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「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項についてJ噂の一部改正北ついて

今般、特定保険陛療材料及びその材料価格(材料価務基準) (平成 20年厚生労働省告

示第61母)の一部が平成24年第生労働省告示第539号をもって改正され、平成24年10月 
1日から瀧用することとされたことに伴い、下記の通知の一部を別訴のとおり改正し、

向日から適掃することとするので、その取扱いに遺瀦のないよう、費管下の探険医諜機

関、審査支払機関等に対して期知徹底を鴎られたい。

別撚  1 r診療報酬の算定方法の一部改主に伴う実施上の留意事嘆についてJ(平成24
年 3月 5日保医発む305第 1号〉の一部改五について

別添  2 r特定保険医療材料の材料価務算定に関する留意事現について」 (平成24年 3
月 5日保罷発0305第 5号)の一部改革について

別添  3 特定保険医療材料の定義についてJ(平成24年 3月 5日保陛発0305第 8号)

の一部改革について

記



... 

， 

匿回� 

f診療報酬の算定方法の…部改正に伴う実施上の留意事項についてJ
(平成例年 3月 5担保医発0305第� 1母〉、の一部改正について� 

1 別添�  1の第 2章第4部第 3鮪 E202に次のように加える。
(9) MR1対応型ベースメーカーを構え込んだ愚者に対してMRI撮第を行

う場合、JjI1'ζ躍生労働大臣が定める施設基準に加えて、笹本医学放射線学
会、匠本磁気共鳴罷学会、� 5本不整脈学会が定める� rMR1対応植込み型
ヂパイス患者のMRI繰査の撞設基準jを溝たす保験医療機関で行うこと o 

(10) MIミI対Jo型ベースメーカーを植え込んだ患者に対してMRI撮影を狩
う場合は、勝者が携帯している当該機器を撞え込んでいることを示すカー
ド(製造販売業者が発行する「条件付きMRI対応ベースメーカーカ…ドJ)
を確認、し、そのカードの寧しを診療嫌に賠付すること。� 

2 別 添�  1の第 2章第 9蔀� J041-2の(1)在次のように改めるo 

( 1 ) 血球成分除去療法(吸善式及び遠心分離式を含むJ は、讃擦性大腸炎、関
節ヲウマチ(吸着式のみ。)、クローン病又は濃癒性乾癖患者に対して次のア、
イ、ウ又はと乙のとおり実嬢Fした場合に算定できる。
ア 潰虜性大腸炎の重症・劇症愚者及び難治性患者(庫生省特定疾患難治性炎

症性腸管棒響調査研究班の診断基準〉に対しではよ活動期の病態の改善及び
緩解導入を目的として行った場合に限り算定できる。

なお、当該療法の実施回数は、一連につき 10間を限農として算定する。た
だし、劇症患者についでは、� 11田を限度として算定できる主

イ 薬物疲法に抵抗する関節リウマチ思者に対しては、離床指定状改静を目的と
して持った場合に鍛り、一連の治療につき� 1クーんを限度として行い、� 1ク
ーノレにつき遺� 1困を般度として、� 5週間に限って算定できる。なお、当該療
法の対象となる関節リウ?チ態者は、活動性が高く薬物療拾に抵抗する関館
リウマチ患者又は発熱などの全身姐状と多関部の激しい滑膜炎を呈し薬物療
誌に抵抗する懇速潜行型関節リウマチ患者であって、以下の� 2項目を満たす
ものである。
〈イ) 腫娘関節数� 6カ所以上
(口) E S 1ミ50 mm/h以上又はCR P3mg/dL以上

ウ 栄議療法及び既樺の薬物嬢法が無効又は適用できない、大腸の病変に記悶
する明らかな臨床症状が残る中等症から重症の活動期タローン病愚者に対し
ては、緩解導入を目的として行った場合に限り、一連の治療につき2クーノレ
を鞭度として算交をできる。

