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※全ての点数を網羅している訳ではありませんので、個々の点数は厚⽣労働省のＨＰからご確認ください。

医科点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf
実施上の留意事項 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907838.pdf

処 置
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【処 置】⽿⿐咽喉科処置の⾒直しと新設
p処置点数の引き上げ

u⽿処置（⽿浴及び⽿洗浄を含む） ２５点 ⇒ ２７点
u⿐処置（⿐吸引、単純⿐出⾎及び⿐前庭の処置を含む） １４点 ⇒ １６点
u⼝腔、咽頭処置 １４点 ⇒ １６点

p（新）⽿⿐咽喉科乳幼児処置加算 ６０点（１⽇につき）
u算定要件

u⽿⿐咽喉科を標榜する保険医療機関
u⽿⿐咽喉科を担当する医師が６歳未満の乳幼児に対して、区分番号Ｊ０９５（⽿処置）か
らＪ１１５−２（排痰誘発法）までに掲げる処置を⾏った場合

u区分番号Ｊ１１３（⽿垢栓塞除去）の注に規定する乳幼児加算は別に算定不可
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【処 置】⽿⿐咽喉科処置の新設
p（新）⽿⿐咽喉科⼩児抗菌薬適正使⽤⽀援加算 ８０点（⽉１回）

u算定要件
u急性気道感染症、急性中⽿炎、急性副⿐腔炎で受診した基礎疾患のない６歳未満の乳幼児
u区分番号Ｊ０９５からＪ１１５−２までに掲げる処置を⾏った場合で、診察の結果、抗菌
薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使⽤しない場合

u療養上必要な指導及び当該処置の結果の説明を⾏い、⽂書により説明内容を提供した場合
uインフルエンザの患者⼜はインフルエンザの疑われる患者には算定不可

u施設基準
u要件を満たせば届出は不要
u⽿⿐咽喉科を標榜している保険医療機関
u薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン（平成２８年４⽉５⽇国際的に脅威となる感染
症対策関係閣僚会議）に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク（仮称）」に係る
活動に参加し、⼜は感染症にかかる研修会等に定期的に参加している
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【処 置】下肢創傷処置の新設
p（新）下肢創傷処置

p⾜部（踵を除く）の浅い潰瘍 １３５点
p⾜趾の深い潰瘍⼜は踵部の浅い潰瘍 １４７点
p⾜部（踵を除く）の深い潰瘍⼜は踵部の深い潰瘍 ２７０点

u算定の留意事項
u各号に⽰す範囲は、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう
u対象部位：⾜部、⾜趾⼜は踵
u浅い潰瘍：潰瘍の深さが腱、筋、⾻⼜は関節のいずれにも⾄らないもの
u深い潰瘍：潰瘍の深さが腱、筋、⾻⼜は関節のいずれかに⾄るもの
u創傷処置、⽖甲除去（⿇酔を要しないもの）、刺排膿後薬液注⼊、多⾎症板⾎漿処置、局
所陰圧閉鎖処置（⼊院外）は併算定不可

u複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定
u軟膏の塗布⼜は湿布の貼付のみの処置では算定不可
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【処 置】新設項⽬／留意事項の追加
p（新）陰唇癒合剥離 ２９０点

u歩⾏運動処置（ロボットスーツによるもの）（１⽇につき）
９００点 ⇒ １，１００点

p⾎球成分除去療法
u寛解期の潰瘍性⼤腸炎で既存の薬物治療が無効、効果不⼗分⼜は適⽤できない難治性
患者（厚⽣省特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班の診断基準）に対しては、寛
解維持を⽬的として⾏った場合に限り、原則として⼀連につき２週間に１回を限度と
して48週間に限って算定する。なお、医学的な必要性から⼀連につき２週間に２回以
上算定する場合⼜は48週間を超えて算定する場合には、その理由をレセプトの摘要欄
に記載

u初回実施に当たっては、医学的な必要性をレセプトの摘要欄に記載
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【処 置】新設項⽬
p⾎漿交換療法（点数変更なし）

u（新）難治性⾼コレステロール⾎症に伴う重度尿蛋⽩を呈する糖尿病性腎症に対するLDLア
フェレシス療法

u要届出
u難治性⾼コレステロール⾎症に伴う重度尿蛋⽩を呈する糖尿病性腎症とは

u重度尿蛋⽩(1⽇3g以上の尿蛋⽩を呈するもの⼜は尿蛋⽩/尿クレアチニン⽐が3g/gCr以上のも
のに限る)を呈する糖尿病性腎症(⾎清クレアチニンが2mg/dL未満のものに限る)で、薬物治療
を⾏っても⾎清LDLコレステロール値が120mg/dL未満に下がらない場合

u当該療法の実施回数は、⼀連につき12回を限度として算定

u（新）移植後抗体関連型拒絶反応治療における⾎漿交換療法
u要届出
u臓器移植後に抗体関連型拒絶反応を呈する患者を対象として、抗ドナー抗体を除去することを⽬的
として実施する場合に限り、当該療法の実施回数は、⼀連につき5回を限度として算定する。なお、
医学的な必要性から⼀連につき6回以上算定する場合には、その理由をレセプトの摘要欄に記載する
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【処 置】算定上の留意事項の⾒直し等
p創傷処置の算定制限追加

u在宅寝たきり患者処置指導管理料、在宅気管切開患者指導管理料⼜は在宅喉頭摘出患者指導
管理料を算定している患者に対して⾏った創傷処置（熱傷に対するものを除く）の費⽤は算定
不可

p局所陰圧閉鎖処置（⼊院）
u局所陰圧閉鎖処置（⼊院）を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置⽤材料
を併せて使⽤した場合に限り算定できる。ただし、切開創⼿術部位感染のリスクを低減する⽬
的で使⽤した場合は算定できない

u（新）「注３」の加算の所定点数とは、「注１」及び「注２」の加算を含まない点数

p局所陰圧閉鎖処置（⼊院外）
u局所陰圧閉鎖処置（⼊院外）を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置⽤材
料を併せて使⽤した場合に限り算定できる。ただし、切開創⼿術部位感染のリスクを低減する
⽬的で使⽤した場合は算定できない
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【処 置】算定上の留意事項の⾒直し等
p喀痰吸引、⼲渉低周波去痰器による喀痰排出

u（略）
u在宅酸素療法指導管理料、在宅⼈⼯呼吸指導管理料、在宅ハイフローセラピー指導管理料、
在宅寝たきり患者処置指導管理料、在宅気管切開患者指導管理料、在宅喉頭摘出患者指導管理
料を算定している患者に対して⾏った喀痰吸引の費⽤は算定不可

p酸素吸⼊、酸素テント、間歇的陽圧吸⼊法、⿐マスク式補助換気法、体外式陰圧⼈⼯呼
吸器治療

u（略）
u在宅酸素療法指導管理料、在宅⼈⼯呼吸指導管理料、在宅ハイフローセラピー指導管理料を
算定している患者に対して⾏った酸素吸⼊の費⽤は算定不可

pハイフローセラピー
u在宅酸素療法指導管理料、在宅⼈⼯呼吸指導管理料、在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定してい
る患者（これらに係る在宅療養指導管理材料加算⼜は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、
⼊院中の患者を除く）にはハイフローセラピーは算定不可
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【処 置】点数の⾒直し等
p救命のための気管内挿管 ４８０点 ⇒ ５００点

u乳幼児加算 ５５点（６歳未満）（点数変更なし）

p体表⾯ペーシング法⼜は⾷道ペーシング法（1⽇につき） ４００点 ⇒ ４８０点
p⼈⼯呼吸の再編

p30分〜5時間までの点数に変更なし
p5時間を超えた場合（1⽇につき）８１９点 ⇒

p（新）イ14⽇⽬まで ９５０点
p（新）ロ15⽇⽬以降 ８１５点

p（新）覚醒試験加算（１⽇につき）（１４⽇限度） １００点
u気管内挿管が⾏われている患者に対し、意識状態に係る評価を⾏った場合

p（新）離脱試験加算（１⽇につき） ６０点
u⼈⼯呼吸器からの離脱のために必要な評価を⾏った場合
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【処 置】算定上の留意事項の⾒直し等
p⼈⼯呼吸の再編の続き

