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→

（５）当機構は厚生労働省（平成23年第82号）体外診断用医薬品較正用標準
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品の供給、クラスⅠ体外診断用医薬品の認可申請時の性能確認に用いる認証標準
物質を提供しています。

ReCCS（Reference Material Institute for Clinical Chemistry Standards　）

Leading Reference Laboratory

1.　はじめに　～検査医学標準物質機構（ＲｅＣＣＳ）の使命～ 

（３）国内外の学術団体や各種専門委員会との連携
国内外の学術団体であるIFCC, AACC, JDS, JSCC等の各種専門委員会と連携し、
インスリン、グリコアルブミン、FT4等の実試料一次標準物質候補品の研究・開発を行っ
ています。　AACC主導の国際ハーモナイゼーションのHbA1cについては、国際標準物質
（JCCRM 411)の供給を行っています。また、HDL-C, LDL-Cについても、海外のレファレ
ンスラボラトリーと共同でCDCレファレンス法を実施し、脂質測定用常用参照標準物質
（JCCRM224）の供給をしています。

は
じ
め
に

（４）レファレンス法と実試料一次標準物質によるトレーサビリティの保証
20年以上にもわたって実績を維持してきた同位体希釈質量分析法（ID/MS) の技術を
基盤として当機構の標準物質は、全てレファレンス法による値決めがされています。また、
トレーサビリティの保証のために、最も重要な実試料一次標準物質のバイアスのチェックを
行っています。

（２）国際認証された脂質,HbA1c標準物質認証・供給機関
当機構は、臨床検査における実試料一次標準物質を供給する標準物質認証・供給
機関です。HbA1c、クレアチニンはもとより、脂質項目である総コレステロール,HDL-C,
LDL-C についても、わが国で初めてISO15195、ISO/IEC17025、ISOガイド34の3大規
格認証を受けています。HbA1c、クレアチニン、脂質4項目（総コレステロール、HDL-C、
LDL-C、TG）はもとより、その他の生化学項目においても、我が国唯一の実試料一次標
準物質認証・供給機関となっています。

（１）国際認証されたレファレンスラボラトリー、臨床検査一次基準測定施設
一般社団法人検査医学標準物質機構（ReCCS）はコレステロール、HbA1c等に
関してJCTLM（国際トレーサビリティ合同委員会）のレファレンスラボラトリーとして
認証され、国内における臨床検査一次基準測定施設となっています。

JCTLM レファレンスラボラトリー

NGSP 二次基準測定施設

HbA1c (IFCC値）、総コレステロール(ID/MS値）



２．認証標準物質と検査値の統一化および国際標準化

３．ReCCSの標準物質の用法

◎ 次の様な場合に認証標準物質が使われます。

A.

B.

C.

D.

E.

Ｆ.

Ｇ.
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近年、認証標準物質による測定値のトレ－サビリティ の確保は、ＩＳＯ（国際標準
化機構）15189認証、国際標準化の急速な進展、検査値の統一化等による標
準化の流れにおいて不可欠な情勢となっています。

標
準
物
質
の
役
割

国際標準化、臨床検査室認定、検査値の統一化

一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会では、認証標準物質を用いた検査
値の統一化事業を実施してきました。その認証標準物質には、当機構の認証標
準物質が用いられていました。(当機構の他、IRMMの認証標準物質も含まれてい
ました）。

MRA、海外メーカーとの整合。

当機構の一次標準物質はMRA (Mutual Recognition Arrangement) を取得し、
その値は国際的に受け入れ可能です。わが国には、国産メーカーが多数あります
が、新しい分野では海外メーカーも比重を急速に増しつつあります。従って海外メー
カーとの整合が必要不可欠となっており、MRAを取得した国際的な標準物質の重
要性が高まっています。

ISO15189（臨床検査室－質と適合能力に対する要求事項）における
ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ確保に用います。

 サーベイ直前のバイアスの確認と補正。

使用している試薬ロット変更、機器や試薬変更時の継続性確認や機
器の部品交換・ﾒﾝﾃﾅﾝｽの最終ﾁｪｯｸに用います。

 施設間差を是正したい時の測定値補正の基準として用います。

体外診断薬の校正及び厚生労働省への製造承認申請の為の性能
確認の標準品として用います。

日常法キャリブレータやコントロールの値決めに用います。

体外診断薬の開発、改良時の評価に用います。



        ReCCS 認証標準物質

    　ASNITE 国際標準物質　(MRA取得）

　　　　　　ISOガイド34、ISO/IEC 17025, 　　　　HbA1c測定用実試料一次標準物質

　　　　　　ISO 1519５を満たし、MRA(国際   JCCRM 411

　　　　　　相互承認)が適用される標準物質 脂質測定用常用参照標準物質

  JCCRM 224 (HDL-C, LDL-C,中性脂肪）

JCTLM承認高位標準物質

HbA1c測定用実試料一次標準物質

  JDS Lot 5 ( IFCC 値　HbA1c)

イオン電極用実試料一次標準物質

  JCCRM 111 (Na, K, Cl)

総コレステロール・グリセリド実試料 コレステロール・中性脂肪常用参照標準物質

 一次標準物質　JCCR 211(TC)   JCCRM 223 (CHT)
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ISOガイド34、ISO/IEC 17025,
ISO 15195を満たし、MRA (国際

相互承認)が適用される標準物質



４．１　国内取扱い標準物質

　実試料一次標準物質　

JCCRM 111 (ISE), 　JCCRM 211 (TC), 　JCCRM 411 (HbA1c IFCC, NGSP値), 

JDS HbA1c Lot2 (IFCC値）, 　JCCRM 521 (Cre）, 　JCCRM 224 (HDL-C, 

LDL-C), JCCRM 322 (Fe) : 