なお、当該療法の実擁回数は、� 1クーノレにつき週1回を醸成として、� 5週間
に限って算定する。

江 薬物療法が無効又は適用できない、中等案以上の膿殖性乾癖患者〈厚生労
働省難治性痕患克服研究事業稀少難治性皮j嘗装患に関する調査研究主tEの診断

基準)に対しては、臨床症状の改轡を目的として行った場合に拙り、一連の
治療につき� 1クーんを限疫として行い、� 1クールにつき遡� 1回を瞭渡として、� 

5週間に限って算定できる o 

3 Jj号訴 1の第 2輩第 9部 10 4 7 ~こ次のように加える。



(5 ) 	心男性不整脈iこ対する治搬の鰐的で心腔内除細動カデーテノレを使用した場合
は、 r2Jの所定点数に準じて算定する。ただ、し、不整脈手術などに伴う除綿
動は、それぞれの手術の所定点数に含まれ、別に算窓できない。



阻回

「特定保験授受療材料の材料価格算定に関する留意事項についてj

(平成24年 3月� 6日保罷発0305第 5号)の一部改正について� 

1 1の� 3の(58)を次のように改める。
仰) 結成約血管形成術用雰刺部止車材料

経皮的車管形成術用穿劇部止血材料は、経皮的震動脈形成街、経皮的冠動醸粥
躍切徐術、経皮的冠動脈形成術(特殊カテ…テノレによるもの)、経皮的冠動脈ス
チント躍壁術又は末梢動脈(頚動車氏、腎動脈、四肢の動脈〉の経皮的血管形成

術を実施した患者の日帰り又は早期退i誌を目的とした大腿動能穿刺部位の止車
を行う場合に、� 5Fr以上のイントロデューサーシースを装用した捜部であって、
当核患者が手術の翌々自までに舟宅した場合に限り� 1セットについてのみ算定

できる。
ただし、手術後� 1週間以内に入院した場合は算定できない。� 

2 1の� 3の(60)のイを次のように改める o

イ 体外式ペースメーカ…舟カデーテノレ電極� 

a 心臓竃気生理学的検査機能付加型の� f心裏内・心霊内全城型J、fアプレ
ーション機能付き・標準型J又は� fアブレーション機能付き・接触情報感知
機能付きj を算定する場合は、区分番号� rK595J経皮的カデ}テノレ心筋

;腕灼講の三次元カラーマッピング加算は算定できない。 
b 心臓矯気生理学的検査機能付加型め� r房内・心室内全域型j と「アブレIO

ーション機能付き・標準型j 又は「心房内・心議内金塊型J と� fアブレーシ
ョン機能付設・接触壌報感知機能付き Jの両方を{吏用した場合は、主たるも

ののみ算定する。� 

3 (別紙) 114の場中� f心臓電気生理学的検査機能付加型・アプレーション機能付き j

の下に� h 標準型j を加え、間(6)の次iこ次のよう立加える。

(日) 心臓議鉱生理学的検査機能付加型・アプレーション機能付き・接触鵠報感知
機能付 カテ電機・機能付加型・� V-2〆

4 (潟Ij紙) 114~こ次のように加える。
隷細動機能付き カテ寵植・機能付加型・現



甑 図

「特定保険慌療材料の定義についてJ(平成24年� 3月� 6日
保堅発0305第 8号)の一部設互について� 

1 主IJ表の Hの049の(1)のφに次のように加える。

ごじ 全身治療における既存内服療法が無効又は適用できない、中等症以上の

議癌性乾癖の臨床症状の改善を問的に、体外循環した末梢血から頼粒球等
を除去する吸着器(阻路を合行。)であること。� 

2 . }JIJ表の� IIの107を次のよう� ι改める。� 
107 	 経皮的血管形成第用穿刺部11:政材粍

定義
次のいずれにも該当すること。� 
) 薬事法承認又は認証上、類別が.r医療用品(2 )縫合糸j であって、一般的
名称が� f非吸収性縫合糸セット j、類別が� f医療用品(4 )整形用品j であっ

て、一般的名称が「吸収性局所11:車材j 又は「コラーゲン使用薮蚊性局所止血
材j、又は類別が「機械器具� (30) 結殻器及が維合器j であって、一般的名称

が� f単回使用自動縫合器Jであること。� 
(2) 	 経皮的冠動脈形成術後(特殊カデーテノレによるものを含む〉、経皮的冠動脈

務盟切除衝後、経皮的躍動車医ステント留龍術後、米構動脈(頭動眠、腎動車夜、
西肢の動脈)の経皮的血管影成術後の大藤動脈知刺部位の止血を際的に使用す
るものであること。� 

