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マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー（ＭＡＣ）核酸同定検査 421 微生物 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー（ＭＡＣ）核酸検出 160142150

マイコプラズマ抗体価 32 免疫 マイコプラズマ抗体半定量 160193910

マイコプラズマ核酸検出 300 微生物 マイコプラズマ核酸検出 160189650

マグネシウム（Ｍｇ） 11 生化Ⅰ マグネシウム 160022210

麻疹ウイルス（ＩｇＧ、ＩｇＭ） 223 免疫 グロブリンクラス別ウイルス抗体価（麻疹ウイルス） 160157210

麻疹ウイルス＜ＨＩ・ＮＴ＞ 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（麻疹ウイルス） 160043310

末血ＡｌＰ染色（ＮＡＰスコア） 加算点 27 血液 特殊染色を併加算（特殊染色ごとに） 　

マトリックスメタロプロティナーゼ（ＭＭＰ−３） 116 免疫 マトリックスメタロプロテイナーゼ−３（ＭＭＰ−３） 160173150

マルク（骨髄像） 854 血液 骨髄像 160010410

マルク（特殊染色） 加算点 40 血液 特殊染色を併加算（特殊染色ごとに） 　

マルチアレルゲン（特異的ＩｇＥ） 110 免疫 特異的ＩｇＥ半定量・定量 160056110

マンガン（Ｍｎ） 27 生化Ⅰ マンガン（Ｍｎ） 160173910

マンデル酸〔尿〕 — — 未収載 　

ミ
ミエリン塩基性蛋白（ＭＢＰ） 601 尿・糞便 ミエリン塩基性蛋白（ＭＢＰ）（髄液） 160177910

ミオグロビン 150 生化Ⅰ ミオグロビン定量 160192610

ミトコンドリアＡＳＴ（ｍ−ＧＯＴ） 49 生化Ⅰ ＡＳＴアイソザイム 160026510

（抗）ミトコンドリア抗体（ＡＭＡ） 206 免疫 抗ミトコンドリア抗体定量 160197510

（抗）ミトコンドリアＭ 2 抗体 206 免疫 抗ミトコンドリア抗体定量 160197510

ミノアレビアチン（トリメタジオン） 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

ム
無機リン（ＩＰ） 17 生化Ⅰ 無機リン及びリン酸 160021810

ムンプスウイルス（ＩｇＧ・ＩｇＭ） 223 免疫 グロブリンクラス別ウイルス抗体価（ムンプスウイルス） 160157310

ムンプスウィルス＜ＣＦ・ＨＩ・ＮＴ＞ 79 免疫 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（ムンプスウイルス） 160042410

