の算定とする。
(３)

超音波検査の記録に要した費用（フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等）は、
所定点数に含まれる。

(４)

体表には肛門、甲状腺、乳腺、表在リンパ節等を含む。

(５)

「２」の断層撮影法において血管の血流診断を目的としてパルスドプラ法を併せて行っ
た場合には、「注２」に掲げる加算を算定できる。

(６)

「３」のＵＣＧの所定点数には、同時に記録した心音図、脈波図、心電図及び心機図の
検査の費用を含む。

(７)

「３」のＵＣＧの所定点数にはパルスドプラ法の費用が含まれており、別に算定できな
い。

(８)

「３」のＵＣＧ以外で、断層撮影法とＭモード法を併用した場合の点数算定は、「２」
の「イ」により算定する。

(９)

「３」のＵＣＧ以外で、Ｍモード法のみの検査を行った場合は、「３」の「ロ」により
算定するものである。

(10)

「４」の「イ」の末梢血管血行動態検査は、慢性動脈閉塞症の診断及び病態把握のため
に行った場合に算定する。

(11)

「４」の「ロ」の脳動脈血流速度連続測定とは、経頭蓋骨的に連続波又はパルスドプラ
を用いて、ソノグラムを記録して血流の分析を行う場合をいう。

(12)

「４」の「ハ」の脳動脈血流速度マッピング法とは、パルスドプラにより脳内動脈の描
出を行う場合をいう。

(13)

「５」の血管内超音波法の算定は次の方法による。
ア

検査を実施した後の縫合に要する費用は所定点数に含まれる。

イ

本検査を、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査と併せて行った場合は、左心
カテーテル検査及び右心カテーテル検査の所定点数で算定できる。

ウ

エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号「Ｅ４００」フィルムの所
定点数により算定する。

エ

区分番号「Ｄ２２０」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ（ハ
ートスコープ）、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。

(14)

「注１」における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射、動脈注射又は点滴注射
により造影剤を使用し検査を行った場合をいう。

Ｄ２１６－２
(１)

残尿測定検査

残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若
しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。

(２)

残尿測定を目的として超音波検査を行った場合は残尿測定検査により算定する。

Ｄ２１７
(１)

骨塩定量検査
骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の際のみ算定できる。ただし、４月

に１回を限度とする。
(２)

「２」の「ＭＤ法、ＳＥＸＡ法等」の方法には、ＤＥＸＡ法(dual Energy x-Ray Absor
ptiometry)、単一光子吸収法(SPA:Single Photon Absorptiometry)、二重光子吸収法(DPA
:Dual Photon Absorptiometry)、ＭＤ法(Microdensitometryによる骨塩定量法)、ＤＩＰ
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法(Digital Image Processing)、ＳＥＸＡ法(single Energy x-Ray Absorptiometry)、単
色Ｘ線光子を利用した骨塩定量装置による測定及びｐＱＣＴ（peripheral Quantitative
Computed Tomography)による測定がある。
(３)

ＭＤ法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断
を併施する場合は、「２」の「ＭＤ法、ＳＥＸＡ法等」の所定点数又は画像診断の手技料
（区分番号「Ｅ００１」写真診断及び区分番号「Ｅ００２」撮影）の所定点数のいずれか
一方により算定する。ただし、区分番号「Ｅ４００」フィルムの費用は、いずれの場合で
も、手技料とは別に算定できる。

Ｄ２１８

分娩監視装置による諸検査

分娩監視装置による諸検査は、胎児仮死、潜在胎児仮死及び異常分娩の経過改善の目的で陣
痛促進を行う場合にのみ算定できるものであり、陣痛曲線、胎児心電図及び胎児心音図を記録
した場合も、所定点数に含まれる。
Ｄ２１９
(１)

ノンストレステスト
ノンストレステストは、以下に掲げる患者に対し行われた場合に算定する。

ア

40歳以上の初産婦である患者

イ

ＢＭＩが35以上の初産婦である患者

ウ

多胎妊娠の患者

エ

子宮内胎児発育不全の認められる患者

オ

子宮収縮抑制剤を使用中の患者

カ

妊娠高血圧症候群重症の患者

キ

常位胎盤早期剥離の患者

ク

前置胎盤（妊娠22週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。）の患者

ケ

胎盤機能不全の患者

コ

羊水異常症の患者

サ

妊娠30週未満の切迫早産の患者で、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化
のいずれかの切迫早産の兆候を示し、かつ、以下のいずれかを満たすもの
(イ)

前期破水を合併したもの

(ロ)

経腟超音波検査で子宮頚管長が20mm未満のもの

(ハ)

切迫早産の診断で他の医療機関から搬送されたもの

(ニ)

早産指数(tocolysis index)が３点以上のもの

シ

心疾患（治療中のものに限る。）の患者

ス

糖尿病（治療中のものに限る。）の患者

セ

甲状腺疾患（治療中のものに限る。）の患者

ソ

腎疾患（治療中のものに限る。）の患者

タ

膠原病（治療中のものに限る。）の患者

チ

特発性血小板減少性紫斑病（治療中のものに限る。）の患者

ツ

白血病（治療中のものに限る。）の患者

テ

血友病（治療中のものに限る。）の患者

ト

出血傾向（治療中のものに限る。）のある患者

ナ

ＨＩＶ陽性の患者
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ニ

Ｒｈ不適合の患者

ヌ

当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定のある患者
ただし、治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、

単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみでは算定できない。
(２)

ノンストレステストは入院中の患者に対して行った場合には１週間につき３回、入院中
の患者以外の患者に対して行った場合には１週間につき１回に限り算定できる。なお、１
週間の計算は暦週による。

Ｄ２２０

呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ（ハートスコープ）、カル
ジオタコスコープ

(１)

呼吸心拍監視は、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれ
のある患者に対して、常時監視を行っている場合に算定されるものである。この際、呼吸
曲線の観察の有無に関わらず、心電曲線、心拍数の観察を行った場合は、所定点数を算定
する。

(２)

呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ（ハートスコープ）又はカル
ジオタコスコープは、観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点
を診療録に記載した場合に算定できる。

(３)

新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ（ハートスコープ）又はカルジオタコスコー
プは、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に
対し、心電曲線及び心拍数の観察を行っている場合に算定する。この際、呼吸曲線を同時
に観察した場合の費用は所定点数に含まれる。

(４)

呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ（ハートスコープ）又はカル
ジオタコスコープを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