＊ID/MSではありませんが国際的なレファレンス法で値決めされています。

　脂質　　　　　　　　　

　　＊Friedewald式によるLDL-C値の確認（LDL-CのCDC法による値も付記）

　HbA1c

（１）　JCCRM 411（JDS Lot 5),　HbA1c測定用実試料一次標準物質（冷凍)、5レベル

・日本糖尿病学会の糖尿病新診断基準に対応しHbA1cはNGSP値を主体に、IFCC値

           /　及びJDS値が付され、IFCC-NGSP変換式、NGSP-JDS変換式に整合しています。

・IFCC値も表記されています。

・過去のJDS値を生かせるようにJDS値からNGSP値への変換式が付いています。

（２）　JCCRM 423　 HbA1c認証実用標準物質、凍結乾燥品　－20℃ 6ヶ月保管、

3レベル、IFCC値、NGSP値表示、

　電解質・イオン電極

（１）　JCCRM 321 電解質常用参照標準物質（冷凍）、2レベル

　　　・Ｃａ, Ｍｇ, ＩＰ,Ｎａ,K,Ｃｌ,Ｆｅの多項目です。IP, Feは1レベルです。

　　　・ISE（イオン電極）標準物質としても使用できるように厳密に調製してあります。

　　　・イオン電極用認証実用標準物質（JCCRM 122, 121）の上位標準として使用できます。
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ど
ん
な
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標
準
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ぶ
の
か

一次標準物質は国際レベルとするために、ID/MSによる最も正確な値がついていま
す(以下は冷凍品です）。

（１）　JCCRM 224　脂質測定用常用参照標準物質(冷凍）　1レベルHDL-C,
LDL-C 直接法とTGの（校正及び）性能確認、試薬メーカー専用

（2）　JCCRM 223 コレステロール・中性脂肪常用参照標準物質(冷凍）TC（3レベ
ル）, HDL-C, LDL-C, TG(2レベル） の校正及び性能確認

（3）　JCCRM 2000　安定化脂質校正用認証標準物質（－20℃保管）HDL-C,
LDL-CはCDCレファレンス法で値決め、TC, HDL-C, LDL-C, TGは2レベル



（２）JCCRM 111　イオン電極用実試料一次標準物質（冷凍）、3レベル

　　　・イオン電極用標準物質としては最も高位です。その他のイオン電極用標準品

　　　　はすべてこの一次標準物質とのトレーサビリティ の確認がされています。

（３）JCCRM　121　ISE,  　　　　＊ヒト同等ウマ血清

 　　・ イオン電極（Na, K, Cl)

（４）JCCRM　324 無機リン認証実用標準物質（冷凍）

　 　・3レベル(JCCRM321は1レベル)

（５）JCCRM　322 血清鉄常用参照標準物質（冷凍）

　 　・2レベル　(JCCRM　321は1レベル)　　＊ICSH国際標準法により値決めされています。

　グルコース

（１）JCCRM 521 含窒素・グルコース常用参照標準物質（冷凍）、3レベル

      グルコースは勧告法で、クレアチニンは同位体希釈質量分析法で値決めされています。

　　　・正確なクレアチニンの値は、eGFR 算出に不可欠です。

（２）JCCRM　523グルコース認証実用標準物質（冷凍）、3レベル

　＊ヒト同等ウマ血清

勧告法にて値決めされています。

　血液ガス

（１） JCCRM 621 血液ガス常用参照標準物質（冷凍）

　　　ヘモグロビンベースであり、pO2の標準物質として唯一のものです。

　　　pH, pCO2も全血とほぼ同等の値が得られます。　3レベル

　多項目

（１） JCCRM 2100-LQ  臨床検査多項目認証標準物質　（－20℃）

　　 ヒト血清ベースであり、Na, K, Cl, Ca, Mg, IP, Fe, Urea, Creatinine, Glucose,

Uric accid,の11項目の認証値がレファレンス法で付されています。低、高2レベル
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◇ 安定化脂質校正用認証標準物質（JCCRM 2000)　－25℃保管

　　　　ヒト血清使用新鮮ヒト血清　　2レベル　ｘ　1.2ｍｌ　ｘ　各2本

・HDL-C, LDL-Cは、超遠心法によるCDCレファレンス法での値決め

・TC, TGはID/MSにより値決め

・新鮮血清を安定化させたものでリポタンパクの変性はない。

・Na, K, Cl, Ca, Mg, IP, Fe 各レベルのレファレンス法による認証値付

・－25℃保管、有効期限　6ヶ月

◇ 臨床検査多項目認証標準物質（JCCRM 2000-LＱ)   - 25℃保管

　　　　ヒト血清使用ヒト血清使用　　

・Urea, Creatinine, Glucose, Uric acid, Ca, Mg, Fe, IP, Na, K, Cl の11項目

 とTC, Total Glyceridesの2項目

・低、高の2レベル、2レベル　ｘ　0.5ｍｌ　ｘ　各2本

・－25℃保管　有効期限　6ヶ月

◇ HbA1c 認証実用標準物質（凍結乾燥品）  -25℃保管　有効期限　6ヶ月

・3レベル ｘ　0.2ｍｌ　ｘ　各2本

◇ 日常校正ISE用認証実用標準物質（LM) ヒト血清、冷蔵

・Na, K, Cl イオン電極用標準物質として使用できます。

・pH, pCO2,水分量がイオン電極用標準物質規格を満足。

・中濃度のみ　1レベル　ｘ　1.5ｍｌ　ｘ　30本

・簡単にﾜﾝﾀｯﾁ開封ができるプラスチックアンプル入り。

・冷蔵保存可能　2～8℃ 有効期限　6ヶ月

◇ グルコース標準液　（10～1,000mg/dLまで各種）

・100ｍｌ x 2本、（濃度選択）

◇ 装置校正用オスモル濃度標準液　（100～1,000mOsmまで各種）

・100ｍｌ x 2本、　（濃度選択）、浸透圧
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４．２　・・・　海 外 向 け　推奨実用標準物質　・・・ 海
外
向
け
標
準
物
質



５．１  はじめに．．．

　

（次ページに続く）
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JCCRM 2000 は冷蔵輸送可能ですが、長期の保存には、－25℃以下が
必要です。 脂質以外に、Na, K, Cl, Ca, Mg, IPが1レベルですが、レファレン
ス法による認証値が付されています。　さらに、脂質4項目を除く、TC, Total
Glycerides, Urea, Cre, Glucose, UA, Ca, Mg, Fe, IP, Na, K, Cl の13項目
について、－25℃以下6ヶ月保管可能なヒト血清ベースの多項目標準物
質、JCCRM 2000-LQ も開発しました。

