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令和３年１月15日

日本医療事務協会

　令和2年3月27日以降の厚生労働省の告示・通知・事務連絡等による追補及び訂正をお知らせします。点数表に

追記及び訂正をお願いします。

　　注：「↓」は上から､「↑」は下から数えての行数を、下線は訂正後を、二重下線は削除箇所を表します。

ページ 訂正箇所

11 左欄A001　注3　↑1 16までに 14までに

118 左欄　7　↓3 て、同一暦月に血中の て、血中の

　　　　 ↓5 １回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り １回に限り

右欄(12)　↓3 が行われる初回月に限り、 を行った場合は、１回に限り、

144 Ｂ001-3-2　右欄　(14)の次に追加

149 左欄　2　↓4 属する月から起算して３月 属する月又はその翌月から起算して３月

右欄　1つ目(3)　↑1 属する月から 属する月又はその翌月から

右欄　1つ目(3)　↑1「算定する。」の後に下記を追加　　　

150 右欄(1)　↓10 別表第三の一の二（略） 別表第三の一の三（略）

158 右欄　1つ目(4)　↓2 添付にすることとしても 添付することとしても

右欄　2つ目(5)　↓5 （以下B005-10-2において （以下B005-10及びB005-10-2において

172 第１節　在宅患者診療・指導料　一覧表「備考」欄↑1

初回カンファレンスから６月以内に２回限り 初回カンファレンスから６月以内に３回限り

第２節　在宅療養指導管理料　一覧表「備考」欄↑4

月２回に限り ２月に２回に限り

「診療報酬点数表　医科　令和2年4月版」　追補及び訂正表

訂正前 訂正後

なお、「１」を算定した日の属する月に「２」を算定しなかった場合に限り、その翌月

から起算すること。

(15) Ｂ００１－３－２に掲げるニコチン依存症管理料を算定する患者に対し、ニコチン

依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併

用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器を使用し禁煙に関する総合

的な指導及び治療管理を行った場合は、初回時にＣ１１０－２に掲げる在宅振戦等刺激

装置治療指導管理料の「注２」に掲げる導入期加算の所定点数を準用して１回に限り算

定する。なお、当該点数は過去１年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が２回以

上である保険医療機関で本品を使用した場合にのみ算定できる。ただし、過去１年間に

ニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りではない。また、呼気

一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用している場合には当該点数は算定できない。

(16) Ｂ００１－３－２に掲げるニコチン依存症管理料を算定する患者に対し、ニコチン

依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併

用するものとして薬事承認されたる呼気一酸化炭素濃度測定器を使用した場合は、初回

時にＣ１６７に掲げる疼痛等管理用送信器加算の所定点数４回分を合算した点数を準用

して算定する。なお、当該点数は過去１年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が

２回以上である保険医療機関で本品を使用した場合にのみ算定できる。ただし、過去１

年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りではない。また、

呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用している場合には当該点数は算定できない。
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183 右欄(18)　↓3 別表第三の一の二（略） 別表第三の一の三（略）

右欄(19)　↓1 別表第三の一の二第三号 別表第三の一の三第三号

右欄(19)　↓2 別表第三の一の二第二号の(1) 別表第三の一の三第二号の(1)

206 右欄　↑3 連続携行式腹膜灌流の1の連続携行式腹膜 連続携行式腹膜灌流のいずれか

灌流のいずれか

210 C107-2 左欄　注2↓6 療養上必要な指導を 療養上必要な管理を

　　　　　      ↓8 （当該指導を （当該管理を

212 C110-2　右欄 （在宅振戦等刺激装置指導管理料） （在宅振戦等刺激装置治療指導管理料）

213 C112　

右欄(3)の次に追加

216 C152-2 左欄 注2 ↓4 使用した場合は、 使用した場合は、２月に２回に限り、

218 C161　注　↑2 月２回に限り ２月に２回に限り

220 C169の右欄に追加 　〇 喉頭摘出患者において、人工鼻材料を使用する場合は算定できない。

221 右欄　↑18 受容体アゴニスト配合剤及びヒドロコルチゾン 受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾン

