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平成29年12月 

＜ 年末年始業務日程のご案内 ＞ 

拝啓 時下益々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。 

さて、年末年始の業務日程につきまして下記の通りご案内申し上げます。 

何卒ご高承の程よろしくお願い申し上げます。 

                              敬具  

記 

 

         年内業務終了日   平成 ２９年 １２月 ２９日（金） 

         年始業務開始日   平成 ３０年  １月  ４日（木） 

業務日程 

年内報告可能最終受付日・年内最終受付日 

 

◇年内報告可能最終受付日 

 年内に検査結果をお届けできる最終受付日となりますので、ご確認の上提出をお願い  

申し上げます。 

 尚、再検査になった場合は翌年報告とさせていただきますので予めご了承下さい。 

 

◇年内最終受付日 

 検体保存上、越年が不可能な検査項目について最終受付日を掲載しております。 

 受付日を過ぎてのお預かりはできませんのでご了承下さい。 

 尚、表示のない検査項目につきましては１２月２９日（金）まで受付させていただきます。 

 

※最終日の１２月２９日受付分につきましては、依頼書の必要事項の記入、提出検体の 

 再確認のご協力をお願い申し上げます。 

TEL ０４４－７７７－３２５４ 

〒216-0001  川崎市宮前区野川１４３２－１ 

http://www.kml-net.co.jp/ 



脂質 リポ蛋白分画ＰＡＧＥ

細胞機能検査 薬剤によるリンパ球幼若化試験（ＬＳＴ） ※事前にご予約が必要です。

その他 Ｇ６ＰＤ活性

蛋白 ミオグロビン　尿

抗酸菌検査 クォンティフェロン （ＱＦＴ）

抗酸菌検査 Ｔ－ＳＰＯＴ．ＴＢ（ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ－γ 遊離試験）

細胞性免疫検査 ＣＤ４

細胞性免疫検査 ＣＤ８

自己免疫 血小板表面ＩｇＧ （ＰＡ－ＩｇＧ）

アイソザイム ＬＤ　アイソザイム

アイソザイム アミラーゼ　アイソザイム　血清

アイソザイム アミラーゼ　アイソザイム　尿

脂質 リポ蛋白分画（ＬＰ－Ｆ）

感染症血清反応 エンドトキシン定量

感染症血清反応 β－Ｄ－グルカン

自己免疫 抗カルジオリピン抗体（ＩｇＧ）

アルドラーゼ （ＡＬＤ） 12月27日 (水)

アデノシンデアミナーゼ （ＡＤＡ）　 12月27日 (水)

トリプシン 12月26日 (火)

ＣＫ　アイソザイム 12月25日 (月)

ＣＫ－ＭＢ 12月28日 (木)

ＡＬＰ　アイソザイム 12月25日 (月)

ＬＤ　アイソザイム 12月22日 (金)

アミラーゼ　アイソザイム 12月22日 (金)

膵アミラーゼ 12月27日 (水)

低分子窒素化合物 総ホモシステイン 12月25日 (月)

クレアチン 12月27日 (水)

シスタチンＣ　 12月26日 (火)

糖質・有機酸 ケトン体分画 12月26日 (火)

脂質 レムナント様リポ蛋白コレステロール（ＲＬＰコレステロール） 12月26日 (火)

ビタミンＢ１ （サイアミン） 12月25日 (月)

ビタミンＢ１２ （シアノコバラミン） 12月27日 (水)

ビタミンＣ （アスコルビン酸） 12月25日 (月)

葉酸 12月27日 (水)

亜鉛 （Ｚｎ） 12月26日 (火)

銅 （Ｃｕ） 12月27日 (水)

結石分析 12月21日 (木)

骨塩定量　改良型ＭＤ法 12月26日 (火)

Ｎ－メチルホルムアミド 12月22日 (金)

総三塩化物 （ＴＴＣ） 12月22日 (金)

２．５ヘキサンジオン （２．５ＨＤ） 12月22日 (金)

