
2．医療技術評価提案書（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 636

201202 血漿交換療法（増点について） 640

日本臨床腎移植学会 201203
ABO 血液型不適合間の同種腎移植又はリ
ンパ球抗体陽性の同種腎移植に対する単
純血漿交換

644

日本アルコール・アディ
クション医学会

日本精神神経学会、日本アルコール関連問題
学会 202201 依存症集団療法1・2における専従者要件

の拡大（公認心理師の追加） 648

日本精神神経学会、日本アルコール関連問題
学会 202202 依存症集団療法 652

日本アレルギー学会 日本呼吸器学会、日本小児アレルギー学会、
日本小児科医会 203201 スパイログラフィー等検査　呼気ガス分

析 656

日本医学放射線学会 204201 画像診断管理加算 2 の見直し（2.5 の創
設） 660

204202 画像診断管理加算 3 の見直し（4 の新設） 664

204203 画像診断加算（小児）（小児被ばく低減加
算） 668

日本磁気共鳴医学会、日本放射線科専門医
会・医会 204204 コンピューター断層診断の増点 672

204205 遠隔画像診断管理加算 3 の廃止 676

日本移植学会 日本臨床腎移植学会 206201 抗 HLA 抗体検査（スクリーニング・同定） 680

日本遺伝子診療学会 日本人類遺伝学会、日本遺伝カウンセリング
学会 209201

体細胞遺伝子変異解析システム「オンコ
マイン Dx Target Test マルチ CDx シス
テム」

684

日本耳鼻咽喉科学会、日本人類遺伝学会、日
本遺伝カウンセリング学会 209202 難聴の遺伝学的検査 688

209203 微生物核酸同定 692

日本運動器科学会 日本臨床整形外科学会 210201 運動器リハビリテーション起算日の変更 696

日本核医学会 日本医学放射線学会、日本感染症学会、日本
リウマチ学会、日本小児科学会 214201

「E101-2　ポジトロン断層撮影」及び
「E101-3　ポジトロン断層・コンピュー
ター断層複合撮影」不明熱の診断

699

日本医学放射線学会、日本食道学会 214202

「E101-2　ポジトロン断層撮影」及び
「E101-3　ポジトロン断層・コンピュー
ター断層複合撮影」食道癌術前補助療法
の再病期診断

703

日本医学放射線学会、日本乳癌学会 214203

ポジトロン断層撮影（FDG-PET）、ポジ
トロン断層・コンピューター断層複合撮
影（FDG-PET/CT）又は乳房用ポジトロ
ン断層撮影による乳癌術前補助療法の治
療効果判定

707

日本薬学会、日本病院薬剤師会 214204

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）

711

日本薬学会、日本病院薬剤師会 214205

内用療法用放射性医薬品を院内調製する
場合、「放射性同位元素内用療法管理料に
おける薬剤師配置が望ましい」を適用要
件追加

715

日本緩和医療学会 219201 外来緩和ケア管理料 719

219202 がん患者指導管理料イ 722

219203 がん性疼痛緩和指導管理料 725

日本血液学会
224201

注射 G 通則 6「外来化学療法加算と注射
G 通則 7「連携充実加算」における加算算
定項目としての「皮下注射」の追加

728

224202 D025　基本的検体検査実施料（1 日につ
き） 732
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日本血液学会 224203 F200 薬剤いわゆる「7 種逓減」対象薬剤
からの抗悪性腫瘍薬の除外 736

224204 WT1 mRNA 740

日本臨床検査医学会、日本臨床衛生検査技師
会 224205 赤血球・好中球表面抗原検査 744

日本小児血液・がん学会、日本造血・免疫細
胞療法学会 224206 特定薬剤治療管理料対象薬として「ブス

ルファン注射液」を追加 748

日本血栓止血学会 日本血液学会 226201 凝固因子活性検査：第 VIII 因子，第 IX 因
子［合成基質法］ 752

日本呼吸器学会 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 229201 外来緩和ケア管理料 756

日本睡眠学会、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 229202 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 2 の算

定要件ウの修正 760

日本睡眠学会、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 229203 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 2 の注

