
 
 【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 
 ③イマチニブ製剤 

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 

イマチニブ製剤 

グリベック錠１００ｍｇ 

   ・慢性骨髄性白血病（CML）、フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性血病（Ph  
       ＋ALL）、もしくは消化管間質腫瘍（GIST）の原因となる遺伝子の異常によって 
       生じた遺伝子産物にのみ働きかける疾患特異的な分子標的治療薬 
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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 

B001・18 小児悪性腫瘍患者指導管理料 500 550 
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医学管理等 

 

改定 

【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) 
 

            注2 小児加算      150点 

＜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。 
  小児加算は、15歳未満の患者が対象 

【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併算定不可 

新設 

Q 

A 

同一の医療機関において、Ｂ００１の22がん性疼痛緩和指導管理料１と２
を、別々の患者に算定することは可能か。 

医師の要件に応じて、算定可能である。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

 
【レセプトの記載要領等】 

 

がん性疼痛緩和指導管理料を 
算定している患者に対して、 
小児加算を算定した場合には、 
「摘要」欄に小児と表示すること 
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医学管理等 

 改定 

＜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。 
ただし、当該悪性腫瘍の診断を確定した後に新たに診断された悪性腫瘍（転移性腫
瘍及び再発性腫瘍を除く。）に対して行った場合は別に算定できる。 

Q 

A 

Ｂ００１の23がん患者カウンセリング料について、医師および看護師が共同
して診断結果及び治療方法等について患者が十分に理解し、納得した上で治
療方針を選択できるように説明及び相談を行うとあるが、説明及び相談の際
に終始医師が同席していなければならないのか。 
必ずしも同席の必要はないが、診断結果や治療方針等についての説明は医師
が行うこと。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

500点 
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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 

 ○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･24 外来緩和ケア管理料             

  （注2） 小児加算            

【レセプトの記載要領等】 

外来緩和ケア管理料を算定している患者に対して、小児加算を算定した場合には、「摘要」欄に 
小児と表示すること 
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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】 

B001･24 外来緩和ケア管理料             

  （注2） 小児加算 
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医学管理等 

 
B001･24 外来緩和ケア管理料             

  （注2） 小児加算 

Q 

A 

Ｂ００１の24外来緩和ケア管理料の看護師の要件である研修の内容が通知
に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。 

現時点では、緩和ケア診療加算の要件にある研修と同様で以下のいずれかの
研修である。 
① 日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、 
   「がん化学療法看護」、「乳ガン看護」又は「がん放射線療法看護」の 
    研修 
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護師 
    教育課程 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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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①②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】 

3/5付日本医
師会のQAより。
ウについては、
非常勤でもOK 

  B001・27 糖尿病透析予防指導管理料 
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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。 

  B001・27 糖尿病透析予防指導管理料 
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医学管理等 

 

  B001・27 糖尿病透析予防指導管理料 

様式５の７  
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医学管理等 

 

  B001・27 糖尿病透析予防指導管理料 

Q 

A 

Ｂ００１の27糖尿病透析予防指導管理料について、当該点数を算定する日にお
いて、透析予防診療チームである医師、看護師又は保健師及び管理栄養士それ
ぞれによる指導の実施が必要か。 
そのとおり。当該指導にあたり、必ずしも医師、看護師又は保健師及び管理栄
養士が同席して指導を行う必要はないが、それぞれが同日に指導を行う必要が
あることに留意されたい。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｂ００１の27糖尿病透析予防指導管理料について糖尿病教室に参加していない
患者であっても、要件を満たす場合は、当該点数を算定可能か。 

そのとおり。 

Q 

A 

Ｂ００１の27糖尿病透析予防指導管理料について、糖尿病教室等で複数の患者
に同時に指導を行った場合でも算定可能か。 

複数の患者に同時に指導を行った場合には算定出来ない。 
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医学管理等 

 

  B001・27 糖尿病透析予防指導管理料 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｂ００１の27糖尿病透析予防指導管理料の施設基準にある管理栄養士の経験と
して必要な栄養指導とは何か。 

栄養指導とは、患者の栄養状態や食行動等の評価・判定を踏まえ、療養に必要
な食事や栄養に関する指導を行うこと等が含まれる。なお、食事の提供にかか
る業務のみを行っている場合は、栄養指導を行っていないため、当該経験とし
て必要な栄養指導には該当しない。 

Q 

A 

Ｂ００１の27糖尿病透析予防指導管理料の施設基準で求められている医師、看
護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、複数の施設で必要な経験年
数を満たしていてもいいのか。 

そのとおり。 

Q 

A 

Ｂ００１の27糖尿病透析予防指導管理料の医師、看護師、管理栄養士は栄養 
サポートチーム加算の専任の医師、看護師、管理栄養士との兼任は可能か。 

栄養サポートチームの専従ではない医師、看護師、管理栄養士は兼任が可能 
である。 
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医学管理等 

 

  B001・27 糖尿病透析予防指導管理料 

厚労省 疑義解釈（その1） 

現時点では、以下のいずれかの研修である。 
   ① 日本看護協会認定看護師教育課程「糖尿病看護」「透析看護」の研修 
   ② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「慢性疾患看護」の専門看護 
       師教育課程 
   ③ 日本糖尿病療養指導士認定機構が認定している糖尿病療養指導士の受講者 
       用講習会 

Q 

A 

Ｂ００１の27糖尿病透析予防指導管理料はＢ００１の20糖尿病合併症管理料 
との併算定は可能か。 

可能である。 

Q 

A 

Ｂ００１の27糖尿病透析予防指導管理料の看護師の要件である研修の内容が通
知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。 

Q 

A 

透析予防診療チームは専任の医師、専任の看護師または保健師、専任の管理栄
養士により構成されることが必要とされているが、非常勤でもよいか？ 

管理栄養士は非常勤でもよいが、医師か看護師・保健師のどちらか一方が常勤
である必要がある。 

日本医師会QA（その1） 
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医学管理等 

 

  B001・27 糖尿病透析予防指導管理料 

★ 

Q 

A 

糖尿病透析予防指導管理料と、次の①～④を併せて算定できるか。 
 
①特定疾患療養管理料 
②外来栄養食事指導料 
③集団栄養食事指導料 
④生活習慣病管理料 
 
⑤在宅自己注射指導管理料など在宅療養指導管理料 
 

①②③ 算定できない。 
④ 算定できる。①.②.③以外の医学管理料の点数は併せて算定できる。 
⑤ 算定できる。 
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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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医学管理等 新設 
B001-2-5 院内トリアージ実施料   

届出 

様式7の3  

153 



Q 

A 

Ｂ００１－２－５院内トリアージ実施料は夜間休日診療所のみ届出可能なのか。 

夜間休日診療所に限らず、施設基準を満たす保険医療機関であれば、届出可能
である。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

医学管理等 新設 
B001-2-5 院内トリアージ実施料   

届出 

Q 

A 

トリアージの結果、初診即入院となった場合も算定できるか。 

算定できる。 

★ 

Q 

A 

施設基準で「専任の医師又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こと」とあるが、これ以外の医師、看護師がトリアー
ジを行った場合も算定できるか。 

算定できない。届出した専任の医師又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行った場合のみ算定する。 
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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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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）                           