(５)

診療報酬明細書の摘要欄に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ
（ハートスコープ）又はカルジオタコスコープの算定開始日を記載する。

(６)

呼吸心拍監視装置等の装着を中止した後30日以内に再装着が必要となった場合の日数の
起算日は、最初に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ（ハートスコ
ープ）又はカルジオタコスコープを算定した日とする。特定入院料を算定した患者が引き
続き呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ（ハートスコープ）又はカ
ルジオタコスコープを行う場合の日数の起算日についても同様とする。なお、当該検査を
中止している期間についても実施日数の計算に含める。

(７)

７日を超えた場合は、検査に要した時間にかかわらず「２」の「ロ」又は「ハ」を上限
として算定する。

(８)

人工呼吸を同一日に行った場合は、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオス
コープ（ハートスコープ）、カルジオタコスコープに係る費用は区分番号「Ｊ０４５」人
工呼吸の所定点数に含まれる。

Ｄ２２２
(１)

経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
経皮的血液ガス分圧測定は、循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある

新生児についてのみ算定するものであり、測定するガス分圧の種類にかかわらず、所定点
数により算定する。ただし、出生時体重が1,000g未満又は1,000g以上1,500g未満の新生児
の場合は、それぞれ90日又は60日を限度として算定する。
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(２)

血液ガス連続測定は、閉鎖循環式全身麻酔において分離肺換気を行う際に血中のＰＯ ２ 、
ＰＣＯ ２ 及びｐＨの観血的連続測定を行った場合に算定できる。

Ｄ２２３

経皮的動脈血酸素飽和度測定

経皮的動脈血酸素飽和度測定は、次のいずれかに該当する患者に対して行った場合に算定す
る。
ア

呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって、酸素吸入若しくは突発性難聴に対
する酸素療法を現に行っているもの又は酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を
行う必要があるもの

イ

静脈麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合
なお、閉鎖式全身麻酔を実施した際に区分番号「Ｌ００８」マスク又は気管内挿管によ
る閉鎖循環式全身麻酔を算定した日と同一日には算定できない。

Ｄ２２３－２

終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定（一連につき）

終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定は、睡眠時呼吸障害の疑われる患者に対して行った場合に
算定し、数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
Ｄ２２４
(１)

終末呼気炭酸ガス濃度測定
終末呼気炭酸ガス濃度測定は、気管内挿管又は気管切開している患者であって、次のい

ずれかに該当する患者に対して行った場合に算定する。
ア

人工呼吸器を装着している患者

イ

自発呼吸が不十分な患者

ウ

脳外傷等換気不全が生じる可能性が非常に高いと判断される患者

(２)

閉鎖式全身麻酔を実施した際に区分番号「Ｌ００８」マスク又は気管内挿管による閉鎖
循環式全身麻酔を算定した日と同一日には算定できない。

Ｄ２２５
(１)

観血的動脈圧測定
観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター

針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。
(２)

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

Ｄ２２５－２

非観血的連続血圧測定

非観血的連続血圧測定は、トノメトリー法により麻酔に伴って実施した場合に限り算定でき
るものとし、また、観血的動脈圧測定と同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
Ｄ２２５－３

24時間自由行動下血圧測定

24時間自由行動下血圧測定は、日本循環器学会、日本心臓病学会及び日本高血圧学会の承認
を得た「24時間血圧計の使用（ＡＢＰＭ）基準に関するガイドライン」に沿って行われた場合
に、１月に１回に限り算定する。
Ｄ２２６

中心静脈圧測定

(１)

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

(２)

中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合（手術に関連して行う場
合を除く。）は、区分番号「Ｇ００５－２」の中心静脈注射用カテーテル挿入により算定
する。
この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｄ２２７

頭蓋内圧持続測定
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穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
Ｄ２２８

深部体温計による深部体温測定

直腸温又は膀胱温の測定は、深部体温測定と異なるものであり、深部体温計による深部体温
の測定には該当しない。
Ｄ２２９

前額部、胸部、手掌部、足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察

前額部、胸部、手掌部、足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察と区分番号「Ｄ
２２８」深部体温計による深部体温測定を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
Ｄ２３０

観血的肺動脈圧測定

(１)

肺動脈楔入圧を持続的に測定する場合に所定点数を算定する。

(２)

測定のために右心カテーテル法により、バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合に
は挿入日にカテーテル挿入加算を算定できる。この場合、使用したカテーテルの本数にか
かわらず、一連として算定する。

(３)

観血的肺動脈圧測定と右心カテーテル法による諸検査又は中心静脈圧測定を同一日に実
施した場合は、主たるもののみ算定する。

(４)

左心カテーテル法による諸検査を同一日に実施した場合は別に算定できる。

(５)

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

Ｄ２３１
(１)

人工膵臓
糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目

的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続し
て測定した場合に算定できる。
(２)

算定の対象となる患者は、次の療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師が人工膵臓
以外による血糖調整が困難であると認めた者である。
ア

高血糖時（糖尿病性昏睡等）における救急的治療

イ

手術、外傷及び分娩時の血糖管理

ウ

インスリン産生腫瘍摘出術の術前、術後の血糖管理

エ

糖尿病性腎症に対する透析時の血糖管理

オ

難治性低血糖症の治療のための血糖消費量決定

カ

インスリン抵抗性がみられる難治性糖尿病に対するインスリン感受性テスト及び血糖
管理

(３)

２日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として１回の算定とする。

(４)

人工膵臓と同一日に行った血中グルコース測定は別に算定できない。

(５)

人工膵臓を行うために必要な血液学的検査、生化学的検査とは、次に掲げる検査である。
ア

血液学的検査
赤血球沈降速度測定、赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値、ヘモグロ
ビンＡ １Ｃ、血液浸透圧測定

イ

生化学的検査
グルコース、アンモニア、ケトン体、アミラーゼ、総窒素、尿素窒素（ＢＵＮ）、遊
離脂肪酸、総コレステロール、インスリン、グルカゴン、Ｎa、Ｃl、Ｋ、Ｐ、Ｃa

(６)
Ｄ２３３

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
直腸肛門機能検査
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(１)

直腸肛門機能検査とは、次のアからオに掲げる検査をいう。
ア

直腸肛門内圧測定

イ

直腸感覚検査

ウ

直腸コンプライアンス検査

エ

直腸肛門反射検査

オ

排出能力検査

(２)