2 および（6）の修正 764

日本アレルギー学会、日本小児アレルギー学
会 229204 百日咳の早期診断法 769

日本呼吸療法医学会 229205 特発性肺線維症の急性増悪に対する吸着
式血液浄化法 773

229206 在宅酸素療法指導管理料の算定要件変更 777

日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会

日本呼吸器学会、日本リハビリテーション医
学会 231201 呼吸器リハビリテーション料（増点） 781

日本呼吸療法医学会 日本呼吸器学会、日本睡眠学会、日本呼吸ケ
ア・リハビリテーション学会 232201 D222 経皮的血液ガス分圧測定 1,2 及び

算定要件（1）イの修正 785

日本在宅医療連合学会
236201

在宅患者訪問診療料・歯科訪問診療料の
「同一建物居住者」の人数による減額の見
直し

789

236202 看取り介護加算（Ⅱ）と在宅患者訪問診
療料の看取り加算の併算定の制限撤廃 793

236203

在宅医療における在宅血液透析又は在宅
腹膜灌流を行っていない保存期腎不全に
よる腎性貧血患者へのエリスロポエチン
製剤注射

797

236204 ポリウレタンフィルムおよびポリウレタ
ンフォームの褥瘡予防の適応拡大 801

236205
外来栄養食事指導料 2 の「当該保険医療
機関以外」に認定栄養ケア・ステーショ
ンを含める

805

236206
在宅患者訪問栄養食事指導料 2 の「当該
保険医療機関以外」に認定栄養ケア・ス
テーションを含める

809

236207 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の適応拡
大 813

236208 強化型在宅療養支援診療所のグループ内
の訪問診療の実績評価 817

236209 認知症の検査を居宅で実施した場合の算
定 821

日本周産期・新生児医学
会 日本新生児成育医学会 237201 アルブミン非結合型ビリルビン 825

日本消化管学会 日本食道学会 239201 食道内多チャンネル・インピーダンス pH
測定検査 829

239202 ベドリズマブ（生物学的製剤）の外来化
学療法加算 833

日本消化器内視鏡学会 日本消化器病学会、日本臨床栄養代謝学会 240201 経皮的胃壁腹壁固定法 837

日本小児アレルギー学会 日本アレルギー学会、日本小児科医会、日本
臨床栄養学会 242201 小児食物アレルギー負荷検査 841
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日本小児栄養消化器肝臓
学会