u他院で⼈⼯呼吸器による管理が⾏われていた患者は⼈⼯呼吸の算定期間を通算する
u⾃宅等で⼈⼯呼吸器が⾏われていた患者は、治療期間にかかわらず「ロ」の所定点数を算定
u覚醒試験加算は⼈⼯呼吸器を使⽤している患者の意識状態に係る評価として、以下の全てを
実施した場合に算定することができる。なお、実施に当たっては、関係学会が定めるプロトコ
ル等を参考とすること

u⾃発覚醒試験を実施できる状態であることを確認する
u当該患者の意識状態を評価し、⾃発的に覚醒が得られるか確認すること。その際、必要に応じて、
鎮静薬を中⽌⼜は減量すること。なお、観察時間は、30分から4時間程度を⽬安とする

u意識状態の評価に当たっては、RichmondAgitation-SedationScale（RASS）等の指標を⽤いる
u評価⽇時及び評価結果をカルテに記載する

u離脱試験加算は⼈⼯呼吸器の離脱のために必要な評価として、以下の全てを実施した場合に
算定することができる。なお、実施に当たっては、関係学会が定めるプロトコル等を参考とす
ること

uア,⾃発覚醒試験の結果、⾃発呼吸試験を実施できる意識状態であることを確認する
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【処 置】算定上の留意事項の⾒直し等
u離脱試験加算の続き

uイ,以下のいずれにも該当すること
u原疾患が改善している⼜は改善傾向にあること ◆⼗分な吸気努⼒があること
u酸素化が⼗分であること ◆異常な呼吸様式ではないこと
u⾎⾏動態が安定していること ◆全⾝状態が安定していること

uウ,⼈⼯呼吸器の設定を以下のいずれかに変更し、30分間経過した後、患者の状態を評価すること
u吸⼊酸素濃度（FIO2）50%以下、CPAP（PEEP）≦5cmH2OかつPS≦5cmH2O
uFIO250%以下相当かつTピース

uエ,ウの評価に当たっては、以下の全てを評価すること
u酸素化の悪化の有無
u⾎⾏動態の悪化の有無
u異常な呼吸様式及び呼吸回数の増加の有無

uオ,ウの評価の結果、異常が認められた場合には、その原因について検討し対策を講じること
uカ,評価⽇時及び評価結果をカルテに記載すること
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【処 置】算定上の留意事項の⾒直し等
p治療⽤装具採⼨法

p糖尿病合併症管理料を算定している患者に、糖尿病⾜病変に⽤いる装具の採⼨を⾏った場合は、
1年に1回に限り所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に治療⽤装具採型法を算定してい
る場合は算定不可

p当該採⼨と治療⽤装具採型法を併施した場合は主たるもののみ算定
p（新）既製品の治療⽤装具を処⽅した場合は原則として算定できない。ただし、医学的な必要
性から、既製品の治療⽤装具を処⽅するに当たって既製品の治療⽤装具を加⼯するために当該
採⼨を実施した場合は、レセプトの摘要欄に医学的な必要性及び加⼯の内容を記載する
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アレルギー性⿐炎免疫療法に係る評価

Ø アレルギー性⿐炎免疫療法治療に係る評価を新設する。

（新） アレルギー性⿐炎免疫療法治療管理料（⽉１回に限る） １⽉⽬ 280点
２⽉⽬以降 25点

［算定要件］
• 別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準を満たす保険医療機関において
、⼊院中の患者以外のアレルギー性⿐炎の患者に対して、アレルゲ
ン免疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を⽂書

を⽤いて⾏い、当該患者の同意を得た上で、アレルゲン免疫療法に
よる計画的な治療管理を⾏った場合に、⽉１回に限り算定する。

• 「１⽉⽬」とは初回の治療管理を⾏った⽉のことをいう。
• アレルゲン免疫療法を開始する前に、治療内容、期待される効果、副
作⽤等について⽂書を⽤いた上で患者に説明し、同意を得ること。

また、説明内容の要点を診療録に記載する。
• 学会によるガイドライン等を参考にすること。

［施設基準］
（１）当該保険医療機関内にアレルギーの診療に従事した経験を３年

以上有する常勤医師が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22時

間以上の勤務を⾏っている⾮常勤医師（アレルギーの診療に従事
した 経験を３年以上有する医師に限る。）を２名以上組み合わ

せることでも可。
（２）アレルゲン免疫療法に伴う副作⽤が⽣じた場合に対応できる体制
が整備されていること。

（３）院内の⾒やすい場所にアレルゲン免疫療法を⾏っている旨の掲⽰
をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
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継続的な⼆次性⾻折予防に係る評価の新設
Ø ⼤腿⾻近位部⾻折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に⾻粗鬆症の評価を⾏
い、必要な治療等を実施した場合の評価を新設する。

（新） ⼆次性⾻折予防継続管理料
イ ⼆次性⾻折予防継続管理料１ 1,000点 （⼊院中１回・⼿術治療を担う⼀般病棟において算定）

⼆次性⾻折予防継続管理料２ 750点 （⼊院中１回・リハビリテーション等を担う病棟において算定）

ハ ⼆次性⾻折予防継続管理料３ 500点 （１年を限度として⽉に１回・外来において算定）

［対象患者］
イ︓⼤腿⾻近位部⾻折を発症し、⼿術治療を担う保険医療機関の⼀般病棟に⼊院している患者であって、⾻粗鬆症の有無に関する評価及び必要な治療等を実施し たもの
ロ︓イを算定していた患者であって、リハビリテーション医療等を担う病棟において継続的に⾻粗鬆症に関する評価及び治療等を実施したもの
ハ ︓ イを算定していた患者であって、外来において継続的に⾻粗鬆症に関する評価及び治療等を実施したもの

［算定要件］
1. イについては、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保険医療機関が地⽅厚⽣局⻑等に届け出た病棟に⼊院している患者であって、⼤腿⾻近位部⾻折に対する⼿術を⾏ったもの
に対して、⼆次性⾻折の予防を⽬的として、⾻粗鬆症の計画的な評価及び治療等を⾏った場合に、当該⼊院中１回に限り算定する。

2. ロについては、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保険医療機関が地⽅厚⽣局⻑等に届け出た病棟に⼊院している患者であって、他の保険医療機関においてイを算定したもの
に対して、継続して⾻粗鬆症の計画的な評価及び治療等を⾏った場合に、当該⼊院中１回に限り算定する。

3 . ハ については、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局⻑等に届け出た保険医療機関において、⼊院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、
継続して⾻粗鬆症の計画的な評価及び治療等を⾏った場合に、初回算定⽇の属する⽉から起算して１年を限度として、⽉１回に限り算定する。

4. イについては、関係学会より⽰されている「⾻折リエゾンサービス（FLS）クリニカルスタンダード」及び「⾻粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療等が実施された場合に算
定する。

5. ロ及びハについては、関係学会より⽰されている「⾻折リエゾンサービス（FLS）クリニカルスタンダード」及び「⾻粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び
⾻粗鬆症の治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定する。

6. 診療に当たっては、⾻量測定、⾻代謝マーカ－、脊椎エックス線写真等による必要な評価を⾏うこと。

［施設基準］
1. ⾻粗鬆症の診療を⾏うにつき⼗分な体制が整備されていること。
2. 当該体制において、⾻粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。なお、薬剤師については、当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、
地域の保険医療機関等と連携し、診療を⾏う体制が整備されていることで差し⽀えない。

3. イの施設基準に係る病棟については、急性期⼀般⼊院基本料、地域⼀般⼊院基本料⼜は７対１⼊院基本料若しくは10対１⼊院基本料（特定機能病院⼊院基本料（⼀般病棟に限る。）⼜は専⾨病院⼊院
基本料に限る。）に係る届出を⾏っている保険医療機関の病棟であること。

4. ロの施設基準に係る病棟ついては、地域包括ケア病棟⼊院料、地域包括ケア病棟⼊院医療管理料⼜は回復期リハビリテーション病棟⼊院料に係る届出を⾏っている保険医療機関の病棟であること。