保
存
安
定
性
と
有
効
期
限
に
関
す
る
ポ
リ
シ
ー

　  ５．保存安定性と有効期限

ReCCSの場合、日本国内では、ドライアイスによる冷凍宅配輸送システム
が採用されています。ドライアイスをダンボール箱に入れて製品と共に梱包
し、配達業者に依頼するシステムです。到着日は配達業者の定めにより、
翌日から数日でお届け致します。　多くの場合、配達日と時間指定も可能
です。このような冷凍配達システムを前提に、ReCCSの標準物質は開発さ
れました。

JCCRM 411 (HbA1c測定用実試料一次標準物質）、JCCRM 224（脂質
測定用常用参照標準物質）、JCCRM　223（コレステロール・中性脂肪常
用参照標準物質）は、ドライアイス冷凍輸送が前提であり、かつ、その中の
LDL-C成分の有効期限は1ヶ月となっています。したがって、JCCRM 411、
224, 223の輸送は、ドライアイス shipping が可能であって、空港からその国
の目的地までドライアイス配送され、かつ、 空港でドライアイスが補充されね
ばなりません。さらに到着後、ディープフリーザーに保管し、速やかに使われね
ばなりません。

そこで我々は、ヘモグロビンの変性と、リポタンパクの変性を防ぐヘモグロビンと
脂質を安定化する技術による、JCCRM 423、および、JCCRM 2000 を海
外に普及させることにしました。これは、ヘモグロビン、リポタンパク等が変性し
ない技術であり、リポタンパク質についてはアガロース電気泳動法では、α、
β、pre-β分画が保たれています。PAGE電気泳動でも新鮮血清と同じ、
分画は保たれています。



保存安定性と有効期限に関するポリシー　その2

5.2 保管条件

ＲｅＣＣＳの標準物質のほとんどはディープフリーザー保管を必要とします。

符号

JCCRM 123 (ISE)

JCCRM 2000 (Lipids)

JCCRM 423 (HbA1c)

JCCRM 2000-LQ

 (TC, TG, Urea, Cre, Glu, UA, Na, K, Cl, Ca, Mg)

デイープフリーザー保管 　　6ヶ月 JCCRM 411, 211, 912

　　9ヶ月 JCCRM 321, 322, 621, 111

　12ヶ月 JCCRM 521, 324

5.3 有効期限
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ユーザー保管 代理店保管 種類

＜‐70℃

1年

冷蔵保管可能

＜‐70℃

‐70℃

2～8℃　6ヶ月

＜‐70℃

1年

当機構の標準物質の有効期限の原則は、ＲｅＣＣＳからユーザーに直接発送する場合
は、Shipping Date から6ヶ月となっています。　海外代理店を使用の場合、代理店からエ
ンドユーザーに発送した日より6ヶ月となっています。
Ａは冷蔵（2～8℃）6ヶ月、Ｂ，Ｃは－25℃ 6ヶ月、Ｄは－70℃ 6～12ヶ月となっていま
す。代理店での保管にはディープフリーザーを使用し、Ｄは6ヶ月、A, B, Cは1年を限度と
します。

注）　JCCRM 223, 224については、エンドユーザー到着後ディープフリーザーに保管
し、速やかに遅くとも1ヶ月以内に使用します。

Ｄ

1年
‐25℃保管　6ヶ月

‐25℃保管　6ヶ月Ｃ



６．各標準物質の特長　(内容については予告なく変更する場合があります。）

６．１　HbA1c

（　JDS　Lot ５　） ドライアイス輸送、ディープフリーザー保管/有効期限6ヶ月

　　《対象日常法》

・HbA1c日常検査法 (HPLC、免疫法、酵素法）、遠心分離法POCT

　　《コメント》

・ＩＦＣＣ　単位（mmol/mol), ＮＧＳＰ　単位（％）,JDS 単位（％）の3単位の

変改意識を満たすIFCC値、　NGSP値　JDS値3種類の認証された値が

記載されています。

　　《特長》

●

●
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免疫法のキャリブレーションに必須のHbA1c 5レベルから構成されて
います。　　5レベル　ｘ　各1本　ｘ　0.1ｍｌ

特
長
 
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
　
A
1
c

・2007年6月の国際学術4団体のステートメントにより、HbA1c値は
IFCC法にトレーサブルであることが求められました。　本HbA1c測定用
実試料一次標準物質はIFCC HbA1c WGのネットワークラボラトリーに
より、IFCC値 (mmol/mol) の決定を行っています。

・本HbA1c測定用実試料一次標準物質の認証値は、日本糖尿病
学会の声明にあるNGSP値とﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの根幹である IFCC値 およ
び、従来わが国で用いてきた JDS値 を表記しています。

・IFCC/BIPM 国際トレーサビリティ委員会 (ＪＣＴＬＭ) により認定され
た最高位のＨｂＡ１ｃ標準物質JDS Lot 2と同等品です。
JDS Lot 2もＲｅＣＣＳで供給しています。

また、日常法のキャリブレーションにJCCRM 411のNGSP値を用いれば
表記のNGSP-JDS換算式により、JDS値を求めることができます。

◇HbA1c測定用実試料一次標準物質（JCCRM 411)



◇HbA1c認証実用標準物質（JCCRM 423)　凍結乾燥品

冷蔵　(2～10℃)輸送、－20℃保管　有効期限　1年

　　《対象日常法》

・HbA1c日常検査法　(ＨＰＬＣ、　免疫法、酵素法）

　　《コメント》

・3 レベル 各2本、　各0.2 mlです。

◇HbA1c測定用実試料一次標準物質（JDS Lot 2)

・2001年に製造され、13年間液体窒素に保存されています。

・認証値の他に、NGSP値、JDS値も知ることができます。

・JCTLM 認定のHbA1c 測定用高位標準物質です。
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・ＨｂＡ1ｃ実試料一次標準物質 JDS Lot 5 にトレーサブル