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

243201 静脈麻酔 845

日本小児科医会 日本小児科学会 244201 小児科外来診療料 849

日本小児科学会 244202 小児かかりつけ診療料 853

日本小児科学会 日本小児血液・がん学会 245201 在宅ターミナルケア加算 857

日本小児感染症学会 日本臨床検査医学会 246201 RS ウイルス抗原定性 861

246202 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 865

日本小児血液・がん学会 日本血液学会 248201 携帯型精密輸液ポンプ加算 869

日本血液学会 248202 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 872

248203 がんゲノムプロファイリング検査 876

日本小児神経学会 日本小児科学会、日本小児科医会、日本外来
小児科学会 250201 小児科療養指導料 880

日本小児科学会、日本小児科医会、日本外来
小児科学会 250202 在宅時医学総合管理料 883

日本小児科学会 250203 診療情報提供料（Ⅰ） 887

日本小児循環器学会 日本循環器学会、日本集中治療医学会、日本
新生児成育医学会 252201 肺血流増加型先天性心疾患に対する低酸

素療法 891

日本小児腎臓病学会 253201 リツキシマブ投与後の CD19、または
CD20 モニタリング 895

253202 腎代替療法指導管理料 899

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 254201 小児特定疾患カウンセリング料 903

日本小児神経学会、児童青年精神医学会 254202 全訂版田中ビネー知能検査 907

日本小児神経学会、児童青年精神医学会 254203 WISC-R 知能検査 910

日本小児内分泌学会 日本小児科学会、日本新生児成育医学会 255201 オクトレオチド酢酸塩皮下注射における
間歇注入シリンジポンプ加算 913

255202 血糖自己測定器加算　間欠スキャン式持
続血糖測定器によるもの 917

日本心エコー図学会 日本循環器学会、日本超音波医学会、日本心
臓病学会 257201

経胸壁心エコー法と経食道心エコー法を
同一日に検査した際の診療報酬の個別算
定

921

日本神経学会 日本神経治療学会 258201 経管栄養・薬剤投与用　カテーテル交換
法 925

日本リハビリテーション医学会、日本神経治
療学 258202

パーキンソン病およびその類縁疾患の急
性増悪に対する回復期リハビリテーショ
ン病棟でのリハビリテーション

929

日本臨床神経生理学会、日本小児神経学会、
日本てんかん学会 258203 デジタル脳波判読の遠隔診断 933

日本神経治療学会 258204 薬剤投与用胃瘻造設術 937

日本神経治療学会 258205 排痰補助装置 941

日本神経治療学会 日本臨床神経生理学会、日本ボツリヌス治療
学会 259201 ボツリヌス毒素療法の注射技術 945

日本神経学会 259202 ニューロリハビリテーション（装着型サ
イボーグによる） 949

259203 オンライン装置治療指導管理料 954

日本神経免疫学会
日本神経学会、日本神経治療学会 260201

重症筋無力症および視神経脊髄炎スペク
トラム障害に対するエクリズマブの外来
化学療法加算

958

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 261201 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 961
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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、日本医学放射線学会 261202 血流予備量比コンピューター断層撮影 965

日本循環器学会 261203 四肢の血管拡張術・血栓除去術 969

日本心身医学会 日本心療内科学会 262201 心身医学療法 973

日本心療内科学会 262202 重症過敏性腸症候群に対する認知行動療
法 976

日本心療内科学会 262203 神経性やせ症に対する認知行動療法 980

日本心療内科学会 262204 神経性過食症に対するガイドセルフヘル
プ認知行動療法 984

日本心療内科学会 262205 特定疾患カウンセリング 988

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、日本リハ

ビリテーション医学会 266201
心臓弁膜症に対する経カテーテル弁修復
術を心大血管リハビリテーションの対象
疾患に含める

992

日本循環器学会、日本心臓病学会、日本リハ
ビリテーション医学会 266202

先天性心疾患に対する経カテーテル修復
術後を心大血管リハビリテーションの対
象疾患に含める

995

日本循環器学会、日本心臓病学会、日本リハ
ビリテーション医学会 266203 肺高血圧症を心大血管リハビリテーショ

ンの対象疾患に含める 999

日本循環器学会、日本心臓病学会、日本リハ
ビリテーション医学会 266204

リハビリテーション実施計画書の説明医
師の条件に、専任医師以外の主治医また
は担当医にも拡大

1003

日本循環器学会、日本心臓病学会、日本リハ
ビリテーション医学会 266205 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 1006

日本心療内科学会 日本心身医学会、日本運動器疼痛学会、日本
頭痛学会、日本ペインクリニック学会 268201 慢性痛に対する認知療法・認知行動療法 1009

日本児童青年精神医学会
日本精神神経学会 270201

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）診療所の施
設基準の変更

1013

日本精神神経学会 270202
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）専任の常勤
精神科医の変更

1017

日本精神神経学会 270203 通院・在宅精神療法　注 3、注 4 加算の
算定期限の変更 1021

日本耳鼻咽喉科学会 271201 中咽頭癌および原発不明癌検体に対する
p16 蛋白免疫染色 1025

271202
上咽頭癌および原発不明癌検体における
EBERs in situ ハイブリダイゼーション

（ISH）染色
1029

日本腎臓学会 276201 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 1033

276202 経皮的腎生検 1037

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 1041

日本人類遺伝学会 日本遺伝子診療学会、日本癌治療学会、日本
臨床腫瘍学会、日本産科婦人科学会、日本婦
人科腫瘍学会、日本乳癌学会、日本泌尿器科
学会、日本膵臓学会

278201 BRCA1/2 遺伝子検査 1045

日本＿学会：小児科、遺伝子診療、遺伝カウ
ンセリング、先天代謝異常、小児神経、小児
リウマチ、小児栄養消化器肝臓、老年医、心
臓リハビリテーション、リハビリテーショ
ン、形成外科、眼科、整形外科、皮膚科、周
産期・新生児医、小児血液・がん、小児内分
泌、小児循環器、小児外科、小児皮膚科、小
児腎臓病、小児整形外科、小児呼吸器、新生
児成育医、てんかん、動脈硬化