令和４年度診療報酬改定 Ⅳ－６ 重症化予防の取組の推進－②15



⼿ 術

16

※全ての点数を網羅している訳ではありませんので、個々の点数は厚⽣労働省のＨＰからご確認ください。

医科点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf
実施上の留意事項 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907838.pdf



【⼿ 術】引き上げ項⽬
p創傷処理

u筋⾁、臓器に達するもの（⻑径５cm未満） １，２５０点 ⇒ １，４００点
u筋⾁、臓器に達するもの（⻑径５cm以上10cm未満） １，６８０点 ⇒ １，８８０点
u筋⾁、臓器に達するもの（⻑径10cm以上）

uイ、頭頸部のもの（⻑径20cm以上のものに限る） ８，６００点 ⇒ ９，６３０点
uロ、その他のもの ２，４００点 ⇒ ２，６９０点

u筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径５cm未満） ４７０点 ⇒ ５３０点
u筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径５cm以上10cm未満） ８５０点 ⇒ ９５０点
u筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径10cm以上） １，３２０点 ⇒ １，４８０点
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【⼿ 術】引き上げ項⽬
p⼩児創傷処理（６歳未満）

u筋⾁、臓器に達するもの（⻑径２.５cm未満） １，２５０点 ⇒ １，４００点
u筋⾁、臓器に達するもの（⻑径２.５cm以上５cm未満） １，４００点 ⇒ １，５４０点
u筋⾁、臓器に達するもの（⻑径５cm以上10cm未満） ２，２２０点 ⇒ ２，４９０点
u筋⾁、臓器に達するもの（⻑径10cm以上） ３，４３０点 ⇒ ３，８４０点
u筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径２.５cm未満） ４５０点 ⇒ ５００点
u筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径２.５cm以上５cm未満） ５００点 ⇒ ５６０点
u筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径５cm以上10cm未満） ９５０点 ⇒ １，０６０点
u筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径10cm以上） １，７４０点 ⇒ １，９５０点

p⽪膚切開術
u⻑径10cm未満 ５７０点 ⇒ ６４０点
u⻑径10cm以上20cm未満 ９９０点 ⇒ １，１１０点
u⻑径20cm以上 １，７７０点 ⇒ １，９８０点
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【処置・⼿術】引き上げ項⽬
pデブリードマン

u１００平⽅cm未満 １，２６０点 ⇒ １，４１０点
u１００平⽅cm以上３,０００平⽅cm未満 ４，３００点 ⇒ ４，８２０点
u３、3,000平⽅cm以上 １０，０３０点 ⇒ １１,２３０点
u（新）超⾳波式デブリードマン加算 ２，５００点

u度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍⼜は植⽪を必要とする創傷に対して、主にデブリードマンに使⽤する
超⾳波⼿術器を⽤いて、組織や汚染物質等の切除、除去を実施した場合に、⼀連の治療につき１回
に限り算定

u噴霧に⽤いた⽣理⾷塩⽔の費⽤は所定点数に含まれ別に算定不可
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【⼿ 術】内視鏡・腹腔鏡⼿術の変更点
p内視鏡的⼤腸ポリープ・粘膜切除術

p（新）消化管ポリポーシス加算 ５,０００点（年１回）
u以下のいずれも満たす家族性⼤腸腺腫症患者に対して内視鏡的⼤腸ポリープ・粘膜切除術を⾏った
場合に年１回に限り算定

u１６歳以上
u⼤腸に腺腫が１００個以上あること。なお、⼿術⼜は内視鏡により摘除された⼤腸の腺腫の数
を合算可

u⼤腸切除の⼿術が実施された場合は、⼤腸が１０cm以上残存していること
u⼤腸の三分の⼀以上が密⽣型ではないこと。なお、密⽣型とは、⼤腸内視鏡所⾒において、⼗
分に進展させた⼤腸粘膜を観察し、正常粘膜よりも腺腫の占拠⾯積が⼤きい場合をいう

u⻑径１cmを超える⼤腸のポリープを基本的に全て摘除する
p（新）バルーン内視鏡加算 ４５０点

u⼤腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により上⾏結腸⼜は盲腸の病変部位まで到
達できなかった患者に対して、バルン内視鏡を⽤いて当該⼿技を実施した場合に限り算定できる。
ただし、バルーン内視鏡を⽤いた理由について、診療報酬請求に当たって、レセプトに症状詳記を
添付
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【⼿ 術】内視鏡・腹腔鏡⼿術の変更点
p（新）バルーン内視鏡加算 ４５０点

u内視鏡的結腸異物摘出術、早期悪性腫瘍⼤腸粘膜下層剥離術、内視鏡的⼤腸ポリープ・粘膜
切除術
u⼤腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により上⾏結腸⼜は盲腸の病変部
位まで到達できなかった患者に対して、バルン内視鏡を⽤いて当該⼿技を実施した場合に
限り算定できる。ただし、バルーン内視鏡を⽤いた理由について、診療報酬請求に当たっ
て、レセプトに症状詳記を添付

p（新）内視鏡的⼩腸ポリープ切除術 １１,８００点
uポイツ・ジェガース症候群等の消化管ポリポーシスに対して実施した場合に限り算定
uバルーン内視鏡等の費⽤は所定点数に含まれ別に算定不可
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【⼿ 術】内視鏡・腹腔鏡⼿術の変更点
p⼩腸結腸内視鏡的⽌⾎術 １０,３９０点

p（新）スパイラル内視鏡加算 ３,５００点
u（新）スパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を⽤いて実施した場
合に算定

p⼩腸・結腸狭窄部拡張術（内視鏡によるもの）
u（新）スパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を⽤いて実
施した場合に算定

22

【⼩腸内視鏡検査】
（新） スパイラル内視鏡によるもの 6,800点
【⼩腸結腸内視鏡的⽌⾎術】
【⼩腸・ 結腸狭窄部拡張術】
（新） スパイラル内視鏡加算 3,500点
［技術の概要］
○ 電動回転可能なスパイラル形状のオーバーチューブと組み合わせ、フィンを電動で回転させる
ことにより、⼩腸を⼿繰り寄せながら挿⼊する⼩腸内視鏡検査。

○ 区分番号「Ｋ７２２」⼩腸結腸内視鏡的⽌⾎術⼜は区分番号「Ｋ７３５－２」⼩腸・ 結腸狭窄
部拡張術について、スパイラル内視鏡を⽤いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算を加算する。

新規保険医療材料等に係る技術料の新設

出典：企業提出資料



【⼿ 術】内視鏡・腹腔鏡⼿術の変更点
p胃瘻造設術（経⽪的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）、薬剤投与⽤胃
瘻造設術
u（新）経⽪的内視鏡下胃瘻造設術を⾏う場合には予め胃壁と腹壁を固定する

p（新）内視鏡的逆流防⽌粘膜切除術 １２,０００点
p腹腔鏡下リンパ節群郭清術

p（新）４,側⽅ ４１、０９０点
u（新）「４」については、直腸がんから側⽅リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限
り算定

p（新）腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍⼿術（胆嚢床切除を伴うもの） ７０,２２０点

p胆管悪性腫瘍⼿術
p（新）３,肝外胆道切除術によるもの ５０,０００点
p４,その他のもの ８４,７００点 ⇒ ９４,８６０点

u胆管悪性腫瘍に対して膵頭⼗⼆指腸切除のみを⾏った場合、「４」その他のもので算定
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【⼿ 術】内視鏡・腹腔鏡⼿術の変更点
p腹腔鏡下直腸切除・切断術

p（新）３,低位前⽅切除術 ９１,４７０点
p（新）４,経肛⾨吻合を伴う切除術 １００,４７０点

u（改）注１から３までについては、⼈⼯肛⾨造設術を併せて実施した場合は、⼈⼯肛⾨造設加算と
して、３,４７０点を所定点数に加算

u（新）２,側⽅リンパ節郭清を併せて⾏った場合であって、⽚側のみに⾏った場合は、⽚側側⽅リン
パ節郭清加算として、４,２５０点を、両側に対して⾏った場合は、両側側⽅リンパ節郭清加算とし
て、６,３８０点を所定点数に加算

u（新）（１）「４」については、経腹的操作及び経肛⾨的操作による内外括約筋間直腸切除と、経
肛⾨操作による肛⾨再建による⾃然肛⾨温存を⾏った場合に算定する。なお、レセプトに⼿術記録
を添付
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【⼿ 術】内視鏡・腹腔鏡⼿術の変更点
p（新）内視鏡的胃静脈瘤組織接着剤注⼊術 ８,９９０点

u治療上の必要があって初回実施後１週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定
u⼀連の期間内において、⾷道・胃静脈瘤硬化療法、内視鏡的⾷道・胃静脈瘤結紮術、⾨脈体
循環静脈吻合術（⾨脈圧亢進症⼿術）、バルーン閉塞下逆⾏性経静脈的塞栓術を実施した場合
は、主たるもののみ算定し、「⼀連」とは１週間を⽬安

uマイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費⽤は所定点数に含まれ別に算
定不可
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Ø 有効性及び安全性が確認されたロボット⽀援下
内視鏡⼿術について、術式を追加する。