直腸肛門機能検査は、ヒルシュスプルング病、鎖肛、肛門括約不全、直腸肛門由来の排
便障害等の直腸肛門疾患に対して行う検査をいう。

(３)

直腸肛門機能検査は、直腸肛門内圧検査用バルーン、マイクロチップ、インフューズド
オープンチップ又はマイクロバルーン等を用いて実施されるものである。

Ｄ２３４

胃・食道内24時間ｐＨ測定

(１)

胃・食道逆流症の診断及び治療方法の選択のために実施された場合に算定する。

(２)

胃・食道内24時間ｐＨ測定に用いる測定器、基準電極、ｐＨカテーテル、ガラス電極、
保護チューブ、電解液、電極用ゼリー、ｐＨ緩衝液等の費用は、所定点数に含まれる。

(３)

胃・食道内24時間ｐＨ測定は、概ね24時間以上連続して行われるものであり、これを１
回として算定する。

Ｄ２３５

脳波検査

(１)

脳波検査を算定するものは、同時に８誘導以上の記録を行った場合である。

(２)

８誘導未満の誘導数により脳波を測定した場合は、誘導数に応じて区分番号「Ｄ２１
４」脈波図、心機図、ポリグラフ検査の所定点数により算定するものとし、種々の賦活検
査（睡眠、薬物を含む。）を行った場合も、同区分の所定点数のみにより算定する。

(３)

心臓及び脳手術中における脳波検査は、８誘導以上の場合は脳波検査により、それ以外
の場合は誘導数に応じて区分番号「Ｄ２１４」脈波図、心機図、ポリグラフ検査により算
定する。

Ｄ２３５－２

長期継続頭蓋内脳波検査

長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を
用いて脳波測定を行った場合、患者１人につき14日間を限度として算定する。
Ｄ２３６
(１)

脳誘発電位検査
脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等

により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。
(２)

脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査及び中間潜時反応聴力検査は、いずれの検査も「３」
により算定するものであり、２種類以上行った場合であっても、１回のみ算定する。

Ｄ２３６－２
(１)

光トポグラフィー

光トポグラフィーは以下のア又はイの場合に限り、各手術前に１回のみ算定できる。
ア

言語野関連病変（側頭葉腫瘍等）又は正中病変における脳外科手術に当たり言語優位
半球を同定する必要がある場合

イ
(２)

難治性てんかんの外科的手術に当たりてんかん焦点計測を目的に行われた場合
当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書の

摘要欄に記載すること。また、手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。
検査
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Ｄ２３６－３
(１)

神経磁気診断

神経磁気診断は、原発性及び続発性てんかん、中枢神経疾患に伴う感覚障害及び運動障
害の患者に対する手術部位の診断や手術方法の選択を行う場合に限り、手術前に１回のみ
算定できる。

(２)

当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。また、手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。

Ｄ２３７
(１)

終夜睡眠ポリグラフィー
「１

ア

携帯用装置を使用した場合」

問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡
眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。なお、区分番号「Ｃ１
０７－２」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効
果を判定するため、６月に１回を限度として算定できる。

イ

鼻呼吸センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸
素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。この場合の経皮的動脈血酸素飽和
度測定の費用は所定点数に含まれる。

ウ

数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。

エ

診療録に検査結果の要点を記載する。

(２)

「２
ア

１以外の場合」

他の検査により睡眠中無呼吸発作の明らかな患者に対して睡眠時無呼吸症候群の診断
を目的として行った場合及び睡眠中多発するてんかん発作の患者又はうつ病若しくはナ
ルコレプシーであって、重篤な睡眠、覚醒リズムの障害を伴うものの患者に対して行っ
た場合に、１月に１回を限度として算定する。なお、区分番号「Ｃ１０７－２」在宅持
続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、
初回月に限り２回、翌月以後は１月に１回を限度として算定できる。
当該検査を実施するに当たっては、下記(イ)から(ニ)に掲げる検査の全て（睡眠時呼
吸障害の疑われない患者については(イ)のみ）を当該患者の睡眠中８時間以上連続して
測定し、記録する。
(イ)

脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図

(ロ)

鼻又は口における気流の検知

(ハ)

胸壁及び腹壁の換気運動記録

(ニ)

パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定

イ

脳波等の記録速度は、毎秒1.5センチメートル以上のものを標準とする。

ウ

同時に行った検査のうち、区分番号「Ｄ２００」スパイログラフィー等検査から本区
分「１」までに掲げるもの及び区分番号「Ｄ２３９」筋電図検査については、併せて算
定できない。

エ

測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶し
た場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。

オ

診療録に検査結果の要点を記載する。

Ｄ２３７－２

反復睡眠潜時試験（ＭＳＬＴ）
検査
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反復睡眠潜時試験（ＭＳＬＴ）は、ナルコレプシー又は特発性過眠症が強く疑われる患者に
対し、診断の補助として、概ね２時間間隔で４回以上の睡眠検査を行った場合に１月に１回を
限度として算定する。なお、本検査と区分番号「Ｄ２３７」終夜睡眠ポリグラフィーを併せて
行った場合には、主たるもののみ算定する。
Ｄ２３９

筋電図検査

「１」については、顔面及び躯幹の場合にあっては、左右、腹背を問わずそれぞれ１肢とし
て扱い、「２」及び「３」については、検査する筋肉の種類及び部位にかかわらず、一連とし
て所定点数により算定する。「３」については多発性硬化症、運動ニューロン疾患等の神経系
の運動障害の診断を目的として、単発若しくは二連発磁気刺激法により行った場合に算定する。
Ｄ２３９－２

電流知覚閾値測定

電流知覚閾値測定は、末梢神経障害の重症度及び治療効果の判定を目的として、神経線維を
刺激することによりその電流知覚閾値を測定した場合に、検査する筋肉の種類及び部位にかか
わらず、一連につき所定点数により算定する。
Ｄ２３９－３
(１)

神経学的検査

神経学的検査は、意識状態、言語、脳神経、運動系、感覚系、反射、協調運動、髄膜刺
激症状、起立歩行等に関する総合的な検査及び診断を「別紙様式19」の神経学的検査チャ
ートを用いて行った場合に一連につき１回に限り算定する。

(２)

神経学的検査は、専ら神経系疾患の診療を担当する医師（専ら神経系疾患の診療を担当
した経験を10年以上有するものに限る。）が当該検査を行った上で、その結果を患者に説
明した場合に限り算定する。