278202 遺伝学的検査の適用拡大 1049

日本遺伝子診療学会、日本癌治療学会、日本
臨床腫瘍学会、日本産科婦人科学会、日本婦
人科腫瘍学会、日本乳癌学会、日本泌尿器科
学会、日本膵臓学会

278203 遺伝学的検査（遺伝性腫瘍） 1053

日本遺伝子診療学会、日本癌治療学会、日本
臨床腫瘍学会、日本産科婦人科学会、日本婦
人科腫瘍学会、日本乳癌学会

278204 乳癌サーベイランス 1057
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日本人類遺伝学会 日本遺伝子診療学会、日本癌治療学会、日本
臨床腫瘍学会、日本産科婦人科学会、日本婦
人科腫瘍学会、日本乳癌学会

278205 卵巣がんサーベイランス 1061

日本遺伝子診療学会、日本癌治療学会、日本
臨床腫瘍学会、遺伝カウンセリング学会、日
本産科婦人科学会、日本婦人科腫瘍学会、日
本乳癌学会

278206 予防的卵巣卵管切除術 1065

日本遺伝子診療学会、日本癌治療学会、日本
臨床腫瘍学会、日本産科婦人科学会、日本婦
人科腫瘍学会、日本乳癌学会、日本泌尿器科
学会、日本膵臓学会

278207 マイクロサテライト不安定性検査 1069

日本睡眠学会 日本精神神経学会、日本心身医学会、日本心
療内科学会、日本総合病院精神医学会 280201 認知療法・認知行動療法 1073

日本小児呼吸器学会、日本臨床衛生検査技師
会、日本臨床神経生理学会 280202 終夜睡眠ポリグラフィ 1077

日本頭痛学会 日本神経学会、日本心身医学会、日本心療内
科学会 281201 難治性片頭痛に対する認知行動療法 1081

日本神経学会、日本神経治療学会 281202 オンライン診療における慢性頭痛性疾患
の生活指導、薬物療法の療養管理料 1085

日本神経学会、日本神経治療学会 281203 外来診療における慢性頭痛性疾患の生活
指導、薬物療法の療養管理 1089

日本神経学会、日本神経治療学会 281204 片頭痛、群発頭痛患者のオンライン診療
における在宅自己注射指導管理料 1093

日本神経学会、日本神経治療学会 281205 群発頭痛患者オンライン診療における在
宅酸素療法指導管理 1096

日本精神科病院協会 284201 通院・在宅精神療法（通院精神療法） 1100

284202 入院精神療法（Ⅱ）イ 1104

284203 精神科ショート・ケア・精神科デイ・ケ
ア 1107

284204 入院精神療法（20 歳未満） 1110

284205 重度認知症デイ・ケア料　夜間ケア加算 1114

284206 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）】 1119

284207 医療保護入院等診療料 1122

284208 精神科退院前訪問指導料 1126

284209 特定薬剤副作用評価加算 1129

284210 精神科訪問看護・指導料 1133

284211 B000 特定疾患療養管理料 1137

284212 通院・在宅精神療法（オンライン診療時
の算定） 1140

日本精神神経学会 日本精神科救急学会 285201 クロザピン血中濃度の測定（特定薬剤治
療管理料） 1144

日本児童青年精神医学会 285202 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケ
ア　児童思春期加算 1148

285203 ハイリスク妊産婦連携指導料 1,2 1152

285204 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 1155

285205 児童思春期精神科専門管理加算のイ 1159

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 285206「通院・在宅精神療法」30 分未満の増点 1162

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 向精神薬の多剤減算 1165

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 通院・在宅精神療法の算定要件変更 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

日本小児神経学会、日本リハビリテーション
医学会、日本耳鼻咽喉科学会 288201 摂食機能療法Ⅲ 1176

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 1180
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日本先天代謝異常学会 日本循環器学会、日本腎臓学会、日本在宅医
療連合学会 289201 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 1183