【新たに、内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いて⾏った場
合においても算定できる術式】
・鏡視下咽頭悪性腫瘍⼿術（軟⼝蓋悪性
腫瘍⼿術を含む。）
・ 鏡視下喉頭悪性腫瘍⼿術
・ 腹腔鏡下総胆管拡張症⼿術
・腹腔鏡下肝切除術
・ 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術
・腹腔鏡下副腎摘出術

・腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術（褐⾊細胞
腫）
・腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍⼿術

［内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いて⾏う場合の施設
基準の概要］
・ 当該⼿術及び関連する⼿術に関する実績を有す
ること。
・ 当該⼿術を実施する患者について、関連学会と
連携の上、治療⽅針の決定及び術後の管理等を⾏
っていること。



【⼿ 術】整形外科領域⼿術の変更点
p⾻折観⾎的⼿術

p（新）緊急整復固定加算 ４,０００点
u７５歳以上の⼤腿⾻近位部⾻折患者に対し、適切な周術期の管理を⾏い、⾻折後４８時間以内に⾻
折部位の整復固定を⾏った場合（⼀連の⼊院期間に⼆次性⾻折予防継続管理料１を算定する場合に
限る）に、１回加算

u当該⼿術後は早期離床に努めるとともに、関係学会が⽰しているガイドラインを踏まえて適切な⼆
次性⾻折の予防を⾏う

uレセプトの摘要欄に⾻折した⽇時及び⼿術を開始した⽇時を記載

p⾻切り術
p（改）患者適合型変形矯正ガイド加算

u先天異常による上腕⼜は前腕の⾻の変形を矯正することを⽬的とする⾻切り術において、⼿術前に
得た画像等により作成された実物⼤の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療
機器⼜は⼿術前に得た画像等により作成された実物⼤の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プ
レートが⼀体として薬事承認を得ている医療機器を⽤いて実施した場合に、「１」の上腕⼜は
「２」の前腕の所定点数に加算
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【⼿ 術】整形外科領域⼿術の変更点
p（新）脛⾻近位⾻切り術 ２８,３００点

u変形性膝関節症患者⼜は膝関節⾻壊死患者に対して、関節外側⼜は内側への負荷の移⾏を⽬
的として、脛⾻近位部の⾻切りを実施した場合に算定

p変形治癒⾻折矯正⼿術
u（改）（２）患者適合型変形矯正ガイド加算は、上腕⼜は前腕の変形治癒⾻折矯正⼿術にお
いて、⼿術前に得た画像等により作成された実物⼤の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事
承認を得ている医療機器⼜は⼿術前に得た画像等により作成された実物⼤の患者適合型の変形
矯正ガイドと変形矯正プレートが⼀体として薬事承認を得ている医療機器を⽤いて実施した場
合に算定

p⾻移植術
u（改）（７）⾃家⾻⼜は⾮⽣体同種⾻（凍結保存された死体⾻を含む）移植に加え、⼈⼯⾻
移植を併せて⾏った場合は「３」により算定する。ただし、⼈⼯⾻移植のみを⾏った場合は算
定できない。なお、⼈⼯⾻の移植部位について、レセプトの摘要欄に記載すること
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【⼿ 術】整形外科領域⼿術の変更点
p関節鏡下肩腱板断裂⼿術

p（新）２簡単なもの（上腕⼆頭筋腱の固定を伴うもの） ３７,４９０点
u（新）「２」簡単なもの（上腕⼆頭筋腱の固定を伴うもの）とは、腱板の断裂が５cm未満の症例に
対して⾏う⼿術であって、区分番号「K０８０-７」上腕⼆頭筋腱固定術を併せて実施したものをい
う

p（新）上腕⼆頭筋腱固定術
p１観⾎的に⾏うもの １８,０８０点
p２関節鏡下で⾏うもの ２３,３７０点

u上腕⼆頭筋腱固定術上腕⼆頭筋腱固定術は、上腕⼆頭筋⻑頭腱損傷（保存的治療が奏功しないもの
に限る）に対し、インターファレンススクリューを⽤いて固定を⾏った場合に算定

p断端形成術（軟部形成のみのもの）、断端形成術（⾻形成を要するもの）
u（新）⼿指⼜は⾜趾の切断術を⾏った場合は、断端形成術（軟部形成のみのもの）指（⼿、
⾜）⼜は断端形成術（⾻形成を要するもの）指（⼿、⾜）のいずれかの所定点数により算定
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【⼿ 術】整形外科領域⼿術の変更点
p⼈⼯⾻頭挿⼊術

u（新）緊急挿⼊加算 ４,０００点
u７５歳以上の⼤腿⾻近位部⾻折患者に対し、適切な周術期の管理を⾏い、⾻折後４８時間以内に⼈
⼯⾻頭の挿⼊を⾏った場合（⼀連の⼊院期間において⼆次性⾻折予防継続管理料１を算定する場合
に限る）に、１回に限り所定点数に加算

u当該⼿術後は早期離床に努めるとともに、関係学会が⽰しているガイドラインを踏まえて適切な⼆
次性⾻折の予防を⾏う

uレセプトの摘要欄に⾻折した⽇時及び⼿術を開始した⽇時を記載

p（新）顕微鏡下腰部脊柱管拡⼤減圧術 ２４,５６０点

p（新）⽪下髄液貯溜槽留置術 ５,２９０点

p筋膜切離術、筋膜切開術 ８４０点 ⇒ ９４０点
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【⼿ 術】脳神経外科領域⼿術の変更点
p頭蓋内腫瘍摘出術、内視鏡下経⿐的腫瘍摘出術

p（新）術中MRI撮影加算 ３,９９０点
u同⼀⼿術室内で術中にMRIを撮影した場合
u関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定
uMRIに係る費⽤は別に算定可

p⽔頭症⼿術
p脳室穿破術（神経内視鏡⼿術によるもの）
pシャント⼿術
p（新）３シャント再建術

p頭側のもの １５,８５０点
p腹側のもの ６,６００点
p頭側及び腹側のもの １９,１５０点
u（新）シャント再建術において、カテーテル抜去に係る費⽤は所定の点数に含まれ別に算定不可

p脳動脈瘤流⼊⾎管クリッピング（開頭して⾏うもの）
p（新）ローフローバイパス術併⽤加算 １６,０６０点
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【⼿ 術】脳神経外科領域⼿術の変更点
p脳動脈瘤流⼊⾎管クリッピング（開頭して⾏うもの）

p（新）ローフローバイパス術併⽤加算 １６,０６０点
uローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内⾎管吻合を併せて⾏った場合
u本⼿術に際し、親⾎管より末梢側の⾎流を確保するため、頭⽪から採取した⾎管を⽤いた頭蓋外・
頭蓋内⾎管吻合を併せて⾏った場合に算定

uバイパス造成⽤⾃家⾎管の採取料は当該所定点数に含まれ別に算定不可
p（新）ハイフローバイパス術併⽤加算 ３０,０００点

uハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内⾎管吻合を併せて⾏った場合
u本⼿術に際し、親⾎管より末梢側の⾎流を確保するため、上肢⼜は下肢から採取した⾎管を⽤いた
頭蓋外・頭蓋内⾎管吻合を併せて⾏った場合に算定

