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幅広い観点から評価が必要な技術

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

既 201201 血漿交換療法（増点について） 日本アフェレシス学会  1

未 203101
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）

日本アレルギー学会  4

未 203102
吸入補助器具（スペーサー）を用いた吸入ステ
ロイド療法指導管理料

日本アレルギー学会 236101と併せて評価 8

既 204201 画像診断管理加算の算定用件の変更と増点 公益社団法人 日本医学放射線学会  16

未 211101 ポジトロン断層撮影（アミロイドイメージング） 一般社団法人日本核医学会 292102と併せて評価 33

既 211201
ポジトロン断層撮影
３ 13Ｎ標識アンモニア剤を用いた場合（一連の
検査につき）

一般社団法人日本核医学会  38

未 212101
トータルコンタクトキャスト処置
難治性足部潰瘍に対する免荷・除圧を伴う創
傷治療手技料及び処置材料費

日本下肢救済・足病学会　（共同提案：日本フットケア学会）  42

未 214101
感染症微生物学的検査　薬剤感受性検査に基
づくMBL産生菌検出検査

一般社団法人　日本感染症学会  46

未 214102
感染症微生物学的検査　薬剤感受性検査に基
づくESBL産生菌検出検査

一般社団法人　日本感染症学会  50

未 215102 超音波エラストグラフィ 日本肝臓学会  58

既 215201 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 日本肝臓学会  62

既 215202
フュージョンイメージやナビゲーションを用いた
ラジオ波焼灼療法時の穿刺

日本肝臓学会  65

既 215203 人工胸水併用肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 日本肝臓学会  68

既 221201 造血器腫瘍細胞抗原検査 日本血液学会  80

未 222102
結核に関する地域連携診療計画管理料，退院
時指導料(Ⅰ)(Ⅱ)

日本結核病学会  87

未 222103 外来DOTS管理加算２ 日本結核病学会  91

既 222203
多剤耐性結核患者における感染症手術加算の
増額

日本結核病学会  103

未 224101 呼吸運動装置による排痰誘発法 日本呼吸器学会  115

未 224102 シロリムス(mTOR阻害剤）の血中濃度測定法 日本呼吸器学会  120

既 224201 ハイフローセラピー加算 日本呼吸器学会  124

既 224202 COPD食（特別食） 日本呼吸器学会  129

既 224203 時間内歩行試験 日本呼吸器学会  134

既 224204 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 日本呼吸器学会  139

既 224205 呼気一酸化窒素濃度測定 日本呼吸器学会  143

既 224206
チェーンストークス呼吸を伴った中枢性無呼吸
治療術

日本呼吸器学会  146

既 224207
在宅療養指導管理材料加算　通則、在宅酸素
療法指導管理料

日本呼吸器学会  150
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幅広い観点から評価が必要な技術

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

既 225201 気管支ファイバースコピー 日本呼吸器内視鏡学会  156

未 226101 経皮二酸化炭素分圧連続測定 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会  159

未 226102
シャトルウォーキングテスト（漸増負荷，定常負
荷）

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会  163

既 226201
慢性呼吸器疾患（COPDなど）を対象とした集
団呼吸器リハビリテーション

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会  167

未 227101
電子媒体記録あるいはデータ伝送システムに
よる夜間血圧測定

特定非営利活動法人　日本高血圧学会  172

既 227201 尿中アルブミン定量精密測定 特定非営利活動法人　日本高血圧学会  177

未 228101
心理検査「標準言語性対連合学習検査
(Standard verbal paired-associate learning 
test: S-PA)」

一般社団法人　日本高次脳機能障害学会  180

未 230102 分娩監視装置判断料 公益社団法人日本産科婦人科学会  188

既 230201 観血的手術に対するＨＩＶ術前検査 公益社団法人日本産科婦人科学会  192

既 231201
大腸カプセル内視鏡によるものー手技料の引
き上げもしくは読影加算料についての要望ー

一般社団法人 日本消化管学会  195

既 231202 血球成分除去療法 一般社団法人　日本消化管学会  200

未 232101
内視鏡下胆管膵管処置におけるバルーン内視
鏡加算

日本消化器内視鏡学会  204

既 232201 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 日本消化器内視鏡学会  208

既 232202
大腸カプセル内視鏡検査における算定要件の
見直し

日本消化器内視鏡学会  211

未 233101
血中ペプシノゲンⅠ（ＰＧⅠ）、ペプシノゲンⅡ
（ＰＧⅡ）測定による慢性胃炎の診断

一般財団法人　日本消化器病学会  216

既 235204
静脈麻酔　3.十分な体制で行われる長時間の
もの（複雑な場合）（専従の麻酔科医以外）

日本小児科学会  239

未 238101 IgGサブクラス分画 日本小児感染症学会  250

既 238201 C161注入ポンプの算定要件見直し 日本小児感染症学会  254

既 238202 ヒトメタニューモウイルス抗原定性 日本小児感染症学会  257

既 238203 プロカルシトニン 日本小児感染症学会  260

未 241101
小児在宅呼吸管理（在宅酸素療法・在宅人工
呼吸・在宅持続陽圧呼吸療法）パルスオキシ
メータ加算

日本小児呼吸器学会  266

既 242201 ボツリヌス毒素使用による神経ブロック 日本小児神経学会  274

既 242202 光トポグラフィー検査 日本小児神経学会  278

未 244101 経皮的閉鎖肺動脈弁穿通・拡大術 日本小児循環器学会  282

既 244202 心臓カテーテル検査技術料 日本小児循環器学会  289

既 244203 胎児心エコー検査 日本小児循環器学会  292
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幅広い観点から評価が必要な技術

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

既 244204 経皮的心房中隔欠損作成術(ラシュキンド法) 日本小児循環器学会  295

未 246101
PARS/PARS-TR（親面接式自閉スペクトラム
症評定尺度/改訂版）

日本小児精神神経学会  299

未 247101 血清25水酸化ビタミンD測定（25OHD） 日本小児内分泌学会  307

未 247102
MS-MLPA法を用いたプラダーウィリー症候群
の診断

日本小児内分泌学会  311

既 247202 持続血糖測定器（CGM）の算定要件見直し 日本小児内分泌学会 286203と併せて評価 318

既 247203 成長ホルモン(GH)分泌刺激試験算定要件変更 日本小児内分泌学会  321

未 248101 HTLV-1 PCR検査（定性） 日本周産期・新生児医学会  324

既 248202 新生児仮死蘇生術 日本周産期・新生児医学会 709202と併せて評価 335

未 250102 デジタル脳波判読の遠隔診断 日本神経学会  343

既 250201 神経学的検査 日本神経学会  347

既 250202 脳血管疾患等リハビリテーション 日本神経学会  350

既 250203 中枢神経磁気刺激法による誘発筋電図 日本神経学会  353

既 250204 人工呼吸器加算 日本神経学会  356

既 250205 排痰補助装置加算 日本神経学会  359

既 250206 身障療護訪問診療 日本神経学会  362

既 250207 難病患者リハビリテーション 日本神経学会  365

既 250208
回復期リハビリテーション病棟におけるパーキ
ンソン病の急性増悪に対するリハビリテーショ
ン

日本神経学会  368

既 250209
HAM（HTLV-I associated myelopathy）における
インターフェロン(スミフェロン)注射剤による在
宅自己注射療法

日本神経学会  371

既 250210 抗GAD抗体 日本神経学会  374

既 251201 注入ポンプ加算 日本神経治療学会  381

既 251202 有床診療所がん患者リハビリテーション料 日本神経治療学会  384

既 252202
多発性硬化症に対するナタリズマブの外来化
学療法加算

日本神経免疫学会  397

既 252203
抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体（月１回測
定）

日本神経免疫学会  403

既 252204
抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体（抗ＡＣｈＲ
抗体との同時測定）

日本神経免疫学会  410

既 252205 抗アクアポリン4抗体測定 日本神経免疫学会  414

未 254102 通院集団心身医学療法 日本心身医学会  424
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幅広い観点から評価が必要な技術

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

既 254201 栄養食事指導料 日本心身医学会  432

既 254202 認知療法・認知行動療法 日本心身医学会  436

既 254203 心身医学療法 日本心身医学会  440

未 255101 慢性心不全に対する和温療法 一般社団法人日本心臓病学会 先進医療技術 443

既 256201
心大血管疾患リハ料に関する施設基準の見直
し

日本心臓リハビリテーション学会  452

既 256202
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の増点

日本心臓リハビリテーション学会  456

既 256203
トレッドミルによる負荷心肺機能検査またはサ
イクルエルゴメータによる負荷心肺機能検査の
増点

日本心臓リハビリテーション学会 716209と併せて評価 460

既 256205
心大血管疾患リハ施設基準における職種要件
の見直し

日本心臓リハビリテーション学会  467

未 258101 拡張型心筋症に対する免疫吸着療法 日本心不全学会 先進医療技術 470

既 258201
チェーンストークス呼吸を伴った中枢性無呼吸
治療術

日本心不全学会  474

既 258202
重症慢性心不全に対するASV療法指導管理料
＋ASV治療器加算

日本心不全学会  478

既 261201 精神科デイ・ケア 日本児童青年精神医学会  482

既 261202 精神科ショート・ケア 日本児童青年精神医学会  485

未 262101

肺高血圧症患者に対する携帯型精密ネブライ
ザーを用いた吸入用プロスタグランジンI2製剤
の投与（携帯型精密ネブライザーに係る材料加
算）

日本循環器学会  488

既 262201 経皮的大動脈弁置換術 日本循環器学会  492

既 262202 在宅肺高血圧症患者指導管理料 日本循環器学会  496

既 266201
自己抗体による急速進行性糸球体腎炎
（RPGN）に対する血漿交換療法

日本腎臓学会  500

既 266202 経皮的腎生検 日本腎臓学会  503

既 266203 血中ヒアルロン酸測定 日本腎臓学会  506

既 266204
難治性ネフローゼ症候群に対するLDLアフェレ
シス（LDL-A）療法

日本腎臓学会 先進医療技術 509

未 267101 CKD(慢性腎臓病)運動療法料 日本腎臓リハビリテーション学会  512

未 268101
遺伝学的検査（遺伝性大動脈疾患・結合織疾
患）

日本人類遺伝学会  516

未 269101 尿中トリプシノーゲン２迅速定性法 日本膵臓学会  520

未 270101 覚醒維持検査 日本睡眠学会  523

未 270102 アクチグラフ 日本睡眠学会  527

既 270201 終夜睡眠ポリグラフィー 日本睡眠学会  531
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幅広い観点から評価が必要な技術

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

既 270202 認知療法・認知行動療法 日本睡眠学会  535

既 270203
閉塞性睡眠時無呼吸症候群における口腔内装
置治療の調整のための簡易型睡眠検査

日本睡眠学会  538

未 274105
重度認知症デイ・ケア料　リハビリテーション加
算

日本精神科病院協会  566

既 274201 重度認知症患者デイ・ケア料　夜間ケア加算 日本精神科病院協会  570

既 274203 入院精神療法（Ⅰ） 日本精神科病院協会  577

既 274204 入院精神療法（Ⅱ）イ 日本精神科病院協会  580

既 274205 入院精神療法（Ⅱ）ロ 日本精神科病院協会  583

既 274206 入院精神療法（20歳未満） 日本精神科病院協会  586

既 274207 医療保護入院等診療料 日本精神科病院協会  589

既 274208 精神科デイ・ケア等 日本精神科病院協会  592

既 274209 精神科デイ・ケア等（プレ・デイ・ケア） 日本精神科病院協会  595

既 274210 入院集団精神療法 日本精神科病院協会  598

既 274211 通院集団精神療法 日本精神科病院協会  601

既 274212 入院生活技能訓練療法 日本精神科病院協会  604

既 274213 精神科退院前訪問指導料 日本精神科病院協会  607

既 274214 通院・在宅精神療法(通院精神療法） 日本精神科病院協会  610

既 274215 通院・在宅精神療法の時間外・休日・深夜加算 日本精神科病院協会  613

既 274216 特定薬剤副作用評価加算 日本精神科病院協会  616

既 274217 疾患別リハビリテーション料(加算） 日本精神科病院協会  619

既 274218
疾患別リハビリテーション料（算定期限超え除
外）

日本精神科病院協会  622

未 275106 発達障害の要支援度評価尺度 日本精神神経学会  649

既 275202
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

日本精神神経学会  656

既 275204 入院精神療法 日本精神神経学会  662

既 275205 D-236-3脳磁図の対象疾患の適応拡大 日本精神神経学会  665

既 278201
嚥下調整食を､栄養食事指導料の対象となる
特別食､入院時食事療養費の特別食に、追加

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会  668

既 278202 鼻腔栄養法における間歇的経管栄養法加算 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会  671
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幅広い観点から評価が必要な技術