・乾燥品ですから、-20℃保存可能、輸送時のみ冷蔵可能。

特
長
 
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
　
A
1
c

・IFCC値は、当時のIFCC HbA1c Network Laboratory（12ラボ）に
より測定され、13年前と全く変化がありません。



６．２　脂質

◇総コレステロール・グリセリド実試料一次標準物質（ＪＣＣＲＭ 211）

冷凍輸送、ディープフリーザー保管　有効期限1年

　　《使用目的》

・現在および新規の総コレステロール測定法の評価。

・キャリブレーターの値決め物質（二次実試料標準物質）の値決め。

・測定装置、試薬の精確さ評価。

　　《特長》

・国内最高位の実試料標準物質　2レベル。

◇コレステロール・中性脂肪常用参照標準物質 （JCCRM 223)

新鮮ヒト血清使用、ドライアイス輸送、ディープフリーザー保管　有効期限　1ヶ月

　　《コメント》

       

　　《特長》

・TCは3レベル、HDL-Cは、2レベルの認証値

・総グリセリドの値も記載してあるため、総ての試薬の校正が可能です。

・HDL-C、LDL-CはCDCレファレンス法で測定

-1３-

・正しいFriedewald LDL-CをJCCRM 223で校正した日常法におい
て求めることができます。

・総コレステロールはＣＤＣレファレンス法(ＡＫ法）、中性脂肪は
ID/MS　法で求めてあります。

・TCはAK法（CDCレファレンス法）による認証値が求められており、
Friedewald式に用いることができます。

・中性脂肪は２レベルの認証値が付いており、ID/MSで求めてあ
ります。（中性脂肪＝総グリセリド- 遊離グリセロール）

特
長
/
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

・総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙの最高位分析法である同位体希釈質量分
析法（ＩＤ/ＭＳ）にて測定されているため、SI単位へのトレー
サビリティが保証されます。

・認証値は、アジア太平洋試験所認定協力機構
（APLAC) の相互承認協定 （MRA) を通じて、国際的に受
け容れ可能。

・JCCRM 223で日常法を校正することにより、Friedewald式でLDL-C
を計算する際のTC, HDL-C,中性脂肪値の保証が得られます。



◇脂質測定用常用参照標準物質（JCCRM　224)

新鮮ヒト血清使用、ドライアイス輸送、デイープフリーザー保管　有効期限　1ヶ月

　　《目的》

・HDL-C直接法、LDL-C直接法、及び、中性脂肪の性能確認に用いる。

　　《特長》　１レベル　ｘ　各1本　ｘ　０．５ｍｌ

・HDL-C、LDL-Cは海外のCRMLN ﾚﾌｧﾚﾝｽﾗﾎﾞも値決めに参加しています。

・HDL-C、LDL-Cの認証値は、ILAC　MRAを通じて国際的に受け入れ 　　　　　　

● 中性脂肪はJSCC勧告法で求めてあります。

HDL-C, LDL-CはCDCレファレンス法です。

　　　◇安定化脂質校正用認証標準物質　（JCCRM 2000)

2レベ
ル

　　《コメント》
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・実試料一次標準物質であり、HDL-C, LDL-C,中性脂肪について日常法の
キャリブレーター、コントロールの値決めに用いる。

●　－25℃保存で6ヶ月安定です。

　可能です。

特
長
/
脂
質
測
定
用

JCCRM
2000

 2レベル

ＩＮＳ
２０００

脂質
安定化
製法

●　TC, HDL-C, LDL-C, TG の脂質4項目は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　2レベル　ｘ　各2本　ｘ　0.5ｍｌ

1レベ
ル

TC, HDL-C ,LDL-C, TG

Na, K, Cl, Ca, Mg, IP, UN,
Cre, UA, Glu, Fe

●　リポタンパク（脂質）安定化製法により凍結乾燥品であっても、HDL-C,
LDL-Cは変性せずに存在します。

●　ＣＤＣレファレンス法である超遠心法によるHDL-C, LDL-C値が、表示さ
れています。



６．３　電解質

◇電解質常用参照標準物質（JCCRM　321)

　　《コメント》

      　

　　《認証値の測定法》

・Na、K、Cl　：　イオン電極法（非希釈法および希釈法）、

　 フレーム光度法、電量滴定法

・総Ca、総Mg　：　原子吸光光度法、

・血清鉄　：　ICSH標準法（銅の影響補正）

・無機リン：　イオンクロマトグラフィー

　　《特長》

６．４　イオン電極用Na、K、Cl

◇イオン電極用実試料一次標準物質（JCCRM　111)

　　ヒト血清使用、　冷凍輸送、ディープフリーザー保管、　有効期限　9ヶ月

　　《コメント》

(次ページに続く）
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・イオン電極法（希釈法、非希釈法）に対する、ヒト血清を原料と
した最高位の標準物質

特
長
 

電
解
質
・
N
a
・
K
・
C
l

　　　　　ヒト血清、冷凍輸送、ディープフリーザー保管　有効期限　6ヶ月

・ヒト血清をもとに調製され、Na、K、Cl、総Ca、総Mgは2レベル、
更には無機リン、血清鉄は1レベルが認証されています。電解質
の多項目標準物質です。

・総Caと総Mgは、実用基準分析法であるﾌﾚｰﾑ原子吸光光度
法、無機リンはｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨーで値決め。血清鉄はICSH法。

・ｐH、HCO３-、水分量、その他をIFCCの勧告に沿うように調製さ
れているため、Na, K, Cl についてはイオン電極用標準物質として
用いることができます。



　　《特長》　ヒト血清3レベル　ｘ各1本　ｘ　１.0ｍｌ (前ページより）

　 

◇ イオン電極用認証実用標準物質（JCCRM 121）

ウマ血清使用、冷凍輸送、ディープフリーザー保管、有効期限　12ヶ月　　

　　《対象日常法》

・イオン電極法（Na、K、Cl：非希釈法および希釈法）

　　《特長》　3レベル　ｘ　各10本　ｘ　1.0ml

・イオン電極用実試料一次標準物質（JCCRM 111)にトレーサブル

・低濃度、中濃度、高濃度の３濃度各１０本セット

◇ イオン電極用認証実用標準物質（JCCRM 122）

        ・ヒト血清と同等のウマ血清を使用

 ・Na, K, Cl　イオン電極の校正に用いる。

・3レベル　ｘ　1.2ｍｌ　ｘ　各10本

-1６-

特
長
 

電
解
質
・
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a
・
K
・
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・ JCTLM国際合同トレーサビリティ委員会において高位の標準物質と
して登録されています。