届出 

様式7の4  
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医学管理等 

Q 

A 

初診即入院となった場合も算定できるか。 

算定できる。 

★ 

Q 

A 

夜間休日救急搬送医学管理料は、どの時間帯に算定できるか。 

診療時間以外の時間（土曜日に限る）、休日又は深夜に算定する。 

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

届出 
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医学管理等 

 

改定 

【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。  
 

【レセプトの記載要領等】 
 

 リンパ浮腫指導管理料を退院後に再度算定した場合は、退院日及び実施した  
 手術名を「摘要」欄に記載すること。 

【対象手術】 
・子宮悪性腫瘍 
・子宮付属器悪性腫瘍 
・前立腺悪性腫瘍 
・乳腺悪性腫瘍（腋窩部郭清を伴う） 

158 



改定 

【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、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。 
 

   
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。 
 

医学管理等 
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      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 

医学管理等 
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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＞ 

Q 

A 

Ｂ００５退院時共同指導料２は複合型サービス事業所の看護師が訪問した場合
にも算定できるのか。 

複合型サービス事業所が、都道府県による訪問看護ステーションの指定を受け
ていれば算定できる。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

【レセプトの記載要領】  
診療を行った日数を記載すること 
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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 

改定 

【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＞ 

【レセプトの記載要領等】 
 

 ・ 「１」を算定した場合は、がん策１と表示して、所定点数を記載すること。 
 
 ・ 「２」を算定した場合は、がん策２と表示して、所定点数を記載すること。 
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医学管理等 

H24.3.5 厚労省資料より 

参考 
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医学管理等 

 

改定 

＜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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医学管理等 

 

様式13の2  
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医学管理等 

 
様式13の3  
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医学管理等 

 

Q 

A 

Ｂ００５－６－２がん治療連携指導料を算定する連携医療機関は自院が必ず届
出を行う必要があるのか。 

Ｂ００５－６がん治療連携計画策定料を算定する計画策定病院が一括して届出
を行えば、連携医療機関も届出を行ったものとして取り扱う（連携医療機関は
届出を行う必要はない）。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｂ００５－６がん治療連携計画策定料及びＢ００５－６－２がん治療連携指導
料について、連携計画書の内容を変更する度に届出る必要があるのか。 

年に１回、７月１日時点のものを届出ること。 
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医学管理等 

 

Q 

A 

Ｂ００５－６がん治療連携計画策定料の「２」の「計画の変更」とは、どのよ
うな場合か。 

がんの再発や転移等による状態の変化により、治療方法の変更（放射線療法か
ら化学療法への変更や再手術の実施等）が行われた場合である。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

計画策定病院と連携する医療機関の届出について、どのような簡素化が行われ
たのか？ 

計画策定病院と連携医療機関の双方で届出を出すのは非効率という観点から、
従来、連携医療機関が「連携する計画策定病院に係る事項」等を届ける様式13
の3が廃止された上で、施設基準通知が「届出に当たっては、計画策定病院に
おいて、がん治療連携指導料の算定を行う連携医療機関に 係る届出を併せて
行っても差し支えない」と改められたことで、計画策定病院が様式13の2（参
考資料p．898）に連携医療機関を記載して地域連携診療計画書とともに届出る
ことで、連携する医療機関は届出が不要となった。 
また、連携医療機関が増えた場合には、計画策定病院が追加することとなる。 

日本医師会QA（その3） 
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H24.3.5 厚労省資料より 
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医学管理等 

 
改定 

【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 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 
 

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。 

【レセプトの記載要領等】 
  認知症専門診断管理料の「２」を算定した場合は、認管２と表示して、所定点数を記載す 
    るとともに「摘要」欄に前回算定日（初回の場合は初回である旨）を記載すること。 

171 



医学管理等 

 
改定 

＜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。 

Q 

A 

同一医療機関に療養病棟と認知症疾患医療センターがある場合、療養病棟で認
知症の疑いのある患者が医療センターで認知症と診断された場合は算定できる
か？ 

できない。他医療機関の療養病棟の入院患者である必要がある。 

日本医師会QA（その3） 
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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＞ 

【レセプトの記載要領等】 
  認知症療養指導料を算定した場合は、認指と表示して、所定点数を記載するとともに、 
   「摘要」欄に認知症療養計画に基づく最初の治療を行った月日を記載すること。 
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医学管理等 

H24.3.5 厚労省資料より 

計画に基づき治療し、状況を
報告する 
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項目 点数 算定要件 
診療情報提供料（Ⅰ） 
（紹介先ごとに1人につき月1
回） 

250 別の保険医療機関での受診の必要性を認め、患
者の同意を得て、診療状況を示す文書で紹介した
場合に算定 

 
 
 
 
 
 

加
   
 

算 

退院時加算 ＋200 退院日の属する月又はその翌月に、検査結果及び
画像情報等を添付した場合に加算。 
算定対象が介護老人保健施設である場合は、当
該加算を算定した患者にあっては、その後6ヶ月間、
当該加算は算定できない 

ハイリスク妊産婦紹介加算 
（妊娠中1回に限り） 

＋200 ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅰ）の医療機関から
（Ⅱ）の医療機関に紹介した場合に加算 

認知症患者紹介加算 
（1回につき） 

＋100 認知症の疑われる患者について、専門医療機関で
の鑑別診断等のため紹介した場合に加算 

認知症専門医療機関連携
加算 
（外来のみ） 

＋50 認知症の専門医療機関において、すでに認知症と
診断された患者について、症状増悪時に文書によ
り専門医療機関へ紹介した場合に加算 

精神科医連携加算 
（1回につき） 
（外来のみ） 

＋200 うつ病等の精神障害を疑い、診断治療のため、精
神科医師に受診日の予約を取った上で他医精神
科へ紹介した場合に加算 

肝炎インターフェロン治療
連携加算 
（外来のみ） 

＋50 長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎
の患者について、連携医療機関に文書で紹介した
場合に加算 

医学管理等 
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• 保険医療機関が   
– 市町村 
– 保健所、精神保健福祉センター 
– 指定居宅介護支援事業者 
– 地域包括支援センター 
– 保険薬局                    
– 精神障害者社会復帰施設 
– グループホーム 
– 介護老人保健施設 
– 老人性認知症センター  
 
 

•  退院患者の紹介に当たっては、心電図、脳波、画像診断の所見等診療上 
   必要な検査結果、画像情報等及び退院後の治療計画等を添付。 
   添付した写し又はその内容を診療録に貼付又は記載すること  

に情報提供した場合も算定可能 

医学管理等 
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 【C 特掲診療料】  
                  在宅医療 
                  在宅療養指導管理材料加算 
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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 
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在宅医療 

H24.3.5 厚労省資料より 
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在宅医療 

Q 

A 

複数の診療所と連携して機能を強化した在宅療養支援診療所となる場合、当該
診療所が複数のグループに属することは可能か。 

可能である。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

機能を強化した在宅療養支援診療所について、複数のグループに属する診療所
の場合、往診、看取りの実績要件の計上はどうなるのか。 

当該診療所が複数の連携グループに属することは差し支えないが、その場合、 
実績要件は重複して計上することはできない。 
（例）過去１年間の緊急の往診実績３件、看取り実績１件を有するA診療所が、
BグループとCグループの２つのグループに属する場合、往診実績３件、看取 
り実績１件をBグループにおける実績として計上した場合、Cグループにお 
いて計上できる実績は、往診０件、看取り０件である。 
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在宅医療 

