令和４年度版「医科診療報酬点数表（早見表付）」の追補について（第5報）

以下の告示・通知等により、本書の内容に補正が生じましたのでお知らせします。
・令和4年6月15日 医療課事務連絡 令和4年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について
・令和4年6月28日 保医発0628第4号 検査料の点数の取扱いについて
・令和4年6月29日 医療課事務連絡 令和4年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について
頁

欄

訂正後

行

訂正前

備考

複数手術に係る費用の特例

早305

下から9行目

最終改正 令和4年3月18日厚生労働省告示第74号
別表第１
Ｋ０５４ー２ 脛骨近位骨切
Ｋ０６８－２ 関節鏡下半月板切除術
り術

（新設）
官報掲載誤
り。

Ｋ０６９－３ 関節鏡下半月板縫合術

第２部 入院料等
第３節 特定入院料
A207-3 急性期看護補助体制加算
100

右 上から19行目

(1)・(2)
(略)
急性期看護補助体制加算を算定する病棟は、身体
(3)
的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。取
組内容については、区分「Ａ１０１」療養病棟入院基本
料の(19)の例による。
第3部 検査

第２部 入院料等
第３節 特定入院料
A207-3 急性期看護補助体制加算
(1)・(2)
(略)
急性期看護補助体制加算を算定する病棟は、身体
(3)
的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。取
組内容については、区分「Ａ１０１」療養病棟入院基本
料の(16)の例による。
第3部 検査

D006－4 遺伝学的検査
(1) 遺伝学的検査は以下の遺伝子疾患が疑われる場合
に行うものとし、原則として患者１人 につき１回に限り算
定できる。ただし、２回以上実施する場合は、その医療
上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載
する。
ア～エ (略)

D006－4 遺伝学的検査
(1) 遺伝学的検査は以下の遺伝子疾患が疑われる場合
に行うものとし、原則として患者１人 につき１回に限り算
定できる。ただし、２回以上実施する場合は、その医療
上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載
する。
ア～エ (略)

オ 臨床症状や他の検査等では診断がつかない場合
に、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（支）局長に届け出た保険
医療機関において検査が行われる場合に算定でき
るもの

オ 臨床症状や他の検査等では診断がつかない場合
に、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（支）局長に届け出た保険
医療機関において検査が行われる場合に算定でき
るもの

字句訂正

①
478

右 上から18行目

(略)

② ソトス症候群、ＣＰＴ２欠損症、ＣＡＣＴ欠損症、Ｏ
ＣＴＮ－２異常症、シトリン欠損症、（中略）家族性
特発性基底核石灰化症、縁取り空砲を伴う遠位
型ミオパチー、シュワルツ・ヤンペル症候群、（中
略）家族性低βリポタンパク血症１（ホモ接合体）
及び進行性家族性肝内胆汁うっ滞症

③

③

(1)～(53)
右 下から1行目

(54)

(略)

② ソトス症候群、ＣＰＴ２欠損症、ＣＡＣＴ欠損症、Ｏ
ＣＴＮ－２異常症、シトリン欠損症、（中略）家族性
特発性基底核石灰化症、縁取り空胞を伴う遠位
型ミオパチー、シュワルツ・ヤンペル症候群、（中
略）家族性低βリポタンパク血症１（ホモ接合体）
及び進行性家族性肝内胆汁うっ滞症
(略)

D007 血液化学検査
499

①

(略)

コクリントモプロテイン（ＣＴＰ）検出
ア Ｅ ＬＩＳＡ法により、外リンパ瘻を疑う患者に対して、
診断のために中耳洗浄液中のコクリントモプロテイン
（ＣＴＰ）を測定した場合に、本区分の「63」血管内皮
増殖因子（ＶＥＧＦ）の所定点数を準用して算定す
る。なお、本検査を実施する場合は関連学会が定め
る適正使用指針を遵守する。

字句訂正

(略)

D007 血液化学検査
(1)～(53)

(略)

（新設）

字句挿入

イ 本検査を実施した場合、区分「Ｄ０２６」 検体検査
判断料については、「１」尿・糞便等検査判断料を算
定する。
D023 微生物核酸同定・定量検査

539

右 上から17行目

(1)～(17)
(略)
(18) SARS-CoV-2核酸検出
ア SARS-CoV-2核酸検出は、検査の委託の有無にか
かわらず、本区分の「10」ＨＰＶ核酸検出の所定点数
２回分を合算した点数を準用して算定する。 なお、
採取した検体を、国立感染症研究所が作成 した「感
染性物質の輸送規則に関するガイダンス2013－
2014版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の
規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以
外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場合
は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘
要欄に記載する。

