
 
 【B 特掲診療料】 医学管理等 
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医学管理等 

 

 新たな薬剤の保険収載等に伴い、対象薬剤を拡大する。 
 
 ①エベロリムス製剤  
 ②ミコフェノール酸モフェチル製剤 

サーティカン®錠0.25mg、0.5mg、0.75mg 
    ・心移植における拒絶反応の抑制に対して新規の作用機序を有する 
     免疫抑制剤 
アフィニトール®錠5mg 
    ・根治切除不能又は転移性の腎細胞がん 

エベロリムス製剤 

ミコフェノール酸モフェチル製剤 

セルセプト®カプセル250 
     ・臓器移植後の拒絶反応の予防 
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医学管理等 

 

区分番号 項目名 現行 改定後 

B001・7  難病外来指導管理料 250 270 

 
B001・12 

心臓ペースメーカー指導管理料 
  イ 遠隔モニタリングによる場合 
  ロ イ以外の場合 

 
460 
320 

 
550 
360 

 
B001・14 
 
 
 
 

高度難聴指導管理料 
  イ K328に掲げる人工内耳埋込術を  
        行った日から起算して3月以内の期間 
        に行った場合 
  ロ イ以外の場合 

 
480 

 
 

400 

 
500 

 
 

420 
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医学管理等 

 

現行 改定案 

【小児悪性腫瘍患者指導管理料】   500点 【小児悪性腫瘍患者指導管理料】   550点 

注1 小児科を標榜する保険医療機関におい
て、悪性腫瘍を主病とする15歳未満の患者
であって入院中の患者以外のものに対して、
計画的治療管理を行った場合に、月1回に限
り算定する。ただし、区分番号Ｂ000に掲げる
特定疾患療養管理料又は区分番号Ｂ001の
5に掲げる小児科療養指導料を算定している
患者については算定しない。 

注1 別に厚生労働大臣が定める基準を満た
す小児科を標榜する保険医療機関において、
悪性腫瘍を主病とする15歳未満の患者で
あって入院中の患者以外のものに対して、計
画的治療管理を行った場合に、月1回に限り
算定する。ただし、区分番号Ｂ000に掲げる
特定疾患療養管理料又は区分番号Ｂ001の
5に掲げる小児科療養指導料を算定している
患者については算定しない。 
 

届出 
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医学管理等 

 

現行 改定案 

【がん性疼痛緩和指導管理料】 
                       100点 

【がん性疼痛緩和指導管理料】 
 

 １ がん性疼痛緩和指導管理料１ 
                    200点(新) 
 

 ２ がん性疼痛緩和指導管理料２ 
                    100点(改) 
 

＜算定要件＞ 
１ がん性疼痛緩和指導管理料１ 
  緩和ケアの経験を有する医師が直接当該
指導管理を行った場合に算定する。 

【施設基準】 
 

当該医療機関内に、緩和ケアの経験を有す
る医師が配置されていること。 

※B001・24 外来緩和ケア管理料との併算定不可 
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医学管理等 

 

新設 

 ○15 歳未満の小児患者に対し、当該指導管理を行った場合に算定する。 

＜算定要件＞ 

 B001･22（注2）がん性疼痛緩和指導管理料 小児加算 50点 
 

   

※B001・24 外来緩和ケア管理料との併算定不可 
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医学管理等 

 

現行 改定案 

【がん患者カウンセリング料】      500点 【がん患者カウンセリング料】      500点 

＜算定要件＞ 
 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、がんと診断された
患者であって継続して治療を行うものに対し
て、当該患者の同意を得て、当該保険医療
機関の保険医が看護師と共同して、診療方
針等について十分に話し合い、その内容を文
書等により提供した場合に、患者１人につき
１回に限り算定する。 
 

＜算定要件＞ 
 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、がんと診断された
患者であって継続して治療を行うものに対し
て、当該患者の同意を得て、当該保険医療
機関の保険医が看護師と共同して、診療方
針等について十分に話し合い、その内容を文
書等により提供した場合に、患者１人につき
１回（当該患者についてがん治療連携計画策
定料を算定した保険医療機関及びがん治療
連携指導料を算定した保険医療機関が、そ
れぞれ当該カウンセリングを実施した場合に
は、それぞれの保険医療機関において、患者
１人につき１回)に限り算定する。 
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様式（特掲診療料） 
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医学管理等 

 

B001･24 外来緩和ケア管理料             300点 

新設 

  ○ がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者に対して、 
    緩和ケアチームが外来で緩和ケアに関して必要な診療を行った場合に算定 
    する。 

＜算定要件＞ 

届出 

  （注2）  小児加算             150点 
新設 

 ○15 歳未満の小児患者に対し、当該指導管理を行った場合に算定する。 

＜算定要件＞ 
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医学管理等 

 

   ① 当該保険医療機関内に以下の４名から構成される専従の緩和ケアチー 
    ムが設置されている。ただし、緩和ケア診療加算における緩和ケアチーム 
    と兼任であっても差し支えない。 
 

     ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師 
     イ 精神症状の緩和を担当する常勤医師 
     ウ 緩和ケアの経験を有する常勤看護師 
     エ 緩和ケアの経験を有する薬剤師 
 

   ② ①にかかわらず、①のア又はイのうちいずれかの医師及びエの薬剤師に 
     ついては、緩和ケアチームに係る業務に関し専任であって差し支えないも 
     のとする。 

【施設基準】 
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様式（特掲診療料） 
 



334 

医学管理等 
 

 

  B001･25 移植後患者指導管理料 
 

    １ 臓器移植後の場合       300点（月１回） 
 

    ２ 造血幹細胞移植後の場合   300点（月１回） 

新設 

＜算定要件＞ 
○ 入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看  
   護師、薬剤師が共同して計画的な医学管理を継続して行った場合算定。  
○ B000 特定疾患療養管理料との併算定不可 
 
[対象患者] 
 

  １ 臓器移植後の場合 
        臓器移植後の患者 
 

  ２ 造血幹細胞移植後の場合 
      造血幹細胞移植後の患者 

届出 
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医学管理等 

 

  ○ 当該保険医療機関内に、専任の①～③により構成される臓器・造血幹 
    細胞移植に係るチームが設置されていること。 
 

    １ 臓器移植後の場合 
 

      ① 臓器移植に係る十分な経験を有する常勤医師 
      ② 臓器移植に係る所定の研修を修了した常勤看護師 
      ③ 臓器移植に係る十分な経験を有する常勤薬剤師 
 

    ２ 造血幹細胞移植後の場合 
 

      ① 造血幹細胞移植に係る十分な経験を有する常勤医師 
      ② 造血幹細胞移植に係る所定の研修を修了した常勤看護師 
      ③ 造血幹細胞移植に係る十分な経験を有する常勤薬剤師 
 

     （研修については、日本造血細胞移植学会等の実施する臓器・ 
      造血幹細胞移植に係る研修の修了者を想定） 

【施設基準】 
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様式（特掲診療料） 
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医学管理等 

B001・26 植込型輸液ポンプ持続注入指導管理料 （月1回）     
                                     810点 
 

   注２  植込術を行った日から起算し３月以内の期間に行った場合 
        には、導入期加算として、所定点数に140点を加算する。 

新設 

○入院中の患者以外の患者について、診察とともに投与量の確認や調節など、療  
  養上必要な指導を行った場合に、１月に１回に限り算定する。 
  この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。 

＜算定要件＞ 
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医学管理等 

 

新設 

  B001・27 糖尿病透析予防指導管理料（月１回）  350点 

 

 ○ ヘモグロビンA1c（HbA1c）が6.1％（JDS 値）以上、6.5％（国際標準値） 
   以上又は内服薬やインスリン製剤を使用 している外来糖尿病患者であっ 
   て、糖尿病性腎症第２期以上の患者（透析療法を行っている者を除く）に対 
   し、透析予防診療チームが透析予防に係る指導管理を行った場合に算定 
   する。 
  ○ B000 特定疾患療養管理料、B001･9 外来栄養食事指導料、 
  B001･11 集団栄養食事指導料と併算定不可 
 

＜算定要件＞ 

届出 



医学管理等 

 

 
 ○ 以下から構成される透析予防診療チームが設置されていること。 
 

   ア 糖尿病指導の経験を5年以上有する専任の医師 
      イ 糖尿病指導の経験を2年以上有する専任の看護師又は保健師 
   次のいずれかに該当すること 
        ①従事した経験を２年以上有し、かつ、この間に通算1,000時間以上 
         糖尿病患者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了した 
           看護師 
        ②糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を５年以上 
     有する看護師 
    ウ 糖尿病指導の経験を5年以上有する専任の管理栄養士 
   ア～ウのうちの規定する者のうち、1名以上は常勤であること 
 

 ○ 糖尿病教室等を実施していること。 
 

 ○ 一年間に当該指導管理料を算定した患者の人数、状態の変化等に 
     ついて報告を行うこと。 
 

【施設基準】 
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医学管理等 

 

○ 専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師（又は保健師）及び 
  管理栄養士（以下、「透析予防診療チーム」という。）が、日本糖尿病学会  
  の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及びタンパ 
  ク制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要 
  に応じて個別に実施した場合算定。 
 

○ 当該指導管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、透析予防診療  
  チームは、糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価を行い、その結果に 
  基づいて、指導計画を作成すること。 
 

○  看護師又は保健師及び管理栄養士に対して指示を行った医師は、診療 
   録に指示事項を記載すること。 
 

○ 透析予防診療チームは、糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価結果、 
  指導計画及び実施した指導内容を診療録、療養指導記録又は栄養指導 
  記録に記載すること。 
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様式（特掲診療料） 
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医学管理等 

現行 改定案 

【地域連携小児夜間・休日診療料】 
 

 １ 地域連携小児夜間・休日診療料１ 
                       400点 
 

 ２ 地域連携小児夜間・休日診療料２ 
                       550点 
 

【地域連携小児夜間・休日診療料】 
 

 １ 地域連携小児夜間・休日診療料１ 
                    450点(改) 
 

 ２ 地域連携小児夜間・休日診療料２ 
                    600点(改) 
 

現行 改定案 

【地域連携夜間・休日診療料】 
                       100点 

【地域連携夜間・休日診療料】 
                    200点(改) 
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様式（特掲診療料） 



344 

医学管理等 

新設 

B001-2-5 院内トリアージ実施料           100点 

  ○ 夜間であって、別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、 
    入院中の患者以外の患者（救急用の自動車により緊急に搬送された者を 
    除く）であって、A000 初診料を算定する患者に対し、当該患者の来院後 
    速やかに院内トリアージが実施された場合に算定。 
  ○ B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料と併算定不可 

＜算定要件＞ 

  ○ 院内トリアージの実施基準を定め、定期的にアイウの見直しを行っている。 
 

  ○ 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やす 
    いところへの掲示等により周知を行っている。 
 

  ○ 専任の医師または救急医療に関する3 年以上の経験を有する専任の看護 
    師が配置されている。 

【施設基準】 

届出 

ア.トリアージ目標開始時  
  間及び再評価時間 
イ.トリアージ分類 
ウ.トリアージの流れ 
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様式（特掲診療料） 



346 

医学管理等 

新設 

B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料   
                            200点 （初診時） 

  ○ 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間（土曜日に限る）、休 
    日又は深夜において、救急用の自動車等により、緊急に搬送された患者に 
       対して必要な医学管理を行った場合に、A000に掲げる初診料を算定する 
       初診の日に限り算定する。 
  ○ B001-2-5 院内トリアージ実施料との併算定不可 

＜算定要件＞ 

○第二次救急医療機関、又は都道府県知事の指定する精神科救急医療施設。   
  ア．地域医療支援病院（医療法第４条第１項に規定する地域医療支援病院） 
  イ．救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）に基づき認定された救急病院   
    又は救急診療所 
  ウ． 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪 
    番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院 
○ 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保している医療機関 

【施設基準】 

届出 
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様式（医科点数表） 



348 

医学管理等 

 

現行 改定案 

【リンパ浮腫指導管理料】        100点 【リンパ浮腫指導管理料】        100点 

＜算定要件＞ 
 

 当該点数を算定した患者であって当該保険
医療機関を退院したものに対して、当該保険
医療機関において、退院した日の属する月又
はその翌月に注１に規定する指導を再度実
施した場合に、１回に限り算定する。  

＜算定要件＞ 
 

 当該点数を算定した患者であって当該保険
医療機関を退院したものに対して、当該保険
医療機関又は当該患者の退院後において
B005-6 注1 地域連携診療計画に基づい
た治療を担う他の保険医療機関（当該患者
についてB005-6-2 がん治療連携指導料
を算定した場合に限る）において、退院した日
の属する月又はその翌月に指導を再度実施
した場合に、当該指導を実施した医療機関に
おいて１回に限り算定する。  
 



現行 改定案 

【退院時共同指導料２】         300点 【退院時共同指導料２】         300点 

＜算定要件＞ 
 

 医師又は看護師等が入院中の患者に対し
て、退院後の在宅での療養上必要な説明及
び指導を、地域において当該患者の退院後
の在宅療養を担う保険医療機関の医師又は
看護師等と共同して行った場合に算定する。 

＜算定要件＞ 
 

 医師又は看護師等が入院中の患者に対し
て、退院後の在宅での療養上必要な説明及
び指導を、地域において当該患者の退院後
の在宅療養を担う保険医療機関の医師、若
しくは当該保険医の指示を受けた看護師、又 
は訪問看護ステーションの看護師（准看護士
を除く）と共同して行った場合に算定する。 
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医学管理等 

 



350 

医学管理等 

 

現行 改定後 

【注の追加】 
                        
 
                      
 

注4 注1の規定にかかわらず、A238退院時 
 調整加算を算定する患者にあっては、当該 
 保険医療機関において、患名、当該保険医 
 療機関の退院基準、退院後に必要とされる 
 診療等在宅での療養に必要な事項を記載 
 した退院支援計画を策定し、当該患者に説 
 明し、文書により提供するとともに、これを 
 当該患者の退院後の治療等を担う別の保 
 険医療機関と共有した場合に限り算定する。 



      ①医科診療所等 
医師又は指示を受けた看護師等 
退院時共同指導料1 
入院中1回（条件により2回） 
●在宅療養支援診療所   1000点 
●その他                    600点 
★特別管理指導加算     ＋200点  

      ②歯科診療所 
歯科医師又は指示を受けた 
歯科衛生士 

      ③保険薬局 
薬剤師 

      ④訪問看護ステーション 
看護師等（准看護師除く） 

      ⑤居宅介護支援事業所 
介護支援専門員 

 
入院医療機関の「医師又は看護師等」と①の「医師
又は指示を受けた看護師等」と共同で、入院患者
に対し、退院後の在宅での療養上必要な指導を行
い、文書により情報提供 
この時点で退院時共同指導料1、2を各々算定 
 
退院時共同指導料2  
入院中1回（条件により2回） 
  医師・看護師等               300点 
 
＜加算＞ 
★医師共同指導加算            ＋300点 
※入院医療機関の医師と①の医師が共同で指導 
  を行った場合に加算 

 

入院医療機関 

対
３
者
以
上
共
同
指
導
加
算
の
要
件 

退院後、在宅医療に移行 

在宅医療を提供 

入院医療機関の医師が①～⑤のうち3者以上
共同で指導を行った場合、入院医療機関は対3
者以上共同指導加算を算定できる。なお、②～
⑤は歯科点数、訪問看護療養費等の退院時共
同指導料に相当する項目を算定する。 

退院後の在宅医療を担う医療機関等 

★対3者以上共同指導加算      ＋2000点 
※入院医療機関の医師が①～⑤のうち、いずれ 
  かを3者以上と共同して行った場合に算定 
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医学管理等 

 



352 

医学管理等 

 

 
 

注2 特別管理指導加算                     200点 
 

 

新設 

厚生労働大臣の定める特別な管理を必要とする者であった場合、１人の患者に対
して入院中１回に限り算定できる。 
ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の患者については当該入院中に２回に限
り算定できる。 
 

＜算定要件＞ 



   

353 

医学管理等・在宅医療 
 

[特別な管理が必要な者] 
 
 一 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けて 
   いる状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している 
   状態にある者 
 

 二 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導 
   管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、 
   在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法 
   指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理 
   を受けている状態にある者 
 

 三 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 
 

 四 真皮を越える褥瘡の状態にある者 
 

 五 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 
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医学管理等 

現行 改定案 

【ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)】 
                       500点 
 
【ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)】 
                       350点 
 

【ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)】 
                    800点(改) 
 
【ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)】 
                    500点(改) 
 

●自院にて診療していた妊産婦の状態に異常が認められた場合において、医師 
   が付き添い他院へ搬送し搬送先の医師と共同で指導を行った場合においても 
   算定可能 
●C004の救急搬送診療料とも併せて算定可能 

※「Ⅰ」…紹介元医療機関にて算定 
 「Ⅱ」…紹介先医療機関にて算定 



現行 改定案 

[対象者] 
 

① 妊婦であって次に掲げる状態にあるもの 
 

  妊娠22週から32週未満の早産、妊娠高 
  血圧症候群重症、前置胎盤、妊娠30週未満 
  の切迫早産、心疾患、糖尿病、甲状腺疾患、 
  腎疾患、膠原病、特発性血小板減少性紫斑 
  病、白血病、血友病、出血傾向、ＨＩＶ陽性、 
  Ｒｈ不適合 

 
 