・ イオン電極法に影響を及ぼす重炭酸イオン量を、健常人検体の平
均となるように厳密に調整済み

・ IFCCイオン電極ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの勧告に規定されたイオン電極用
二次標準物質規格を満足

・ Naは一次基準分析法であるイオン交換分離重量法、Kも一次基
準分析法である同位体希釈質量分析法Cl は内部標準イオンクロマ
トグラフィーおよび実用基準分析法である電量滴定法の2法により測
定し、SI単位トレーサビリティを確保



◇含窒素・グルコース常用参照標準物質（JCCRM 521）

ヒト血清使用、ドライアイス輸送、ディープフリーザー保管、　有効期限12ヶ月

　　《コメント》

・3レベル　ｘ　各2本　ｘ　1ｍｌ

　JCCRM 521のクレアチニンはID/MSによる値が認証されています。

　尿酸、クレアチニン、尿素窒素、グルコースの4項目の値が認証されています。

●

●

・尿素窒素は、ｱﾒﾘｶ臨床化学会（AACC)の方法で測定

◇血清鉄常用参照標準物質（JCCRM 322)

　　　　ヒト血清使用、冷凍輸送、デイープフリーザー保管、　有効期限　9ヶ月

　　《対象日常法》

・除蛋白処理を行なわない日常検査法（直接法）の評価に特に有用

　　《特長》　2レベル　各2本　ｘ　１ｍｌ

● ICSH国際標準法を標準添加法で測定した信頼性の高い認証値

(銅イオンの干渉を補正）

-１７-

特
長
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６．５ 含窒素・グルコース、血清鉄、無機リン、オスモル

クレアチニンは、最高位の分析法である同位体希釈質量分析法
（ID-LC/MS)により測定

グルコースもID/MSで測定

・尿酸は、JSCC勧告法において尿酸測定用一次標準物質で校正

・eGFR算出のためのクレアチニン日常測定法はID/MSで値決めされた
標準物質で校正することになっています。



◇無機リン認証実用標準物質（JCCRM 324）

ヒト血清使用、冷凍輸送、ディープフリーザー保管、　有効期限　12ヶ月

　　《特長》 3レベル　ｘ　各２本　１ｍｌ

・ヒト血清を原料に使用し、日常法検体と同等の性状

◇グルコース標準液（グルコース濃度校正用）

原料にNIST SRM 917 一次標準品を使用

10～1000 mg/dLまで各種　　安息香酸添加

◇オスモル濃度標準液（浸透圧校正用）

100～1000 mOsmまで各種　　日本薬局方準拠
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・認証値は日本臨床化学会血液ガス・電解質専門委員会の
　方法であるｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰにより測定

特
長
　
無
機
リ
ン
　
グ
ル
コ
ー
ス
　
オ
ス
モ
ル



6.6　総ヘモグロビン、血液ガス

◇総ヘモグロビン常用参照標準物質（JCCRM 912）

ヒトヘモグロビン使用、ドライアイス輸送、ディープフリーザー保管、　有効期限　12ヶ月

　　《対象日常法》 3濃度　ｘ　各２本　ｘ　0.5ｍｌ

　　《コメント》

・赤血球ではなく、ヘモグロビン溶液です。

・各社ｼｱﾝﾒﾄﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ法の精確さの確認に用います。

　　《特長》

◇血液ガス常用参照標準物質（JCCRM 621）

ウシヘモグロビン使用、ドライアイス輸送、ディープフリーザー保管、　有効期限　12ヶ月

　　《使用目的》 3レベル　ｘ　各2本　ｘ　1.5ｍｌ

・血液ガス分析装置のｐH、ｐ CO2,ｐ O2測定値の精確さ評価

・内部、外部精度管理

　　《特長》

・認証値は、血液ガス主要機種において、全血との差がありません。
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・ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ溶液のｲｵﾝ強度、重炭酸濃度、BE、及び総Hb濃度は、
日本臨床化学会血液ガス・電解質専門委員会の性状規格に沿って
調製されている。

総
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
/
血
液
ガ
ス

・溶血液処理を伴う総ヘモグロビン測定法
（ｼｱﾝﾒﾄﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ法、界面活性剤法、超音波溶血吸光光度法）

・これらの方式が完全溶血を前提としている場合、JCCRM 921と一致
するはずです。

・ｐ O2測定に必須なヒト全血に類似したウシ血液からのヘモグロ

ビンを加えています。

・国際血液標準化委員会（ICSH)の総ヘモグロビン測定の国際ﾚﾌｧﾚﾝ
ｽﾗﾎﾞである当機構が厳格な品質管理の下で調製、ヘモグロビンモル
吸光係数（国際普遍値）を使用するICSHレﾌｧﾚﾝｽ法にて測定



６．７　ＪＳＣＣ酵素

◇常用参照標準物質 ＪＳＣＣ常用酵素（JCCLS CRM-001）

　　《対象測定法》

・製造業者における社内標準測定操作法

　　《使用目的》

・JSCC常用基準法を日常検査法に伝達

　　《特長》

◇常用参照標準物質：ChE（JCCLS CRM-002）

　　《対象測定法》

・製造業者における社内標準測定操作法

　　《使用目的》

・血清中ChEの標準測定操作法の校正

・JSCC常用基準法を日常検査法に伝達

　　《特長》
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・血清中の AST、ALT、CK、ALP、LD、γｰGT、AMY の標準測定
操作法の校正