(3) 次のいずれかι核当すること。
動脈穿艇部イ立を微線維性コラ…ゲンで閉鎖する材料(微線維設コ汐ーゲンヨ〉

を合U'o) であること o 
② 齢巌穿刺部位の血管盤を議合する材料(縫合糸を含むJ であること。� 

③ 動脈穿料部位を生体吸収性材料で閉鎖する材料であること。� 

3 別衰の互の112の{討中� r7区分Jを r8匹分j に改める。� 

(1 

4 別表の� IIの112の(2)に次のように加える。 

e 嬢像可能条件に滴合する場合にMRI検査が可能となる構造・機能の有無� 

5 別表の� Eの112の(3)のφ中� fデュアノレチャンパ� (IV型)Jを「デュアルチャンパ� (IV
型ト標準型Jに改める。� 

6 別表の� IIの112の(3)のぐさを@とし、� φを⑦とし、� φ中「⑦Jを� r@J に改め、� φを

@とし、 φの次に次のように加える o 

φ デュアノレチャンパ� (IV摺)・� MRI対応型

次のいずれにも該当すること。

ア ヂュアノレチャンパ挫であること。

イ レート応答機能及び上室性鎖拾抑止磯能を有するものであること o

ウ 房室伝導監視型心室ペ…シング抑止機能を有するものであること。
こた 本品を植え込んだ患者において、撮橡可能条件に適合する場合に1.5テス

ラの猿置によるMRI検査が可能となる構造・機能を有するものであるこ



どo 

7 別衰の� IIの114の(2)中� r6区分j を� r8区分j に、� f合計ア区分Jを� f合計� 9区分J
に改める O 

8 別表の Eの114の{討を次のように改める。� 
(3) 機能藍分の定義 
  
e 一時ベーシング型 


次のいずれにも該当すること。
ア 一時ペ…シング機能を有するカデーテノレ電極であること。
ィ� φからφに該当しないこと。� 

② 心臓需然生理学的検査機能付加盟・標準盤
次のいずれιも該当すること。

ア 一時ペーシング機能者有するカテ…テノレ鰹極であること。

イ 心臓霊気生理学的検査機能を有すること。
ウ 心臓電保生理学的検査を特うための議極を手干し、建極数が� 3極以上� 8極
来溝であること。


エ ③から③に該当しないこと。
 
③ 心臓電気生理学的検査機能村加型・冠状静1l*湘型

次のいずれにも該当すること o

ア ー時ペーシング機能を有するカチーテノレ電極であること o

イ 心臓需先生理学的検査機能を宥すること。
ウ 主として冠状静脈織部の心臓龍気生理学的検査を行うための寵極を有し、
九曜極数が� 6撤以上20極未満であること。� 

④ 心臓擢気生理学的検査機能付加型ー調室弁輪部型
次のいずれにも該当すること b

ア …時ペーシング機能を有するカデーテノレ電極で、あること o

イ 心臓寵気生瑚学的検査機能を有すること� o

ウ 主として麗窓弁輸部の心臓電気生理学的検査を行うための龍極を脊し、
議掻数が20櫨以上40極未満であること。
 

e 心臓鑑気生理学的検査機能付加型・心房内・心議内全域型 

次のいずれにも骸当すること。

ア 一時ペーシング機能を有するカチーテノレ電機で、あること。
イ 心臓曜気生理学的検査機能を有すること。

ウ 主として心震内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うための建設
極を有し、電極数が40権以上であること脅しくは心房内又は心室内全域の
心臓電気生理学的検査を行うことが可龍であって多龍位差測定に必要な情
報処理をするための磁気センサーを害すること。� 

φ 心臓電筑生理学的検査機能付加盟・アプレーション機能付き・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア 一時ペーシング機能者有するカテーテノレ電極であること。