② 妊産婦であって次に掲げる状態にある 
  もの 
 

  妊娠22週から32週未満の早産、40歳 
  以上の初産婦、分娩前のＢＭＩが35以上の初 
  産婦、妊娠高血圧症候群重症、常位胎盤早 
  期剥離、前置胎盤、双胎間輸血症候群、心 
  疾患、糖尿病、特発性血小板減少性紫斑病、 
  白血病、血友病、出血傾向、ＨＩＶ陽性 

[対象者] 
 

① 妊婦であって次に掲げる状態にあるもの 
 

  妊娠22週から32週未満の早産、妊娠高 
  血圧症候群重症、前置胎盤、妊娠30週未満 
  の切迫早産、多胎妊娠、子宮内胎児発育遅 
  延、心疾患、糖尿病、甲状腺疾患、腎疾患、 
  膠原病、特発性血小板減少性紫斑病、白血 
  病、血友病、出血傾向、ＨＩＶ陽性、Ｒｈ不適合 
 

 
② 妊産婦であって次に掲げる状態にある 
  もの 
 

  妊娠22週から32週未満の早産、40歳以 
  上の初産婦、分娩前のＢＭＩが35以上の初産 
  婦、妊娠高血圧症候群重症、常位胎盤早期 
  剥離、前置胎盤、双胎間輸血症候群、多胎 
  妊娠、子宮内胎児発育遅延、心疾患、糖尿 
  病、特発性血小板減少性紫斑病、白血病、 
  血友病、出血傾向、ＨＩＶ陽性 
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医学管理等 



356 

様式（特掲診療料） 



357 

医学管理等 

現行 改定案 

【がん治療連携計画策定料】  
                       
750点 

【がん治療連携計画策定料】 
  
 １ がん治療連携計画策定料１  
                 750点 
 
 ２ がん治療連携計画策定料２  
                 300点(新) 

がん治療連携計画策定料２ は、がん治療連携計画策定料１を算定した患者で
あって、状態の変化等により計画の変更が必要となり、連携医療機関から計画策
定病院に紹介され、計画の変更を行った場合（がん治療連携指導料を算定した
場合に限る）、月１回に限り算定する。 

＜算定要件＞ 



医学管理等 

358 H24.3.5 厚労省資料より 



359 

医学管理等 

 

現行 改定案 

＜算定要件＞ 
 

 入院中にがん治療連携計画を策定し、退院
時に別の保険医療機関に当該患者に係る診
療情報を文書により提供した場合。 

＜算定要件＞ 
 

がん治療連携計画策定料１ 
 

 入院中又は退院の日から30日以内にがん
治療連携計画を策定し、別の保険医療機関
に当該患者に係る診療情報を文書により提
供した場合。 
 
がん治療連携計画策定料２ 
 

 がん治療連携計画策定料１を算定した患者
であって、状態の変化等により計画の変更が
必要となり、連携医療機関から計画策定病
院に紹介され、計画の変更を行った場合（が
ん治療連携指導料を算定した場合に限る）、
月１回に限り算定する。 
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様式（特掲診療料） 



361 

様式（特掲診療料） 



362 

医学管理等 

 

新設 

  B005-6-3 がん治療連携管理料 （1人につき1回） 
                         500点 

 

 ○ 別の医療機関の医師に悪性腫瘍と診断された入院中の患者以外の患者、 
   または悪性腫瘍疑いで紹介され、がん診療連携拠点病院の医師に悪性腫 
   瘍と診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線 
   治療を行った場合算定可能 
 

＜算定要件＞ 

届出 



医学管理等 
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医学管理等 

 

現行 改定案 

【認知症専門診断管理料】（１人につき１回） 
  
                       500点 

【認知症専門診断管理料】（１人につき１回） 
 

 １ 認知症専門診断管理料１ 700点(改) 
 

 ２ 認知症専門診断管理料２ 300点(新) 

＜算定要件＞ 
 

 ① 入院中の患者以外のものに対して算定 
   する。 
 

  

＜算定要件＞ 
 

１ 認知症専門診断管理料１ 
 

 ① 以下の者に対して算定する。 
   ・入院中の患者以外のもの 
   ・他の医療機関の療養病棟に入院中の 
    もの 
 



365 

医学管理等 

 

現行 改定案 

＜算定要件＞ 
 

 ② 他の医療機関等から紹介された認知症 
   の疑いのある患者に対し、認知症の鑑 
   別診断を行い、療養方針を決定し、紹介 
   元の医療機関に紹介した場合に算定。 

＜算定要件＞ 
 

 ② 他の医療機関等から紹介された認知症 
   の疑いのある患者に対し、認知症の鑑 
   別診断を行い、療養方針を決定（認知症 
   と診断された場合は認知症療養計画を 
   作成）し、紹介元の医療機関に紹介した 
   場合に算定。 
 

 ③ 認知症療養計画とは、病名、症状の評 
   価（認知機能、生活機能、行動・心理症 
   状等）、家族等の介護負担度の評価、今 
   後の療養方針、緊急時の対応、その他 
   必要な項目が記載されたものである。 
 



366 

医学管理等 

 

現行 改定案 

＜算定要件＞ 
 

  

＜算定要件＞ 
 

２ 認知症専門診断管理料２ 
 

 ① 入院中の患者以外の患者に対して算定 
   する。 
 

 ② 他の医療機関等から紹介された認知症 
   の症状が増悪したもの（入院中の患者以 
   外の患者又は当該他の保険医療機関の 
   療養病棟に入院している患者に限る）に 
   対して、診療を行った上で今後の療養計 
   画等を患者に説明し、文書により提供す 
   るとともに、当該他の保険医療機関に当 
   該患者に係る診療情報を文書により提 
   供した場合に、３月に１回に限り所定点 
   数を算定する。 
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様式（特掲診療料） 



368 

様式（医科点数表） 



369 

医学管理等 

 

新設 

B005-7-2 認知症療養指導料  350点（月１回、6月迄） 

 

 ○ B005-7に掲げる認知症専門診断管理料1を算定した患者であって、入院 
   中の患者以外の患者、又は療養病棟に入院している患者に対して、認知症    
   療養計画に基づいた治療を行うとともに、患者の同意を得た上で、当該他 
   の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、 
   当該治療を行った日の属する月を含め6月に1回に限り算定する。 
 ○ 上記規定に基づく他の保険医療機関へのB009 診療情報提供料（Ⅰ）の 
   費用は所定点数に含まれる。 
 ○ B000 特定疾患療養管理料との併算定不可 

＜算定要件＞ 



医学管理等 
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371 

医学管理等 

現行 改定案 

【退院前訪問指導料】          410点 【退院前訪問指導料】        555点(改) 

＜算定要件＞ 
 

入院期間が１月を超えると見込まれる患者の
退院に先立って患家を訪問し，当該患者又は
その家族等に対して，退院後の療養上の指
導を行った場合に算定する。 

＜算定要件＞ 
 

入院期間が１月を超えると見込まれる患
者の円滑な退院のため、患家を訪問し、
当該患者又はその家族等に対して、退院
後の在宅での療養上の指導を行った場合
に、当該入院中１回（入院後早期に退院
前訪問指導の必要があると認められる場
合は、２回）に限り算定する。 
 
退院当日の訪問指導についても算定可能と
する。 
 



 
 【C 特掲診療料】 在宅医療 
   
 
 

  
 
 

372 
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在宅医療 

 

 
  
   ① 従前の在支診・在支病の要件に以下を追加する。 
 

      イ 所属する常勤医師３名以上 
      ロ 過去１年間の緊急の往診実績５件以上 
      ハ 過去１年間の看取り実績２件以上 
 

   ② 複数の医療機関が連携して①の要件を満たすことも可とするが、連携 
     する場合は、以下の要件を満たすこと。 
 

      イ 患者からの緊急時の連絡先の一元化を行う 
      ロ 患者の診療情報の共有を図るため、連携医療機関間で月１回以上 
        の定期的なカンファレンスを実施 
      ハ 連携する医療機関数は10 未満 
      ニ 病院が連携に入る場合は200 床未満の病院に限る 
 

  (1)24 時間対応を充実させる観点から、緊急時・夜間の往診料の引き上 
     げを行う。 

機能を強化した在支診・在支病の施設基準 



在宅医療 
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375 

在宅医療 

現行 改定案 

【往診料】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【往診料】 
 

機能を強化した在支診・在支病 
 

 ○病床を有する場合 
 

  緊急加算            850点(新) 
 

  夜間加算           1,700点(新) 
 

  深夜加算           2,700点(新) 
 

 ○病床を有しない場合 
 

  緊急加算            750点(新) 
 

  夜間加算          1,500点(新) 
 

  深夜加算           2,500点(新) 
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在宅医療 

現行 改定案 

【往診料】 
 

在支診・在支病 
 

 緊急加算               650点 
 

 夜間加算              1,300点 
 

 深夜加算              2,300点 
 

在支診・在支病以外 
 

 緊急加算               325点 
 

 夜間加算               650点 
 

 深夜加算              1,300点 

【往診料】 
 

在支診・在支病 
 

 緊急加算               650点 
 

 夜間加算              1,300点 
 

 深夜加算              2,300点 
 

在支診・在支病以外 
 

 緊急加算               325点 
 

 夜間加算               650点 
 

 深夜加算              1,300点 
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在宅医療 

現行 改定案 

【在宅患者訪問診療料】 
 

１ 同一建物以外 830点 
 
 

２ 同一建物 200点 

【在宅患者訪問診療料】 
 

１ 同一建物以外          830点 
 

２ 同一建物（特定施設）     400点(新) 
 

３ 同一建物（２以外）       200点 

［算定要件］ 
 

２ 同一建物（特定施設） 
 

  介護保険法第８条第11項に規定する特 
 定施設、同条第20項に規定する地域密着 
 型特定施設又は特別養護老人ホームにお 
 いて療養を行っている患者について算定す 
 る。 

○Ｃ１０８－２在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する場合に限り、１人の 
  患者に対して２つの保険医療機関の保険医が、１日につきそれぞれ１回に限り 
  算定可能。 
○Ａ０００初診料を算定した初診の日には算定不可。 

＜算定要件＞ 



在宅医療 
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379 

在宅医療 

現行 改定案 

【在宅患者訪問診療料  
      乳幼児加算・幼児加算】 （注3） 
                       200点 

【在宅患者訪問診療料 
       乳幼児加算・幼児加算】 （注4） 
                    400点(改) 

●在宅医療への移行を円滑なものとするため、在宅患者緊急入院診療加算を小 
  児入院医療管理料算定病床でも算定可能とする。 

H24.3.5 厚労省資料より 



現行 改定案 

【在宅ターミナルケア加算】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ■在支診・在支病         10,000点 
 
 
 
 ■在支診・在支病以外       2,000点 

【在宅ターミナルケア加算】 
 

 ■機能を強化した在支診・在支病 
 

  ○病床を有する場合 
 

   ターミナルケア加算    6,000点(新) 
 

   看取り加算         3,000点(新) 
 

  ○病床を有しない場合 
 

   ターミナルケア加算    5,000点(新) 
 

   看取り加算         3,000点(新) 
 

 ■在支診・在支病 
 

   ターミナルケア加算    4,000点(新) 
 

   看取り加算         3,000点(新) 
 

 ■在支診・在支病以外 
 

   ターミナルケア加算    3,000点(新) 
 

   看取り加算         3,000点(新) 
380 

在宅医療 



現行 改定案 

＜算定要件＞ 
 

■在支診・在支病 
 

 
 

  死亡日前14日以内に２回以上の往診又 
 は訪問診療を実施し、かつ、死亡前24時間 
 以内に往診又は訪問診療を行い当該患者 
 を看取った場合（往診又は訪問診療を行っ 
 た後、24時間以内に在宅以外で死亡した 
 場合を含む。） 

＜算定要件＞ 
 

■在支診・在支病（機能強化型を含む） 
 

 ○ターミナルケア加算 
 

    死亡日及び死亡日前14日以内の計15 
   日間に２回以上往診または訪問診療を 
   実施した場合 
 

 ○看取り加算 
 

    事前に患者の家族等に対して充分な説 
  明等を行い、患家で看取りを行った場合 
 

381 

在宅医療 
 

 



現行 改定案 

＜算定要件＞ 
 

■在支診・在支病以外 
 

 在宅で死亡した患者（往診又は訪問診療 
 を行った後、24時間以内に在宅以外で死 
 亡した患者を含む。）に対して死亡日前14 
 日以内に２回以上の往診又は訪問診療を 
 実施した場合 

＜算定要件＞ 
 

■在支診・在支病以外 
 

  ○ターミナルケア加算 
 

    死亡日及び死亡日前14日以内の計15 
   日間に２回以上往診または訪問診療を 
   実施した場合 
 

 ○看取り加算 
 

    事前に患者の家族等に対して充分な説 
  明等を行い、患家で看取りを行った場合 
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在宅医療 



383 

在宅医療 

現行 改定案 

【在宅時医学総合管理料】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■在支診・在支病 
 

  イ 処方せんを交付する場合 
                      4,200点 
 

  ロ 処方せんを交付しない場合  
                    4,500点 

【在宅時医学総合管理料】 
 

■機能を強化した在支診・在支病 
 

 ○病床を有する場合 
 

  イ 処方せんを交付する場合   5,000点(新) 
 

  ロ 処方せんを交付しない場合  5,300点(新) 
 

 ○病床を有しない場合 
 

  イ 処方せんを交付する場合    4,600点(新) 
 

  ロ 処方せんを交付しない場合  4,900点(新) 
 

■在支診・在支病 
 

  イ 処方せんを交付する場合    4,200点 
 

  ロ 処方せんを交付しない場合  4,500点 
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在宅医療 

現行 改定案 

【特定施設入居時等医学総合管理料】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■在支診・在支病 
 

 イ 処方せんを交付する場合   3,000点 
 

 ロ 処方せんを交付しない場合  3,300点 

【特定施設入居時等医学総合管理料】 
 

■機能を強化した在支診・在支病 
 

 ○病床を有する場合 
 

  イ 処方せんを交付する場合  3,600点(新) 
 

  ロ 処方せんを交付しない場合 3,900点(新) 
 

 ○病床を有しない場合 
 

  イ 処方せんを交付する場合  3,300点(新) 
 

  ロ 処方せんを交付しない場合 3,600点(新) 
 

■在支診・在支病 
 

  イ 処方せんを交付する場合   3,000点 
 

  ロ 処方せんを交付しない場合 3,300点 



385 

在宅医療 

現行 改定案 

【在宅患者訪問診療料（ターミナルケア加算
含む）】 
 

【特定施設入居時等医学総合管理料】 

【在宅患者訪問診療料（ターミナルケア加算
含む）】 
 

【特定施設入居時等医学総合管理料】 
 

［特養における算定要件］ 
 

 末期の悪性腫瘍患者のみ 

［特養における算定要件］ 
 

 末期の悪性腫瘍患者に加え、以下の場合
について算定可能とする。 
 

 ① 介護報酬における看取り介護加算の算 
   定要件を満たしている特養において、 
 

 ② 在支診・在支病または特養の協力医療 
   機関の医師が、当該特養において看 
   取った場合、 
 

 ③ 疾患に限らず死亡日からさかのぼって 
   30日に限り医療保険の給付対象とする。 
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様式（特掲診療料） 



387 

在宅医療 

現行 改定案 

【在宅末期医療総合診療料】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■在支診・在支病 
 

  １ 処方せんを交付する場合  1,495点 
 

  ２ 処方せんを交付しない場合 1,685点 

【在宅がん医療総合診療料】 
 

■機能を強化した在支診・在支病 
 

 ○病床を有する場合 
 

  １ 処方せんを交付する場合  1,800点(新) 
 

  ２ 処方せんを交付しない場合 2,000点(新) 
 

 ○病床を有しない場合 
 

  １ 処方せんを交付する場合  1,650点(新) 
 

  ２ 処方せんを交付しない場合 1,850点(新) 
 

■在支診・在支病 
 

  １ 処方せんを交付する場合  1,495点 
 

  ２ 処方せんを交付しない場合 1,685点 



388 

在宅医療 

新設 

 C004 救急搬送診療料 
      注3 長時間加算            500点 

  ○ 救急搬送診療料を算定する際に患者の発生した現場に赴き、診療を開始 
    してから、医療機関に到着し、医療機関内で診療を開始するまでの時間が 
    ３０分を超えた場合に算定する。   

＜算定要件＞ 
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在宅医療 

 
C005 在宅患者訪問看護・指導料 
C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料 
 

      ３ がん専門訪問看護・指導料                  1,285点 
      ３ 褥瘡専門訪問看護・指導料            1,285点 

新設 

●５年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患者への緩和ケア等に 
  係る６月以上の適切な研修を修了した者であること。 

＜算定要件＞ 

 

●５年以上褥瘡患者の看護に従事した経験を有し、褥瘡患者への処置やケア等に 
  係る６月以上の適切な研修を修了した者であること。 

 

＜算定要件＞ 
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在宅医療 

届出た保険医療機関が、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の鎮痛療法若し
くは化学療法を行っている患者又は真皮を越える褥瘡の状態にある患者
（いずれも同一建物居住者を除く）であって通院が困難なものに対して、
診療に基づく訪問看護計画により、緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研
修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医療機関の看護師等又は訪問看
護ステーションの看護師等と共同して同一日に看護又は療養上必要な指導
を行った場合に、当該患者１人について、それぞれ月１回を限度として算
定する 

C005 在宅患者訪問看護・指導料 
C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料 
 

      ３ がん専門訪問看護料                    
      ３ 褥瘡専門訪問看護・指導料         



391 

在宅医療 
 

現行 改定案 

注３ 
患者又はその看護に当たっている者の求めを
受けた在宅療養支援診療所又は在宅療養支
援病院の保険医の指示により、保険医療機
関の看護師等が緊急に訪問看護・指導を実
施した場合には、緊急訪問看護加算として、
１日につき所定点数に265点を加算する。 

