
2．医療技術再評価提案書（既収載）

提出学会名 共同提案学会名 提案書
番号 技術名 ページ

番号

日本アフェレシス学会 日本急性血液浄化学会、日本呼吸器学会、
日本リウマチ学会 201201 抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎に伴う急速

進行性間質性肺炎に対する血漿交換療法 718

201202 血漿交換療法（増点について） 722

日本医学放射線学会 205201 画像診断管理加算の改変（MRI 装置の医
療安全に関する要件追加） 725

205202 画像診断管理加算の改変（地方の中核病
院等の要件緩和） 729

日本移植学会 日本腎臓学会、日本小児腎不全学会 208201 抗 HLA 抗体検査（スクリーニング検査・
抗体特異性同定検査） 733

日本遺伝カウンセリング
学会 日本遺伝子診療学会、日本人類遺伝学会 209201 遺伝カウンセリングの適応拡大 737

日本遺伝子診療学会、日本人類遺伝学会 209202 染色体検査の実施料増点 740

日本遺伝子診療学会、日本人類遺伝学会 209203 難聴の遺伝学的検査 743

日本カプセル内視鏡学会 214201 大腸カプセル内視鏡検査の算定要件の見
直し（適用患者の拡大） 746

日本化学療法学会
215201

多剤耐性菌に対する併用薬スクリーニン
グのためのチェッカーボード法（BC プ
レート‘栄研’）

750

215202 細菌薬剤感受性検査（薬剤濃度：5 段階
以上の 2 倍希釈系列測定） 753

日本感染症学会 日本性感染症学会、日本産科婦人科学会、
日本泌尿器科学会 216201 淋菌核酸検出における女性尿検体の適応 756

日本エイズ学会 216202

微生物核酸同定・定量検査
2．淋菌核酸検出、クラミジア・トラコ
マチス核酸検出
4．淋菌核酸およびクラミジア・トラコ
マチス同時核酸検出

759

216203 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出 763

日本核医学会 日本医学放射線学会 218201 ポジトロン断層撮影等（PET 検査におけ
る新生児加算、乳幼児加算及び幼児加算） 766

日本医学放射線学会、日本磁気共鳴医学会 218202 核医学診断（他院が撮影した画像に対す
る核医学診断料の算定） 771

日本循環器学会、日本医学放射線学会 218203
ポジトロン断層撮影　2　18FDG を用
いた場合（一連の検査につき）、（心臓サ
ルコイドーシスの診断（疑い例を含む））

775

日本薬学会、日本病院薬剤師会、日本医学
放射線学会 218204

ポジトロン断層撮影及びポジトロン断
層・コンピューター断層複合撮影、ポジ
トロン断層・磁気共鳴コンピューター断
層複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影

（薬剤師配置）

780

日本医学放射線学会 218205 ポジトロン断層撮影等　施設共同利用率
の緩和 784

日本医学放射線学会、日本食道学会、日本
乳癌学会 218206 ポジトロン断層撮影等（PET 検査におけ

る術前補助療法の治療効果判定の追加） 788

日本緩和医療学会 221201 外来緩和ケア管理料 793

日本がん看護学会 221202 がん患者指導管理料 796

221203 がん性疼痛緩和指導管理料 800

日本結核病学会 日本呼吸器学会 227201 多剤耐性結核手術における感染防止加算 804

日本高血圧学会 日本腎臓学会 229201 尿中アルブミン定量精密測定 807

日本循環器学会、日本動脈硬化学会 229202 血圧脈波検査 811

日本呼吸器学会 日本睡眠学会、日本心臓病学会、日本循環
器学会、日本呼吸ケア・リハビリテーショ
ン学会、日本呼吸療法医学会

231201 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 2 にお
ける遠隔モニタリング 815

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会、
日本遠隔医療学会、日本在宅ケア学会 231202 在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリ

ング加算 820

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 231203 時間内歩行試験 825
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日本呼吸器学会 日本アレルギー学会、日本小児呼吸器学会、
日本小児アレルギー学会 231204 呼気ガス分析 828

