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新規受託項目
謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記項目につきまして、新たな表記方法による検査の受託を開始いたしますので
ご案内申し上げます。
	 謹白

No.2013-27   Date 2013.11.1

項　目　名

●	尿沈渣 （依頼コードNo.1540）

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。URL：http : //www.bml .co . jp/

	受託開始日　2014年1月6日（月）受付分より

尿沈渣につきまして、日本臨床衛生検査技師会の「尿沈渣検査法2010」（JCCLS	GP1-P4）に準拠
した検査結果の表記方法による項目を新設し、受託開始させていただきます。
また、尿以外の検査材料による「沈渣」につきましては同様な表記方法に変更させていただきます。

●	検体の提出条件や検査方法等は現行通りです。
●	尿沈渣の保険請求は、当該保険医療機関内（院内）で検査を行った場合に算定できます。
●	沈渣は経時変化が著しいため、新鮮な検体以外は参考値としてご利用ください。

電子カルテはビー・エム・エル

裏面に続きます

尿沈渣
報告単位が異なります。
HPF（high	power	field）、WF（whole	field）を
基準として報告いたします。

報告対象項目が異なります。
「小円形上皮」を報告対象から外します。
※	項目固定報告書の項目名を一部変更いたします。
「小円形上皮」を廃止し、「その他」の報告枠に振り替
えます。

その他の材料
沈渣－胃液
沈渣－胆汁
沈渣－膵液
沈渣－穿刺液
沈渣－その他

報告単位を変更します。
HPF（high	power	field）、
WF（whole	field）を基準
として報告いたします。

■	現行項目との相違点



● 尿沈渣

● 沈渣－胃液、沈渣－胆汁、沈渣－膵液、沈渣－穿刺液、沈渣－その他

現行コード No.	は、2014年3月29日（土）受付分をもって受託中止とさせていただきます。

報告単位を HPF、WF	を基準とした単位に変更させていただきます。
なお、依頼（報告）コード No.	の変更はございません。

【参考文献】　日本臨床衛生検査技師会　尿沈渣検査法編集委員会（編）: 尿沈渣検査法 2010, 日本臨床衛生検査技師会 , 2011.

赤血球・白血球・扁平上皮

硝子円柱・顆粒円柱

HPF：high	power	field　強拡大視野（400倍） WF：whole	field　全視野　　S：数視野　M：毎視野

■	依頼（報告）コードNo.

■	現行項目との比較（報告内容・報告単位）

■	対象項目（依頼（報告）コードNo.）

新 現行
親　： 1540 尿沈渣 親　： 53 沈渣－尿
子1： （1541） 赤血球 子1： （1701） 赤血球
子2： （1542） 白血球 子2： （1702） 白血球
子3： （1543） 扁平上皮 子3： （1703） 扁平上皮
子4： （1544） 硝子円柱 子4： （1704） 硝子円柱
子5： （1545） 顆粒円柱 子5： （1705） 顆粒円柱
子6： （1546） その他1 子 6： （1707） 小円形上皮
子7： （1547） その他2 子 7： （1708） その他1
子 8： （1548） その他3 子 8： （1709） その他2

親　： 249 沈渣－胃液 親　： 256 沈渣－胆汁
子1： （1301） 赤血球（RBC） 子 1： （1645） 赤血球（RBC）
子 2： （1302） 白血球（WBC） 子 2： （1646） 白血球（WBC）
子 3： （1303） 上皮細胞 子3： （1647） 上皮細胞
子4： （1304） その他 子4： （1648） その他

親　： 268 沈渣－膵液 親　： 274 沈渣－穿刺液
子1： （1715） 赤血球（RBC） 子 1： （1445） 赤血球（RBC）
子 2： （1716） 白血球（WBC） 子 2： （1446） 白血球（WBC）
子 3： （1717） 上皮細胞 子3： （1447） 上皮細胞
子4： （1718） その他

親　： 1436 沈渣－その他
子1： （3065） 赤血球（RBC）
子 2： （3066） 白血球（WBC）
子 3： （3067） 上皮細胞

新 現行
数値区分 報告値 単位 数値区分 報告値 単位
1未満 <1 /HPF 1 〜 3個 / 数視野 1－ 3/S （設定なし）
1〜 4 1－ 4 /HPF 1 〜 3個 / 毎視野 1－ 3/M （設定なし）
5〜 9 5－ 9 /HPF 4 〜 6個 / 毎視野 4－ 6/M （設定なし）
10〜 19 10－ 19 /HPF 7 〜 10個 / 毎視野 7－ 10/M （設定なし）
20〜 29 20－ 29 /HPF 11〜 15個 / 毎視野 11－ 15/M （設定なし）
30〜 49 30－ 49 /HPF 16〜 20個 / 毎視野 16－ 20/M （設定なし）
50〜 99 50－ 99 /HPF 21〜 30個 / 毎視野 21－ 30/M （設定なし）
100	以上 >=100 /HPF 多数 /	毎視野 多数 /M （設定なし）

無数 /	毎視野 無数 /M （設定なし）

新 現行
数値区分 報告値 単位 数値区分 報告値 単位
0 0 /WF 0	個 / 数視野 － （設定なし）

1〜 9 1－ 9 /WF 1〜 3個 / 数視野 1－ 3/S （設定なし）
10〜 29 10－ 29 /WF 1〜 3個 / 毎視野 1－ 3/M （設定なし）
30〜 99 30－ 99 /WF 4〜 6	個 / 毎視野 4－ 6/M （設定なし）
100〜 999 100－ 999 /WF 7〜 10個 / 毎視野 7－ 10/M （設定なし）
1000	以上 >=1000 /WF 11〜 15個 / 毎視野 11－ 15/M （設定なし）

16〜 20個 / 毎視野 16－ 20/M （設定なし）
21〜 30個 / 毎視野 21－ 30/M （設定なし）

多数 /毎視野 多数 /M （設定なし）
無数 /毎視野 無数 /M （設定なし）


