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r]!事生労働大臣が指寂する病院の嬬様における疲離に要する費用の額の算控方法の

…部改正等に伴う実擁上の寵意事項について(通知)JのJ 部教立について

本 R、 f車生労働大肢が定める傷病名、 処爾等及び部傷病名 J (平成20年原生労議議告示第 

95号)の一部が平成目年厚生労働省皆示571母をもって改正されたところであるが、 DPC制度のよ

り…層の透明化、 i蹴工E化等惑と翻る観点から、その取扱いについて別添のとおり通知するので、関係者

に対し周知徹底を臨られたい。

1.改正の概要について 

r020200 粛斑、後櫨変性Jのうち、手術・処置等の 2の 4に「アフヲベノレゼプト j を追加する。 

2. 関係強知の一部改正について 

f厚生労畿大阻が指定する病税の病棟における療養に聾する費用の額め算定方法の一部改正等に

う筑施上の留意事現について(通知)) J (平成24年 3月回目保震発第0319第 2号)、の診断群分

類定義者形間中、 r020200 黄斑、後撞変性j を日IJ紙工のとおり耽める。 

f庫生労働大臣が指定する病読の荊榛における蝶穫に要する費用の額の算定方訟の一部改正等比

伴う実施上の留意事項について(通知)) J(平成24年、 3丹19日保医発第0319第 2号)の定義テぃ

ブル中、 r020200 黄斑、後機密f生j を別紙 2のとおり改める。

記
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