未・既
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整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

未 279101 プテリジン分析 日本先天代謝異常学会  678

既 279201
先天性代謝異常検査（有機酸、脂肪酸、カルニ
チン、ムコ多糖分析）

日本先天代謝異常学会  682

既 279202 遺伝学的検査 尿素サイクル異常症 日本先天代謝異常学会  685

既 279203 遺伝学的検査 ニーマンピックC型 日本先天代謝異常学会  688

未 281103 末梢血EBV-DNA定量検査 日本造血細胞移植学会 先進医療技術 728

未 282101 携帯型超音波診断法 日本超音波医学会  732

既 282201 小児心臓超音波検査技術料算定 日本超音波医学会  736

未 284101 ケトン食（特別食） 日本てんかん学会  742

未 284102
aEEG(amplitude-integrated EEG)による長期脳
波記録検査

日本てんかん学会 709103と併せて評価 746

未 284103 てんかん集団療法 日本てんかん学会  750

既 284201 長期脳波ビデオ同時記録検査２ 日本てんかん学会  754

既 284202 脳波検査判断料２ 日本てんかん学会  758

既 284203 脳波検査２ 日本てんかん学会  761

既 284204 長期継続頭蓋内脳波検査 日本てんかん学会  764

未 285101
新規腹膜透析患者が在宅治療移行後10日間
の訪問看護

日本透析医学会  768

既 285201 人工腎臓 一般社団法人、日本透析医学会  772

未 286101 ハイリスク糖尿病患者院内連携管理料 日本糖尿病学会  776

既 286201
血糖調整困難な糖尿病患者に対する人工膵臓
を用いた治療

日本糖尿病学会 320203と併せて評価 780

既 286202
DPC病院入院患者での皮下連続式グルコース
測定のグルコースセンサーの特定材料算定

日本糖尿病学会  784

既 286204 抗IA-2抗体測定の制限廃止 日本糖尿病学会  790

既 286205
妊娠中の耐糖能異常者への在宅患者指導管
理料と血糖自己測定加算の見直し

日本糖尿病学会  793

未 291101 Oncotype DX 日本乳癌学会  804

既 291201 術中照射療法加算 日本乳癌学会  813

既 291202 OSNA法による術中迅速病理組織標本作製 日本乳癌学会 816

未 292101 脳脊髄液中アミロイドβ42アッセイ 日本認知症学会  819

未 293101
脳卒中急性期における休日リハビリテーション
加算

一般社団法人日本脳卒中学会  828
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幅広い観点から評価が必要な技術

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

既 293202 経皮的脳血栓回収術 一般社団法人日本脳卒中学会  835

既 293203 脳CT血管撮影 一般社団法人　日本脳卒中学会  838

既 293204 経頭蓋ドプラ装置による脳血流速度連続測定 一般社団法人日本脳卒中学会  841

既 295201 電磁波温熱療法 日本ハイパーサーミア学会(共同提案：日本放射線腫瘍学会）  844

既 295202 電磁波温熱療法（算定要件の拡大について） 日本ハイパーサーミア学会  847

既 296201 リンパ球刺激試験（LST） 日本皮膚科学会  850

既 296202
グロブリンクラス別ウイルス抗体価 ヒトパルボ
ウイルスB19

日本皮膚科学会  853

既 296203 ダーモスコピー 日本皮膚科学会  856

未 299101 病棟栄養管理業務実施加算 （一社）日本病態栄養学会  866

未 301101 先進画像加算：乳腺悪性腫瘍術前MR 日本医学放射線学会  878

未 301102 乳房トモシンセシス 日本医学放射線学会  882

既 301201
磁気共鳴コンピューター断層撮影（MRI撮影）の
見直し

日本医学放射線学会  886

既 301202 コンピューター断層撮影（CT撮影)の見直し 日本医学放射線学会  890

未 304102
採取部分肝のバックテーブルにおける血管形
成

日本移植学会  898

既 304201 特定薬剤治療管理料 日本移植学会  902

既 304202 生体肺部分移植術 日本移植学会  905

未 305101 BRTO術（バルーン閉塞下静脈瘤塞栓術） 日本IVR学会  909

未 305102 経皮的肝内門脈短絡術（TIPS） 日本IVR学会 先進医療技術 913

未 305104 副甲状腺静脈サンプリング 日本IVR学会  921

未 306103 運動器不安定症グループリハビリテーション 日本運動器科学会  933

未 306106 運動器リハビリテーション総合評価料 日本運動器科学会  945

未 306107 運動器リハビリテーションカンファレンス 日本運動器科学会  949

既 306201 運動器リハビリテーション料の再評価 日本運動器科学会  957

既 306202 運動器リハビリテーション起算日の変更 日本運動器科学会  961

既 306203 入院外早期リハビリテーション加算 日本運動器科学会  965

既 306204 リハ前物理療法加算 日本運動器科学会  969
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幅広い観点から評価が必要な技術

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

既 306205 運動器疾患手術前リハビリテーション 日本運動器科学会  973

未 307101
放射性同位元素内用療法管理料（骨転移を有
する前立腺癌に対するもの）

一般社団法人日本核医学会  977

未 308101 マイボーム腺機能検査 日本角膜学会  981

既 308201 羊膜移植術 日本角膜学会  985

既 308202
精密涙液検査（現在、涙液分泌機能検査と呼
称されている）

日本角膜学会  988

既 309201
関節鏡下肩関節唇形成手術（肩腱板断裂手術
を伴う）

日本肩関節学会  992

既 309202 人工骨頭挿入術・肩関節（腱移行術を伴う） 日本肩関節学会  996

既 309203 人工関節置換術・肩関節（腱移行術を伴う） 日本肩関節学会  1000

未 310101 前眼部三次元画像解析 日本眼科医会 先進医療技術 1003

未 310102 緑内障術後管理加算 日本眼科医会  1007

未 310103 電子画像精度管理料 日本眼科医会  1011

既 310202 眼鏡処方箋発行加算 日本眼科医会  1018

既 310203 手術通則14の改正 日本眼科医会  1020

既 310204 アノマロスコープ 日本眼科医会  1023

未 311101 精密視力検査 日本眼科学会  1026

未 311102 涙道内視鏡検査 日本眼科学会  1030

未 311103 局所黄斑網膜電図 日本眼科学会  1034

未 311104 精密全視野網膜電図 日本眼科学会  1038

未 311105 広画角蛍光眼底写真撮影 日本眼科学会  1042

既 311201 コンタクトレンズ検査料１ 日本眼科学会  1046

既 311202 屈折検査 日本眼科学会  1049

既 311203 ロービジョン検査判断料 日本眼科学会  1052

既 312201 眼瞼内反症手術　2皮膚切開法 日本眼科手術学会  1055

既 313201 関節鏡下自家骨軟骨移植術 一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 (JOSKAS)  1058

未 314101 膵腫瘍摘出術 日本肝胆膵外科学会  1061

未 314102
肝切除術(1区域切除)(外側区域切除をのぞ
く)(腹腔鏡下)

日本肝胆膵外科学会  1065
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幅広い観点から評価が必要な技術

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

未 314103 肝切除術(2区域切除)(腹腔鏡下) 日本肝胆膵外科学会  1069

未 314104 肝切除術(3区域切除)(腹腔鏡下) 日本肝胆膵外科学会  1073

未 314105 肝切除術(亜区域切除)(腹腔鏡下) 日本肝胆膵外科学会  1077

未 314106 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術 日本肝胆膵外科学会  1081

既 314201 腹腔鏡下膵体尾部切除術 日本肝胆膵外科学会  1085

既 314202 画像等手術支援加算(腹腔鏡下脾臓摘出術） 日本肝胆膵外科学会  1088

既 314203 画像等手術支援加算(腹腔鏡下胆嚢摘出術） 日本肝胆膵外科学会  1091

未 316103 リンパ浮腫に対する複合的理学療法 日本緩和医療学会 603101と併せて評価 1102

未 316104 緩和ケア地域連携加算 日本緩和医療学会  1107

既 316201 緩和ケア病棟リハビリテーション料 日本緩和医療学会  1111

未 317101 脳死判定(診断）料 日本救急医学会  1120

未 317102 超緊急手術加算 日本救急医学会  1124

未 317103 心停止後咽頭冷却法（咽頭冷却装置による） 日本救急医学会  1128

未 317105 骨盤後腹膜止血術(ガーゼパッキング) 日本救急医学会  1136

未 317106 内視鏡的結腸軸捻転解除術 日本救急医学会 381201と併せて評価 1140

既 317202 デブリドマン 日本救急医学会  1147

未 318101 胸腔鏡補助下弁膜症手術 特定非営利活動法人日本胸部外科学会  1156

未 318102
冠動脈バイパス術における術中グラフト血流評
価

日本胸部外科学会  1160

未 319101 自家脂肪移植 日本形成外科学会  1165

未 319103
皮膚（皮下）良性腫瘍摘出術・非露出部・長径
12cm以上

日本形成外科学会  1173

未 319105
創傷処理（筋肉、臓器に達するもの）　20cm以
上

日本形成外科学会  1181

未 319106 乳房縮小術 日本形成外科学会 1185

未 319107 陰茎再建術(皮弁による尿道再建を伴うもの) 日本形成外科学会 1189

既 319201
画像等手術支援加算　実物大臓器立体モデル
によるもの

日本形成外科学会  1193

既 319202 軟部腫瘍摘出術(頸部) 日本形成外科学会  1197

既 319203 創外固定器加算 日本形成外科学会  1201
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幅広い観点から評価が必要な技術

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

既 319204 毛巣嚢または毛巣瘻手術 日本形成外科学会  1208

未 320101 鏡視下手術の一括採用 一般社団法人　日本外科学会  1212

既 320201 高度肥満加算 一般社団法人　日本外科学会  1216

既 320202 手術通則14の改正 一般社団法人　日本外科学会  1219

未 322101 術後回復促進加算 日本外科代謝栄養学会  1227

未 323101
血管移植またはバイパス移植　膝下膝窩動脈
バイパス術

日本血管外科学会  1232

未 323102
腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術に伴う内
腸骨動脈塞栓術

日本血管外科学会  1236

未 323103
胸部大動脈瘤ステントグラフト内挿術に伴う鎖
骨窩動脈塞栓術

日本血管外科学会  1240

未 323104
胸部大動脈瘤ステントグラフト内挿術に伴うバ
イパス手術

日本血管外科学会  1244

未 324101
経皮酸素ガス分圧連続測定 (tcpO2 - 局所の
虚血を反映する)

日本血管内治療学会 710101と併せて評価 1248

未 325101
高気圧酸素治療の救急的適応と非救急的適
応の撤廃

日本高気圧環境・潜水医学会  1253

未 326101 腐骨除去手術（表在性のもの） 特定非営利活動法人日本口腔科学会 413108と併せて評価 1259

未 326102 腐骨除去手術　（深在性：顎骨におよぶもの） 特定非営利活動法人日本口腔科学会 413109と併せて評価 1263

未 326103 腐骨除去手術　（関節頭をふくむもの） 特定非営利活動法人日本口腔科学会 413110と併せて評価 1267

未 326104 口腔粘膜湿潤度検査 特定非営利活動法人日本口腔科学会 413111と併せて評価 1271

未 327101
壁側・臓側胸膜全切除術（横隔膜、心膜合併切
除を伴うもの)