231205 在宅酸素療法指導管理料の算定要件変更 832

231206 特発性肺線維症（特発性間質性肺炎）の
急性増悪に対する吸着式血液浄化法 835

日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会 日本呼吸器学会 234201 呼吸器リハビリテーション料（増点） 839

日本呼吸器学会、日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会、日本リハビリテーション
医学会、日本言語聴覚士協会

234202 呼吸器リハビリテーション料（言語聴覚
士による実施） 843

日本在宅医学会 236201 複数の訪問看護ステーションが同一日に
訪問した場合の扱い。 847

236202 訪問看護と訪問診療・往診の関係 850

236203 訪問看護療養費における同一日の訪問看
護と訪問リハビリ 853

236204 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法
での内視鏡費用について 856

236205 往診の点数の評価 859

236206 退院時共同指導料 1、2 の算定対象拡大 862

236207 同一日の訪問診療・往診と緊急訪問看護
の併算定 865

236208 療養情報提供加算要件緩和 868

日本産婦人科医会 237201 人格検査（エジンバラうつ病質問票） 871

237202 認知機能検査その他の心理検査 874

237203 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作
成 877

日本産科婦人科学会 日本産婦人科手術学会、日本産婦人科医会、
日本臨床細胞学会、日本婦人科腫瘍学会、
日本婦人科がん検診学会

238201
微生物核酸同定・定量検査、HPV 核酸検
出（簡易ジェノタイプ判定）算定要件の
拡大

880

日本産婦人科手術学会、日本産婦人科医会、
日本臨床細胞学会、日本婦人科腫瘍学会、
日本婦人科がん検診学会

238202
微生物核酸同定・定量検査、HPV 核酸検
出（簡易ジェノタイプ判定）項目設定の
見直し

884

日本消化管学会 日本炎症性腸疾患学会 240201 在宅自己注射指導管理料への対象薬剤
（ゴリムマブ製剤：潰瘍性大腸炎）追加 888

日本消化器内視鏡学会 日本消化器病学会、日本消化管学会 242201 シングルバルーン内視鏡とダブルバルー
ン内視鏡の再統一 892

日本臨床細胞学会、日本病理学会、日本消
化器病学会、日本膵臓学会 242202 EUS-FNA 時の ROSE 適用拡大 896

日本児童青年精神医学会 日本精神神経学会 244201 通院在宅精神療法　児童思春期精神科専
門管理加算　施設基準（5）の緩和 900

日本精神神経学会、日本精神科病院協会 244202 通院在宅精神療法　児童思春期精神科専
門管理加算　施設基準（2）の緩和 903

日本精神神経学会 244203 通院在宅精神療法　算定要件の拡大（算
定期間） 906

日本循環器学会 日本心エコー図学会、日本超音波医学会、
日本心臓病学会 245201 術中経食道心エコー連続監視加算の経皮

的僧帽弁クリップ術への算定 910

日本小児科医会 日本小児科学会 247201 小児かかりつけ診療料 913

日本小児科学会、日本小児神経学会、日本
小児アレルギー学会、日本小児循環器学会、
日本小児腎臓病学会、日本アレルギー学会

247202 診療情報提供料（I） 916

日本小児科学会 日本小児科医会、日本外来小児科学会、日
本てんかん学会、日本児童青年精神医学会、
日本周産期・新生児医学会、日本小児アレ
ルギー学会、日本小児栄養消化器肝臓学会、
日本小児感染症学会、日本小児救急医学会、
日本小児血液・がん学会、日本小児呼吸器
学会、日本小児循環器学会、日本小児心身
医学会、日本小児神経学会、日本小児腎臓
病学会、日本小児精神神経学会、日本小児
内分泌学会、日本新生児成育医学会、日本
先天代謝異常学会、日本小児看護学会

248201 静脈麻酔 920
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日本小児アレルギー学会 日本アレルギー学会、日本小児科学会、日
本小児科医会、日本臨床栄養学会 249201 小児食物アレルギー負荷検査 923