Ｄ２４０
(１)

神経・筋負荷テスト
「１」のテンシロンテストについては、Edrophonium Chlorideを負荷して行う検査に伴

う全ての検査（前後の観察及び精密眼圧測定を含む。）を含む。
(２)

「２」の瞳孔薬物負荷テストは、ホルネル症候群又はアディー症候群について行った場
合に、負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連として所定点数により算定する。
なお、使用した薬剤については、区分番号「Ｄ５００」薬剤により算定する。

(３)

「３」の乏血運動負荷テストについては、血中乳酸、焦性ブドウ酸、カリウム、Ｐ等の
測定検査の費用及び採血料を含む。

（耳鼻咽喉科学的検査）
Ｄ２４４
(１)

自覚的聴力検査
「１」の標準純音聴力検査は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用し、日本

聴覚医学会制定の測定方法により、気導聴力（測定周波数250、500、1,000、2,000、4,00
0、8,000Hz）及び骨導聴力（測定周波数250、500、1,000、2,000、4,000Hz）を両耳につ
いて測定する方法をいう。
(２)

「２」のことばのききとり検査は、難聴者の語音了解度を測定し、補聴器及び聴能訓練
の効果の評価を行った場合に算定する。

(３)

「３」の簡易聴力検査とは、室内騒音が30ホーン以下の防音室で行う検査である。

(４)

「３」の簡易聴力検査のうち「イ」は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用
して標準純音聴力検査時と同じ測定周波数について気導聴力検査のみを行った場合に算定
する。
検査
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(５)

「３」の簡易聴力検査のうち「ロ」は、次に掲げるア及びイを一連として行った場合に
算定する。
ア

音叉を用いる検査（ウェーバー法、リンネ法、ジュレ法を含む。）

イ

オージオメーターを用いる検査（閉鎖骨導試験（耳栓骨導試験）、日本工業規格選別
用オージオメーターによる気導検査を含む。）

(６)

「４」の後迷路機能検査とは、短音による検査、方向感機能検査、ひずみ語音明瞭度検
査及び一過性閾値上昇検査(ＴＴＤ)のうち、１種又は２種以上のものを組み合わせて行う
ものをいい、２種以上行った場合においても、所定点数により算定する。

(７)

「５」の内耳機能検査の所定点数は、レクルートメント検査（ＡＢＬＢ法）、音の強さ
及び周波数の弁別域検査、ＳＩＳＩテスト等の内耳障害の鑑別に係る全ての検査の費用を
含むものであり、検査の数にかかわらず、所定点数により算定する。

(８)

「５」の耳鳴検査は、診断用オージオメーター、自記オージオメーター又は耳鳴検査装
置を用いて耳鳴同調音の検索やラウドネスの判定及び耳鳴り遮蔽検査等を行った場合に算
定する。

(９)

「６」の中耳機能検査は、骨導ノイズ法、鼓膜穿孔閉鎖検査（パッチテスト）、気導聴
力検査等のうち２種以上を組み合わせて行った場合にのみ算定する。

Ｄ２４４－２

補聴器適合検査

補聴器適合検査は、聴力像に対し電気音響的に適応と思われる補聴器を選択の上、音場での
補聴器装着実耳検査を実施した場合に算定する。
Ｄ２４５

鼻腔通気度検査

鼻腔通気度検査は、当該検査に関連する手術日の前後３月以内に行った場合に算定する。そ
の場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該検査に関連する手術名及び手術日（手術前に当該検
査を実施した場合においては手術実施予定日）を記載すること。
なお、手術に関係なく、睡眠時無呼吸症候群又は神経性（心因性）鼻閉症の診断の目的で行
った場合にも、所定点数を算定できる。
Ｄ２４６

アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査

アコースティックオトスコープを用いて鼓膜音響反射率検査と耳鏡検査及び鼓膜可動性検査
を併せて行い、リコーダーで記録を診療録に残した場合のみ算定できる。
なお、この場合の耳鏡検査及び鼓膜可動性検査の手技料は、当該所定点数に含まれ、別に算
定できない。
Ｄ２４７

他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査

「５」の耳音響放射（ＯＡＥ）検査の「ロ」の「その他の場合」とは、誘発耳音響放射（Ｅ
ＯＡＥ）及び結合音耳音響放射（ＤＰＯＡＥ）をいう。
なお、「イ」及び「ロ」の両方を同一月中に行った場合は、「イ」の所定点数は算定できな
い。
Ｄ２４８

耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定

耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定において音響耳管法、耳管鼓室気流動体法又は加圧
減圧法のいずれか又は複数により測定した場合に算定する。
Ｄ２５０
(１)

平衡機能検査
「１」の標準検査とは、上肢偏倚検査（遮眼書字検査、指示検査、上肢偏倚反応検査、
検査
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上肢緊張検査等）、下肢偏倚検査（歩行検査、足ぶみ検査等）、立ちなおり検査（ゴニオ
メーター検査、単脚起立検査、両脚起立検査等）、自発眼振検査（正面、右、左、上、下
の注視眼振検査、異常眼球運動検査、眼球運動の制限の有無及び眼位検査を含む検査）を
いい、一連の検査につき、その数にかかわらず、所定点数により算定する。
(２)

「２」の刺激又は負荷を加える特殊検査とは、次に掲げるものをいい、それぞれ検査１
回につき所定点数により算定する。
ア

温度眼振検査（温度による眼振検査）

イ

視運動眼振検査（電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査）

ウ

回転眼振検査（電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査）

エ

視標追跡検査

オ

迷路瘻孔症状検査

(３)

「３」の頭位及び頭位変換眼振検査は、フレンツェル眼鏡下における頭位眼振及び変換
眼振検査をいい、一連の検査につき、その数にかかわらず、所定点数により算定する。

(４)

「４」の電気眼振図を区分番号「Ｄ２７８」眼球電位図（ＥＯＧ）と併せて行った場合
は、主たる検査の所定点数のみを算定する。

(５)

重心動揺計
ア

「５」の重心動揺計は、荷重変動を測定する検出器とこの荷重信号を記録・分析する
データ処理装置から成る装置を用いて、めまい・平衡障害の病巣診断のために行うもの
である。
本検査は、当該装置を用いて、重心動揺軌跡を記録し、その面積（外周・矩形・実効
値面積）、軌跡長（総軌跡長・単位軌跡長・単位面積軌跡長）、動揺中心変位、ロンベ
ルグ率を全て計測した場合に算定するものである。
なお、本検査は、「１」の標準検査を行った上、実施の必要が認められたものに限り
算定するものである。