日本呼吸器外科学会  1275

既 327201
画像等手術支援加算　ナビゲーションによるも
の

日本呼吸器外科学会  1279

既 327202
拡大胸腺摘除術（開胸）（重症筋無力症に対す
る）

日本呼吸器外科学会  1283

既 327203
肺良性疾患における区域切除と肺葉切除の自
動縫合器加算

日本呼吸器外科学会  1287

既 327204 胸腔鏡下試験切除術 日本呼吸器外科学会  1291

既 327205
K513−2〜4の改番
K5111の中で肺気腫に対する正中切開による
肺縫縮術をK517-3に改番

日本呼吸器外科学会  1295

既 327206 両側同種死体肺移植術 日本呼吸器外科学会  1299

未 328101 仮想気管支鏡によるナビゲーションシステム 日本呼吸器内視鏡学会  1303

未 328102 狭帯域光強調気管支鏡検査 日本呼吸器内視鏡学会  1307

未 328103 自家蛍光観察気管支鏡 日本呼吸器内視鏡学会  1311

既 328201 気管支ろう孔閉鎖術 日本呼吸器内視鏡学会  1315
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幅広い観点から評価が必要な技術
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整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

既 328202 気管支鏡検査、気管支カメラ 日本呼吸器内視鏡学会  1319

未 329101
偽関節手術（複雑なもの、①インプラント破損な
し　②インプラント破損あり）

日本骨折治療学会  1321

未 329102 関節鏡下関節授動術 日本骨折治療学会  1325

未 329103 コンピューター支援骨形態制御手術 日本骨折治療学会  1330

未 329104 関節内変形治癒骨折矯正手術 日本骨折治療学会  1334

既 329201 寛骨臼骨折観血的手術 日本骨折治療学会  1339

既 329202 関節鏡下関節内骨折観血的手術（肘） 日本骨折治療学会  1345

既 329203 筋肉コンパートメント内圧測定 日本骨折治療学会  1348

既 329204 難治性骨折超音波治療法、超音波骨折治療法 日本骨折治療学会  1351

未 330101 胎児MRI 公益社団法人　日本産科婦人科学会  1355

未 330102 胎児CT 公益社団法人　日本産科婦人科学会  1359

既 330201 選択帝王切開 公益社団法人　日本産科婦人科学会  1363

既 330202 緊急帝王切開 公益社団法人　日本産科婦人科学会  1366

既 330203 腹腔内視鏡検査（子宮・付属器） 公益社団法人　日本産科婦人科学会  1369

既 330204 子宮ファイバースコピー 日本産科婦人科学会  1372

既 330205
内視鏡手術用支援機器加算対象手術の改正　
子宮悪性腫瘍手術

公益社団法人　日本産科婦人科学会  1375

既 330206
内視鏡手術用支援機器加算対象手術の改正　
子宮全摘術

公益社団法人　日本産科婦人科学会  1378

既 331201 複数手術の特例拡大 公益社団法人日本産婦人科医会  1381

既 331202 複数手術の特例拡大 公益社団法人日本産婦人科医会  1384

既 333201
 手術通則14の改正　腹腔鏡下子宮筋腫核出
術と子宮鏡下子宮筋腫核出術の複数手術特
例拡大

一般社団法人　日本産科婦人科内視鏡学会  1387

既 333202
手術通則14の改正   腹腔鏡下膀胱脱手術と腹
腔鏡下腟上部切断術

一般社団法人　日本産科婦人科内視鏡学会 先進医療技術 1390

既 333203 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 一般社団法人　日本産科婦人科内視鏡学会 1395

未 334101
先進画像加算：脳梗塞超急性期における緊急
MR加算

日本磁気共鳴医学会  1398

既 334201 先進画像加算：心臓MRI撮影加算の見直し 日本磁気共鳴医学会  1402

未 335101
希釈式自己血輸血（採血を含む）（全血200ml
ごとに）

日本自己血輸血学会  1406

未 335102 自己フィブリン糊作成術 日本自己血輸血学会  1410
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幅広い観点から評価が必要な技術

未・既
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整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

既 335201 貯血式自己血輸血管理体制加算 日本自己血輸血学会  1414

既 335202
術中術後自己血回収術(自己血回収器具によ
るもの）

日本自己血輸血学会  1419

未 336103 音響鼻腔計測法 一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会  1430

未 336104 内視鏡下鼻中隔手術 日本耳鼻咽喉科学会  1434

未 336105 内視鏡下鼻腔手術 日本耳鼻咽喉科学会  1438

既 336201
術後性上顎洞嚢胞摘出術におけるナビゲー
ションによる画像等手術支援加算

一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会  1442

既 336202 内耳機能検査 一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会  1446

既 336203 遊戯聴力検査 一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会  1449

既 336204 出血性鼻茸摘出術 日本耳鼻咽喉科学会  1452

既 336205 上顎洞開窓術 日本耳鼻咽喉科学会  1454

既 336206 上顎洞血瘤腫手術 日本耳鼻咽喉科学会  1456

既 336207 篩骨洞根治術 日本耳鼻咽喉科学会  1458

既 336208 鼻内前頭洞根治術 日本耳鼻咽喉科学会  1460

未 337101 斜視手術（調節糸法） 日本弱視斜視学会  1462

既 337201 不等像視検査 日本弱視斜視学会  1466

既 337202 眼底カメラ撮影(他覚的回旋斜視角測定) 日本弱視斜視学会  1469

既 337203
眼科学的検査料(知的障害児(者)に行われた
場合の評価)

日本弱視斜視学会  1473

未 339101 経鼻高流量酸素療法(ハイフローセラピー) 日本集中治療医学会  1479

既 339202 人工呼吸　5時間を超える場合 日本集中治療医学会  1490

既 339203 一酸化窒素吸入療法 日本集中治療医学会  1493

未 341101 胃悪性腫瘍手術(全摘・空腸嚢作製術を伴う) 日本消化管学会  1499

未 341102 C13呼気試験法胃排出能検査 日本消化管学会  1503

未 342101 腹膜切除 日本消化器外科学会 先進医療技術 1507

既 342201
直腸悪性腫瘍手術　低位，超低位直腸前方切
除術，低位前方切除術　腹腔鏡下

日本消化器外科学会  1511

既 342202 腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア根治術 日本消化器外科学会  1514

既 342203
巨脾に対する腹腔鏡下脾摘出術（門脈圧亢進
症を伴うもの）

日本消化器外科学会  1518
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ページ

未 343101 内視鏡的治療術中炭酸ガス加算 日本消化器内視鏡学会  1521

未 343102 内視鏡電子画像管理加算 日本消化器内視鏡学会  1525

未 343103 消化器軟性内視鏡安全管理料 日本消化器内視鏡学会  1529

未 343104
鎮静システムを使用した「プロポフォール」の投
与について

日本消化器内視鏡学会  1533

既 343201
ダブルバルーン内視鏡とシングルバルーン内
視鏡の再統一

日本消化器内視鏡学会  1537

既 343202 バルーン小腸内視鏡的拡張術 日本消化器内視鏡学会  1541

既 343203 バルーン小腸内視鏡的止血術 日本消化器内視鏡学会  1545

既 343204 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法（EUS-FNA） 日本消化器内視鏡学会  1549

未 344101 十二指腸乳頭切除術 日本消化器病学会  1553

既 344201 バルーン小腸内視鏡的ポリープ切除術 日本消化器病学会  1557

未 345101 鏡視下手術の新規術式採用(一括採用) 日本小児外科学会  1560

未 345103 処置における小児加算 日本小児外科学会  1569

未 345104 小児慢性便秘症指導管理料 日本小児外科学会  1573

未 345106 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 日本小児外科学会  1581

既 345202 小児科療養指導料の算定疾患の拡大 日本小児外科学会  1589

既 345203 手術通則７の適応拡大 日本小児外科学会  1593

既 345204
小児深鎮静L001-2静脈麻酔（複雑な場合）の
改正

日本小児外科学会  1597

既 345205 組織試験採取、切採法　直腸 日本小児外科学会  1601

未 346102 尿管形成術 日本小児泌尿器科学会  1610

既 346202 手術通則14の改正 日本小児泌尿器科学会  1617

未 347102 空気容積脈波法 日本静脈学会  1625

既 348201
「Ｃ１６２　在宅経管栄養法用栄養管セット加
算」の算定要件の拡大

一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会  1657

未 349101
褥瘡ハイリスク患者手術時褥瘡予防体制整備
加算

日本褥瘡学会  1662

既 349201 局所陰圧閉鎖処置 日本褥瘡学会  1666

既 349202 持続的難治性下痢便ドレナージ 日本褥瘡学会  1669

未 350101
食道内多チャンネルインピーダンス・ｐH測定検
査

日本食道学会  1672
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未 350102 高解像度食道運動機能検査 日本食道学会  1676

既 350201 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 日本食道学会  1680

既 350202 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 日本食道学会  1683

既 350203 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 日本食道学会  1686

既 350204 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 日本食道学会  1689

既 350205 食道ステント留置術 日本食道学会  1692

未 351102 経皮的除去術（血管内異物） 日本心血管インターベンション治療学会  1699

未 351103
経皮的血管形成術（腸間膜動脈）（バルーン拡
張）

日本心血管インターベンション治療学会  1703

既 351201 経皮的冠動脈ステント留置術 日本心血管インターベンション治療学会  1711

既 351202
経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管ア
テレクトミーカテーテル）

日本心血管インターベンション治療学会  1714

既 351203 経皮的冠動脈形成術 日本心血管インターベンション治療学会  1717

既 351204 経皮的冠動脈粥腫切除術 日本心血管インターベンション治療学会  1720

既 352201 植込型補助人工心臓 日本人工臓器学会  1723

未 353101 PT-INR自己測定器加算 日本心臓血管外科学会  1726

既 353201 経心尖大動脈弁置換術 日本心臓血管外科学会  1731

既 353202 経皮的大動脈弁置換術 日本心臓血管外科学会  1735

未 354101 人工心肺後、凝固能評価加算 一般社団法人　日本心臓血管麻酔学会  1739

未 354102 大脳皮質代謝循環等測定加算 一般社団法人　日本心臓血管麻酔学会  1743

既 354201 L008通知（4）のオの変更 一般社団法人　日本心臓血管麻酔学会  1747

既 354202 麻酔困難患者の脊椎麻酔 一般社団法人　日本心臓血管麻酔学会  1750

既 354203 麻酔困難患者の硬膜外麻酔 一般社団法人　日本心臓血管麻酔学会  1753

既 354204 「静脈麻酔３複雑なもの」の増点 一般社団法人　日本心臓血管麻酔学会  1756

既 354205 「静脈麻酔３複雑なもの」の通知の変更 一般社団法人　日本心臓血管麻酔学会  1759

未 355102 人工膀胱・人工肛門等術前指導管理料 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 605102と併せて評価 1766

未 355103 洗腸指導管理料 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 605104と併せて評価 1770

既 355201
在宅患者訪問看護・指導料　４．ストーマケア
に係る専門の研修を受けた看護師による場合

日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 605201と併せて評価 1778
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既 355202 尿路ストーマカテーテル交換法 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 605202と併せて評価 1781