Q 

A 

在宅療養支援診療所・病院の過去１年間の実績要件とは、年度単位での実績か。 

年度単位ではなく、直近１年間の暦月単位での実績である。 
（例）24年６月に届出を行う場合は、23年６月～24年５月までの１年間の実
績。なお、実績に係る届け出については、年に１回でよいが、施設基準を満た
さなくなった場合は、直ちに届出を行うこと。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

連携する他の保険医療機関と併せて「在宅医療を担当する常勤の医師が３名以
上」の要件を満たす場合は、診療所（常勤医師１名）＋２００床未満病院（常
勤医師２名）でもよいか？ 

よい。 

日本医師会 QA（その1） 
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在宅医療 

Q 

A 

単独で機能強化型の要件を満たす在支病が、在支診からの要請により、連携の
機能強化型を併せて届出することは可能か？可能な場合、在支病は「単独」、 
「連携」両方の届出をすることになるので、届出様式11の2（参考資料p．
895）の区分には（1）、（2）の両方に○印を付けることになるか？ 

可能である。 
ただし、その場合の実績要件のカウントの仕方に整理が必要であり、現在、厚
生労働省当局でQ＆A作成中である。 
その際の届出は、属するグループごとに届出する必要があると考えている。 

Q 

A 

複数の医療機関が連携して要件を満たす場合、特別な関係にある医療機関が含
まれていてもよいか？ 

よい。 

日本医師会 QA（その3） 
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在宅医療 

様式11の2  

当直体制を担う時は在宅医
療を担当することはできない 
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改定 

【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) 

在宅医療 

【レセプトの記載要領等】 
 

 ・ 在宅ターミナルケア加算を算定した場合は、当該加算点数を記載し、「在宅患者訪問診療」 
   の字句の次にタと表示すること。なお、「摘要」欄に死亡日及び死亡日前14日以内の計15 
     日間に行った往診又は訪問診療の日及び当該患者が在宅以外で死亡した場合は死亡前 
     24時間以内に行った訪問診療の日時を記載すること。 
 ・ 看取り加算を算定した場合は、当該加算点数を記載し、「摘要」欄に看取と表示すること。 
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改定 

＜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 
 
■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 
 

 
 

在宅医療 
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在宅医療 
 

 

Q 

A 

在支診、在支病のかつ、死亡前24時間以内に往診又は訪問診療行い当該患者を
看取った場合」という文章が外れたが、「死亡日及び死亡前14日以内の計15日
間に2回以上」という条件を満たしていれば、死亡前24時間以内に往診又は訪
問診療を行っていなくても算定可能か？ 
今回の改定では、今までの在宅ターミナルケア加算が、看取りまでのプ ロセ
スの評価（在宅ターミナルケア加算）と在宅での看取りの評価（看取り加算）
の2つに分かれたため、プロセスの評価については、死亡日を含む15日以内に2
回以上の往診又は訪問診療が行われていれば算定できる。 

日本医師会QA（その3） 

Q 

A 

在宅ターミナルケア加算について、死亡した日に往診しておらず、更に死亡し
た月が往診した月と異なる場合（最終往診目が死亡した日を含む月の前月のみ
の場合）はどのように算定をしたらよいか？ 

当該加算の要件を満たしていれば、死亡した日を含む月において、当該加算を
算定する。 
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在宅医療 

新設 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＞ 

Q 

A 

Ｃ００４救急搬送診療料の長時間加算３０分以上の診療の時間について、迎え
に行く際の時間や搬送先医療機関での診療時間は含まれるか。 

含まれない。当該時間については、医療機関に搬送されるまでに、実際に医 
師が診療した時間のみを含める。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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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11 

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

様式20の3  

専従であっても、
業務に差し支えな

ければOK 
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在宅医療 

 
240点 新設 

○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＞ 

【レセプトの記載要領等】 
 
・ 介護職員等喀痰吸引等指示料を算定した同一日に医師の診療が行われない場合は 
  実日数として数えないこと。 
 

・ 前回の指示書を交付した日（初回の場合は初回である旨）を「摘要」欄に記載すること。 
 

複数のサービス事業書に指示を出しても、 
利用者1人につき1回の算定 
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在宅医療 

 
240点 新設 

Q 

A 

主治医が患者等の選定する登録事業者に介護職員等喀痰吸引等指示書を交付し
た場合の点数が新設されたが、たんの吸引により医療事故が発生した場合、指
示をした医師の責任になるか？ 

医師は利用者の状態等を確認した上で、たん吸引をする必要性について事業所
単位に指示を出す。事故の原因が行為を行う介護福祉士や介護職員が一定の技
量に達していない場合や、事業所に管理体制の不備がある場合は、医師の責任
までは問われないが、事故の原因が医師の指示内容に起因するような場合は医
師に責任が及び得ると考えられる。 
 

例えば、ある利用者の状態から判断し咽頭反射が激しい等々の理由により、看
護師でないと吸引ができないと判断されるにもかかわらず、医師が介護福祉士
等に指示して、それが原因で窒息などの事故が起これば、それは医師の責任と
いうこともあり得る。 

日本医師会QA（その1） 
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在宅医療 

 
 新設 

別紙様式34  
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在宅医療 

改定 

【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] 
 

●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 

Q 

A 

在宅において緊急補助的治療として使用するためにアドレナリン製剤を処方さ
れた患者について、毎月、自己注射に関する指導管理を行った場合に、その都
度、Ｃ１０１在宅自己注射指導管理料を算定することができるのか。 

アドレナリン製剤を処方した際のＣ１０１在宅自己注射指導管理料については、
医学的な必要性からアドレナリン製剤を処方し、処方と同時に自己注射に関す
る指導管理を行った場合に限り、算定することができる。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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在宅医療 

改定 

【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） 

Q 

A 

在宅において緊急補助的治療として使用するためにアドレナリン製剤を処方さ
れた患者について、毎月、自己注射に関する指導管理を行った場合に、その都
度、Ｃ１０１在宅自己注射指導管理料を算定することができるのか。 

アドレナリン製剤を処方した際のＣ１０１在宅自己注射指導管理料については、
医学的な必要性からアドレナリン製剤を処方し、処方と同時に自己注射に関す
る指導管理を行った場合に限り、算定することができる。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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在宅医療 

改定 

【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] 
 

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。 
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間歇シリンジポンプ 

在宅医療 
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在宅医療 

Q 

A 

Ｃ１５７酸素ボンベ加算等について、２月に２回に限り算定することとなった
が、次の月と合わせて２月とするのか、又は前の月と合わせて２月とするのか。 

患者が受診していない月の医学管理が適切に行われている場合には、いずれに
ついても可。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

区分番号 項目名 

C157 酸素ボンベ加算 

C158 酸素濃縮装置加算 

C159 液化酸素装置加算 

C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算 

C165 経鼻的持続陽圧呼吸療法治療器加算 
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在宅医療 

Q 

A 

在宅酸素療法の酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、酸素ボンベ加算、 液化
酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算、経鼻的持続陽圧呼吸療法用治
療器加算は「月1回」から「2月に2回に限り」算定と変更になったが、治療継
続中で前月受診がなかった場合に、翌月受診目1目で、前月分と当月分の2回分
を1回で算定できるか？ 