イ

「注」のパワー・ベクトル分析を行った場合の加算は、記録された重心動揺軌跡のコ
ンピューター分析を行い、パワー・スペクトル、位置ベクトル、速度ベクトル、振幅確
率密度分布を全て算出した場合に算定する。

ウ

「注」の刺激又は負荷を加えた場合の加算は、電気刺激、視運動刺激、傾斜刺激、水
平運動刺激、振動刺激等姿勢反射誘発を加えて本検査を行った場合に１種目ごとに算定
する。

Ｄ２５１
(１)

音声言語医学的検査
「２」の音響分析は、種々の原因による音声障害及び発音、構音、話しことば等の障害

がある患者に対して、音声パターン検査又は音声スペクトル定量検査のうちの一方又は両
方を行った場合に算定する。
(２)

「３」の音声機能検査とは、嗄声等の音声障害について、発声状態の総合的分析を行う
検査であり、音域検査、声の強さ測定、発声時呼吸流の測定、発声持続時間の測定を組み
合わせて、それぞれ又は同時に測定するものをいい、種類及び回数にかかわらず、一連と
して１回算定する。

Ｄ２５２

扁桃マッサージ法

扁桃マッサージ法は、慢性扁桃炎に対する病巣誘発試験として行われた場合に算定する。
検査
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Ｄ２５３
(１)

嗅覚検査
「１」の基準嗅覚検査は、５種の基準臭（Ｔ＆Ｔオルファクトメーター）による嗅力検

査である。
(２)

「２」の静脈性嗅覚検査は、有嗅医薬品静注後の嗅感発現までの時間と嗅感の持続時間
を測定するものであり、第６部第１節第１款の注射実施料は、所定点数に含まれる。

Ｄ２５４
(１)

電気味覚検査
電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連に

つき１回算定する。
(２)

濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。

Ｄ２５５

精密眼底検査

精密眼底検査は、手持式、額帯式、固定式等の電気検眼鏡による眼底検査をいい、眼底カメ
ラ撮影のみでは算定できない。
Ｄ２５５－２

汎網膜硝子体検査

増殖性網膜症、網膜硝子体界面症候群又は硝子体混濁を伴うぶどう膜炎の患者に対して、散
瞳剤を使用し、細隙燈顕微鏡及び特殊レンズを用いて網膜、網膜硝子体界面及び硝子体の検査
を行った場合に限り算定する。
Ｄ２５６

眼底カメラ撮影

(１)

眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(２)

「通常の方法の場合」と「蛍光眼底法の場合」の双方を行った場合においては、どちら
か一方の所定点数により算定する。

(３)

使用したフィルム及び現像の費用は、10円で除して得た点数を加算する。

(４)

インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として10円で除した点数を加
算する。なお、１回当たり16点を限度とする。

Ｄ２５７
(１)

細隙燈顕微鏡検査（前眼部及び後眼部）
散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して細隙燈顕微鏡検査を行った場合には、

検査の回数にかかわらず、１回に限り所定点数を算定する。
(２)

細隙燈を用いた場合であって写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィ
ルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。

(３)

細隙燈顕微鏡検査（前眼部及び後眼部）を行った後、更に必要があって生体染色を施し
て再検査を行った場合は、再検査１回に限り区分番号「Ｄ２７３」により算定する。

Ｄ２５８

網膜電位図（ＥＲＧ）

網膜電位図（ＥＲＧ）は、前眼部又は中間透光体に混濁があって、眼底検査が不能の場合又
は眼底疾患の場合に限り、誘導数にかかわらず、所定点数により算定する。
Ｄ２５９
(１)

精密視野検査
精密視野検査は、中心視野計又は周辺視野計を用いて視野の測定を行った場合に、それ

ぞれ所定点数により算定する。
(２)
Ｄ２６０

河本氏暗点計による検査及び機器を使用しない検査は、基本診療料に含まれる。
量的視野検査

量的視野検査には、全視野にわたって検査する場合のほか、例えば、中心視野を特に重点的
に検査する量的中心視野検査等、視野の一定部位を限定して検査する場合があるが、２つ以上
検査
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の部位にわたって当該検査を同時に実施した場合においても、本区分の所定点数のみを算定す
る。
Ｄ２６１
(１)

屈折検査
屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターに

よる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、所定
点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。
(２)

散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各１
回を限度として所定点数を算定する。

(３)

屈折検査と区分番号「Ｄ２６３」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあ
るとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方せんを交付した場合に限り併せて算定でき
る。

Ｄ２６２
(１)

調節検査
調節検査は、近点計等による調節力の測定をいうものであり、両眼若しくは片眼又は検

査方法（調節力検査及び調節時間検査等を含む。）の種類にかかわらず、所定点数により
算定する。
(２)

負荷調節検査を行った場合であって、負荷の前後に調節検査を行った場合には、所定点
数の100分の200の点数を限度として算定する。

Ｄ２６３

矯正視力検査

眼鏡を処方する前後のレンズメーターによる眼鏡検査は、矯正視力検査に含むものとする。
Ｄ２６４
(１)

精密眼圧測定
精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若しくはアプラネーショントノメーター

を使用する場合又はディファレンシャル・トノメトリーにより眼内圧を測定する場合（眼
球壁の硬性測定検査を行った場合を含む。）をいい、検査の種類にかかわらず、所定点数
により算定する。
(２)

網膜中心血管圧測定に際しての精密眼圧測定は、別に算定できない。

(３)

「注」の加算は、水分を多量に摂取させたり、薬剤の注射、点眼若しくは暗室試験等の
負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率、産出量を測定
した場合に、検査の種類、負荷回数にかかわらず、１回のみ所定点数により算定する。

Ｄ２６５－２
(１)

角膜形状解析検査

角膜形状解析検査は、初期円錐角膜などの角膜変形患者、角膜移植後の患者又は高度角
膜乱視（２ジオプトリー以上）を伴う白内障患者の手術前後に行われた場合に限り算定す
る。

(２)