右欄　↑17 ハク酸エステルナトリウム製剤 ハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換え

ヒトvon Willebrand因子製剤及びブロスマブ製剤

右欄　↑9 ②複方オキシコドン製剤 ②複方オキシコドン製剤、ヒドロモルフォン

塩酸塩製剤

右欄　↑7 ヒドロモルフォン塩酸塩製剤 削除

225 右欄　↑28の上に追加 TRC：Transcription Reverse-tanscription

Concerted reaction

228 右欄　2つ目(4)　↓2 、FEIA法により 、FEIA法又はLA法により

　　　　　　　　↑4 FEIA法により

229 右欄　↓2の次に追加

右欄　↑4 固形癌の抗悪性腫瘍剤による 固形癌若しくは手術後の大腸癌の抗悪性腫瘍剤

による

(5) 血清を検体として、ロイシンリッチα２グリコプロテインを潰瘍性大腸炎又はク

ローン病の病態把握を目的として測定する場合は、Ｄ００３ 糞便検査の「９」カ

ルプロテクチン（糞便）の所定点数を準用して３月に１回を限度として算定できる。

ただし、医学的な必要性から、本検査を 1 月に 1 回行う場合には、その詳細な

理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

ア 潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として、Ｄ００３の「９」カル

プロテクチン（糞便）又はＤ３１３大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場

合は、主たるもののみ算定する。

イ ロイシンリッチα２グリコプロテインを測定する場合は、当該検査にかかる判

断料については、Ｄ０２６検体検査判断料の４生化学的検査（Ⅰ）判断料を算定

する。

(4) 喉頭摘出患者に対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する療養上必要な

指導管理を行った場合は、当該点数を準用して算定できる。

(5) 在宅における人工鼻材料の使用に関する療養上必要な指導管理を行う場合、上

記(１)、(２)及び(３)を適用しない。

FEIA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノク

ロマト法又はLA法により
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230 右欄(2)　エ　↓1 固形癌における 固形癌又は手術後の大腸癌における

右欄(3)　カ　↑1 場合に限る。）

右欄(4)　↑3 ア　肺癌におけるBRAF遺伝子検査 ア　肺癌におけるBRAF遺伝子検査、METex14

遺伝子検査

231 右欄　↓1の次に追加

続く(13)(14)を

(14)(15)に変更

右欄　現(14)の次に

追加

234 右欄(7)の次に追加

240 右欄(41)　↓1 蛍光酵素免疫測定法により 蛍光酵素免疫測定法又は化学発光酵素免疫

測定法により

（13） 肺癌患者の血漿を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、

次世代シーケンシングによりＭＥＴｅｘ14遺伝子検査を行った場合は、本区分の

「１」の「ロ」複雑なものの所定点数を準用して患者１人につき１回に限り算定す

る。

ア 本検査の実施は、医学的な理由により、肺癌の組織を検体として、「１」の「ロ」

処理が複雑なもののうち、(４)のアに規定する肺癌におけるＭＥＴｅｘ 14遺伝子

検査を行うことが困難な場合に算定できる。

イ 本検査の実施にあたっては、肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学

的な理由を診療録及び診療報酬明細書に記載すること。

ウ 本検査と、肺癌の組織を検体とした「１」の「ロ」処理が複雑なもののうち、(4)

