
2018年度診療報酬改定結果
診療領域別委員会総括

1. 検査関連委員会（委員長：米山彰子）

検査については、診療報酬の見直しや新規収載の希望が多い。今回も各学会から多数の

提案書が提出された。検査関連委員会でこれらすべてについて検討・議論し重点項目を抽

出することは困難であるので、各臓器・診療分野に関連した検査はその委員会で取り扱っ

ていただきたい旨をお願いした。検査関連委員会では領域横断的に用いられる技術につい

て取り上げることとし、今回は、メール審議にて前回に引き続き「血液採取」を重点項目

とした。現状 25 点であるが、臨床検査振興協議会のコスト調査の結果に基づき 62 点を提

案した。

その結果 30 点に増点された。医療費への影響を考えるとやむを得ない増点幅とも考え

られるが、まだ実際にかかっているコストには足りず、医療安全や感染対策の観点から今

後も十分な診療報酬上の評価を求めていきたい。

2. 放射線関連委員会（委員長：大西 洋）

 【総括】

放射線画像診断関係では、管理加算３の創設、心臓 MRI の増点、小児鎮静下加算、

頭部 MRI 加算は大きな成果であったが、PET 検査や人工知能の評価は未遂である。

放射線治療関係では、画像誘導技術の新たな評価など比較的実り多い改訂であったと

考えるが、子宮がん腔内照射料や IMRT 施設基準などは現行のままで、決して十分と

は言えない。総じて、今後の健全で安全な放射線診療を実現するためには、更なる改

訂が必用である。

 個別の提案内容と結果

日本医学放射線学会

未収載

・ネットワーク型画像管理加算：

・人工知能技術のための画像診断データベース加算

既収載

・画像診断管理加算２の増点：全く反映されず

・画像診断管理加算３の創設：全く反映されず

・画像診断管理加算４の創設：ほぼ要望通り反映（結果的に画像管理加算３として）

日本核医学会

既収載

・ポジトロン断層撮影 13Ｎ標識アンモニア剤を用いた場合（一連の検査につき）

：要望通り反映

・PET 検査における薬剤師の評価：全く反映されず

-1-



日本磁気共鳴医学会

既収載

・コンピューター断層撮影(CT, MR)の共同利用加算の増点：全く反映されず

日本放射線腫瘍学会

未収載

・乳房温存手術後における SAVI を用いた加速乳房部分照射術：全く反映されず

既収載

・Intrafractional 画像誘導放射線治療加算：全く反映されず

・腫瘍への Interfractional 画像誘導放射線治療加算（皮膚含む）：要望通り反映

・少分割照射の適応拡大（前立腺）：要望通り反映

・体幹部定位放射線治療の適応拡大：一部反映

・子宮頸癌腔内照射管理料の増点と毎回算定：一部反映

・子宮頸癌腔内照射料の増点：全く反映されず

・子宮頸癌に対する画像誘導密封小線源治療加算の増点：全く反映されず

・陽子線治療の適応拡大：一部反映

・重粒子線治療の適応拡大：一部反映

・体外照射呼吸性移動対策加算の対象に左乳癌を追加：要望通り反映

・放射線治療の晩期合併症に対する高気圧酸素療法の増点：要望通り反映

・強度変調放射線治療の施設基準の見直し：全く反映されず

・定位放射線治療の「体外照射」との同時算定：全く反映されず

・コーンビーム CT を備えた低侵襲ガンマナイフによる画像誘導放射線治療と分割照射

  ：全く反映されず

・遠隔放射線治療計画：要望通り反映

・コバルトやイリジウムを用いた密封小線源による外部照射：全く反映されず

・吸収性スペーサ留置術と併用する技術料を追加：全く反映されず

・耐用期間を過ぎた放射線治療装置による高精度照射の減点：全く反映されず

・IMRT の増点と 2 回目照射の削除：一部反映

3. リハビリテーション関連委員会（委員長：近藤国嗣）

リハビリテーション関連委員会は医療技術未収載項目で 8 項目、医療技術既収載項目で

7 項目、医学管理料で 7 項目を当関連委員会として要望した。医療技術未収載項目では、

集中治療室における早期リハビリテーション加算を要望したが、特定集中治療室管理料に

早期離床・リハビリテーション加算が新たに設けられ、基準を満たせば、入室した日から

起算して 14 日を限度として 500 点が加算される。医療技術既収載項目ではトレッドミル/
サイクルエルゴメータによる負荷心肺機能検査での連続呼気ガス分析加算が 200 点→520
点に増点された。一方、介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリ

テーション料は平成 31 年 4 月以降、疾患別リハビリテーション料の算定を認めない取扱

いとされた。医学管理料では、ADL 維持向上加算の施設基準における褥瘡発生率が緩和さ
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れた。また、栄養摂取情報提供書作成加算は反映されなかったが、退院時共同指導料算定

可能な職名に管理栄養士が記された。 
 

4. 消化器関連委員会（委員長：村島直哉） 

診療報酬点数表に基づき平成 30 年診療報酬改定の成果を記載いたします。 
 
ⅰ 総括 
内保連提案での成果は 15 項目中 1 項目（BRTO）のみであり、不調であった。この傾

向は平成 28 年と比べてもより顕著であった。さらに外保連関連においても、内視鏡関連な

ど内科系が関連する増点 新設は少なく、外科手術とくに腹腔鏡関連の加点が目立つ診療

報酬改定であった。また、経緯が明らかではないものも散見された。したがって今後は引

き続き、内保連全体での取り組みを推し進める必要があると思われた。 
IC 委員会に協力して実態調査を行った。グリーンブックに掲載される消化器関連のコン

テンツを作成した（浦岡委員）。 
疾患重症度の委員会の立ち上げに参加した（小早川委員）。 
また、内視鏡委員会が活動し作成された外保連共同による内視鏡試案について、外保連

試案のなかに含まれる形で発刊されるみこみになった。今後、消化器関連委員会としても、

精緻化に協力する方向で活動したい。 
 

ⅱ 内保連からの提案項目の成果 
要望順位による提案項目 ①のみ新設承認された 

① BRTO（バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術） 
② 大腸カプセル内視鏡の適応拡大 
③ MR エラストグラフィー検査 
④ H.pylori 除菌療法前の抗菌薬感受性試験 
⑤ 食道インピーダンス 
⑥ CAM 耐性と判明している患者での一次除菌からの二次除菌レジメンの使用 
⑦ HCV genotype 検査 
⑧ 食道内圧測定のハイレゾリューションマノメトリー 
⑨ カルニチン血中濃度測定検査 
⑩ HEV-RNA 検査 
⑪ 血清ペプシノーゲン測定 
⑫ フィブロスキャン CAP 法 
⑬ 除菌判定時 UBT 値カットオフに近い場合の追加検査 
⑭ 検査回数や組合せの制限撤廃 
⑮ CYP2C19 遺伝子多型の測定 
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ⅲ 消化器関連の全体的な点数変化及び新設 
検体検査 減点項目 
CEA AFP CA19-9 PIVKAⅡ 
HBc 抗体 HBV コア抗原 包括 5 項目以上 抗核抗体  抗ミトコンドリア抗体 抗

LKM1 抗体 HCV 核酸定量 
検体検査 リンパ球刺激試験        項目の分割による増点 
超音波造影加算          増点 
胃・十二指腸ファイバースコピー 胆管鏡膵管鏡加算  増点 
胆道ファイバースコピー         増点 
小腸内視鏡           増点 
腹腔鏡検査           増点 
内視鏡的結腸軸捻転解除術(一連につき)    新設 
硬性内視鏡下食道異物摘出        新設 
腹腔鏡下食道憩室切除         新設 
内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法       増点 
内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法        増点 
縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術         新設 
内視鏡下筋層切開術           増点 
腹壁瘢痕ヘルニア           増点 

  腹腔鏡下          増点 
大腿ヘルニア  腹腔鏡下      増点 
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)    新設 
腹腔鏡下胃十二指腸潰瘍穿孔閉鎖術        増点 
内視鏡下胃十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術        新設 
胃切開術           増点 
単純胃切除術          増点 
 腹腔鏡下単純胃切除術        増点 
腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術    増点 
胃腸吻合術            増点 
  腹腔鏡下           増点 
薬剤投与胃瘻増造設術         新設 
腹腔鏡下食道噴門部縫縮術         削除 
BRTO（バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術）  新設 31710 点 
胆嚢結石摘出術 胆嚢摘出を含む       増点 
   腹腔鏡下        増点 
総胆管拡張症手術         増点 
 腹腔鏡下         増点 
膵頭十二指腸切除 肝切除を伴う    増点 
腹腔鏡下胆道閉鎖症手術          新設 
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内視鏡的胆道結石除去術 胆道砕石をともなう  増点 
       伴わない   増点 
経皮経肝バルーン拡張術          新設 
肝嚢胞切開または縫縮術          増点 
肝切除 局所療法加算              新設 
肝内胆管胃腸吻合術              増点 
同種死体肝移植術              増点 
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術              新設 
膵嚢胞胃腸吻合術               増点 
移植用小腸採取術 部分生体 生体 死体 同種死体   新設 
腹腔鏡下虫垂切除 周囲膿瘍なし            増点 
   周囲膿瘍あり                 増点 
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術                 増点 
腸瘻虫垂瘻造設術                         増点 
  腹腔鏡下               増点 
胃瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）         増点 
結腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）          増点 
小腸・結腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）        増点 
腎（腎盂）腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）        増点 
尿管腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）         増点 
膀胱腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）         増点 
腟腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）          増点 
下部消化管ステント留置術            増点 
腸管延長術               新設 
直腸異物除去術 内視鏡による         増点 
直腸切除切断術 人工肛門加算         増点 

腹腔鏡による              増点 
直腸瘤手術               新設 
腹腔鏡下直腸脱手術              増点 
痔核手術根治手術に 4 段階注射法を伴う         項目追加 
肛門括約筋切開術               削除 
 

5. 循環器関連委員会（委員長：代田浩之） 

平成 30 年度改定に向けて、平成２９年度循環器関連委員会の活動を報告する。 
2017 年 4 月 12 日の内保連ヒアリングでは、9 学会出席のもと 1 月 26 日循環器関連委

員会で決定された医療技術未収載 4 件、既収載 5 件、医学管理 4 件、医薬品 1 件を重

点項目として説明し、内保連からの指示により、医学管理案件のうち 2 つを医療技術未収

載として提案することとなった。 
 その後の厚労省ヒアリングにあたり、6 月 22 日に厚労省ヒアリング対策会議を行い（代
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田委員長、平山副委員長、百村副委員長、後藤委員、川名副委員長）、今後循環器関連領域