uバイパス造成⽤⾃家⾎管の採取料は当該所定点数に含まれ別に算定不可

p（新）癒着性脊髄くも膜炎⼿術（脊髄くも膜剥離操作を⾏うもの） ３８,７９０点
u癒着性脊髄くも膜炎⼿術（脊髄くも膜剥離操作を⾏うもの）は、くも膜下腔の癒着剥離を顕
微鏡下に実施し、くも膜下腔を形成した場合に算定
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【⼿ 術】眼科・⽿⿐科領域⼿術の変更点
p（新）⾓結膜悪性腫瘍切除術 ６,２９０点
p（新）⾃家培養上⽪移植術 ５２,６００点

u⾓膜上⽪幹細胞疲弊症に対して、⾃家培養⾓膜上⽪移植⼜は⾃家培養⼝腔粘膜上⽪移植を⾏った場合に
算定

u⾓膜輪部組織採取のみに終わり⾓膜移植術に⾄らない場合は、⾓膜・強膜縫合術の所定点数を準⽤する
u⼝腔粘膜組織採取のみに終わり⾓膜移植術に⾄らない場合は、粘液嚢胞摘出術の所定点数を準⽤する
u⾃家培養⼝腔粘膜上⽪移植の実施に際して、⾃家培養⼝腔粘膜上⽪移植の実施医療機関と⼝腔粘膜組織
採取の実施医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、⾃家培養⼝腔粘膜上⽪移植の実施医療機関が
⾏い、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる

p斜視⼿術
p（新）調節⽷法 １２,０６０点

p⼩⽿症⼿術
u（新）「１」の軟⾻移植による⽿介形成⼿術においては、軟⾻移植に係る費⽤は、所定点数
に含まれ別に算定不可
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【⼿ 術】眼科・⽿⿐科領域⼿術の変更点
p（新）植込型⾻導補聴器（直接振動型）植込術 ２４,４９０点

u関連学会の定める適応基準に合致する難聴患者に対して実施した場合に算定

p（新）⽿管⽤補綴材挿⼊術 １８,１００点
u保存的治療が奏功しない難治性⽿管開放症の症状改善を⽬的に⽿管⽤補綴材を⽿管内に挿⼊
した場合に算定

p（新）経外⽿道的内視鏡下⿎室形成術
p上⿎室開放を伴わないもの ４０,６３０点
p上⿎室・乳突洞開放を伴うもの ５２,９９０点

p（新）内喉頭筋内注⼊術（ボツリヌス毒素によるもの） １,５００点
u痙攣性発声障害に対してボツリヌス毒素を経⽪的に内喉頭筋内に注⼊した場合に算定
u実施に当たっては、経⽪的に筋電図を使⽤し薬剤を注⼊する
u筋電図検査に係る費⽤は所定点数に含まれ、別に算定不可
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【⼿ 術】眼科・⽿⿐科領域⼿術の変更点
p緑内障⼿術の再編

u２、流出路再建術 １９，０２０点⇒
u（新）眼内法 １４，４９０点
uその他のもの １９，０２０点

u（新）７、濾過胞再建術（needle法） ３，４４０点

p結膜縫合術 １，２６０点 ⇒ １，４１０点

p気管切開術 ３，０８０点 ⇒ ３，４５０点

p頬、⼝唇、⾆⼩帯形成⼿術 ５６０点 ⇒ ６３０点

p⼝唇腫瘍摘出術
u１、粘液嚢胞摘出術 ９１０点 ⇒ １，０２０点

p唾⽯摘出術（⼀連につき）
u１、表在性のもの ６４０点 ⇒ ７２０点
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【⼿ 術】その他の領域⼿術の変更点
p（新）頭頸部悪性腫瘍光線⼒学療法 ２２,１００点

u半導体レーザー⽤プローブを⽤いて切除不能な局所進⾏⼜は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照
射を実施した場合に算定

u頭頸部外科について５年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している医師が実施する

p（改）経カテーテル⼤動脈弁置換術 ⇒ 経カテーテル弁置換術
p（新）３経⽪的肺動脈弁置換術 ３９,０６０点

u（改）（１）「１」及び「２」については、経カテーテル⼈⼯⽣体弁セットを⽤いて⼤動脈弁置換
術を実施した場合に算定

u（新）（２）「３」については、関連学会の定める適正使⽤基準に従って、経カテーテル⼈⼯⽣体
弁セット⼜は経カテーテル⼈⼯⽣体弁セット（ステントグラフト付き）を⽤いて肺動脈弁置換術を
実施した場合に算定

p（新）ステントグラフト内挿術（シャント） １２,０００点
uステントグラフト内挿術（シャント）は、⼈⼯⾎管内シャントの静脈側吻合部狭窄病変に対し、末梢⾎
管⽤ステントグラフトを留置した場合に算定

u⼿術に伴う画像診断及び検査の費⽤は算定不可
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【⼿ 術】その他の領域⼿術の変更点
p不整脈⼿術（左⼼⽿閉鎖術）

p（新）ロ,胸腔鏡下によるもの ３７,８００点
u（新）（３）「４」の「ロ」胸腔鏡下によるものは、⼿術前より⼼房細動⼜は⼼房粗動と診断され、
術後の抗凝固療法の継続の可否、患者の脳梗塞及び出⾎に係るリスク等を総合的に勘案し、実施す
ることが適当と医師が認めた患者に対して⾏われた場合に限り算定

u（改）「４」の「イ」開胸⼿術によるもの⼜は「ロ」胸腔鏡下によるものの診療報酬請求に当たっ
ては、⼿術前に⼼房細動⼜は⼼房粗動と診断した根拠となる12誘導⼼電図検査⼜は⻑時間記録⼼電
図検査（ホルター⼼電図検査を含む）の結果及び当該⼿術を⾏う医学的理由についてレセプトの摘
要欄に記載

p（新）体外式膜型⼈⼯肺（１⽇につき）
p初⽇ ３０,１５０点
p２⽇⽬以降 ３,０００点

u体外式膜型⼈⼯肺は、急性呼吸不全⼜は慢性呼吸不全の急性増悪で⼈⼯呼吸器で対応できない患者
に対して使⽤した場合に算定

u（新）⼈⼯⼼肺実施のために⾎管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿⼊した場合の⼿技料は、
所定点数に含まれ別に算定不可
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【⼿ 術】その他の領域⼿術の変更点
p（新）吸着式潰瘍治療法（１⽇につき） １,６８０点

u次のいずれにも該当する閉塞性動脈硬化症の患者に対して、吸着式⾎液浄化⽤浄化器（閉塞性動脈硬化
症⽤）を使⽤して治療を⾏った場合に限り算定

uフォンテイン分類IV度の症状を呈する者
u膝窩動脈以下の閉塞⼜は広範な閉塞部位を有する等外科的治療⼜は⾎管内治療が困難で、かつ従来の薬物療法で
は⼗分な効果を得られない者

u当該治療法の実施回数は、原則として⼀連につき３⽉間に限って２４回を限度として算定
uレセプトの摘要欄にア及びイの要件を満たす医学的根拠について記載

p（新）痔瘻⼿術（注⼊療法） １，６６０点
p下肢静脈瘤⼿術

u（新）４、静脈瘤切除術 １，８２０点

p⾎管縫合術（簡単なもの） ３，７６０点 ⇒ ４，２１０点

p腸瘻、⾍垂瘻造設術 ８，８３０点 ⇒ ９，８９０点
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【⼿ 術】その他の領域⼿術の変更点
p（新）ハンナ型間質性膀胱炎⼿術（経尿道） ９,９３０点

uハンナ型間質性膀胱炎の患者に対して、ハンナ病変の切除⼜は焼灼を⽬的として実施した場合に算定
u膀胱⽔圧拡張術に係る費⽤は所定点数に含まれ別に算定不可

p（新）経尿道的前⽴腺吊上術 １２,３００点
u前⽴腺⽤インプラントを⽤いて実施した場合に算定

p（新）腹腔鏡下⼦宮瘢痕部修復術 ３２,２９０点
u腹腔鏡下⼦宮瘢痕部修復術は、帝王切開創⼦宮瘢痕部を原因とする以下の疾患に対して実施
した場合に限り算定

u続発性不妊症
u過⻑⽉経
u器質性⽉経困難症

p包茎⼿術
u１、背⾯切開術 ７４０点 ⇒ ８３０点

p会陰（陰⾨）切開及び縫合術（分娩時） １，５３０点 ⇒ １，７１０点
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【⼿ 術】その他の領域⼿術の変更点
p（新）副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法（⼀連として）

p１センチメートル未満 １６,０００点
p１センチメートル以上 ２２,９６０点

uここでいう１センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の⻑径をいう
u関係学会の定める適正使⽤指針を遵守する
u⽚側性アルドステロン過剰分泌による原発性アルドステロン症の患者で、副腎摘出術が適応となら
ないものに対して実施する

u副腎摘出術が適応とならない理由をレセプトの摘要欄に記載
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⿇ 酔・輸 ⾎・⼿術機器