イ 心畿電気生理学的検査機能を有すること。
ウ 主として心房内又は心室内全壊の心臓龍気生理学的検査を行うための寵

揺を有し、心薦内又は心蜜内全域の心鱗電気生理学的検査を行うことが可
能であって多電佐藤測定に必要な情報処理をするための綴気センサーを脊
すること。



界 経皮的カテーデノレ心筋擁侍衡を実施する搬に頻服性不整脈の治寮を詩的
に慣用する高周波電流による心筋焼灼用のカテーチル竃揮であること。� 

e 心臓龍気生理学的検査機能付加盟・アプレーション機能付き・接触情報感

知機能付き
次のいずれにも該当すること。

ア 一時ベーシング機能を有するカチーテノレ需極であること。
心臓櫨気生理学的検査機能を有すること。

ウ 主として心滞内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うための電
揮を宥し、心房内又は心室内全域の心臓電気生理学的検驚を行うことが可
能であって多電位差掛定に必、要な矯報処理をするための礎気センサーを存

すること。
経皮的カテーナノレ心筋焼魚衡を実施する際に頻脈性不整脈の治擁を目的コニ

に使用する高周披霊流による心欝擁灼用のカテーデノレ竃極であること o

オ 心組織との接触状説の情報を敢得できる機能を有すること。� 
@ 心鱗電気生理学的検査機能付加型・議東センサー付き

次のいずれにも該当すること。
ア 一時ベーシング機龍を有するカデーテノレ繍揺であること。

心臓寵気生理学的検査機能を有すること。
ウ 心臓電気生理学的検査を行うための寵植を有し、電掻数が� 3極以上� 6極
未満であること。

エ 食道内の準度を漉続的に測定するセンサーを譲数有し、概ね16
0

Cの上昇
を� 1秒以内で溺定できるものであるとと。� 

@ 心臓誼鉱生理学的検査機能付加盟・除締融機能付き
次のいずれにも該当すること。

ア 一時ベーシング機能を有するカテーザノレ電極であること。

イ 心臓電気生理学的検査機能を有すること。
ウ 主として心房内及び冠状静螺調部の心臓議先生理学的検査を行うための
電極を帯し、電継数が20梅以上であること。

エ 経皮的カテ…チノレJO縮機灼術又は心臓曜気生理学的検査を実撞する際に
発生した心環性不整脈に対しで、電気前除籍動を行うこ� kができるカテー
デノレ寵極であること。



(参考)

「診療報舗の算定方法の一部改正に伴う実摘上の留意事項についてJ(平成 24年3 ..135日保医発� 0305第1号)の一部改正について

({穿議の部分は改正部分)

改正投 現

別添 l	 別添 1

医科診疲報醗点数濃に関する事項	 涯科診要望報酬点数表iこ寵する事壊

第2章特掲診療料 第2霊堂 特掲診疲料

第4部画譲 診i 第4部酉像診断新
 

3範 コンゼュータ…断層撮彰欝新料 第� 3欝 コンピュ}ター断層掻影診断粍


E202 磁気共鳴コンピュ…ター語奇襲撮影� (MR1撮影)� E202 磁気共鳴コンピューター断層援態� (MR1機影〉
 

(1)-'" (8) 路〉� (1) '"(8) 略)
 