・JCCLS-SOP法（JSCC勧告法に準じて作成）にて国内の大学で測定。
JCCLS認証品

・JCCLS-SOP法（JSCC勧告法に準じて作成）にて測定
JCCLS認証品

・原料の酵素は、ヒト組み換え体またはヒト赤血球由来の酵素を
原料とし、ウシアルブミンを基材に使用

J
S
C
C
　
酵
素



６．８　IRMM/IFCC標準品

◇IFCC血漿蛋白国際標準品　DA470/IFCC

　　《対象測定法》

・比濁法 ・比色法 ・ネフェロメトリー（比朧法）

　　《使用目的》

　　《特長》

・即納可能。

◇IFCC血清CRP国際標準品　DA474/IFCC

　　《対象測定法》

・免疫比濁法

・イムノネフェロメトリー（免疫比朧法）

　　《使用目的》

・CRP免疫法用標準液（血清基材）やｺﾝﾄﾛｰﾙの値付け

　　《特長》

・即納可能

◇IFCC血清ｼｽﾀﾁﾝC国際標準品　DA471/IFCC

　　《対象測定法》

・particle-enhanced immuno-turbidimetry

・particle-enhanced immuno-nephelometry

・single radial Immuno-diffusion

　　《使用目的》

・免疫法用標準液（血清基材）やｺﾝﾄﾛｰﾙの値付け

　　《特長》

・即納可能
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I
F
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・ｺﾐｭｰﾀﾋﾞﾘﾃｨが確認された下記１２種類の蛋白測定用
　免疫法分析機器の校正やｺﾝﾄﾛｰﾙの値付け
　【対象蛋白名】
　　・ｱﾙﾌﾞﾐﾝ　・IgG　・IgA　・IgM　・α２-ﾏｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

　　・α１-酸性糖蛋白　・α１-ｱﾝﾁﾄﾘﾌﾟｼﾝ　・C3　・C4

　　・ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ　・ﾄﾗﾝｽﾌｪﾘﾝ　・ﾄﾗﾝｽサイﾚﾁﾝ（ﾌﾟﾚｱﾙﾌﾞﾐﾝ）



６．９　尿中成分測定用標準物質

　　《使用目的》

・尿ユトリックスに近い成分

・日常検査の精度管理用プール尿の値付け

・日常検査法の精確さの確認

　　《特長》

◇尿中電解質測定用常用標準物質（JCCRM-U1)

【略称：U-NAKCL】

◇尿中カルシウム測定用常用標準物質（JCCRM-U2)

【略称：U-CA】

◇尿中マグネシウム測定用常用標準物質（JCCRM-U3)

【略称：U-MG】

◇尿中無機リン測定用常用標準物質（JCCRM-U4)

【略称：U-IP】

◇尿中クレアチニン測定用常用標準物質（JCCRM-U5)

【略称：U-CRE】

◇尿中尿酸測定用常用標準物質（JCCRM-U6)

【略称：U-UA】

◇尿中尿素窒素測定用常用標準物質（JCCRM-U7)

【略称：U-UN】

◇尿中グルコース測定用常用標準物質（JCCRM-U8)

【略称：U-GLU】

尿中成分測定用標準物質ラインナップ
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・尿中成分測定機器メーカーや体外診断用医薬品メーカーにおける社内
標準測定操作法の為のｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀｰや精度管理物質の値決め

・認証値は実用基準法（ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、ｲｵﾝｸﾛﾏﾄグラフィー、
　HPLCなど）により、NIST認証標準物質を基準に測定

尿
中
成
分



７．　ReCCS標準物質の仕様一覧　(名称・容量は予告なく変更する場合があります。）

総Hb
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総Ca,
総Mg,

Na, K, Cl,

IP, Fe, Ca2+

Mg2+

 電解質常用参照標準物質
JCCRM321

CA
 2濃度(H,M)、各1.0ml×2本、
血清鉄1mlｘ1本

IP3-3

ＨｂＡ１ｃ

 日常校正ｲｵﾝ電極用認証実用標準物質
LM JCCRM122

LM-30  1濃度(M)、1.5ml×30本 Na, K, Cl

HbA1c

CHT
 TC:3濃度、HDL-C：2濃度、
 TG：2濃度、LDL-C：2濃度
 各0.5ml×1本　合計8本

TC, HDL-C,
LDL-C, TG

 HbA1c測定用実試料一次標準物質
JCCRM411

411  5濃度、各0.1 ml×1本

 総コレステロール・グリセリド実試料一次
標準物質　JCCRM211

P-CHO  2濃度、各0.5ml×2本 総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ

 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・中性脂肪常用参照標準物質
JCCRM223

HDL-C,
LDL-C,

TG,

 ｲｵﾝ電極用認証実用標準物質
JCCRM121

 ｲｵﾝ電極用認証実用標準物質
JCCRM122

IC3-30  3濃度、各1.2ml×10本 Na, K, Cl

 3濃度、各1.0ml×1本

ICM-20  1濃度(M)、1.2ml×20本

Na, K, Cl
 ｲｵﾝ電極用実試料一次標準物質

JCCRM111

 脂質測定用常用参照標準物質
JCCRM224

224
 HDL-Cと LDL-C　1レベル
 TG 1濃度　各0.5ml x 1本

 含窒素・ｸﾞﾙｺｰｽ常用参照標準物質
JCCRM521

GN3-6  3濃度、各1.0ml×2本

ｸﾚｱﾁﾆﾝ,
尿酸,

尿素窒素,
ｸﾞﾙｺｰｽ

 血液ｶﾞｽ常用参照標準物質　JCCRM621

 総ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ常用参照標準物質
JCCRM912

 3濃度、各0.5ml×2本

BG3-6  3濃度、各1.5ml×2本
pH,　pCO2

pO2

T-Hb

標
準
物
質
の
仕
様
一
覧

 無機ﾘﾝ認証実用標準物質JCCRM324 S-IP

Na, K, Cl

IF3-30  3濃度、各1.0ml×10本 Na, K, Cl

 HbA1c認証実用標準物質
JCCRM423　 （凍結乾燥）

GHB  3濃度、各0.2ml × 2本

 血清鉄常用参照標準物質JCCRM322 FE  2濃度(M,L),各1.0ml×2本 血清鉄

 3濃度、各1.0ml×2本 血清無機ﾘﾝ



(続き）
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品　　名 略称 容量・包装 対象項目

 尿中電解質測定用
 常用標準物質 JCCRM-U1

U-NAKCL  3濃度、各1.0ml×3本
尿中

Na,K,Cl

 尿中ｶﾙｼｳﾑ測定用
 常用標準物質　 JCCRM-U2

U-CA  3濃度、各1.0ml×3本 尿中総Ca

U-MG  3濃度、各1.0ml×3本 尿中総Mg
 尿中ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ測定用