角膜移植後の患者については２か月に１回を限度として算定し、高度角膜乱視を伴う白
内障患者については手術の前後各１回に限り算定する。

(３)
Ｄ２６６

角膜変形患者に対して行われる場合は、コンタクトレンズ処方に伴う場合を除く。
光覚検査

光覚検査とは、アダプトメーター等による光覚検査をいう。
Ｄ２６７

色覚検査

「２」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表によ
る単なるスクリーニング検査は算定しない。
検査
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Ｄ２６８

眼筋機能精密検査及び輻輳検査

眼筋機能精密検査及び輻輳検査とは、マドックスによる複像検査、コージオメーターによる
検査、正切スカラによる眼位の検査、輻輳近点検査等をいう。
Ｄ２７２

両眼視機能精密検査

両眼視機能精密検査とは、Ｗorth４灯法、赤フィルター法等による両眼単視検査をいう。
Ｄ２７３
(１)

細隙燈顕微鏡検査（前眼部）
細隙燈顕微鏡検査（前眼部）とは、細隙燈顕微鏡を用いて行う前眼部及び透光体の検査

をいうものであり、区分番号「Ｄ２５７」細隙燈顕微鏡検査（前眼部及び後眼部）と併せ
て算定できない。
(２)

細隙燈を用いた場合であって、写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフ
ィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。

(３)

細隙燈顕微鏡検査（前眼部）を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を
行った場合は、再検査１回に限り算定する。

Ｄ２７４

前房隅角検査

前房隅角検査とは、隅角鏡を用いて行う前房隅角検査であり、緑内障等の場合に行う。
Ｄ２７６
(１)

網膜中心血管圧測定
「１」の簡単なものとは、オフタルモ・ダイナモメーターによる網膜中心血管圧測定検

査である。
(２)

「２」の複雑なものとは、キャップメーターによる網膜中心血管圧測定検査をいう。

Ｄ２７７

涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査

涙液分泌機能検査とは、シルメル法等による涙液分泌機能検査をいう。
Ｄ２７８

眼球電位図（ＥＯＧ）

区分番号「Ｄ２５０」平衡機能検査の「４」の電気眼振図と併せて行った場合は、主たる検
査の所定点数のみを算定する。
Ｄ２７９

角膜内皮細胞顕微鏡検査

眼内手術、角膜手術における手術の適応の決定及び術後の経過観察の際に算定する。
Ｄ２８０

レーザー前房蛋白細胞数検査

レーザー前房タンパク細胞測定装置を用いて、前眼部炎症の程度を診断するために、前房内
のタンパク濃度及び細胞数を測定するものである。
Ｄ２８１

瞳孔機能検査（電子瞳孔計使用）

視神経炎、視神経症等の求心性疾患や動眼神経麻痺、ホルネル症候群、アディー症候群、糖
尿病による自律神経障害等の遠心性疾患又は変性疾患及び中毒による疾患の診断を目的として
行った場合に算定できる。
Ｄ２８２

中心フリッカー試験

視神経疾患の診断のために行った場合に算定する。
Ｄ２８２－２
(１)

ＰＬ(Preferential Looking)法

ＰＬ法は４歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定ができない患者に対し、粟屋
－Mohindra方式等の測定装置を用いて視力測定を行った場合に算定する。

(２)

テラーカード等による簡易測定は本検査には含まれない。

(３)

診療録に検査結果の要点を記載する。
検査
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Ｄ２８２－３
(１)

コンタクトレンズ検査料

コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者（既装用者の場合を含む。以下同じ。）
に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「１」又は「２」により
算定する。

(２)

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない保険医療機関において、コンタクトレ
ンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレン
ズ検査料「１」又は「２」の他、区分番号「Ｄ２５５」から区分番号「Ｄ２８２－２」ま
でに掲げる眼科学的検査についても算定できない。

(３)

コンタクトレンズ検査料を算定する場合においては、区分番号「Ａ０００」初診料の注
６及び区分番号「Ａ００１」再診料の注５に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

(４)

当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去
にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対してコンタクトレンズ検査料を算定する場
合は、区分番号「Ａ０００」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「Ａ００１」に掲げる
再診料又は区分番号「Ａ００２」に掲げる外来診療料を算定する。

(５)

コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、
「１」又は「２」の所定点数を算定し、別に区分番号「Ｄ２５５」から区分番号「Ｄ２８
２－２」までに掲げる眼科学的検査は別に算定できない。ただし、新たな疾患の発生（屈
折異常以外の疾患の急性増悪を含む。）によりコンタクトレンズの装用を中止しコンタク
トレンズの処方を行わない場合、円錐角膜、角膜変形若しくは高度不正乱視の治療を目的
としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合、９歳未満の小児に対して弱視、斜視
若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処方を行った場合、緑内障又は高
眼圧症の患者（治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメー
ターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、視神経乳頭の所見を詳細に診療録に
記載した場合に限る。）、網膜硝子体疾患若しくは視神経疾患の患者（治療計画を作成し
診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙
燈顕微鏡検査（前眼部及び後眼部）並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神
経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。）、度数のない治療用コン
タクトレンズを装用する患者又は眼内の手術（角膜移植術を含む。）前後の患者等にあっ
ては、当該点数を算定せず、区分番号「Ｄ２５５」から区分番号「Ｄ２８２－２」までに
掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、区分番号「Ａ０００」
に掲げる初診料は算定せず、区分番号「Ａ００１」に掲げる再診料又は区分番号「Ａ００
２」に掲げる外来診療料を算定する。

Ｄ２８２－４

ダーモスコピー

ダーモスコピーは、悪性黒色腫、基底細胞癌、ボーエン病、色素性母斑、老人性色素斑、脂
漏性角化症、エクリン汗孔腫、血管腫等の色素性皮膚病変の診断の目的で行った場合に、初回
の診断日に限り算定する。
Ｄ２８３
(１)

発達及び知能検査、Ｄ２８４

人格検査、Ｄ２８５

認知機能検査その他の心理検査

検査を行うに当たっては、個人検査用として標準化され、かつ、確立された検査方法に
より行う。

(２)

各区分のうち「１」の「操作が容易なもの」とは、検査及び結果処理に概ね40分以上を
検査
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要するもの、「２」の「操作が複雑なもの」とは、検査及び結果処理に概ね１時間以上を
要するもの、「３」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、検査及び結果処理に１時
間30分以上要するものをいう。
なお、臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら、又は医師の指示により他の従事者が自
施設において検査及び結果処理を行い、かつ、その結果に基づき医師が自ら結果を分析し
た場合にのみ算定する。
(３)