注４ 
患者又はその看護に当たっている者の求めを
受けた診療所又は在宅療養支援病院の保険
医の指示により、保険医療機関の看護師等
が緊急に訪問看護・指導を実施した場合には、
緊急訪問看護加算として、１日につき所定点
数に265点を加算する。 
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在宅医療 

新設  
C005 在宅患者訪問看護・指導料 
C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料 
 
 

  注7 ハ  所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等又は 
       看護職員と看護補助者と同時に訪問看護・指導を行う場合 
                                       300点 
  

○同時に複数の看護師等又は看護職員と看護補助者との同行による訪問看護・ 
 指導を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得て、同行による訪問 
 看護・指導を実施した場合、１人の患者に対して週１回に限り算定できる。 
 

○単に２人の看護師等又は看護補助者が同時に訪問看護・指導を行ったことの 
 みをもって算定することは不可。 
 

 ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は一時的に頻回な訪問看護が  
 必要と認められた患者に対する看護補助者の同行に関しては、回数制限は設け 
 ない。 

＜算定要件＞ 
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在宅医療 
 

現行 改定案 

注10 
【在宅移行管理加算】 
                 250又は500点 
 

訪問看護・指導に関して特別な管理を必要と
する患者（※別に厚生労働大臣が定める状
態等にある者に限る。以下この注において同
じ。）に対して、退院の日から起算して１月以
内の期間に４回以上の訪問看護・指導を行
い、かつ、当該患者に係る訪問看護・指導に
関する計画的な管理を行った場合は、患者１
人につき１回に限り、在宅移行管理加算とし 
て、所定点数に250点を加算する。ただし、
特別な管理を必要とする患者のうち重症度
等の高いものとして別に厚生労働大臣が定
める状態等にあるものについては、患者１人
につき１回に限り、所定点数に500点を加算 
する。 
 

注11 
【在宅移行管理加算】 
                 250又は500点 
 

訪問看護・指導に関して特別な管理を必要と
する患者（※別に厚生労働大臣が定める状
態等にある者に限る。以下この注において同
じ。）に対して、当該患者に係る訪問看護・ 
指導に関する計画的な管理を行った場合は、
患者１人につき１回に限り、在宅移行管理加
算として、所定点数に250点を加算する。た
だし、特別な管理を必要とする患者のうち重
症度等の高いものとして別に厚生労働大臣
が定める状態等にあるものについては、患者
１人につき１回に限り、所定点数に500点を
加算する。 

（在宅患者訪問看護・指導料） 
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在宅医療 

 

C005 （注12） 在宅患者訪問看護・指導料 
 

    夜間・早朝加算 （６時～８時・18 時～22 時）   210点 
 

    深夜加算 （22 時～６時まで）             420点 

新設 

○C005注4 緊急訪問看護加算との併算定を可能 

＜算定要件＞ 
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様式（特掲診療料） 



在宅医療 

 

現行 改定案 

【在宅患者訪問リハビリテーション指導 
管理料】（１単位） 
 

 １ 同一建物居住者以外の場合   300点 
 

 ２ 同一建物居住者の場合      255点 

【在宅患者訪問リハビリテーション指導 
管理料】（１単位） 
 

 １ 同一建物居住者以外の場合   300点 
 

 ２ 同一建物居住者の場合      255点 

＜算定要件＞ 
 

患者１人につき、１と２を合わせて週６単位に
限り算定する。 

＜算定要件＞ 
 

患者１人につき、１と２を合わせて週６単位に
限り算定する。ただし、１月にバーセル指数又
はＦＩＭが５点以上悪化した場合、６月に１回、
14日に限り１と２を合わせて１日４単位に限
り算定する。 
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在宅医療 

 

397 

新設 

介護職員等喀痰吸引等指示料                240点 

○当該患者に規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の２第１項対する
診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき介護保険法第41条第１項に
規定する指定地域密着型サービス事業者、その他別に厚生労働大臣が定めるも
のによる社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令第49号）
第１条各号に掲る医師の指示の下に行われる行為の必要を認め、患者の同意を
得て当該患者の選定する事業者に対して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付
した場合に、患者１人につき３月に１回に限り算定する。 

＜算定要件＞ 
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在宅医療 

現行 改定案 

【在宅自己注射指導管理料】  
                       820 点 

【在宅自己注射指導管理料】 
 

 １ 複雑な場合         1,230点(新) 
 

 ２ １以外の場合         820点 

[算定要件] 
 

  

[算定要件] 
 

●複雑な場合とは、間歇注入シリンジポンプ
を用いている場合をいう。 
●診察を行った上で、ポンプの状態、投与量
等について確認・調整等を行った場合に算定
する。 
●この場合、プログラムの変更に係る費用は
所定点数に含まれる 
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在宅医療 

C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料     150点 
新設 

  ○ 妊娠中の糖尿病患者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）であって入 
    院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために 
    適切な指導管理を行った場合に算定する。 
 

  ○妊娠中の糖尿病患者のうち（1）又は（2）に該当するものに対し算定する 
    (１) 以下のいずれかを満たす糖尿病である場合 

       ア 空腹時血糖値が126mg/dL以上 
 

       イ HbA1CがＪＤＳ値で6.1%以上（ＮＧＳＰ値で6.5%） 
 

       ウ 随時血糖値が200mg/dL以上 
        (注)ウの場合は、空腹時血糖値又はHbA1Cで確認すること。 
 

       エ 糖尿病網膜症が存在する場合 
 

    (２) ハイリスク妊娠糖尿病 
       HbA1CがＪＤＳ値で6.1%以下（ＮＧＳＰ値で6.5％以下）で75gOGTT2 
       時間値が200mg/dL以上 

＜算定要件＞ 
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在宅医療 

現行 改定後 

【在宅腹膜灌流指導管理料】                     
                      3,800点 

【在宅腹膜灌流指導管理料】  
                   4,000点(改) 
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在宅医療 

C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料     1,050点 新設 

  ○ 在宅で療養中の小児患者であって、特に経管栄養が必要な患者に対して 
    必要な指導・管理を行った場合に算定する。 
 

  ○ 在宅小児経管栄養法とは、 
    ●諸種の原因によって経口摂取が著しく困難な15歳未満の患者 
 

    ●15歳以上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が15歳未 
      満から継続しているもの（体重が20キログラム未満である場合に限 
      る。） 
    について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する。 
 

  ○ 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅小児経管栄養法 
    以外に栄養の維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医 
    師が認めた者とする。 
 

  ○ Ｊ１２０鼻腔栄養の費用は算定不可。 

＜算定要件＞ 
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在宅医療 

現行 改定案 

【在宅人工呼吸指導管理料】 【在宅人工呼吸指導管理料】 

[算定要件] 
 

  

[算定要件] 
 

●当該管理料を算定する保険医療機関は、
患者が使用する装置の保守・管理を、委託す
る場合を含め、十分に行い、必要な保守・管
理の内容及び緊急時の対応等について、患
者に情報提供を行うこと。 
 

●指導管理の内容について、診療録に記載
する。 
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在宅医療 

C108  
在宅悪性腫瘍患者 

指導管理料 
1,500点 

C108-2 
在宅悪性腫瘍患者共同 

指導管理料 
1,500点 

同一日に 鎮痛療法又は化学療法 

新設 
連携が必要 

どちらの医療機関でも算定可能 

在宅療養中の悪性腫瘍患者 

〔算定要件〕 

 緩和ケア病棟等に所属する緩和ケアに関する研修を受けた医師が、 

 在宅医療を提供する医療機関の医師と連携して、同一日に同一患者 

 を診療した場合、各々算定可能 

 

在宅療養指導管理料の一定条件による算定要件緩和 
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在宅医療 

H24.3.5 厚労省資料より 



405 

医学管理等 

 

新設 

  ○ 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療 
    機関においてC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定する指導管理 
    を受けている患者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に 
    当該患者に対する悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法に関する指導管 
    理を行った場合に算定する。 
 

  ○ 以下のいずれかの緩和ケアに関する研修を修了している者であること。 
    ア がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針 
      （平成20年４月１日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通  
      知）に準拠した緩和ケア研修会 
 

    イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会 
      （国立がん研究センター主催）等  

＜算定要件＞ 

   C108-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 1,500点 
 

   

届出 
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医学管理等・在宅医療 

C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料      810点 
 

   注２ 植込術を行った日から起算し３月以内の期間に行った場合 
      には、導入期加算として、所定点数に140点を加算する。 

新設 

C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料     810点 
 

   注２ 植込術を行った日から起算し３月以内の期間に行った場合 
      には、導入期加算として、所定点数に140点を加算する。 

新設 

 C115 在宅植込型補助人工心臓（拍動流型）指導管理料  6,000点         
 C116 在宅植込型補助人工心臓（非拍動流型）指導管理料  
                                                                45,000点 

新設 
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在宅医療 

現行 改定案 

【在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料】                     
                       500点 

【在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料】  
                   1,000点(改) 

[対象者] 
 

表皮水疱症 

[対象者] 
 

表皮水疱症、水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症 
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在宅医療 

現行 改定後 

【血糖自己測定器加算】 
 

 注 1から3までについては、入院中の患者 
   以外の患者であって次に掲げる者に対し 
   て、血糖自己測定値に基づく指導を行う 
   ため血糖自己測定器を使用した場合に、 
   3月に3回に限り、第1款の所定点数に 
   加算する。 
 イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製 
   剤の自己注射を1日1回以上行っている 
   患者（1型糖尿病の患者を除く。） 
 ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回 
   以上行っている患者（1型糖尿病患者に 
   限る） 
 ハ 12歳未満の小児低血糖症の患者 
 

【血糖自己測定器加算】 
 

 注 1から3までについては、入院中の患者 
   以外の患者であって次に掲げる者に対 
   して、血糖自己測定値に基づく指導を 
   行うため血糖自己測定器を使用した場   
   合に、3月に3回に限り、第1款の所定点 
   数に加算する。 
 イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製 
   剤の自己注射を1日1回以上行っている 
   患者（1型糖尿病の患者を除く。） 
 ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回 
   以上行っている患者（1型糖尿病患者に 
   限る） 
 ハ 12歳未満の小児低血糖症の患者 
 二 妊娠中の糖尿病患者(別に厚生労働大 
   臣が定めるものに限る） 
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在宅医療 

現行 改定案 

【間歇注入シリンジポンプ加算】 
                   1,500点 

【間歇注入シリンジポンプ加算】 
 

 １ プログラム付きシリンジポンプ 2,500点(新) 
 

 ２ １以外のシリンジポンプ     1,500点 

[算定要件] 
 

  

[算定要件] 
 

プログラム付きのポンプとは、自動でボーラス投与
が行えるようなプログラムを設定できるものをいう。 
  



在宅医療 

410 H24.3.5 厚労省資料より 



411 

在宅医療 

現行 改定案 

【酸素ボンベ加算】 
 

 注 在宅酸素療法を行っている入院中の患 
   者以外の患者（チアノーゼ型先天性心疾 
   患の患者を除く）に対して、酸素ボンベを 
   使用した場合に、第１款の所定点数に 
   加算する。 

【酸素ボンベ加算】 
 

 注 在宅酸素療法を行っている入院中の患 
   者以外の患者（チアノーゼ型先天性心疾 
   患の患者を除く）に対して、酸素ボンベを 
   使用した場合に、２月に２回に限り、第１ 
   款の所定点数に加算する。 
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在宅医療 

現行 改定案 

【酸素濃縮装置加算】 
 

 注 在宅酸素療法を行っている入院中の患 
   者以外の患者（チアノーゼ型先天性心疾 
   患の患者を除く）に対して、酸素濃縮装 
   置を使用した場合に、第１款の所定点数 
   に加算する。ただしこの場合において、 
   区分番号C157 に掲げる酸素ボンベ 
   加算の２は算定できない。 

【酸素濃縮装置加算】 
 

 注 在宅酸素療法を行っている入院中の患 
   者以外の患者（チアノーゼ型先天性心疾 
   患の患者を除く）に対して、酸素濃縮装 
   置を使用した場合に、２月に２回に限り、 
   第１款の所定点数に加算する。ただしこ 
   の場合において、区分番号C157 に掲 
   げる酸素ボンベ加算の２は算定できない。 
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在宅医療 

現行 改定案 

【液化酸素装置加算】 
 

 注 在宅酸素療法を行っている入院中の患 
   者以外の患者（チアノーゼ型先天性心疾 
   患の患者を除く）に対して、液化酸素装 
   置を使用した場合に、第１款の所定点数 
   に加算する。 

【液化酸素装置加算】 
 

 注 在宅酸素療法を行っている入院中の患 
   者以外の患者（チアノーゼ型先天性心疾 
   患の患者を除く）に対して、液化酸素装 
   置を使用した場合に、２月に２回に限り、 
   第１款の所定点数に加算する。 
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在宅医療 

現行 改定案 

【呼吸同調式デマンドバルブ加算】 
 

 注 在宅酸素療法を行っている入院中の患 
   者以外の患者（チアノーゼ型心疾患の患 
   者を除く）に対して、呼吸同調式デマンド 
   バルブを使用した場合に、第１款の所定 
   点数に加算する。 

【呼吸同調式デマンドバルブ加算】 
 

 注 在宅酸素療法を行っている入院中の患 
   者以外の患者（チアノーゼ型心疾患の患 
   者を除く）に対して、呼吸同調式デマンド 
   バルブを使用した場合に、２月に２回に 
   限り、第１款の所定点数に加算する。 
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在宅医療 

現行 改定案 

【注入ポンプ加算】 1,250点 【注入ポンプ加算】 1,250点 

[算定要件] 
 

在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄
養法を行っている患者又は在宅で鎮痛療法、
化学療法を行っている末期の悪性腫瘍の患
者に対して、注入ポンプを使用した場合に算
定する。 

[算定要件] 
 

在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄
養法、在宅小児経管栄養法を行っている患
者又は在宅で鎮痛療法、化瘍の患者に対し
て、注入ポンプを使用した場合に算定する。
学療法を行っている末期の悪性腫瘍の患者
に対して、注入ポンプを使用 
した場合に算定する。 
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在宅医療 

現行 改定案 

【在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット
加算】 
                       2,000点 

【在宅経管栄養法用栄養管セット加算】  
 
                      2,000点 

[算定要件] 
 

在宅成分栄養経管栄養法を行っている患者
に対して栄養管セットを使用した場合に算定
する。 

[算定要件] 
 

在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経
管栄養法を行っている患者に対して栄養管
セットを使用した場合に算定する。 



417 

在宅医療 

現行 改定案 

【人工呼吸器加算】 
 

 １ 陽圧式人工呼吸器       7,000 点 
 

 ２ 人工呼吸器            6,000 点 
 

 ３ 陰圧式人工呼吸器       7,000 点 

【人工呼吸器加算】 
 

 １ 陽圧式人工呼吸器     7,480点(改) 
 

 ２ 人工呼吸器         6,480点(改) 
 

 ３ 陰圧式人工呼吸器     7,480点(改) 
 

人工呼吸器に必要な回路部品その他附属品
（療養上必要な分の外部バッテリーを含む）等
に係る費用は所定点数に含まれる。 
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在宅医療 

現行 改定案 

【経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算】 
 

 注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入 
   院中の患者以外の患者に対して、経鼻 
   的持続陽圧呼吸療法用治療器を使用 
   した場合に、第１款の所定点数に加算 
   する。 

【経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算】 
 

 注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入 
   院中の患者以外の患者に対して、経鼻 
   的持続陽圧呼吸療法用治療器を使用 
   した場合に、２月に２回に限り、第１款の 
   所定点数に加算する。 
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在宅医療 

現行 改定案 

【疼痛管理用送信器加算】 
 

 注 疼痛除去のため埋込型脳・脊髄刺激装 
   置を埋め込んだ後に、在宅において自己 
   疼痛管理を行っている入院中の患者以 
   外の難治性慢性疼痛の患者に対して、 
   疼痛管理用送信器を使用した場合に、 
   第１款の所定点数に加算する。 

【疼痛等管理用送信器加算】 
 

 注 疼痛除去等のため植込型脳・脊髄刺激 
   装置又は植込型迷走神経刺激装置を植 
   込んだ後に、在宅において疼痛管理、振 
   戦管理又は在宅てんかん管理を行って 
   いる入院中の患者以外の患者に対して、 
   疼痛等管理用送信器（患者用プログラマ 
   を含む）を使用した場合に、第１款の所 
   定点数に加算する。 
 



 
 【D 特掲診療料】 検査 
   
 
 

  
 
 

420 



検査 

421 H24.3.5 厚労省資料より 



検査 

422 H24.3.5 厚労省資料より 



検査 
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２０１２年 新設の検査 
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新区分番号 新検査項目名 新点数 

尿・糞便等検査 

D001  12 総ヨウ素（尿） 200 

D001  13 Ｌ型脂肪酸結合蛋白（Ｌ-ＦABP）（尿） 210 

D004  16 リン酸化タウ蛋白（髄液） 680 

D004  16 タウ蛋白（髄液） 680 

生化学的検査(Ⅰ) 

D007  28 ALPｱｲｿｻﾞｲﾑ及び骨型ｱﾙｶﾘﾎｽﾌｧﾀｰｾﾞ(BAP) 96 

生化学的検査(Ⅱ) 