のアに規定する肺癌におけるＭＥＴｅｘ14遺伝子検査を同一月中に併せて行った

場合には、主たるもののみ算定する。

エ 本検査と、肺癌の組織を検体としてＭＥＴｅｘ14遺伝子検査以外の検査を併せて

行った場合には、「注２」の規定を適用し、本検査を含めた検査の項目数に応じ

た点数により算定する。

（16） ＲＡＳ遺伝子検査（血漿）は、「１」の「ロ」処理が複雑なものと、「イ」処理

が容易なものの「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるものの所定点数を準用し

て算定する。

ア 本検査は、大腸癌患者の血漿を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目

的として、高感度デジタルＰＣＲ法とフローサイトメトリー法を組み合わせた方

法により行った場合に、患者１人につき、１回に限り算定できる。ただし、再度

治療法を選択する必要がある場合にも算定できる。なお、本検査の実施は、医学

的な理由により、大腸癌の組織を検体として、「１」の「イ」処理が容易なもの

のうち、(２)のイに規定する大腸癌におけるＲＡＳ遺伝子検査又は（３）のカに

規定する大腸癌におけるＫ－ｒａｓ遺伝子検査を行うことが困難な場合に限る。

イ 本検査を実施した場合は、大腸癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学

的な理由を診療録及び診療報酬明細書に記載する。

ウ 本検査と、大腸癌の組織を検体として、「１」の「イ」処理が容易なもののうち、

(２)のイに規定する大腸癌におけるＲＡＳ遺伝子検査又は（３）のカに規定する大

腸癌におけるＫ－ｒａｓ遺伝子検査を同一月中に併せて行った場合には、主たるも

ののみ算定する。

(17) リンチ症候群の診断の補助を目的としてマイクロサテライト不安定性検査を行う場

合でも、使用目的又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用いる

ものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いる場合には「１」

の「イ」の「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるものの所定点数を算定する。

（8） 脊髄性筋萎縮症におけるオナセムノゲンアベパルボベクの適応を判定するための

補助を目的として、ＥＬＩＳＡ法により抗アデノ随伴ウイルス９型（ＡＡＶ９）抗

体の測定を実施する場合は、「３」処理が極めて複雑なものの所定点数とＤ０１４

自己抗体検査「45」抗ＨＬＡ抗体（抗体特異性同定検査）を合算した点数を準用し

て、関連学会の定める適正使用指針に示されている施設基準を満たす保険医療機関

において、原則として２歳未満の患者１人につき１回、算定する。ただし、２回以

上実施する場合は、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

場合に限る。ただし、使用目的又は効果として、

医薬品の適応を判定するための補助等に用いる

ものとして薬事承認又は認証を得ている体外診

断用医薬品を使用した場合は除く。）
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250 右欄(21)の次に追加

続く(22)～(46)を

(23)～(47)に変更

253 右欄(10)を削除し、続く(11)～(29)を(10)～(28)に変更

254 右欄　現(29)の次に追加

259 右欄(13)　↓1 プローブ法又はPCR法により、 プローブ法、PCR法又はTMA法と核酸ハイブリ

ダイゼーション法を組み合わせた方法により、

右欄(17)　↓1 (新型コロナウイルスをいう。以下同じ。) 削除

右欄(17)　↓1 喀痰、気道吸引液、肺胞洗浄液、咽頭拭い液、 削除

鼻腔吸引液又は鼻腔拭い液からの検体を用いて、

右欄(17)　↓6 (新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。） 削除

右欄(17)　↑13の上に追加

260 右欄　↓3 （令和2年2月18日健感発0218号第3号） （令和2年6月25日健感発0625号第5号）

右欄(20)　↓2 方法により、 方法又はTMA法と核酸ハイブリダイゼー

ション法を組み合わせた方法により、

（22） SARS-CoV-2（新型コロナウイルスをいう。以下同じ。）抗原検出は、当該検査

キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV

-2 抗原の検出（COVID-19（新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。）の診

断又は診断の補助）を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID

-19 の患者であることが疑われる者に対しCOVID-19 の診断を目的として行った場

合に限り、「25」マイコプラズマ抗原定性（免疫クロマト法）の所定点数４回分を

合算した点数を準用して算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を

明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。

COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実

施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を１回に限り

算定する。 ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外

の診断がつかない場合は、上記のように合算した点数をさらに１回に限り算定でき

る。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載す

ること。

上記に加え、COVID-19 の治療を目的として入院している者に対し、退院可能か

どうかの判断を目的として化学発光酵素免疫測定法（定量）による SARS-CoV-2 抗

原検出を実施した場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて

（一部改正）」（令和２年６月 25 日健感発 0625 第５号）の「第１退院に関する

基準」に基づいて実施した場合に限り、１回の検査につき上記のように合算した点

数を算定する。なお、検査を実施した日時及びその結果を診療報酬明細書の摘要欄

に記載すること。

（29） 抗リン脂質抗体検査（抗カルジオリピンIgG/IgM 抗体、及び抗β2 グリコプロ

テイン I IgG/IgM 抗体の測定）は、「27」を準用して算定する。

ア 抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として、CLIA 法を用いた免疫学的検査で抗

カルジオリピン抗体及び抗β２グリコプロテインⅠ抗体の測定を行った場合に、

「27」抗カルジオリピン抗体の所定点数の３回分を合算した点数を準用して一連

の治療につき２回に限り算定する。

イ 「25」の抗カルジオリピンβ２グリコプロテインⅠ複合体抗体、「27」の抗カ

ルジオリピン抗体、及び(29)の検査のいずれか２つ以上を併せて実施した場合は、

主たるもののみ算定する。

なお、検査に用いる検体については、厚生労働省の定める新型コロナウイルス感染症

の検査に係る指針を参照すること。
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261 右欄(26)の次に追加