クロナゼパム 12月25日 (月)

レべチラセタム 12月25日 (月)

フェノバルビタール 12月27日 (水)

フェニトイン 12月27日 (水)

カルバマゼピン 12月27日 (水)

ゾニサミド 12月26日 (火)

ハロペリドール 12月27日 (水)

リチウム （炭酸リチウム） 12月26日 (火)

プロパフェノン 12月25日 (月)

アミオダロン 12月25日 (月)

ソタロール 12月25日 (月)

塩酸ピルジカイニド 12月25日 (月)

ジソピラミド 12月27日 (水)

メキシレチン 12月25日 (月)

べプリジル 12月21日 (木)

乱用薬物スクリーニング 12月25日 (月)

覚醒剤検査 12月25日 (月)

※事前にご予約が必要です。

12月28日(木)
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◇その他、未掲載項目につきましてはお問い合わせください。
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検査分類 分類 検　　査　　項　　目　　名　　称 備考

成長ホルモン （ＧＨ） 12月26日 (火)

副腎皮質刺激ホルモン （ＡＣＴＨ） 12月26日 (火)

抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 （ＴＰＯ－Ａｂ） 12月26日 (火)

低カルボキシル化オステオカルシン （ｕｃＯＣ） 12月19日 (火)

ＴＳＨ刺激性レセプター抗体 （ＴＳ－Ａｂ） 12月20日 (水)

尿中デオキシピリジノリン （ＤＰＤ） 12月26日 (火)

骨型アルカリホスファターゼ （ＢＡＰ） 12月26日 (火)

ＴＲＡＣＰ－５ｂ 12月26日 (火)

副腎皮質・交感神経・中枢神経 カテコールアミン分画 12月25日 (月)

アルドステロン 12月26日 (火)

心房性ナトリウム利尿ペプチド （ＡＮＰ） 12月26日 (火)

アンギオテンシンⅠ転換酵素 （ＡＣＥ） 12月26日 (火)

コルチゾール 12月27日 (水)

デヒドロエピアンドロステロンサルフェート （ＤＨＥＡ－Ｓ） 12月26日 (火)

レニン活性 12月25日 (月)

遊離ＨＣＧ－β　血清 12月26日 (火)

ヒト絨毛性ゴナドトロピン （ＨＣＧ）　　　血清 12月28日 (木)

ヒト絨毛性ゴナドトロピン （ＨＣＧ）　　　尿 12月28日 (木)

抗ミュラー管ホルモン　（ＡＭＨ） 12月26日 (火)

遊離テストステロン 12月25日 (月)

膵・消化管 抗インスリン抗体 12月18日 (月)

エリスロポエチン 12月26日 (火)

抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体 （抗ＧＡＤ抗体） 12月25日 (月)

脳性ナトリウム利尿ペプチド （ＢＮＰ） 12月28日 (木)

シアリルＴｎ抗原 （ＳＴＮ） 12月26日 (火)

血清抗ｐ５３抗体 12月26日 (火)

尿中ＮＭＰ２２ 12月26日 (火)

血清ＨＥＲ２タンパク 12月26日 (火)

シアリルＬｅｘ－ｉ抗原 （ＳＬＸ） 12月25日 (月)

ＣＡ５４/６１ 12月21日 (木)

組織ポリペプタイド抗原 （ＴＰＡ） 12月25日 (月)

ＤＵＰＡＮ－２ 12月26日 (火)

塩基性フェトプロテイン （ＢＦＰ） 12月22日 (金)

Ｓｐａｎ－１ 12月26日 (火)

ガストリン放出ペプチド前駆体 （Ｐｒｏ ＧＲＰ） 12月26日 (火)

ＢＣＡ２２５ 12月26日 (火)

ＮＣＣ－ＳＴ－４３９ 12月25日 (月)

神経特異エノラーゼ （ＮＳＥ） 12月26日 (火)