 常用標準物質 JCCRM-U3

 尿中無機リン測定用
 常用標準物質　 JCCRM-U4

U-IP  3濃度、各1.0ml×3本

 3濃度、各1.0ml×3本

尿中無機ﾘ
ﾝ

 尿中ｸﾚｱﾁﾆﾝ測定用
 常用標準物質　JCCRM-U5

U-CRE  3濃度、各1ml×3本
尿中

ｸﾚｱﾁﾆﾝ

尿中
ｸﾞﾙｺｰｽ

 尿中尿酸測定用
 常用標準物質　JCCRM-U6

U-UA  3濃度、各1.0ml×3本 尿中尿酸

 尿中尿素窒素測定用
 常用標準物質 JCCRM-U7

標
準
物
質
の
仕
様
一
覧

ブルー：日本国内のみ 黄色：海外ＯＫ

 装置校正用ｵｽﾓﾙ濃度標準液
 (100～1,000 mOsm まで各種）

（濃度選択）100ml×2本 浸透圧

 ｸﾞﾙｺｰｽ標準液
 (10～1,000 mg/dl まで各種)

（濃度選択）100ml×2本
ｸﾞﾙｺｰｽ安
息香酸入

U-UN  3濃度、各1.0ml×3本
尿中

尿素窒素

 尿中ｸﾞﾙｺｰｽ測定用常用標準物質
JCCRM-U8 U-GLU



８．海外一次標準物質の仕様一覧

下記海外標準物質の即納体制を整えております。 (次ページに続く）
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海
外
一
次
標
準
物
質
の
仕
様
一
覧

前立腺特異抗原国際標準品　（ﾌﾘｰ） 

前立腺特異抗原　国際標準品（90:10）

黄体形成ﾎﾙﾓﾝ（LH)

ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ

炭酸ｶﾙｼｳﾑ高純度品

ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ高純度品

ﾋﾄ　ｱﾝｷﾞｵﾃﾝｼﾝⅠ　高純度品

電解質血清標準物質

脂質用血清標準物質

名  称 略称 仕様 特長

NIST標準品

　SRM911   2g x 1本 即納ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ高純度品

即納

尿酸高純度品

尿素窒素高純度品

　SRM914 10g x  1本 即納

ｸﾞﾙｺｰｽ高純度品 　SRM917  50g x 1本

ｸﾚｱﾁﾆﾝ高純度品

　SRM913  10g x 1本 即納

　SRM912  25g x 1本 即納

　SRM915  20g x 1本

H,M,L 3濃度
各2本

Ca, Mg, Na ,K,
ｲｵﾝ化Ca 即納

　SRM921   1g x 1本

　SRM998  0.5g x 1本

　84/500 1本 即納

　96/670 1本
即納

PSA-ACT 90%
ﾌﾘｰPSA   10%

　81/525 1本 即納

血清標準物質 　SRM909
 H, M  2濃度

各3本

Ca, Mg, Na,K,
Cl,

Li, 尿素, UA,
TG,

Cre, Cho、トータ
ルグリセライド

即納

卵胞刺激ﾎﾙﾓﾝ（FSH) 　92/510 1本 即納

　SRM1951
H,M 2濃度

各2本
HDL-C, LDL-C,

TC, TG 即納

NIBSC(WHO)標準品

　96/668 1本 即納　フリーPSA

　SRM956



（前ページより）
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ﾋﾄ血清中Al,Se,Zn
CRM637
CRM638
CRM639

3濃度、3ml　 各1本

μg/L
Al：12.5～194,
Se：81～133,

Zn：1.11～2.36

ﾋﾄ血清中　Ca、Mg、Li CRM304 5ml　、１本
Ca：2.2 nmol/L
Mg：1.8 nmol/L
Li：0.98 nmol/L

ﾋﾄ血清中　Pb,Cd
CRM634
CRM635
CRM636

3濃度、3ml 　各1本
μg/L

Pb：0.52～210
Cd：1.4～11.6

ﾋﾄ血清中ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ
CRM347
CRM348

2濃度　1ml、　各1本
3.19μ g/L
12.67μg/L

ﾋﾄ血清中　17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
CRM576
CRM577
CRM578

　576：5ml
　577：1ml　　各1本

　578: 1ml

0.114 nmol/L
0.689 nmol/L
1.34  nmol/L

ﾋﾄ　ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ CRM487 1ml、　1本 0.324g/L

ﾋﾄ血清中ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ
CRM192
CRM193

1.25ml 　各　1本

海
外
一
次
標
準
物
質
の
仕
様
一
覧

IRMM標準品
AFP高純度品 CRM486 100μg、　1本

α-ﾌｪﾄﾌﾟﾛﾃｲﾝ (AFP) 1本 即納

麻疹抗体（第3次国際標準品） 97/648 1本 即納

甲状腺刺激ﾎﾙﾓﾝ（TSH) 81/565

1本

ﾋﾄ　ﾌﾟﾛｲﾝｽﾘﾝ 09/296 1本 即納準備中

ｱﾐﾛｲﾄﾞA　ﾌﾟﾛﾃｲﾝ 92/680 1本 即納

1本 即納

ｼｱﾝ化ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ 98/708

ﾋﾄ  C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ 84/510 1本

ﾋﾄ　ｲﾝｽﾘﾝ
83/500
66/304

1本

癌胚抗原(CEA) 73/601 1本 即納

ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG) 07/364 1本 即納



　　　　○　薬事法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて

　　　　　　　指定する体外診断用医薬品

　　　　　　（平成十七年三月二十九日）　　　　　　　　（平成十七年三月二十九日）

　　　　（厚生労働省告示第百二十号）
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医薬品医療機器等法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指
定する体外診断用医療品薬品であって、同表の第三欄に掲げる機関等が供給する較
正用標準　物質は、別表第一の第二欄に掲げる体外診断又は同欄に掲げる基準に適
合するものとして供給される較正用標準物質用医のいずれかの較正用標準物質によっ
て較正が行われている　もの　（専ら動物のために使用されることが目的とされているもの
を除く。　以下「別表第一体外診断用医薬品」という。）