40

※全ての点数を網羅している訳ではありませんので、個々の点数は厚⽣労働省のＨＰからご確認ください。

医科点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf
実施上の留意事項 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907838.pdf



【⿇ 酔】新設と留意事項の⾒直し
p（改）低体温療法（１⽇につき） ⇒ 体温維持療法（１⽇につき）（点数変更なし）

p（改）神経ブロック（神経破壊剤⼜は⾼周波凝固法使⽤）
⇒ 神経ブロック（神経破壊剤、⾼周波凝固法⼜はパルス⾼周波法使⽤）

p⿇酔管理料１と⿇酔管理料２
p周術期薬剤管理加算 ７５点

u要届出
u⼊院患者が対象
u⾃院の薬剤師が棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬
学的管理を⾏った場合

u専任の薬剤師が周術期における医療従事者の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資す
る周術期薬剤管理を病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等（以下「病棟薬剤師等」
という）と連携して実施した場合に算定
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【⿇ 酔】新設と留意事項の⾒直し
p⿇酔管理料１と⿇酔管理料２

p周術期薬剤管理加算の続き
u周術期薬剤管理とは、次に掲げるものであること。なお、ア及びイについて、その内容をカルテ等
に記載する

uア,「現⾏制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について（令和３
年９⽉３０⽇医政発０９３０第１６号）」の３の３）等に基づき、周術期の薬学的管理等を実
施する

uイ,アについては病棟薬剤師等と連携して実施すること。ウ時間外、休⽇及び深夜においても、
当直等の薬剤師と連携し、安全な周術期薬剤管理が提供できる体制を整備している

uまた、病棟薬剤師等と連携した周術期薬剤管理の実施に当たっては、「根拠に基づいた周術期
患者への薬学的管理ならびに⼿術室における薬剤師業務のチェックリスト」（⽇本病院薬剤師
会）等を参考にする
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【輸 ⾎】新設と留意事項の⾒直し
p胎児輸⾎術（⼀連につき）

u（新）関係学会の定める「胎児輸⾎実施マニュアル」を遵守している場合に限り算定

p（新）臍帯穿刺 ３,８００点
u⼿術に伴う画像診断及び検査の費⽤は算定不可
u貧⾎⼜は⾎⼩板減少が疑われる胎児に対して、超⾳波ガイド下に⺟体経⽪経腹的に⼦宮内の臍帯⾎管を
穿刺し、胎児⾎の採取を⾏った場合に算定

u関係学会の定める「胎児輸⾎実施マニュアル」を遵守している場合に限り算定
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【輸 ⾎】新設と留意事項の⾒直し
p末梢⾎単核球採取（⼀連につき）

p１,採取のみを⾏う場合 １４,４８０点
p２,採取、細胞調製及び凍結保存を⾏う場合 １９,４１０点

u（新）（１）「１」の採取のみを⾏う場合は、アキシカブタゲンシロルユーセル⼜はリソカブタゲ
ンマラルユーセルの投与を予定している患者に対して、末梢⾎単核球採取を⾏った場合に患者１⼈
につき１回に限り算定

u（新）（２）「２」の採取、細胞調製及び凍結保存を⾏う場合は、チサゲンレクルユーセルの投与
を予定している患者に対して、末梢⾎単核球採取を⾏った場合に患者１⼈につき１回に限り算定

pCAR発現⽣T細胞投与（⼀連につき）
u（削除）チサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者１⼈につき１回に限り算定
u６歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、２６点を所定点数に加算
uCAR発現⽣T細胞投与に当たって使⽤した輸⾎⽤バッグ及び輸⾎⽤針は、所定点数に含まれ別に算定不可
u（新）アキシカブタゲンシロルユーセル、リソカブタゲンマラルユーセル⼜はチサゲンレクルユーセル
を投与した場合に患者１⼈につき１回に限り算定
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【⿇酔・輸⾎】新設と留意事項の⾒直し
p（新）切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算 ５,１９０点

u滲出液を持続的に除去し、切開創⼿術部位感染のリスクを低減させる⽬的のみで薬事承認を得ている医
療機器を、術後縫合創に対して使⽤した場合に算定

u算定対象となる患者
u特定集中治療室管理料、脳卒中ケアユニット⼊院医療管理料、⼩児特定集中治療室管理料、新⽣児特定集中治療
室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者で、次に掲げる患者

uアBMIが３０以上の肥満症の患者
uイ糖尿病患者のうち、ヘモグロビンA１c（HbA１c）がJDS値で６.６%以上（NGSP値で７.０%以上）の者
uウステロイド療法を受けている患者
uエ慢性維持透析患者
uオ免疫不全状態にある患者
uカ低栄養状態にある患者
uキ創傷治癒遅延をもたらす⽪膚疾患⼜は⽪膚の⾎流障害を有する患者ク⼿術の既往がある者に対して、同⼀部位に再⼿術
を⾏う患者

u上記のいずれに該当するかをレセプトの摘要欄に詳細に記載
u上記以外の患者に当該機器を使⽤した場合は、当該機器に係る費⽤はそれぞれの⼿術の所定点数に含ま
れ算定不可
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⼈ ⼯ 腎 臓 関 連
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【処 置】⼈⼯腎臓の再編
p慢性維持透析を⾏った場合１

uイ、４時間未満の場合
１，８８５点

uロ、４時間以上５時間未満の場合
２，０４５点

uハ、５時間以上の場合
２，１８０点

u（削除）

u（削除）

u（削除）

p慢性維持透析を⾏った場合１
uイ、４時間未満の場合

（厚労相が定める患者）１，９２４点
uロ、４時間以上５時間未満の場合

（厚労相が定める患者）２，０８４点
uハ、５時間以上の場合

（厚労相が定める患者）２，２１９点
u⼆、４時間未満の場合

（イを除く）１，７９８点
uホ、４時間以上５時間未満の場合

（ロを除く）１，９５８点
uへ、５時間以上の場合

（ハを除く）２，０９３点
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のみを院内で投薬する場合は、処⽅箋料の（9）の規定（院内処⽅と院外処⽅の混在禁⽌）にかか
わらず、他の薬剤を院外処⽅箋で投薬可



【処 置】⼈⼯腎臓の再編
p慢性維持透析を⾏った場合２

uイ、４時間未満の場合
１，８４５点

uロ、４時間以上５時間未満の場合
２，００５点

uハ、５時間以上の場合
２，１３５点

u（削除）

u（削除）

u（削除）

p慢性維持透析を⾏った場合２
uイ、４時間未満の場合

（厚労相が定める患者）１，８８４点
uロ、４時間以上５時間未満の場合

（厚労相が定める患者）２，０４４点
uハ、５時間以上の場合

（厚労相が定める患者）２，１７４点
uニ、４時間未満の場合

（イを除く）１，７５８点
uホ、４時間以上５時間未満の場合

（ロを除く）１，９１８点
uヘ、５時間以上の場合

（ハを除く）２，０４８点
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※HIF-PH阻害剤は院内処⽅が原則である。なお、同⼀患者に対し、同⼀診療⽇にHIF-PH阻害剤
のみを院内で投薬する場合は、処⽅箋料の（9）の規定（院内処⽅と院外処⽅の混在禁⽌）にかか
わらず、他の薬剤を院外処⽅箋で投薬可