での大きな視野から今回の提案を説明することが望ましいと考えて、日本循環器学会・日

本心臓病学会・日本心不全学会・日本心臓リハビリテーション学会の 4 学会合同で時間を

頂戴して（合計 2 時間）、最初に循環器関連委員会としての基本的考え方を説明したのち

に、下記の項目を重点的に説明した。 
1. 急性心筋梗塞の地域連携診療計画管理料・地域連携診療計画指導料（未収載：日本循環

器学会） 
2. 多職種による心疾患再入院・再発予防指導管理料（未収載：日本心不全学会） 
3. 回復期リハに関わる対象疾患の拡大：心不全後の廃用症状群（未収載：日本心臓リハビ

リテーション学会） 
4. 心大血管リハビリテーション料に関わる重症心不全加算（未収載：日本心不全学会・日

本心臓リハビリテーション学会） 
5. 心大血管リハビリテーション料に関わる対象疾患の拡大：TAVI/TAVR（既収載：日本

心臓リハビリテーション学会） 
6. 慢性心不全に対する和温療法（未収載：日本心臓病学会） 
7. 冠攣縮性狭心症の診断における冠攣縮誘発薬物負荷試験（未収載：日本心臓病学会、日

本心血管インターベンション学会） 
8. ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影算定要件の拡大：適応疾患の拡大（既収

載：日本循環器学会、日本核医学会） 
当日この要望が十分理解されておらずプレゼンテーションの順番を変えざるを得なかっ

たが、今回の診療報酬改定に対する基本的考え方を「循環器疾患における医療体制」とい

うタイトルで急性期から慢性期、さらに終末期へシームレスな医療・介護体制の整備が重

要であること、この際に多職種による疾病管理・指導、リハビリテーション、再発予防に

関する切れ目のないチーム医療が不可欠であることを百村副院長がプレゼンテーションし、

上記１〜８の項目について説明しその後 Q&A があった。 
平成３０年３月５日診療報酬改定に関する発表があったが、前述の重点項目の中では、

５.心大血管リハビリテーション料に関わる対象疾患の拡大：TAVI/TAVR、７．冠攣縮性狭

心症の診断における冠攣縮誘発薬物負荷試験、８．ポジトロン断層・コンピューター断層

複合撮影算定要件の拡大：適応疾患の拡大の 3 項目のみで、「多職種による疾病管理・指導、

リハビリテーション、再発予防に関する切れ目のないチーム医療」に関する項目は承認さ

れなかった。今回内保連からの指示によりこれらの項目を医学管理案件から医療技術未収

載として提案することにしたが、今回も医療技術ではないので議論にならなかった側面も

あるため、今後は他のルートでの提案が必要になってくると思われる。 
 

6. 内分泌・代謝関連委員会（委員長：田中正巳） 

日本アルコール・アディクション医学会との共同で「未収載」として申請した「アルコ

ール関連疾患患者節酒指導料」は、「評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない」

との理由で承認されなかった。また、日本小児内分泌学会と共同で医薬・生活衛生局宛に

「医薬品」として提出していた以下の 2 件も、承認は得られていない。１）GH 負荷試験
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に使用する診断薬としての適応拡大（インスリン、クロニジン、L-dopa、L-アルギニン）

２）腎性尿崩症への適応拡大（ヒドロクロロチアジド）。この 2 件に関しては今後、「医療

上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会」に提出するなどの検討も必要かもしれない。 
 

7. 糖尿病関連委員会（委員長：渥美義仁） 

糖尿病学会が内保連を通して提案した案件の内、人工膵臓の施設基準の改訂、IA2 検査

の年齢制限撤廃、CGM の施設基準緩和などが評価されたが、それぞれ細部で提案通りとは

ならなかった。CGM の施設基準は、専門医 2 人を専門医１人と CDEJ レベルの医療スタ

ッフの２人への変更を提案したが、専門医１人のみと、安全安心な運用への CDEJ 活用は

採用されなかった。持続皮下グルコース測定の時代に求められる、膨大なデータの解析整

理や指導を行うCDEJ相当のスタッフによるデータマネジメントの評価は実現できなかっ

た。また、糖尿病以外の科に入院した糖尿病患者のステロイド治療や周術期など多くの糖

尿病管理に対する、糖尿病専門医の併診やコンサルテーションの負荷に対する評価の提案

も実現しなかった。今後も糖尿病患者の安全安心な治療への学会員の活動が適正に評価さ

れるよう最大限努める予定である。 
 

8. 腎・血液浄化療法関連委員会（委員長：川西秀樹） 

腎血液浄化関連員会は日本透析医学会、日本小児腎臓病学会、日本腎臓学会、日本アフ

ェレシス学会、日本急性血経常化学会、日本腹膜透析医学会、日本移植学会より構成され

腎血液浄化関連の提案を行っている。平成３０年度改定に対しては委員会で検討の結果以

下の提案を行った。 
1. 特定薬剤治療管理料(免疫抑制薬多剤測定 TDM)：日本移植学会 
2. 抗白血球細胞質抗体（ANCA）による急速進行性糸球体腎炎に対する血漿交換療法： 

日本腎臓学会、日本アフェレシス学会 
3. 経皮的腎生検：日本腎臓学会、日本小児腎臓病学会 
4. 原発性糸球体疾患に起因する難治性ネフローゼ症候群に対する血漿交換療法：日本腎

臓学会、日本アフェレシス学会 
5. 人工腎臓算定要件（透析回数制限）見直し：日本透析医学会 
6. 結果として 
２の抗白血球細胞質抗体（ANCA）による急速進行性糸球体腎炎に対する血漿交換療法

が血漿交換療法の適応拡大として認められた。 
 
今回の改定においては、これまで以上に厳しいものであった。特に透析療法に関しては

厚生労働省保険局によって透析施設実態調査がなされ、その資料を元に中医協で直接の論

議がなされた。その結果として「施設の効率化による技術料の細分化」と加算などの見直

しが行われた。次回改定に対して幅広い視点よりの提案が必要であると考えられる。 
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9. 血液関連委員会（委員長：小松則夫） 

内保連に属する血液関連委員会は日本血液学会、日本小児血液・がん学会、日本造血細

胞移植学会、日本輸血・細胞治療学会、日本リンパ網内系学会の 5 学会から構成されてい

る。 
平成 30 年度改訂に関しては血液関連委員会から未収載 7 件、既収載 6 件、保険局医療

課 2 件、医薬品 3 件の提案書を提出したがその中で未収載 8 件(保険局医療課 1 件を含

む)、既収載 4 件が診療報酬改定に関して審議された。 
 
1. 未収載 
日本血液学会から申請をあげた「D 検査：ADAMTS13 活性測定 (提案書番号 226102)」

と「D 検査：ADAMTS13 インヒビター力価測定 (提案書番号 226103)」、日本造血細胞移

植学会から申請をあげた「D 検査：末梢血 EBV-DNA 定量検査 (提案書番号 288101)」日

本小児血液・がん学会から申請をあげた「D 検査：免疫受容体遺伝子再構成を用いた PCR
による微小残存病変測定 (提案書番号246101)  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実施した場合に限り算

定する」に関しては要望通り反映された。 
しかし日本血液学会から申請をあげた「D 検査：JAK2 遺伝子変異解析 (提案書番号

226101)」、日本輸血・細胞治療学会から申請をあげた「K 手術：輸血チーム医療加算 (提
案書番号 718101)」、「K 手術：血液製剤院内分割加算 (提案書番号 718102)」、「B 医学管

理等：輸血関連情報提供料 (提案書番号 718103)」は全く反映されなかった。 
 
2. 既収載 

日本血液学会から申請をあげた「J 処置：血栓性血小板減少性紫斑病に対する血漿交換

療法 (提案書番号 226201)  当該療法の開始後１月を上限として、原則として血小板数が

15 万/μL 以上となった日の 2 日後まで算定できる。」、日本リンパ網内系学会と日本血液

学会から申請をあげた「E 画像診断：ポジトロン断層・コンピュータ断層複合撮影(PET-
CT) (提案書番号 226201) PET-CT について、悪性腫瘍に使用する場合に、必ずしも事前に

コンピューター断層を実施する必要はない。」に関しては要望通り反映された。 
しかし日本リンパ網内系学会から申請をあげた「D 検査：化学療法、および生物活性製

剤で治療するリンパ腫患者の治療前の B 型肝炎感染スクリーニング一括検査 (提案書番号

721201)」、「D 検査：B 型肝炎既感染者の化学療法中および治療後の HBV 核酸定量の定期

的モニタリング (提案書番号 721202)」は全く反映されなかった。 
 
3. その他 

未収載に関しては申請をした項目すべての審議が行われた。しかし日本輸血・細胞治療

学会から申請をあげた既収載の「血漿成分製剤（新鮮凍結血漿）使用時の手技料を他の血

液製剤と同様に輸血料として設定を見直す」、「輸血過誤防止のために輸血の度に実施する

輸血時血液型検査」、日本血液学会から申請をあげた保険局医療課提出の Ｂ 医学管理等

の多発性骨髄腫等の治療薬であるサリドマイドやレナリドミド等の処方に際し医師、薬剤
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師による二重確認及び患者指導を徹底し、さらなる安全管理体制の徹底を図るための特定

血液腫瘍薬剤指導管理料」、日本血液学会から申請をあげた医薬品の「リツキシマブの後天

性血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）や後天性血友病 A に対しての保険適応の追加」や日

本小児血液・がん学会から申請をあげた医薬品の「リツキシマブの小児特発性血小板減少

症(ITP)への適応拡大」に関しては現時点では審議結果の確認がとれていない。 
 

10. 呼吸器関連委員会（委員長：小林弘祐） 

今回の診療報酬改定は、介護保険との 6 年に 1 度の同時改定であり、社会保障費の膨大

な増加分を背景に薬価の切り下げに伴って、診療報酬本体の割合をいかに決定していくか

が、保険行政の喫緊のテーマとなっている。 
呼吸器領域においては、内保連委員会所属の 19 の関連学会間で昨年来から呼吸器学会

を中心として提案の調整を行い、呼吸器領域全体としては未収載 10 件、既収載 16 件にま

とめた。 
まずその内呼吸器学会が主提案となっているものは、各 2 件及び 8 件であり、前者では

SAS に対する遠隔診療加算及び HFNC の在宅療養指導管理材料加算、後者は気管支喘息

等診断のための呼気 NO 検査や急性期 HFNC の増点・時間内歩行試験の算定要件変更等

である。  
最終的に本年 3 月、厚労省から公表された結果では、未収載では「SAS の在宅持続陽圧

呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算：150 点/月）」また既収載では「HFNC の増点