日本アレルギー学会、日本小児科学会、日
本小児科医会、日本呼吸器学会 249202 喘息治療管理料 927

日本小児栄養消化器肝臓
学会 250201 第 3 節生体検査料　通則 2 に内視鏡検査

を追加適用（収載） 931

日本小児感染症学会 日本神経免疫学会 251201 C161　注入ポンプ加算の算定要件見直
し 935

日本小児科学会、日本感染症学会 251202 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 938

日本小児科学会、日本臨床検査医学会 251203 RS ウイルス抗原定性 941

日本小児神経学会 日本神経学会、日本神経治療学会、日本呼
吸ケア・リハビリテーション学会、日本小
児呼吸器学会

255201 排痰補助装置治療 945

日本小児科学会 255202 在宅小児経管栄養法指導管理料 949

日本小児循環器学会 日本集中治療医学会、日本胸部外科学会、
日本心臓血管外科学会、日本周産期・新生
児医学会

257201 窒素吸入療法 952

日本胎児心臓病学会、日本超音波医学会、
日本産科婦人科学会 257202 胎児心エコー法 955

日本循環器学会、日本成人先天性心疾患学
会 257203 先天性心疾患の血行動態診断に用いた場

合の MRI 心臓加算の増点 958

日本 Pediatric Interventional Cardiology 学
会 257204 経皮的心房中隔欠損作成術（ラシュキン

ド法） 961

日本小児腎臓病学会 日本腎臓学会 258201 MLACD45 ゲーティング検査 964

日本小児精神神経学会 日本小児科学会、日本小児科医会、日本小
児神経学会、日本小児心身医学会 259201 小児特定疾患カウンセリング料 967

日本小児内分泌学会
日本内分泌学会 260201

急性副腎皮質機能不全（副腎クリーゼ）
時のヒドロコルチゾン製剤投与に対する
在宅自己注射指導

971

日本神経学会 日本神経治療学会 265201 薬剤投与用カテーテル交換法 975

日本神経治療学会 265202 経鼻栄養・薬剤投与 チューブ挿入術 979

日本神経治療学会 265203 脳血管疾患等リハビリテーション 983

265204 単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイル
ス核酸定量 986

日本神経治療学会、日本リハビリテーショ
ン医学会 265205 難病患者リハビリテーション 989

日本神経治療学会 265206 認知症療養指導料 992

日本臨床神経生理学会、日本てんかん学会 265207 長期脳波ビデオ同時記録検査 995

日本神経免疫学会 日本神経学会、日本神経治療学会 267201 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） 998

日本心身医学会 日本心療内科学会 268201 心身医学療法 1001

日本心療内科学会 268202 神経性やせ症に対する認知行動療法 1005

日本心療内科学会、日本睡眠学会 268203 過敏性腸症候群に対する認知行動療法 1009

日本心療内科学会 268204 神経性過食症に対するセルフヘルプ認知
行動療法 1013

日本心療内科学会 268205 過敏性腸症候群治療管理料 1017

日本心臓リハビリテー
ション学会 日本循環器学会、日本心臓病学会、日本心

不全学会、日本リハビリテーション医学会、
日本臨床検査医学会、日本動脈硬化学会

272201

心大血管リハビリテーション料に関わる
施設基準の拡大：追加専任従事者として
の臨床検査技師の活用とチーム医療の強
化

1021

日本心血管インターベン
ション治療学会

日本循環器学会、日本心臓病学会、日本冠
疾患学会、日本脈管学会 273201 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 1024

273202 コンピューター断層診断 1028

日本心療内科学会 日本心身医学会、日本運動器疼痛学会、痛
み医学研究情報センター、日本頭痛学会、
日本ペインクリニック学会、日本不安症学
会、日本睡眠学会

275201 慢性痛に対する認知療法・認知行動療法 1032

日本腎臓学会 日本小児腎臓病学会、日本泌尿器科学会、
日本臨床腎移植学会 276201 経皮的腎生検 1036
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日本腎臓学会 日本小児腎臓病学会、日本アフェレシス学
会 276202

薬物治療抵抗性・進行性原発性ネフロー
ゼ症候群に対する LDL アフェレシス療
法

1040

日本アフェレシス学会 276203 重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対す
る LDL アフェレシス（LDL-A）療法 1044