未 356101
四肢・躯幹悪性軟部腫瘍手術　同一術野での
複数術式加算

日本整形外科学会  1784

未 356102 骨折観血手術の透視下加算（四肢髄内釘） 日本整形外科学会  1788

未 356105 関節鏡下股関節唇縫合術 日本整形外科学会  1800

既 356201 観血的関節固定術（創外固定加算） 日本整形外科学会  1804

既 356202 幼少児ギプス処置加算（6歳以下） 日本整形外科学会  1808

既 356203 椎間板摘出術＋高位の違う椎弓切除の算定 日本整形外科学会  1812

既 357201 同種骨移植（非生体） 日本整形外科勤務医会 先進医療技術 1815

既 357202
手術通則14　留意事項(4)指に係る同一手術野
の範囲アの(ハ)に人工関節再置換術の「３」中
の指（手、足）を追加する

日本整形外科勤務医会  1818

未 358101 腓骨筋腱腱鞘形成術 日本整形外科スポーツ医学会  1822

既 359201 薬物放出子宮内システム装着法 一般社団法人　日本生殖医学会  1830

既 359202 薬物放出子宮内システム除去法 一般社団法人　日本生殖医学会  1835

未 360101 脊髄損傷患者の座圧測定 日本脊髄障害医学会  1839

未 360102 脊髄損傷患者の仰臥位測定 日本脊髄障害医学会  1843

未 360103
用手的呼気補助を併用した肺、気管支内喀痰
吸引法（脊髄損傷患者）

日本脊髄障害医学会  1847

未 360104 起立性低血圧予防訓練（脊髄障害患者） 日本脊髄障害医学会  1851

未 360105
頚髄損傷患者の退院時リハビリテーションカン
ファレンス

日本脊髄障害医学会  1856

未 360106
脊髄損傷患者に対する間歇的導尿（ 一日につ
き）

日本脊髄障害医学会  1860

未 361101
高度脊柱変形に対する椎間板郭清または椎体
骨切りを伴う後方矯正固定術

日本脊椎脊髄病学会  1865

未 361102 脊椎分離部修復術 日本脊椎脊髄病学会  1869

未 361103 歯突起骨折接合術 日本脊椎脊髄病学会  1873

未 361104 立位立体画像による手術支援加算 日本脊椎脊髄病学会  1877

未 361105 立位全身骨撮影（術前精密検査） 日本脊椎脊髄病学会  1881

未 361106 立位全身骨撮影 日本脊椎脊髄病学会  1885

未 361107 内視鏡下椎弓形成術 日本脊椎脊髄病学会  1889

未 361108 経皮的内視鏡下椎間板摘出術 日本脊椎脊髄病学会  1892
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未 362102 直腸脱手術（経肛門的切除） 日本大腸肛門病学会  1903

既 362201 全結腸・直腸切除囊肛門吻合 日本大腸肛門病学会  1907

既 362202 クローン病に対する小腸切除術 日本大腸肛門病学会  1911

既 362203 直腸脱手術（経肛門的） 日本大腸肛門病学会  1915

既 362204 膿皮症根治手術（複雑） 日本大腸肛門病学会  1919

既 362205 膿皮症根治手術（簡単） 日本大腸肛門病学会  1923

既 362206
経鼻上部消化管内視鏡イレウス用ロング
チューブ挿入法

日本大腸肛門病学会  1927

既 364201 超音波造影加算 日本超音波医学会  1931

未 365101 靭帯性腱鞘内注射 日本手外科学会  1934

未 365102 エコー下靱帯性腱鞘内注射 日本手外科学会  1938

未 365103 掌・背側指趾神経ブロック 日本手外科学会  1942

未 365104 骨折部傍骨膜神経ブロック 日本手外科学会  1946

未 365105 知覚再教育 日本手外科学会  1950

未 365106 精密知覚機能検査 日本手外科学会  1954

既 365201
手術の通則14の留意事項（4）指に係る同一手
術野の範囲アの（ハ）

日本手外科学会  1958

既 365202 難治性骨折超音波治療法 日本手外科学会  1961

未 367101 腹腔鏡下ストーマ造設術 日本内視鏡外科学会  1965

未 367102 腹腔鏡下骨盤リンパ節郭清術 日本内視鏡外科学会  1969

未 367103 内視鏡外科手術用レンズ洗浄シース使用加算 日本内視鏡外科学会  1973

既 367201 腹腔鏡下十二指腸局所切除術 日本内視鏡外科学会  1977

既 367202
腹腔鏡下噴門側胃切除術の有茎腸管移植術
加算

日本内視鏡外科学会  1981

未 368101 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 日本内分泌外科学会 先進医療技術 1985

未 368102 内視鏡下頸部良性腫瘍摘出術 日本内分泌外科学会 先進医療技術 1989

既 368201
超音波凝固切開装置等加算（甲状腺腫の大き
なバセドウ病）

日本内分泌外科学会  1993

未 369101
乳頭乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴わな
いもの）

日本乳癌学会  1996

未 369102
乳頭乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴うも
の）

日本乳癌学会  2000
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未 369103 超音波エラストグラフィ 日本乳癌学会  2004

未 369104 人工乳房抜去術 日本乳癌学会  2008

未 369105 MRIガイド下乳腺腫瘍吸引術（一連につき） 日本乳癌学会  2012

既 369201 センチネルリンパ節生検（片側につき） 日本乳癌学会  2016

既 369202
乳房精査撮影（両側撮影＋拡大スポット撮影）
【デジタル】

日本乳癌学会  2020

既 369203 組織拡張器による再建手術 日本乳癌学会  2024

既 369204
乳房精査撮影（両側撮影＋拡大スポット撮影）
【アナログ】

日本乳癌学会  2028

既 369205
ICGによる蛍光赤外線を用いたセンチネルリン
パ節同定

日本乳癌学会  2032

既 370201 ダーモスコピー（熱傷深度診断） 日本熱傷学会  2036

既 370202 体液量等測定　血流量測定（熱傷深度診断） 日本熱傷学会  2039

既 370203 デブリードマン通知（1）削除 日本熱傷学会  2042

未 371101
神経内視鏡による（頭蓋底）脳腫瘍の手術（下
垂体腫瘍以外）

一般社団法人　日本脳神経外科学会  2045

未 371102
頸動脈閉塞試験（マタス試験）　血管内バルー
ン閉塞法

日本脳神経外科学会  2049

未 371103 キアリ奇形に対する後頭蓋窩減圧術 一般社団法人　日本脳神経外科学会  2053

未 371104 頭蓋内モニタリング装置挿入術 日本脳神経外科学会  2057

未 371105 脳動静脈奇形摘出術・SM-grade 3,4,5 一般社団法人　脳神経外科学会  2061

未 371106 頭蓋内モニタリング管理料 日本脳神経外科学会  2065

既 371201 脳血管CT加算、特殊脳MRI加算 日本脳神経外科学会  2069

既 371202 硬膜下血腫除去術 日本脳神経外科学会  2072

既 371203 特発性正常圧水頭症(iNPH)シャント術加算 日本脳神経外科学会  2075

既 371205 high flow bypass加算 日本脳神経外科学会  2083

既 371206 脊髄腫瘍摘出術　髄外のもの 一般社団法人　日本脳神経外科学会  2087

既 374201
在宅自己導尿指導管理料の改正による「高機
能カテーテル加算」要望

日本排尿機能学会  2090

未 375101
水晶体再建術　1ハ　水晶体嚢拡張リングを挿
入するもの

日本白内障屈折矯正手術学会  2095

未 375102
水晶体再建術　4 特殊眼内レンズを挿入する
場合

日本白内障屈折矯正手術学会  2099

既 375201 水晶体再建術 日本白内障屈折矯正手術学会  2103
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未 376101 狭帯域光強調加算 日本泌尿器科学会  2107

未 376102
膀胱尿道内視鏡検査（狭帯域光強調内視鏡併
用）

日本泌尿器科学会  2111

未 376103 電解質溶液利用経尿道的前立腺核出術 日本泌尿器科学会  2115

未 377101 経尿道的腎盂尿管凝固術 日本泌尿器内視鏡学会  2127

未 377102 腹腔鏡下後腹膜リンパ節郭清術 日本泌尿器内視鏡学会 先進医療技術 2131

未 377103 腹腔鏡下尿膜管悪性腫瘍手術 日本泌尿器内視鏡学会  2135

未 377104 腹腔鏡下腎盂切石術 日本泌尿器内視鏡学会  2139

既 377201
高出力532nmレーザーを用いた経尿道的光選
択的前立腺レーザー蒸散術（PVP）

日本泌尿器内視鏡学会  2143

未 378101 皮膚病像撮影料 日本皮膚科学会  2147

未 378102
腋窩多汗症注射（ボツリヌス毒素を用いた場
合）

日本皮膚科学会  2151

未 378103 爪甲処置（爪甲肥厚症、爪甲鈎彎症） 日本皮膚科学会  2155

既 378201 爪甲除去（麻酔を要しないもの） 日本皮膚科学会  2159

既 378202 鶏眼、胼胝処置 日本皮膚科学会  2162

既 378203
皮膚科光線療法(2)長波長紫外線又は中波長
紫外線療法

日本皮膚科学会  2165

既 378204 皮膚科軟膏処置 日本皮膚科学会  2168

既 379201
腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるも
の)(自動縫合器加算について)

日本肥満症治療学会  2171

既 379202
腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるも
の)(点数見直しについて)

日本肥満症治療学会  2175

既 379203
腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるも
の)(施設基準見直しについて)

日本肥満症治療学会  2179

既 379204
腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるも
の)(適応疾患追加について)

日本肥満症治療学会  2183

未 381101 内視鏡的穿孔瘻孔閉鎖術 日本腹部救急学会  2187

未 381102 腹腔内圧測定 日本腹部救急学会  2191

既 381202
広汎な洗浄行為が必要であった場合には主手
術に加えて急性汎発性腹膜炎手術を加算する

日本腹部救急学会  2199

既 381203
外傷性出血に対するフィブリノーゲン製剤の投
与

日本腹部救急学会  2202

既 382201 コルポスコピー 公益社団法人　日本婦人科腫瘍学会  2205

未 383101
経皮的レーザーシース不使用植え込みデバイ
スリード抜去術

特定非営利活動法人　日本不整脈学会 705102と併せて評価 2209

既 383201 経静脈電極抜去術（レーザーシース使用） 特定非営利活動法人　日本不整脈学会 705213と併せて評価 2213
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既 383202
経皮的カテーテル心筋焼灼術（付加手技を伴う
場合）

特定非営利活動法人　日本不整脈学会 705203と併せて評価 2217

既 383203 経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他のもの） 特定非営利活動法人　日本不整脈学会 705204と併せて評価 2221