医師は診療録に分析結果を記載する。

(４)

区分番号「Ｄ２８３」発達及び知能検査の「１」は、津守式乳幼児精神発達検査、牛島
乳幼児簡易検査、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査、遠城寺式乳幼児分析的発達
検査、デンバー式発達スクリーニング、ＤＡＭグッドイナフ人物画知能検査、フロスティ
ッグ視知覚発達検査、脳研式知能検査、コース立方体組み合わせテスト、レーヴン色彩マ
トリックス及びＪＡＲＴである。

(５)

区分番号「Ｄ２８３」発達及び知能検査の「２」は、ＭＣＣベビーテスト、ＰＢＴピク
チュア・ブロック知能検査、新版Ｋ式発達検査、ＷＰＰＳＩ知能診断検査、全訂版田中ビ
ネー知能検査、田中ビネー知能検査Ⅴ、鈴木ビネー式知能検査、ＷＩＳＣ－Ⅲ知能検査、
ＷＩＳＣ－Ｒ知能検査、ＷＡＩＳ－Ｒ成人知能検査（ＷＡＩＳを含む。）及び大脇式盲人
用知能検査である。

(６)

区分番号「Ｄ２８４」人格検査の「１」は、パーソナリティイベントリー、モーズレイ
性格検査、Ｙ－Ｇ矢田部ギルフォード性格検査、ＴＥＧ－Ⅱ東大式エゴグラム及び新版Ｔ
ＥＧである。

(７)

区分番号「Ｄ２８４」人格検査の「２」は、バウムテスト、ＳＣＴ、Ｐ－Ｆスタディ、
ＭＭＰＩ、ＴＰＩ、ＥＰＰＳ性格検査、16Ｐ－Ｆ人格検査、描画テスト、ゾンディーテス
ト及びＰＩＬテストである。

(８)

区分番号「Ｄ２８４」人格検査の「３」は、ロールシャッハテスト、ＣＡＰＳ、ＴＡＴ
絵画統覚検査及びＣＡＴ幼児児童用絵画統覚検査である。

(９)

区分番号「Ｄ２８５」認知機能検査その他の心理検査の「１」は、ＣＡＳ不安測定検査、
ＳＤＳうつ性自己評価尺度、ＣＥＳ－Ｄうつ病（抑うつ状態）自己評価尺度、ＨＤＲＳハ
ミルトンうつ病症状評価尺度、ＳＴＡＩ状態・特性不安検査、ＰＯＭＳ、ＩＥＳ－Ｒ、Ｐ
ＤＳ、ＴＫ式診断的新親子関係検査、ＣＭＩ健康調査票、ＧＨＱ精神健康評価票、ＭＡＳ
不安尺度、ブルドン抹消検査、ＭＥＤＥ多面的初期認知症判定検査、ＷＨＯ

ＱＯＬ26、

ＣＯＧＮＩＳＴＡＴ、ＳＩＢ、Ｃｏｇｈｅａｌｔｈ（医師、看護師又は臨床心理技術者が
検査に立ち会った場合に限る。）、ＮＰＩ及びＢＥＨＡＶＥ－ＡＤである。
(10)

区分番号「Ｄ２８５」認知機能検査その他の心理検査の「２」は、ベントン視覚記銘検
査、内田クレペリン精神検査、三宅式記銘力検査、ベンダーゲシュタルトテスト、ＷＣＳ
Ｔウイスコンシン・カード分類検査、ＳＣＩＤ構造化面接法、ＣＬＡＣ－Ⅱ、遂行機能障
害症候群の行動評価（ＢＡＤＳ）、リバーミード行動記憶検査及びＲａｙ－Ｏｓｔｅｒｒ
ｉｅｔｈ

(11)

Ｃｏｍｐｌｅｘ

Ｆｉｇｕｒｅ

Ｔｅｓｔ（ＲＯＣＦＴ）である。

区分番号「Ｄ２８５」認知機能検査その他の心理検査の「３」は、ＩＴＰＡ、ＣＬＡＣ
－Ⅲ、標準失語症検査、ＷＡＢ失語症検査、老研版失語症検査、Ｋ－ＡＢＣ、ＷＭＳ－Ｒ
及びＡＤＡＳである。
検査
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(12)

改訂長谷川式簡易知能評価スケールを用いた検査及び国立精研式認知症スクリーニング
テストの費用は、基本診療料に含まれているものであり、別に算定できない。

Ｄ２８６
(１)

肝及び腎のクリアランステスト
肝及び腎のクリアランステストとは、負荷後に検体採取及び検体分析を経時的若しくは

連続的に行う検査である。
(２)

肝クリアランステストに該当するものは、ＩＣＧ等を用いた検査であり、腎クリアラン
ステストに該当するものは、ＰＳＰ、チオ硫酸等を負荷して行うクリアランステスト、腎
血漿流量測定、糸球体濾過値測定である。

(３)

肝及び腎のクリアランステストは、肝クリアランステスト又は腎クリアランステストの
いずれかを実施した場合に算定できる。

(４)

「注２」の注射とは、第６部第１節第１款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、

別途算定する。
Ｄ２８７
(１)

内分泌負荷試験
各負荷試験については、測定回数及び負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連のものと

して月１回に限り所定点数を算定する。
なお、「１」の下垂体前葉負荷試験及び「５」の副腎皮質負荷試験以外のものについて
は、測定するホルモンの種類にかかわらず、一連のものとして算定する。
(２)

内分泌負荷試験において、負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、
測定回数、測定間隔等にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算
定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では
算定できない。

(３)

「１」の下垂体前葉負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。
ア

成長ホルモン（ＧＨ）については、インスリン負荷、アルギニン負荷、Ｌ－ＤＯＰＡ
負荷、クロニジン負荷、グルカゴン負荷、プロプラノロール負荷、ブロモクリプチン負
荷、睡眠負荷等

イ

ゴナドトロピン（ＬＨ及びＦＳＨ）については、ＬＨ－ＲＨ負荷、クロミフェン負荷
等

ウ

甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）については、ＴＲＨ負荷等

エ

プロラクチン（ＰＲＬ）については、ＴＲＨ負荷、ブロモクリプチン負荷等

オ

副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）については、インスリン負荷、メトピロン負荷、
デキサメサゾン負荷、ＣＲＨ負荷等

(４)