できる。受診がない月においても、あくまでも適切な医学管理をしている必要
がある。 
例えば、1月の後半に受診し、2月は目数が少ないから次回の受診は3月にする
場合、1月の受診で1月分と2月分の2回分を1回で算定できる。 
また、1月に受診があったが、2月はインフルエンザが流行しているため、次回
の受診を3月にすることがよいと医師が判断し、受診を控えた場合、3月の受診
で2月分と3月分の2回分を1回で算定できる。 

日本医師会QA（その3） 
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在宅医療 

改定 

【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、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。 

改定 

【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。 
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在宅医療 

改定 

【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。 

改定 

【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。 

【レセプトの記載要領等】 

・疼痛等管理用送信器加算を算定した場合は、疼信と表示し、当該加算を加算した点数を記
載すること。導入期加算を算定した場合は、導入期と表示し、当該加算を加算した点数を記載
し、「摘要」欄に植込術を行った年月日を記載すること。 
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 【D 特掲診療料】 検査 
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２０１２年 新設の検査 
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204 

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 

 
 
２回目を算定した場合は前回算定日を、 
３月に２回以上算定する場合はその詳細
な理由を「摘要」欄に記載すること。 
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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 

【レセプトの記載要領】 
・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。 
・D023 11 ＨＰＶジェノタイプ判定を算定した場合には、あらかじめ行われた組織診断の結 
 果及び組織診断の実施日及び当該検査によって選択した治療法を「摘要」欄に記載する事。 
 また、当該検査の２回目を算定した場合は、前回実施日及び前回選択した治療（その後通 
 常の検診となった場合はその旨）を記載すること。 

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 

 

過去の実施日、在宅酸素療法の実
施の有無又は流量の変更を含む患
者の治療方針を「摘要」欄に記載
すること 

３月に２回以上算定する場合は、
「摘要」欄に複肝と表示し、その
理由及び医学的根拠を詳細に
記載すること 



検査 

 
様式24の6 時間内歩行試験  様式24の7 ヘッドアップティルト試験  
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＜算定の留意点＞ 
注 筋肉コンパートメント内圧測定は骨折、外傷性の筋肉内出血、長時間の圧迫又は 
   動脈損傷等により、臨床的に疼痛、皮膚蒼白、脈拍消失、感覚異常及び麻痺を認 
   める等、急性のコンパートメント症候群が疑われる患者に対して、同一部位の診 
   断を行う場合に、測定の回数にかかわらず1回のみ算定する。 

内圧の測定は、血圧計や中心静脈圧測
定方法を用いた簡便なneedle 
manometer法で、針を各コンパートメント
に刺して計測します。そして30mmHg以
上は本症とみなします。レントゲン検査で
は原因となる骨折や脱臼の有無を確認
できます。MRIでは血腫の有無を確認で
きます。 
 

Needle-manometer法による筋内圧測定（発展編） 

検査 

 
D221-2 筋肉コンパートメント内圧測定 

福島医大医療人育成・支援センター 大谷晃司ステップアップセミナー スライドより 
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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 

検査 
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検査 

 
様式29の2 ロービジョン検査判断料  
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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 

     2 その他のもの 200 

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

検査 

 



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＞ 

Q 

A 

Ｄ０２６検体検査判断料の骨髄像診断加算について、専門の知識を有する医師
とは、具体的にどのような診療科の医師を指すのか。 

たとえば、血液内科医、小児科のうち血液系疾患を専門とする医師、臨床検 
査に従事する医師、病理に従事する医師等である。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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検査 

Q 

A 

Ｄ０２６検体検査判断料の骨髄像診断加算について、当該医療機関の医師以外
が判断した場合に算定できるのか。 

算定できない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｄ０２６検体検査判断料の骨髄像診断加算について、１月あたりの算定回数制
限はあるか。 

月に１回に限り加算する。 
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検査 

Q 

A 

サリドマイド製剤又はレナリドミド製剤を投与する場合であって、添付文書上
の記載に基づき、妊娠の有無を確認する検査について、算定できるか。 

算定して差し支えない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｄ０２３微生物核酸同定・定量検査のインフルエンザ核酸検出の対象となる重
症患者とは、具体的にどのような患者を指すのか。 

たとえばインフルエンザ抗原が陰性であるが、インフルエンザウイルス感染が
強く疑われる、人工呼吸器管理や入院による集学的治療が必要な患者等である。 
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検査 

 

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 

【 CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準】 
 
●Ｅ２００コンピューター断層撮影の「１」ＣＴ撮影の「イ」６４列以上のマルチスラ 
  イス型の機器による場合又は「ロ」１６列以上６４列未満のマルチスライス型の 
    機器による場合に係る施設基準のいずれかを現に届け出ていること。 
 
●専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療の経験を５ 
  年以上有する常勤の医師が配置されていること。 
 
●診療放射線技師が配置されていること。 
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検査 

 
様式38  
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検査 

 

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。 

Ｄ４０９－２センチネルリンパ節生検及びＫ４７６乳腺悪性腫瘍手術のセンチ
ネルリンパ節加算について、採取したセンチネルリンパ節について、「D006-
7」サイトケラチン１９（KRT19)mRNA検出で、転移の有無を判定した場合に
も、センチネルリンパ節生検として算定できるか。 

算定して差し支えない。 

Q 

A 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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検査 

Q 

A 

Ｄ００２尿沈渣（鏡検法）の鏡検法とはどのような検査を指すのか。 

顕微鏡を用いて実際に医療従事者の目視によって、検体を直接観察すること 
を指す。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｄ００５の６末梢血液像（鏡検法）の鏡検法とはどのような検査を指すのか。 

顕微鏡を用いて実際に医療従事者の目視によって、検体を直接観察すること 
を指す。 

Q 

A 

末梢血液像について、どのような場合に、鏡検法を行うのか。 

例えば造血器疾患や感染症や自己免疫疾患を疑う場合など、医学的に妥当適 
切な場合に実施すること。 
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検査 

Q 

A 

尿沈渣又は末梢血液像について、鏡検法とフローサイトメトリー法、又は鏡検
法と自動機械法を併せて算定できるか。 

尿沈渣又は末梢血液像について、それぞれいずれか主たるもののみ算定する。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｄ００６－４遺伝学的検査の対象に、「先天性難聴」が追加されたが、突発性
難聴等に対しても算定できるのか。 

算定できない。対象はあくまでも先天性の難聴が疑われる場合に限る。 

Q 

A 

Ｄ００７血液化学検査の心筋トロポニンＩについて、心筋炎の診断目的で行っ
た場合は算定できるか。 

算定して差し支えない。 
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検査 

Q 

A 

Ｄ２１１－３時間内歩行試験の実施に当たり、前後の血液ガス分析は必須なの
か。 

時間内歩行試験の実施に当たっては、患者の状態等を勘案の上、医学的に必要
かつ妥当な検査を実施し、結果を診療録に記載すること。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｄ２２５－４ヘッドアップティルト試験の際に行った血液検査は、別に算定で
きるか。 

算定して差し支えない。 

Q 

A 

Ｄ２３９筋電図検査の誘発筋電図について、たとえば、片側の正中神経につい
て、運動神経と感覚神経の神経伝導速度をそれぞれ測定した場合には、どのよ
うに算定するのか。 

運動神経と感覚神経をそれぞれ１神経として数え、合わせて２神経として算定
する。 
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検査 