既 383204
両室ペーシング機能付き植込み型除細動器交
換術

特定非営利活動法人　日本不整脈学会 705205と併せて評価 2225

既 383205 埋込み型除細動器交換術 特定非営利活動法人　日本不整脈学会 705206と併せて評価 2229

既 384201
脊髄刺激装置埋込術及び脊髄刺激装置交換
術に係る施設基準の改正

日本ペインクリニック学会  2232

既 384202 超音波加算 日本ペインクリニック学会  2235

未 385101 鼠径へルニア（複雑なもの） 日本ヘルニア学会  2238

未 385102 巨大腹壁瘢痕ヘルニア根治術 日本ヘルニア学会  2242

未 385103 腹腔鏡下臍ヘルニア手術 日本ヘルニア学会  2246

未 385104 腹腔鏡下半月状線ヘルニア手術 日本ヘルニア学会  2250

未 385105 腹腔鏡下白線ヘルニア手術 日本ヘルニア学会  2254

未 385106 腹腔鏡下閉鎖孔ヘルニア手術 日本ヘルニア学会  2258

既 385201 鼠径へルニア手術の増点 日本ヘルニア学会  2262

未 386101
全身麻酔とエコーガイド下で行われる神経ブ
ロックの併用

 公益社団法人 日本麻酔科学会  2265

未 386102
臓器移植麻酔加算（生体肝移植、生体肺移植
の麻酔）

 公益社団法人 日本麻酔科学会  2269

未 386103 周術期管理チーム加算  公益社団法人 日本麻酔科学会  2273

既 386201 麻酔管理料Ⅰの改定  公益社団法人 日本麻酔科学会  2277

既 386202 麻酔管理料Ⅱの改定  公益社団法人 日本麻酔科学会  2281

既 386203
Ｌ００８ マスク又は気管内挿管による閉鎖循環
式全身麻酔
 大量出血の麻酔

 公益社団法人 日本麻酔科学会  2285

既 386204
L008　気管挿管困難例（補助のディバイスを用
いた場合）

 公益社団法人 日本麻酔科学会  2288

既 386205
全身麻酔後におけるチームアプローチによる
持続鎮痛法

 公益社団法人 日本麻酔科学会  2291

未 387101 眼底直視下微小視野検査（片側） 日本網膜硝子体学会  2294

既 387201 眼底三次元画像解析 日本網膜硝子体学会  2298

既 387202
眼底カメラ撮影　１通常の方法の場合の広角眼
底撮影加算

日本網膜硝子体学会  2301

未 390101
癌術後の四肢リンパ浮腫に対する複合的治
療・管理

日本リハビリテーション医学会  2304

未 390102 リハビリテーションカンファレンス実施料 日本リハビリテーション医学会  2309

19



幅広い観点から評価が必要な技術

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

未 390103 コンピュータによる筋力検査 日本リハビリテーション医学会  2313

既 390201 間歇的導尿（1日につき） 日本リハビリテーション医学会  2317

未 391101 前房水漏出検査 日本緑内障学会  2320

未 391102 角膜中央厚測定 日本緑内障学会  2324

未 391103 眼圧日内変動検査 日本緑内障学会  2328

既 391201 緑内障手術（濾過手術） 日本緑内障学会  2332

未 392101
食道悪性腫瘍切除術（消化管再建、頸胸腹部
の操作、血管吻合を伴う）の項目追加（新設）

日本臨床外科学会  2335

未 392102
胆管悪性腫瘍手術（膵頭十二指腸切除及び肝
切除（葉以上）を伴うもの）

日本臨床外科学会  2339

未 392103 腹腔鏡下大網，腸間膜腫瘍摘出術 日本臨床外科学会  2343

未 392104 腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術 日本臨床外科学会  2347

未 392105 結腸瘻閉鎖術(ハルトマン手術後) 日本臨床外科学会  2351

未 392106
複数手術（胃局所切除（K654-2）+胆嚢摘出
（K672)の新設

日本臨床外科学会  2355

既 392201 創傷処置の増点 日本臨床外科学会  2359

既 392203 自動縫合器加算（K936）の回数制限の見直し 日本臨床外科学会  2365

既 392204 イレウス用ロングチューブ挿入法 日本臨床外科学会  2368

既 392205 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 日本臨床外科学会  2372

既 393201
疼痛除去用脊髄刺激装置植込み術 (刺激電極
を2本留置した場合の点数増額)

一般社団法人　日本臨床神経生理学会  2376

既 393202 脊髄誘発電位測定等加算の増点 一般社団法人日本臨床神経生理学会  2380

未 394101
脱臼整復時のイメージ加算の新設

日本臨床整形外科学会  2383

未 394102 ギプス包帯管理加算 日本臨床整形外科学会  2387

未 394103 運動器物理療法料 日本臨床整形外科学会  2391

未 394104 小関節テーピング（絆創膏固定術） 日本臨床整形外科学会  2395

未 394105 骨折部の骨膜下麻酔 日本臨床整形外科学会  2399

既 394201 超音波骨折治療法の適応拡大 日本臨床整形外科学会  2407

既 394202
神経ブロックとトリガーポイント注射との部位別
算定可

日本臨床整形外科学会  2410

既 394203 消炎鎮痛処置複数部位加算 日本臨床整形外科学会  2413
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既 394204 四肢関節固定帯加算 日本臨床整形外科学会  2416

既 396201 難治性食道再発腫瘍に対する光線力学療法 日本レーザー医学会  2419

既 396202 悪性脳腫瘍光線力学的治療 日本レーザー医学会  2424

既 396203 光線力学療法 日本レーザー医学会  2429

既 396204 低出力レーザー照射 日本レーザー医学会  2433

未 402102 顎関節授動術（関節腔洗浄療法） 一般社団法人日本顎関節学会  2436

既 402201 顎関節授動術　開放授動術
○一般社団法人日本顎関節学会、公益社団法人日本口腔外科
学会

 2440

未 403101 顎裂部への顎骨支持型装置埋入手術
○日本顎顔面インプラント学会、日本口腔外科学会、日本口腔イ
ンプラント学会、日本小児口腔外科学会

 2443

未 404101 手術直後に装着する顎義歯（ISO)の適用 顎顔面補綴学会  2450

未 405101 有床義歯機能検査 〇日本顎口腔機能学会，日本補綴歯科学会 先進医療技術 2455

既 407201 上顎骨形成術
○特定非営利活動法人 日本顎変形症学会、（公社）日本口腔外
科学会

 2459

未 408101 フィックスドリテーナー（Fixed retainer） 公益社団法人　日本矯正歯科学会  2462

既 408202
厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異
常に係る適応症の拡大および病名整理

公益社団法人　日本矯正歯科学会  2466

既 408203 歯科矯正診断料および顎口腔機能診断料 公益社団法人　日本矯正歯科学会  2469

既 408204 床装置修理 公益社団法人　日本矯正歯科学会  2472

未 410102
SRP処置後の露出歯根面のフッ化物バーニッ
シュによる修復

日本口腔衛生学会  2475

未 410103 歯肉強化療法 一般社団法人日本口腔衛生学会  2479

未 413101 埋伏歯の開窓・牽引 （公社）日本口腔外科学会  2488

未 413102 抜歯術・埋伏歯（複雑・著しく複雑なもの）
○（公社） 日本口腔外科学会、(NPO法人)日本口腔科学会、（特
定非営利）日本顎変形症学会、（一般社団）日本口腔腫瘍学会

 2492

未 413105
閉塞性睡眠時無呼吸に対する口腔内装置の
適応症診断、調整のための内視鏡検査

○（公社）日本口腔外科学会、（特定非営利）日本睡眠歯科学
会、（一般社団）日本睡眠学会、（NPO法人）日本口腔科学会、
（一般社団）日本口腔腫瘍学会

 2496

既 413203 口蓋隆起形成術
○（公社）日本口腔外科学会、（NPO法人）日本口腔科学会、（一
般社団）日本口腔腫瘍学会

 2516

既 413204 下顎隆起形成術
○（公社）日本口腔外科学会、（NPO法人）日本口腔科学会、（一
般社団）日本口腔腫瘍学会

 2520

既 413206
閉塞性睡眠時無呼吸障害に対する顎顔面形
態評価のための頭部側方Ｘ線規格撮影の適応

○（公社）日本口腔外科学会、（NPO法人）日本口腔科学会、（一
般社団）日本口腔腫瘍学会、（特定非営利）日本睡眠歯科学会、
（一般社団）日本睡眠学会

 2524

既 413207
閉塞性睡眠時無呼吸障害に対する口腔内装
置の修理（総義歯修理に準ずる）

○（公社）日本口腔外科学会、（NPO法人）日本口腔科学会、（一
般社団）日本口腔腫瘍学会、（特定非営利）日本睡眠歯科学会、
（一般社団）日本睡眠学会

 2528

未 417101 運動障害性咀嚼障害に対する咀嚼機能検査 口腔リハビリテーション学会  2532

未 420101 う蝕再発予防管理料 日本歯科医療管理学会  2539
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未 420102 治療終了時要約作成 日本歯科医療管理学会  2543

既 425201 口腔腫瘍放射線治療用特殊補綴装置
○特定非営利活動法人　日本歯科放射線学会、日本顎顔面補
綴学会

 2547

未 426103 エナメル質初期う蝕管理 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会  2550

既 426201
（処置）抜髄、感染根管処置、根管貼薬処置、
根管充填、抜髄即充、感根即充、加圧根充処
置における4根管加算

特定非営利活動法人日本歯科保存学会  2554

既 426202 （歯冠修復）充填
○特定非営利活動法人日本歯科保存学会、日本接着歯学会、
日本老年歯科医学会

 2558

既 426204 （歯冠修復）充填の点数増点 特定非営利活動法人日本歯科保存学会  2562

既 426205 歯髄保護処置の点数増点 特定非営利活動法人日本歯科保存学会  2565

既 426206 歯髄保護処置 特定非営利活動法人日本歯科保存学会  2568

既 426207 歯科用アマルガムの充填および材料料の廃止 ○特定非営利活動法人 日本歯科保存学会、日本歯科理工学会  2571

既 426208 う蝕歯に対する充填処置時の金属小釘の廃止 ○特定非営利活動法人日本歯科保存学会、日本接着歯学会  2574

未 431101
糖尿病患者の歯周炎治療における局所抗菌薬
の先行使用

特定非営利活動法人日本歯周病学会  2578

未 431102
歯周組織再生誘導手術における組織再生度の
規格化検査

特定非営利活動法人日本歯周病学会  2582

既 431203 歯周病安定期治療
○特定非営利活動法人日本歯周病学会，　日本臨床歯周病学
会

 2586

既 432201
樋状根のコーンビームCT診断に基づくSelf 
Adjusting Fileおよび熱可塑性垂直加圧根管充
填システムによる根管治療術

○日本歯内療法学会、日本歯科保存学会，日本歯科放射線学
会

 2589

未 435102 乳歯歯面コート 一般社団法人　日本小児歯科学会  2592

未 435101 小児の口唇閉鎖力検査 一般社団法人　日本小児歯科学会  2596

既 435203 混合歯列期歯周病検査 一般社団法人　日本小児歯科学会  2600

既 435204 小児義歯の適用拡大 一般社団法人　日本小児歯科学会  2604

既 437201
支台築造・メタルコア装着時に含まれる装着
料・装着材料料の見直し

○日本接着歯学会，日本補綴歯科学会  2608

既 437202
歯髄保護処置時のケイ酸カルシウムと高親水
性モノマー含有，接着性光硬化型覆髄材の評
価

○日本接着歯学会  2611

未 438102 シェードテイキング（色調採得） 〇日本補綴歯科学会，日本歯科審美学会  2615

未 438105
間接法におけるファイバーポストとコンポジット
レジンコア併用による支台築造

〇日本補綴歯科学会，日本接着歯学会  2619

既 438201 義歯床で被覆されたバー ○日本補綴歯科学会，日本老年歯科医学会  2624

既 438203 レジン支台築造の印象採得 ○日本補綴歯科学会，日本接着歯学会  2628

既 438204 軟質裏装材による下顎総義歯の裏装 ○日本補綴歯科学会，日本老年歯科医学会  2632

既 438206 ポステリア・テンポラリークラウン 〇日本補綴歯科学会，日本顎咬合学会，日本歯科審美学会  2636
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既 438207
ブリッジ支台装置としての第一小臼歯部レジン
前装金属冠

