（HCG

β）分画定性 
削除 

     甲状腺刺激ホルモン（TSH）精密測

定 

「精密測定」の挿入 

     遊離トリヨードサイロニン（FT3）
精密測定 

略称からの変更 

     遊離サイロキシン（FT4）精密測定 略称からの変更 

     T3-摂取率（T3-uptake）精密測定 削除 

 b 内分泌学的検査Ⅱ（精密測定） 

     サイロキシン結合能（TBC）精密測

定 

掲載訂正 
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     低カルボキシル化オステオカルシ
ン（ucOC）精密測定 

新設 

     ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCG

β)分画精密測定 

「精密測定」の削除 

 c 腫瘍マーカーⅠ検査 

     α-フェトプロテイン（AFP）精密

測定 

「精密測定」の削除・統合 

 d 腫瘍マーカーⅡ検査 

     免疫抑制酸性蛋白（IAP） 削除 

     シアリルＬｅＸ-i（SLX）抗原精密
測定 

文字を上付き文字へ 

     血清中抗 p53 抗体 新設 

    乳頭分泌液中 HER2 タンパク測定 掲載訂正 

    血清中 HER2 タンパク測定 掲載訂正 

15 免疫学的検査 
 a 免疫血液学検査 

     ABO 血液型亜型 「式」の削除 

 b 感染症免疫学的検査Ⅱ 

     ツツガムシ抗体価 削除 

     クラミジア・ニューモニエ IgG 抗
体価精密測定 

「価」の挿入 

     クラミジア・ニューモニエ IgA 抗

体価精密測定 

「価」の挿入 

     ヴィダール反応 削除 

 c 感染症免疫学的検査Ⅲ 

 
  

  糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗

原 

掲載訂正 

     大腸菌抗原同定検査 掲載訂正 

     ウィルス抗体価（アデノウィル
ス、コクサッキーウィルス、サイ

トメガロウィルス、EB ウィルス、

エコーウィルス、ヘルペスウィル
ス、インフルエンザウィルス A

型、インフルエンザウィルス B

型、ムンプスウィルス、パライン
フルエンザウィルスⅠ型、パライ

ンフルエンザウィルスⅡ型、パラ

インフルエンザウィルスⅢ型、ポ
リオウィルスⅠ型、ポリオウィル

スⅡ型、ポリオウィルスⅢ型、RS

ウィルス、風疹ウィルス、麻疹ウ

掲載訂正 
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ィルス、日本脳炎ウィルス、オー
ム病クラミジア） 

     迅速ウレアーゼ試験 掲載訂正 

     ヘリコバクター・ピロリ抗体 掲載訂正 

     ヘリコバクター・ピロリ抗体精密

測定 

掲載訂正 

     抗抗酸菌抗体価精密測定 掲載訂正 

     ノイラミニダーゼ 掲載訂正 

     インフルエンザウイルス抗原精密測

定 

「精密測定」の挿入 

     HIV-1 抗体価 HIV1,2 抗体価（5c）と入替 

     ツツガムシ抗体価 「精密測定」の削除 

     クラミジア･トラコマチス抗原精密

測定（結膜又は鼻咽腔内） 

統合削除 

     グロブリンクラス別ウイルス抗体
価精密測定（水痘ウィルス、風疹

ウィルス、サイトメガロウィル

ス、EB ウィルス、麻疹ウィルス、
ムンプスウィルス、ヒトパルボウ

ィルス B19） 

ウィルス名明記 

     尿中レジオネラ抗原 掲載訂正 

     HTLV-I 抗体価精密測定（ウエスタ
ンブロット法） 

掲載訂正 

 d 肝炎ウイルス関連検査 

     HBc 抗体価 削除・統合 

     HCV 構造蛋白及び非構造蛋白抗体

価 

削除・統合 

     HBc 抗体価 「精密測定」の削除 

     HCV 構造蛋白及び非構造蛋白抗体

価 

「精密測定」の削除 

    B 型肝炎ウィルスコア関連抗原
（HBcrAg）定量 

新設 

 e 自己抗体検査 

     抗 DNA 抗体 削除 

     LE テスト 名称変更 

     抗 SS-A/Ro 抗体 削除 

     抗 SS-B/La 抗体 削除 

     抗 Scl-70 抗体 削除 
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     血清中抗 BP180NC16a 抗体 新設 