D023 微生物核酸同定・定量検査
(1)～(17)
(略)
(18) SARS-CoV-2核酸検出
ア SARS-CoV-2核酸検出は、採取した検体を、国立
感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則
に関するガイダンス2013－2014版」に記載されたカ
テゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取
を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を
委託により実施した場合は、区分「Ｄ０１２」感染症免
疫学的検査の「56」ＨＴＬＶ－Ⅰ抗体（ウエスタンブ
ロット法及びラインブロット法）の所定点数２回分を合
算した点数を準用して算定し、それ以外の場合は、
本区分の「10」ＨＰＶ核酸検出の所定点数２回分を合
算した点数を準用して算定する。ただし、いずれの
場合についても、本検査に係る検体検査判断料は、
区分「Ｄ０２６」検体検査判断料の「７」微生物学的検
査判断料を算定する。なお、採取した検体を、国立
感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則
に関するガイダンス2013－2014 版」に記載されたカ
テゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取
を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を
委託により実施した場合は、検査を実施した施設名
を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

字句訂正

区分「Ｄ０２６」検体検査判断料の「７」微生物学的検
査判断料を算定する。なお、採取した検体を、国立
感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則
に関するガイダンス2013－2014 版」に記載されたカ
テゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取
を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を
委託により実施した場合は、検査を実施した施設名
を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
イ～オ

545

右 下から8行目

イ～オ
546

右 下から17行目

(略)

(19)～(29)
(略)
(30) SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出
ア SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出は、
COVID-19の患者であることが疑われる者に対し、
SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検
出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診
断用医薬品を用いて、ＰＣＲ法（定性）により、唾液、
鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を同時に
行った場合に、検査の委託の有無にかかわらず、本
区分の「10」ＨＰＶ核酸検出の所定点数２回分を合算
した点数を準用して算定する。なお、採取した検体
を、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸
送規則に関するガイダンス2013－2014版」に記載さ
れたカテゴリーBの感染性物質の規定に従って、検
体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し
検査を委託により実施した場合は、検査を実施した
施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(略)

(31)・(32)
(略)
(33) SARS-CoV-2・ＲＳウイルス核酸同時検出
ア SARS-CoV-2・ＲＳウイルス核酸同時検出は、
COVID-19の患者であることが疑われる者に対し、
SARS-CoV-2及びＲＳウイルスの核酸検出を目的とし
て薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品
を用いて、ＰＣＲ法（定性）により、鼻咽頭ぬぐい液又
は鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2及びＲＳウイルス
の核酸検出を同時に行った場合に、検査の委託の
有無にかかわらず、本区分の「10」ＨＰＶ核酸検出の
所定点数２回分を合算した点数を準用して算定す
る。なお、採取した検体を、国立感染症研究所が作
成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス
2013－2014 版」に記載されたカテゴリーBの感染性
物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療

イ～オ

(略)

(19)～(29)
(略)
(30) SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出
ア SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出は、
COVID-19の患者であることが疑われる者に対し、
SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検
出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診
断用医薬品を用いて、ＰＣＲ法（定性）により、唾液、
鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を同時に
行った場合に、採取した検体を、国立感染症研究所
が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダ
ンス2013－2014版」に記載されたカテゴリーBの感染
性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医
療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施し
た場合は、区分「Ｄ０１２」感染症免疫学的検査の
「56」ＨＴＬＶ－Ⅰ抗体（ウエスタンブロット法及びライ
ンブロット法）の所定点数２回分を合算した点数を準
用して算定し、それ以外の場合は、本区分の「10」Ｈ
ＰＶ核酸検出の所定点数２回分を合算した点数を準
用して算定する。ただし、いずれの場合についても、
本検査に係る検体検査判断料は、区分「Ｄ０２６」検
体検査判断料の「７」微生物学的検査判断料を算定
する。なお、採取した検体を、国立感染症研究所が
作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダン
ス2013－2014版」に記載されたカテゴリーBの感染
性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医
療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施し
た場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細
書の摘要欄に記載する。
イ～オ
(31)・(32)
（新設）