○日本補綴歯科学会，日本歯科審美学会  2640

既 438208 大臼歯部の歯冠修復4/5冠 日本補綴歯科学会  2644

既 438209 チタンクラスプ 〇日本補綴歯科学会  2648

既 438210 大臼歯部CAD/CAM冠 ○日本補綴歯科学会，日本歯科審美学会  2652

未 441102 歯冠長延長術 特定非営利活動法人日本臨床歯周病学会  2656

未 441103 意図的歯の移動 特定非営利活動法人日本臨床歯周病学会  2660

既 441201 基本治療時に行う抗菌薬経口投与 特定非営利活動法人　日本臨床歯周病学会  2664

未 442101 光学的う蝕検出検査 日本レーザー歯学会  2667

未 443101 舌圧検査 一般社団法人・日本老年歯科医学会  2671

既 443202 摂食機能療法 一般社団法人・日本老年歯科医学会  2676

未 501101 放射性医薬品安全管理加算 公益社団法人　日本薬学会  2679

既 501201 無菌製剤処理料１ 公益社団法人　日本薬学会  2683

既 501202 PET検査における薬剤師の評価 公益社団法人　日本薬学会  2687

既 501203 調剤料（誤調剤防止加算） 公益社団法人　日本薬学会  2691

既 501204 調剤料（注射剤調剤） 公益社団法人　日本薬学会  2695

既 501205
調剤技術基本料（外来患者に対する薬学的管
理の評価）

公益社団法人　日本薬学会  2699

既 501206 調剤技術基本料（注射剤調剤） 公益社団法人　日本薬学会  2703

既 501207 調剤技術基本料（算定要件の緩和） 公益社団法人　日本薬学会  2707

既 501208 調剤技術基本料（院内製剤加算の増点） 公益社団法人　日本薬学会  2711

既 501209
調剤料（麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は
毒薬加算の増点）

公益社団法人　日本薬学会  2715

既 501210 調剤技術基本料（一回量包装調剤加算） 公益社団法人　日本薬学会  2719

既 501211 調剤技術基本料（乳幼児加算） 公益社団法人　日本薬学会  2723

既 501212 無菌製剤処理料２ 公益社団法人　日本薬学会  2727

既 501213 特定薬剤副作用評価加算 公益社団法人　日本薬学会  2731

未 601101 リンパ浮腫複合的治療
一般社団法人 日本がん看護学会   Japanese Society of Cancer 
Nursing

 2735

未 601102 腫瘍自壊創管理料 一般社団法人　日本がん看護学会  2739

23



幅広い観点から評価が必要な技術

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

既 601201 がん患者指導管理料２ 一般社団法人　日本がん看護学会  2747

既 606201 認知療法・認知行動療法 日本精神保健看護学会  2792

未 610101 在宅患者モニタリング遠隔管理料 日本老年看護学会  2813

未 701101 テレパソロジーによる術中迅速病理組織診断 (一社）日本病理学会  2818

既 701201
保険医療機関間の連携による病理診断の施設
基準の見直し

(一社）日本病理学会  2822

既 701202 病理診断料算定の見直し　（毎回算定） (一社）日本病理学会  2826

既 701203
病理診断管理加算の見直し（病理診断管理加
算３の創設）

(一社）日本病理学会  2830

既 701204
診療情報提供料Ⅰにおける「病理診断のため
の診療情報提供料」の追加

(一社）日本病理学会  2834

既 701205
病理専門医の技術評価として組織診断料の見
直し (一社）日本病理学会  2838

既 701206
「病理診断管理加算」の医師要件および通知
の変更

(一社）日本病理学会  2842

既 701207 術中迅速診断組織標本作製の増額 (一社）日本病理学会  2846

既 701208 センチネルリンパ節生検 (一社）日本病理学会  2850

既 702201 認知療法・認知行動療法 日本不安症学会　（旧　日本不安障害学会）  2854

未 705101
植込型除細動デバイス（植込み型除細動器、
両室ペーシング機能付き除細動器） 指導管理
料

特定非営利活動法人　日本不整脈学会  2858

既 705201
心臓ペースメーカー指導管理料　植込み型除
細動器移行期加算

特定非営利活動法人　日本不整脈学会  2870

既 705202
植込み型除細動器移植術及び両心室ペース
メーカー植込み術のための小児施設基準の見
直し

特定非営利活動法人　日本不整脈学会  2874

既 705207 両心室ペースメーカー交換術 日本不整脈学会  2893

既 705208 ペースメーカー電池交換術 特定非営利活動法人　日本不整脈学会  2896

既 705209
埋込型除細動器（両室ペーシング機能付き）移
植術

特定非営利活動法人　日本不整脈学会  2900

既 705210 埋込型除細動器移植術 特定非営利活動法人　日本不整脈学会  2904

既 705211 両心室ペースメーカー移植術 日本不整脈学会  2908

既 705212 ペースメーカー移植術（経静脈電極） 特定非営利活動法人　日本不整脈学会  2912

既 705214
K595　経皮的カテーテル心筋焼灼術（磁気ナビ
ゲーション法加算）

特定非営利活動法人　日本不整脈学会  2920

既 706201 糖尿病足病変における治療装具 日本フットケア学会 （共同提案：日本下肢救済・足病学会）  2923

未 708101 陽子線治療 日本放射線腫瘍学会 先進医療技術 2926

未 708102 重粒子（炭素イオン）線治療 日本放射線腫瘍学会 先進医療技術 2932
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未 708103
画像誘導密封小線源治療加算（高線量率イリ
ジウム照射を行った場合又は新型コバルト小
線源治療装置を用いた場合）

日本放射線腫瘍学会  2937

未 708104
乳房部分切除術後におけるSAVIアプリケー
ターセットを用いた加速乳房部分照射術

日本放射線腫瘍学会  2942

既 708201
外来放射線照射診療料（専門看護師・認定看
護師配置の場合の加算）

日本放射線腫瘍学会  2947

既 708202 体外照射（高エネルギー放射線治療） 日本放射線腫瘍学会  2950

既 708203
直線加速器による放射線治療(一連につき)の
定位放射線治療

日本放射線腫瘍学会  2953

既 708204 体外照射（固定具加算） 日本放射線腫瘍学会  2957

既 708205
腫瘍自体に対する画像誘導放射線治療
（IGRT）

日本放射線腫瘍学会  2960

既 708206 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 日本放射線腫瘍学会  2963

既 708207 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術 日本放射線腫瘍学会  2966

既 708209
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

日本放射線腫瘍学会  2972

既 708210
「Ｍ００１－３　２　直線加速器による放射線治
療　定位放射線治療の場合」と「Ｍ００１体外照
射」の同時併用

日本放射線腫瘍学会  2975

未 709101 経鼻高流量酸素療法 日本新生児成育医学会（旧：日本未熟児新生児学会）  2978

既 711201
血漿成分製剤加算（G004注3,エ）を輸血管理料
（K920-2）のなかに移設する

一般社団法人　日本輸血・細胞治療学会  3001

既 711202
輸血管理料適正使用加算（K920-2注２）の改
定：　アルブミン基準値の算定要件変更

一般社団法人　日本輸血・細胞治療学会  3004

既 711203
自己血輸血時の血液型(ABO式及びRh式）検
査あるいは交差適合試験

一般社団法人　日本輸血・細胞治療学会  3007

未 712101 関節リウマチ等生物学的製剤注射 一般社団法人日本リウマチ学会  3010

未 713101
要介護被保険者で訪問・通所リハを行っている
患者の急性増悪に対して、14日間を上限に医
療による集中的なリハ（1日4単位まで可能）

日本リハビリテーション医学会  3014

未 713102 廃用症候群リハビリテーション料 日本リハビリテーション医学会  3018

既 713202 がん患者リハビリテーション 日本リハビリテーション医学会  3025

既 713203 神経学的検査 日本リハビリテーション医学会  3028

未 714101 血中セレン測定（検査D007血液化学検査） 一般社団法人　日本臨床栄養学会  3032

未 715101 鼻腔・咽頭拭い液採取料 日本臨床検査医学会  3036

既 715201
排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査　
その他のもの

日本臨床検査医学会  3040

既 715202 抗酸菌分離培養（液体培地法） 日本臨床検査医学会  3043

既 715203 抗酸菌分離培養検査（それ以外のもの） 日本臨床検査医学会  3046

既 715204 抗酸菌薬剤感受性検査 日本臨床検査医学会  3049
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既 715205 抗酸菌核酸同定 日本臨床検査医学会  3052

既 715206 結核菌群核酸検出 日本臨床検査医学会  3055

既 715207
マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセル
ラー（MAC）核酸検出

日本臨床検査医学会  3058

既 715208 スパイログラフィー等検査（肺気量分画測定） 日本臨床検査医学会  3061

既 715209 フローボリュームカーブ（強制呼出曲線を含む） 日本臨床検査医学会  3064

既 715210 機能的残気量測定 日本臨床検査医学会  3067

既 715211 肺拡散能力検査 日本臨床検査医学会  3070

既 715212 ALPアイソザイム 日本臨床検査医学会  3073

既 715213 LDアイソザイム 日本臨床検査医学会  3076

既 715214 アミラーゼアイソザイム 日本臨床検査医学会  3079

既 715215 心筋トロポニンI 日本臨床検査医学会  3082

既 715216 アデノウイルス抗原定性（糞便） 日本臨床検査医学会  3085

既 715217 ロタウイルス抗原定性（糞便） 日本臨床検査医学会  3088

既 715218 クロストリジウム・ディフィシル抗原定性 日本臨床検査医学会  3091

既 715219 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG)定性 日本臨床検査医学会  3094

既 715220 フィブリノペプチド 日本臨床検査医学会  3097

既 715221 HER2蛋白（乳頭分泌液） 日本臨床検査医学会  3100

既 715222 乳酸デヒドロゲナーゼ（LD)半定量（膣分泌物） 日本臨床検査医学会  3103

既 715223 膵癌胎児性抗原（POA) 日本臨床検査医学会  3106

既 715224 CA130 日本臨床検査医学会  3109

既 715225 SP1 日本臨床検査医学会  3112

既 715226 レプトスピラ抗体 日本臨床検査医学会  3115

既 715227 キモトリプシン（糞便） 日本臨床検査医学会  3118

既 715228 酸度測定（胃液） 日本臨床検査医学会  3121

既 715229
ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コアフラグメント
（HCGβ-CF）（尿）

日本臨床検査医学会  3124

既 715230 ボレリア・ブルグドルフェリ抗体 日本臨床検査医学会  3127
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既 715231 CA50 日本臨床検査医学会  3130

既 715232 Ⅰ型プロコラーゲン-C-プロペプチド（PⅠCP） 日本臨床検査医学会  3133

既 715233 ダニ特異IgG抗体 日本臨床検査医学会  3136

既 715234
Ⅱ型プロコラーゲン-C-プロペプチド（コンンドロ
カルシン）（関節液）

日本臨床検査医学会  3139

既 715235
抗デオキシリボヌクレアーゼB（ADNaseB）半定
量

日本臨床検査医学会  3142

既 715236 連鎖球菌多糖体抗体（ASP）半定量 日本臨床検査医学会  3145

既 715237 Weil-Felix反応 日本臨床検査医学会  3148

既 715238 Ｃ3ｄ結合免疫複合体 日本臨床検査医学会  3151

既 715239 ＣＫアイソフォーム 日本臨床検査医学会  3154

既 715240 α-フェトプロテイン（AFP）定性（膣分泌物） 日本臨床検査医学会  3157

既 715241 プロリルヒドロキシラーゼ（PH) 日本臨床検査医学会  3160

既 715242 ノイラミニダーゼ定性 日本臨床検査医学会  3163

既 715243 フィブリノーゲン分解産物（FgDP) 日本臨床検査医学会  3166

既 715244 遊離型フコース（尿） 日本臨床検査医学会  3169

既 715245 腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒（TDH)定性 日本臨床検査医学会  3172

既 715246 全血凝固時間 日本臨床検査医学会  3175

既 715247 膠質反応（ZTT) 日本臨床検査医学会  3178

既 715248 膠質反応（TTT) 日本臨床検査医学会  3181

既 715249 へパプラスチンテスト 日本臨床検査医学会  3184

未 716101 免疫電気泳動検査診断加算 日本臨床検査専門医会  3187

既 716201 血液採取 日本臨床検査専門医会  3191

既 716202 生化学的検査（Ⅰ）における初診時加算 日本臨床検査専門医会  3194

既 716203 外来診療料包括規定項目の見直し 日本臨床検査専門医会  3197

既 716204
蛋白分画（血液化学検査）の増点および包括
規定の見直し

日本臨床検査専門医会  3200

既 716205 皮膚潅流圧測定（SPP） 日本臨床検査専門医会  3203

既 716206 尿中特殊物質定性定量検査 注の見直し 日本臨床検査専門医会  3206
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既 716207 アポリポ蛋白 日本臨床検査専門医会  3209