扁平上皮癌関連抗原 （ＳＣＣ抗原） 12月28日 (木)

ＣＡ７２－４ 12月26日 (火)

ＰＳＡ　ＣＬＥＩＡ法（タンデム） 12月26日 (火)

ＰＳＡ　Ｆ／Ｔ比 12月26日 (火)

前立腺酸ホスファターゼ （ＰＡＰ） 12月26日 (火)

α１アシドグリコプロテイン（α１－ＡＧ） 12月26日 (火)

風疹　ＩｇＧ 12月25日 (月)

風疹　ＩｇＭ 12月25日 (月)

麻疹　ＨＩ法 12月25日 (月)

麻疹　ＩｇＧ 12月25日 (月)

麻疹　ＩｇＭ 12月25日 (月)

ムンプス　ＣＦ法 12月25日 (月)

ムンプス　ＨＩ法 12月25日 (月)

ムンプス　ＩｇＧ 12月25日 (月)

ムンプス　ＩｇＭ 12月25日 (月)

ＥＢ　ＮＡ抗体 12月25日 (月)

ＥＢ－ＶＣＡ　ＩｇＧ 12月25日 (月)

ＥＢ－ＶＣＡ　ＩｇＭ 12月25日 (月)

ＥＢ－ＶＣＡ　ＩｇＡ 12月25日 (月)

アデノウイルス　ＣＦ法 12月18日 (月)

ＲＳウイルス　ＣＦ法 12月21日 (木)

サイトメガロウイルス　ＣＦ法 12月25日 (月)

単純ヘルペス　ＣＦ法 12月25日 (月)

単純ヘルペス　ＩｇＧ 12月26日 (火)

単純ヘルペス　ＩｇＭ 12月26日 (火)

水痘帯状ヘルペス　ＣＦ法 12月25日 (月)

水痘帯状ヘルペス　ＩｇＧ 12月25日 (月)

水痘帯状ヘルペス　ＩｇＭ 12月25日 (月)

ＨＢｃ－ＩｇＭ抗体 12月26日 (火)

ＨＣＶ－ＲＮＡ定量　（ＴａｑＭａｎＰＣＲ法） 12月25日 (月)

ＨＣＶコア蛋白質 12月26日 (火)

ＨＢＶ－ＤＮＡ定量　（ＴａｑＭａｎＰＣＲ法） 12月25日 (月)

腎・副腎皮質機能
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レトロウイルス ＨＴＬＶ－Ⅰ抗体　ＣＬＩＡ法 12月26日 (火)

ウイルス抗原・他 単純ヘルペスウイルス特異抗原 12月26日 (火)

ＨＰＶＤＮＡ高リスク 12月25日 (月)

ＨＰＶＤＮＡ低リスク 12月22日 (金)

ＨＰＶジェノタイプ判定 12月22日 (金)

ＨＰＶ簡易型判定 12月20日 (水)

ノロウイルス迅速検査 12月26日 (火)

トキソプラズマ抗体　ＩｇＧ 12月26日 (火)

トキソプラズマ抗体　ＩｇＭ 12月26日 (火)

マイコプラズマ抗体　ＣＦ法 12月25日 (月)

百日咳菌抗体　ＥＩＡ法 12月25日 (月)

クラミジア・ニューモニエ抗体　ＩｇＭ 12月22日 (金)

ＦＴＡ－ＡＢＳ法定性 12月21日 (木)

透析液エンドトキシン 12月26日 (火)

β－Ｄ－グルカン 12月26日 (火)

プロカルシトニン（ＰＣＴ） 12月26日 (火)

Ⅳ型コラーゲン・７Ｓ 12月25日 (月)

ミオグロビン　　血清 12月26日 (火)

ミオグロビン　　尿 12月20日 (水)

Ⅰ型コラーゲンＣテロペプチド （ⅠＣＴＰ） 12月26日 (火)

心筋トロポニンＩ 12月26日 (火)

