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令和2年11月1 日より保険適用

D001尿中特殊物質定性定量検査 区分：
E3（新項目）

トリプシノ ーゲン2

【保険点数】
1 0 5点

［製品名（製造販売元）】
APチェック °（ニプロ株式会社）

【主な測定対象】
急性腹症患者

【主な測定目的】
尿中のトリプシノ ーゲン2の検出、 急性膵炎の補

助診断



【測定方法】

イムノクロマトグラフィー法
［検 体】

尿

［有用性】

尿中の急性膵炎マーカートリプシノーゲン2を
迅速 かつ簡易な操作（約10分）で目視判定により検

出可能な補助診断キットであり、 急性膵炎の早期診

断 の一助となることが期待できる。

【説 明】

急性膵炎は急速に進行し、 重症化すれば死に至る

煎篤な疾患である。 その診断 は血液検査による膵酵

索の上昇を 確認することやCTなどの画像診断によ

り確定診断が行わ れるが、クリニックや夜間診療な

ど検査が十分に行えない環壊下では診断が遅れ、 重

症化するリスクが ある。 本製品 は特別な装置等は必

要とせず、 尿中のトリプシノ ーゲン2を迅速（約10

分 ）に測定することにより急性膵炎の補助診断 を行

うことができ、 早期診断、 早期治療に資することが

できる 製品である。

【算定条件】

本検査 を 実施するに当たっては、 急性膵炎を疑う

医学的根拠について、 診療報酬明細書の摘要棚に記

載すること。 また本検査と区分番号D007に掲げる

「血液化学検査」の1 アミラー ゼ、6リパーゼ、14ア

ミラー ゼアイソザイム、45トリプシン及び区分番号

D009に掲げる「腫艇マー カー」の7エラスターゼ1

を合わせて実施した場合にはいずれか主たるものの

み算定する。
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【製品関連URL】
https://www.nipro.eo.jp/news/document/201102.pdf 
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