既 716208 アルブミン定量(尿） 日本臨床検査専門医会  3212

既 716210 終夜睡眠ポリグラフィー 日本臨床検査専門医会  3218

既 716211
肺悪性腫瘍に対する免疫染色(N002)にて4種
類以上の抗体を用いた加算に関する制限の緩
和

日本臨床検査専門医会  3221

既 716212 末梢血液像（鏡検法） 日本臨床検査専門医会  3224

既 716213 末梢血液像（特殊染色加算） 日本臨床検査専門医会  3227

未 717101
婦人科細胞診スクリーニング陰性標本に対す
る自動判定支援加算

公益社団法人　日本臨床細胞学会  3230

既 717201 病理組織標本作製 公益社団法人　日本臨床細胞学会  3234

既 717202 免疫染色病理組織標本作製 公益社団法人　日本臨床細胞学会  3238

既 717203 液状化検体細胞診 公益社団法人　日本臨床細胞学会  3242

既 717204 細胞診断料 公益社団法人　日本臨床細胞学会  3246

未 718101 事象関連電位 日本臨床神経生理学会  3250

未 718102 長時間脳波記録 日本臨床神経生理学会  3254

既 718201
筋電図検査　２．誘発筋電図（神経伝導検査を
含む）

日本臨床神経生理学会  3258

既 718202
筋電図検査　1　筋電図（1肢につき（針電極に
あっては1筋につき））

　日本臨床神経生理学会  3262

既 718203 平衡機能検査 日本臨床神経生理学会  3265

既 719201 がん薬物療法管理料 日本臨床腫瘍学会  3281

既 719202
皮下注あるいは筋注の抗がん剤ならびに支持
療法薬剤の使用時の外来化学療法加算の評
価

日本臨床腫瘍学会  3285

既 720201 骨粗鬆症の骨代謝マーカー測定要件の見直し 日本臨床整形外科学会  3294

既 722204 在宅療養支援診療所の要件緩和 日本臨床内科医会  3306

既 722205 在宅時医学総合管理料 日本臨床内科医会  3309

既 722210 往診料 日本臨床内科医会  3324

未 723101 微生物核酸同定・定量検査　迅速加算 日本臨床微生物学会  3327

未 723102 病原体遺伝子検出検査 日本臨床微生物学会  3331

既 723201
細菌培養同定検査（口腔・気道又は呼吸器か
らの検体）

日本臨床微生物学会  3343

既 723202 細菌培養同定検査：消化管からの検体 日本臨床微生物学会  3346
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既 723203 細菌培養同定検査：血液および穿刺液 日本臨床微生物学会  3349

既 723204 細菌薬剤感受性検査：1菌種 日本臨床微生物学会  3352

既 723205 細菌薬剤感受性検査：2菌種 日本臨床微生物学会  3355

既 723206 大腸菌ベロトキシン定性 日本臨床微生物学会  3358

既 723207
細菌培養同定検査：泌尿器又は生殖器からの
検体

日本臨床微生物学会  3361

既 723208 大腸菌血清型別 日本臨床微生物学会  3364

既 723209 細菌薬剤感受性検査：3菌種以上 日本臨床微生物学会  3367

既 723210 細菌培養同定検査：その他の部位からの検体 日本臨床微生物学会  3370

未 726101
三叉神経痛に対するガンマナイフあるいは直
線加速器を用いた治療

日本脳神経外科学会  3377
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未 209101 温泉療養指導管理料 （社）日本温泉気候物理医学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

21

未 209102
三朝温泉を用いた慢性閉塞性肺疾患への温泉療
法

（社）日本温泉気候物理医学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

25

未 209103 別府温泉での鉱泥浴療法 （社）日本温泉気候物理医学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

29

未 222101 結核病棟におけるNST加算 日本結核病学会 基本診療料に係る提案 83

既 222201
結核病棟入院基本料における入院期間による加
算の是正

日本結核病学会 基本診療料に係る提案 95

既 222202 二類感染症患者入院診療加算 日本結核病学会 基本診療料に係る提案 99

未 223101 血友病地域連携診療管理料 日本血栓止血学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

107

既 223201 在宅自己注射指導管理料 日本血栓止血学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

111

既 224208 ニコチン依存症管理料 日本呼吸器学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

153

未 230101
不規則抗体陽性であった妊婦に対する不規則抗
体の種類同定・定期的抗体価測定検査の新設

公益社団法人日本産科婦人科学会
他の事業と役割分担を整理した上で検
討を行うべき提案

184

既 234201 診療情報提供料(Ⅰ)の見直し (一社)日本小児科医会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

220

既 234202 小児科外来診療料の見直し （一社）日本小児科医会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

223

未 235101 被虐待児対応体制加算 日本小児科学会 基本診療料に係る提案 226

既 235201 退院調整加算 日本小児科学会 基本診療料に係る提案 230

既 235202 在宅患者訪問看護・指導料 日本小児科学会
保険給付の対象とすべきかどうか議論
が行われた上で検討を行うべき提案

233

既 235203 同一建物居住者の算定要件の見直し 日本小児科学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

236

未 236102 小児アレルギー疾患療養指導管理料 日本小児アレルギー学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

246

既 240201
緩和ケア診療加算の小児入院管理料の包括から
の除外

日本小児血液・がん学会 基本診療料に係る提案 263

未 242101 発達障害児指導管理料 日本小児神経学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

270

既 244201 A302　新生児特定集中治療室管理料 日本小児循環器学会 基本診療料に係る提案 286

既 246201 小児特定疾患カウンセリング料 日本小児精神神経学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

303

既 247201 成長ホルモン在宅自己注射指導管理料 日本小児内分泌学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

315

未 248102 新生児緊急搬送診療料 日本周産期・新生児医学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

328

既 248201 新生児特定集中治療室管理料1および2 日本周産期・新生児医学会 基本診療料に係る提案 332

未 250101 在宅医療コーディネーター 日本神経学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

338

未 251101 終末期方針検討に関する加算 日本神経治療学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

377
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既 251203 有床診療所緩和ケア加算 日本神経治療学会 基本診療料に係る提案 387

既 252201
多発性硬化症患者における在宅自己注射指導管
理料

日本神経免疫学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

394

未 254101 摂食障害指導管理料 日本心身医学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

420

未 254103 心療内科外来チーム診察料 日本心身医学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

428

未 256101
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

日本心臓リハビリテーション学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

447

既 256204
心大血管疾患リハ施設基準における訓練内容の
見直し

日本心臓リハビリテーション学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

464

未 274101 精神科安全保護管理加算イ 日本精神科病院協会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

550

未 274102 精神科安全保護管理加算ロ 日本精神科病院協会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

554

未 274103 精神科病棟感染制御管理料 日本精神科病院協会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

558

未 274104 認知症地域連携パス共同指導料 日本精神科病院協会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

562

既 274202 精神科訪問看護・指導料 日本精神科病院協会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

574

既 274219 ADL維持向上等体制加算 日本精神科病院協会 基本診療料に係る提案 625

未 275101
重篤身体疾患を合併する精神疾患のハイケアユ
ニット（Psychiatric High Care Unit：PHCU)入院医
療管理料

日本精神神経学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

628

未 275102
うつ病のかかりつけ医と精神科医の連携におけ
る、かかりつけ医への逆紹介に対する精神科医
連携加算並びにうつ病の精査・治療連携管理料

日本精神神経学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

632

未 275103
妊産婦の入院メンタルケア診療加算並びに、産
科・小児科との精神科医連携医療加算、および地
域での早期集中支援管理料

日本精神神経学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

636

未 275104 重度薬物依存症入院医療管理加算 日本精神神経学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

641

未 275105 アルコール関連疾患患者節酒指導料 日本精神神経学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

645

既 275201
クロザピン療法に関するI 013治療抵抗性統合失
調症治療指導管理料の増点とI 016精神科重症患
者早期集中支援管理料の算定要件の緩和

日本精神神経学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

653

既 275203 A233-2栄養サポートチーム加算 日本精神神経学会 基本診療料に係る提案 659

既 278203
「地域連携診療計画退院時指導料」の対象疾患
に誤嚥性肺炎を追加（誤嚥性肺炎地域連携パス）

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

674

未 280101 治療就労両立支援指導料 日本総合病院精神医学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

692

既 280201
精神科リエゾンチーム加算に関する改定要望（点
数の増点、週に算定可能な回数の増加）

日本総合病院精神医学会 基本診療料に係る提案 696

既 280202
精神科リエゾンチーム加算に関する改定要望（施
設基準特に看護師要件の改訂）

日本総合病院精神医学会 基本診療料に係る提案 699

既 280203
精神病棟入院基本料(10対1)の要件(平均在院日
数)改定

日本総合病院精神医学会 基本診療料に係る提案 702

既 280204 精神科救急・合併症入院料の改定 日本総合病院精神医学会 基本診療料に係る提案 705

既 280205
精神科身体合併症管理加算対象疾患・算定期間
の見直し

日本総合病院精神医学会 基本診療料に係る提案 708
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既 280206 医師事務作業補助体制加算 日本総合病院精神医学会 基本診療料に係る提案 711

既 280207
精神病棟を一般病棟入院基本料に合算可能とす
ること

日本総合病院精神医学会 基本診療料に係る提案 714

既 280208
総合入院体制加算を精神病棟に適応すること、更
に総合入院体制加算2における標榜科としての精
神科の存在を必須とすること

日本総合病院精神医学会 基本診療料に係る提案 717

未 281101 造血幹細胞移植コーディネート管理料 日本造血細胞移植学会
保険給付の対象とすべきかどうか議論
が行われた上で検討を行うべき提案

720

未 287101 漢方的診察法 一般社団法人日本東洋医学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

796

未 288101 内臓脂肪量測定（腹部CT法） 日本動脈硬化学会
他の事業と役割分担を整理した上で検
討を行うべき提案

800

未 291102 持続型G-CSF製剤の在宅自己注射指導管理料 日本乳癌学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

809

既 293201 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 一般社団法人日本脳卒中学会 基本診療料に係る提案 832

未 297101 肥満症病名に基づく外来診療 一般社団法人日本肥満学会
保険給付の対象とすべきかどうか議論
が行われた上で検討を行うべき提案

859

既 297201 肥満症（ＢＭＩ２５以上、30未満）に対する栄養指導 一般社団法人日本肥満学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

863

未 299102
がん患者指導管理料（医師または管理栄養士が
行った場合）

（一社）日本病態栄養学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

870

既 299201
外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料評価
の充実

（一社）日本病態栄養学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

874

未 304101 コーディネーター料（臓器あっせん管理料） 日本移植学会
保険給付の対象とすべきかどうか議論
が行われた上で検討を行うべき提案

893

未 306101 ロコモティブシンドローム危険確認法 日本運動器科学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

925

未 306102 小児運動器（スポーツ等）障害指導料 日本運動器科学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

929

未 306104 運動器不安定症管理料 日本運動器科学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

937

未 306105 運動器疾患運動処方料 日本運動器科学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

941

未 306108 運動器リハビリテーションリハ処方料 日本運動器科学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

953

既 310201 短期滞在手術等基本料３の改正 日本眼科医会 基本診療料に係る提案 1015

未 316101 がん患者生活の質評価加算 日本緩和医療学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1094

未 316102 がん患者早期在宅移行加算 日本緩和医療学会 基本診療料に係る提案 1098

既 316202 緩和ケア診療加算 日本緩和医療学会 基本診療料に係る提案 1114

既 316203 緩和ケア病棟入院料 日本緩和医療学会 基本診療料に係る提案 1117

既 317201 救命救急入院料 日本救急医学会 基本診療料に係る提案 1144

既 317203 夜間休日救急搬送医学管理料 日本救急医学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1150

既 317204 院内トリアージ実施料 日本救急医学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1153
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未 319102 対側乳房縮小・固定術(乳房再建後) 日本形成外科学会
保険給付の対象とすべきかどうか議論
が行われた上で検討を行うべき提案

1169

未 336101 中等度難聴指導管理料 日本耳鼻咽喉科学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1422

未 336102 慢性めまい指導管理料 日本耳鼻咽喉科学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1426