19) MR1対応型べ…スメーカーを植え込んだ愚者に対してMR 


I撒選手を仔う場合、到に厚生労働大臣が定める施設基準に加え


て、 日本匿学放射線学会、民本語気共嶋監学会、問本不整llJ夜学


会が定める� rMR 1対J;t*直込み翠デバイス患者のMRI検査の


施設基準lを満たす保験医境機関で行うこと
n 

(10) 	 MR1対応型ベ…スメーカーを植え込んだ患者に対してMR

I撮影を行う場合は、患者が携替している当該機器を植え込ん


でいることを来す，カード(製造販売業者が発行する� f条件付き
 

MRI対応ベースメーカーカード� I)を確認し、そのカ}ドの


写しを診療畿に貼付することの


9部処驚�  I1務9部

く 経童特> く処置料>

(一殻熱費…般処霞〉  

]041-2 鼠球成分捺去療法� 1]041-2 血球成分除去療治� 

(1) 血球成分捨去接言法(段着式及び漣心分離式を含む。)は、議場1金大� I (1) 鼠球成分除去療法(吸着式及び遠心分離式安含む。)は、横主義性大



腸炎、関笛ラウマチ(破棄を式のみ。)ぃクローン病又は膿痘性乾癖患 議炎、関節リウマチ{吸着式のみ:0) x註クローン病患者に対して次

者に対して次的ア、イ品…ウエ足三台とおり実擁した場合iこ算定でき のア、イ茎i主ウのとおち実癌した場合に算定できる。

る。

ア~ウ〈賂) ア~ウ(略)� 

エ 灘物重要法が無効又は適用できない、中等症以上の購癌性乾癖患

還を(厚生労働省難治性娯魁克脹研究事業稀少難拾性皮j書疾患に関

する調査研究班の診街基準)に対しては;鵠床症状の改替を目的

としを行った場合に限り、一連の治療につき� 1クーノレを限度とし

て仔い、� 1ク…ノ吋こっきi顔工踏を騒度として、� 53謹期に限って算

定できる。� 

(2) --(3) (略) (2) ""' (3) (絡〉 

J047 カウンターショック� IJ047 カウンターショック� 

(1) '"( 後略 ) 、 ( 1 )""' (4) (賂)

〈5) 心静性不整JlJ設に対する拾援の目的で心腔内徐締動カテーテノレを捜

惑した場合は、� r2Jの所定点数に空襲じて算定する。ただし、不整JlJ表

手街なれと仲う除縮畿は、それぞれの手鋳の所定点数に含まれ、J.lIJ

に算定できない。

札一噌� 

J 



(参考)

「特定保挨医疲材料の材料値格算定に寵する留意事項についてJ(平成 24年3月513保民発� 03出第5号)の一部改正について

(傍織の部分は改正部分)

改 正後�  

I 診療報醗め算定方法(平成� 20年厚生労鵠省告示第� 59号) (以下 f算定

方法告示Jという。〉別表第…医科診諜報酬点数表記関する事境� 

3 在宅霞壌の部以外の部iこ規定する特定保護主医嬢材料(フィルムを除く� J
に保る取扱い

鱒経皮的血笠形成梼用銀刺部止.lfu.材料

経史的車笠形成術用穿刺部止.lfu.材料i土、経皮的活動議形成術、経皮切

的冠動脈欝謹部総術、経t主的経動脈形成術{設設カテーテノレiこよるも

の〕� ι 経皮的冠動摂ステント留霊梼又は末梢動脈〈頚動脈、腎動謡、盟

肢の動原)の経皮的血管形成術を爽擁した農者の日帰り又は早期退院を

間的とした大腿動脈苦手科部誌の止血を行う場合に、� 5Fr以上のイント

口デュ…サーシースを使用した症例であって、当該護者が手術の翌々臨

までに織宅した場合に譲り� 1セットについてのみ算定できる。

ただし、手衝後� 1週間以内に入院した場合は算定できf.t.い。

胸)纏込式心臓ベースメーカー用リード、体外式ベースメーカ…舟カテ

ーテノレ議櫨

ア(略)

イ 争奪外式ベースメーカ…用カテーテグ議離� 

a 心臓寵銀生理学的検査機能付加型のじむ房内・心室内全域型jム� 

fアプレーション機能付舎二塁準型JXは� fアプレーシnン機能

付き・接触情報感知機能付き� iを算定する場合は、誌分番号� rK 

5 9 5J経皮的カデーテル心筋焼灼椅の三次元カラ…マッぜング

加算は算定できない。� 

b JL-織鶏無生理学的接査機能付加護持 f心房内・心室内全域型Jと

「アプレーション機能付き二塁準型j又はじむ海内・会議室内全域

現 行 �  

I 診諜報酬の算定方法(平成� 20年車生労働省皆恭第� 59号) (以下 f算定

方法脅恭j という� o )盟議第一臨科診蜜報観点数表lこ髄する事項� 

3 車宅医疫の部以外の部に規定する特定保険医療毅料(フィルムを捨く� o) 