メ
メキシレチン 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

メタネフリン（総）〔尿〕 233 生化Ⅱ メタネフリン 160035010

メタネフリン２分画〔尿〕 233 生化Ⅱ メタネフリン・ノルメタネフリン分画（尿） 160137250

メチルマロン酸〔尿〕 — ― 未収載 　

メチル馬尿酸〔尿〕 — ― 未収載 　

メトトレキサート（メソトレキセート） 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

免疫グロブリンＩｇＡ 38 免疫 免疫グロブリン（ＩｇＡ） 160055010

免疫グロブリンＩｇＧ 38 免疫 免疫グロブリン（ＩｇＧ） 160055210

免疫グロブリンＩｇＭ 38 免疫 免疫グロブリン（ＩｇＭ） 160055310

免疫グロブリンＩｇＤ 38 免疫 免疫グロブリン（ＩｇＤ） 160055110

免疫電気泳動（ＩＥＰ） 240 免疫 免疫電気泳動法（同一検体に対して一連につき） 160056410

免疫電気泳動法〔尿〕 213 免疫 Ｂｅｎｃｅ　Ｊｏｎｅｓ蛋白同定（尿） 160004910

免疫複合体Ｃ１ｑ抗体（Ｃ 1 ｑ免疫結合複合体） 165 免疫 Ｃ１ｑ結合免疫複合体 160119210

モ
網赤血球数（ＲＥＴ） 12 血液 網赤血球数 160007910

モノクローナルＲＦ結合免疫複合体（mRF・免疫複合体） 194 免疫 モノクローナルＲＦ結合免疫複合体 160143750

ヤ
薬剤感受性検査 1 菌種 170 微生物 細菌薬剤感受性検査（１菌種） 160146210

薬剤感受性検査 2 菌種 220 微生物 細菌薬剤感受性検査（２菌種） 160146310

薬剤感受性検査 3 菌種 280 微生物 細菌薬剤感受性検査（３菌種以上） 160146410

ユ
遊離トリヨードサイロニン（ＦＴ３） 136 生化Ⅱ 遊離トリヨードサイロニン（ＦＴ３） 160033210

遊離サイロキシン（ＦＴ４） 136 生化Ⅱ 遊離サイロキシン（ＦＴ４） 160033310

遊離バルプロ酸 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

遊離コレステロ−ル（Ｆ - Ｃｈｏ） 11 生化Ⅰ 遊離コレステロール 160021010

遊離脂肪酸（ＮＥＦＡ） 16 生化Ⅰ 遊離脂肪酸 160023110

遊離フェニトイン 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

ヨ
葉酸 165 生化Ⅰ 葉酸 160115310

ラ
卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ） 119 生化Ⅱ 卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ） 160032910
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リウマトイド因子（ＲＦ定量） 30 免疫 リウマトイド因子（ＲＦ）定量 160195610

リゾチ−ム — — 未収載 　

リドカイン（キシロカイン） 特 ― 特定薬剤治療管理料 113000410

リパーゼ 24 生化Ⅰ リパーゼ 160024010

リボフラビン（ビタミンＢ２） 268 生化Ⅰ ビタミンＢ２ 160030010

リポ蛋白（ａ）（ＬＰ（ａ）） 107 生化Ⅰ リポ蛋白（ａ） 160153450

リポ蛋白リパーゼ　（ＬＰＬ） 223 生化Ⅰ リポ蛋白リパーゼ（ＬＰＬ） 160157150

リポ蛋白分画 49 生化Ⅰ リポ蛋白分画 160026910

リポ蛋白分画定量 80 生化Ⅰ リポ蛋白分画（ＰＡＧディスク電気泳動法） 160114610

硫酸亜鉛試験（クンケル反応）　（ＺＴＴ） 11 生化Ⅰ 硫酸亜鉛試験（ＺＴＴ） 160017850

淋菌核酸検出（淋菌核酸同定ＰＣＲ） 204 微生物 淋菌核酸検出 160164150

淋菌クラミジア同時核酸検出　 291 微生物 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 160177650

リンパ球刺激試験ー薬剤（ＤＬＳＴ） — — 未収載 　

リンパ球表面マーカー 204 免疫 Ｔ細胞サブセット検査（一連につき） 160057210

リンパ球幼若化ＣｏｎＡ 350 免疫 リンパ球刺激試験（ＬＳＴ）（一連につき） 160057110

リンパ球幼若化ＰＨＡ 350 免疫 リンパ球刺激試験（ＬＳＴ）（一連につき） 160057110

リン脂質（ＰＬ） 15 生化Ⅰ リン脂質 160023210

（無機）リン（ＩＰ） 17 生化Ⅰ 無機リン及びリン酸 160021810

ル
ループスアンチコアグラント 281 免疫 ループスアンチコアグラント定量 160197610

レ
レオウイルス＜ＣＦ＞ — — 未収載 　

（尿中）レジオネラ抗原 233 免疫 レジオネラ抗原定性（尿） 160174950

レチノール — — 未収載 　

レチノール結合蛋白（ＲＢＰ） 140 免疫 レチノール結合蛋白（ＲＢＰ） 160118910

レニン活性（ＰＲＡ） 105 生化Ⅱ レニン活性 160032210

レニン定量（ＡＲＣ） 113 生化Ⅱ レニン定量 160115810

レムナント様リポ蛋白コレステロール（ＲＬＰ -Ch） 194 生化Ⅰ レムナント様リポ蛋白コレステロール（ＲＬＰ−Ｃ） 160153550

レシチン・コレステロールアシルトランスフェラーゼ 70 生化Ⅰ レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ（Ｌ−ＣＡＴ） 160027410

ロ
ロイシンアミノペプチダーゼ（ＬＡＰ） 11 生化Ⅰ ロイシンアミノペプチダーゼ（ＬＡＰ） 160020510

ロタウイルス＜ＣＦ＞ — — 未収載 　

ロタウイルス抗原〔便〕 65 免疫 ロタウイルス抗原定性（糞便） 160112910
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