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H15.3.Helicobacter pylori 診断薬
測定原理 ｳﾚｱｰｾﾞ法
製品名 CLOﾃｽﾄ MRｳﾚｱ MRｳﾚｱS ﾍﾘｺﾁｪｯｸ ﾋﾟﾛﾘﾃｯｸ ﾃｽﾄｷｯﾄｽﾀｯﾄ ｳﾚｱｰｾﾞ「ｱｽｶ」ﾗﾋﾟｯﾄﾞｳﾚｱｰｾﾞ「ｱｽｶ」ｸｲｯｸﾋﾞｭｰ Ｈｐ ﾍﾘｺｾﾝｻｰ
販売元 シスメックス 特殊免疫研究所=アズウェル 大塚製薬 三共(ｻｸﾗ精機) 岩城製薬 アスカ純薬 和光純薬 日本光電/ｵﾘﾝﾊﾟｽ
製造元 国際試薬 特殊免疫研究所 Serimu Research PML Micribiologicals/東進ｹﾐｶﾙ ﾊﾞｲｵｾﾝｻｰ研究所
測定回数 15 50 2穴X15ｽﾗｲﾄﾞ 25 30 25 20 20 20
検体 生検組織
測定時間 120分 5分～120分 20分～120分 20分～60分 30分 30分
感度 0.066U/ml 0.013U/ml 0.006U/ml 0.02U/ml 0.66U/ml 0.025U/ml
希望小売価 ¥9,500 ¥30,000 ¥10,500 ¥12,500 ¥15,000 ¥15,000 ¥17,500 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000
単価 ¥633 ¥600 ¥350X2 ¥500 ¥500 ¥500 ¥700 ¥600 ¥600 ¥600
保険適用 70点 70点 70点 70点 70点 70点 70点 × × × 70点
ｱｽﾃﾑ取り扱い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

機器本体¥980,000

ﾃﾞｨｽﾎﾟﾌﾞﾗｼ 20本 ¥20,000

測定原理 ﾗﾃｯｸｽ凝集法 ﾒﾝﾌﾞﾚﾝ固相化法 　　　　　　ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄ法 13Ｃ-尿素呼気試験
製品名 ﾋﾟﾛﾘｾｯﾄ ﾄﾞﾗｲ ｲﾑﾉｶｰﾄﾞH.ﾋﾟﾛﾘ抗体 ﾗﾋﾟﾗﾝ H．ﾋﾟﾛﾘ抗体 ﾐﾆｯﾄﾘｰﾄﾞﾋﾟﾛﾘ抗体 ﾋﾟﾛﾆｯｸ錠＊ ﾕｰﾋﾞｯﾄ錠

＊
ﾕｰﾋﾞｯﾄ

＊ UBiT呼気採取ﾊﾞｯｸﾞ

販売元 第一化学 ＴＦＢ 大塚製薬 ﾐｽﾞﾎ/特殊免疫研究所 大日本製薬 大塚製薬
製造元 OrionDiagnostica MeridianDiagnostics 大塚製薬 特殊免疫研究所 大日本製薬 大塚製薬
測定回数 24 30 10 30 1錠/包X5 2、10錠 2gX11包 25袋X4／25袋X4X8

検体 血清 血清、全血、血漿 尿 血清/血漿 呼気
測定時間 5分 6分～8分 20分以内 15分 約30分
感度
希望小売価 ¥14,400 ¥27,000 ¥16,000 ¥12,000 ¥12,000／¥96,000
単価 ¥600 ¥900 ¥1,600 ¥400 ¥120X2袋/回
保険適用 70点 × 70点 70点 80点
ｱｽﾃﾑ取り扱い ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

＊：薬価：3,357.00/包、錠 機械本体(UbiT-IR300)　

¥1,870,000

測定原理 ELISA法(抗HP 抗体検出用) ＥＬＩＳＡ法抗原検出（糞便）

製品名 ﾃﾞﾀﾐﾅｰH.Piroli抗体 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰP IgA抗体試薬 ｽﾏｲﾃｽﾄELISA HPｲﾑﾆｽ ﾋﾟﾛﾘ抗体EIA(IgG)ﾋﾟﾘｶﾌﾟﾚｰﾄG ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘﾄﾗｯｸ(IgG) ウリネリザＨ．ピロリ抗体 EﾌﾟﾚｰﾄH.ﾋﾟﾛﾘ ｵｰﾄｴｰｽH.ﾋﾟﾛﾘGｵｰｿ ＨｐＳＡ ＥＬＩＳＡﾒﾘﾃﾞｨｱﾝ HpSA ELISA

販売元 協和ﾒﾃﾞｨｸｽ MBL 特殊免疫研究所 富士ﾚﾋﾞｵ 藤沢薬工 大塚製薬 栄研化学 アズウェル オーソ TFB
製造元 ｴﾝﾃﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ SilenusLabs ﾊﾟｽﾂｰﾙ研究所 BIOMERICA(日新製粉) ﾍﾟｲﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ ｻｲｴﾝｽ 大塚製薬 栄研化学 ﾒﾘﾃﾞｨｱﾝ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ

測定回数 96 96 96 96 96 96 96 96 96 48 48
検体 血清5μＬ 血清、血漿 血清、血漿 血清25μＬ 尿　100μＬ 血清、血漿 糞便
測定時間 50分 50分 50分 150分 60分 150分 75分 90分
感度
希望小売価 ¥80,000 ¥80,000 ¥44,000 ¥62,000 ¥66,000 ¥79,000 ¥60,000 ¥40,000 ¥36,480 ¥144,000 ¥118,000
単価 ¥833 ¥833 ¥458 ¥646 ¥688 ¥823 ¥625 ¥417 ¥380 ¥3,000 ¥2,458
保険適用 70点 × 70点 70点 × × 70点 × ×
ｱｽﾃﾑ取り扱い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

測定原理 ﾋﾞｰｽﾞ固相法EIA ＥＩＡ CLEIA
製品名 ｺﾊﾞｽｺｱ H.pylori-EIA Ｈ．ﾋﾟﾛﾘ Ab-MP ｽﾌｨｱﾗｲﾄH.ﾋﾟﾛﾘ抗体 判断料145点

販売元 ロシュ D ｶｲﾉｽ ﾃﾞｲﾄﾞ
製造元 ロシュ D ｶｲﾉｽ 三洋化成
測定回数 50 100 120
検体 血清10μ 血清/血漿
測定時間 51分 15分 20分
感度 0.8U/L
希望小売価 ¥80,000
単価 ¥800
保険適用 × × ×
ｱｽﾃﾑ取り扱い ○ ○ ○

*専用分析器ｺﾊﾞｽｺｱ *専用分析Quartus Immuno *専用分析 SphereLight


	Text1: 