267 ↓4　(5)の次に追加

296 右欄1つ目(3)　↓3 (2)の「イ」に掲げる場合は、 (2)の「ア」に掲げる場合は、

310 ◇生体検査料　②

新生児加算 　所定点数× 　所定点数×

乳幼児加算 　所定点数× 　所定点数×

幼児加算 　所定点数× 　所定点数×

●機能検査　２超音波検査等「備考」欄　↓5

　パルスドプラ法加算　200点 　パルスドプラ法加算　150点

311 ５　神経・筋検査

100

100

100

100
70

100
40

100

70

100
40

100

▲筋電図検査 ＥＭＧ  判 神

　１　筋電図（１肢につき） 320 180 　針電極にあっては１筋につき

　２　誘発筋電図（１神経につき） 200 180 　複数神経加算　150点(ただし1,050点限度)

　　（神経伝導速度測を含む） 800 180 　一連につき

　３　中枢神経磁気刺激による誘導筋電図 1500 180

　４　単線維筋電図（一連につき）

▲尿水力学的検査 260 　３　尿流測定　　　205点

　１　膀胱内圧測定 260 　４　括約筋筋電図　310点

　２　尿道圧測定図

▲筋電図検査 ＥＭＧ  判 神

　１　筋電図（１肢につき） 320 180 　針電極にあっては１筋につき

　２　誘発筋電図（１神経につき） 200 180 　複数神経加算　150点(ただし1,050点限度)

　　（神経伝導速度測を含む）

　３　中枢神経磁気刺激による誘導筋電図 800 180 　一連につき

　４　単線維筋電図（一連につき） 1500 180

▲尿水力学的検査

　１　膀胱内圧測定 260 　３　尿流測定　　　205点

　２　尿道圧測定図 260 　４　括約筋筋電図　310点

変更後⇓

(27) COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、マイクロアレイ法（定性）によ

り、鼻咽頭拭い液中のインフルエンザウイルス、コロナウイルス、パラインフルエ

ンザウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、ＲＳウイルス、ヒト

ライノウイルス/エンテロウイルス、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジア・

ニューモニエ、百日咳菌及び SARS-CoV-2 の核酸検出（以下「ウイルス・細菌核酸

多項目同時検出（SARS-CoV-2 を含む。）」という。）を同時に行った場合、採取し

た検体を、 国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダン

ス 2013－ 2014 版」に記載されたカテゴリーB の感染性物質の規定に従って、検体

採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、本

区分の「14」ＳＡＲＳコロナウイルス核酸検出の所定点数４回分を合算した点数を

準用して算定し、それ以外の場合は、同点数３回分を合算した点数を準用して算定

する。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し

検査を委託して実施した場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄

に記載すること。COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的とし

て本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を

1 回に限り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVI

D-19 以外の診断がつかず、本検査を再度実施した場合は、上記のように合算した点

数をさらに１回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診

療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 COVID-19 の治療を目的として入院してい

る者に対し、退院可能かどうかの判断を目的として実施した場合は、「感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症

患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）」（令和２年６月 25 日健

感発 0625 第５号）の「第１退院に関する基準」 に基づいて実施した場合に限り、

１回の検査につき上記のように合算した点数を算定する。なお、検査を実施した日

時及びその結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 なお、ウイルス・細菌

核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2 を含む。）を実施した場合、本区分の「17」ウイ

ルス・細菌核酸多項目同時検出、(23)ウに規定する検査及び SARSCoV-2 核酸検出に

ついては、別に算定できない。

（28） サイトメガロウイルス感染症の診断又は治療効果判定を目的として、臓器移植後

若しくは造血幹細胞移植後の患者又はＨＩＶ感染者又は高度細胞性免疫不全の患者に

対し、血液を検体としてリアルタイムＰＣＲ法によりサイトメガロウイルスＤＮＡを

測定した場合に、本区分の「14」単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量

の所定点数を準用して算定する。ただし、高度細胞性免疫不全の患者については、本

検査が必要であった理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(6) 循環動態解析装置を用いる冠血流予備能測定検査が、関連学会の定める指針に沿っ