（160 点→成人；192 点、小児 282 点）」「時間内歩行試験の算定要件に理学療法士が追加」

「LAM 患者へのシロリムス投薬で特定薬剤指導管理料１が算定可能」などが評価され診療

報酬改定に結びついている。 
また、呼吸器学会以外の呼吸器領域の提案では呼吸ケア・リハ学会から提案された「早

期離床・リハビリテーション加算 500 点（5 種のリハビリテーションすべてについて）」お

よび臨床検査学会から出された脳波や終夜睡眠ポリグラフィーの増点、更に肺癌学会から

の中皮腫細胞診検体での免疫染色追加,経気管肺生検法（ナビゲーション法）: 5,500 点（新

設）などである。 
遠隔医療に関しては、上記以外に COPD の HOT 指導管理料 遠隔モニタリング加算 150

点（１月につき）が新設され、IT 機器等を用いた遠隔医療の先鞭となる可能性がある。 
結果的には、確かなエビデンスがあり、学会のガイドライン等が、比較的早い時期に準備

されていることが診療報酬承認の条件であり、更に医療政策の方向性に沿った診療報酬提

案を作成していくことも、一つの方法と考えられる。 
尚、内保連にて昨年末行われた委員会見直しに関するアンケート調査の結果、呼吸器関

連委員会へも「日本臨床栄養学会」「日本臨床検査専門医会」「日本臨床内科医会」「日本臨

床微生物学会」の４学会の参入希望があり、診療報酬等でどこまで関係するかは難しいと

ころがあるが、今回は一応加盟承認とした。なお、「日本化学療法学会」が脱退となり、現

在、呼吸器関連委員会の加盟学会は 18 学会となっている。 
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11. 神経関連委員会（委員長：亀井 聡） 

基本的に厳しい査定状況の中で，神経関連領域は平成 30 年度の改訂は概ね良好の結果と

なった． 
 
平成 30 年度診療報酬改定の結果 
 
●DPC/PDPS 関連 
1. 「脳脊髄の感染を伴う炎症」（010080）に新分岐 
 当該 DPC については、重症度により診療報酬が大きく異なるのではないかとの指摘が

あった。同疾患の重症度を DPC 資料から抜き出すことは困難であるが、年齢（15 才未満

と以上）で分岐を試みると、分岐するに値する有意な差が確認され、新たに「重症度等」

として年齢による分岐が加えられた。これにより同 DPC 病名の精緻化(成人例は増点)が図

られたものと理解される。 
 
2. 機能評価係数 II の変更 
 脳卒中の急性期の診療実績への評価として、体制評価指数が以下の通り変更となった。

実際に tPA 静注療法を行っており、A205-2 の加算が可能な体制を持ち、急性期の血管内

治療を行っていることを評価する形となっている。 
・t-PA 療法の実施(0.25P)  
・A205-2 超急性期脳卒中加算の算定実績又は血管内治療の実施実績を評価(0.5P)  
・A205-2 超急性期脳卒中加算の算定実績及び血管内治療の実施実績を評価（1P）  
（血管内治療の実施：入院 2 日目までに K178-31,K178-32,K178-4 のいずれかが算定され

ている症例の診療実績）  
※ いずれか最大値で評価。 
 
●診療報酬改定変更 
1 神経学的検査 D239 3    
日本神経学会（共同提案：日本神経治療学会） 
450→500 
増点および条件緩和(一定の基準で非常勤でも加算可能になった)された。 
 
第 26 の 2 神経学的検査 
（2）神経学的検査に関する所定の研修を修了した神経内科、脳神経外科又は小児科を担当

する常勤の医師（専ら神経系疾患の診療を担当した経験を 10 年以上有するものに限る。）

が１名以上配置されていること。なお、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定

労働時間が週 24 時間以上の勤務を行っている神経内科、脳神経外科又は小児科を担当す

る非常勤医師（神経学的検査に関する所定の研修を修了し、専ら神経系疾患の診療を担当

した経験を 10 年以上有するものに限る。）を 2 名以上組み合わせることにより、常勤医師

の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を
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満たしていることとみなすことができる。 
＊平成 20 年に初めて認められた時が 500 点の要求に対して 200 点であった。今回、よう

やく当初の要求額 500 点になった。 
 
2. 認知機能検査・その他の心理検査Ｄ２８５  
日本認知症学会（共同提案：日本神経学会、高次脳機能障害学会、老年精神医学会） 
実地現場で汎用性のある、長谷川式知能評価スケール、ＭＭＳＥ、前頭葉評価バッテリー、

ストループテスト及びＭｏＣＡ－Ｊが追加された。 
・検査の各区分のうち「１」の「操作が容易なもの」、80 点 
 
3. 長期脳波ビデオ同時記録検査１ D235  
日本神経学会（共同提案：日本臨床神経生理学会、日本てんかん学会、日本小児神経学会、

日本脳神経外科学会） 
施設基準が緩和された。 
・従来、基準の(10)「てんかん診療拠点機関として選定されていること。」とは、「てんかん

地域診療連携体制整備事業の実施について」（平成 27 年５月 28 日障発 0528 第１号）に定

めるてんかん診療拠点機関を指すとされ、これは現在８道府県の８病院しか該当しないこ

ととなり、臨床的に最も望まれている検査が全く反映されていない状況であった。 
長期脳波ビデオ同時記録検査１に関する施設基準 
(１) 小児科、神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜していること。 
(２) 長期脳波ビデオ同時記録検査を年間 50 例以上実施していること。 
(３) てんかんの治療を目的とする手術を年間 10 例以上実施していること。ただし、てん

かんの治療を目的とする手術を年間 10 例以上実施している保険医療機関との連携体制が

整備されている場合は、この限りではない。 
(４) ３テスラ以上のＭＲＩ装置、ポジトロン断層撮影装置及びシングルホトンエミッシ

ョンコンピューター断層撮影装置を有していること。ただし、これらの装置を有している

保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。 
(５) てんかんに係る診療の経験を５年以上有する常勤の医師が１名以上配置されている

こと。 
(６) 長期脳波ビデオ同時記録検査の経験を１年以上有する常勤の看護師及び常勤の臨床

検査技師がそれぞれ１名以上配置されていること。 
(７) てんかん発作の常時監視及びてんかん発作に対する迅速な対応が可能な体制がとら

れていること。 
(８) 複数診療科によるてんかん診療に関するカンファレンス、内科的治療と外科的治療

との連携等、専門的で高度なてんかん医療を行っていること。 
(９)  関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。（修正） 
(10) （削除） てんかん診療拠点機関として選定されていること。 
(11) 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。 
(12) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労

働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を
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確保していること。 
なお、「関係学会により教育研修施設として認定された施設であること」については、 
日本神経学会の教育施設、日本臨床神経生理学会関係の教育施設及び日本てんかん学会の

研修施設が該当することとし、准教育施設等は該当しないこととする取扱い。施設認定が

大幅に改善された。 
 
4. 脳波検査判断料１ D238  
日本神経学会（共同提案：日本臨床神経生理学会、日本てんかん学会、日本小児神経学会、

日本脳神経外科学会） 
施設基準が緩和された。 
・従来、基準の(5)「てんかんに関する地域連携診療計画に二次診療施設として登録…」と

は、「てんかん地域診療連携体制整備事業の実施について」（平成 27 年５月 28 日障発 0528
第１号）に定めるてんかん診療拠点機関を指すとされ、これは現在８道府県の８病院しか

該当しないこととなり、臨床的に最も望まれている検査が全く反映されていない状況であ

った。 
１ 脳波検査判断料１に関する施設基準 
 (１) 小児科、神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険

医療機関であること。 
(２) ＭＲＩ装置を有していること。ただし、ＭＲＩ装置を有している保険医療機関との連

携体制が整備されている場合は、この限りでない。 
(３) 脳波診断に係る診療の経験を５年以上有する常勤の医師が１名以上配置されている

こと。 
(４) 脳波検査の経験を１年以上有する常勤の臨床検査技師が１名以上配置されているこ

と。 
(５)  （削除）地域ごとに作成されたてんかんに関する地域連携診療計画に二次診療施設

として登録し、かつ、地域医療従事者への研修を実施している、連携の拠点となる医療機

関であること。 
(６) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。 
(７) 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。 
(８) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労

働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を

確保していること。 
 2 届出に関する事項 
なお、(6)「関係学会により教育研修施設として認定された施設であること」については、 
日本神経学会の教育施設、日本臨床神経生理学会関係の教育施設及び日本てんかん学会の

研修施設が該当することとし、准教育施設等は該当しないこととする取扱い。 
●但し、脳波検査判断料１についての通知(平成 30 年 3 月 5 日 医発 0305 第 1 号より)は
以下の記載がありました。 
＃脳波検査判断料１は、脳波診断を担当した経験を５年以上有する医師が脳波診断を行い、

その結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断
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の日に算定する。なお、当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託した場合は算定で

きない。 
  
5. 脳波検査 D２３５ 
 日本臨床検査医学会（共同提案：日本臨床神経生理学会、日本神経学会、日本てんかん

学会） 
増点された。 
600→720 
 
6. 誘発筋電図（神経伝導速度測定を含む。）（1 神経につき） 
 日本臨床神経生理学会(共同提案：日本神経学会、日本臨床検査医学会等) 
増点された。 
150→200 
 
しかし、3/5 付けで 厚生労働省から告示(平成 30 年厚生労働省告示第 43 号)がでて、 
２神経以上に対して行う場合には、複数神経加算として、１神経 を増すごとに 150 点を所

定点数に加算する。ただし、加算点数は 1,050 点を超えないものとする。 
つまり、最初の 1 本目は 200 点にするけど、あとは今まで通りで、上限も追加 1050 点で

7 神経分ですので計 8 神経までというのも同じということ。 
 
7. 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図 D239-3 
 日本神経学会（共同提案：日本臨床神経生理学会） 
 増点された。 
 400→800 
 
8. 体性感覚誘発電位 D239 3 
 増点された。 
 670→804 
 
9. 視覚誘発電位 D239 3 
 増点された。 
 670→804 
 
10. 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査 D239 3 
 増点された。 
 670→804 
 
11. 聴性定常反応 D239 3 
 増点された。 
 800→960 
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12. 終夜睡眠ポリグラフィーD237 
増点された。 
 
 1 携帯用装置を使用した場合 
 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 
 3 1 及び 2 以外の場合 
 3 の場合 3300→3960  
 