日本腎臓リハビリテー
ション学会

日本腎臓学会、日本透析医学会、日本リハ
ビリテーション医学会、日本心臓リハビリ
テーション学会

277201 高度腎機能障害患者指導加算 1048

日本人類遺伝学会 日本遺伝カウンセリング学会、日本遺伝子
診療学会、日本癌学会、日本癌治療学会、
日本臨床腫瘍学会、日本乳癌学会、日本婦
人科腫瘍学会

278201 遺伝学的検査（遺伝性腫瘍） 1052

日本遺伝カウンセリング学会、日本遺伝子
診療学会、日本小児科学会、日本小児血液・
がん学会、日本小児呼吸器学会、日本小児
神経学会、日本小児循環器学会、日本小児
腎臓病学会、日本小児内分泌学会、日本小
児リウマチ学会、日本新生児成育医学会、
日本先天代謝異常学会、日本てんかん学会、
日本神経学会、日本神経治療学会

278202 遺伝学的検査（難病等） 1056

日本睡眠学会 日本小児呼吸器学会、日本臨床検査医学会 279201 終夜睡眠ポリグラフィ 1060

日本呼吸器学会、日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会、日本呼吸療法医学会、日
本小児呼吸器学会

279202 睡眠関連低換気障害群に対する経皮
PCO2 連続測定 1064

日本精神科病院協会 284201 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
（LAI） 1068

284202 入院精神療法（II）イ 1071

284203 精神科デイ・ケア等 1074

284204 精神科デイ・ケア等（プレ・デイ・ケア） 1077

284205 入院精神療法（I） 1080

284206 入院精神療法（II）ロ 1083

284207 入院精神療法（I）20 歳未満加算 1086

284208 重度認知症デイ・ケア料　夜間ケア加算 1089

284209 精神科訪問看護・指導料【1-A 算定要件
の拡大（適応疾患の拡大）】 1093

284210 医療保護入院等診療料 1096

284211 入院集団精神療法 1099

284212 通院集団精神療法 1102

284213 入院生活技能訓練療法 1105

284214 精神科退院前訪問指導料 1108

284215 通院・在宅精神療法における時間外・休
日・深夜加算 1111

284216 特定薬剤副作用評価加算 1114

284217 疾患別リハビリテーション料（加算） 1117

284218 疾患別リハビリテーション料（算定期限
超え除外） 1120

284219 精神科訪問看護・指導料【1-B　算定要
件の拡大（施設基準）】 1123

日本精神神経学会 285201 精神科在宅患者支援管理料 1126

日本精神科病院協会 285202 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 1130

日本児童青年精神医学会、日本精神科病院
協会 285203 精神科ショート・ケア、デイ・ケア（児

童思春期） 1134

日本うつ病リワーク協会 285204 精神科デイケアの機能分化を進める～う
つ病リハビリテーションデイケア～ 1138

日本精神神経科診療所協会、千葉県精神神
経科診療所協会 285205 ハイリスク妊産婦連携指導料【2】の増

点 1142

285206 退院後訪問指導料（医学管理料 B007- 
2） 1145

日本精神神経科診療所協会、千葉県精神神
経科診療所協会 285207 「通院・在宅精神療法」30 分未満の増点 1148
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日本精神神経学会 日本精神神経科診療所協会、千葉県精神神
経科診療所協会 285208 向精神薬の多剤減算 1151

日本精神神経科診療所協会、千葉県精神神
経科診療所協会 285209 通院・在宅精神療法の算定要件変更 1154

285210 精神科訪問看護・指導料（I012 特掲診療
料・精神療法） 1157

日本精神科病院協会 285211 光トポグラフィー 1160

日本自殺予防学会、日本精神科救急学会、
日本臨床救急医学会、日本救急医学会、日
本総合病院精神医学会、日本うつ病学会

285212 救急患者精神科継続支援料 1 1163

日本自殺予防学会、日本精神科救急学会、
日本臨床救急医学会、日本救急医学会、日
本総合病院精神医学会、日本うつ病学会

285213 救急患者精神科継続支援料 2 1166

285214 診療情報提供料（I） 1169

日本脊髄障害医学会 日本排尿機能学会、日本リハビリテーショ
ン医学会 287201 脊髄障害患者に対する間歇的導尿（一日

につき） 1172

日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会 日本リハビリテーション医学会 288201 摂食機能療法 III 1177

