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項 目 現 行 改 正 案

第２章 特掲診療料

第８部 精神科専門療法

第１節 精神科専門療法料

Ｉ００２ 通院・在宅精神療法（１回

につき）

【注の見直し】 注３ 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神 注３ 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療

療法を行った場合（当該保険医療機関の精 法を行った場合（当該保険医療機関の精神科

神科を最初に受診した日から１年以内（区 を最初に受診した日から１年以内の期間に行

分番号Ａ３１１－４に掲げる児童・思春期 った場合に限る。）は、350点を所定点数に

精神科入院医療管理料に係る届出を行った 加算する。ただし、注４に規定する加算を算

保険医療機関において、16歳未満の患者に 定した場合は、算定しない。

対して行った場合は２年以内）の期間に行

った場合に限る。）は、350点を所定点数

に加算する。

【注の追加】 （追加） 注４ 特定機能病院若しくは区分番号Ａ３１１－

４に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理

料に係る届出を行った保険医療機関又は当該

保険医療機関以外の保険医療機関であって別

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
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険医療機関において、通院・在宅精神療法を

行った場合は、児童思春期精神科専門管理加

算として、次に掲げる区分に従い、いずれか

を所定点数に加算する。ただし、ロについて

は、１回に限り算定する。

イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を

行った場合（当該保険医療機関の精神科を

最初に受診した日から２年以内の期間に行

った場合に限る。） 500点

ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅

精神療法を行った場合（当該保険医療機関

の精神科を最初に受診した日から３月以内

の期間に行った場合に限る。） 1,200点

【注の追加】 （追加） 注６ 当該患者に対して、１回の処方において、

３種類以上の抗うつ薬又は３種類以上の抗精

神病薬を投与した場合であって、別に厚生労

働大臣が定める要件を満たさない場合、所定

点数の100分の50に相当する点数により算定

する。

Ｉ００２－２ 精神科継続外来支援・

指導料（１日につき）

【注の見直し】 注２ 当該患者に対して、１回の処方におい 注２ 当該患者に対して、１回の処方において、

て、３種類以上の抗不安薬、３種類以上 ３種類以上の抗不安薬、３種類以上の睡眠薬

の睡眠薬、４種類以上の抗うつ薬又は４ 、３種類以上の抗うつ薬又は３種類以上の抗

種類以上の抗精神病薬を投与した場合 精神病薬を投与した場合（臨時の投薬等のも

（臨時の投薬等を除く。）には、算定し の及び３種類の抗うつ薬又は３種類の抗精神
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ない。 病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与す