    抗糸球体基底膜抗体精密測定 掲載訂正 

     抗 GM1IgG 抗体 新設 

     抗 GQ1bIgG 抗体 新設 

     グルタミン受容体自己抗体 新設 

     抗ガラクトース欠損 IgG 抗体価 「精密測定」の削除及び「価」
の挿入 

     リウマチ因子スクリーニング 削除 

     抗ガラクトース欠損 IgG 抗体 削除 

     抗核抗体価（蛍光抗体法を除

く。） 

名称変更（蛍光抗体法か否かに

よる分割） 

     抗核抗体価（蛍光抗体法） 同上 

     抗 RNP 抗体精密測定 削除 

     抗 SS-A/Ro 抗体 「精密測定」の削除 

     抗 SS-B/La 抗体 「精密測定」の削除 

     抗 Scl-70 抗体 「精密測定」の削除 

     抗 Sm 抗体精密測定 削除 

     C1q 結合免疫複合体精密測定 数字を下付き文字へ 

     C3d 結合免疫複合体精密測定 数字を下付き文字へ 

     抗 DNA 抗体価 「精密測定」の削除及び「価」

の挿入 

    モノクローナル RF 結合免疫複合体
精密測定 

「精密測定」の挿入 

     抗シトルリン化ペプチド抗体精密測

定 

「検査」の削除 

 f 血漿蛋白免疫学検査 

     トランスフェリン精密測定 削除 

     α1-酸性糖蛋白精密測定 削除 

     レチノール結合蛋白(RBP) 「精密測定」の削除 

     α1－マイクログロブリン 数字を下付き文字へ 

16 微生物学的検査 

 a 微生物核酸同定検査(遺伝学的検査) 

     淋菌核酸同定精密検査 削除 

     クラミジアトラコマチス核酸同定

精密検査 

削除 

     淋菌核酸同定検査 「増幅」及び「精密」の削除 

     クラミジアトラコマチス核酸同定

検査 

「増幅」の削除 

     HBV 核酸同定精密測定 削除 

     HBV 核酸定量検査 「測定」の削除及び「検査」の
挿入 
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     DNA ポリメラーゼ 「HBV 関連」の削除 

     HIV-1 核酸同定検査 削除 

     HIV-1 核酸定量検査 「増幅」及び「精密」の削除 

17 11 から 16 に分類されない検査 

 ｂ 血中薬物濃度測定 

     テオフィリン製剤 「製剤」の挿入 

 
  

  バルプロ酸ナトリウム、カルバマ

ゼピン 

抗てんかん剤との分割 

     抗てんかん剤（フェニトイン、プ

リミドン、エトサクシミド、フェ
ノバルビタール、ゾニサミド、ニ

トラゼパム、クロナゼパム） 

上記との分割 

     ハロペリドール製剤、ブロムペリ
ドール製剤 

統合 

     アミノ配糖体抗生物質、グリコペ

プチド系抗生物質（バンコマイシ

ン、テイコプラニン、ゲンタマイ
シン、トブラマイシン、アミカシ

ン、アルベカシン） 

薬剤名明記 

    サリチル酸系製剤（アスピリン
他） 

「アスピリン他」の挿入 

 d 遺伝子検査 

    血液細胞核酸増幅同定検査（造血

器腫瘍核酸増幅同定検査） 

掲載訂正 

     遺伝病学的検査 名称変更 

     WT1mRNA 定量 新設 

     培養細胞による先天性代謝異常診
断 

新設 

 