13. 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作成 N002―6 
日本神経学会（共同提案：日本リウマチ学会、日本小児神経学会） 
筋ジストロフィー又は筋炎がみとめられた。 
 
(8) 【注 2】に規定する「確定診断のために 4 種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患

者」とは、悪性リンパ腫、悪性中皮腫、肺悪性腫瘍（腺癌、扁平上皮癌）、消化菅間質腫瘍

（GIST）、慢性腎炎、内分泌腫瘍、軟部腫瘍、皮膚の血菅炎、水疱症（天疱瘡、類天疱瘡

等）、悪性黒色腫、筋ジストロフィー又は筋炎が疑われる患者を指す。これらの疾患が疑わ

れる患者であっても 3 種類以下の抗体で免疫染色を行った場合は、当該当加算は算定でき

ない。 
 
14. 組織判断料 N0006―2 
日本神経学会 
当該保険医療機関において組織診断料を算定できるようになった。 
組織採取（生検術）のみは自施設で行い、標本作成と病理診断は他施設に依頼されること

が多い。そのような場合にも、当該保険医療機関において組織診断料を算定できる。 
 
15. 組織試験採取、切採法（筋生検術） D417 
日本神経学会（共同提案：日本リウマチ学会、日本小児神経学会） 
筋肉 1500(新設) 
＊従来は、皮膚 500 として算定されていた。 
 
16. 組織試験採取、切採法（末梢神経生検術）D417  
日本神経学会（共同提案：日本リウマチ学会、日本小児神経学会） 
末梢神経（神経生検のこと）620→1620 
 
17. 人工呼吸 鼻マスク式補助換気法 J026-2  
日本神経学会（共同提案：日本神経治療学会、日本呼吸器学会、日本呼吸ケア･リハビリテ

ーション学会） 
65→160 
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18. 難病指導管理料に人工呼吸器導入についての意思決定相談加算 
難病外来指導管理料 注 5 （注の追加） 
新規で 500 点 日本内科学会 
人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、治療方針等についての話し合い、当該患者に対

し、その内容を文書により提供した場合は、人工呼吸器導入時相談支援加算として、当該

内容を文章により提供した日の属する月から換算して 1 月を限度として、1 回限り 500 点

を所定点数に加算する。 
（内保連 IC study での請求が認められた） 
 
19.単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量 D023  
日本神経学会（共同提案：日本感染症学会、日本神経治療学会） 
増点された。 
287→450  ただし、まだ 1 回のみ。 
 
20.サイトメガロウイルス核酸検出 D023-14 48 
新設 850 点 
 
21.抗特異的チロシンキナーゼ抗体 D014 
日本神経免疫学会（共同提案：日本神経学会） 
複数回可能になった。 
RIA 法により重症筋無力症の診断又は診断後の経過観察を目的とした場合に算定できる。 
 
22. 頸椎、胸椎または腰椎穿刺 J007 
増額された。 
220→264 
 
23. 内視鏡下嚥下機能検査 D298-2  
増額された。 
600→720  
 
24. 群発頭痛に対する在宅酸素療法 C103(317)   
日本頭痛学会（共同提案：日本神経学会、日本神経治療学会） 
群発頭痛の在宅酸素療法でも 2400 点が算定できるようになった。 
(4)「その他の場合」の対象となる患者は、高度慢性呼吸不全例のうち、在宅酸素療法導入

時に動脈血酸素分圧 55mmHg 以下の者及び動脈血酸素分圧 60mmHg 以下で睡眠時又は

運動負荷時に著しい低酸素血症を来す者であって、医師が在宅酸素療法を必要であると認

めたもの、慢性心不全患者のうち、医師の診断により、ＮＹＨＡⅢ度以上であると認めら

れ、睡眠時のチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数（１時間当たりの無呼

吸数及び低呼吸数をいう。）が 20 以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されている

症例及び関連学会の診断基準により群発頭痛と診断されている患者のうち、群発期間中の
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患者であって、１日平均１回以上の頭痛発作を認めるものとする。この場合、適応患者の

判定に経皮的動脈血酸素飽和度測定器による酸素飽和度を用いることができる。 
 
25. 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 A301-3 
 診療報酬は変わっていませんが、重症度、医療・看護必要度の測定が要件として追加と

なっている。 
 
26.オンライン診療科 A003    
 新規 70 点（月１回）  
1 回／月算定可、3 か月に対面診療 1 度は必要 
対象はオンライン診療料が算定可能な患者は、区分番号「Ｂ０００」特定疾患療養管理料、 
「Ｂ００１」の「５」小児科療養指導料、「Ｂ００１」の「６」てんかん指導料、「Ｂ０ 
０１」の「７」難病外来指導管理料、「Ｂ００１」の「27」糖尿病透析予防指導管理料、 
「Ｂ００１－２－９」地域包括診療料、「Ｂ００１－２－１０」認知症地域包括診療料、 
「Ｂ００１－３」生活習慣病管理料、「Ｃ００２」在宅時医学総合管理料又は「Ｉ０１ 
６」精神科在宅患者支援管理料（以下「オンライン診療料対象管理料等」という。）の算 
定対象となる患者。 
 
27.在宅経腸投薬指導管理料 Ｃ１１７ （通知その 2-1 P226 在宅 P52） 306 
パーキンソン病の患者に対し、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与する場

合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急

時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行った場合に算定する。 
新設 4000 点 
 
28.経腸投薬用ポンプ加算 Ｃ１５２－３（通知その 2-1 P229 在宅 P55） 
経腸投薬用ポンプ加算は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与することを

目的とした場合に 2 月に 2 回に限り算定できる。 
新設 2500 点 
 
29.遺伝カウンセリング加算(注５)D026   
 増額された。 
500→1000 
 
30. 遺伝学的検査 Ｄ００６－４（通知その 2-1 P248 検査 P14） 
ＰＣＲ法、ＤＮＡシーケンス法、ＦＩＳＨ法又はサザンブロット法による場合に算定でき

るものとＰＣＲ法による場合に算定できるものに区分され明記された。一部増点。 
容易なもの 3880(変更無し)、複雑 3880→5000（増点）、極めて複雑 3880→8000 点（増点） 
 
ア ＰＣＲ法、ＤＮＡシーケンス法、ＦＩＳＨ法又はサザンブロット法による場合に算定 
できるもの 
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① デュシェンヌ型筋ジストロフィー、ベッカー型筋ジストロフィー及び家族性アミロイ 
ドーシス 
② 福山型先天性筋ジストロフィー及び脊髄性筋萎縮症 
③ 栄養障害型表皮水疱症及び先天性ＱＴ延長症候群 
イ ＰＣＲ法による場合に算定できるもの 
① 球脊髄性筋萎縮症 
② ハンチントン病、網膜芽細胞腫及び甲状腺髄様癌 
ウ ア、イ及びエ以外のもの 
① 筋強直性ジストロフィー及び先天性難聴 
② フェニルケトン尿症、ホモシスチン尿症、シトルリン血症（１型）、アルギノコハク 
酸血症、イソ吉草酸血症、ＨＭＧ血症、複合カルボキシラーゼ欠損症、グルタル酸血症 
１型、ＭＣＡＤ欠損症、ＶＬＣＡＤ欠損症、ＣＰＴ１欠損症、隆起性皮膚線維肉腫及び 
先天性銅代謝異常症 
③ メープルシロップ尿症、メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症、メチルクロトニル 
グリシン尿症、ＭＴＰ（ＬＣＨＡＤ）欠損症、色素性乾皮症、ロイスディーツ症候群及 
び家族性大動脈瘤・解離 
エ 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（支）局長に 
届け出た保険医療機関において検査が行われる場合に算定できるもの 
① ライソゾーム病（ムコ多糖症Ⅰ型、ムコ多糖症Ⅱ型、ゴーシェ病、ファブリ病及びポ 
ンペ病を含む。）及び脆弱Ｘ症候群 
② プリオン病、クリオピリン関連周期熱症候群、神経フェリチン症、先天性大脳白質形 
成不全症（中枢神経白質形成異常症を含む。）、環状 20 番染色体症候群、ＰＣＤＨ 1 
9 関連症候群、低ホスファターゼ症、ウィリアムズ症候群、アペール症候群、ロスムンド・

トムソン症候群、プラダー・ウィリ症候群、１ｐ36 欠失症候群、４ｐ欠失症候群、 
５ｐ欠失症候群、第 14 番染色体父親性ダイソミー症候群、アンジェルマン症候群、ス 
ミス・マギニス症候群、22ｑ11.2 欠失症候群、エマヌエル症候群、脆弱Ｘ症候群関連 
疾患、ウォルフラム症候群、高ＩｇＤ症候群、化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・ア 
クネ症候群及び先天異常症候群 
③ 神経有棘赤血球症、先天性筋無力症候群、原発性免疫不全症候群、ペリー症候群、ク 
ルーゾン症候群、ファイファー症候群、アントレー・ビクスラー症候群、タンジール病、 
先天性赤血球形成異常性貧血、若年発症型両側性感音難聴、尿素サイクル異常症、マル 
ファン症候群、エーラスダンロス症候群（血管型）、遺伝性自己炎症疾患及びエプスタ 
イン症候群 
 
(５) 「１」の「処理が容易なもの」とは、アからエの①に掲げる遺伝子疾患の検査のこと

をいう。 
(６) 「２」の「処理が複雑なもの」とは、アからエの②に掲げる遺伝子疾患の検査のこと

をいう。 
(７) 「３」の「処理が極めて複雑なもの」とは、ア、ウ及びエの③に掲げる遺伝子疾患の

検査のことをいう。 
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31.神経疾患関連（脳血管障害・神経難病・認知症など）に関する地域包括ケアおよび在宅

診療関連の変更点 
 
1）地域包括ケア病棟入院料及び入院医療管理料 
 入院料が細分化され、入院料 1 は 2,558 点→2,738 点へ増点された。 
サブアキュートの受入れが施設基準要件化され、直近 3 ヶ月間の平均で 10%以上の受入れ

実績及び実数で 3 人以上の受入れ実績が必要とされた。 
また、サブアキュートの受入れは評価され、以下の項目が新設された。 
在宅患者支援病床初期加算 1 日につき(14 日限度)300 点 
 
加えて、在宅復帰率の計算式が見直された。 
［新計算式］ 
 
(分子) 自宅、居住系介護施設等(介護医療院を含む)、有床診療所(介護サービスの提供が必要)  