に係る取扱い

僻 経皮的運動雌形成鋳用費剃部止血材料

経皮的嘉議題形成術用穿艇部止血材料;立、経皮的措動脈形成様、経

表的冠動脈粥鍾努徐締、経皮的冠動販形成術(高速器綜式経皮経管アテ

レクトミーカデーテルによるもの)忍控経度的冠動脈ステント留置術を

実施した患者の日帰り又は早期退院世間的とした大腿動脈穿劇部故の

止血栓行う場合誌、� 5Fr以上のイントロデューサーシースを便局した

症例であって、当該患者が手請の護々詰までに帰宅した場合に限り� 1セ

ットについてのみ算定できる。

ただし、手荷後� 1遊間以内に入i読した場合は算定できない。

(副)楠込式心臓ベースメーカ…罵リ円ド、体外式ペースメ…カ一見カテ

…テノレ電栂

ア(賂)

イ 体外式ベースメーカー患カテーテノレ電撞� 

a 心臓電気生理学的検査機能付加型の「心勝内・む議内全域強j及

立� fアプレーション機能付きj を算定する場合i士、区分番場� rK 

5 9 5J幾度的カテーテル心筋焼灼術の三次元カラーマッどング、

加算は算定できない。� 

b 心臓電気生理学的検査機能付加型の「心簿内・心窓内全域型jと与� 

fアプレーション機能付きj の寓方を使用した場合は、主たるも



製 j と fアプレーション機能付き・接触情報感知機龍付き Jの両 ののみ算主主する。

方を懐舟した場合は、主たるもののみ算定するお



〔参努)� 

f特定保険医療材料の狩料価格算定に鑓する留意事項について� J (平成22年� 3 jj 5 f:t係喜震発 0305~露日号) (泌室長)の一郎改正について

(傍a線(J)部分は改正部分)

改 正後 若草 行

明日紙) (別紙]

全智添名 韓基憲章 告示名 襲毒華字� 

114体外王立ベ}スメーカー周カテーデ}I>事章者重� 

(!)一時ペーシング費量

(2) 必殺官主気~..星学約検査事義務付加裂・標懲滋

(3)心線電気5主翼護学的検豪語能有意付加重量・波紋官静脈洞製� 

(4)心臓電気長主主童学釣検5転機織付加裂・幾重室長挙事喜怒袈� 

(5)心滋需主気生理学的軽量繁華襲童話付加裂・心E事内・心室壁内会域型

(6)心機護霊祭主主理学的検査ま機鎗付1;0警護・アプレ山シ沼ン機官官付者二援護裂

u 心血皇室E気象軍事ーさ益金守検査機銭i堂書Il!壁:...z.z..!〆町会ジョン織総位童・縫紋昔毒殺盛趨

カテ蓄量極・ー袴ベ}シング慰

カテ君主極・機言語付加書2・Z

:tJテ震後ー機能付加裂・立� 

:tJテ震後・義主総付方告書課・� m 

カテ害車線・機能付加費霊場� IV 

カテ議室長義・機給付加重量・� V 

11..ZJ.車盗・皇皇室長付加型車・ V-2

1141体外まえベースメ}カ…周カテ}デル霊童接

(1)叩音寺ペーシング重量 

〈の心線電気金書護学的検釜軽量総付加型・

(3) 'U畿童書気然五車学的検3聖教義君主付金2重量・費量状線脈調書道

(4)心臓書室然然環学釣宅金軍基機能付加重量� 'l警窓弁論書著書説

(6) 'U唱級官意気生理学的検遂事義吉室付加盟控・心房内・心室壁内全域謀説

(6)心謀議官霊気生理学的検査機縁付加話器・アプレ}シ努ン機能付書

{り，tJ犠需主気主主主草学的検玉筆者説緩f守主成裂・滋皮センサ…fすき� 

:tJテ篭主主・…草寺ベ}シング話器� 

カテ亀極・教義有意{せ1翠霊2・I 

カテ意義量・機能付加費2・五� 

カデ滋毒薬・事義鎗付加事選・� m 

カテ事監緩・機能付1器霊童・� IV 

カテ書室者量・機吉宮付加重量・� V 

議緩位主� 

(7)心綴電気袋線学的検査機意語付泌重量・滋皮センサー付脅

(8)除締動機意話{寸き

カテ電鍍・議議終付加型・百江

カテ登録ー滋後付加重量・yl!