日本小児神経学会、日本リハビリテーショ
ン医学会 288202 嚥下造影多職種連携評価加算 1181

日本小児神経学会、日本老年医学会、日本
リハビリテーション医学会 288203 嚥下調整食加算 1184

日本先天代謝異常学会 289201 血中ガラクトース検査 1187

日本てんかん学会 日本臨床神経生理学会、日本脳神経外科学
会、日本神経学会、日本小児神経学会 294201 脳磁図 1191

日本脳神経外科学会、日本神経学会、日本
臨床神経生理学会、日本小児神経学会 294202 長期継続頭蓋内脳波検査（1 日につき） 1195

日本神経学会、日本小児神経学会、日本臨
床神経生理学会 294203 長期脳波ビデオ同時記録検査（1 日につ

き） 1199

日本透析医学会 日本透析医会 295201 人工腎臓　回数是正 1202

295202 感染症免疫学的検査 1205

295203 人工腎臓導入期加算 1208

日本糖尿病学会 296201 持続血糖測定器加算（SAP 療法につい
て）の算定要件見直し 1211

296202 持続血糖測定器加算（リアルタイム
CGM）の適応条件の見直し 1215

296203 糖負荷試験（静脈）追加法（インスリン
感受性評価） 1219

日本動脈硬化学会 日本アフェレシス学会 298201 血漿交換療法（家族性高コレステロール
血症） 1223

日本乳癌学会 日本病理学会 702201 D409-2 センチネルリンパ節生検（片側） 1226

日本脳卒中学会 705201 脳 CT 血管撮影 1230

日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本
脳神経超音波学会 705202 経頭蓋ドプラ装置による脳動脈血流速度

連続測定 1234

705203 救急医療管理加算 1（算定要件拡大） 1237

705204 脳卒中例、意識障害例に対する嚥下機能
評価を伴った摂食機能療法 1240

日本ハイパーサーミア学
会 日本放射線腫瘍学会 706201 電磁波温熱療法 1244

日本肺癌学会
日本臨床腫瘍学会、日本呼吸器学会 707201

EGFR 遺伝子検査（血漿）保険算定にお
ける T790M 血漿検査回数制限の緩和に
ついて

1247

日本皮膚科学会 日本皮膚悪性腫瘍学会、日本臨床皮膚科医
会 709201 ダーモスコピー 1251

日本臨床皮膚科医会 709202 細胞診 1254

709203 センチネルリンパ節生検 1257

日本病理学会 日本臨床細胞学会 713201 悪性腫瘍組織検査 1260

日本臨床細胞学会 713202 病理診断管理加算 1264

日本臨床細胞学会 713203 病理診断料毎回算定 1268
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日本病理学会 日本脳神経外科学会、日本脳腫瘍学会、日
本脳腫瘍病理学会、日本臨床細胞学会 713204 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作

製　4 種抗体加算 1271

713205 サイトケラチン 19（KRT19）mRNA 検
出 1275

日本不安症学会 日本認知・行動療法学会 714201 認知療法・認知行動療法 1279

日本不整脈心電学会 日本循環器学会 715201
心臓ペースメーカー指導管理料
イ）着用型自動除細動器による場合　注
4

1282

715202 植込型除細動器移植術　皮下植込型リー
ドを用いるもの 1286

715203 両室ペーシング機能付き植込型除細動器
移植術 1290

715204 植込型除細動器移植術　経静脈リードを
用いるもの 1293

715205 両心室ペースメーカー移植術 1296

715206 ペースメーカー交換術 1299

715207 両心室ペースメーカー交換術 1303

715208 胸腔鏡下交感神経節切除術 1306

日本循環器学会、日本小児循環器学会、日
本周産期・新生児学会、日本胎児心臓病学
会、日本生体磁気学会

715209 心磁図検査 1310

715210 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） 1314

日本ヘリコバクター学会
日本消化器病学会、日本消化管学会、日本
消化器内視鏡学会 718201

H. pylori の除菌療法において、H. pylori
がクラリスロマイシン耐性と判明してい
る場合に、メトロニダゾールを含む二次
除菌レジメンを一次除菌から用いる。

1318

日本消化器病学会、日本消化管学会、日本
消化器内視鏡学会、日本小児栄養消化器肝
臓学会

718202
若年の内視鏡未施行者に対する非侵襲的
ヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）検
査