※療養病棟・老健は分子から除外する 
 

(分母) 地域包括ケア病棟から退棟した患者 ※死亡・再入院患者は除く 
 
上記の通り、在宅系が主に評価されることとなった。 
 
2）退院時共同指導料・・・神経難病患者は月 2 回まで算定可能 
算定要件が緩和された 
医師の指示があれば、看護師主導でカンファレンスを開催でき、退院後通院先と共同指導

すれば病院側は 400 点算定できる(退院後通院先は 1,500 点) 
3 者以上で共同指導できれば、病院側は更に 2,000 点加算できる。 
入院先病院、退院後通院先、訪問看護ステーション、歯科クリニック、調剤薬局、居宅介

護支援事業所のそれぞれで算定できる項目があり、介護報酬にまで広がっているため、な

にを算定するか十分な確認が必要と思われる。 
 
●平成 30 年 2 月 26 日付け 医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取り扱い変更 
 1. クロピトグレル硫酸塩 審査情報提供事例 N0. 315 

原則として、「クロピドグレル硫酸塩【内服薬】」を「非心原生脳梗塞急性期」、「一

過性脳虚血発作急性期」の再発抑制に対して「通常、成人には、投与開始日にクロ

ピドグレルとして 300 ㎎を 1 日 1 回経口投与し、その後、維持量として 1 日 1 回

75 ㎎を経口投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 
 2. ガバペンチン審査情報提供事例 N0.316   

原則として、「ガバペンチン【内服薬】」を「神経障害性疼痛」に対して「通常、成

人には、ガバペンチンとして 300mg～900mg を 1 日 3 回分割経口投与」として処

方した場合、当該使用事例を審査上認める。 
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■検査の微減  
D004 IgG インデックス 439→426，オリゴクローナルバンド 543→548, ミエリン塩基性

蛋白 601→593, リン酸化タウ蛋白(髄液) 660→641、タウ蛋白(髄液) 660→641, D009 
ｓIL-2R 451→438, D012 52 HTLV-1 抗体（ウエスタンブロット法及びラインブロット法）

432→425、D0014 AcR 抗体 856→847 
 

12. 膠原病・リウマチ性疾患関連委員会（委員長：髙崎芳成） 

平成 30 年度診療報酬改定への要望項目とその結果を報告する。 
平成 30 年度診療報酬改定においては 1)リンパ増殖性疾患における可溶性インターロイ

キンー２レセプター測定、2)全身性エリテマトーデス(SLE)疑いの患者での抗核抗体と抗

DNA 抗体の同時測定、3)関節炎患者における IgM 型抗パルボ B19 抗体価の測定、4)ベー

チェット病における HLA 型クラス I 検査、5)成人 still 病(AOSD)における血清フェリチン

値の測定、6)強直性脊椎炎・乾癬性関節炎・反応性関節炎疑いにおける HLA 型クラス I 検
査、7)治療薬変更時の抗シトルリン化ペプチド抗体（抗 CCP 抗体）の複数回測定および 8)
在宅自己注射指導管理料の製剤適応拡大の 8 項目について申請した。 
その結果「在宅自己注射指導管理料の製剤適応拡大」（要望番号 271924）のみが今回採

択された。これによりこれまで関節リウマチにおいて、エタネルセプト、アダリムマブ、

アバダセプト、セルトリズマブ ペゴル、トシリズマブの在宅自己注射指導管料が認められ

ていたが、同等の効果と副作用があり、４週間に１回皮下注するゴリムマブ            
（シンポニー®）が新に認可されることとなった。 
 

13. 感染症関連委員会（委員長：豊永義清） 

 当委員会からの要望書提出は、平成 28 年 12 月の第一次要望書提出時が未収載 16 件・

既収載 17 件・医学管理料 5 件であったが、その後、平成 29 年 3 月提案書最終締め切り時

に日本結核病学会から提出された医学管理料 5 件が未収載 1 件・既収載 4 件への変更とな

り、最終的には未収載 17 件、既収載 21 件の計 38 件となった。 
 要望通り反映されたものは、日本小児感染症学会からの“D012・注 20 のヒトメタニュ

ーモウイルス抗原定性”の算定条件の見直し（画像診断に胸部聴診所見によりという文言

が加わった。）、および日本臨床微生物学会からの“D023B 微生物核酸同定･定量検査 迅速

加算”100 点と“D018 細菌培養同定検査質量分析加算（迅速同定加算）”40 点の計 3 件

である。 
また、一部要望が反映されたものが日本臨床微生物学会からの“D2315 の薬剤耐性遺伝

子検査”で､細菌核酸･薬剤耐性遺伝子検出として 1,700 点新規項目として新設された｡ 
 当委員会加盟学会では、今後も医療経済面から申請内容を見直し・改善を行い、要望の

認められなかった提案の再提出を目指すこととした。 
 以下に重点項目として提出し、要望が通らなかった項目に対しての総括を示す。 
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（１） 日本小児感染症学会 
1) プロカルシトニン（D007-58） 

注 44 敗血症（細菌性）を疑う患者を対象とした場合に算定できるというものであ

るが､重症度判定の補助でも算定をとの要望は果たされなかった｡薬事承認上の使用

目的が敗血症の鑑別診断および重症度判定の補助であるのに加え､PCT 値が敗血症

患者の病勢評価に有用であることは欧米では多くの報告があり､治療方針の最適化に

寄与し､抗菌剤の投与期間も短縮可能と主張したが､今回も認められなかった｡次回は

国内での有用性を示すデーターを示す必要を考えている｡ 
2) IgG サブクラス分画  

未収載の重点項目 1 で提案した。IgG2（D014-28 および 39）は原発性免疫不全等

疑う場合に算定。IgG4（D014-38）は自己免疫性膵炎の補助診断としての適応が既に

通っている。サブクラス分画としたため IgG1～ｘｃIgG4 まで全ての分画を同時に

測定との誤解を招く申請となったと考え、申請の仕方を今後は考慮する。 
 
（２） 日本感染症学会 
      未収載の重点項目 2,3 にて提案した。2 項目（MBL 産生菌検出検査､ESBL 産生菌

検出菌検査）に使用する体外診断薬は他の新規の診断薬と同様に治験を行い､その上

で薬価をつけ､正式に保険収載すべきとの厚労省の判断であった｡次回は遺伝子診断

などの他の検査法が既に承認される状況もあり､再提出は 3 回目であり､今後の状況

から判断としたい｡ 
 
（３） 日本結核病学会 
    医学管理料 1~5（算定要件の拡大:難病等特別入院診療加算（1 日つき）､2 二類感

染症患者入院診療加算､結核病棟における栄養サポートチーム加算、呼吸ケアチーム

加算（週一回）､多剤耐性結核手術における感染防止加算の増額､感染性結核患者陰圧

区域外検査施行時感染症防止加算)で 5 項目を提出したが､認められなかった｡ヒアリ

ング時では一般的な結核医療についての要望にとどめており､今後の申請については

検討中である｡ 
 
（４） 日本ヘリコバクター学会 

1) ヘリコバクターピロリ菌の抗菌薬感受性試験 
未収載に重点項目 4 で提出した項目であるが、当学会では最も重要であると考え

ている。他の感染症同様に問題ないのではとのヒアリング時の対応であり、期待して

いたが認められなかった。次回も引き続き要望するが、審査情報提供事例として、査

定されない方法も模索している。 
2) 血清ペプシノー言による H.pylori 除菌判定 

重点項目 6 にて提出した。この除菌判定は精度も高く有用性が高いが、感度特異度

が不十分との見解がヒアリング時にあった。有用性が伝わる申請について検討をする

予定である。 
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（５） 日本臨床微生物学会 
既収載にて重点項目４，５にて細菌培養同定検査：血液，穿刺液および細菌薬剤感受性

検査にて点数の見直しを要望したが、認められなかった。現時点での検査に要する実費

価格と保険点数の乖離を主張したが認められなかったので、本学会で実態を調査して次

回には反映可能なデーターの蓄積を考えている。 
 

14. 悪性腫瘍関連委員会（委員長：藤原康弘） 

悪性腫瘍関連委員会では、各学会からの提出を受けた提案のうち内保連事務局の整理に

より既収載 1 件、医学管理料等 1 件、未収載 1 件の検討を指示された。いずれも日本臨床

腫瘍学会が主たる提案者であったため、優先順位付けは日本臨床腫瘍学会からの要望に添

った形で行うにとどめ、悪性腫瘍関連委員会を開催しての検討は行わなかった。2017 年 4
月 24 日の内保連代表・副代表ヒアリングに臨み、優先順位一位の既収載「がん薬物療法管

理料」の増点ならびに減点については、医療課長手渡しルートが望ましいとの判定を受け、

同対応も行った。 
結果、悪性腫瘍関連委員会からの提案のいずれも収載には到らなかった。 

 

15. 精神科関連委員会（委員長：三國雅彦） 

今回の改定での精神科領域での成果としては入院治療後の地域移行・地域生活支援の充

実を含む質の高い精神科医療の実現に向けての取り組みに対する評価がなされたことであ

る。その一が「精神科在宅患者支援管理料」の新設であり、従来の「精神科重症患者早期

集中支援管理料」（I 016）を廃止した上で、集中的な支援を必要とする、従来の重症患者等

のランクの他、重症患者等、それら以外の通院困難者の三段階に区分して、対象の適応拡

大がなされ、大幅な増点が認められた。また、訪問看護の面でも「精神科訪問看護基本料

療養費（Ⅱ）」を廃止して、「精神科重症患者支援管理連携加算」が新設された。その二は

「ハイリスク妊産婦連携指導料」の新設であり、精神疾患を合併した妊産婦と産後 6 か月

以内の精神疾患の患者に対し産科、精神科及び自治体の多職種が連携して患者の外来診療

を行った場合の評価がなされた。また、外来における妊婦加算が新設された。その三に、

「精神科措置入院退院支援加算」、「措置入院後通院精神療法加算」、「措置入院後継続支援

加算」が新設され、措置入院中の退院支援、退院後の通院医療等の継続支援の推進が図ら

れることになった。 
加えて、従来から繰り返し求められてきた「精神科救急入院料」の算定要件の緩和が今

回の改定により地域の実情に合わせる形でなされるとともに、20 年間据え置かれていた

「入院精神療法 1」の増点や脳波検査、心理検査のうち MMSE などの増点が認められたこ

とは急性期の精神科入院医療の充実に繋がるものと言える。一方、治療抵抗性統合失調症

の入院患者の地域移行の推進が実証されつつあるクロザピン療法に関する「抗精神病特定

薬剤治療指導管理料」（I 013）の増点の要望が精神科領域では極めて大きかったが、わず

かに包括制の各入院基本料の包括範囲からその薬剤料を除外する改定がなされたのみであ

った。ただし、クロザピン療法中の在宅医療に対する I 016 の算定要件の緩和が求められ
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ていたが、精神科在宅患者支援管理料の新設により、在宅のクロザピン療法中の患者の一