【処 置】⼈⼯腎臓の再編
p慢性維持透析を⾏った場合３

uイ、４時間未満の場合
１，８０５点

uロ、４時間以上５時間未満の場合
１，９６０点

uハ、５時間以上の場合
２，０９０点

u（削除）

u（削除）

u（削除）

p慢性維持透析を⾏った場合３
uイ、４時間未満の場合

（厚労相が定める患者）１，８４４点
uロ、４時間以上５時間未満の場合

（厚労相が定める患者）１，９９９点
uハ、５時間以上の場合

（厚労相が定める患者）２，１２９点
uニ、４時間未満の場合

（イを除く）１，７１８点
uホ、４時間以上５時間未満の場合

（ロを除く）１，８７３点
uヘ、５時間以上の場合

（ハを除く）２，００３点
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【処 置】⼈⼯腎臓 その他
p（新）透析時運動指導等加算 ７５点（９０⽇限度）

u⼈⼯腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法⼠⼜は作業療法⼠が、療養上必要な訓
練等について指導を⾏った場合に指導開始⽇から起算して９０⽇を限度に加算

u算定の留意事項
u透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法⼠、作業療法⼠⼜は医師に具体的指⽰を

受けた当該研修を受講した看護師が1回の⾎液透析中に、連続して20分以上患者の病状及び療養環境
等を踏まえ療養上必要な指導等を実施した場合に算定できる。実施した指導等の内容を実施した医
師本⼈⼜は指導等を実施した理学療法⼠等から報告を受けた医師がカルテに記録

u⼊院中の患者は、当該療法を担当する医師、理学療法⼠⼜は作業療法⼠の1⼈当たりの患者数は1回
15⼈程度、当該療法を担当する看護師の1⼈当たりの患者数は1回5⼈程度を上限とし、⼊院中の患
者以外の患者は、それぞれ、1回20⼈程度、1回8⼈程度を上限

u指導等に当たっては、⽇本腎臓リハビリテーション学会「腎臓リハビリテーションガイドライン」
等の関係学会によるガイドラインを参照

u指導を⾏う室内に⼼電図モニター、経⽪的動脈⾎酸素飽和度を測定できる機器及び⾎圧計を指導に
当たって必要な台数有していること。また、同室内に救命に必要な器具及びエルゴメータを有して
いることが望ましい

u当該加算を算定した⽇は疾患別リハビリテーション料は別に算定不可
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⼈⼯腎臓に係る導⼊期加算の⾒直し

Ø 慢性腎臓病患者に対する移植を含む腎代替療法に関する情報提供を更に推進する観点から、⼈⼯腎臓の導⼊期加
算について要件及び評価を⾒直す。

⼈⼯腎臓 導⼊期加算の⾒直し

令和４年度診療報酬改定 Ⅲ－１ 患者にとって安⼼・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等－⑨

改定後

200点
400点
800点

【⼈⼯腎臓】
導⼊期加算１
導⼊期加算２
（新）導⼊期加算３
［施設基準］
(1) 導⼊期加算１の施設基準

ア 関連学会の作成した資料⼜はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代
替療法について、患者に対し⼗分な説明を⾏っていること。
イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましい。

(2) 導⼊期加算２の施設基準
次のすべてを満たしていること。
ア (1)のアを満たしていること。
イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていること。
ウ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が、導⼊期加算３を算定している施設が実施する腎代替療
法に係る研修を定期的に受講していること。
エ 区分番号「Ｃ１０２」在宅⾃⼰腹膜灌流指導管理料を過去１年間で24回以上算定していること。
オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた⼿続きを⾏っ
た患者が前年に２⼈以上いること。

(3) 導⼊期加算３の施設基準
次のすべてを満たしていること。
ア (1)のア及び(2)のイを満たしていること。
イ 腎臓移植実施施設として、⽇本臓器移植ネットワークに登録された施設であり、移植医と腎代替療法
に係る所定の研修を修了した者が連携して診療を⾏っていること。
ウ 導⼊期加算１⼜は２を算定している施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施し、必要に応じて、
当該連携施設に対して移植医療等に係る情報提供を⾏っていること。
エ 区分番号「Ｃ１０２」在宅⾃⼰腹膜灌流指導管理料を過去１年間で36回以上算定していること。
オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた⼿続きを⾏っ
た患者が前年に５⼈以上いること。
カ 当該保険医療機関において献腎移植⼜は⽣体腎移植を実施した患者が前年に２⼈以上いること。

現⾏
【⼈⼯腎臓】
導⼊期加算１
導⼊期加算２
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200点
500点

［施設基準］
(1) 導⼊期加算１の施設基準
関連学会の作成した資料⼜はそ

れらを参考に作成した資料に基づ
き、患者ごとの適応に応じて、腎
代替療法について、患者に対し⼗
分な説明を⾏っていること。
(2) 導⼊期加算２の施設基準
次のすべてを満たしていること。

ア 導⼊期加算１の施設基準を満
たしていること。

イ 区分番号「Ｃ１０２」在宅⾃
⼰腹膜灌流指導管理料を過去１
年間で12回以上算定している
こと。

ウ 腎移植について、患者の希望
に応じて適切に相談に応じてお
り、かつ、腎移植に向けた⼿
続きを⾏った患者が前年に３⼈
以 上いること。



【処 置】⼈⼯腎臓 導⼊期加算の再編
p導⼊期加算１ ２００点

p導⼊期加算２ ５００点 ⇒ ４００点
p（新）導⼊期加算３ ８００点

u導⼊期加算３の施設基準
u導⼊期加算１の施設基準を満たしていること
u当該療法を⾏うにつき⼗分な実績を有していること

p導⼊期加算の施設基準の⾒直し等
u導⼊期加算１の施設基準

uア、関連学会の作成した資料⼜はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応
に応じて、腎代替療法について、患者に対し⼗分な説明を⾏っているこ。

u（新）イ、腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましい
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【処 置】⼈⼯腎臓 導⼊期加算の再編
p導⼊期加算の施設基準の⾒直し等

u導⼊期加算２の施設基準
u次のすべてを満たしていること

u（新）ア、(1)のアを満たしていること
u（新）イ、腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていること
u（新）ウ、腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が、導⼊期加算３を算定してい
る施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に受講していること

uエ、在宅⾃⼰腹膜灌流指導管理料を過去１年間で２４回以上算定していること
uオ、腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に
向けた⼿続きを⾏った患者が前年に２⼈以上いること。なお、腎移植に向けた⼿続き
を⾏った患者とは、⽇本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録さ
れた患者、先⾏的腎移植が実施された患者⼜は腎移植が実施され透析を離脱した患者
をいう
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【処 置】⼈⼯腎臓 導⼊期加算の再編
p導⼊期加算の施設基準の⾒直し等

u（新）導⼊期加算３の施設基準
u次のすべてを満たしていること

uア、(1)のア及び(2)のイを満たしていること
uイ、腎臓移植実施施設として、⽇本臓器移植ネットワークに登録された施設であり、移植医と
腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が連携して診療を⾏っていること

uウ、導⼊期加算１⼜は２を算定している施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施し、必
要に応じて、当該連携施設に対して移植医療等に係る情報提供を⾏っていること

uエ、在宅⾃⼰腹膜灌流指導管理料を過去１年間で３６回以上算定していること
uオ、腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた⼿
続きを⾏った患者が前年に５⼈以上いること。なお、腎移植に向けた⼿続きを⾏った患者とは、
⽇本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先⾏的腎移植が実
施された患者⼜は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう

uカ、当該保険医療機関において献腎移植⼜は⽣体腎移植を実施した患者が前年に２⼈以上いる
こと
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【処 置】⼈⼯腎臓 その他
p慢性維持透析患者外来医学管理料 ２,２５０点 ⇒ ２,２１１点

p在宅⾎液透析指導管理料 ８,０００点 ⇒ １０,０００点
u算定要件の⾒直し

u⽇本透析医会が作成した「在宅⾎液透析管理マニュアル」に基づいて患者及び介助者が医療機関に
おいて⼗分な教育を受け、⽂書において在宅⾎液透析に係る説明及び同意を受けた上で、在宅⾎液
透析が実施されていること。また、当該マニュアルに基づいて在宅⾎液透析に関する指導管理を⾏
うこと