(参考〉 

f特定保険医療材料の定義についてJ(平成 24年� 3月� 5日保震発� 0305第� 8号〉の一部改正立ついて

{簿隷の部分誌改正部分)

改 正後 襲 行

{別殺) l'(別表)

立 藍科点数表の第2意第� 3部、第4部、第� 6部、第9部、第服部及び第11lrr 髄科点数表の第2宝章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び、第江

部に規定する特定保挨亙諜材料(フィルムを除く。)及びその材料部蕎� | 部に規定する特主主保険医察幹料(フィノレムを除く。)及びその粧料価格� 

049 白血球夜着用材料	 049 自邸球吸着馬材料� 

(1) 定義 (l) 定義

次のいずれにも該当すること 次のいずれにも該当すること


Q)略) 	  ①(賂〉

@ 次のいずれにも按3話すること。 ②次のいずれにも骸謝することα


ア~ウ(略) ア~ウ{路) 
  
エ 全身治療における既存内線療法が無効又は適用できない、中等症


以上の騰癌性乾癖の臨床症状の改善を問的に¥体外繍澱した宋増車


から頼粒球等を鎗告する吸着器{剖路を含むJであることの
 

(2)'';'-1ゆ{略)	 (2) "-' (3) (路〉 

経変約違塾腿形成帯用穿刺部止血材料107	経史的卑笠荒事成締用穿刺部11:忠材料107 .1 

定義 定義


次のいずれにも該当すること。� 次のいずれにも該当すること。
 

(1) 薬事法業認又は静寂上、類別が「隈猿用品� (2)鱒合糸jであって、 (1) 薬事法承認又詰認証上、類別が「臨書籍用品� (2)総合糸Jで、あって、

一般的名祢が� f非吸収性縫合糸セットJ、類裂が� f催練用品� (4)整形 …鍛的名称が� f葬接収性縫合糸セットj、類)31Jが� f控室療用品� (4)

用品jであって、一般的名称が� f吸収性局所北島材j又は「コラーゲン 期品jであって、一設的名称が了コラーゲン使用股i良性局所11:.a江材j、

使用摂収性局所止車材j、又は類)3IJが� f機械器具� (30)結殻器及び縫合 又は類芸IJが� f機棋器具� .(30)結動器及び議合器jであって、…般的名群

器j であってお一般的名群が「単間使舟蕗動縫合器Jで為ること。 が「単間使用自動縫合器j であること。� 

回	 線t主的運動車罪形成術後{持殊カデーテルによるものを含む〉、経皮的 (2) 経皮的冠動蘇形成術後笠の大露動脈穿刺部位の止瓶を闘的に使用す

冠動脈粥腫顎鈴掛後、経皮告さ窓畿蹄ステント欝饗梼後、末梢動脈{頚動� るものであること。



脈、腎動車表、開肢の動艇〉の経皮的血管形成籍後の大躍動探懇京j部位の

ll::血を自的に使用するものであること。 

(3) 次のいずれかに該当することα

①----@略)� 

③ 動脈穿科部設を生体吸収性材料で閉鎖する材料であること。� 

112 ペースメ}カ…� 

(l). (略)

{重機能低分の考え方

ペースメーカーは、次北規定する機能の有無等によりゑ底分に区分す

る。

母~⑤(絡}� 

e 援嬢可能条件iこ適合する場合iこMRI検査が可能となる構造・機能� 

2蕊懇
問機能区分の定義 


母~窃(略) 
  

@ デュアノレチャンパ� (N型)ょ盤重量


次のいずれにも骸当すること。

ア~ウ(略)� 

@ ヂユアノレチャンパ� (N型)・� MR1対応型

次のいずれにも該溜すること。� e

ア ヂュアルチャンパ型マあること。

イ レート応答機龍及び上盛性類語勢止機能を有するものであるこ

ウ 房室倍議事監携型心蜜ベーシング抑止機能を容するものであるこ

よι

エ 本品を樟え込んだ患者において、援護可能条件に適合する場合に� 

1.5テスラの議置によるMRI検査が可龍とえとる構造・機能を有す

るものであること♀� 

(3) 次のいずれかに核をきすること。� 

①----@ (蕗〉 

112 ペースメーカー� 

(I) (轄)

磯慈善玉分の考え方� (2) 

ベースメーカーは、次iこ議定する機能の有無等によりJ乙誌分に区分す

る。

合~窃(略)

(話機能区分の定議

<D'"":-'~窃(略)

ゆデュアルチャンパ� (N型)