部が適応の必要条件を満たすことになるので、部分的に技術評価提案が実現したと言える。

また、児童精神医療領域では、従来からの要望が強かった「青年期の自閉症スペクトラム

に対する精神科ショート・ケア」についての技術評価が新設された。 
以上のように一定程度の成果があり、精神科医療の質の向上に必ず寄与するものと期待

される。しかし、内保連の基本方針の第一は内科系高度急性期医療の評価であり、急性期

の重篤な、特定内科診療 25 疾患に対する技術評価を要望し、「モノ（薬剤、材料、機器）

からヒト（技術）」への変換を実現することである。精神科関連委員会ではこの特定内科診

療 25 疾患のうち、脳炎・脳症で顕著な精神症状を伴う症例、急性心筋梗塞でうつ病を併存

する症例などは的確な精神科診断の有無で生存率や後遺症の程度に大きな差を生むことに

なり、また顕著な精神症状を呈する側頭葉てんかんの重積状態、自殺企図歴を有する薬物

中毒などにも適切な対応が必須となるので、精神症状を伴う特定内科診療 25 疾患に対応

できる、大学病院や総合病院の高度急性期精神医療を担うハイケアユニットに対する入院

医療管理料の新設を求めてきた。また、特定機能病院などで精神病棟入院基本料を算定し

ている精神科病棟においても院内標準診療計画に基づく診療に対する評価の加算を可能に

するよう要望するとともに、総合入院体制加算を精神病棟に適応すること、更に総合入院

加算２＆３における施設基準に標榜科としての精神科の存在を必須とすることを要望し、

医療法施行規則第 10 条三の一般病床と精神病床の区分に由来する一般身体科と精神科と

の格差是正の流れを一層推進していけるように要望してきた。しかし、これらの提案は残

念ながら一切認められなかった。 
一方、精神科での診断は世界的にみても問診による精神内界の探索によって行われてお

り、精神疾患の鑑別診断の補助となり得る、客観的な生物学的指標は全く臨床応用されて

いない現状にある。わが国はうつ症状の鑑別補助として光トポグラフィー検査を保険収載

し、客観的補助検査により診断の妥当性を検討することを認めた世界で唯一の国であるの

で、さらに光トポグラフィー検査２「抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの」の増

点と施設基準の見直し、「脳磁図の対象疾患の適応拡大」などの臨床バイオマーカーの医療

技術評価の提案をおこなうとともに、うつ病の早期発見・治療のためのかかりつけ医と精

神科医との医療連携、並びにうつ病の診断の精緻化と治療抵抗性症例に対応する医療連携

を推進しようとする提案を行ったが、平成 30 年度改定で認知症に対してはかかりつけ医

と認知症サポート医との双方向への医療技術評価はなされたにも拘らず、うつ病について

のこれらの提案は一切認められなかった。 
また、平成 26 年の厚生労働大臣告示「良質かつ適切な精神障碍者に対する医療の提供を

確保するための指針」の実現には、一般の精神科病院の機能分化を一層促進し、平成 30 年

度改定への要望では、16：1 医師配置の精神科急性期治療病棟において、10：1 看護基準

での多職種チームによる良質かつ適切な精神医療の提供を可能にし、一年越え入院を出さ

ずに長期入院者の減少を図る活動を評価する「精神科急性期集約的治療病棟入院料」、また、

精神科回復期に焦点を当てた院内標準診療計画に基づく退院促進を目指す診療に対する評

価として「精神科回復期院内標準診療計画加算」の新設を目指してきた。残念ながら、こ

れらの提案も一切認められなかった。他方、わが国は違法薬物の使用を取り締まることで、

薬物事犯を抑制することに成功している世界でも稀な国であるが、WHO の国際疾病分類
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で精神疾患として規定されている薬物依存に対する精神科医療の整備は著しく遅れている

現状にあり、「重度薬物依存症入院医療管理加算」の新設を要望したが、この提案も採用さ

れず、以上のように、精神科入院医療の高規格化、高機能化を図っていく提案はことごと

く評価されなかったことになり、甚だ遺憾であると言わざるをえない。 
第二の内保連の平成 30 年度の基本方針は医療連携と在宅医療の推進が掲げられている

が、在宅精神科医療における安心安全を確保するため、「精神科在宅患者支援管理料」が新

設され、集中的な支援を必要とする在宅患者の適応範囲が拡大され、大幅な増点も認めら

れたことは大いに評価できる。しかし、1～2 週に 1 回の精神科医を含む多職種での訪問診

療・訪問看護を実施している包括的地域生活支援プログラム・ACT を一層推進していくた

めにも、また長期の引きこもり状態で行政や家族の依頼をうけて半年を越えてもなお訪問

診療・訪問看護を実施して再入院を防止し、QOL の改善に寄与しうる精神科外来医療を推

進していくためにも、今回新設された「精神科在宅患者支援管理料」の枠組みでは不十分

であり、対応し切れないことになる。また、内保連の H30 年度診療報酬提案書に添付され

た基本方針の説明スライドで明記されている「てんかん診療連携拠点病院加算とてんかん

紹介料加算」は評価されることが期待されたが、実現には至らず、H30 年度改定での積み

残し課題となった。 
加えて、在宅支援の先には障害者の就労支援があるので、本来的な社会参加を推進する

ことになる就労支援の医療的な対応策の実現のために衆知を集める必要があり、平成 32 年

度改定に向けた今後の課題は多々あるといえる。 
第三の内保連の基本方針は「妊娠・周産期・小児医療の重視」を挙げており、H28 年度

改定では入院中のハイリスク妊産婦に対する産科・精神科の連携に対する評価がなされた

が、H30 年度改定で日本産科婦人科学会や日本小児科学会と日本精神神経学会とが共同提

案していた「産科・小児科・精神科の連携による地域でのハイリスク妊産婦や母子のメン

タルケアの共同指導管理料並びに早期集中支援管理料」の新設の要望が「ハイリスク妊産

婦連携指導料」の新設として実を結んだ。これで、入院～外来での妊娠・分娩・子育て中

の精神症状に対処する産科・精神科・小児科との連携医療の充実に寄与できるものと期待

される。しかし、ここでも出産後 6 か月の縛りがあり、ハイリスク妊産婦への子育て支援

の最低 2 年間におよぶ小児科・精神科連携医療にも、精神科医を含む多職種での訪問診療・

訪問看護の実施にも対応し切れていないこととなった。子育て支援の国家プロジェクトの

一環を担う内保連の提案として実現していただきたく、平成 32 年改定に向けた、更なる取

り組みを必要とする課題となっている。 
内保連の基本方針の最後に、チーム医療の推進が掲げられており、A233-2 栄養サポート

チーム加算の算定対象となっていない結核病棟や精神病床への適応拡大の提案がなされ、

内保連の基本方針の説明スライドにも明記されていたが、これも実現しなかった。 
最後に、精神科関連委員会は精神科七者懇談会 DPC 小委員会とともに保険局医療課に

対して内保連を通じて直接、「DPC 適用病院の精神病床への DPC 適用」を要望し、また、

「DPC の機能評価係数Ⅱ」に精神科リエゾンチーム加算の取得状況を評価項目に組み入れ

ることを要望していたが、これらの提案が全く採用されなかったことは甚だ遺憾である。

一般身体科と精神科との格差是正の流れを一層推進していけるように今後も要望を継続し

ていきたい。 
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16. 心身医学関連委員会（委員長：山岡昌之）

心身医学関連委員会からは、未収載 2 件、既収載 3 件、保険局医療課宛 1 件の計 6 件
の提案書を提出した。

この中で、既収載項目の一つである「神経性過食症に対する認知行動療法」のみ要望通

り反映され、第２章 特掲診療料_第８部 精神科専門療法_第１節 精神科専門療法料

Ｉ００３－２ 認知療法・認知行動療法（１日につき）に掲載された。

その内容に関して：神経性過食症に対する認知療法・認知行動療法の実施について「摂

食障害に対する認知行動療法 CBT-E 簡易マニュアル」に従った場合に算定できる（医師

480 点、医師及び看護師が共同して行う場合 350 点 ）。 
その他の既収載項目である「心身医学療法」（増点）、「（痛みに対する）認知療法・認知

行動療法」は、いずれも全く反映されなかった。

未収載項目である「心療内科外来チーム診察料」、「通院集団心身医学療法」といった新

規技術を巡る提案は全く反映されなかった。

また、保険局医療課へは、「摂食障害外来管理加算」という提案書を、提出したが、採択

されなかった。

17. 小児関連委員会（委員長：横谷 進）

【提案の採否のまとめ】

2018 年度診療報酬改定に向けて小児関連委員会に属する 14 学会から 50 件の医療技術

評価提案書を含む多数の提案書を提出した。それらの採否結果については、各提案学会の

担当者による評価を集計した。採否の件数のまとめは以下の通りである。未収載医療技術・

既収載医療技術として提案された中に医学管理等に属する提案が含まれていたので、それ

らを分けた集計も掲載した（表 1）。診療報酬改定に反映された提案は、表 2 に一覧表にし

て示した。

表 1 提案の区分による、改定に反映された提案数とその割合 

提案の区分 提案数 a. 反映

された 

b. 一部反

映された 

c. 反映

されず 

a.+b./ 提案数 ％ 

小児関連 参考：内保連 

未収載医療技術 

（医学管理料等を除く） 

29 

（21） 

5 

（5） 

1 

（1） 

23 

（15） 

21 % 

（29％） 

18％ 

既収載医療技術 

（医学管理料等を除く） 

21 

（17） 

1 

（1） 

7 

（4） 

13 

（12） 

38% 

（29％） 

32％ 

医学管理料等（未・既収

載からの再掲を含む） 

3 

（15） 

0 

（0） 

0 

（3） 

3 

（12） 

0 % 

（20％） 

医薬品（項目数） 6 0 0 0 0 % 
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表 2 収載された医療技術と医学管理料等の一覧 