字句訂正

(略)
(略)
字句挿入

COVID-19の患者であることが疑われる者に対し、
SARS-CoV-2及びＲＳウイルスの核酸検出を目的とし
て薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品
を用いて、ＰＣＲ法（定性）により、鼻咽頭ぬぐい液又
は鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2及びＲＳウイルス
の核酸検出を同時に行った場合に、検査の委託の
有無にかかわらず、本区分の「10」ＨＰＶ核酸検出の
所定点数２回分を合算した点数を準用して算定す
る。なお、採取した検体を、国立感染症研究所が作
成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス
2013－2014 版」に記載されたカテゴリーBの感染性
物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療
機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施した
場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書
の摘要欄に記載する。
イ COVID-19の患者であることが疑われる者に対 し、
診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の
確定までの間に、上記のように合算した点数を１回に
限り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰
性であったものの、COVID-19 以外の診断がつか
ず、本検査を再度実施した場合は、上記のように合
算した点数をさらに１回に限り算定できる。なお、本
検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細
書の摘要欄に記載する。
ウ COVID-19の治療を目的として入院している者に
対し、退院可能かどうかの判断を目的として実施した
場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律における新型コロナウイルス感染
症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一
部改正）」（令和３年２月25日健感発0225第１号）の
「第１ 退院に関する基準」に基づいて実施した場合
に限り、１回の検査につき上記のように合算した点数
を算定する。なお、検査を実施した日時及びその結
果を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
エ SARS-CoV-2・ＲＳウイルス核酸同時検出を実施し
た場合、区分「Ｄ０１２」感染症免疫学的検査の「23」
ＲＳウイルス抗原定性、区分「Ｄ０２３」微生物核酸同
定・定量検査のSARS-CoV-2核酸検出、SARSCoV-2・インフルエンザ核酸同時検出及びウイルス・
細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2を含む。）
については、別に算定できな い。
オ 本検査を算定するに当たっては、本区分の「10」の
「注」に定める規定は適用しない。
595

右 上から9行目 D257 細隙灯顕微鏡検査（前眼部及び後眼部）
(1) 散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して
細隙灯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。

D257 細隙燈顕微鏡検査（前眼部及び後眼部）
(1) 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。

字句訂正

細隙灯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) 細隙灯顕微鏡検査（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「Ｄ２７３」細隙灯顕微
鏡検査（前眼部）により算定する。
(2)

D264 精密眼圧測定
(1)
598

右 上から2行目

(略)

（削除）
(2)

「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。

第7部 リハビリテーション
699

H000 心大血管疾患リハビリテーション料
(1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
右 上から9行目
ものとして地方厚生（支）局長に届出を行った保険医療
機関において算定するもので あり、心機能の回復、当
該疾患の再発予防等を図るために、心肺機能の評価
による適切な運動処方に基づき運動療法等を個々の
症例に応じて行った場合に算定する。なお、関係学会
により周知されている「心血管疾患におけるリハビリ
テーションに関するガイドライン（日本循環器学会、日
本心臓リハビリテーション学会合同ガイドライン）」 に基
づいて実施する。
第9部 処置

782

右 上から12行目

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「Ｄ２７３」細隙燈顕微
鏡検査（前眼部）により算定する。
(2)

D264 精密眼圧測定
(1)
(2)
(3)

(略)
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。
「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。

字句削除
字句訂正

第7部 リハビリテーション
H000 心大血管疾患リハビリテーション料
(1) 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（支）局長に届出を行った保険医療
機関において算定するもので あり、心機能の回復、当
該疾患の再発予防等を図るために、心肺機能の評価
による適切な運動処方に基づき運動療法等を個々の
症例に応じて行った場合に算定する。なお、関係学会
により周知されている「心血管疾患におけるリハビリ
テーションに関するガイドライン（2012年改訂版）」 に基
づいて実施する。

字句訂正

第9部 処置

J001-4 重度褥瘡処置
(1) 皮下組織に至る褥瘡（筋肉、骨等に至る褥瘡を含
む。）（DESIGN-R2020 分類Ｄ３，Ｄ４及びＤ５）に対して
褥瘡処置を行った場合に算定する。

J001-4 重度褥瘡処置
(1) 皮下組織に至る褥瘡（筋肉、骨等に至る褥瘡を含
む。）（DESIGN-R2020 分類d２以上とする。）に対して
褥瘡処置を行った場合に算定する。

第10部 手術

第10部 手術

通 則
１～3

通 則
１～3

(略)

(略)

字句訂正

850

左 下から10行目

851

左 上から18行目

4

区分番号Ｋ００７（注に規定する加算を算定する場合
に限る。）、Ｋ０１４－２（中略）、 Ｋ３４３－２、Ｋ３７４－２、
Ｋ３８８－３、Ｋ３９４－２、Ｋ４００の３（中略）、Ｋ６８４－２、
Ｋ６９５－２、Ｋ６９７－４の１（中略）並びにＫ９１６からＫ９
１７－３までに掲げる手術等 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
方厚生局長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する。 （以下略）

4

区分番号Ｋ００７（注に規定する加算を算定する場合
に限る。）、Ｋ０１４－２（中略）、Ｋ３４３－２、Ｋ３８８－３、
Ｋ４００の３（中略）、Ｋ６８４－２、Ｋ６９７－４の１（中略）並
びにＫ９１６からＫ９１７－３までに掲げる手術等につい
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長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する。 （以下略）

官報掲載誤
り。

