
重要性分類Ⅲ

区分番号
診療行為
コード

省略漢字名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A100-00 190290210 地域一般入院料１（診療報酬上臨時的取扱） 3

【令和4年4月1日適用】
令和2年2月14日付け事務連絡「新型コロナウイ
ルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い
について」に基づき新設

A100-00 190290310 地域一般入院料２（診療報酬上臨時的取扱） 3

【令和4年4月1日適用】
令和2年2月14日付け事務連絡「新型コロナウイ
ルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い
について」に基づき新設

D004-02 160235550 ＢＲＡＦ遺伝子検査（ＰＣＲ－ｒＳＳＯ法）（悪性黒色腫） 3
【令和4年11月1日適用】
令和4年10月31日付け保医発1031第4号「検査料
の点数の取扱いについて」に基づき新設

5 省略漢字名称 染色体検査（ＦＩＳＨ法）
染色体検査（ＦＩＳＨ法）
●●●

設定変更
※空白スペース（●）を削除

5 基本漢字名称
染色体検査（全ての費用を
含む。）（ＦＩＳＨ法を用
いた場合

染色体検査（全ての費用を
含む。）（ＦＩＳＨ法を用
いた場合）●●●

〃

5 省略漢字名称
ＥＧＦＲ遺伝子検査減算
（血漿）

ＥＧＦＲ遺伝子検査減算
（血漿）●

〃

5 基本漢字名称
ＥＧＦＲ遺伝子検査減算
（血漿）

ＥＧＦＲ遺伝子検査減算
（血漿）●

〃

5 省略漢字名称
インターロイキン－６（Ｉ
Ｌ－６）

インターロイキン－６（Ｉ
Ｌ－６）●

設定変更
※空白スペース（●）を削除

5 基本漢字名称
インターロイキン－６（Ｉ
Ｌ－６）

インターロイキン－６（Ｉ
Ｌ－６）●

〃

D023-00 160235150 ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出 3
【令和4年11月1日適用】
令和4年10月31日付け保医発1031第4号「検査料
の点数の取扱いについて」に基づき新設

D250-00 160171950 平衡機能検査（下肢加重検査） 5 基本漢字名称
平衡機能検査（下肢加重検
査）

平衡機能検査（下肢加重
検）

設定変更

D272-00 160084450 網膜対応検査 5 基本漢字名称
網膜対応検査（残像法又は
バゴリニ線条試験による）

網膜対応検査（残像法、バ
ゴリニ線條試験による）

〃

令和４年４月版医科診療行為マスター登録内容の一部変更（Ｒ４．１１．１現在）

新設

新設

新設

新設

D015-00 160225450 インターロイキン－６（ＩＬ－６）

D006-05 160231010 染色体検査（ＦＩＳＨ法）

D006-19 160232770 ＥＧＦＲ遺伝子検査減算（血漿）



区分番号
診療行為
コード

省略漢字名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

D417-00 160098610 組織試験採取、切採法（皮膚） 5 基本漢字名称
組織試験採取、切採法（皮
膚（皮下、筋膜、腱及び腱
鞘を含む））

組織試験採取、切採法（皮
膚（皮下、筋膜、腱及び腱
鞘を含む）

〃

K046-00 150425670 緊急整復固定加算（骨折観血的手術） 5 下限年齢 75 74 〃

K080-04 150354310 関節鏡下肩腱板断裂手術（複雑） 5
コード表用番号（アルファ
ベット部を除く）：項番

3 4 〃

K081-00 150435770 緊急挿入加算（人工骨頭挿入術） 5 下限年齢 75 00 〃

K268-00 150427310 緑内障手術（濾過胞再建術）（ｎｅｅｄｌｅ法） 5 省略漢字名称
緑内障手術（濾過胞再建
術）（ｎｅｅｄｌｅ法）

緑内障手術（濾過胞再建
術）（ｎｅｅｄｌｅ法）●

設定変更
※空白スペース（●）を削除

5 省略漢字名称
緑内障手術（流出路再建
術）（眼内法）

緑内障手術（流出路再建
術）（眼内法）●

〃

5 基本漢字名称
緑内障手術（流出路再建
術）（眼内法）

緑内障手術（流出路再建
術）（眼内法）●

〃

5 省略漢字名称
経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性
腫瘍手術（頭蓋底郭清等）

経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性
腫瘍手術（頭蓋底郭清等）
●

〃

5 基本漢字名称
経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性
腫瘍手術（頭蓋底郭清、再
建を伴うもの）

経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性
腫瘍手術（頭蓋底郭清、再
建を伴うもの）●●●●●
●●●●●●●

〃

K374-02 150441110 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術含・内視鏡用支援機器） 5
コード表用番号（アルファ
ベット部を除く）：項番

00 01 設定変更

K754-02 150442210 腹腔鏡下副腎摘出術（内視鏡手術用支援機器） 5
コード表用番号（アルファ
ベット部を除く）：項番

00 01 〃

K755-03 150424250 副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）（１ｃｍ以上のもの） 5
コード表用番号（アルファ
ベット部を除く）：項番

02 00 〃

K838-02 150430910 精巣内精子採取術（単純） 5
コード表用番号（アルファ
ベット部を除く）：項番

01 00 〃

K268-00 150435810 緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）

150427610 経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術（頭蓋底郭清等）K343-02



区分番号
診療行為
コード

省略漢字名称
変更
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変更箇所 変更後 変更前 備考

K838-02 150431010 精巣内精子採取術（顕微鏡） 5
コード表用番号（アルファ
ベット部を除く）：項番

02 00 〃

K916-00 150432610 体外式膜型人工肺管理料（７日目まで） 5 省略漢字名称
体外式膜型人工肺管理料
（７日目まで）

体外式膜型人工肺管理料
（７日目まで）●

設定変更
※空白スペース（●）を削除

5 省略漢字名称
体外式膜型人工肺管理料
（８日目以降１４日目ま
で）

体外式膜型人工肺管理料
（８日目以降１４日目ま
で）●

〃

5 基本漢字名称
体外式膜型人工肺管理料
（１日につき）（８日目以
降１４日目まで）

体外式膜型人工肺管理料
（１日につき）（８日目以
降１４日目まで●）●

〃

5 省略漢字名称
体外式膜型人工肺管理料
（１５日目以降）

体外式膜型人工肺管理料
（１５日目以降）●

〃

5 基本漢字名称
体外式膜型人工肺管理料
（１日につき）（１５日目
以降）

体外式膜型人工肺管理料
（１日につき）（１５日目
以降）●

〃

K916-00 150432810 体外式膜型人工肺管理料（１５日目以降）

K916-00 150432710 体外式膜型人工肺管理料（８日目以降１４日目まで）


