
3．基本診療料提案書（未収載・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

日本核医学会 日本外科学会、日本内科学会、日本臨床腫瘍
学会、日本肝胆膵外科学会、日本臨床外科学
会

A214101

RI 内用療法において放射線治療病室で
はなく、適切な防護措置および汚染防止
措置を講じて一般病室を使用した場合
の、当該病室に対する管理加算

1662

A214201
A225 放射線治療病室管理加算（非密封
線源を使用する放射線治療病室を対象と
した増点）

1667

日本緩和医療学会 A219201 緩和ケア病棟入院料 1672

日本結核・非結核性抗酸
菌症学会 日本呼吸器学会、日本感染症学会 A225201 結核病棟入院基本料 1676

日本呼吸器学会、日本感染症学会 A225202 重症者等療養環境特別加算 1679

日本呼吸器学会、日本感染症学会 A225203 救急医療管理加算 1682

日本呼吸器学会、日本感染症学会 A225204 緩和ケア診療加算 1685

日本呼吸器学会、日本感染症学会 A225205 呼吸ケアチーム加算 1688

日本呼吸器学会、日本感染症学会 A225206
A210 難病等特別入院診療加算（1 日に
つき）
2　二類感染症患者入院診療加算

1691

日本呼吸器学会 日本緩和医療学会、日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会 A229201 緩和ケア診療加算 1694

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 A231201 呼吸ケアチーム加算（増点） 1698

日本周産期・新生児医学
会 日本新生児成育学会、日本小児科学会 A237101 出生後ハイリスク新生児カウンセリング

加算 1702

日本集中治療医学会 日本急性血液浄化学会、日本救急医学会、日
本循環器学会、日本遠隔医療学会 A238101 遠隔 ICU 診療支援管理料 1706

日本循環器学会、日本小児救急医学会、医療
の質・安全学会 A238102 院内迅速対応システム（Rapid Response 

System：RRS） 1711

日本小児科学会 日本小児神経学会、日本リハビリテーション
医学会 A245101 小児後遺症患者回復期受入加算 1716

日本小児救急医学会、日本小児精神神経学会 A245201 小児入院医療管理料 1719

日本小児血液・がん学会 A245202 緩和ケア診療加算 1723

日本新生児成育医学会 日本周産期・新生児医学会 A263101 出生前ハイリスク新生児カウンセリング
加算 1726

日本心不全学会 A267201 緩和ケア診療加算 1729

日本心療内科学会 日本心身医学会 A268201 摂食障害入院医療管理加算 1733

日本心身医学会 A268202 ストレス関連疾患に対するオンライン診
療科 1737

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

A277201 高度腎機能障害患者指導加算 1740

日本整形外科学会 日本腰痛学会、日本脊椎脊髄病学会、日本リ
ハビリテーション医学会、日本運動器科学
会、日本臨床整形外科学会、日本病態栄養学
会

A282101
四肢骨格筋量測定（四肢・体幹の筋肉量、
脂肪量）
① DEXA 法　② BIA 法

1744

日本精神科病院協会 A284101 精神科病棟感染制御管理料 1748

A284102 栄養マネジメント加算 1752

A284103 夜間重複体制加算（e.g. 指定医業務と病
棟管理業務との組合せ） 1756

A284201 精神科急性期医師配置加算 1759

A284202 精神科措置入院退院支援加算 1762

A284203 精神療養病棟等※における持続性抗精神
病注射薬剤（LAI）の包括除外期間の延長 1766

日本精神神経学会 日本アルコール・アディクション医学会、日
本アルコール関連問題学会 A285101 重度薬物依存症入院医療管理加算 1769

（81）



日本精神神経学会

日本総合病院精神医学会 A285102

総合入院体制加算を精神病棟に適用する
こと、更に総合入院体制加算 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

1773

A285201 精神科急性期医師配置加算 1776

日本総合病院精神医学会 A285202

精神科リエゾンチーム加算に関する改定
要望

（点数の増加＆週に算定可能な回数の増
加）

1779

日本総合病院精神医学会 A285203 精神科リエゾンチーム加算に関する改定
要望（施設基準の中の医師要件の改定） 1782

A285204 摂食障害入院医療管理加算 1785

A285205 児童・思春期精神科入院医療管理料 1788

日本総合病院精神医学会 A285206 精神科身体合併症管理加算対象疾患の見
なおし 1791

A285207 地域移行機能強化病棟入院料（施設基準
の緩和） 1795

A285208 急性期医師配置加算 1798

日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会

日本神経学会、日本脳卒中学会、日本老年医
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

A288101 栄養・摂食嚥下管理加算 1801

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、日本病態栄養学
会、日本耳鼻咽喉科学会、日本心臓リハビリ
テーション学会

A288201 嚥下調整食加算 1804

日本小児神経学会，日本老年歯科医学会、日
本リハビリテーション医学会、日本耳鼻咽喉
科学会

A288202 オンライン診療に嚥下障害リハビリテー
ションを追加 1808

日本リハビリテーション医学会、日本耳鼻咽
喉科学会 A288203 回復期リハビリテーション病棟入院料 1

の施設基準に摂食嚥下ケア体制を 1811

日本先天代謝異常学会 日本小児科学会、日本在宅医療連合学会 A289201 A206　在宅患者緊急入院診療加算 1 1815

日本総合病院精神医学会 A290101 精神病棟を一般病棟入院基本料に合算可
能とすること 1818

A290201 精神病棟入院基本料 10 対 1 の要件（平
均在院日数）改定 1821

A290202 精神科救急・合併症入院料の改定（増点
及び施設基準の緩和など） 1824

日本内科学会 日本小児科学会、日本精神神経学会、内科系
学会社会保険連合 A299201

「重症度、医療・看護必要度」に D 項目
（内科系医療ニーズ）を追加した評価基準
の提案

1828

日本認知症学会 日本老年精神医学会 A702101 認知症専門療養指導料 1832

日本脳卒中学会 日本脳神経外科学会、日本神経学会、日本神
経治療学会、日本脳神経看護研究学会、日本
看護技術学会

A704101 脳卒中ユニット（SU）入院管理料 1836

日本肺癌学会 A705101 臨床倫理支援（臨床倫理サポート体制充
実加算） 1840

日本腰痛学会 A722101 運動器の難治性慢性疼痛における集学的
治療に対する慢性疼痛管理加算 1844

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 A724101 特定機能リハビリテーション病棟入院料 1848

日本腰痛学会、日本心臓リハビリテーション
学会、日本整形外科学会 A724201 早期離床・リハビリテーション加算の増

点 1851

（82）