既 338201 新生児特定集中治療室管理料2 日本周産期・新生児医学会 基本診療料に係る提案 1476

既 339201 小児特定集中治療室管理料 日本集中治療医学会 基本診療料に係る提案 1487

既 339204 特定集中治療室管理料 日本集中治療医学会 基本診療料に係る提案 1496

未 345102
短期滞在手術等基本料（日帰りの場合、小児全
身麻酔の場合）

日本小児外科学会 基本診療料に係る提案 1564

未 345105 小児包茎指導管理料 日本小児外科学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1577

既 345201
短期滞在手術等基本料3の鼠径ヘルニア(直視下
および腹腔鏡下) の改正

日本小児外科学会 基本診療料に係る提案 1585

未 346101 幼小児排尿指導管理料 日本小児泌尿器科学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1605

既 346201
特定疾患治療管理料「小児特定疾患カウンセリン
グ料と」及び「小児科療養指導料」の算定条件の
拡大

日本小児泌尿器科学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1614

未 347101 慢性静脈不全に対する圧迫療法管理料 日本静脈学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1621

未 348101 摂食嚥下障害回復支援食加算Ⅰ 日本静脈経腸栄養学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1633

未 348102 摂食嚥下障害回復支援食加算Ⅱ 日本静脈経腸栄養学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1638

未 348103 栄養サポートチーム（NST）地域連携加算 日本静脈経腸栄養学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1643

未 348104 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1647

未 348106 地域栄養治療連携加算 日本静脈経腸栄養学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1653

未 355101 在宅排尿排便指導管理料 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1762

未 355104 在宅閉鎖式導尿システム指導管理料 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1774

未 356104 再診時、他院で撮影したMRI、CTの読影料の算定 日本整形外科学会
保険給付の対象とすべきかどうか議論
が行われた上で検討を行うべき提案

1796

既 361201
骨粗鬆症性椎体骨折（脊椎骨折）後地域連携診
療計画管理

日本脊椎脊髄病学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1895

未 362101 直腸肛門機能訓練 日本大腸肛門病学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

1899

既 371204 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 日本脳神経外科学会 基本診療料に係る提案 2080

未 376104 睡眠関連勃起検査 日本泌尿器科学会
保険給付の対象とすべきかどうか議論
が行われた上で検討を行うべき提案

2119

未 376105
プロスタグランジンE1陰茎海綿体注射テスト
（PGE1テスト）

日本泌尿器科学会
保険給付の対象とすべきかどうか議論
が行われた上で検討を行うべき提案

2123

既 392202 短期滞在手術等基本料（Ａ４００）の改正 日本臨床外科学会 基本診療料に係る提案 2362
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基本診療料及び既存技術と比較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医学管理の領域における提案等

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

未 394106 認知症転倒予防指導料 日本臨床整形外科学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

2403

既 410201
医学管理（歯科疾患管理料）医科との連携による
禁煙指導

〇日本口腔衛生学会、日本歯周病学会、日本
口腔外科学会、日本口腔インプラント学会、日
本有病者歯科医療学会、日本口腔腫瘍学会

エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

2483

未 601103 がん薬物療法電話在宅支援実施料 一般社団法人　日本がん看護学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

2743

既 601202 がん患者指導管理料3 一般社団法人　日本がん看護学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

2751

未 602101 背面開放座位療法 日本看護技術学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

2755

未 604101 手術を受ける患者に行う術前管理指導 日本手術看護学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

2765

未 607101 下部尿路機能療法 日本創傷・オストミー・失禁管理学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

2796

未 608101 糖尿病重症化ハイリスク指導料 日本糖尿病教育・看護学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

2801

既 608201 糖尿病合併症管理料 日本糖尿病教育・看護学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

2805

既 609201 脳血管疾患等リハビリテーション料 日本脳神経看護研究学会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

2809

未 705103 経中隔用穿刺針（ブロッケンブローニードル） 特定非営利活動法人　日本不整脈学会
技術料ではなく個別の医療材料に係る
提案

2866

既 713201 ADL維持向上等体制加算料の見直し 日本リハビリテーション医学会 基本診療料に係る提案 3022

未 719101
国立がん研究センターがん対策情報センターによ
る「相談支援センター相談員研修・基礎研修」（１）
～（３）を修了した者によるがん相談支援

日本臨床腫瘍学会
保険給付の対象とすべきかどうか議論
が行われた上で検討を行うべき提案

3269

未 719102
悪性疾患初診患者に対する｢告知｣における管理・
指導

日本臨床腫瘍学会
保険給付の対象とすべきかどうか議論
が行われた上で検討を行うべき提案

3273

未 719103 患者本人が同席しない状況における面談料 日本臨床腫瘍学会
保険給付の対象とすべきかどうか議論
が行われた上で検討を行うべき提案

3277

既 719203
同日に3つ以上の診療科の診療を受けた場合の
初診料又は再診料の算定

日本臨床腫瘍学会 基本診療料に係る提案 3288

既 719204
同一診療科における同日の複数回の診療の再診
料請求

日本臨床腫瘍学会 基本診療料に係る提案 3291

既 722201 地域包括診療加算 日本臨床内科医会 基本診療料に係る提案 3297

既 722202 地域包括診療料 日本臨床内科医会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

3300

既 722203 処方せん料 日本臨床内科医会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

3303

既 722206 特定疾患療養管理料（算定要件） 日本臨床内科医会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

3312

既 722207 特定疾患療養管理料（病名） 日本臨床内科医会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

3315

既 722208 時間外対応加算 日本臨床内科医会 基本診療料に係る提案 3318

既 722209 処方料 日本臨床内科医会
エビデンスが示せない医学管理等の領
域に係る提案

3321

未 725101 地域包括ケアを支えるための共通情報提供加算 一般社団法人日本老年医学会
他の事業と役割分担を整理した上で検
討を行うべき提案

3373
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使用する医薬品等について医薬品医療機器等法上の承認が確認できない技術

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

未 203103
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

日本アレルギー学会  12

未 215101 HCV Genotype測定 日本肝臓学会  54

未 221101 ADAMTS13活性測定 日本血液学会  72

未 221102 ADAMTS13インヒビター力価測定 日本血液学会  76

未 252101
傍腫瘍性神経症候群に関連する抗神経抗体
(HuD,Yo, Ri, CV2,Amphiphysin,Ma1,Ma2,SOX1,
TrおよびZic-4に対する抗体）測定

日本神経免疫学会  390

未 271101 後頭神経刺激装置植込術 日本頭痛学会  542

未 271102 群発頭痛の在宅酸素療法の適用拡大 日本頭痛学会  546

未 281102 血中HHV6-DNA定量検査 日本造血細胞移植学会  724

未 305103 血管奇形の硬化療法 日本インターベンショナルラジオロジー学会  917

未 317104 膵酵素阻害薬・抗菌薬膵局所持続動注療法 日本救急医学会  1132

未 319104 ＩＣＧによる赤外線蛍光リンパ管・リンパ節造影 日本形成外科学会  1177

未 339102 窒素吸入療法 日本集中治療医学会  1483

既 347201 四肢血管拡張術および血栓除去術 日本静脈学会  1629

未 351101 経皮的血管形成術（骨盤深部静脈）（ステント） 日本心血管インターベンション治療学会  1695

未 351104
経皮的血管形成術（腸間膜動脈）（ステント留
置）

日本心血管インターベンション治療学会  1707

未 356103 分層自家骨髄血移植 日本整形外科学会  1792

既 358201 体外衝撃波疼痛治療術 日本整形外科スポーツ医学会  1826

既 708208 密封小線源治療（外部照射） 日本放射線腫瘍学会  2969

未 723103 薬剤耐性菌検出検査 日本臨床微生物学会  3335

未 723104 薬剤耐性遺伝子検査 日本臨床微生物学会  3339
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他の提案書と併せて取扱う提案

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

未 236101 乳幼児喘息吸入ステロイド療法指導管理料 日本小児アレルギー学会 203102と重複 242

既 286203 皮下連続式グルコース測定の施設基準緩和 日本糖尿病学会 247202と重複 787

未 292102 ポジトロン断層撮影（アミロイドイメージング） 日本認知症学会 211101と重複 823

既 320203 人工膵臓 一般社団法人　日本外科学会 286201と重複 1222

既 381201 内視鏡的結腸軸捻転解除術 日本腹部救急学会 317106と重複 2195

未 413108 腐骨除去手術（表在性のもの）
○（公社）日本口腔外科学会、（NPO法人）日本口腔科学会、（一
般社団）日本老年歯科医学会、（一般社団）日本口腔腫瘍学会、
（一般社団）日本有病者歯科医療学会

326101と重複 2500

未 413109 腐骨除去手術　（深在性：顎骨におよぶもの）
○（公社）日本口腔外科学会、（NPO法人）日本口腔科学会、（一
般社団）日本老年歯科医学会、（一般社団）日本口腔腫瘍学会、
（一般社団）日本有病者歯科医療学会

326102と重複 2504

未 413110 腐骨除去手術　（関節頭をふくむもの）
○（公社）日本口腔外科学会、（NPO法人）日本口腔科学会、（一
般社団）日本老年歯科医学会、（一般社団）日本口腔腫瘍学会、
（一般社団）日本有病者歯科医療学会

326103と重複 2508

未 413111 口腔粘膜湿潤度検査
○（公社）日本口腔外科学会、（NPO法人）日本口腔科学会、
（一般社団）日本有病者歯科医療学会、（一般社団）日本老年歯
科医学会、（一般社団）日本口腔腫瘍学会

326104と重複 2512

未 603101 リンパ浮腫に対する複合的理学療法 日本緩和医療学会 316103と重複 2760

未 605101 在宅排尿排便指導管理料 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 355101と重複 2769

未 605102 人工膀胱・人工肛門等術前指導管理料 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 355102と重複 2773

未 605103 在宅閉鎖式導尿システム指導管理料 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 355104と重複 2777

未 605104 洗腸指導管理料 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 355103と重複 2781

既 605201 在宅患者訪問看護・指導料 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 355201と重複 2785

既 605202 尿路ストーマカテーテル交換法 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 355202と重複 2789

未 705102
経皮的レーザーシース不使用植え込みデバイ
スリード抜去術

特定非営利活動法人　日本不整脈学会 383101と重複 2862

既 705203
経皮的カテーテル心筋焼灼術（付加手技を伴う
場合）

特定非営利活動法人　日本不整脈学会 383202と重複 2877

既 705204 経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他のもの） 特定非営利活動法人　日本不整脈学会 383203と重複 2881

既 705205
両室ペーシング機能付き植込み型除細動器交
換術

特定非営利活動法人　日本不整脈学会 383204と重複 2885

既 705206 埋込み型除細動器交換術 特定非営利活動法人　日本不整脈学会 383205と重複 2889

既 705213 経静脈電極抜去術（レーザーシース使用） 特定非営利活動法人　日本不整脈学会 383201と重複 2916

未 709102 新生児緊急搬送診療（管理）料 日本新生児成育医学会（旧：日本未熟児新生児学会） 248102と重複 2982

未 709103
aEEG(amplitude-integrated EEG)による長期脳
波記録検査

日本新生児成育医学会（旧：日本未熟児新生児学会） 284102と重複 2986

既 709201 新生児特定集中治療室管理料1および2 日本新生児成育医学会（旧：日本未熟児新生児学会） 248201と重複 2990

既 709202 新生児仮死蘇生術 日本新生児成育医学会（旧：日本未熟児新生児学会） 248202と重複 2993
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他の提案書と併せて取扱う提案

未・既
区分

整理番号 申請技術名 申請団体名 備考
提案書の
ページ

未 710101
経皮酸素ガス分圧連続測定 (tcpO2 - 局所の
虚血を反映する)

日本脈管学会 324101と重複 2996

既 716209
トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクル
エルゴメーターによる心肺機能検査

日本臨床検査専門医会 256203と重複 3215
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