るものを除く。）には、算定しない。

【注の追加】 （追加） 注５ 当該患者に対して、１回の処方において、

３種類以上の抗うつ薬又は３種類以上の抗精

神病薬を投与した場合（注２に規定する場合

を除く。）であって、別に厚生労働大臣が定

める要件を満たさない場合、所定点数の100

分の50に相当する点数により算定する。

【新設】 （新設） Ｉ００２－３ 救急患者精神科継続支援料

１ 入院中の患者 435点

２ 入院中の患者以外 135点

注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局長等に届け出

た保険医療機関において、精神疾患を有する

患者であって、自殺企図等により入院したも

のに対し、生活上の課題又は精神疾患の治療

継続上の課題を確認し、助言又は指導を行っ

た場合に算定する。

注２ 入院中の患者については、入院した日から

起算して６月以内の期間に月１回に限り、算

定する。

注３ 入院中の患者以外の患者については、退院

後、電話等で継続的な指導等を行った場合に

、退院後６月以内に限り、計６回を限度とし

て算定する。
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Ｉ００３－２ 認知療法・認知行動療

法（１日につき）

【項目の見直し】 １ 地域の精神科救急医療体制を確保するため １ 地域の精神科救急医療体制を確保するために

に必要な協力等を行っている精神保健指定医 必要な協力等を行っている精神保健指定医によ

による場合 500点 る場合 500点

２ １以外の場合 420点 ２ １以外の医師による場合 420点

３ 地域の精神科救急医療体制を確保するために

必要な協力等を行っている精神保健指定医と看

護師が共同して行う場合 350点

【新設】 （新設） Ｉ００６－２ 依存症集団療法（１回につき）

340点

注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局長等に届け出

た保険医療機関において、薬物依存症の患者

であって、入院中の患者以外のものに対して

、集団療法を実施した場合に、治療開始日か

ら起算して６月以内に限り、週１回を限度と

して算定する。ただし、特に必要性を認め、

治療開始日から起算して６月を超えて実施し

た場合には、治療開始日から起算して２年以

内に限り、更に週１回かつ計24回を限度とし

て算定できる。

注２ 依存症集団療法と同一日に行う他の精神科

専門療法は、所定点数に含まれるものとす

る。
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Ｉ００８－２ 精神科ショート・ケア

（１日につき）

【注の見直し】 注３ 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケ 注３ 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア

ア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ 、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

日から起算して１年を超える期間に行われ 起算して１年を超える期間に行われる場合に

る場合にあっては、週５日を限度として算 は、週５日を限度として算定する。ただし、

定する。 週３日を超えて算定する場合にあっては、患

者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる

場合に限る。

Ｉ００９ 精神科デイ・ケア（１日に

つき）

【注の見直し】 注３ 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケ 注３ 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア

ア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ 、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

日から起算して１年を超える期間に行われ 起算して１年を超える期間に行われる場合に

る場合にあっては、週５日を限度として算 は、週５日を限度として算定する。ただし、

定する。 週３日を超えて算定する場合にあっては、患

者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる

場合に限る。

【注の追加】 （追加） 注４ 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア

、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

起算して３年を超える期間に行われる場合で

あって、週３日を超えて算定する場合には、
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長期の入院歴を有する患者を除き、当該日に

おける点数は、所定点数の100分の90に相当

する点数により算定する。

Ｉ０１０ 精神科ナイト・ケア（１日

につき）

【注の見直し】 注２ 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケ 注２ 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア

ア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ 、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

日から起算して１年を超える期間に行われ 起算して１年を超える期間に行われる場合に

る場合にあっては、週５日を限度として算 は、週５日を限度として算定する。ただし、

定する。 週３日を超えて算定する場合にあっては、患

者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる

場合に限る。

【注の追加】 （追加） 注３ 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア

、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

起算して３年を超える期間に行われる場合で

あって、週３日を超えて算定する場合には、

長期の入院歴を有する患者を除き、当該日に

おける点数は、所定点数の100分の90に相当

する点数により算定する。

Ｉ０１０－２ 精神科デイ・ナイト・

ケア（１日につき）

【注の見直し】 注２ 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケ 注２ 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア
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ア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ 、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

日から起算して１年を超える期間に行われ 起算して１年を超える期間に行われる場合に

る場合にあっては、週５日を限度として算 は、週５日を限度として算定する。ただし、

定する。 週３日を超えて算定する場合にあっては、患

者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる

場合に限る。

【注の追加】 （追加） 注３ 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア

、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

起算して３年を超える期間に行われる場合で

あって、週３日を超えて算定する場合には、

長期の入院歴を有する患者を除き、当該日に

おける点数は、所定点数の100分の90に相当

する点数により算定する。

Ｉ０１２ 精神科訪問看護・指導料

【点数の見直し】 １ 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ) １ 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)

イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保 イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健

健福祉士による場合 福祉士による場合

(1 ) 週３日目まで 30分以上の場合 ( 1 ) 週３日目まで 30分以上の場合

575点 580点

( 2 ) 週３日目まで 30分未満の場合 ( 2 ) 週３日目まで 30分未満の場合

440点 445点

( 3 ) 週４日目以降 30分以上の場合 ( 3 ) 週４日目以降 30分以上の場合

675点 680点

( 4 ) 週４日目以降 30分未満の場合 ( 4 ) 週４日目以降 30分未満の場合
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525点 530点