D008  18 ｲﾝﾀｸﾄⅠ型ﾌﾟﾛｺﾗｰｹﾞﾝ‐Ｎ-ﾌﾟﾛﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ（Ｉntact  PINP) 170 

検査 
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新区分番号 新検査項目名 新点数 

免疫学的検査 

D012  21 ノロウイルス抗原定性 150 

D012  27 単純ヘルペスウイルス抗原定性（角膜） 210 

D012  27 肺炎球菌細胞壁抗原定性 210 

D013  8 HE-IgA抗体定性 210 

D013  12 ＨＢＶｼﾞｪﾉﾀｲﾌﾟ判定 340 

D014 11 抗RNAﾎﾟﾘﾒﾗｰｾﾞⅢ抗体 170 

D015  24 免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ遊離L鎖κ/λ比 400 

検査 
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新区分番号 新検査項目名 新点数 

微生物学的検査 

D023  4 ﾚｼﾞｵﾈﾗ核酸検出 300 

D023  4 ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ核酸検出 300 

D023  6 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ核酸検出 ※ 410 

D023  11 HPVｼﾞｪﾉﾀｲﾌﾟ判定 2,000 

呼吸循環機能検査等 

D201  1 呼吸抵抗測定 

      イ 広域周派ｵｼﾚｰｼｮﾝ法を用いた場合 150 

      ロ その他の場合 60 

D207  4 血管内皮機能検査（一連につき） 200 

D208  5 加算平均心電図による心室遅延電位測定 200 

※Ｄ023 6 インフルエンザの感染が疑われる重症患者のみに算定し、その場合には、当
該検査が必要な理由について摘要欄に記載すること。 

検査 
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新区分番号 新検査項目名 新点数 

呼吸循環機能検査等 

D210-4 T波ｵﾙﾀﾅﾝｽ検査 1,100 

D211-3 時間内歩行試験 560 

D214 （脈派図、心機図、ﾎﾟﾘｸﾞﾗﾌ検査） 

     1 1検査 60 

     6 血管伸展性検査 100 

超音波検査等 

D215  3 （心臓超音波検査） 

      ホ 負荷心エコー法 1,680 

D215-2 肝硬度測定 200 

D221-2 筋肉ｺﾝﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ内圧測定 620 

監視装置による諸検査 

D225-4 ﾍｯﾄﾞｱｯﾌﾟﾃｨﾙﾄ試験 980 

検査 
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新区分番号 新検査項目名 新点数 

脳派検査等 

D237 （終夜睡眠ﾎﾟﾘｸﾞﾗﾌｨｰ） 

       2 多点感圧ｾﾝｻｰを有する睡眠評価装置を使用した場
合 

250 

耳鼻咽喉科学的検査 

D250  3 (頭位及び頭位変換眼振検査） 

      イ 赤外線CCDカメラ等による場合 300 

      ロ その他の場合 140 

眼科学的検査 

D256 （眼底ｶﾒﾗ撮影） 

     3 自発蛍光撮影法の場合 510 

D270-2 ﾛｰﾋﾞｼﾞｮﾝ検査判断料 250 

D282-2 2 乳幼児視力測定（ﾃﾗｰｶｰﾄﾞ等によるもの） 60 

臨床心理・神経心理検査 

D283 （発達及び知能検査） 

     3 操作と処理が極めて複雑なもの 450 
429 

検査 

 



新区分番号 新検査項目名 新点数 

負荷試験等 

D286-2 イヌリンクリアランス測定 1,280 

第４節 診断穿刺・検体採取料 

D410 (乳腺穿刺又は針生検（片側）） 

     1 生検針によるもの 650 

D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法（EBUS-TBNA) 5,500 

検査 
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431 

様式（特掲診療料） 
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様式（特掲診療料） 



433 

様式（特掲診療料） 



434 

検査 

 

D026・2 血液学的検査判断料 

注5  骨髄像診断加算                           240点 

 ○ D005・14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知 
   識及び少なくとも5年以上の経験を有する医師が、その結果を文書によ 
   り報告した場合、所定点数に加算する。 

＜算定要件＞ 
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検査 

 

D206 心臓カテーテル法による諸検査 

注8  心腔内超音波検査加算                     400点 

D256 眼底カメラ撮影 

注2  広角眼底撮影加算                        100点 

D415 経気管肺生検法 

注1  ガイドシース加算                          500点 

注2  CT透視下気管支鏡検査加算                 1,000点 
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様式（特掲診療料） 
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検査 

 

現行 改定 

【内服・点滴誘発試験】 
注 
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
するものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に、年2回
に限り算定する。       

【内服・点滴誘発試験】 
注 
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
するものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に、2月に
1回に限り算定する。                 

現行 改定 

【センチネルリンパ節生検】 
注 
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
するものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、乳がんの患者に対して
1については放射線同位元素及び色素を用
いて行った場合に、２については色素のみを
用いて行った場合にそれぞれ算定する。      

【センチネルリンパ節生検】 
注 
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
するものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、乳がんの患者に対して
1については放射線同位元素及び色素を用
いて行った場合に、２については放射線同位
元素又は色素を用いて行った場合にそれぞれ
算定する。 
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様式（特掲診療料） 
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様式（特掲診療料） 



 
２０１２年 増点となる検査 
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区分番号 検査項目名 現行 改定後 

血液学的検査 

D006-2  造血器腫瘍遺伝子検査 2,000 2,100 

D006-5 染色体検査（すべての費用を含む。） 2,600 2,730 

D006-6 免疫関連遺伝子再構成 2,400 2,520 

D006-7 UDPグルクロン酸酵素転移遺伝子多型 2,000 2,100 

D006-8 サイトケラチン19（KRT19）mRNA検出 2,000 2,400 

D006-9 WT1mRNA 2,000 2,520 

免疫学的検査 

D015  25 結核菌特異的インターフェロン―γ産生能 600 630 

微生物学的検査 

D017  1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等
を使用するもの 

42 50 

D017  3 その他のもの 40 50 

検査 
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区分番号 検査項目名 現行 改定後 

D018 細菌培養同定検査 

 D018 1  口腔、気道又は呼吸器からの検体 140 160 

 D018 2 消化管からの検体 140 160 

 D018 3 血液又は穿刺液 150 190 

 D018 4 泌尿器又は生殖器からの検体 130 150 

 D018 5 その他の部位からの検体 120 140 

 D018 注 嫌気性培養加算 80 120 

D019 細菌薬剤感受性検査 

 D019  1 1菌種 140 170 

 D019  2 2菌種 180 220 

 D019  3 3菌種以上 230 280 

 D019 -2 酵母様真菌薬剤感受性検査 130 150 

検査 
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区分番号 検査項目名 現行 改定後 

D020 1  抗酸菌分離培養（液体培地法） 200 230 

D020 2  抗酸菌分離培養（それ以外のもの） 180 210 

D021  抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき） 290 370 

D022  抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく） 300 380 

D023 10 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出 550 850 

生体検査料 

呼吸循環機能検査等 

D200 1 肺気量分画測定（安静換気量測定及び最大換
気量測定を含む。） 

80 90 

D200  2 フローボリュームカーブ（強制呼出曲線を含む。） 80 100 

D200  3 機能的残気量測定 130 140 

D203  1 肺拡散能力検査 135 150 

検査 
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区分番号 検査項目名 現行 改定後 

監視装置による諸検査 

D227  頭蓋内圧持続測定 

D227 1 1時間以内又は1時間につき 100 125 

D227 2 3時間を超えた場合（1日につき） 400 500 

脳波検査等 

D235-2  長期継続頭蓋内脳波検査（1日につき） 400 500 

D235-3  長期脳波ビデオ同時記録検査（1日につき） 700 900 

D236-3 脳磁図 5,000 5,100 

眼科学的検査 

D267   色覚検査 

D267  1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った
場合 

60 70 

D267  2 1以外の場合 38 48 

D268   眼筋機能精密検査及び輻輳検査 38 48 

検査 
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区分番号 検査項目名 現行 改定後 

D272 両眼視機能精密検査 38 48 

D272  立体視検査（三杆法又はステレオテスト法に
よる） 

38 48 

D272  網膜対応検査（残像法又はバゴリニ線條試
験による） 

38 48 

診断穿刺・検体採取料 

D400 血液採取（1日につき） 

D400  1  静脈 13 16 

検査 

 

445 



446 

検査 

現行 改定案 

注3 血管内超音波検査、血管内光断層撮 
    影又は冠動脈血流予備能測定検査を 
    実施した場合は、所定点数に300点を 
    加算する。 
 

注3 血管内超音波検査、血管内光断層撮 
    影又は冠動脈血流予備能測定検査を 
    実施した場合は、所定点数に400点を 
    加算する。 
 

注4 厚生労働大臣の定める施設基準を満た  
    す保険医療機関において血管内視鏡 
    検査を実施した場合は所定点数に300 
    点を加算する。 

注4 厚生労働大臣の定める施設基準を満た  
    す保険医療機関において血管内視鏡 
    検査を実施した場合は所定点数に400 
    点を加算する。 
 



447 

検査 

 

現行 改定後 

 
注1 2については、2神経以上に対して行う 
    場合には、1神経を増すごとに所定点 
    数に150点を加算する。ただし、加算点 
    数は450点を超えないものとする。       

  
注1 2については、2神経以上に対して行う 
    場合には、1神経を増すごとに所定点 
    数に150点を加算する。ただし、加算点 
    数は1,050点を超えないものとする。    



 
２０１２年 減点となる検査 
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区分番号 検査項目名 現行 改定後 

尿・糞便等検査 

D001  尿中特殊物質定性定量検査 

 D001  10 アルブミン定量 115 113 

 D001  12 コプロポルフィリン（尿） 150 149 

D002 -2 尿沈渣（フローサイトメトリー法） 30 24 

D003 糞便検査 

 D003  8 糞便中ヘモグロビン 42 41 

 D003  9 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン
定性・定量 

57 56 

D004 穿刺液・採取液検査 

 D004  8 顆粒球エラスターゼ（子宮頸管粘液） 135 133 

 D004  13 IgGインデックス 460 459 

検査 
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区分番号 検査項目名 現行 改定後 

血液学検査 

D005 9   ヘモグロビンA1c（HbA1c) 50 49 

D006 9 血小板粘着能 65 64 

D006  12 フィブリンモノマー複合体定性 95 93 

D006  16 PIVKA－Ⅱ 150 147 

D006 16 Dダイマー 150 147 

D006  20 プロトロンビンフラグメントF1＋2 200 196 

生化学的検査（Ⅰ） 

D007 11 ケトン体 31 30 

D007  15 有機モノカルボン酸 48 47 

D007  15 胆汁酸 48 47 

D007  17 リポ蛋白分画 50 49 

D007  20 ケトン体分画 60 59 

検査 

 

450 



区分番号 検査項目名 現行 改定後 

D007 24   アポリポ蛋白 95 94 

D007 28   アルミニウム（Ａｌ） 130 127 

D007 40 ビタミンＢ2 280 276 

生化学的検査（Ⅱ） 

D008  3 ホモバニリン酸（ＨＶＡ） 70 69 

D008 6 プロラクチン（ＰＲＬ） 100 98 

D008  7 レニン活性 110 108 

D008 8 トリヨードサイロニン（Ｔ3） 115 113 

D008  8 レニン定量 115 113 

D008  9 サイロキシン（Ｔ4） 120 118 

D008  9 インスリン（ＩＲＩ） 120 118 

D008  10 成長ホルモン（ＧＨ） 125 123 

D008  10 卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ） 125 123 

検査 
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区分番号 検査項目名 現行 改定後 

D008  10 Ｃ-ペプチド （CRP) 125 123 

D008 10   黄体形成ホルモン（ＬＨ） 125 123 

D008 11 アルドステロン 140 137 

D008  11 テストステロン 140 137 

D008 12 カルシトニン 150 147 

D008  14 プロゲステロン 170 167 

D008 16 副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ） 190 186 

D008  16 カテコールアミン分画 190 186 

D008  17 エストラジオール（Ｅ2） 200 196 

D008  18 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴH) 220 216 

D008  18 カテコールアミン 220 216 

D008  19 ソマトメジンＣ 240 235 

D008  19 抗利尿ホルモン（ＡＤＨ） 240 235 

検査 
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区分番号 検査項目名 現行 改定後 

D009  2 癌胎児性抗原（ＣＥＡ） 115 113 

D010 5  アミノ酸 ロ 5種類以上 1,300 1,274 

免疫学的検査 

D011   4 不規則抗体 170 167 

D012 11 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量） 
（1項目あたり） 

80 79 

D012  13 トキソプラズマ抗体 95 93 

D012 22 ＨＴＬＶ－Ⅰ抗体 190 186 

D012  24 グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体 220 216 

D012  29 百日咳菌抗体 300 294 

D012  32 ＨＴＬＶ－Ⅰ抗体（ウエスタンブロット法） 450 441 

D013  3 ＨＢs抗原 90 88 

D013  3 ＨＢs抗体 90 88 

検査 
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区分番号 検査項目名 現行 改定後 

D015  6 血清アミロイドＡ蛋白（ＳＡＡ） 48 47 

D015 16  アレルゲン刺激性遊離ヒスタミン（ＨＲＴ） 170 168 

微生物学的検査 

D023  8 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 

430 421 

生体検査 

耳鼻咽喉科学的検査 

D247  他覚的聴力検査又は行動観察による聴力
検査 

D247  1 鼓膜音響インピーダンス検査 300 290 

D247  2 チンパノメトリー 350 340 

眼科学的検査 

D260  2 静的量的視野検査 300 290 

D262   調節検査 74 70 

D265 -2 角膜形状解析検査 110 105 

検査 
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検査 

 

現行 改定後 

注 
患者から1回に採取した血液を用いて本区分
の14から24までに掲げる検査を3項目以上
行った場合は、所定点数にかかわらず、検査
の項目数に応じて次に掲げる点数により算定
する。 
   イ  3項目又は4項目   530点          
   ロ  5項目以上       750点        

注 
患者から1回に採取した血液を用いて本区分
の14から26までに掲げる検査を3項目以上
行った場合は、所定点数にかかわらず、検査
の項目数に応じて次に掲げる点数により算定
する。 
   イ  3項目又は4項目   530点     
   ロ  5項目以上       744点(改)   
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検査 

 

現行 改定後 

注 
患者から1回に採取した血液を用いて本区分
の1から9までに掲げる検査を5項目以上行っ
た場合は、所定点数にかかわらず、検査の項
目数に応じて次に掲げる点数により算定する。 
 
   イ  5項目以上7項目以下   95点          
   ロ  8項目又は9項目      104点 
   ハ  10項目以上         123点        

注 
患者から1回に採取した血液を用いて本区分
の1から9掲げる検査を3項目以上行った場
合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数
に応じて次に掲げる点数により算定する。 
   
   イ  5項目以上7項目以下  93点(改）          
  ロ  8項目又は9項目     102点(改） 
  ハ  10項目以上       121点(改）   
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検査 

 

現行 改定 

注 
患者から1回に採取した血液を用いて本区分
の3から11までに掲げる検査を3項目以上
行った場合は、所定点数にかかわらず、検査
の項目数に応じて次に掲げる点数により算定
する 
   イ  3項目            290点 
   ロ  4項目            360点 
   ハ  5項目以上         494点        

注 
患者から1回に採取した血液を用いて本区分
の3から12までに掲げる検査を3項目以上
行った場合は、所定点数にかかわらず、検査
の項目数に応じて次に掲げる点数により算定
する 
   イ  3項目           290点 
   ロ  4項目           360点 
   ハ  5項目以上       484点(改) 



区分番号 検査項目名 点数 

●D004-2 1 悪性腫瘍遺伝子検査  2,000点 ⇒ 

D004-2 1 イ  EGFR遺伝子検査 2,100 

D004-2 1 ロ  K-ras遺伝子検査 2,100 

D004-2 1 ハ EWS-Fli1遺伝子検査 2,100 

D004-2 1 二  TLS-CHOP遺伝子検査 2,100 

D004-2 1 ホ  SYT-SSX遺伝子検査 2,100 

D004-2 1 へ  c-kit遺伝子検査 2,100 

D004-2 1 ト  マイクロサテライト不安定性検査 2,100 

D004-2 1 チ  センチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査 2,100 

●D005 5 末梢血液像  18点 ⇒ 

   D005  3 末梢血液像（自動機械法） 15 

   D005  6 末梢血液像（鏡検法） 25 

検査 
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区分番号 検査項目名 点数 

●D006 4 フィブリノゲン  23点 ⇒ 

    D006 4  フィブリノゲン半定量 23 

    D006 4 フィブリノゲン定量 23 

●D006 10 アンチトロンビンⅢ  70点 ⇒ 

D006 10 アンチトロンビン活性 70 

D006 10 アンチトロンビン抗原 70 

●D006 11 フィブリン分解産物（FDP）  80点 ⇒ 

D006 11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）定性 80 

D006 11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）半定量 80 

D006 11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）定量 80 

●D006 13 プラスミノゲン  100点 ⇒ 

D006 13 プラスミノゲン活性 100 

D006 13 プラスミノゲン抗原 100 

検査 

 