1322

日本消化器病学会、日本消化管学会、日本
消化器内視鏡学会 718203 ピロリ菌感染診断における迅速ウレアー

ゼ試験後の培養検査 1325

日本放射線腫瘍学会 日本医学放射線学会、日本医学物理学会、
日本放射線技術学会、日本放射線技師会 720201

強度変調放射線治療（intensity-modu-
lated radiation therapy：IMRT）の施設
基準の見直し

1329

日本医学放射線学会、日本医学物理学会、
日本放射線技術学会、日本放射線技師会 720202

外来放射線治療診療料の算定要件の見直
し（医師の要件（放射線治療経験 5 年以
上）の緩和）

1334

日本医学放射線学会、日本医学物理学会、
日本放射線技術学会、日本放射線技師会 720203 体幹部定位放射線治療の適応拡大 1337

日本産科婦人科学会 720204

婦人科がん腔内照射管理料の増点と毎回
算定

「M000 放射線治療管理料　2　腔内照
射を行った場合」

1341

日本産科婦人科学会 720205

婦人科がん腔内照射料の増点
「M004 密封小線源治療　2 腔内照射　
イ 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」

1345

日本産科婦人科学会 720206
M004 密封小線源治療
注 8　画像誘導密封小線源治療加算の増
点・適応拡大

1349

日本医学放射線学会、日本頭頸部癌学会、
日本頭蓋底外科学会、日本整形外科学会、
日本肝臓学会、日本医学物理学会、日本放
射線技術学会、日本放射線技師会

720207 陽子線治療の適応拡大 1353

日本医学放射線学会、日本頭頸部癌学会、
日本頭蓋底外科学会、日本整形外科学会、
日本肝臓学会、日本医学物理学会、日本放
射線技術学会、日本放射線技師会

720208 重粒子線治療の適応拡大 1358

日本医学放射線学会、日本医学物理学会、
日本放射線技術学会、日本放射線技師会 720209

外来放射線照射診療料における専門認定
看護師加算

（有資格看護師配置の場合の増点）
1363
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日本放射線腫瘍学会 日本医学放射線学会、日本医学物理学会、
日本放射線技術学会、日本放射線技師会 720210

強度変調放射線治療（intensity-modu-
lated radiation therapy：IMRT）の算定
方法の見直し

1367

日本医学放射線学会、日本医学物理学会、
日本放射線技術学会、日本放射線技師会、
日本画像システム工業会

720211 医療機器安全管理料 2 の見直し（専任か
ら専従へ、対象に小線源治療も追加） 1371

日本医学放射線学会、日本医学物理学会、
日本放射線技術学会、日本放射線技師会 720212 「直線加速器による定位放射線治療」と

「体外照射」の同時算定 1374

日本医学放射線学会、日本医学物理学会、
日本放射線技術学会 720213 放射線治療スタッフの常勤換算 1378

日本医学放射線学会、日本医学物理学会、
日本放射線技術学会、日本放射線技師会 720214 放射線治療「専従」加算 1382

日本医学放射線学会、日本医学物理学会、
日本放射線技術学会、日本放射線技師会、
日本画像システム工業会

720215 外来放射線治療加算対象への密封小線源
治療追加 1385

日本医学放射線学会、日本頭頸部癌学会、
日本頭蓋底外科学会、日本整形外科学会、
日本肝臓学会、日本医学物理学会、日本放
射線技術学会、日本放射線技師会

720216 体外照射（X 線、電子線）と粒子線治療
の同時算定 1388

日本医学放射線学会、日本医学物理学会、
日本放射線技術学会、日本放射線技師会 720217 サイバーナイフによる三叉神経痛治療 1392

日本泌尿器科学会、日本医学放射線学会 720218 前立腺癌小線源治療シード点数の増点に
ついて 1396

日本呼吸器内視鏡学会 720219
放射線治療用手技の技術区分変更と気管
支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術
の評価