厚
生
労
働
省
告
示

厚生労働省告示で示される体外診断用医薬品と
校正用標準物質の関係

医薬品医療機器等法（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条第一項の規定
に基づき、薬事法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定す
る体外診断用医薬品を次のように定め、平成十七年四月一日から適用する。　薬事法
第十四条第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医
薬品。

別表第二の第二欄に掲げる体外診断用医薬品であって、同表の第三欄に掲げる機関
等が定める標準測定方法に従い較正が行われているもの（専ら動物のために使用される
ことが目的とされているものを除く。以下、「別表第二体外診断用医薬品という）及び、
別表第三に掲げる体外診断用医薬品であって、当該体外診断用医薬品を構成する
体外診断用医薬品が、別表第一体外診断用医薬品、又は、別表、第二体外診断用
医薬品に該当するものであるものとする。
ただし、別表に掲げる体外診断用医薬品であっても、測定原理、検出感度等が既存の
体外診断用医薬品と明らかに異なるものは除く。　　　　（次ページ　別表参照）
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一般的名称
較正用標準物質例
（　ReCCS供給　）

略称

[厚生労働省告示]  平成23年 第82号 （補足:  平成17年第120号に定められた体外診断用医薬品
の較正に用いる、検査医学標準物質機構の較正用標準物質)

ＥＲＭ

 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼキット

 アラニンアミノトランスフェラーゼキット

 乳酸脱水素酵素キット

 血液検査用アルカリ性フォスフォターゼキット

 血液検査用 ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼキット

 血液検査用アミラーゼキット

 血液検査用アミラーゼアイソザイムキット

 リパーゼキット

 血液検査用クレアチニンキット

 クレアチニンキナーゼキット

JＣＣＬＳ　ＣＲＭ－００１

JＣＣＲＭ　５２１ ＧＮ３－６
 血液検査用尿酸キット

 血液検査用尿素窒素キット

 血液検査用グルコースキット

 グリコヘモグロビンA1cキット ＪＣＣＲＭ　４１１ 411

 トリグリセライドキット
ＪＣＣＲＭ　２２３ ＣＨＴ

 コレステロールキット

 HDL-コレステロールキット JCCRM 223, 224 CHT, 224

 LDL-コレステロールキット JCCRM 224 224

厚
生
労
働
省
告
示

 鉄キット JCCRM 322 FE

 血液検査用リン/無機リンキット JCCRM 324 S-IP

 血液検査用マグネシウムキット
JCCRM 321 CA

 血液検査用カルシウムキット

 ナトリウムキット

JCCRM 321
JCCRM 111

CA
IP3-3

 カリウムキット

 クロールキット



（前ページより）
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一般的名称
較正用標準物質例

（2濃度以上）
略称

 血液検査用コリンエステラーぜキット

IP3-3JCCRM 111 血液・尿検査用ナトリウム

JＣＣＬＳ　ＣＲＭ‐００２

 血液・尿検査用クレアチニンキット

 血液・尿検査用尿酸キット

ChE

 血液・尿検査用カルシウムキット ＪＣＣＲＭ　３２１ CA

 血液・尿検査用グルコースキット

JＣＣＲＭ　５２１ GN3-6

 血液・尿検査用尿素窒素キット

ＪＣＣＲＭ　３２１ CA

 血液・尿検査用リン/無機リンキット ＪＣＣＲＭ　３２４ S-IP

 血液・尿検査用マグネシウムキット

U-GLU

IF3-30JCCRM 121　　　　　　　　　　　　　　　　　カリウム    　　　キット

ICM-20
JCCRM 122　　　　　　　　　　クロール

IC3-30

 尿検査用カルシウムキット ＪＣＣＲＭ　Ｕ２ U-CA

　　　　　　クロール

ＪＣＣＲＭ　Ｕ３

ＪＣＣＲＭ　Ｕ１

U-MG

U-NAKCL

 尿検査用尿素窒素キット ＪＣＣＲＭ　Ｕ７ U-UN

 尿検査用マグネシウムキット

 尿検査用クレアチニンキット ＪＣＣＲＭ　Ｕ５ U-CRE

 尿検査用尿酸キット ＪＣＣＲＭ　Ｕ６ U-UA

 尿検査用グルコースキット ＪＣＣＲＭ　Ｕ８

注） 対象となる標準物質のうち、当機構で現在販売中の標準物質のみ掲載しています。

厚
生
労
働
省
告
示

一般社団法人　検査医学標準物質機構　（ReCCS)

2017/4月

 尿検査用リン/無機リンキット ＪＣＣＲＭ　Ｕ４ U-IP

 尿検査用ナトリウム

　　　　　　　　　　　　　　　カリウム　　　　　  キット



　

検査医学標準物質機構（ReCCS)が取得している認証

・ ISO１５１９５

・ ISO/IEC　１７０２５

校正機関の能力に関する一般要求事項

・ ISO　Guide３４

標準物質生産者の能力に関する一般要求事項

標準物質を製造・供給する施設が満たすベき必須要件

・ ASNITE校正事業者及び標準物質生産者　認定

・ JCTLM（国際ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ合同委員会）認証標準物質登録

・ JCTLMレファレンスラボラトリー　登録

ISO15195及びISO/IEC17025の両者の認証取得が必須

・ 厚生労働省体外診断用医薬品申請の標準品　供給

・ 厚生労働省体外診断用医薬品校正用標準品　供給

お問合わせ  ( reccs で検索　!!　）

・ ホームページから http://www.reccs.or.jp

・ お電話から 《標準物質について》 TEL：044-819-6206

《ご注文について》 TEL：044-819-6689

《標準物質認証・供給機関》

‐30－

臨床検査分野の基準測定検査室に関する国際規格

一般社団法人　検査医学標準物質機構
（Laboratory of ReCCS )

〒213-0012　神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1
かながわサイエンスパークR&D棟　A205・A212

一般社団法人　検査医学標準物質機構は、長年に亘り標準
物質の調製と測定に関する研究を積み重ね、国内はもとより海
外からもゆるぎない信頼を得ています。下記の多くの認証を取得
している高い技術力は、当機構の標準物質認証・供給機関とし
ての信頼性を裏付けています。

http://www.reccs.or.jp/