459 



区分番号 検査項目名 点数 

●D006 15 D-Dダイマー定性  140点 ⇒ 

D006 15  Dダイマー定性 137 

D006 15 Dダイマー半定量 137 

●D006 18 プロテインS  170点 ⇒ 

D006 19 プロテインS活性 170 

D006 19 プロテインS抗原 170 

●D006 23 プロテインC  260点 ⇒ 

D006 25 プロテインC活性 260 

D006 25 プロテインC抗原 260 

●D007 27 フェリチン  120点 ⇒ 

D007 31 フェリチン半定量 120 

D007 31 フェリチン定量 120 

●D007 30 ミオグロビン  150点 ⇒ 

D007 35 ミオグロビン定性 150 

D007 35 ミオグロビン定量 150 
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区分番号 検査項目名 点数 

●D007 30 ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-FABP）  150点 ⇒ 

D007 35  心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-FABP）定性 150 

D007 35 心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-FABP）定量 150 

●D007 41  プロカルシトニン（PCT）  320点 ⇒ 

D007 47 プロカルシトニン（PCT）半定量 320 

D007 47 プロカルシトニン（PCT）定量 320 

●D008 12 ヒト絨毛生ゴナドトロピン（HCG）  150点 ⇒ 

D008 15 ヒト絨毛生ゴナドトロピン（HCG）半定量 150 

D008 15 ヒト絨毛生ゴナドトロピン（HCG）定量 150 

●D008 15 エストロジェン  180点 ⇒ 

D008 19 エストロゲン半定量 180 

D008 19 エストロゲン定量 180 

●D009 6  PIVKAⅡ  150点 ⇒ 

D009 7 PIVKA-Ⅱ半定量 150 

D009 7 PIVKA-Ⅱ定量 150 
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区分番号 検査項目名 点数 

●D009 7 尿中NMP22  160点 ⇒ 

    D009 8  核マトリックスプロテイン22（NMP22）定性（尿） 160 

    D009 8 核マトリックスプロテイン22（NMP22）定量（尿） 160 

●D009 13  乳頭分泌中CEA  320点 ⇒ 

D009 14 癌胎児性抗原（CEA）定性（乳頭分泌液） 320 

D009 14 癌胎児性抗原（CEA）半定量（乳頭分泌液） 320 

●D012 1 抗ストレプトリジンＯ価(ASO価）  15点 ⇒ 

    D012 1 抗ストレプトリジンＯ（ＡＳＯ価）定性 15 

    D012 1 抗ストレプトリジンＯ（ＡＳＯ価）半定量 15 

    D012 1 抗ストレプトリジンＯ（ＡＳＯ価）定量 15 

●D012 2 トキソプラズマ抗体価（半定量）  27点 ⇒ 

    D012 2 トキソプラズマ抗体定性  26 

    D012 2 トキソプラズマ抗体半定量 26 

462 



区分番号 検査項目名 点数 

●D012 3 抗ストレプトキナーゼ価（ASK価）  29点 ⇒ 

    D012 3  抗ストレプトキナーゼ価（ASK）定性 29 

    D012 3 抗ストレプトキナーゼ価（ASK）半定量 29 

●D012 4  マイコプラズマ抗体価  32点 ⇒ 

    D012 4 マイコプラズマ抗体定性 32 

    D012 4 マイコプラズマ抗体半定量 32 

●D012 6 TPHA試験  53点 ⇒ 

    D012 6 梅毒トレポネーマ抗体半定量 53 

    D012 6 梅毒トレポネーマ抗体定量 53 

●D012 8 ロタウイルス抗原  65点 ⇒ 

    D012 8 ロタウイルス抗原定性（糞便） 65 

    D012 8 ロタウイルス抗原定量（糞便） 65 

●D012 11  百日咳菌抗体価（半定量）  80点 ⇒ 

D012 12 百日咳菌抗体定性 80 

D012 12 百日咳菌抗体半定量 80 
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区分番号 検査項目名 点数 

●D012 12 HTLV-Ⅰ抗体価（半定量）  85点 ⇒ 

D012 13  HTLV-Ⅰ抗体定性 85 

D012 13 HTLV-Ⅰ抗体半定量 85 

●D012 15  抗抗酸菌抗体価  120点 ⇒ 

D012 17 抗酸菌抗体定性 120 

D012 17 抗酸菌抗体定量 120 

●D012 16 HIV-1,2抗体価  130点 ⇒ 

D012 18 HIV-1,2抗体定性 127 

D012 18 HIV-1,2抗体半定量 127 

D012 18 HIV-1,2抗体定量 127 

D012 18 HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性 127 

D012 18 HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量 127 

検査 
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区分番号 検査項目名 点数 

●D012 18 カンジダ抗原  150点 ⇒ 

D012 20  カンジダ抗原定性 148 

D012 20  カンジダ抗原半定量 148 

D012 20  カンジダ抗原定量 148 

●D012 22  クリプトコックス・ネオフォルマンス抗原  190点 ⇒ 

D012 26 クリプトコックス抗原定性 190 

D012 26 クリプトコックス抗原半定量 190 

●D012 24  ツツガムシ抗体価  220点 ⇒ 

D012 29 ツツガムシ抗体定性 220 

D012 29 ツツガムシ抗体半定量 220 

●D013 2 HBｓ抗体価（半定量）  32点 ⇒ 

    D013 2 HBｓ抗体定性 32 

    D013 2 HBｓ抗体半定量 32 

検査 
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区分番号 検査項目名 点数 

●D013 7 HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価 160点 ⇒ 

    D013 7  HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性 160 

    D013 7 HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量 160 

●D014 2  リウマトイド因子  30点 ⇒ 

    D014 2 リウマトイド因子（RF）半定量 30 

    D014 2 リウマトイド因子（RF）定量 30 

●D014 7 抗核抗体価（蛍光抗体法）  115点 ⇒ 

    D014 7 抗核抗体（蛍光抗体法）定性 113 

    D014 7 抗核抗体（蛍光抗体法）半定量 113 

    D014 7 抗核抗体（蛍光抗体法）定量 113 

●D014 8 抗ガラクトース欠損IgG抗体価  120点 ⇒ 

    D014 8 抗ガラクトース欠損IgG抗体定性 120 

    D012 8 抗ガラクトース欠損IgG抗体定量 120 
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区分番号 検査項目名 点数 

●D014 9 抗Jo-1抗体  150点 ⇒ 

    D014 9  抗Jo-1抗体定性 150 

    D014 9  抗Jo-1抗体半定量 150 

    D014 9  抗Jo-1抗体定量 150 

●D014 9  抗RNP抗体  150点 ⇒ 

    D014 9 抗RNP抗体定性 150 

    D014 9 抗RNP抗体半定量 150 

    D014 9 抗RNP抗体定量 150 

●D014 10 抗Sm抗体  170点 ⇒ 

D014 10 抗Sm抗体定性 167 

D014 10 抗Sm抗体半定量 167 

D014 10 抗Sm抗体定量 167 

検査 
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区分番号 検査項目名 点数 

●D014 10 抗SS-A/Ro抗体  170点 ⇒ 

D014 11  抗SS-A/Ro抗体定性 170 

D014 11  抗SS-A/Ro抗体半定量 170 

D014 11  抗SS-A/Ro抗体定量 170 

●D014 10  抗SS-B/La抗体  170点 ⇒ 

D014 10 抗SS-B/La抗体定性 167 

D014 10 抗SS-B/La抗体半定量 167 

D014 10 抗SS-B/La抗体定量 167 

●D014 10  抗Scl-70抗体  170点 ⇒ 

D014 10 抗Scl-70抗体定性 167 

D014 10 抗Scl-70抗体半定量 167 

D014 10 抗Scl-70抗体定量 167 

検査 
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区分番号 検査項目名 点数 

●D014 11 抗DNA抗体価  180点 ⇒ 

D014 12  抗DNA抗体定性 178 

D014 12 抗DNA抗体定量 178 

●D014 12  抗セントロメア抗体  190点 ⇒ 

D014 13 抗セントロメア抗体定性 190 

D014 13 抗セントロメア抗体定量 190 

●D014 14 抗シトルリン化ペプチド抗体  210点 ⇒ 

D014 16 抗シトルリン化ペプチド抗体定性 210 

D014 16 抗シトルリン化ペプチド抗体定量 210 

●D014 14 抗ミトコンドリア抗体  210点 ⇒ 

D014 15 抗ミトコンドリア抗体定性 206 

D014 15 抗ミトコンドリア抗体定量 206 

検査 
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区分番号 検査項目名 点数 

●D014 18 ループスアンチコアグラント  290点 ⇒ 

D014 20  ループスアンチコアグラント定性 290 

D014 20 ループスアンチコアグラント定量 290 

●D014 18  細胞質性好中球細胞質抗体価  290点 ⇒ 

D014 20 抗好中球細胞質抗体（ANCA）定性 290 

D014 20 抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体 
（PR3-ANCA） 

290 

●D015 5 クリオグロブリン  42点 ⇒ 

    D015 5 クリオグロブリン定性 42 

    D015 5 クリオグロブリン定量 42 

●D015 10 非特異的IgE  100点 ⇒ 

D015 10 非特異的IgE半定量 100 

D015 10 非特異的IgE定量 100 

検査 
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 【E 特掲診療料】 画像診断 
   
 
 

  
 
 

471 



472 

画像診断 

 

現行 改定案 

【コンピューター断層撮影】 
 

 １ ＣＴ撮影 
 

   
 
 
  

   イ 16 列以上のマルチスライス型の 
     機器による場合  
                       900 点 
 

   ロ 16 列未満のマルチスライス型の 
     機器による場合  
                       820 点 
 
 

   ハ イ、ロ以外の場合        600 点 

【コンピューター断層撮影】 
 

 １ ＣＴ撮影 
 

  （届 イ 64 列以上のマルチスライス型の 
       機器による場合  
                    950点(新) 
 

  （届 ロ 16 列以上64 列未満のマルチ 
       スライス型の機器による場合 
                    900点(改) 
 

  （届 ハ ４列以上16 列未満のマルチ 
       スライス型の機器による場合 
                    780点(改) 
 

     ニ イ、ロ、ハ以外の場合   
                    600点(改) 

届出 

届出 

届出 
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画像診断 

 

現行 改定案 

4 注７  他の検査で大腸悪性腫瘍が疑われる 
   患者に対してＣＴ撮影のイ及びロについ 
   て、別に厚生労働大臣が定める施設基 
   準に適合しているものとして地方厚生局 
   長等に届け出た保険医療機関において、 
   大腸のＣＴ撮影（炭酸ガス等の注入を含 
   む。）を行った場合は、大腸ＣＴ撮影加算 
   として、所定点数に600点を加算する。こ 
   の場合において、造影剤注入手技料及 
   び麻酔科（区分番号L008に掲げるマスク 
   又は気管内挿管による閉鎖循環式全身 
   麻酔を除く。）は、所定点数に含まれるも 
   のとする。 
 
 

【施設基準】 
 

 イについては、画像診断管理加算２が算定
できる施設に限る。専従の診療放射線技師が
1 名以上。 
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画像診断 

 

現行 改定案 

【磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）】 
 

  
 
 
 １ 1.5 テスラ以上の機器による場合 
 

                      1,330 点 
 

 ２ １以外の場合            1,000 点 

【磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）】 
 

     １ ３テスラ以上の機器による場合 
 

                     1,400点(改) 
 

     ２ 1.5 テスラ以上3テスラ未満の機器に 
       よる場合 
 

                     1,330点(改) 
 

         ３ １、２以外の場合     950点(改) 

【施設基準】 
 

 １については、画像診断管理加算２が算定で
きる施設に限る。専従の診療放射線技師が1 名
以上。 

届出 

届出 
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画像診断 

 

[参考] 
 

 画像診断管理加算２の施設基準 
 

 ① 放射線科を標榜している病院であること。 
 

 ② 画像診断を専ら担当する常勤の医師が1 名以上配置されていること。 
 

 ③ 当該保険医療機関において実施されるすべての核医学診断、CT 撮 
   影及びMRI 撮影について、②に規定する医師により遅くとも撮影日 
   の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されている 
   こと。 
 

 ④ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。 
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様式（特掲診療料） 
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様式（特掲診療料） 
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画像診断 

 

E003・3  動脈造影カテーテル法 

注  血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、所定点数 
       に400点を加算する。 

現行 改定 

【E101-2 ポジトロン断層撮影】 
1 15O標識ガス剤を用いた場合（一連の検

査につき）             7,000点 
2  18FDGを用いた場合（一連の検査につ

き）                 7,500点     

【E101-2 ポジトロン断層撮影】 
1 15O標識ガス剤を用いた場合（一連の検

査につき）             7,000点 
2 18FDGを用いた場合（一連の検査につき）                                                
                      7,500点 
3 13N標識アンモニア剤を用いた場合（一連

の検査につき）          7500点               

3 13N標識アンモニア剤を用いた場合 
○他の検査で判断のつかない虚血性心疾患の診断を目的として行った場合
に算定する。負荷に用いる薬剤料は所定点数に含まれ、別に算定できない。 

＜算定要件＞ 



画像診断 

479 H24.3.5 厚労省資料より 
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画像診断 

 

現行 改定 

【核医学診断】              375点 
 

【核医学診断】              
1 E101-2に掲げるポジトロン断層撮影及び 
  E101-3に掲げるポジトロン断層・コン 
  ピュータ断層複合撮影 
  （一連の検査につき）の場合 
                      450点 
2 1以外の場合            370点 
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様式（特掲診療料） 



 
 【F 特掲診療料】 投薬 
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現行 改定案 

【処方せん料】 
 

 １ ７種類以上の内服薬の投薬（臨時の投 
   薬であって、投薬期間が２週間以内のも 
   のを除く。）を行った場合 
 

                         40点 
 

 ２ １以外の場合              68点 

【処方せん料】 
 

 １ ７種類以上の内服薬の投薬（臨時の投 
   薬であって、投薬期間が２週間以内のも 
   のを除く。）を行った場合 
 

                         40点 
 

 ２ １以外の場合              68点 
 

 （注を追加） 
  一般名による記載を含む処方せんを交付 
 した場合は、処方せんの交付１回につき2 
 点を加算する。 
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投薬（処方せん） 

 

 なお、一般名処方を行った場合の処方せん料の算定においては、「薬剤料におけ
る所定単位当たりの薬価」の計算は、当該規格のうち最も薬価が低いものを用いて
計算することとする。 



投薬（処方せん） 

 

484 H24.3.5 厚労省資料より 



投薬（処方せん） 

 

485 H24.3.5 厚労省資料より 



投薬（処方せん） 
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投薬（処方せん） 

 

487 H24.3.5 厚労省資料より 



 
 【G 特掲診療料】 注射 
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注射 

 

現行 改定案 

【外来化学療法加算】 
 

 イ 外来化学療法加算１       550 点 
 

（15 歳未満の患者に対して 
              行った場合は750 点） 

【外来化学療法加算】 
 

 １ 外来化学療法加算１ 
 

   イ 外来化学療法加算Ａ 
 

     (1)15 歳未満   780点(新) 
 

     (2)15 歳以上   580点(新) 
 

   ロ 外来化学療法加算Ｂ 
 

     (1)15 歳未満   630点(新) 
 

     (2)15 歳以上   430点(新) 
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注射 

 

現行 改定案 

【外来化学療法加算】 
 

  ロ 外来化学療法加算２      420 点 
 

   (15 歳未満の患者に対して 
              行った場合は700 点) 

【外来化学療法加算】 
 

 ２ 外来化学療法加算２ 
 

   イ 外来化学療法加算Ａ 
 

     (1)15 歳未満    700点(新) 
 

     (2)15 歳以上    450点(新) 
 

   ロ 外来化学療法加算Ｂ 
 

     (1)15 歳未満    600点(新) 
 

     (2)15 歳以上    350点(新) 
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注射 

 

 

 ○ 外来化学療法加算Ａは、添付文書の「警告」もしくは「重要な基本的注意」 
   に、「緊急時に十分対応できる医療施設及び医師のもとで使用すること」 
   又は「infusion reaction 又はアナフィラキシーショック等が発現する可能性 
   があるため患者の状態を十分に観察すること」等の趣旨が明記されている 
   抗悪性腫瘍剤、又はモノクローナル抗体製剤などヒトの細胞を規定する分子 
   を特異的に阻害する分子標的治療薬を、静脈内注射、動脈注射、点滴注射、 
   中心静脈注射など、Ｇ０００以外によって投与した場合に算定する。 
 

 ○ 外来化学療法加算Ｂは、外来化学療法加算Ａ以外の抗悪性腫瘍剤（抗ホル 
   モン効果を持つ薬剤を含む）を使用した場合に算定する。 
 

 ○ いずれも入院中の患者以外の悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤に 
   よる注射の必要性、副作用、用法・用量、その他の留意点等について文書 
   で説明し、同意を得て、外来化学療法に係る専用室において、悪性腫瘍の 
   治療を目的として抗悪性腫瘍剤等が投与された場合に算定する。 
 

＜算定要件＞ 
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※ infusion reaction ～薬剤投与中、又は投与開始後２４時間以内に現れる症状の総称 
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様式（特掲診療料） 



注射 

 

現行 改定後 

【無菌製剤処理料】 
 
1 無菌製剤処理料1 （悪性腫瘍に対して用 
  いる薬剤が注射される一部の患者） 
 

 イ 閉鎖式接続機器を使用した場合  
                                             100点       
 

 ロ イ以外の場合             50点 
  
 
 2 無菌製剤処理料2 （1以外のもの） 
                                               40点 

【外来化学療法加算】 
 

 1 無菌製剤処理料 1（悪性腫瘍に対して用 
  いる薬剤が注射される一部の患者） 
 

 イ 閉鎖式接続機器を使用した場合 
  （1） 揮発性の高い薬剤の場合  150点  
    （2） （1）以外の場合         100点       
 

 ロ イ以外の場合             50点 
  
 2 無菌製剤処理料2 （1以外のもの） 
                                               40点 
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  （1） 揮発性の高い薬剤とは次に掲げる成分を含有する製剤である。 
      ア イホスファミド 
      イ シクロホスファミド 
      ウ ベンダムスチン塩酸塩 