「２」の下垂体後葉負荷試験の抗利尿ホルモン（ＡＤＨ）については、水制限、高張食
塩水負荷（カーター・ロビンステスト）等が含まれる。

(５)

「３」の甲状腺負荷試験の甲状腺ホルモンについては、Ｔ ３抑制等が含まれる。

(６)

「４」の副甲状腺負荷試験の副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）については、カルシウム負荷、
ＰＴＨ負荷（エルスワースハワードテスト）、ＥＤＴＡ負荷等が含まれる。

(７)

「５」の副腎皮質負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。
ア

鉱質コルチコイド（レニン、アルドステロン）については、フロセマイド負荷、アン
ギオテンシン負荷等

イ

糖質コルチコイド（コルチゾール、ＤＨＥＡ及びＤＨＥＡＳ）については、ＡＣＴＨ
検査
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負荷、デキサメサゾン負荷、メトピロン負荷等
(８)

「６」の性腺負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。
ア

テストステロンについては、ＨＣＧ負荷等

イ

エストラジオールについては、ＨＭＧ負荷等

(９)

「注２」の注射とは、第６部第１節第１款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、
別途算定する。

Ｄ２８８
(１)

糖負荷試験
負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等に

かかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体
検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では算定できない。
(２)

「２」の耐糖能精密検査（常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び
血中Ｃ－ペプタイド測定を行った場合）は、常用負荷試験及び負荷前後の血中インスリン
測定又は血中Ｃ－ペプタイド測定を行った場合に算定する。

(３)

乳糖を服用させて行う耐糖試験は、糖負荷試験により算定する。また、使用した薬剤は、
区分番号「Ｄ５００」薬剤により算定する。

(４)

ブドウ糖等を１回負荷し、負荷前後の血糖値等の変動を把握する検査は、糖負荷試験の
所定点数により算定する。

(５)

「注」の注射とは、第６部第１節第１款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、

別途算定する。
Ｄ２８９
(１)

その他の機能テスト
胃液分泌刺激テスト

ア

「３」の胃液分泌刺激テストは、生体に分泌刺激物質を投与し、胃液若しくは血液を
採取、分析することにより胃液分泌機能を検査するものであり、胃液分泌刺激テストに
該当するものは、ガストリン刺激テスト、ヒスタログ刺激試験、Katsch-Kalk法、ヒス
タミン法等である。

イ

検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、別に算
定できない。

(２)

「３」の胆道機能テストは、十二指腸ゾンデを十二指腸乳頭部まで挿入し、胆道刺激物
を投与して十二指腸液を分画採取した場合に算定する。

(３)

「４」のセクレチン試験は、十二指腸液採取用二重管を十二指腸まで挿入し、膵外分泌
刺激ホルモンであるセクレチンを静脈注射し、刺激後の膵液量、重炭酸濃度及びアミラー
ゼ排出量を測定した場合に算定する。
ただし、セクレチン注射の手技料、測定に要する費用、血清酵素逸脱誘発試験の費用等
は所定点数に含まれる。

(４)

「注」の注射とは、第６部第１節第１款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、
別途算定する。

Ｄ２９０

卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト

卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテストの所定点数は、それぞれ両側についての点数で
あり、検査の種類及び回数にかかわらず、所定点数のみを算定する。
Ｄ２９０－２

尿失禁定量テスト（パッドテスト）
検査
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尿失禁定量テスト(パッドテスト)は、尿失禁患者において、体動時の失禁尿をパッドにより
採取し、定量的な尿失禁の評価を行うものであり、１月につき１回に限り算定できる。ただし、
使用されるパッドの費用は、所定点数に含まれる。
Ｄ２９１

皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光

線貼布試験、最小紅斑量（ＭＥＤ）測定
(１)

皮内反応検査とは、ツベルクリン反応、各種アレルゲンの皮膚貼布試験（皮内テスト、
スクラッチテストを含む。）等であり、ツベルクリン、アレルゲン等検査に使用した薬剤
に係る費用は、区分番号「Ｄ５００」薬剤により算定する。

(２)

数種のアレルゲン又は濃度の異なったアレルゲンを用いて皮内反応検査を行った場合は、
それぞれにつき１箇所として所定点数を算定するものである。

(３)

薬物投与に当たり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行った場合にあっ
ては、皮内反応検査の所定点数は算定できない。

(４)

薬物光線貼布試験、最小紅斑量（ＭＥＤ）測定は、１照射につき１箇所として算定する。

Ｄ２９１－２
(１)

小児食物アレルギー負荷検査

問診及び血液検査等から、食物アレルギーが強く疑われる９歳未満の小児に対し、原因
抗原の特定、耐性獲得の確認のために、食物負荷検査を実施した場合に、12月に２回を限
度として算定する。

(２)

検査を行うに当たっては、食物アレルギー負荷検査の危険性、必要性、検査方法及びそ
の他の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとと
もに、その文書の写しを診療録に添付すること。

(３)

負荷試験食の費用は所定点数に含まれる。

(４)

小児食物アレルギーの診療に当たっては、「厚生労働科学研究班による食物アレルギー
の診療の手引き 2005（平成15～17年度厚生労働科学研究）」を参考とすること。

(５)

「注２」の注射とは、第６部第１節第１款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、
別途算定する。

Ｄ２９３

シンチグラム（画像を伴わないもの）

「４」の肺局所機能検査、脳局所血流検査については、炭酸ガス等を用いて検査を行った場
合であっても、所定点数のみを算定する。ただし、使用した炭酸ガスの費用は、別に算定する。
［内視鏡検査に係る共通事項（区分番号「Ｄ２９５」から区分番号「Ｄ３２５」）］
(１)

本節の通則による新生児加算又は乳幼児加算を行う場合には、超音波内視鏡検査実施加
算は、所定点数に含まないものとする。

(２)

内視鏡検査の通則２による算定において、区分番号「Ｄ３１３」大腸ファイバースコピ
ーの「１」から「３」については、同一の検査として扱う。また、準用が通知されている
検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。

(３)

内視鏡検査に際して第２章第11部に掲げる麻酔を行った場合は、麻酔の費用を別に算定
する。

(４)

内視鏡検査で麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行った場合の薬剤料は、区分番号
「Ｄ５００」薬剤により算定する。

(５)

処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。

(６)

内視鏡検査当日に、検査に関連して行う第６部第１節第１款の注射実施料は別に算定で
検査
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