Q 

A 

Ｄ２５０平衡機能検査の「５」に掲げる別の検査を行った場合にはそれぞれ算
定できるとされたが、１つの検査について複数の方法で行った場合にはそれぞ
れ算定できるか。 

１つの検査を複数の方法で行った場合には、１回のみ算定する。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｄ３１０小腸ファイバースコピーの「２」のカプセル型内視鏡によるものにつ
いて、クローン病が疑われる原因不明の消化管出血を伴う小腸疾患の診断のた
めに行う場合も算定してよいか。 

算定して差し支えない。 

Q 

A 

Ｄ４０９－２センチネルリンパ節生検及びＫ４７６乳腺悪性腫瘍手術のセンチ
ネルリンパ節加算について、採取したセンチネルリンパ節について、「D006-
7」サイトケラチン１９（KRT19)mRNA検出で、転移の有無を判定した場合に
も、センチネルリンパ節生検として算定できるか。 

算定して差し支えない。 
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 【E 特掲診療料】 画像診断 
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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。 

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 
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＞ 
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画像診断 

 

Q 

A 

Ｅ１０１－２ポジトロン断層撮影及びＥ１０１－３ポジトロン断層・コン
ピュータ断層複合撮影について、悪性リンパ腫の治療効果判定のために行った
場合については、転移・再発の診断の目的に該当すると考えてよいか。 

そのとおり。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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画像診断 

H24.3.5 厚労省資料より 
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画像診断 

 
改定 

【コンピューター断層撮影】 
 

 １ ＣＴ撮影 
 

 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) 
 

 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) 
 

 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 

改定 

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 

 

改定 

【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 

Q 

A 

CT・MRI撮影の施設基準の届出要件に、安全管理責任者の氏名記載、装置の保
守管理計画の添付が追加されたことに伴い、すでに届出している医療機関にお
いても、改めて届出する必要があるか？ 
保守計画をきちんと作っているかどうかを確認する必要があるので、現在届出
ているところは改めて届出していただく。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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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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検査 

 
様式37  
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 【F 特掲診療料】 投薬 
   
 
 

  
 
 

231 



改定 

【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。 

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。 
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投薬（処方せん） 

 

一般名処方の場合、
保険薬局で後発医
薬品又は先発医薬
品を選択可 

ここに変更不可の
印（「レ」印など）が
ある場合は、後発
医薬品へ変更す
ることができない 

✓ 

医師署名 

【般】 ○○○錠20㎎  2錠  7日分 
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投薬（処方せん） 

 

Q 

A 

今回の改定で処方せん様式が変更されたのはなぜか？ 

現在、処方せんは「後発医薬品への変更がすべて不可の場合」の署名欄があり、
処方医の署名により、処方薬すべてについて後発医薬品に変更不可となる形式
となっているが、これをドイツの様式に倣い個々の医薬品について変更の可否
を明示できるきめ細かな様式に変更することとなった。さらに、後発医薬品の
使用促進が進まない原因の１つに、薬局の在庫管理の負担が指摘されているこ
と等から、一般名による処方を推進することとなった。医療機関においては、
患者への説明等に対する手当て等として処方せん料に加算が設定された。 

日本医師会QA（その1） 

Q 

A 

処方せん様式が変更になったが、従来の様式の処方せんを使用することはでき
ないのか？ 

平成２４年９月３０日までは従前の処方せんを手書き等で修正して使用できる。
この場合、後発医薬品へ変更することに差し支えがある場合は、「保険医署
名」欄にある「全て」という文言を削除した上で「保険医署名」欄に署名また
は記名・押印し、かつ、医薬品ごとに「✓」または「×」を記載するなど、医
薬品ごとに、当該判断が薬局に明確に伝わるようにすること。 
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投薬（処方せん） 

 

Q 

A 

数種類の処方薬のうち、１種類だけでも一般名で処方されていれば他の処方薬
が銘柄名で処方されていても算定できるという理解で良いか。 

そのとおり。ただし、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場 
合に限り算定できる。従って、後発医薬品の存在しない漢方、後発医薬品のみ
存在する薬剤等について一般名処方した場合は算定できない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

一の処方薬について、一般名とカッコ書等で銘柄名が併記されている場合、一
般名処方加算は算定可能か。 

算定できない。 
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投薬（処方せん） 

 厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

一般名処方において、配合剤等の記載方法はどのようにすればよいのか。 

処方せんへの一般名処方による記載については、一般的名称に剤形及び含量を 
付加することを原則としているところであり、内用薬及び外用薬のうち、後発
医薬品が存在する先発医薬品の主な単味製剤について一般名処方マスタを作・
公表しているところである。一般名処方が浸透する当分の間は、可能な限り一
般名処方マスタの範囲で対応されたい。なお、対象については、順次拡大する
予定としている。 
  http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen.html 

Q 

A 

一般名処方の処方せんを受け付けた保険薬局において先発医薬品を調剤した場
合、処方元の保険医療機関に情報提供は必要であるのか。 

処方した薬剤が先発医薬品であるか、後発医薬品であるかにかかわらず、一般 
名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、実際に調剤した薬剤の銘柄
等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供する
ことになっている。 
ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の 
要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意
に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。 
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投薬（処方せん） 

 

Q 

A 

一般名処方（後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品
名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方せんを交付
すること）は義務化されたのか？ 

強制ではない。 

日本医師会QA（その1） 

Q 

A 

手書き医療機関でも一般名で処方すれば加算を算定できるか？ 

できる。 
ただし、「一般名＋剤形＋含量」という形で処方する必要があり、厚生労働省
が別途公表する一般名処方マスタを参照されたい。厚生労働省ホームページに
３月５日に掲載「処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載例（一般名処
方マスタ）について（平成２４年４月１日現在）」
（http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen.html） 
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投薬（処方せん） 

 

Q 

A 

医療機関が一般名処方した薬剤を、薬局で患者と薬剤師が相談して、先発医薬
品が選択される場合はあるのか？ 

一般名処方は先発医薬品も後発医薬品も横並びで患者さんが選択するというも
ので、後発医薬品が原則になるわけではない。薬局は薬担規則上、後発医薬品
を勧めることになるが、最終的には患者さんの選択になるので、先発医薬品を
選択するケースは考えられる。 

日本医師会QA（その1） 

Q 

A 

一般名による記載を含む処方せんを交付する場合に、「薬剤料に掲げる所定単
位当たりの薬価」の計算について「薬価が最も低いものを用いる」こととなっ
ているが、医療機関では薬価の情報をどのように知ることができるか？ 
以下の３つが考えられるが、手書きによる請求を行っている医療機関では２）
か３）の対応になると思われる。なお、厚生労働省が別途公表する一般名処方
マスタには同一剤形・規格内の最低薬価に関する情報も含まれている。 
１）レセプトのシステムの導入 
２）紙媒体であれば、保険薬辞典など 
３）厚生労働省ホームページでの電子媒体での情報提供 
 厚生労働省ホームページに３月５日に掲載 
「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について 
                                                                           （平成２４年４月１日現在）」 

（http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp120305-01.html） 
※ エクセルのファイルになっているので検索が可能 
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 【G 特掲診療料】 注射 
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注射 

 

改定 

【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) 
 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＞ 

※ 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 

【外来化学療法加算Aの対象薬剤】 
レミケード、ロイスタチン、アラノンジー、アクプラ、アービタックス、アバスチン等 

【外来化学療法加算Bの対象薬剤】 
ゾラデックス、リュープリン、フィルデシン、ゾメタ等 
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注射 