日本造血・免疫細胞療法
学会 日本血液学会、日本小児血液・がん学会、日

本移植学会 291201
移植後患者指導管理料（造血幹細胞移植）
における情報通信機器を用いた遠隔面談
への要件拡大

1187

日本輸血・細胞治療学会、日本血液学会、日
本小児血液・がん学会、日本再生医療学会、
FIRM（再生医療イノベーションフォーラム）

291202 K921-3【末梢血単核球採取（一連につ
き）】 1190

291203 コーディネート体制充実加算 1194

日本がん口腔支持療法学会 291204 周術期口腔機能管理後手術加算 1198

日本超音波医学会 日本医学放射線学会、日本乳癌学会 292201 超音波エラストグラフィ 1202

日本てんかん学会 日本神経学会、日本小児神経学会 294201 遠隔連携診療料 1206

294202 認知機能検査その他の心理検査 1210

日本透析医学会 日本透析医会 295201 感染症免疫学的検査 1214

日本動脈硬化学会 298201 超音波法によるアキレス腱厚の測定 1218

日本循環器学会、日本高血圧学会 298202 血圧脈波検査 1221

日本乳癌学会 701201 D409-2 センチネルリンパ節生検（片側）1225

日本脳卒中学会 日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本神
経治療学会 704201 遠隔連携診療料（急性期脳卒中） 1229

日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本神
経治療学会、日本脳神経超音波学会 704202 経頭蓋ドプラ装置による脳動脈血流速度

連続測定 1233

日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本神
経治療学会 704203 7 日以上長時間心電図データレコーダ解

析 1237

日本肺癌学会

日本呼吸器学会 705201

悪性腫瘍組織検査（悪性腫瘍遺伝子検
査）：オンコマイン Dx Target Test マル
チ CDx システムへの「MET エクソン 14
スキッピング検査」項目の追加

1241

日本呼吸器学会 705202 胸水中のヒアルロン酸濃度の測定 1245

日本呼吸器学会、日本呼吸器外科学会、日本
呼吸器内視鏡学会 705203（肺）悪性腫瘍遺伝子検査 1249

日本呼吸器学会、日本呼吸器外科学会、日本
呼吸器内視鏡学会 705204

（肺）免疫染色（免疫抗体法）病理組織標
本作製
6　ALK 融合タンパク

1253

日本呼吸器学会、日本呼吸器外科学会、日本
呼吸器内視鏡学会 705205（肺）PD-L1 タンパク免疫染色（免疫抗体

法）病理組織標本作製 1257

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 1261

日本泌尿器科学会 日本尿路結石症学会 707201「B001-9 外来栄養食事指導料」の再発性
尿路結石への適応拡大 1265

日本皮膚科学会 日本医真菌学会、日本臨床皮膚科医会 708201 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡
検査 1269

日本臨床皮膚科医会、日本皮膚悪性腫瘍学会 708202 ダーモスコピー 1273

日本臨床皮膚科医会 708203 リンパ球刺激試験（LST） 1277

日本病理学会 日本臨床細胞学会 712201 病理診断料 1281

日本臨床細胞学会 712202 施設基準通知　第84の3 100分の80の
廃止 1284

日本臨床細胞学会 712203 連携病理診断の体制強化　第84の3　施
設基準の見直し 1288

日本臨床細胞学会 712204 悪性腫瘍病理組織標本加算 1292

日本臨床細胞学会 712205 がんゲノムプロファイリング検査のため
の病理組織標本作製等 1296

日本乳癌学会 712206 センチネルリンパ節生検 1300

日本臨床細胞学会 712207 病理診断管理加算 1304

日本不安症学会 713201 認知療法・認知行動療法 1308

日本不整脈心電学会
日本呼吸器学会、日本循環器学会 715201

心房細動患者に合併した睡眠時無呼吸患
者に対する在宅持続陽圧呼吸療法適応拡
大

1312
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日本不整脈心電学会
日本循環器学会 715202

心臓ペースメーカー指導管理料　遠隔モ
ニタリング加算（着用型自動除細動器に
よる場合）

1316

日本循環器学会 715203 植込型除細動器移植術　皮下植込型リー
ドを用いるもの 1320

日本循環器学会 715204 植込み型除細動器、両室ペーシング機能
付き植込み型除細動器　指導管理料増設 1324

日本循環器学会 715205 経静脈電極抜去術　レーザーシースを用
いないもの 1328

日本循環器学会 715206 胸腔鏡下交感神経節切除術 1332

日本循環器学会 715207 植込み型除細動器一次予防　適応基準通
知 1336

日本フットケア・足病医
学会 716201 運動器リハビリテーション料の対象疾患

への糖尿病足病変の追記 1340

716202 遠隔連携診療料の対象疾患への下肢末梢
動脈疾患の追記 1344

日本ヘリコバクター学会
日本消化器病学会 718201

胃がん家族歴を有する若年者における非
侵襲的ヘリコバクター・ピロリ（ピロリ
菌）検査

1348

日本消化器病学会 718202 内視鏡未施行者に対する非侵襲的ヘリコ
バクター・ピロリ検査 1352

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 719201「1 回線量増加加算」の増点 1356

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 719202

外来放射線治療診療料の算定要件の見直
しと増点

（医師の要件（放射線治療経験 5 年以上）
の緩和）

1360

日本医学放射線学会、日本脳腫瘍学会、日本
肺癌学会、日本食道学会、大腸癌研究会、日
本肝臓学会、日本膵臓学会、日本泌尿器科学
会、日本婦人科学会、日本癌治療学会、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