て行われた場合、｢注４」に掲げる冠動脈血流予備能測定検査加算の所定点数 12 回分

を合算した点数を準用して算定する。ただし、循環動態解析装置を用いる冠血流予備

能測定検査とＥ２００－２血流予備量比コンピューター断層撮影は併せて算定できな

い。

(7) 循環動態解析装置を用いる冠血流予備能測定検査を実施した場合、冠血流予備能測

定検査に係る特定保険医療材料は算定できない。
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354 右欄(8)　↑14 ②前３か月の状態 ②前月の状態

422 Ｊ115　右欄(2)↑2 酸棄療法を 酸素療法を

423 Ｊ118　右欄(1)↓1 スピードラック牽引、 スピードトラック牽引、

440 Ｋ002　右欄(6）の次に追加

447 Ｋ053　右欄(3)↑3 「Ｋ082」人工関節置換術掲げる Ｋ082人工関節置換術に掲げる

457 Ｋ154-4　右欄(1)↓1 本態性振戦に対し、 本態性振戦及びパーキンソン病の患者に対し、

ＭＲガイド下 振戦症状の緩和を目的として、視床を標的とした

ＭＲガイド下

右欄(2）を(3)とし、(1)の次に追加

464 右欄1つ目の(4)の次に追加

466 Ｋ318　右欄(2)の次に追加

480 Ｋ526-4　右欄(2)の次に追加

492 右欄　↓7 概要も合わせて添付 概要も併せて添付

495 Ｋ616-4　右欄(2)↓3 診療報酬明細書の概要欄に 診療報酬明細書の摘要欄に

Ｋ616-4　右欄(3)の次に追加

510 Ｋ725　右欄(1)↓2 管理の方法及び腸廔、終了の際に 管理の方法及び腸廔、虫垂廔による療養の終了

の際に

Ｋ725-2　右欄(1)↓2 虫垂廔よる療養の 虫垂廔による療養の

（5） 自家培養角膜上皮移植を行った場合は本区分の所定点数を準用して算定する。この

場合にあっては、「注１」に規定するレーザー使用加算及び「注２」に規定する内皮移

植加算は適用しない。

（6） 自家培養角膜上皮移植の実施に際して、角膜輪部組織採取のみに終わり角膜移植術

に至らない場合については、Ｋ２４６に掲げる角膜・強膜縫合術の所定点数を準用して算

定する。

(4） 人工血管内シャントの静脈側吻合部狭窄病変に対し、末梢血管用ステントグラフト

を留置する場合には当該点数の所定点数を準用して算定する。

(7) Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷に対して、主にデブリー

ドマンに使用する超音波手術器を用いて、組織や汚染物質等の切除、除去を実施した場

合に、一連の治療につき１回に限り水圧式デブリードマン加算を準用して算定する。

なお、噴霧に用いた生理食塩水の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 薬物療法で十分に効果が得られないパーキンソン病の患者であって、脳深部刺激術が

不適応の患者に対し、運動症状の緩和を目的として、淡蒼球を標的としたＭＲガイド下

集束超音波治療器による機能的定位脳手術を行った場合に、患者１人につき１回に限り

算定する。

(3) 保存的治療が奏功しない難治性耳管開放症の症状改善を目的に耳管用補綴材を耳管内

に留置した場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。

(3) 半導体レーザー用プローブを用いて切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対

してレーザー光照射を実施した場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。

ア 本治療は、頭頸部外科について５年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を

修了している医師が実施すること。なお、その医師の所定の研修修了を証する文書の写

しを診療報酬明細書に添付すること。

イ 本治療は、次のいずれにも該当する医療機関において実施すること。

① 関連学会により教育研修施設として認定されていること。

② 頭頸部外科について５年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了して

いる常勤の医師が１名以上配置されていること。

③ 常勤の麻酔科標榜医が１名以上配置されていること。

④ 緊急手術の体制が整備されていること。

⑤ 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
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524 第2節　輸血量　右欄 輪血手技料早見表 輸血手技料早見表