p⾎球成分除去療法
u（新）寛解期の潰瘍性⼤腸炎で既存の薬物治療が無効、効果不⼗分⼜は適⽤できない難治性患者（厚⽣
省特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班の診断基準）に対しては、寛解維持を⽬的として⾏った場
合に限り、原則として⼀連につき2週間に1回を限度として48週間に限って算定する。なお、医学的な必
要性から⼀連につき2週間に2回以上算定する場合⼜は48週間を超えて算定する場合には、その理由をレ
セプトの摘要欄に記載

u（新）初回実施時には医学的な必要性をレセプトの摘要欄に記載
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【処 置】⼈⼯腎臓 その他
p⾎漿交換療法の続き

u注1 ⾎漿交換療法を夜間に開始し午前0時以降に終了した場合は1⽇として算定
u（新）2 難治性⾼コレステロール⾎症に伴う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
ス療法は、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局⻑等に届け出た病
院（内科または泌尿器科を標榜）において⾏われる場合に限り算定

u（新）3 移植後抗体関連型拒絶反応治療における⾎漿交換療法は、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局⻑等に届け出た保険医療機関において⾏われる場合に限り算定

u対象疾患
u（1）⾎漿交換療法は、多発性⾻髄腫、マクログロブリン⾎症、劇症肝炎、薬物中毒、重症筋無⼒症、悪性関節
リウマチ、全⾝性エリテマトーデス、⾎栓性⾎⼩板減少性紫斑病、重度⾎液型不適合妊娠、術後肝不全、急性肝
不全、多発性硬化症、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎、ギラン・バレー症候群、天疱瘡、類天疱瘡、巣状⽷球体
硬化症、抗⽷球体基底膜抗体（抗GBM抗体）型急速進⾏性⽷球体腎炎、抗⽩⾎球細胞質抗体（ANCA）型急速進
⾏性⽷球体腎炎、溶⾎性尿毒症症候群、家族性⾼コレステロール⾎症、難治性⾼コレステロール⾎症に伴う重度
尿蛋⽩を呈する糖尿病性腎症、閉塞性動脈硬化症、中毒性表⽪壊死症、川崎病、スティーヴンス・ジョンソン症
候群若しくはインヒビターを有する⾎友病の患者、ABO⾎液型不適合間若しくは抗リンパ球抗体陽性の同種腎移
植、ABO⾎液型不適合間若しくは抗リンパ球抗体陽性の同種肝移植、移植後抗体関連型拒絶反応⼜は慢性C型ウ
イルス肝炎の患者に対して、遠⼼分離法等により⾎漿と⾎漿以外とを分離し、⼆重濾過法、⾎漿吸着法等により
有害物質等を除去する療法（⾎漿浄化法）を⾏った場合に算定できるものであり、必ずしも⾎漿補充を要しない。
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【処 置】⼈⼯腎臓 その他
p⾎漿交換療法の続き

u留意事項の⾒直し
u（改）(10) 当該療法の対象となる術後肝不全については、⼿術後に発症した肝障害（外科的閉塞性
機序によるものを除く。）のうち次のいずれにも該当する場合に限り、当該療法の実施回数は、⼀
連につき概ね７回を限度として算定する。 ア 総ビリルビン値が５mg/dＬ以上で、かつ、持続的に
上昇を認める場合 イ へパプラスチンテスト（ＨＰＴ）40％以下⼜はComa Grade Ⅱ以上の条件の
うち２項⽬以上を有する場合

u（改）（17）当該療法の対象となる家族性⾼コレステロール⾎症については、次のいずれかに該当
する者のうち、⻩⾊腫を伴い、負荷⼼電図及び⾎管撮影により冠状動脈硬化が明らかな場合であり、
維持療法としての当該療法の実施回数は週1回を限度として算定する。

u空腹時定常状態の⾎清LDLコレステロール値が370mg/dLを超えるホモ接合体の者
u⾷事療法及び薬物療法を⾏っても⾎清LDLコレステロール値が170mg/dL以下に下がらないヘテ
ロ接合体の者

u（改）（21）当該療法の対象となる同種腎移植⼜は同種肝移植は、遠⼼分離法等による⾎漿と⾎漿
以外の分離⼜は⼆重濾過法により、ABO⾎液型不適合間の同種腎移若しくは同種肝移植を実施する
場合⼜はリンパ球抗体陽性の同種腎移植若しくは同種肝移植を実施する場合に限り、当該療法の実
施回数は⼀連につき術前は4回を限度とし、術後は2回を限度として算定する
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【処 置】⼈⼯腎臓 その他
p⾎漿交換療法の続き

u留意事項の⾒直し
u（改）(22) 当該療法の対象となる同種腎移植⼜は同種肝移植は、⼆重濾過法により、ＡＢＯ⾎液型
不適合間の同種腎移植若しくは同種肝移植を実施する場合⼜はリンパ球抗体陽性の同種腎移植若し
くは同種肝移植を実施する場合に限り、当該療法の実施回数は⼀連につき術前は４回を限度とし、
術後は２回を限度として算定する

u（新）（30）「注2」に規定する難治性⾼コレステロール⾎症に伴う重度尿蛋⽩を呈する糖尿病性腎
症とは、重度尿蛋⽩（1⽇3g以上の尿蛋⽩を呈するもの⼜は尿蛋⽩/尿クレアチニン⽐が3g/gCr以上
のものに限る）を呈する糖尿病性腎症（⾎清クレアチニンが2mg/dL未満のものに限る）であって、
薬物治療を⾏っても⾎清LDLコレステロール値が120mg/dL未満に下がらない場合である。この場合、
当該療法の実施回数は、⼀連につき12回を限度として算定する

u（新）（31）「注3」については、臓器移植後に抗体関連型拒絶反応を呈する患者を対象として、抗
ドナー抗体を除去することを⽬的として実施する場合に限り、当該療法の実施回数は、⼀連につき5
回を限度として算定する。なお、医学的な必要性から⼀連につき6回以上算定する場合には、その理
由をレセプトの摘要欄に記載する
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【処 置】⼈⼯腎臓 在宅⾃⼰腹膜灌流指導管理料
p（新）遠隔モニタリング加算 １１５点（⽉１回）

u算定要件
u継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を⾏った場合
u遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する

u⾃動腹膜灌流⽤装置に搭載された情報通信機能により、注液量、排液量、除⽔量、体
重、⾎圧、体温等の状態について継続的なモニタリングを⾏うこと

uモニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を⾏うこと
u当該加算を算定する⽉にあっては、モニタリングにより得られた所⾒等及び⾏った指
導管理の内容を診療録に記載すること

uモニタリングの実施に当たっては、厚⽣労働省の定める「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」等に対応すること
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324

在宅腹膜灌流に係る遠隔モニタリングの評価の新設

Ø 腹膜透析を実施している患者に対する効果的な治療を推進する観点から、在宅⾃⼰連続携⾏式腹膜
灌流を⾏っている患者に対し、継続的な遠隔モニタリングを⾏い、来院時に当該モニタリングを踏
まえた療養⽅針について必要な指導を⾏った場合に遠隔モニタリング加算を新設する。

（新） 遠隔モニタリング加算 115点（⽉１回に限る）

［算定要件］
遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。
ア ⾃動腹膜灌流⽤装置に搭載された情報通信機能により、注液量、排液量、除⽔量、体重、⾎圧、体温等の状態について継続的なモ
ニタリングを⾏うこと。

イ モニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を⾏うこと。
ウ 当該加算を算定する⽉にあっては、モニタリングにより得られた所⾒等及び⾏った指導管理の内容を診療録に記載すること。
エ モニタリングの実施に当たっては、厚⽣労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応すること。

令和４年度診療報酬改定 Ⅲ－１ 患者にとって安⼼・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等－⑩

（腹膜透析治療で得られた水分除去量）

（血圧）（体重）

自動腹膜灌流用装置

出典︓バクスター株式会社HP



ご静聴・ご視聴
ありがとうございました

MSGチャンネルにて様々な
情報提供を⾏なっております

拙著がじほう社より刊⾏予定です

『患者さんと共有できる外来点数マニュアル ２０２２年度版』

https://www.jiho.co.jp/shop/list/detail/tabid/272/catid/10800/pdid/540
88/Default.aspx

61