719203 陽子線治療の適応拡大 1364

日本医学放射線学会、日本肺癌学会、日本食
道学会、大腸癌研究会、日本肝臓学会、日本
膵臓学会、日本泌尿器科学会、日本婦人科学
会、日本癌治療学会、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

719204 重粒子線治療の適応拡大 1368

日本産科婦人科学会 719205

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」

1372

719206

組織内照射料の増点「M004 密封小線源
治療　3 組織内照射　ロ 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」

1376

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
看護協会

719207
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）
1381

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 719208

強 度 変 調 放 射 線（intensity-modulated 
radiation therapy：IMRT）の算定方法の
見直し

1385

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 719209 遠隔放射線治療計画のテレワークとして

の活用（常勤医の定義の見直し） 1389

日本産科婦人科学会 719210 画像誘導密封小線源治療加算の適応拡大 1393

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 719211「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 1397

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 719212 体外照射用固定器具加算の特定医療材料

としての扱いと装着手技料の追加 1401

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 719213 画像誘導放射線治療（体表面の位置情報

によるもの）の増点 1405

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 719214 呼吸性移動対策加算の適応拡大 1409
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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 719215 頭頚部固定具の適応疾患に良性疾患を追

加 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 719216 放射線治療「専従」加算 1417

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

719217 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） 1421

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 719218

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

1425

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 719219 サイバーナイフによる三叉神経痛治療 1429

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 719220 精度管理者・技師による画像誘導放射線

治療（IGRT） 1433

日本泌尿器科学会 719221 経会陰的放射線治療用材料局所注入手技
の技術区分変更 1437

日本泌尿器科学会 719222 経皮的金マーカ留置術の手技料追加、材
料と合わせて M 枠に移動 1441

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 719223 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 1445

日本輸血・細胞治療学会
日本血栓止血学会 721201

輸血適正使用加算：基準変更
血漿交換使用分の新鮮凍結血漿全量の除
外

1449

日本リウマチ学会
日本腎臓学会 723201

顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽
腫症に対するリツキシマブの外来化学療
法加算 2

1453

723202 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 1457

723203 ベーチェット病における HLA 型クラス I
検査 1461

723204
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

1465

日本リハビリテーション
医学会 日本腰痛学会、日本整形外科学会 724201 リハビリテーション総合計画評価料にお

ける運動量増加機器加算 1469

日本腰痛学会、日本摂食嚥下リハビリテー
ション学会 724202 がん患者リハビリテーション料 1473

日本腰痛学会 724203 療養・就労両立支援指導料の対象疾患の
拡大 1477

日本腰痛学会 724204
療養・就労両立支援指導料　相談支援加
算対象職種へ理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士の追記

1480

日本運動器科学会、日本小児神経学会、日本
神経学会、日本臨床整形外科学会 724205 神経ブロック（ボツリヌス毒素使用） 1483

日本臨床栄養学会 日本臨床検査医学会、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 725201 血清セレン測定（検査 D007 血液化学検

査） 1487

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 726201 細菌培養同定検査（消化管からの検体） 1491

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726202 血液採取・静脈 1495

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726203 結核菌群核酸検出 1499

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726204 抗酸菌核酸同定 1503

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726205 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 1506

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726206 細菌培養同定検査（その他の部位からの
検体） 1509

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726207 細菌培養同定検査（口腔・気道又は呼吸
器からの検体） 1513

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726208 細菌培養同定検査（泌尿器又は生殖器か
らの検体） 1517

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726209 細菌培養同定検査：血液および穿刺液 1520

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726210 細菌感受性検査 1 菌種 1524

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726211 細菌感受性検査 2 菌種 1527
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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 726212 細菌感受性検査 3 菌種以上 1530