ＴＡＲＣ 12月26日 (火)

Ｖｉｅｗアレルギー３９ 12月25日 (月)

抗ＲＮＰ抗体　免疫拡散法 12月22日 (金)

抗ＲＮＰ抗体　ＣＬＥＩＡ法 12月26日 (火)

抗カルジオリピン　ＩｇＧ 12月26日 (火)

抗ＢＰ１８０抗体 12月26日 (火)

抗ガラクトース欠損ＩｇＧ抗体 12月25日 (月)

抗ＤＮＡ抗体価　ＲＩＡ法 12月26日 (火)

抗カルジオリピン・β2ＧＰＩ複合体抗体 12月26日 (火)

抗ＳＳ－Ａ抗体　 12月25日 (月)

抗ＳＳ－Ｂ抗体　 12月25日 (月)

抗Ｓｃｌ－７０抗体　 12月25日 (月)

抗Ｊｏ－１抗体 12月25日 (月)

抗ｄｓ－ＤＮＡ－ＩｇＧ抗体　 12月25日 (月)

抗Ｓｍ抗体　 12月25日 (月)

抗セントロメア抗体　 12月25日 (月)

抗好中球細胞質抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ） 12月25日 (月)

抗好中球細胞質ミエロペルオキシターゼ抗体 12月25日 (月)

抗核抗体 ＦＥＩＡ法 12月25日 (月)

抗核抗体 （ＡＮＡ・ＡＮＦ）　蛍光抗体法 12月26日 (火)

抗ミトコンドリアＭ２抗体 12月26日 (火)

抗ミトコンドリア抗体 12月26日 (火)

妊娠 抗精子抗体 12月20日 (水)

アミノインデックス男性５種 12月19日 (火)

アミノインデックス女性６種 12月19日 (火)

細胞性免疫検査 細胞機能検査 可溶性ＩＬ－２Ｒ 12月26日 (火)

プロテインＣ　（活性） 12月26日 (火)

プロテインＳ （遊離型抗原量） 12月26日 (火)

トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体 （ＴＡＴ） 12月26日 (火)

ループスアンチコアグラント （ＬＡ）（蛇毒） 12月26日 (火)

グラム染色　　（単独依頼） 12月25日 (月)

淋菌塗抹　　（単独依頼） 12月25日 (月)

真菌塗抹　　（単独依頼） 12月25日 (月)

一般培養同定・感受性 12月20日 (水)

嫌気性菌培養同定 12月20日 (水)

クラミジア・トラコマチス抗原  ＥＩＡ法 12月20日 (水)

ＰＣＲクラミジア 12月21日 (木)

ＰＣＲゴノレア 12月21日 (木)

ＳＤＡクラミジア 12月21日 (木)

ＳＤＡゴノレア 12月21日 (木)

トリコモナス培養 12月21日 (木)

カンジダ培養 12月21日 (木)

百日咳菌核酸検出 12月26日 (火)

マイコプラズマ・ニューモニエ核酸検出 12月25日 (月)

蛍光法　　（単独依頼） 12月25日 (月)

チールネルゼン法　　（単独依頼） 12月25日 (月)

ＰＣＲ－ＴＢ 12月20日 (水)

ＰＣＲ－ＡＶＩ，ＩＮＴ 12月20日 (水)

クォンティフェロン （ＱＦＴ） 12月20日 (水)

Ｔ－ＳＰＯＴ．ＴＢ （ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ－γ 遊離試験） 12月25日 (月)

病理組織　（大型） 12月14日 (木)

病理組織　（小型） 12月19日 (火)

細胞診一般 12月22日 (金)

細胞診婦人科 12月22日 (金)

微生物
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物
学
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疑陽性以上は翌年報告です。

診断に検討を要するものは翌年報告です。
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病理診断
病理組織標本作製

細胞診

血液学検査 出血凝固検査

抗酸菌

※事前にご予約が必要です。
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※事前にご予約が必要です。