【医療技術評価提案の採否について】

医療技術評価提案では、全体としては内保連全体の集計に比べて同等かそれをやや上回

る割合で提案が反映された。提案の採否を診療報酬調査専門組織（医療技術評価分科会）

による判定（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128167 ）と突合す

ると、最終的な採否結果とよく一致しており、診療報酬改定に反映されるためには医療技

術評価分科会において「診療報酬改定において対応する優先度が高い技術」として評価さ

れることが必須といえる。各学会は十分なエビデンスを提出するように努力しているが、

採用されたかった提案については次回改定に向けて再度詳細な検討が必要である。

未承認医療技術では、小児関連委員会のよって優先順位が高いと判断された８提案のう

ち、反映されたのは検査の２提案（カルニチン測定、遊離脂肪酸測定）のみであり、前回

改定において上位提案が多く採用されたのとは大きく異なっていた。一方、既承認医療技

術では優先順位の高い６提案のうち上位 1～3 位の提案が反映された（小児慢性特定疾患

カウンセリング料、ヒトメタニューモウイルス抗原定性、ハイフローセラピー加算）。

【医学管理等の提案の採否について】

小児医療の方向性の観点からは、各領域の医療技術評価にも増して医学管理等の改定が

極めて重要である。医学管理等に関する提案は内保連を通じて医療課に手渡しされるが、

医療技術との関連により医療技術評価提案として提出されることもある。そのような提案

は、診療報酬調査専門組織（医療技術評価分科会）において「評価の対象とならない提案」

に分類されて「医療技術としてアウトカムが改善する等の有効性をデータで示すことがで

きない、制度や指導管理等に係る提案」との評価に終わることが多いものの、一部の提案

については改定に反映されている。こうしたことから、医学管理に関する提案がどのよう

に改定に反映されたか否かについて、提出経路別にまとめて示した。こうした結果を生か

して、次回の改定にあたっては内容の吟味とともに提出経路についても再検討すべきであ

る。
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1. 未承認医療技術として提案された 8 提案について

いずれの提案も反映されなかった。それらには以下の新規の重要な提案が含まれて

いたので、次回改定以降にはさらに成熟した提案として提出されることが期待される。 

(1) 小児診療から成人診療への移行医療に関わる新たな 3 提案

（成人移行期患者共同管理料、成人先天性心疾患治療管理加算、成人先天性心疾患

外来指導管理料）

(2) 被虐待児等への医療側からの対応に関わる 1 提案

（要支援児童対応体制加算）

(3) てんかん診療体制の確立に関わる 4 提案

（てんかん専門診断管理料、てんかん紹介料加算、てんかん指導料１）

2. 既承認医療技術として提案された４提案について

それらのうち 3 項目は少なくとも一部が反映された。すなわち、 
(1) B001-2-11 小児かかりつけ診療料

→夜間・休日の相談等の体制について要件が緩和された

(2) B001 ４小児特定疾患カウンセリング料

→年齢の上限が 18 歳までに引き上げられ、心療内科においても算定可能になった

(3) B001 ５小児科療養指導料

→医療ケア児など対象が拡大され、また、内保連として意思決定支援に対する評価

を提案していたことと関連して「人工呼吸器導入時相談支援加算」が新設された

ただし、診療情報提供料（Ⅰ）の見直し（教育関係等への情報提供の評価、小児科外

来診療料からの除外）については、反映されなかった。

3. 保険局医療課に直接に手渡された５提案について

これらの提案（http://www.naihoren.jp/uploads/files/youbou_2017/1410-1506.pdf）
のうちで小児関連の提案は、以下の 5 項目である（表３）。そのうち、小児入院医療管

理料の包括からの除外の提案については、小児がんの診療に関連した２つの加算の除

外が認められた（提案書番号 242201）。それ以外の４提案は改定に反映されなかった。 

表 3 保険局医療課に直接に手渡された提案書と改定への反映 

整理

番号 

提出学会番号 

学会名 

提案書

番号 

医療技術名 提案の要点 改定への

反映* 

13 

237 

日本周産期・新生

児医学会 

237201 

C004 救急搬送診療料 

新生児加算 C000 往

診料 

ドクターカー医師同乗、三角

搬送の評価 × 

14 

237 

日本周産期・新生

児医学会 

237202 

冷凍母乳の入院時食

事療養 

搾乳母乳の冷凍保存・直前

解凍による栄養法の評価 × 

15 
242 

日本小児科学会 
242201 

A307 小児入院医療管

理料 1～5 

A224～A226１のうち12項目

の包括対象からの除外 
△**
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*  改定への反映については、×：反映されなかった △：一部が反映された 
** 小児入院医療管理料の包括からの除外については、A226-2 緩和ケア診療加算と

A232 がん拠点病院加算が、小児入院医療管理料 1 と 2 に限って包括対象から除外さ

れた 
*** 入退院支援加算の「退院困難な患者」に「虐待またはその疑い」「生活困窮者」が加

えられた 
 

18. 女性診療科関連委員会（委員長：西 洋孝） 

平成30年度診療報酬改定への要望項目とそのポイントは以下の通りである。 

子宮収縮曲線と胎児心拍数図を連続的に記録する分娩監視装置を用いた生体検査および

生体検査判断料として、ノンストレステスト判断料および分娩監視装置判断料を要望し

た。HIV感染の現状を考慮して、HIV検査を観血的手術のHBやHCVと同様基本的術前感染症

検査として算定できるよう要望した。細胞診のベセスダ分類がASC-USと判定された患者の

みが対象となっているHPV核酸検出について、子宮頸部の円錐切除治療を行った後の病変

の残存・再発の早期発見のための検査として有用性か高いことから対象拡大を要望した。

HTLV-1 PCR検査は前回の改定で新しくHTLV-1核酸検出として保険適用となったが、検査コ

ストから不採算であることが判明したため増点を要望した。  

医学管理料は、５項目を要望した。産後うつ病の予防と治療に産婦人科、精神科、小児

科が連携して多職種の参加も得てチーム医療として共同管理を行うことへの評価は、前回

改定での日本産科婦人科学会と日本精神神経学会との共同提案から対象を産後メンタルケ

アに絞るとともに日本小児科学会にも共同提案に加わっての要望となった。ホルモン補充

療法（HRT）管理料、子宮内膜症管理料は、前者は更年期障害や卵巣欠落症状、後者は月

経困難症や不妊の原因となる子宮内膜症が対象となるが、女性の生活の質を低下させる両

疾患をカウンセリングやホルモン療法を含む適切な治療で医学管理をすることは、女性の

社会活躍をサポートするものとして国民の要請にも合致するものと考えた。不妊症指導管

理料と反復・習慣流 死産指導管理料は、前回は結婚、妊娠・出産から子育てまで切れ目

のない支援として少子化対策パッケージの中で要望したものであるが、今回はそれぞれ単

独に少子化対策の視点からの要望となった。基本診療料領域での要望項目となるが、妊婦

の偶発合併症(急性気管支炎やインフルエンサザ、急性膀胱炎など)での薬物療法時には胎

児への影響を考慮しながら薬剤選択を慎重に行う必要がある。妊娠という特別な状態での

薬物療法の技術に対して初・再診料の加算を要望した。  

要望項目の採否結果は以下の通りである。 

16 

242 

日本小児科学会 

242202 

A246 退院支援加算 

見直し 小児への適応

（新生児以外） 

「退院困難な患者」の範囲

の見直し、小児入院医療管

理料の包括からの除外（退

院支援加算 1 のロ、2 のイと

ロ） 

△*** 

17 

244 

日本小児栄養消化

器肝臓学会 

244201 

A233-2 栄養サポート 

チーム加算 

小児加算の新設と小児入院

医療管理料の包括からの

除外 

× 
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【基本診療料・医学管理等】 

○初・再診料への妊婦加算

○産後うつ状態、産後うつ病の予防と治療に伴う産婦人科，精神科，小児科連携のための

紹介元加算・紹介先診療加算の新設 

○産科・小児科・精神科の連携による地域でのハイリスク妊産婦や母子のメンタルケアの

共同指導管理料並びに早期集中支援管理料 

×ハイリスク妊娠管理加算の適応妊娠週数の拡大（34週まで） 

×ハイリスク分娩管理加算の適応疾患の拡大（甲状腺疾患） 

×子宮内膜症指導管理料 

×ホルモン補充療法（HRT）管理料 

×不妊症指導管理料の新設 

×反復・習慣流・死産指導管理料 

【検査】 

○子宮頸部円錐切除術後のHPV検査

×分娩監視装置判断料 

×ノンストレステスト判断料 

×淋菌核酸検出における女性尿検体の適応 

×観血的手術に対するHIV術前検査 

×HTLV−1 PCR検査（定性）の増点 

少子化対策の一環としても妊娠・出産・子育てという一連の流れを包括的に支援してい

くことが重要であるが、今回の改定で特筆すべきは初・再診料への妊婦加算である。ま

た、産後うつ状態、産後うつ病の予防と治療に伴う産婦人科，精神科，小児科連携のため

の紹介元加算・紹介先診療加算の新設および産科・小児科・精神科の連携による地域での

ハイリスク妊産婦や母子のメンタルケアの共同指導管理料並びに早期集中支援管理料も認

められ、評価できると考える。ただし、妊娠に直接関わる不妊症指導管理料や反復・習慣

流・死産指導管理料の新設が認められず、また、女性の各ライフステージに密接に関わる

子宮内膜症指導管理料やホルモン補充療法（HRT）管理料が認められなかったことは遺憾

である。しかし、基本的に厳しい査定状況において、女性診療科関連領域の今回の改訂は

過去のそれと比較して概ね良好の結果となった。 

19. 内科系診療所委員会（委員長：清水恵一郎）

内科系診療所委員会は 6学会（日本小児科学会、日本小児科医会、日本東洋医学会、日

本内科学会、日本病院会、日本臨床内科医会）で構成されている。 

 平成 30年度診療報酬改定に際して、日常診療に大きな障害となっている 6項目：未収

載０、既収載３（F400処方せん料、F100処方料、A000地域包括診療加算）医薬品０、医

学管理等３（B対象疾患としてのアルツハイマー型認知症、B特定疾患管理料の月 1回の
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算定、B地域包括診療料算定要件緩和）に対して改善を求めて提案を行った。 