＜算定要件＞ 
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様式（特掲診療料） 



 
 【H 特掲診療料】 リハビリテーション 
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医学管理等 

新設 

B001-2-7・1  
外来リハビリテーション診療料１   69点（  7日間に1回に限り） 
 

 
B001-2-7・2 
 外来リハビリテーション診療料２ 104点（14日間に1回に限り） 



 

 ○ 外来リハビリテーション診療料１ 
 

  ① リハビリテーション実施計画において、１週間に２日以上疾患別リハビリ 
    テーションを実施することとしている外来の患者に対し、包括的にリハビ 
    リテーションの指示が行われた場合に算定する。 
 

  ② 算定日から７日間は医師による診察を行わない日であってもリハビリテ 
    ーションを実施してよい。 
 

  ③ 算定日から７日間はリハビリテーションを実施した日について初・再診料、 
    外来診療料を算定しない。 
 

 ○ 外来リハビリテーション診療料２ 
 

  ① リハビリテーション実施計画において、２週間に２日以上疾患別リハビリ 
    テーションを実施することとしている外来の患者に対し、包括的にリハビ 
    リテーションの指示が行われた場合に算定する。 
 

  ② 算定日から14 日間は医師による診察を行わない場合であってもリハビ 
    リテーションを実施してよい。 
 

  ③ 算定日から14 日間はリハビリテーションを実施した日について初・再診 
    料、外来診療料を算定しない。 

＜算定要件＞ 

医学管理等 
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 ○  毎回のリハビリテーションにあたり、リハビリテーションスタッフが十分な 
   観察を行い、必要時に医師の診察が可能な体制をとっていること。 
 

 ○ 毎回のリハビリテーション後にカンファレンス等で医師がリハビリテーション 
   の効果や進捗状況を確認していること。 
 

【施設基準】 

医学管理等 
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様式（特掲診療料） 



500 

リハビリテーション 

 

現行 改定案 

早期リハビリテーション加算 
（1単位につき）              45点 

１ 早期リハビリテーション加算１ 
 （1単位につき） （14日以内） 
 

   イ リハビリテーション科の医師が勤務 
     している医療機関の場合 
                     75点(新) 
 

   ロ その他の場合        30点(改) 
 

２ 早期リハビリテーション加算２ 
 （1単位につき） （15日以上30日以内）     
                     30点(改) 
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リハビリテーション 

 

現行 改定案 

＜算定要件＞ 
 

入院中の患者に対して、治療開始日から 
起算して30日以内に限り算定する。 

＜算定要件＞ 
 

 １ 早期リハビリテーション加算１ 
 

   入院中の患者に対して、治療開始日か 
   ら起算して14日以内に限り算定する。 
 

 ２ 早期リハビリテーション加算２ 
 

   入院中の患者に対して、治療開始日か 
   ら起算して15日以上30日以内に限り 
   算定する。 

治療開始後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、
「注２」に掲げる加算と別に算定することができる。 

＜算定要件＞ 
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リハビリテーション 

 

現行 改定案 

早期リハビリテーション加算 
（1単位につき）               45点 

１ 早期リハビリテーション加算１ 
 （1単位につき） （14日以内） 
 

   イ リハビリテーション科の医師が勤務し 
     ている医療機関の場合 
                     75点(新) 
 

   ロ その他の場合        30点(改) 
 

２ 早期リハビリテーション加算２ 
 （1単位につき） （15日以上30日以内）  
                     30点(改) 
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リハビリテーション 

 

現行 改定案 

＜算定要件＞ 
 

入院中の患者に対して、発症、手術又は 
急性増悪から起算して30日以内に限り算定
する。 

＜算定要件＞ 
 

 １ 早期リハビリテーション加算 
 

   入院中の患者に対して、発症、手術又 
   は急性増悪から起算して14日以内に 
   限り算定する。 
 

 ２ 早期リハビリテーション加算２ 
 

   入院中の患者に対して、発症、手術又 
   は急性増悪から起算して15日以上30 
   日以内に限り算定する。 

発症、手術又は急性増悪後、より早期からのリハビリテーションの実施について評
価したものであり、「注２」に掲げる加算とは別に算定することができる。 

＜算定要件＞ 
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リハビリテーション 

現行 改定案 

【脳血管疾患等リハビリテーション料】 
注３ 
 

 発症、手術又は急性増悪から180日を超え
てリハビリテーションを行った場合は、１月13
単位に限り算定できるものとする。 

【脳血管疾患等リハビリテーション料】 
注４ 
 

 発症、手術又は急性増悪から180日を超え
てリハビリテーションを行った場合は、１月13
単位に限り算定できるものとする。ただし、要
介護被保険者等については平成26年３月
31日までに限る。 

現行 改定案 

【運動器リハビリテーション料】 
注４ 
 

 発症、手術又は急性増悪から150日を超え
てリハビリテーションを行った場合は、１月13
単位に限り算定できるものとする。 

【運動器リハビリテーション料】 
注５ 
 

 発症、手術又は急性増悪から150日を超え
てリハビリテーションを行った場合は、１月13
単位に限り算定できるものとする。ただし、要
介護被保険者等については平成26年３月
31日までに限る。 
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リハビリテーション 

現行 改定案 

【脳血管疾患等リハビリテーション料】 
（１単位につき） 
 
 
 
 
 
 １ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 
 

   イ ロ以外の場合          245点 
 

   ロ 廃用症候群の場合       235点 
 

 ２ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 
 

   イ ロ以外の場合          200点 
 

   ロ 廃用症候群の場合       190点 
 

 ３ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) 
 

   イ ロ以外の場合          100点 
 

   ロ 廃用症候群の場合      100点 

【脳血管疾患等リハビリテーション料】 
（１単位につき） 
 

 要介護被保険者等であって標準的算定日
数を超えており、状態の改善が期待できると
医学的に判断されない場合においては、下記
の点数を算定する。 
 

 １ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 
 

   イ ロ以外の場合        221点(改) 
 

   ロ 廃用症候群の場合    212点(改) 
 

 ２ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 
 

   イ ロ以外の場合        180点(改) 
 

   ロ 廃用症候群の場合     171点(改) 
 

 ３ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) 
 

   イ ロ以外の場合        90点(改) 
 

   ロ 廃用症候群の場合     90点(改) 
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リハビリテーション 

現行 改定案 

【運動器リハビリテーション料】（１単位につき） 
 

 
 
 
 
 
 

 １ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)  
                       175点 
 

 ２ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 
                        165点 
 

 ３ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) 
                        80点 

【運動器リハビリテーション料】（１単位につき） 
 

 要介護被保険者等であって標準的算定日
数を超えており、状態の改善が期待できると
医学的に判断されない場合においては、下記
の点数を算定する。 
 

 １ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)  
                    158点(改) 
 

 ２ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 
                    149点(改) 
 

 ３ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) 
                     80点(改) 
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リハビリテーション 

現行 改定案 

【疾患別リハビリテーション】 
 

医療保険から介護保険への円滑な移行が期
待できることから、１月間に限り、同一疾患等
について介護保険におけるリハビリテーション
を行った日以外の日に医療保険における疾
患別リハビリテーション料を算定することが可
能である。 

【疾患別リハビリテーション】 
 

医療保険から介護保険への円滑な移行が期
待できることから、２月間に限り、同一疾患等
について介護保険におけるリハビリテーション
を行った日以外の日に医療保険における疾
患別リハビリテーション料を算定することが可
能である。 
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リハビリテーション 

現行 改定案 

【疾患別リハビリテーション】 
 
＜算定要件＞ 
 

標準的算定日数を超えてリハビリテーションを
行った場合は、１月13単位に限り算定できる
ものとする。 

【疾患別リハビリテーション】 
 
＜算定要件＞ 
 

標準的算定日数を超えてリハビリテーションを
行った場合は、１月13単位に限り算定できる
ものとする。 
ただし、介護保険への円滑な移行を目的とし
て、要介護被保険者等に２月間に限り医療
保険から疾患別リハビリテーションを算定して
いる患者については、２月目について１月７ 
単位に限り算定できるものとする。 
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様式（特掲診療料） 



 
 【I 特掲診療料】 精神科専門療法 
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精神科専門療法 
 

 

現行 改定後 

【入院精神療法】（１回につき） 
 
注3 区分番号A231に掲げる児童・思春期 
 精神科入院医療管理加算を算定する患者 
 に対して入院精神療法を行った場合は、所 
 定点数に所定点数の100分の100に相当 
 する点数を加算する。 
 

                        

【入院精神療法】（１回につき） 
 

削除 
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精神科専門療法 
 

 

現行 改定案 

【通院・在宅精神療法】（１回につき） 
 

 １ 区分番号A000に掲げる初診料を算定す 
   る初診の日において精神保健指定医等 
   が通院・在宅精神療法を行った場合 
 

                        
                   

                         500点 
 

２ １以外の場合 
 

   イ 30分以上の場合        400点 
   

   ロ 30分未満の場合        330点 

【通院・在宅精神療法】（１回につき） 
 

 １ 区分番号A000に掲げる初診料を算定す 
   る初診の日において精神科救急医療体 
   制の確保に協力等を行っている精神保 
   健指定医等が通院・在宅精神療法を 
   行った場合  
                    700点(改) 
 

 ２ １以外の場合 
 

   イ 30分以上の場合      400点 
 

   ロ 30分未満の場合      330点 
 

注４  
２のイについて、抗精神病薬を服用している
患者について、薬原性錐体外路症状評価尺
度（ＤＩＥＰＳＳ）を用いて薬原性錐体外路症状
の重症度評価を行った場合は、月１回に限 
り所定点数に25点を加算する。 



現行 改定案 

【通院・在宅精神療法】 注３（１回につき） 
 

 20歳未満加算             200点 

【通院・在宅精神療法】 注３（１回につき） 
 

 20歳未満加算             200点 

＜算定要件＞ 
 

 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神
療法を行った場合、初診の日から起算して１
年以内の期間に行った場合に限り算定する。  

＜算定要件＞ 
 

 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神
療法を行った場合、初診の日から起算して１
年以内の期間に行った場合に限り算定する。
ただし、児童・思春期精神科入院医療管理料
を届出ている医療機関において、16歳未満
の患者に対して行った場合は２年以内に限り
算定する。 

精神科専門療法 
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統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害（アルコール依存症等をいう。）、
心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性
障害等、認知症、てんかん、知的障害又は心身症等 

＜対象疾患＞ 



514 

精神科専門療法 

 

現行 改定案 

【精神科継続外来支援・指導料】 
（１日につき）  
 

                        55点 

【精神科継続外来支援・指導料】 
（１日につき）  
 

                        55点 

＜算定要件＞ 
注2  当該患者に投与している抗不安薬又 
    は睡眠薬が１回の処方において、 
    ３剤以上の場合は、所定点数の100分 
    の80に相当する点数を算定する。 
 
注4 抗精神病薬を服用中している患者につ  
    いて、薬原性錐体外路症状評価尺度    
       （ＤＩＥＰＳＳ）を用いて薬原性錐体外路  
       症状の重症度評価を行った場合は、月 
       １回に限り所定点数に25点を加算する 

統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害（アルコール依存症等をいう。）、心因反応、
児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性障害、認知症、てんか
ん、知的障害又は心身症等 

＜対象疾患＞ 
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精神科専門療法 
 

 

現行 改定案 

【認知療法・認知行動療法】（１日につき） 
 

                       420点 

【認知療法・認知行動療法】（１日につき） 
 

 １ 認知療法・認知行動療法１ 
 

                    500点(新) 
 

 ２ 認知療法・認知行動療法２ 
 

                     420点(改) 



現行 改定案 

＜算定要件＞ 
 

 
 
 
 
 
 

＜算定要件＞ 
 

 １ 認知療法・認知行動療法１ 
 

  ① 精神科を標榜する保険医療機関であ 
    ること。 
 

  ② 精神科救急医療体制の確保に協力等 
    を行っている精神保健指定医が行った 
    場合に算定する。  

精神科専門療法 
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現行 改定案 

【精神科ショート・ケア】（１日につき） 
 

 １ 小規模なもの             275点 
 

 ２ 大規模なもの             330点 

【精神科ショート・ケア】（１日につき） 
 

 １ 小規模なもの             275点 
 

 ２ 大規模なもの             330点 

＜算定要件＞ 
 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において行われる場合に算
定する。 

＜算定要件＞ 
 

① 別に厚生労働大臣が定める施設基準に 
  適合しているものとして地方厚生局長等 
  に届け出た保険医療機関において行われ 
  る場合に算定する。ただし、２については、 
  疾患ごとの診療計画を作成して行った場 
  合に算定する。 
 

② Ｉ011精神科退院指導料を算定し退院 
  予定の入院中の患者に対して精神科 
  ショート・ケアを行った場合は、所定点数の 
  100分の50に相当する点数を算定する。 
  ただし、入院中１回までとする。 

精神科専門療法 
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現行 改定案 

【精神科デイ・ケア】（１日につき） 
 

 １ 小規模なもの             590点 
 

 ２ 大規模なもの             700点 

【精神科デイ・ケア】（１日につき） 
 

 １ 小規模なもの             590点 
 

 ２ 大規模なもの             700点 

＜算定要件＞ 
 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において行われる場合に算
定する。 

＜算定要件＞ 
 

① 別に厚生労働大臣が定める施設基準に 
  適合しているものとして地方厚生局長等 
  に届け出た保険医療機関において行われ 
  る場合に算定する。ただし、２については、 
  疾患ごとの診療計画を作成して行った場 
  合に算定する。 
 

② I011精神科退院指導料を算定し退院予 
  定の入院中の患者に対して精神科デイ・ 
  ケアを行った場合は、所定点数の100分        
の50に相当する点数を算定する。ただし、入 
  院中１回までとする。 

精神科専門療法 
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精神科専門療法 

 

現行 改定案 

【精神科デイ・ナイト・ケア】（１日につき）  
 

                      1,040点 

【精神科デイ・ナイト・ケア】（１日につき） 
 

                   1,000点(改) 
 

注４ 疾患別等診療計画加算    40点(新) 
 

＜算定要件＞ 
 

疾患別等診療計画加算 
 

精神科デイ・ナイト・ケアを実施する際に疾患
ごとの診療計画を作成している場合に算定す
る。 
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様式（特掲診療料） 
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精神科専門療法 

新設 

（精神科専門療法） 
 

I012・1  精神科訪問看護・指導料Ⅰ 
 

(新) イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士による場合 
 

      ① 週３日目まで 30 分以上       575点(1 日につき) 
 

      ② 週３日目まで 30 分未満       440点(1 日につき) 
 

      ③ 週４日目以降 30 分以上      675点(1 日につき) 
 

      ④ 週４日目以降 30 分未満      525点(1 日につき) 
 

(新) ロ 准看護師による場合 
 

      ① 週３日目まで 30 分以上       525点(1 日につき) 
 

      ② 週３日目まで 30 分未満       400点(1 日につき) 
 

      ③ 週４日目以降 30 分以上      625点(1 日につき) 
 

      ④ 週４日目以降 30 分未満      485点(1 日につき) 



（精神科専門療法） 
 

 I012・2  精神科訪問看護・指導料Ⅱ        160点(1 日につき) 
 

 I012・3 精神科訪問看護・指導料Ⅲ 
 

    イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士による場合 
 

      ① 週３日目まで 30 分以上        445点(1 日につき) 
 

      ② 週３日目まで 30 分未満        340点(1 日につき) 
 

      ③ 週４日目以降 30 分以上        545点(1 日につき) 
 

      ④ 週４日目以降 30 分未満              415点(1 日につき) 
 

    ロ 准看護師による場合 
 

      ① 週３日目まで 30 分以上               395点(1 日につき) 
 

      ② 週３日目まで 30 分未満               300点(1 日につき) 
 

      ③ 週４日目以降 30 分以上              495点(1 日につき) 
 

      ④ 週４日目以降 30 分未満              375点(1 日につき) 522 

精神科専門療法 

新設 
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精神科専門療法 

 
  ○ 精神科訪問看護・指導料Ⅰ 
 

    ① 精神障害を有する入院中以外の者又はその家族の了解を得て患家を 
      訪問し、個別に患者又は家族等に対して看護又は療養上必要な指導 
      を行わせた場合に算定する。 
 

    ② 精神障害を有する入院中以外の者を診察した精神科を標榜する保険 
      医療機関の保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、准看護 
      師を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、週３ 
      回を限度として算定する。 
 

＜算定要件＞ 
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精神科専門療法 

 
  ○ 精神科訪問看護・指導料Ⅱ 
 

    ① 精神障害者社会復帰施設に入所している複数の者に対して同時に看 
      護又は療養上必要な指導を行わせた場合に算定する。 
 

    ② 精神障害を有する入院中以外の者を診察した精神科を標榜する保険医 
      療機関の保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、准看護師を 
      訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、週３回を 
      限度として算定する。 
 

＜算定要件＞ 



525 

精神科専門療法 

 
  ○ 精神科訪問看護・指導料Ⅲ 
 

    ① 精神障害を有する入院中以外の者又はその家族の了解を得て患家を 
      訪問し、個別に患者又は家族等に対して看護又は療養上必要な指導 
      を行った場合に算定する。 
 