次のいずれにも骸当すること。


ア~ウ(略) 




盆 トリプルチャンパ(I器)

次のいずれにも該当すること。


ア~ウ(略) 


エ箆に該当しないものであること
0 

3 トリプルチャンパ� (ll裂)


次のいずれにも該当すること。


ア~ウ(略) 


金 トリプルチャンパ� (ill塑〉


次のいずれにも該当すること。


ア~オ(略) 
  

114 体外式ペースメーカー用カテ…テノレ檎嬬� 

(I) (轄〉

機龍区分の考え方� (2) 

構造、付加機能及び使用部般により、…時ベーシング製(1区分〉及

びや鱗電気生理学的検査機能付加型{ゑ鑑分)の合計之区分に区分する。� 

(3) 機能案分の定義� 

① 一時ベ日シング型

次のいずれにも該当すること。


ア(略) 


イ 舎から鐙に該当しないこと。
 

@) 心臓寵銀生理学的検査機龍付加型・標準型

次のいずれにも該当すること。


ア~ウ(略) 


ニに 舎から患に該当しないこと。


@--⑤(略)

母 会議官畿銀生理学的検査機能付加型・アプレーション機能付きニ謹選

型

次のいずれにも該当すること。

金 トヲプノレチャンパ(I型)

次のいずれにも該当すること。


ア~ウ{賂〉


こに 金に該惑しないものであること
 o

金 トリプルチャンパは型)


次のいずれにも該当すること。


ア~ウ{賂〉
 

(J) トリプルチャンパ(車製〕

孜のいずれにも該きすること。


ア~オ{路) 
  

114 体外式ベースメーカー沼カテ…テル電擾

(略) (1) 

{重機能区分の考え方

講造、付加機能及び捷用部位により、一時ベ}シング裂c1区分)及

び心臓麓紫生理学的検査機能付加挺〈立喜三分)の合計ヱ区分に草分する。

削機能区分の定義� 

c 一時ベーシング型

次のいずれにも該当すること。


ア〔賂〉


イ @)から金に該当しないこと。
 

e 心臓電気生理学的検査機能付加重・諜準型

次のいずれにも該当すること。


ア~ウ{絡) 


エ @から金に該喝しないこと。


③~窃(賂)� 

@ 心臓毒気主主現学的論査機能付加型・アブレ}シ釘ン機能討き

どたのいずれにも該当すること。



ア~エ(略)� 

⑦ 	 心藤整気生理学的検査機能付加型・アプレーション議襲付き・接触

情報感知機詑付き

次のいずれにも該当すること。

ア ー侍ベーシング磯能栓有するカテ…テノレ電極であること。

イ 心臓撞銀生理学的検盤機能を有すること。

ウ 主として心房内又は心室内全域の心臓鷺気生理学的検査を行う

ための電握を有し、心房内又はや室内全域の心畿電気生理学的按査

委?行うことが可能であって多種位差測定に必要な構報処理をする

ための様策センサーを有すること。

こに 経皮的カテーテノレ品、藤嬢突き講を鍵施する欝に轍脈性不整患の拾

療を閥的に使用する高周波需読はよる心筋焼灼用のカテ…テノレ章

構であること。

オ心懇織との接触状況の慢報を取得できる機能を有すること o

感心臓電気生理学的検査機能持加型・瓶度センサ}付き

衣のいずれにも該当すること。

ア~こに (略) 

⑨ 	 心麟電気生理学的換査機能付加増・捺籍動機能付き

次のいずれ誌も該当することの

ア 一時べ…シング機舗を有するカテ…テノレ電極であること。

イ 心鱗雲監気生理学的検査機能を有すること。

ウ 主として心璃内及び窪状静脈欄部の心畿噛気生理学的論査を行

うための寵援を有し〈霊堂櫨数が� 20極以上であること n

ここ 経皮的カデ}テノレ心筋焼灼構又は心搬電気生理学的検査を実縮

する擦に発生した心罪性不整脈に対して、意気的除締畿を行うこと

ができるカテーテノレ龍極であること。

~エ〈略)

~心臓電気生理学的検査機能付加重・瀧度センサ…付き

次のいずれにも該当すること。


ア~エ〈賂) 