左欄　Ｋ920 輪血 輸血

529 Ｋ936　右欄(1)↓2 Ｋ705、 Ｋ705の「2｣、

530 Ｋ939　右欄(4)の次に追加

552 右欄(9)の次に追加

556 Ｎ002　右欄(6)を変更

604 右欄　↓5　点滴注射 319 319、346

615 左欄　↑7 輪血〔Ｋ920〕 輸血〔Ｋ920〕

（10） ホウ素中性子捕捉療法を実施するにあたっては、Ｍ００１－４粒子線治療（一連

につき）の「１」希少な疾病に対して実施した場合「イ」重粒子線の場合の所定点数を

準用して算定する。

ア ホウ素中性子捕捉療法は、薬事承認された医療機器及び医薬品を用いて、切除不能

な局所進行又は局所再発の頭頸部癌の患者に対して実施した場合に限り算定する。

イ ホウ素中性子捕捉療法の実施にあたっては、関連学会により認定された医師の管理

の下で実施すること。

ウ ホウ素中性子捕捉療法の実施にあたっては、使用した薬剤は別途算定できる。

エ ホウ素中性子捕捉療法の実施にあたっては、位置決めなどに係る画像診断、検査等

の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

オ ホウ素中性子捕捉療法の実施の際に、治療適応判定に関する体制が整備された保険

医療機関において、適応判定が実施された場合にはＭ００１－４粒子線治療（一連に

つき）の「注２」に掲げる粒子線治療適応判定加算を準用して算定する。なお、その

際には、当該治療を受ける全ての患者に対して、当該治療の内容、合併症及び予後等

を文書を用いて詳しく説明を行い、併せて、患者から要望のあった場合、その都度治

療に関して十分な情報を提供すること。なお、患者への説明内容については文書（書

式様式は自由）で交付し、診療録に添付するものであること。

カ ホウ素中性子捕捉療法に係る照射に際して、画像診断に基づきあらかじめ作成した線

量分布図に基づいた照射計画と照射時の照射中心位置を、三次元的な空間的再現性に

より照射室内で画像的に確認・記録するなどの医学的管理を行った場合にはＭ００１

－４粒子線治療（一連につき）の「注３」に掲げる粒子線治療医学管理加算を準用し

て算定する。

キ 身体を精密に固定する器具を使用した場合は、Ｍ００１体外照射の「注３」に掲げる

体外照射用固定器具加算を準用して算定する。

(6) 「６」のＡＬＫ融合タンパクは、非小細胞肺癌患者に対して、ＡＬＫ阻害剤の投与の

適応を判断することを目的として、ブリッジ試薬を用いた免疫組織染色法により病理

標本作製を行った場合に、当該薬剤の投与方針の決定までの間に１回を限度として算

定する。

(6) 「６」のＡＬＫ融合タンパクは、以下に掲げる場合において算定できる。

ア 非小細胞肺癌患者に対して、ＡＬＫ阻害剤の投与の適応を判断することを目的とし

て、ブリッジ試薬を用いた免疫組織染色法により病理標本作製を行った場合に（当該

薬剤の投与方針の決定までの間の１回に限る。）

イ 悪性リンパ腫患者に対して、悪性リンパ腫の診断補助を目的として免疫組織染色法に

より病理標本作製を行った場合（悪性リンパ腫の病型分類までの間の１回に限る。）

変更後⇓

（5) Ｋ４３７に掲げる下顎骨部分切除術、Ｋ４３８に掲げる下顎骨離断術、Ｋ４３９に

掲げる下顎骨悪性腫瘍手術又はＫ４４４に掲げる下顎骨形成術に当たって、手術前に得

た画像等により作成された患者適合型単回使用骨手術用器械を使用した場合は、本区分

の「３ 患者適合型手術支援ガイドによるもの」の所定点数を準用して、一連の手術に

ついて１回に限り算定する。なお、この場合にあっては、本区分の「３ 患者適合型手

術支援ガイドによるもの」の「注」に定める規定は適用しない。