 

改定 

【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 

  （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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 【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） 

 
 ○  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】 

【レセプトの記載要領等】 

・ 診療を行った日数を記載すること。 
  （外来リハビリテーション診療料を算定した患者に対する、疾患別リハビリテーションに 
  係る初診料、再診料又は外来診療料が算定できない期間に行われた疾患別リハビリ 
  テーションの日数を含む。） 
・  外来リハビリテーション診療料を算定した場合は、外リ１、外リ２、と表示して、所定点 
   数を記載するとともに、「摘要」欄にその算定日を記載すること。 
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医学管理等 

 

 

 ○ 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＞ 

B001-2-7・1   外来リハビリテーション診療料１ 
 

B001-2-7・2   外来リハビリテーション診療料２ 
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医学管理等 

 
B001-2-7・1   外来リハビリテーション診療料１ 
 

B001-2-7・2   外来リハビリテーション診療料２ 

リハビリテーションを
算定した日 

リハビリテーション
を算定しない日 

リハビリテーションに係る 
初・再診料、外来診療料の算定可否 

× 
 

× 

リハビリテーショ
ンに係らない
初・再診料、外
来診療料の算
定可否 

同一日に同時に診
療を行う場合 

× 
（※） 

○ 

別の日に診察を行
う場合 
（同日再診含む） 

○ ○ 

※外来リハビリテーション診療料を算定しない別の標榜診療科で診療が行われた場合
は、2科目の初診料、2科目の再診料、2科目の外来診療料のいずれかを算定できる 
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医学管理等 

 
B001-2-7・1    外来リハビリテーション診療料１ 
 

B001-2-7・2   外来リハビリテーション診療料２ 

Q 

A 

Ｂ００１－２－７外来リハビリテーション診療料又は外来放射線照射診療料を
算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放
射線治療を行う日において、２科目の診療を行った場合、２科目の初診料又は
再診料（外来診療料）は算定できるのか。 

Ａ０００初診料の注３ただし書きに規定する点数又はＡ００１再診料の注２
（Ａ００２外来診療料の注３）に規定する点数を算定する。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｂ００１－２－７外来リハビリテーション診療料又は外来放射線照射診療料を
算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放
射線治療を行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料又は再診料
（外来診療料）は算定できるのか。 

初診料又は再診料（外来診療料）を算定する。 
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医学管理等 

 
B001-2-7・1    外来リハビリテーション診療料１ 
 

B001-2-7・2   外来リハビリテーション診療料２ 

Q 

A 

Ｂ００１－２－７外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されて
いる日数の間で、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算
定できるのか。 

リハビリテーションに係る再診料又は外来診療料は算定できない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｂ００１－２－７外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されて
いる日数の間で、リハビリテーションを実施した日に処置等を行った場合、当
該診療に係る費用は算定できるか。 

初診料、再診料、外来診療料以外の費用については、算定可能である。 
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医学管理等 

 
B001-2-7・1    外来リハビリテーション診療料１ 
 

B001-2-7・2   外来リハビリテーション診療料２ 

Q 

A 

Ｂ００１－２－７外来リハビリテーション診療料はリハビリテーション実施計
画で７日間又は14日間に２日以上リハビリテーションを実施することになって
いるが、実際は１日しかリハビリテーションを実施できなかった場合、どのよ
うに請求すればよいか。 
診療録及びレセプトの摘要欄において、リハビリテーション実施予定日、リハ
ビリテーションが実施できなかった理由、その際に受けた患者からの連絡内容
等が記載されており、事前に予想できなかったやむを得ない事情で７日間又は
14日間に２日以上リハビリテーションが実施できなかったことが明らかな場合
は算定可能。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

同一患者について、Ｂ００１－２－７外来リハビリテーション診療料を算定し
た日から規定されている日数が経過した後、当該診療料を算定せずに再診料等
を算定してもよいのか。 

そのとおり。 
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医学管理等 

 
B001-2-7・1   外来リハビリテーション診療料１ 
 

B001-2-7・2   外来リハビリテーション診療料２ 

Q 

A 

Ｂ００１－２－７外来リハビリテーション診療料の届出を行った医療機関で
あっても、当該診療料を算定する患者と再診料等を算定する患者が混在しても
よいのか。 

そのとおり。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

外来リハビリテーション診療料に規定される期間（７日または１４日）が経過
した後、その都度診察を行う場合は、同一月であっても本点数を算定せず、再
診料を算定することができるか？ 

できる。 

日本医師会QA（その1） 
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医学管理等 

 

Q 

A 

本点数を算定する期間（７日または１４日）に、投薬や処置など別に算定でき
るか？ 

算定できるが、投薬、処置等に対して別途再診料は算定できない。なお、外来
診療料を算定する医療機関の場合、外来診療料に包括される診療行為について
は算定不可となる。 

Q 

A 

本点数の算定を始めたが、リハビリテーションの回数を増やす必要が生じた場
合、さかのぼって再診料を算定してよいか？ 

さかのぼって再診料を算定することはできない。 

日本医師会QA（その1） 

Q 

A 

要介護被保険者等である患者に、医療保険からリハビリテーションを算定する
必要がある場合、本点数は算定できるか？ 

算定できる。 

日本医師会QA（その3） 

B001-2-7・1   外来リハビリテーション診療料１ 
 

B001-2-7・2   外来リハビリテーション診療料２ 
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リハビリテーション 

 

改定 

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

２ 初期加算 （1単位につき） （14日以内）                  45点（新）  
                                             

＜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、治療開始日から起算して30日以内に限り算定する。 
 
 ２ 初期加算 
 

   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。 
   リハビリテーション科の常勤の医師が１名以上配置されていること  届出 
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リハビリテーション 

 

改定 

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

２ 初期加算 （1単位につき） （14日以内）                  45点（新）  
                                             

＜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30日以内に 
   限り算定する。 
 ２ 初期加算 
 

   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。 
 

   リハビリテーション科の常勤の医師が１名以上配置されていること  届出 
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リハビリテーション 

 

Q 

A 

リハビリテーションの初期加算について、リハビリテーション科を標榜して 
いる必要があるか。 

原則として標榜している必要がある。ただし、リハビリテーションに専ら従事
している常勤の医師が勤務している場合は、リハビリテーション科を標榜して
いない場合であっても、当該加算を算定出来る。 
また、心大血管疾患リハビリテーションについては、当該リハビリテーション
の経験を有する常勤の医師が勤務している循環器科又は心臓血管外科、呼吸器
リハビリテーションについては、呼吸器リハビリテーションの経験を有する常
勤の医師が勤務している呼吸器内科、呼吸器外科を標榜していることで差し支
えない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

【レセプトの記載要領等】 
 

 ・ 早期リハビリテーション加算を算定した場合は、「摘要」欄に早リ加と表示して、点数を 
    記載すること。 
 ・ 初期加算を算定した場合は、「摘要」欄に初期と表示して、点数を記載すること。 
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 【I 特掲診療料】 精神科専門療法 
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精神科専門療法 
 

 
改定 

【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。 
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精神科専門療法 
 

 
改定 

【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。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。 

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＞ 

てんかん指導料と
併せて算定可能 
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精神科専門療法 
 

 