内科系診療所委員会の提案書項目で、診療報酬に評価された項目は以下の２項目である。 

1、地域包括診療加算：算定上の要件緩和（常勤 2名より常勤換算２名への変更）。 

2、処方箋料・処方料：多剤を専門的な判断を基に十分な管理をした時の評価（減薬の評

価）。 

今回の診療報酬改定で新たに評価された 2項目は、医師の技術料の評価に関わる項目であ

る。臨床医の正当な評価を目指して、日本医師会、日本内科学会、内保連本体と連携し

て、厚労省の各部署に対して根気強く実現を求めた結果と思われる。 

 高齢患者が地域で安心して生活していくためには、地域包括ケアシステムの確立と、身

近なかかりつけ医の存在が必須である。かかりつけ医機能を評価した「A000地域包括診

療加算」は常勤 2名のうち 1名が常勤換算名に緩和されたとはいえ、24時間対応等の算

定要件がきびしいため参画する医療機関が少数であり、地域住民に適切な医療の提供が出

来ないため、更なる要件の緩和が必要である。最重点項目は「F400処方箋料、F100処方

料」であり、複数疾患を有する患者を病診連携により病院からの逆紹介を診療所で引き受

ける際に多品目・多剤処方が多いため、薬剤管理の手間が増加するにも拘らず、7剤以上

の薬剤の処方せん料及び処方料が 90／100に逓減される矛盾の解消であったが、ポリファ

ーマシ―の副作用が強調され評価されなかった。一方、多剤処方を適切に減薬した場合の

加算は評価されるが、専門医の処方を変更することはハードルが高い。 

薬剤管理の手間が掛かる患者に対して、処方せん料・処方料の逓減は病院から退院して

診療所の管理となる際に、大きなマイナス要因となり、地域包括ケアシステムの根幹であ

る病診連携を阻害するものであり、今後も継続的に逓減撤廃を求めていく。 

従来より、是正と改善を求めている基本診療料 A（初・再診）、特掲診療料・B医学管理

等に改善の評価が無かった点は残念であるが、今後、データを集積して要望を継続してい

きます。 

20. 在宅医療関連委員会（委員長：清水恵一郎）

在宅医療関連委員会は 17学会で構成されており、小児在宅医療から高齢者の看取りに至

る在宅医療の推進を受けて、病院と診療所の機能分担と連携の推進のもとに関連医療機関

に求められる期待は大きくなっている。 

平成 30年度診療報酬改定に際して各学会の提案は、未収載 18、既収載 36、医薬品２、

医学管理料 20であった。在宅医療は対象患者の病態により医療的対応が大きく異なり、

経時的な病状の変化により、医師、看護師、技師の連携が必要となり、高齢者の場合は介

護保険利用時にケアマネとの連携も必要となる。安定した在宅医療の継続のためには患者

個々の特性に応じた医療の提供が求められる。平成 30年度改定に際して各学会より膨大

な提案書の提出があり、分野も広範囲に亘るため、事前の委員会での協議により今回は試

みに「呼吸器疾患」を主に扱い、優先順位を定めて在宅医療関連委員会の要望として提出

することとした。次回は、順次循環器疾患等の疾患別に要望書をまとめる予定である。 

在宅医療関連委員会で議論し、提案書の優先順位を定めた 5項目は以下となる 
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１、慢性期のハイフローセラピー 

対象疾患：COPDを含む慢性呼吸器不全患者、 

技術：在宅で間欠的にハイフローセラピー継続、HOTとの併用が原則 

２、気管内持続吸引加算 

対象疾患：気管カニュ-ㇾ装着患者、 

技術：カニューレ内に作ションチューブを組み込んだダブルサクションカニューレに 

よる持続吸引で吸引回数の減少と誤嚥性肺炎の予防 

３、小児在宅呼吸管理パルスオキシメーター加算 

対象疾患：0～6歳の在宅呼吸器管理施行患者、 

技術：小児呼吸器管理（在宅酸素療法、在宅人工呼吸、在宅持続陽圧呼吸法）を施行

している小児患者に対してパルスオキシメーターによる管理 

４、医科・歯科連携経口摂取改善加算 

対象疾患：医科・歯科連携で PEGの離脱を目指す患者、 

技術：医科の主治医と連携し訪問歯科医が嚥下機能評価及び嚥下訓練により経口摂取

可能な状態まで機能改善を目指す 

５、地域リハビリテーション指導料 

対象疾患：在宅障害者、 

技術：生活期在宅障害者（小児も含む）に対して 3か月に 1度、障害評価、運動指

導、生活指導、補装具のチェックなど日常生活動作や活動を中心とした診療及び理学

療法士等によるリハビリ評価・指導を行った場合に算定 

＜在宅医療関連委員会からの医療技術評価提案の採否について＞ 

 今回の在宅医療関連委員会は各学会の要望項目を順位付けすると言う困難な作業から開

始した。在宅医療の現状を踏まえると、個々の項目は在宅患者にとっていずれも必要な技

術であるが、委員会で議論を重ねた結果、患者と家族が 24 時間治療と管理を必要として、 

状態変化により入院が危惧される「持続的管理を要する呼吸器疾患」を対象として 5 項目

を順位付けして医療技術提案とした。 

反映された項目：なし 

一部反映された項目：1、慢性期のファイフローセラピー 

反映されなかった項目：２、３、４、５、 

平成 30年度診療報酬改定の方向性を評価すると、未収載項目と医学管理については、 

極めて厳しい結果であったが、「加算」の部分の評価が各分野で散見されるので、今後、 

基本診療料と医学管理等に対しては、「加算」が取れるような要望書の作成を考慮すべきと

考える。 望外の項目として内保連では強く要望していなかった、従来遠隔診療呼ばれて

いた、オンライン診療、オンライン医学管理料が新規に算定されたのは、これからの在宅

医療でのモニタリングに極めて有効と思われる。 
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21. 栄養関連委員会（委員長：渥美義仁）

30 年度改定に際して、病棟に管理栄養士が配属されることで、患者の疾患や病状に合わ

せた栄養管理や食事の提供が可能となる病棟専属管理栄養士の制度確立に向けた提案を行

った。また、食事療法を受ける患者の意識レベル評価、退院時の栄養指導強化などを提案

した。今後も患者の状況に即応する栄養管理と個別指導の重要性が適正に評価されること

など、委員会内で要望を整理して提案する予定である。

22. 病理関連委員会（委員長：黒田 一）

病理学会関連に関しては、保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体から病理

組織標本（組織切片によるもの）作製又は免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製によ

り作製された組織標本に基づく診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算として、

150 点を所定点数に加算することが認められた。 
また、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、デジタル病理画像の観察及び送受信を

行うにつき十分な装置・機器を用いた上で観察を行い診断した場合も、ICT を活用した病

理診断料及び病理診断管理加算として認められた。PD-L1タンパク免疫染色（免疫抗体法）

病理組織標本作製として免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製を行った場合に、2700
点が算定されることとなった。

医学管理等 B009 診療情報提供料の算定、病理診断料算定の見直し （毎回算定）、

病理組織検体を使用する遺伝子検査の第 13 部への移動などは実現しなかった。 
細胞学会関連に関しては、セルブロック法につき要望通り、細胞診から病理組織標本作

製への項目変更が実現した。同時に肺悪性腫瘍を疑う場合にも適用拡大されたが、組織切

片を検体とした病理組織標本作製が実施困難な場合との縛りがついた。セルブロックを用

いた免疫染色加算も悪性中皮腫を疑う場合のみならず、上記の肺悪性腫瘍にも認められた。 
婦人科 LBC 加算が 18 点から 36 点となった。また、EBUS-TBNA における迅速細胞診

が収載されたことに伴い、迅速細胞診が手術の場合と検査中の場合に区分された。

婦人科頸部細胞診陰性標本、自動判定支援加算（未収載）、細胞診塗抹標本における免疫

染色と婦人科細胞診断料（既収載）は実現しなかった。

23. アレルギー関連委員会（委員長：岡田千春）

平成 30 年度診療報酬改定にむけてアレルギー関連委員会に属する学会より提案をうけ、

委員会での調整を経て 4 提案に絞って提出した。 
未承認技術として提案した以下の 4 提案について、いずれの提案も今回の診療報酬改定に

は反映されなかった。

提出学会名：日本アレルギー学会 提案書番号：204101 区分：D 検査 技術名：気道過

敏性検査（メサコリン吸入負荷によるスパイロメータでの 1 秒量測定） 
提出学会名：日本アレルギー学会 提案書番号：204102 区分：D 検査 技術名：食物依

存性運動誘発アナフィラキシーの診断確定のための誘発負荷試験
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提出学会名：日本アレルギー学会 提案番号：204103 区分：B 医学管理等 技術名：ア

レルギー性鼻炎免疫療法指導管理料

提出学会名：日本アレルギー学会 提出番号：204104 区分：D 検査 技術名：アスペル

ギルス沈降抗体

特に気道過敏性検査（メサコリン吸入負荷によるスパイロメータでの 1 秒量測定）は、

メサコリンの薬剤承認がとれていないことが保険収載の障害になっていた。これを受け、

メーカーが薬剤承認をとったが、平成 30 年改定でも収載が実現しなかった経緯がある。今

後は、新たな知見の追加の可能性、提案理由の見直しなど次期改定にむけて準備をすすめ

る方針である。

24. 内視鏡関連委員会（委員長：清水伸幸）

＜診療報酬改定総括＞

平成 30 年度診療報酬改定要望に関しては、内視鏡に関連する要望項目として内保連経

由で２項目が未収載項目として挙げられた。その中で採択された１項目は、内視鏡試案に

掲載されている項目であった。改正要望項目に関しては、全要望５項目が内視鏡試案掲載

項目であったが、採択された項目は無かった。なお、外保連経由では１４項目が新設要望

として挙げられ、採択されたもの３項目は全て内視鏡試案に掲載されている項目から採択。

改正要望１２項目中内視鏡試案掲載項目は８項目で、採択された７項目は全て内視鏡試案

掲載項目であった。

特筆すべきは、今回の改定で減額された項目が４項目あったが、内１項目は内視鏡試案

で改定前の保険点数より内視鏡試案点数が低いものであり、厚労省の担当者が内視鏡試案

を詳細に参照していることの表れであると考えられた。

＜今後の予定＞

今後は 2020 年度診療報酬改定に向けて試案の改訂を進めることになる。本試案は当初、

手術試案・検査試案・処置試案から内視鏡関連の項目を抜粋した形で作成が進められてい

たため、内視鏡試案独自の新設項目登録方法など手順を明文化して各項目の管理が平易に

なるような体制を整えたい。また、冒頭の『考え方』に当たる総論部分で、内視鏡関連検

査・処置・治療の安全性を担保するために日々行われている努力を診療報酬に反映させる

方策や、加算における新規技術の取り扱いなどの議論を進めていきたい。

これからも診療報酬改定に影響力のある試案として位置付けられるよう、試案のさらな

る精緻化をおこなう必要がある。軟性管腔内視鏡を診断・処置・治療に使用している学会

の委員の先生方はもとより、感染対策や鎮静・麻酔あるいは画像処理など様々な領域に関

わる学会の委員からも広くご協力をお願いしたいと考えている。
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