1400

日本泌尿器科学会 720220
放射線治療用手技の技術区分変更と経皮
的放射線治療用金属マーカー留置術の評
価

1405

日本泌尿器科学会 720221 放射線治療用手技の技術区分変更とス
ペーサ留置手技の評価 1409

日本医学放射線学会、日本医学物理学会、
日本放射線技術学会、日本放射線技師会 720222 各種技術に対するスタッフの兼務につい

ての整合性の調整 1413

日本医学放射線学会、日本医学物理学会、
日本放射線技術学会、日本放射線技師会 720223 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 1416

日本輸血・細胞治療学会 日本臨床検査医学会 722201 輸血時血液型検査 1420

日本リウマチ学会 724201 感染症リスクを有する真菌感染症におけ
る βD グルカン測定 1423

724202 全身性エリテマトーデスに対するベリム
マブの外来化学療法加算 B 1426

日本腎臓学会、日本小児科学会 724203
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

1429

日本整形外科学会 724204 成人 still 病（AOSD）における血清フェ
リチン値の測定 1432

724205 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 1435

724206 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 1439

724207 ベーチェット病における HLA 型クラス I
検査 1442

日本リハビリテーション
医学会

日本リハビリテーション関連委員会、日本
整形外科学会、日本小児神経学会 725201 療養・就労両立支援指導料 1445

725202 がん患者リハビリテーション 1448

日本整形外科学会、日本小児神経学会、日
本神経学会 725203 L100 神経ブロック（ボツリヌス毒素使

用） 1451

日本リンパ網内系学会 日本血液学会 726201 染色体検査 1455

日本血液学会 726202
免疫抑制療法およびがん化学療法時の B
型肝炎既往感染に関する一括スクリーニ
ング

1459

日本血液学会 726203
B 型肝炎既往感染者における免疫抑制療
法、がん化学療法中および治療後の
HBV-DNA 量の定期的モニタリング

1463
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日本リンパ網内系学会 日本血液学会 726204 造血器腫瘍遺伝子検査 1467

日本臨床栄養学会 日本臨床検査医学会、日本透析医学会、日
本小児栄養消化器肝臓学会、日本肝臓学会、
日本小児神経学会

727201 血清セレン測定（検査 D007 血液生化学
検査） 1470

日本臨床検査医学会 日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医
会 728201 抗酸菌核酸同定 1474

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医
会 728202 結核菌群核酸検出 1477

日本臨床検査専門医会 728203 国際標準検査管理加算の外来症例での評
価 1480

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医
会 728204 抗酸菌分離培養（液体培地法） 1483

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医
会 728205 抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係な

く） 1486

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医
会 728206 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 1489