Q 

A 

Ｉ００２通院・在宅精神療法の「１」を算定するに当たっては、当該療法を実
施する精神保健指定医等が要件を満たす必要があるのか。 

そのとおり。なお、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に
受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、
必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有して
いること。」の要件については、保険医療機関でその要件を満たしていればよ
い。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｉ００２通院・在宅精神療法の「１」を算定するに当たって、「標榜時間外に
おいて、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の
問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携してい
る保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」については、主治医で
ある精神保健指定医等が必ず対応しなければならないのか。 

必ずしも主治医である精神保健指定医等が問合せに直接対応する必要はないが、
継続的に受診している患者の診療の状況について、外部からの問合せに確実に
応じ、対応できる体制を整備すること。 

258 



精神科専門療法 
 

 

Q 

A 

Ｉ００２通院・在宅精神療法の「１」を算定するに当たって、必要となる精神
科救急医療体制の確保に対する協力の要件はいつの時点の実績で満たしていれ
ばよいか。 

当該点数を算定した月の前月から起算して過去12月の実績で要件を満たす必要
がある。 
ただし、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診してい
る患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じ
てあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有しているこ
と。」については、算定した月で要件を満たしていればよい。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｉ００２通院・在宅精神療法の「１」を算定するに当たって、「措置入院及び
緊急措置入院時の診察」や「医療保護入院および応急入院のための移送時の診
察」について、都道府県の求めに応じ診察を行った結果、入院に至らなかった
場合、１回の実績としてよいか 

１回の実績としてよい。 
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精神科専門療法 

 
改定 

【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 

 

Q 

A 

Ｉ００２－２精神科継続外来支援・指導料において、「１回の処方において、
３剤以上の抗不安薬又は３剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の
100分の80に相当する点数により算定する。」とあるが、頓用の抗不安薬、睡
眠薬を含むのか。 

頓用の抗不安薬、睡眠薬も含む。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｉ００２－２精神科継続外来支援・指導料の１回の処方において、３剤以上の
抗不安薬又は３剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に
相当する点数により算定することとなるが、当該所定点数には注３に規定する
療養生活環境を整備するための支援や注４に規定する特定薬剤副作用評価加加
算が含まれるか。 

含まない。 
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精神科専門療法 
 

 

改定 

【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) 
 
＜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。  
 

届出 
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精神科専門療法 

 

改定 

【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＞ 
 

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。 
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精神科専門療法 

 

改定 

【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＞ 
 

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。 
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精神科専門療法 

 

Q 

A 

Ｉ００８－２精神科ショート・ケア、Ｉ００９精神科デイ・ケアの「大規模な
もの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」について、「特掲診療料の
施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」で示されている、
様式46の２に準じたものであれば、それぞれの医療機関ごとの様式でよいか。 

様式46の２で示した内容がすべて含まれるものであれば、差し支えない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｉ００８－２精神科ショート・ケア、Ｉ００９精神科デイ・ケアの「大規模な
もの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」にはどの程度の頻度で見直
しを行えばよいのか。 
短期目標として、概ね３ヶ月以内の目標を設定していることから、概ね３ヶ月
以内に１度、短期目標の達成状況の評価を行い、必要に応じ、目標の修正を行
うこと。 
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精神科専門療法 

 

Q 

A 

Ｉ００８－２精神科ショート・ケア、Ｉ００９精神科デイ・ケアのうち、｢大規
模なもの｣について、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合
に算定することになるが、診療計画に基づいてショート・ケア、デイ・ケアを
提供するごとに、その内容や結果について、従事する者すべてで評価を行い、
その要点を診療録に記載している場合は、参加者を少人数に分けて、それぞれ
に個別のプログラムを実施することは可能か。 

可能。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

入院中の患者であって、退院を予定しているもの（区分番号Ｉ０１１に掲げる
精神科退院指導料を算定したものに限る。）に対して、Ｉ００８－２精神科
ショート・ケア又はＩ００９精神科デイ・ケアを行った場合には、入院中１回
に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定することができるが、当
該所定点数には注３に規定する早期加算を含むのか。 

含む。 
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 【J 特掲診療料】 処置 
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処置 

 
改定 

【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。  

Q 

A 

局所陰圧閉鎖処置について、平成２４年度改定において、「被覆材を貼付した
場合」と「その他の場合」の区別がなくなったが、被覆材を貼付した日もその
他の日も、同じ点数を算定するのか。 

そのとおり。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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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】 

改定 

【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) 

処置 
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処置 

 
改定 

【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］ 
イ 透析液水質確保加算１ 
 

 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。 
 
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。 
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処置 

 

Q 

A 

人工腎臓について、エポエチンベータペゴルはエリスロポエチン製剤に含まれ
るのか。 

そのとおり。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

人工腎臓の慢性維持透析濾過（複雑なもの）を行っている患者がいない場合も、
体制が整っている場合には、透析液水質確保加算２を算定してよいか。 

算定して差し支えない。 

Q 

A 

持続緩徐式血液透析濾過はどの区分で算定するのか。 

Ｊ０３８－２持続緩徐式血液濾過で算定する。 
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２０１２年 新設の処置 

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 
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処置 

Q 

A 

Ｊ０２２－５持続的難治性下痢便ドレナージを実施できる看護師の要件にある
「急性期患者の皮膚・排泄ケア等に係る適切な研修」とは、どのような研修か。 

研修については以下の内容を満たすものであり、研修には、実習により、事 
例に基づくアセスメントと急性期看護又は排泄ケア関連領域に必要な看護実践 
が含まれること。 
(イ) 急性期看護又は排泄ケア関連領域に必要な看護理論および医療制度等の 
概要 
(ロ) 看護倫理 
(ハ) 医療安全管理 
(ニ) 急性期看護又は排泄ケア関連領域に関するアセスメントと看護実践 
(ホ) 急性期看護又は排泄ケア関連領域の患者及び家族の支援方法 
(ヘ) コンサルテーション方法 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｊ０２２－５持続的難治性下痢便ドレナージの看護師の要件である研修の内容
が事務連絡の問164に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。 

現時点では、以下のいずれかの研修である。 
日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」「救急看護」「集中ケ 
ア」の研修 
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 【K 特掲診療料】 手術 
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＜通則14＞ 

手術 

K198 神経移植術 
K013 分層植皮術 
K013-2 全層植皮術 
K059 骨移植術 
K016 動脈（皮）弁術、筋（皮）弁術 
K017  遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付きのもの） 

K019 複合組織移植術 
K020 自家遊離複合組織移植術（顕微鏡下血管
柄付きのもの） 

K021 粘膜移植術 
K033 筋膜移植術 

その他の手術 

K055-3 大腿骨頭回転骨切り術 
K055-3 大腿骨近位部（転子間を含む）骨切り術 

K140 骨盤骨切り術 
K141 臼蓋形成手術 
K141-2 寛骨臼移動術 

同一手術野又は同一病巣につき、２以上の手術を同時に行った場合 
                   ↓ 
               主たるもののみ算定 

原則 

例外① 左右欄の手術を同時に行った場合、それぞれ算定可能 
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＜通則14＞ 

手術 

K046 骨折観血的手術の「３」 
K063 骨折脱臼観血的整復術の「３」中の指（手・足） 
K073 関節内骨折観血的手術の「３」中の指（手・足） 
K078 観血的関節固定術の「３」中の指（手・足） 
K080 関節形成手術の「３」中の指（手・足） 
K082 人工関節置換術の「３」中の指（手・足） 