ロ 准看護師による場合 ロ 准看護師による場合

(1 ) 週３日目まで 30分以上の場合 ( 1 ) 週３日目まで 30分以上の場合

525点 530点

( 2 ) 週３日目まで 30分未満の場合 ( 2 ) 週３日目まで 30分未満の場合

400点 405点

( 3 ) 週４日目以降 30分以上の場合 ( 3 ) 週４日目以降 30分以上の場合

625点 630点

( 4 ) 週４日目以降 30分未満の場合 ( 4 ) 週４日目以降 30分未満の場合

485点 490点

２ 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ) 160点 ２ 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ) 160点

３ 精神科訪問看護・指導料(Ⅲ) ３ 精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)

イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保 イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健

健福祉士による場合 福祉士による場合

(1 ) 同一日に２人 ( 1 ) 同一日に２人

① 週３日目まで 30分以上の場合 ① 週３日目まで 30分以上の場合

575点 580点

② 週３日目まで 30分未満の場合 ② 週３日目まで 30分未満の場合

440点 445点

③ 週４日目以降 30分以上の場合 ③ 週４日目以降 30分以上の場合

675点 680点

④ 週４日目以降 30分未満の場合 ④ 週４日目以降 30分未満の場合

525点 530点

( 2 ) 同一日に３人以上 (2 ) 同一日に３人以上

① 週３日目まで 30分以上の場合 ① 週３日目まで 30分以上の場合

288点 293点

② 週３日目まで 30分未満の場合 ② 週３日目まで 30分未満の場合

220点 225点

③ 週４日目以降 30分以上の場合 ③ 週４日目以降 30分以上の場合

338点 343点
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④ 週４日目以降 30分未満の場合 ④ 週４日目以降 30分未満の場合

263点 268点

ロ 准看護師による場合 ロ 准看護師による場合

(1 ) 同一日に２人 ( 1 ) 同一日に２人

① 週３日目まで 30分以上の場合 ① 週３日目まで 30分以上の場合

525点 530点

② 週３日目まで 30分未満の場合 ② 週３日目まで 30分未満の場合

400点 405点

③ 週４日目以降 30分以上の場合 ③ 週４日目以降 30分以上の場合

625点 630点

④ 週４日目以降 30分未満の場合 ④ 週４日目以降 30分未満の場合

485点 490点

( 2 ) 同一日に３人以上 (2 ) 同一日に３人以上

① 週３日目まで 30分以上の場合 ① 週３日目まで 30分以上の場合

263点 268点

② 週３日目まで 30分未満の場合 ② 週３日目まで 30分未満の場合

200点 205点

③ 週４日目以降 30分以上の場合 ③ 週４日目以降 30分以上の場合

313点 318点

④ 週４日目以降 30分未満の場合 ④ 週４日目以降 30分未満の場合

243点 248点

Ｉ０１２－２ 精神科訪問看護指示料

【注の追加】 （追加） 注３ 注１の場合において、必要な衛生材料及び

保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等

提供加算として、患者１人につき月１回に限

り、80点を所定点数に加算する。

Ｉ０１６ 精神科重症患者早期集中支



医科－精神科専門療法－10/10

援管理料（月１回）

【項目の見直し】 １ 精神科重症患者早期集中支援管理料１ １ 精神科重症患者早期集中支援管理料１

イ 同一建物居住者以外の場合 1,800点 イ 単一建物診療患者が１人の場合 1,800点

ロ 同一建物居住者の場合 ロ 単一建物診療患者が２人以上の場合

(1 ) 特定施設等に入居する者の場合 1,350点

900点

( 2 ) ( 1 )以外の場合 450点

２ 精神科重症患者早期集中支援管理料２ ２ 精神科重症患者早期集中支援管理料２

イ 同一建物居住者以外の場合 1,480点 イ 単一建物診療患者が１人の場合 1,480点

ロ 同一建物居住者の場合 ロ 単一建物診療患者が２人以上の場合

(1 ) 特定施設等に入居する者の場合 1,110点

740点

( 2 ) ( 1 )以外の場合 370点
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項 目 現 行 改 正 案