    ② 精神障害を有する入院中以外の者を診察した精神科を標榜する保険 
      医療機関の保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、准看護 
      師が同一建物居住者に対して看護又は療養上必要な指導を行った場 
      合、当該患者一人につき、週３日を限度として算定する。 
 

＜算定要件＞ 
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精神科専門療法 

  ○ 精神科訪問看護基本療養費Ⅰ及びⅢを算定している患者について、所定 
    額を算定する指定訪問看護を保健師、看護師等が看護補助者又は精神保 
    健福祉士と同時に指定訪問看護を行った場合、週１回に限り、いずれかを 
    所定額に加算する。 

新設 

＜算定要件＞ 

（訪問看護療養費） 
 

(新) 精神科訪問看護基本療養費Ⅰ及びⅢ 複数名訪問看護加算  
                                        3,000円 
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精神科専門療法 

  ○ 精神科訪問看護・指導料Ⅰの所定点数を算定する看護又は療養上必要 
    な指導を保健師又は看護師等が準看護師と同時に看護又は療養上必要 
    な指導を行った場合、所定点数に加算する。 

新設 

＜算定要件＞ 

（精神科専門療法） 
 

   I012 注5 ロ  精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ) 
               複数名訪問看護加算                               380点 
                                            



528 

精神科専門療法 

  ○ 精神科訪問看護・指導料Ⅰの所定点数を算定する看護又は療養上必要 
    な指導を保健師、看護師等が看護補助者と同時に看護又は療養上必要 
    な指導を行った場合、週１回に限り、所定点数に加算する。 
 
  ○看護師と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず患家にお 
    いて両者が同時に滞在する一定の時間を確保すること 

新設 

＜算定要件＞ 

（精神科専門療法） 
 

I012 注5 ﾊ  精神科訪問看護・指導料Ⅰ及びⅢ 複数名訪問看護加算 
                                           300点 
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精神科専門療法 

  ○ 注1及び注3に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時 
    間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の保健師、看護師等が長時 
    間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合には、週1回（15歳未 
    満の超重症児又は準超重症児については週3回）に限り、所定点数に加 
    算する。 

新設 

＜算定要件＞ 

（精神科専門療法） 
 

I012 注7  長時間精神科訪問看護・指導加算 
                                           520点 



530 

精神科専門療法 

新設 

（精神科専門療法） 
 

I012 注8 夜間・早朝訪問看護加算           
        （18時～22時・6時～8時まで）     210点 

 
I012  注8  深夜訪問看護加算  
        （22時～6時まで）             420点 
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精神科専門療法 

  ○ 注1及び注3に規定する場合であって、患者又はその家族等の求めを 
    受けた診療所又は在宅療養支援病院の保険医（精神科の医師に限る。） 
    の指示により、保険医療機関の保健師、看護師等が緊急に精神科訪問 
    看護・指導を実施した場合に、1日につき所定点数を加算する。 

新設 

＜算定要件＞ 

（精神科専門療法） 
 

I012 注9 精神科緊急訪問看護加算            265点                      



  ○ 精神科を標榜する医療機関の医師が診療に基づき、訪問看護の必要性を 
    認め、訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。 
 

  ○ 患者一人につき月1 回に限り算定する。 
 
  ○ C007訪問看護指示料と同時算定は不可 

532 

精神科専門療法 

新設 

＜算定要件＞ 

 I012-2        精神科訪問看護指示料          300点 
 

 I012-2 注2   特別訪問看護指示加算          100点 
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様式（医科点数表） 
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様式（医科点数表） 



535 

精神科専門療法 

 

現行 改定案 

【持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理】
（１月につき）  
 

                       250点 

【抗精神病特定薬剤治療指導管理料】 
（１月につき） 
 

 １ 持続性抗精神病注射薬剤治療指導 
   管理料  
                     250点 
 

 ２ 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 
                     500点(新) 



536 

精神科専門療法 

 

現行 改定案 

＜算定要件＞ 
 

  
 
 

 持続性抗精神病注射薬剤を投与してい 
 る入院中の患者以外の統合失調症患者 
 に対して、計画的な医学管理を継続して 
 行い、かつ、療養上必要な指導を行った 
 場合に、月１回に限り、当該薬剤を投与 
 したときに算定する。 

＜算定要件＞ 
 

１ 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料 
 

  持続性抗精神病注射薬剤を投与してい 
  る入院中の患者以外の統合失調症患者 
  に対して、計画的な医学管理を継続して 
  行い、かつ、療養上必要な指導を行った 
  場合に、月１回に限り、当該薬剤を投与し 
  たときに算定する。 
 

２ 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 
 

  届出を行った医療機関において、治療 
  抵抗性統合失調症治療薬を投与している 
  治療抵抗性統合失調症患者に対して、計 
  画的な医学管理を継続して行い、かつ、 
  当該薬剤の効果及び副作用等について 
  患者に説明し、療養上必要な指導を行っ 
  た場合に、月１回に限り、当該薬剤を投与 
  したときに算定する。  
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精神科専門療法 

 

現行 改定案 

〔対象薬剤〕 
 

２ 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 
 

                     クロザピン 

【施設基準】 
 

２ 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 
 

 ① 当該保険医療機関において、統合失調 
   症の治療、診断を行うにつき十分な経験 
   を有する常勤医師と常勤薬剤師が配置 
   されている。 
 

 ② 副作用に対応できる体制が整備されて 
   いること。 
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様式（特掲診療料） 
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精神科専門療法 

 

新設 

I015 重度認知症患者デイ・ケア料 
（注3）夜間ケア加算         100点（１日につき） 

 ○ 夜間の精神状態及び行動異常が著しい重度認知症患者に対して、通常の 
   重度認知症デイ・ケアに加え、２時間以上夜間ケアを行った場合に算定する。 
 

 ○ 当該加算を算定した日から起算して１年以内に限る。 

＜算定要件＞ 

 ○ 夜間により手厚い体制で従事者を配置していること。 

【施設基準】 
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様式（特掲診療料） 



 
 【J 特掲診療料】 処置 
   
 
 

  
 
 

541 



542 

処置 

 

現行 改定後 

【局所陰圧閉鎖処置（1日につき）】           
 1 被覆材を貼付した場合 
  イ 100平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ未満  1,600点 
 
  ロ 100平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上200平方ｾﾝ 
     ﾁﾒｰﾄﾙ未満         1,680点 
 
  ハ 200平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上  1,900点 
 
  注 初回の貼付限り、イにあっては1,690   
     点を、ロにあっては2,650点を、ハに 
     あっては3,300点を、それぞれ所定点 
     数に加算する。 
 
 2 その他の場合            900点 

【局所陰圧閉鎖処置（1日につき）】  
 
 1 100平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ未満  1,040点 
 
 2 100平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上200平方ｾﾝ 
   ﾁﾒｰﾄﾙ未満          1,060点 
 
 3 200平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上  1,100点 
 
 注 初回の貼付限り、1にあっては1,690 
   点を、2にあっては2,650点を、3にあっ 
   ては3,300点を、それぞれ所定点数に 
   加算する。 
 
  



543 

処置 

 

現行 改定案 

【人工腎臓】（１日につき） 
 

 １ 慢性維持透析を行った場合 
 

   イ ４時間未満の場合      2,075点 
 

   ロ ４時間以上５時間未満の場合 
 

                      2,235点 
 

   ハ ５時間以上の場合      2,370点 

【人工腎臓】（１日につき） 
 

 １ 慢性維持透析を行った場合 
 

   イ ４時間未満の場合   2,040点(改) 
 

   ロ ４時間以上５時間未満の場合 
 

                   2,205点(改) 
  

   ハ ５時間以上の場合   2,340点(改) 



544 

処置 

 

新設 

J038・2  慢性維持透析濾過（複雑なもの） 
                   2,255点（１日につき） 

 ○ 血液透析濾過のうち、透析液から分離作製した置換液を用いて血液透析濾 
   過を行っている場合に算定する。   

＜算定要件＞ 

 ○ 透析液水質確保加算２を算定していること。 

【施設基準】 



545 

処置 

 

現行 改定案 

【人工腎臓】（1日につき） 
 
 透析液水質確保加算          10点 

【人工腎臓】（1日につき） 
 
 イ 透析液水質確保加算１      8点(改) 
 
 ロ 透析液水質確保加算２    20点(新) 

［施設基準］ 
 
 
 

 ① 関連学会から示されている基準に基づ 
   き、水質管理が適切に実施されているこ 
   と。 
 

 ② 透析機器安全管理委員会を設置し、そ 
   の責任者として専任の医師又は専任の 
   臨床工学技士が１名以上配置されてい 
   ること。 

［施設基準］ 
 

 イ 透析液水質確保加算１ 
 

  ①現行と同様 
 
 
 

  ② 現行と同様 
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処置 

 

現行 改定案 

［施設基準］ 
 
 

  

［施設基準］ 
 
 

 ロ 透析液水質確保加算２ 
 

  ① 月１回以上水質検査を実施し、関連学 
    会から示されている基準を満たした血 
    液透析濾過用の置換液を作成し、使 
    用していること。 
 

  ② 透析機器安全管理委員会を設置し、 
    その責任者として専任の医師又は専任 
    の臨床工学技士が１名以上配置され 
    ていること。 



547 

処置 

 

現行 改定後 

【高位浣腸、高圧浣腸、洗腸】     45点  【高位浣腸、高圧浣腸、洗腸】     65点 

現行 改定後 

【皮膚科光線療法（1日につき）】 
1 赤外線又は紫外線療法      45点 
2 長波紫外線又は中波紫外線療法（概ね 
  290ｎｍ以上315ｎｍ以下のもの） 
                      150点 
3 中波紫外線療法（308ｎｍ以上313ｎｍ
以下に限定したもの          350点  

【皮膚科光線療法（1日につき）】  
1 赤外線又は紫外線療法      45点 
2 長波紫外線又は中波紫外線療法（概ね 
  290ｎｍ以上315ｎｍ以下のもの） 
                      150点 
3 中波紫外線療法（308ﾅﾉﾒｰﾄﾙ以上313 
  ﾅﾉﾒｰﾄﾙ以下に限定したもの    340点 



548 

処置 

 

現行 改定後 

【皮膚レーザー照射療法（一連につき）】 
 
2 Ｑスイッチ付レーザー照射療法 2,800点  

【皮膚レーザー照射療法（一連につき）】 
 
2 Ｑスイッチ付レーザー照射療法  
  イ 4ｃ㎡未満          2,000点  
  ロ 4ｃ㎡以上16ｃ㎡未満   2,370点 
  ハ 16ｃ㎡以上64ｃ㎡未満  2,900点 
  二 64ｃ㎡以上         3,950点 
 

 ○ Ｑスイッチ付ルビーレーザー照射療法及びルビーレーザー照射療法は、太田母斑、異 
    所性蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑等に対して行った場合に算定できる。な 
    お、一連の治療が終了した太田母斑、異所性蒙古斑又は外傷性色素沈着症に対し 
    て再度当該療法を行う場合には、同一部位に対して初回治療を含め５回を限度とし     
    て算定する。 
 ○ 扁平母斑等に対しては、同一部位に対して初回を含め２回を限度として算定 

＜算定要件＞ 



 
２０１２年 新設の処置 
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新区分番号 新処置項目名 新点数 

J022-5 持続的難治性下痢便ドレナージ （開始日） 50点 

J057-4 稗粒腫摘除 
１ 10箇所未満 
２ 10箇所以上 

 
74点 

148点 

処置 
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 【K 特掲診療料】 手術 
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552 

手術 

現行 改定後 

【内視鏡下椎弓切除術】 
注 2椎弓以上について切除を行う場合は、 
 1椎弓を増すごとに所定点数に6,050点を 
 加算する。ただし、加算点数は24,200点を 
 限度とする。                   

【内視鏡下椎弓切除術】 
注 2椎弓以上について切除を行う場合は、 
 1椎弓を増すごとに所定点数に100分の50 
 を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えな  
 いものとする。 

現行 改定後 

【椎間板摘出術 後方摘出術】 
注 2以上の椎間板の摘出を行う場合には、 
 1椎間を増すごとに所定点数に9,045点を 
 加算する。ただし、加算点数は36,180点を 
 限度とする。                   

【椎間板摘出術 後方摘出術】 
注 2以上の椎間板の摘出を行う場合には、 
 1椎間を増すごとに所定点数に100分の5  
 を加算する。ただし、加算は4椎間を超えな 
 いものとする。               



553 

手術 

現行 改定後 

【脊椎固定術】 
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すご 
 とに、1にあっては18,620点、2にあっては 
 14,950点、3にあっては18,710点、4に 
 あっては37,500点を加算する。ただし、加 
 算点数は1にあっては74,480点、2にあって 
 は59,800点、3にあっては74,840点、4に 
 あっては150,000点を限度とする。 

【脊椎固定術】 
注 椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、 
 1椎間又は1椎弓を増すごとに、その術式ご 
 とにそれぞれ所定点数100分の50を加算 
 する。ただし、加算は椎間又は椎弓を併せ 
 て4を超えないものとする。 



554 

手術 

現行 改定後 

【脊椎側彎症手術】 
注 1及び2のロ（胸郭変形矯正用材料を用 
 いた場合に限る。）について、椎間が2以上 
 の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に 
 18,710点を加算する。ただし、加算点数は 
 74,840点を限度とする。      

【脊椎側彎症手術】 
注 1及び2のロ（胸郭変形矯正用材料を用 
 いた場合に限る。）について、椎間が2以上 
 の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に 
 100分の50を加算する。ただし、加算は4 
 椎間を超えないものとする。 

現行 改定後 

【内視鏡下脊椎固定術（胸椎又は腰椎前方
固定】 
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すご 
 とに所定点数に33,970点を加算する。ただ 
 し、加算点数は135,880点を限度とする。  

【内視鏡下脊椎固定術（胸椎又は腰椎前方
固定】 
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すご 
 とに所定点数に100分の50を加算する。  
 ただし、加算は4椎間を超えないものとする。   



 
２０１２年 新設の手術 
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新区分番号 新手術項目名 新点数 