日本臨床検査専門医会 726213 抗酸菌分離培養（液体培地法） 1533

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726214 抗酸菌分離培養（それ以外のもの） 1536

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726215 抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係な
く） 1540

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726216 迅速微生物核酸同定・定量検査加算 1544

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726217 細菌培養同定検査・嫌気性加算 1547

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726218 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡
検査　集菌塗抹法加算 1551

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726219 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 1554

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726220 クロストリジオイデス・ディフィシル抗
原定性 1558

日本臨床検査専門医会 726221 診療情報提供料（Ⅰ）・検査・画像情報提
供加算 1561

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726222 国際標準検査管理加算 1564

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726223 がんゲノムプロファイリング 1567

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726224 ヘモグロビン A1C の分類見直し 1570

日本血栓止血学会、日本臨床検査専門医会 726225 血小板凝集能 1573

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726226 骨髄像（検鏡法）・特殊染色加算 1576

日本臨床微生物学会、日本臨床検査専門医会 726227 末梢血液像（検鏡法）・特殊染色加算 1579

日本呼吸器学会、日本アレルギー学会、日本
小児アレルギー学会、日本小児呼吸器学会、
日本臨床検査専門医会

726228
スパイログラフィー等検査　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。）

1582

日本呼吸器学会、日本アレルギー学会、日本
小児アレルギー学会、日本小児呼吸器学会、
日本臨床検査専門医会

726229 スパイログラフィー等検査　フローボ
リュームカーブ（強制呼出曲線を含む。） 1585

日本呼吸器学会、日本アレルギー学会、日本
小児アレルギー学会、日本小児呼吸器学会、
日本臨床検査専門医会

726230 スパイログラフィー等検査　機能的残気
量測定 1588

日本呼吸器学会、日本アレルギー学会、日本
小児アレルギー学会、日本小児呼吸器学会、
日本臨床検査専門医会

726231 肺胞機能検査　肺拡散能力検査 1591

日本血栓止血学会、日本臨床検査専門医会 726232 膀胱がん関連遺伝子検査 1594

日本血栓止血学会、日本臨床検査専門医会 726233 HBV コア関連抗原（HBcrAg） 1598

日本臨床検査専門医会 日本臨床検査医学会 727201 鼻腔・咽頭拭い液採取 1601

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 728201 細胞診断料の見直し（婦人科細胞診への

適用） 1605

日本消化器内視鏡学会、日本病理学会 728202 迅速細胞診（検査中の場合）、適応疾患の
拡大 1609

日本病理学会、日本産科婦人科学会、日本婦
人科腫瘍学会 728203 免疫染色、細胞診標本への適用拡大 1613

日本病理学会、日本産科婦人科学会、日本婦
人科腫瘍学会 728204 液状化検体細胞診加算の見直し 1616

日本病理学会 728205 迅速細胞診（検査中の場合）、乳腺、甲状
腺への適用拡大 1619

日本臨床腫瘍学会 日本癌治療学会、日本泌尿器科学会、日本肺
癌学会、日本産科婦人科学会、日本婦人科腫
瘍学会、日本人類遺伝学会、日本遺伝カウン
セリング学会

729201 がんゲノムプロファイリング検査 1623

日本がん看護学会、日本臨床腫瘍薬学会、抗
がん剤曝露対策協議会 729202 無菌調製処理料 1628

729203 UDP グルクロン酸転移酵素遺伝子多型 1631

日本臨床神経生理学会 日本神経治療学会 730201 誘発筋電図（神経伝導検査を含む） 1635

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、日本
リハビリテーション医学会 732201 外来リハビリテーションでの初期加算、

早期加算の適応疾患の拡大 1639

日本整形外科学会、日本運動器科学会 732202 運動器リハビリテーション（Ⅰ）の適正
評価 1642

（79）



日本臨床整形外科学会 日本運動器科学会 732203 骨粗鬆症における骨代謝マーカー測定要
件の見直し 1645

日本臨床内科医会 733201 処方箋料 1648

733202 処方料 1651

日本リンパ網内系学会 日本血液学会、日本小児血液・がん学会 735201 染色体検査 1654

日本血液学会、日本小児血液・がん学会 735202
在宅自己注射指導管理料加算のがん薬物
療法実施中の G-CSF 製剤に対する適応
拡大

1658

（80）