例外② 同一指の骨及び関節（中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を
含む）のそれぞれを同一手術野とする。（同一指内の複数の骨又は
関節について行った場合には、各々の骨又は関節ごとに算定す
る） 
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２０１２年 新設の手術 

277 



278 

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 



279 

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 

 
術式を選択した理
由について、「摘
要」欄に詳細を記
載すること。 
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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 

QA 
あり 



手術 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

組織採取目的で胸腔鏡下に切除を行った場合には、どの区分で算定するのか。 

Ｋ４８８－４胸腔鏡下試験切除術で算定する。 
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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 

手術 

２回以上算定した
場合には、前回算
定日を「摘要」欄
に記載すること。 

QA 
あり 



手術 

Q 

A 

Ｋ６１６－４経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、３ヶ月に２回以上
実施した場合、２回目以降の手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定
できるか。 

算定できない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｋ６１６－４経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、３ヶ月に２回以上、
複数の保険医療機関で実施した場合、それぞれの保険医療機関について３ヶ月
に１回に限り算定できるか。 

１人の患者につき、３ヶ月に１回に限り算定する。 
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手術 

Q 

A 

診療報酬算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項（通知）では、「３か月
に１回に限り算定する。」とされております。 
Ｋ６１６－４経皮的シャント拡張術・血栓除去術が実施された同月や３ヶ月以
内に実施された透析シャント関連手術である、Ｋ６０７－３上腕動脈表在化、
Ｋ６０８－２外シャント血栓除去術、Ｋ６０８－３内シャント血栓除去術、Ｋ
６１０－３内シャントまたは外シャント設置術、Ｋ６１４血管移植術・バイパ
ス移植術５その他の動脈などは、一連のものとして請求が制限されることはな
いと考えてよろしいですね？ 

その通りです。これら他の（Ｋ６１６－４以外の）手術料請求が制限されるも
のではありません。 

社団法人日本透析医会 
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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 

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 

QA 
あり 

Q 

A 

組織採取目的で腹腔鏡下に切除を行った場合には、どの区分で算定するのか。 

Ｋ６３６－４腹腔鏡下試験切除術で算定する。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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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 



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 
 

QA 
あり 



手術 

Q 

A 

Ｋ９３９－３人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の看護師の要件にある「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」とは、どのような研修か。 

研修については以下の内容を満たすものであり、現時点では、日本看護協会認
定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」及び日本ストーマリハビリテーション学
会の周手術期ストーマケア研修（20時間以上）の研修が該当する。 
なお、研修には、講義及び演習により、次の内容を含むものであること。 
(イ) 急性期看護又は排泄ケア関連領域に必要な看護理論および医療制度等の 
  概要 
(ロ) 急性期看護又は排泄ケア関連領域に関するアセスメントと看護実践 
(ハ) 急性期看護又は排泄ケア関連領域の患者及び家族の支援方法 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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手術 

Q 

A 

Ｋ０００－２小児創傷処理（６歳未満）について、切創、刺創、割創又は挫創
に対して、ボンド又はテープにより創傷処理を行った場合に算定できるか。 

６歳未満の患者であって、筋肉、臓器に達しない創傷に対して、切除、結紮又
は縫合と医療上同等の創傷処理を行った場合は、算定して差し支えない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｋ５３３食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡によるもの）については、１週間を
目安として算定することとしているが、１週間を経ないと実施してはいけない
のか。 

当該手術料は、１週間の一連の行為を評価したものであり、１週間以内の場 
合でも、手術を実施して差し支えない。 
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手術に関する疑義解釈 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ｋ５１３胸腔鏡下肺切除術が「１」肺囊胞切除術と「２」その他のものに改め
られたが、気胸及び良性肺腫瘍はどちらで算定するのか。 

気胸に対して胸腔鏡を用いて肺囊胞手術（楔状部分切除によるもの）を行っ 
た場合は「１」肺囊胞手術（楔状部分切除によるもの）で算定する。良性肺腫 
瘍に対して胸腔鏡を用いて肺切除術を行った場合は、「２」その他のもので算 
定する。 

Q 

A 

２以上の手術を同時に行い、「診療報酬の算定方法」第１０部手術の「通則１
４」に基づき費用を算定する場合に、従たる手術において使用された手術医療
機器等について手術医療機器等加算が算定できるが、従たる手術の費用が算定
できない場合は、手術医療機器等加算だけが算定できるか。 

算定できない。 
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手術に関する疑義解釈 

★ 

Q 

A 

Ｋ９３４－２副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算について、算定対象手術を
両側に行った場合、それぞれの手術に対して加算できるか。 

両側に対してそれぞれ手術料が算定できる場合は、それぞれの手術に加算でき
る。 

Q 

A 

Ｋ９３９－２術中血管等描写撮影加算について 
 
①術中血管等描写撮影とはどのようなものか。 
②薬剤を用いて血管撮影を実施すればどの手術に対しても算定できるのか。 

①脳外科で行われているＩＣＧ蛍光血管撮影のことである。 
②インドシアニングリーンを用いた脳神経外科手術が対象となる。 
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 【M 特掲診療料】 放射線治療 
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レセプトには、回数、及び点数、 
照射部位を記載が必要です 



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＞ 

Q 

A 

小児放射線治療加算は、「各区分の注に掲げる加算については加算の対象とな
らない。」とあるが、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していない保
険医療機関において、新生児に対して、Ｍ001体外照射３高エネルギー放射線
治療イ（１）１門照射又は対向２門照射を行った場合の算定は、所定点数に
100分の70を乗じた点数と所定点数に100分の70を乗じて、更に100分の60を
乗じた点数をそれぞれ合算した点数でよろしいか。 

そのとおり。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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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 

【レセプトの記載要領】 
 

・診療を行った日数を記載すること。 
 （外来放射線照射診療料を算定した患者に対する、放射線照射に係る初診料、再診料又は外来 
 診療料が算定できない期間に行われた放射斜線照射の日数を含む） 
 
・外来放射線照射診療料を算定した場合は、外放と表示して、所定点数を記載するとともに、 
 「摘要」欄にその算定日を記載すること。 
 
・早期に外来放射線照射を修了する場合には、「摘要」欄に治療を継続する医学的な理由を 
 記載すること。 
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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＞ 

  B001-2-8 外来放射線照射診療料      280点 
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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】 
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 【Ｎ 特掲診療料】病理診断 
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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＞ 
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病理診断 

 

改定 

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

改定 

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 
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改定 

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。 
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【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 
●臨床医及び病理医が参加し、個別の剖検例について病理学的見地から 
  検討を行うための会合（ＣＰＣ：Clinicopathological Conference）を少なく 
   とも年2回以上行なっていること 
●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 
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Q 

A 

病理診断料の病理診断管理加算については、病理診断料の算定１回につき、１
回しか算定できないという理解でよいか。 

そのとおり。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

病理診断料の病理診断管理加算の施設基準にある「病理診断を専ら担当する常
勤の医師」は、検体検査管理加算（Ⅲ）及び（Ⅳ）の施設基準にある「臨床検
査を専ら担当する医師」と兼任でもよいか。 

兼任不可。 

306 



病理診断 

H24.3.5 厚労省資料より 
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