皮膚・皮下組織 

K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 10,000 

四肢骨 

K046-2 観血的整復固定術（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ周囲骨折に対するもの） 

        1 肩甲骨、上腕、大腿 21,710 

2 前腕、下腿 17,090 

3 手、足、指（手、足） 10,940 

K056-2 難治性感染性偽関節手術（創外固定器によるもの） 48,820 

K059-2 関節鏡下自家骨軟骨移植術 16,190 

四肢関節、靱帯 

K073-2 関節鏡下関節内骨折観血的手術 

        1 肩、股、膝 25,200 

2 胸鎖、肘、手、足 18,910 

3 肩鎖、指（手、足） 11,970 

K080-5 関節鏡下肩関節唇形成術 32,160 

手術 
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新区分番号 新手術項目名 新点数 

手、足 

K096-2 体外衝撃波疼痛治療術（一連につき） 5,000 

脊柱、骨盤 

K136-2 腫瘍脊椎骨全摘術 93,300 

K141-3       脊椎制動術 16,810 

K142-4 経皮的椎体形成術 19,960 

頭蓋、脳 

K171-2 内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術 108,470 

K181-4 迷走神経刺激装置植込術 22,140 

K181-5 迷走神経刺激装置交換術 4,000 

水晶体､硝子体 

K280-2 網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視鏡を用
いるもの） 

47,780 

鼻 

K331-3 下甲介粘膜レーザー焼灼術（両側） 2,910 

手術 
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新区分番号 新手術項目名 新点数 

顔面骨、顎関節 

K434-2 顔面多発骨折変形治癒矯正術 41,420 

K444-2 下顎骨延長術 

1  片側 22,310 

2  両側 33,460 

胸腔、胸膜 

K488-3 胸腔鏡下試験開胸術 13,500 

K488-4      胸腔鏡下試験切除術 13,500 

K497-2 膿胸腔有茎大網充填術 49,650 

K501-3 胸腔鏡下胸管結紮術（乳糜胸手術） 15,230 

縦隔 

K502-3 胸腔鏡下縦隔切開術 26,750 

気管支、肺 

K510-3 気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術 8,710 

手術 

558 



新区分番号 新手術項目名 新点数 

食道 

K524-2 胸腔鏡下食道憩室切除術 34,130 

K528-2 先天性食道狭窄症根治手術 51,220 

K532-3 腹腔鏡下食道静脈瘤手術（胃上部血行遮断術） 38,340 

横隔膜 

K534-3 胸腔鏡下（腹腔鏡下を含む。）横隔膜縫合術 31,990 

心､心膜､肺動静脈､冠血管等 

K539-3 胸腔鏡下心膜開窓術 16,060 

K599-5 経静脈電極抜去術（レーザーシースを用いるもの） 28,600 

K604-2 植込型補助人工心臓（非拍動流型） 

1   初日（１日につき） 58,500 

2   ２日目以降30日目まで（１日につき） 5,000 

3   31日目以降90日目まで（１日につき） 2,780 

4   91日目以降（１日につき） 1,500 

手術 
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新区分番号 新手術項目名 新点数 

動脈 

K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 18,080 

静脈 

K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 14,360 

K620-2 下大静脈フィルター除去術 6,190 

リンパ管、リンパ節 

K627-2 腹腔鏡下骨盤内リンパ節群郭清術 28,460 

腹壁､ﾍﾙﾆｱ 

K633-2 腹腔鏡下ヘルニア手術 

1 腹壁瘢痕ヘルニア 13,770 

2 大腿ヘルニア 15,460 

腹膜､後腹膜､腸間膜､網膜 

K636-3 腹腔鏡下試験開腹術 11,320 

K636-4 腹腔鏡下試験切除術 11,320 

K639-3 腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 16,460 

手術 
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新区分番号 新手術項目名 新点数 

腹膜､後腹膜､腸間膜､網膜 

K642-2 腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術 32,310 

K653-5 内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術 12,480 

K659-2 腹腔鏡下食道下部迷走神経切断術（幹迷切） 21,780 

K662-2 腹腔鏡下胃腸吻合術 17,700 

K664-2 経皮経食道胃管挿入術（ＰＴＥＧ） 14,610 

胆嚢､胆道 

K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ） 10,800 

K682-4 超音波内視鏡下瘻孔形成術（腹腔内膿瘍に対するも
の） 

21,320 

肝 

K702-2 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 36,730 

K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 22,240 

手術 
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新区分番号 新手術項目名 新点数 

空腸､回腸､盲腸､虫垂､結腸 

K719-5 全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術 42,510 

K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 18,370 

K725-2 腹腔鏡下腸瘻、虫垂瘻造設術 12,080 

K729-2 多発性小腸閉鎖症手術 47,020 

K729-3 腹腔鏡下腸閉鎖症手術 32,310 

K734-2 腹腔鏡下腸回転異常症手術 22,910 

K735-4 下部消化管ステント留置術 9,100 

直腸 

K739-3 低侵襲経肛門的局所切除術（ＭＩＴＡＳ） 16,700 

K742-2 腹腔鏡下直腸脱手術 25,810 

副腎 

K756-2 腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術 51,120 

手術 
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新区分番号 新手術項目名 新点数 

腎､腎盂 

K770-3 腹腔鏡下腎嚢胞切除術 20,360 

K773-4 腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの） 52,800 

膀胱 

K803-2 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 89,380 

K809-3 腹腔鏡下膀胱内手術 32,000 

尿道 

K823-3 膀胱尿管逆流症手術（治療用注入材によるもの） 23,320 

K823-4 腹腔鏡下尿失禁手術 32,440 

K823-5 人工尿道括約筋植込・置換術 23,920 

膣 

K859-2 腹腔鏡下造腟術 38,690 

手術 
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新区分番号 新手術項目名 新点数 

子宮 

K863-3 子宮鏡下子宮内膜焼灼術 17,810 

K876-2 腹腔鏡下子宮腟上部切断術 14,620 

子宮附属器 

K890-3 腹腔鏡下卵管形成術 42,120 

産科手術 

K910-2 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 40,000 

手術 
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新区分番号 新手術項目名 新点数 

手術医療機器等加算 

K934-2 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 1,000 

K939-2 術中血管等描出撮影加算  500 

K939-3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算  450 

K939-4 内視鏡手術用支援機器加算 54,200 

●術前の画像診断や触診により、腹直筋の位置を確認した上で、適切な造設部 
  位に術前に印をつけるなどの処置を行うこと。 
●手術を実施する医師とともに、術前に実施した場合に算定すること 

算定要件 

 
【施設基準】 
（1）人工肛門又は人工膀胱造設に関する十分な経験を有する常勤の医師が配置 
   されていること 
（2）経験5年以上の急性期患者の看護に従事した経験を有し、急性期看護又は 
   排泄ケア関連領域における適切な研修を修了した上常勤の看護師が配置さ 
     れていること 
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様式（特掲診療料） 



567 

様式（特掲診療料） 



568 

様式（特掲診療料） 



539 

様式（特掲診療料） 
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様式（特掲診療料） 
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様式（特掲診療料） 
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様式（特掲診療料） 
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様式（特掲診療料） 
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様式（特掲診療料） 
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様式（特掲診療料） 



 
 【K 特掲診療料】 輸血   
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577 

輸血 

K920 輸血  
注12 血小板洗浄術加算             580点 

 ○血液・造血器疾患において、副作用の発生防止を目的として、血小板濃厚液を 
  置換液等で洗浄操作した上で血漿成分を除去し輸血を行った場合に算定する。 
  血小板洗浄術の実施にあたっては関係学会の定めるガイドラインを遵守すること。 

＜算定要件＞ 



578 

輸血 

K920-2・1 輸血管理料1  
注2 輸血適正使用加算              120点         

 

K920-2・2 輸血管理料2  
注2 輸血適正使用加算                60点              

届出 

届出 

 ○輸血製剤が適正に使用されている場合には、輸血適正使用加算として 
    それぞれ加算する｡ 

＜算定要件＞ 



579 

輸血 

輸血管理料1 
新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）の使用量を赤血球濃厚液（ＭＡＰ）の使用量で除した値が0.54未満であ
り、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液（ＭＡＰ）の使用量で除した値が２未満であ
ること。なお、新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）の使用量を赤血球濃厚液（ＭＡＰ）の使用量で除した値は
次により算出すること。 
      ① 赤血球濃厚液（ＭＡＰ）の使用量 
      ② 新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）の全使用量 
      ③ 血漿交換療法における新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）の使用量 
      ④ アルブミン製剤の使用量 
  （②－③／２）／①＝０．５４未満 
  ④／①＝２未満 
 

輸血管理料2 
新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）の使用量を赤血球濃厚液（ＭＡＰ）の使用量で除した値が0.27未満であ
り、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液（ＭＡＰ）の使用量で除した値が２未満であ
ること。なお、新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）の使用量を赤血球濃厚液（ＭＡＰ）の使用量で除した値は
次により算出すること。 
     ① 赤血球濃厚液（ＭＡＰ）の使用量 
     ② 新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）の全使用量 
     ③ 血漿交換療法における新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）の使用量 
     ④ アルブミン製剤の使用量 
  （②－③／２）／①＝０．２７未満 
  ④／①＝２未満 

 

【施設基準】 



580 

様式（特掲診療料） 



581 

輸血 

K922 造血幹細胞移植 
注7 抗HLA抗体検査加算            4,000点 

 ○抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、所定点数 
   に加算する｡ 

＜算定要件＞ 



582 

輸血 

 

       K924  自己生体組織接着剤作成術      1,400点 
 

新設 

 ○当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任を有する常勤医師 
  が配置されていること 
 ○専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること 
  

【施設基準】 



583 

様式（特掲診療料） 



 
 【Ｌ 特掲診療料】 麻酔 
 
  
 
 

584 



585 

麻酔 

新設 

Ｌ008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 
注8 臓器移植術加算            15,250点 

 ○同種臓器移植術（生体を除く。）の麻酔を行った場合は、所定点数に加算する。 
    

＜算定要件＞ 



586 

麻酔 

現行 改定後 

 3 腰部交感神経ブロック、くも膜下脊髄神 
   経ブロック、ヒッチコック療法   570点 

3 腰部交感神経ブロック、くも膜下脊髄神 
  経ブロック、ヒッチコック療法、腰神経叢     
  ブロック               570点  
 

 4 眼瞼痙攣、片顔面痙攣、痙性斜頸又は 
   下肢痙縮の治療目的でボツリヌス毒素 
   を用いた場合           400点 

4 眼瞼痙攣、片顔面痙攣、痙性斜頸、上肢  
  痙縮又は下肢痙縮の治療目的でボツリヌ 
  ス毒素を用いた場合        400点 

 6 腕神経叢ブロック、おとがい神経ブロック、 
   舌神経ブロック、迷走神経ブロック、副 
   神経ブロック、横隔神経ブロック、深頸 
   神経叢ブロック、眼窩上神経ブロック、 
   眼窩下神経ブロック、滑車神経ブロック、 
   耳介側頭神経ブロック、浅頸神経叢ブ 
   ロック、肩甲背神経ブロック、肩甲上神 
   経ブロック、外側大腿皮神経ブロック、 
   閉鎖神経ブロック        170点    
    

6 腕神経叢ブロック、おとがい神経ブロック、 
  舌神経ブロック、迷走神経ブロック、副 
  神経ブロック、横隔神経ブロック、深頸 
  神経叢ブロック、眼窩上神経ブロック、 
  眼窩下神経ブロック、滑車神経ブロック、 
  耳介側頭神経ブロック、浅頸神経叢ブ 
  ロック、肩甲背神経ブロック、肩甲上神 
  経ブロック、外側大腿皮神経ブロック、 
  閉鎖神経ブロック、不対神経節ブロック、 
  前頭神経ブロック        170点  



587 

麻酔 

現行 改定後 

 7 頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック、上喉頭 
   神経ブロック、肋間神経ブロック、腸骨 
   下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロッ 
   ク、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロッ 
   ク、陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブ 
   ロック、後頭神経ブロック、筋皮神経ブロ 
   ック、正中神経ブロック、尺骨神経ブロッ 
   ク、腋窩神経ブロック、橈骨神経ブロッ 
   ク                    90点     
    
     

 7 頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック、上喉頭 
   神経ブロック、肋間神経ブロック、腸骨 
   下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロッ 
   ク、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロッ 
   ク、陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブ 
   ロック、後頭神経ブロック、筋皮神経ブロ 
   ック、正中神経ブロック、尺骨神経ブロッ 
   ク、腋窩神経ブロック、橈骨神経ブロッ 
   ク、仙腸関節枝神経ブロック、 頸・胸・ 
   腰椎後枝内側枝神経ブロック、脊髄神 
   経前枝神経ブロック        90点     
    



588 

麻酔 

現行 改定後 

 1 下垂体ブロック、三叉神経半月神経節ブ 
   ロック、腹腔神経叢ブロック、くも膜下脊 
   髄神経ブロック、神経根ブロック、下腸 
   間膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経 
   叢ブロック            3,000点 

 1 下垂体ブロック、三叉神経半月神経節ブ 
   ロック、腹腔神経叢ブロック、くも膜下脊 
   髄神経ブロック、神経根ブロック、下腸 
   間膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経 
   叢ブロック、腰神経叢ブロック 3,000点                            

 3 眼窩上神経ブロック、眼窩下神経ブロッ 
   ク、おとがい神経ブロック、舌神経ブロッ 
   ク、副神経ブロック、滑車神経ブロック、 
   耳介側頭神経ブロック、閉鎖神経ブロッ 
   ク                  800点 

 3 眼窩上神経ブロック、眼窩下神経ブロッ 
   ク、おとがい神経ブロック、舌神経ブロッ 
   ク、副神経ブロック、滑車神経ブロック、 
   耳介側頭神経ブロック、閉鎖神経ブロッ 
   ク、不対神経節ブロック、前頭神経ブロ 
   ック                  800点 

 4 迷走神経ブロック、横隔神経ブロック、上 
   喉頭神経ブロック、浅頸神経叢ブロック、 
   肋間神経ブロック、腸骨下腹神経ブロッ 
   ク、腸骨鼠径神経ブロック、外側大腿皮 
   神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨 
   神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙 
   骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック 
                        340点 

 4 迷走神経ブロック、横隔神経ブロック、上 
   喉頭神経ブロック、浅頸神経叢ブロック、 
   肋間神経ブロック、腸骨下腹神経ブロッ 
   ク、腸骨鼠径神経ブロック、外側大腿皮 
   神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨 
   神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙 
   骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、 
   仙腸関節枝神経ブロック、頸・胸・腰椎 
   後枝内側枝神経ブロック、脊髄神経前 
   枝神経ブロック           340点 



 
 【M 特掲診療料】 放射線治療 
   
 
 

  
 
 

589 



590 

放射線治療 

 

新設 

   
 通則2 小児放射線治療加算 
 
   新生児             …所定点数×60/100 
   3歳未満（乳幼児）      …所定点数×30/100 
   3歳以上～6歳未満 （幼児）…所定点数×15/100 
   6歳以上～15歳未満 （小児）…所定点数×10/100 

区分番号M000～M004までに掲げる放射線治療を行った場合に所定点数に
加算する 

＜算定要件＞ 



591 

放射線治療 

 

新設 
   
  B001-2-8 外来放射線照射診療料      280点 

H24.3.5 厚労省資料より 



592 

放射線治療 

 

 

  
○ 放射線治療医（放射線治療の経験を５年以上有するものに限る。）が診察 
  を行った日に算定し、算定日から７日間は医師による診察を行わない日で 
  あっても放射線照射を実施してよい。ただし、第２日目以降の看護師、診 
  療放射線技師等による患者の観察については、照射毎に記録し、医師に 
  報告すること。 
 

○ 放射線治療を行う前に、放射線治療による期待される治療効果や成績な 
  どとともに、合併症、副作用等についても必ず患者に説明し、文書等によ 
  る同意を得ること。 
 

○ 関係学会による放射線精度管理等のガイドラインを遵守すること。 
 

○ 算定日から７日間は放射線照射を実施した日について初・再診料、外来 
  診療料を算定しない。 
 

○ 算定した日を含め、３日間以内で照射が終了する場合は、本点数の100  
  分の50 を請求する。 
 

＜算定要件＞ 



593 

放射線治療 

 

 

  
○ 放射線照射を行うときは、当該保険医療機関に放射線治療医（放射線治 
  療の経験を５年以上有するものに限る。）が勤務していること。 
 

○ 専従の看護師及び専従の診療放射線技師がそれぞれ１名以上勤務してい 
  ること。 
 

○ 放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のため 
  の精度管理を専ら担当する技術者（放射線治療の経験を５年以上有するも 
  のに限る。）が１名以上勤務していること。 
 

○ 緊急の合併症等時に放射線治療医（放射線治療の経験を５年以上有する 
  ものに限る。）が対応できる連絡体制をとること。 

【施設基準】 



594 

様式（特掲診療料） 



595 

放射線治療 

現行 改定後 

【3 高エネルギー放射線治療】 
 

イ （略） 
 

ロ 2回目 
 (1) 1門照射又は対2門照射を行った場合 
                       280点 
 (2) 非対向2門照射又は3門照射を行った 
     場合                440点 
 (3) 4門以上の照射、運動照射又は原体 
     照射                            600点 

【3 高エネルギー放射線治療】 
 

イ （略） 
 

ロ 2回目 
 (1) 1門照射又は対2門照射を行った場合 
                    420点(改) 
 (2) 非対向2門照射又は3門照射を行った 
     場合             660点(改) 
 (3) 4門以上の照射、運動照射又は原体 
     照射                         900点(改) 

 

 ○ 照射方法を問わず、高エネルギー放射線治療を年間合計100例以上実施し 
   ていること。又は小児入院医療管理料１を届け出ていること。 

【施設基準】 



596 

様式（特掲診療料） 



597 

放射線治療 

現行 改定後 

【4 強度変調放射線治療（IMRT）】 
イ 1回目              3,000点 
ロ 2回目              1,000点 

【4 強度変調放射線治療（IMRT）】 
イ 1回目              3,000点 
ロ 2回目             1,500点(改)                  

現行 改定後 

直線加速器による定位放射線治療 
 
 
                    63,000点 
 
 

直線加速器による放射線治療 
（一連につき） 
 
1 定位放射線治療の場合   63,000点 
2 1以外の場合         6,720点(新) 
                             



598 

様式（特掲診療料） 



599 

放射線治療 

 

新設 

 M001・４  強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ） 
   注5 体外照射呼吸性移動対策加算             150点 
 
 

M001-3 直線加速器による定位放射線治療 
   注２ 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 
          イ 動体追尾法                 10,000点 
          ロ その他                     5,000点 

新設 



600 

放射線治療 

 

 M004 密封小線源治療（一連につき） 
   注7 使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して 

得た点数を加算する。 
 



 
 【Ｎ 特掲診療料】病理診断 
   
 
 

  
 
 

601 



602 

病理診断 

 

新設 

Ｎ００４ 細胞診（１部位につき） 
液状化検体細胞診加算                      85点 

採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固
定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定で
きる。採取と同時に行った場合は算定不可 

＜算定要件＞ 



603 

病理診断 

 

現行 改定案 

病理組織標本作製（1臓器につき） 
880点                       

病理組織標本作製（1臓器につき） 
860点                       

現行 改定案 

ＨＥＲ２遺伝子標本作製    2,500点 １ 単独の場合                           2,700点 
 
２ Ｎ００２に掲げる免疫染色（免疫抗体 
    法）病理組織標本作製の３による病理標 
    本作成を併せて行った場合       3,050点 



604 

病理診断 

 

現行 改定案 

１ 組織診断料          500点 
２ 細胞診断料          240点 

１ 組織診断料          400点 
２ 細胞診断料          200点 
 
 
注４  
イ 病理診断管理加算１ 
  (1) 組織診断を行った場合  120点 
  (2) 細胞診断を行った場合    60点 
 
ロ   病理診断管理加算２ 
     (1) 組織診断を行った場合       320点 
     (2) 細胞診断を行った場合       160点 
 

【算定要件】 
病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診
断を行い、その結果を文書により報告した場合に加算する。 



605 

病理診断 

 

【施設基準】 

＜病理診断管理加算1＞ 
●病理部門を設置している保険医療機関（診療所・病院） 
●病理診断を専ら担当する常勤医1名（※） 
●十分な剖検数・検体数・剖検等の設備や体制があることが望ましい 
 
＜病理診断管理加算2＞ 
●病理部門を設置している病院 
●病理診断を専ら担当する常勤医 ２名以上 （※） 
●十分な剖検数・検体数や剖検等の設備・体制があることが必要 
●年２回以上のＣＰＣ（Clinicopathological Conference）の開催 
●標本について病理診断を専ら担当する複数の医師がチェックする体制 
 
 
 （※）病理診断を専ら担当する常勤医は、病理診断を専ら担当した経験を１０年 
    以上有するものに限る 



病理診断 

606 H24.3.5 厚労省資料より 



607 

様式（特掲診療料） 