日本臨床検査専門医会 728207 クロストリジウム・ディフィシル抗原定
性 1492

日本臨床検査専門医会 728208 アルブミン測定方法による項目分け 1495

日本臨床検査専門医会 728209 ヘモグロビン A1C の分類見直し 1498

日本臨床検査専門医会 728210 検査画像情報提供加算・診療情報提供料
（I） 1501

日本呼吸器学会 728211 肺気量分画測定（安静換気量測定及び最
大換気量測定を含む） 1504

日本呼吸器学会 728212 フローボリュームカーブ（強制呼出曲線
を含む） 1507

日本呼吸器学会 728213 機能的残気量測定 1510

日本呼吸器学会 728214 肺拡散能力検査 1513

日本臨床検査専門医会 728215 脳性 Na 利尿ペプチド（BNP） 1516

日本臨床検査専門医会 728216 心筋トロポニン I 1519

日本血栓止血学会、日本臨床検査専門医会 728217 血小板凝集能 1522

日本臨床検査専門医会 728218 クレアチンキナーゼ MB 分画（CK-MB） 1525

日本臨床検査専門医会 728219 動物使用検査 1528

日本臨床検査専門医会 728220 ア レ ル ゲ ン 刺 激 性 遊 離 ヒ ス タ ミ ン
（HRT） 1531

日本臨床検査専門医会 728221 Bence Jones 蛋白定性（尿） 1534

日本臨床検査専門医会 728222 蛋白分画 1537

日本臨床検査専門医会 728223 サイトメガロウイルス抗体 1540

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医
会 728224 抗酸菌同定 1543

日本臨床検査専門医会 728225 赤血球表面抗原検査 1546

日本臨床検査専門医会 日本臨床検査医学会 729201 血液採取・静脈 1549

日本臨床腫瘍学会、日本遺伝子診療学会、
日本癌治療学会、家族性腫瘍学会 729202 悪性腫瘍遺伝子検査　ト　マイクロサテ

ライト不安定性検査 1552

日本臨床検査医学会 729203 国際標準検査管理加算の範囲拡大 1555

日本臨床検査医学会、日本臨床検査振興協
議会、日本臨床腫瘍学会 729204 悪性腫瘍組織検査（標準化および質向上

支援技術） 1558

日本臨床検査医学会 729205 超音波エラストグラフィー 1561

日本家族性腫瘍学会 729206
網膜芽細胞腫及び甲状腺髄様癌の遺伝学
的検査の方法の追加（DNA シーケンス
法）

1564

日本臨床検査医学会 729207 皮膚灌流圧測定（SPP） 1567

日本臨床化学会 729208 25-ヒドロキシビタミン D 1570

日本血液学会 729209 ADAMTS13 活性 1573

日本血液学会、日本血栓止血学会 729210 ADAMTS13 インヒビター 1576

日本臨床検査医学会、日本エイズ学会 729211 HIV-1,2 抗原・抗体同時測定定量 1579
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日本臨床細胞学会 日本病理学会、日本産科婦人科学会、日本
婦人科腫瘍学会 730201 細胞診断料の見直し（婦人科細胞診への

適用拡大） 1582

日本病理学会、日本産科婦人科学会、日本
婦人科腫瘍学会、日本肺癌学会、日本呼吸
器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本膵臓
学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器
病学会

730202 病理組織標本作製、セルブロック法によ
るもの、適応疾患の拡大 1585

日本呼吸器内視鏡学会、日本病理学会、日
本肺癌学会、日本呼吸器学会 730203 迅速細胞診（検査中の場合）、適応疾患の

拡大 1589

日本病理学会、日本産科婦人科学会、日本
婦人科腫瘍学会、日本肺癌学会、日本呼吸
器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本膵臓
学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器
病学会

730204 免疫染色、細胞診標本への適用拡大 1593

日本病理学会、日本産科婦人科学会、日本
婦人科腫瘍学会、日本肺癌学会、日本呼吸
器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本膵臓
学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器
病学会

730205 液状化検体細胞診加算の見直し 1596

日本臨床神経生理学会 731201 誘発筋電図（神経伝導検査を含む） 1600

日本睡眠学会、日本神経学会、日本てんか
ん学会 731202 反復睡眠潜時試験 1603

日本臨床整形外科学会 日本整形外科学会、日本運動器科学会 732201 関節液検査 1607

日本整形外科学会、日本運動器科学会 732202 骨粗鬆症における骨代謝マーカー測定要
件の見直し 1610

日本臨床内科医会 733201 特定疾患療養管理料 1613

733202 処方箋料 1616

733203 処方料 1619

733204 診療情報提供料 1622

733205 在宅時医学総合管理料（処方箋を交付し
ない場合の加算） 1625

日本臨床腫瘍学会 734201 がん治療連携計画策定料・がん治療連携
指導料 1628

日本臨床微生物学会 日本臨床検査医学会 735201 細菌培養同定検査：血液および穿刺液 1631

日本臨床検査医学会 735202 大腸菌ベロトキシン定性 1634

日本臨床検査医学会 735203 細菌薬剤感受性検査 1 菌種 1637

日本臨床検査医学会 735204 細菌薬剤感受性検査 2 菌種 1640

日本臨床検査医学会 735205 細菌薬剤感受性検査 3 菌種以上 1643

日本臨床検査医学会 735206 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 1646

日本臨床検査医学会 735207 細菌培養同定検査（消化管からの検体） 1649

日本臨床検査医学会 735208 細菌培養同定検査（口腔・気道又は呼吸
器からの検体） 1652

日本臨床検査医学会 735209 細菌培養同定検査（泌尿器又は生殖器か
らの検体） 1655

日本臨床検査医学会 735210 細菌培養同定検査（その他の部位からの
検体） 1658

日本臨床検査医学会 735211 大腸菌血清型別 1661
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