第２章 特掲診療料

第９部 処置

第１節 処置料

Ｊ０００ 創傷処置

【点数の見直し】 １ 100平方センチメートル未満 45点 45点

２ 100平方センチメートル以上500平方センチメ

ートル未満 55点 60点

３ 500平方センチメートル以上3,000平方センチ

メートル未満 85点 90点

４ 3,000平方センチメートル以上6,000平方セン

チメートル未満 155点 160点

５ 6,000平方センチメートル以上 270点 275点

【注の見直し】 注３ ５については、６歳未満の乳幼児の場合は 注３ ５については、６歳未満の乳幼児の場合は

、50点を加算する。 、55点を加算する。

Ｊ００１ 熱傷処置

【注の見直し】 注４ ４及び５については、６歳未満の乳幼児の 注４ ４及び５については、６歳未満の乳幼児の

場合は、50点を加算する。 場合は、55点を加算する。
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Ｊ００１－７ 爪甲除去（麻酔を要し

ないもの）

【点数の見直し】 45点 60点

Ｊ００２ ドレーン法（ドレナージ）

（１日につき）

【注の見直し】 注 ３歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算す 注 ３歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算す

る。 る。

Ｊ００５ 脳室穿刺

【注の見直し】 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算す 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算す

る。 る。

Ｊ００６ 後頭下穿刺

【注の見直し】 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算す 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算す

る。 る。

Ｊ００７ 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺

【注の見直し】 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算す 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算す

る。 る。

【新設】 （新設） Ｊ００７－２ 硬膜外自家血注入 800点

注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局長等に届け出
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た保険医療機関において行われる場合に限り

算定する。

注２ 硬膜外自家血注入に伴って行われた採血及

び穿刺等の費用は、所定点数に含まれるもの

とする。

Ｊ００８ 胸腔穿刺（洗浄、注入及び

排液を含む。）

【注の見直し】 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算す 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算す

る。 る。

Ｊ０１０ 腹腔穿刺（人工気腹、洗浄

、注入及び排液を含む。）

【注の見直し】 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算す 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算す

る。 る。

Ｊ０１１ 骨髄穿刺

【注の見直し】 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算す 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算す

る。 る。

Ｊ０１２ 腎嚢胞又は水腎症穿刺

【注の見直し】 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算す 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算す

る。 る。

Ｊ０１７－２ リンパ管腫局所注入
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注 ６歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算す 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、55点を加算す

【注の見直し】 る。 る。

Ｊ０１８ 喀痰吸引（１日につき）

【注の見直し】 注２ ６歳未満の乳幼児の場合は、75点を加算す 注２ ６歳未満の乳幼児の場合は、83点を加算す

る。 る。

Ｊ０１８－３ 干渉低周波去痰器によ

る喀痰排出（１日につき

）

【注の見直し】 注２ ６歳未満の乳幼児の場合は、75点を加算す 注２ ６歳未満の乳幼児の場合は、83点を加算す

る。 る。

Ｊ０１９ 持続的胸腔ドレナージ（開

始日）

【注の見直し】 注２ ３歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算 注２ ３歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算

する。 する。

Ｊ０２０ 胃持続ドレナージ（開始日

）

【注の見直し】 注 ３歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算す 注 ３歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算す

る。 る。

Ｊ０２１ 持続的腹腔ドレナージ（開

始日）
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【注の見直し】 注２ ３歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算 注２ ３歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算

する。 する。

Ｊ０２２ 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸

【注の見直し】 注 ３歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算す 注 ３歳未満の乳幼児の場合は、55点を加算す

る。 る。

【新設】 （新設） Ｊ０２６―４ ハイフローセラピー（１日につき

） 160点

Ｊ０３４ イレウス用ロングチューブ

挿入法

【点数の見直し】 200点 610点

Ｊ０３６ 非還納性ヘルニア徒手整復

法

【注の見直し】 注 新生児又は３歳未満の乳幼児の場合は、それ 注 新生児又は３歳未満の乳幼児の場合は、それ

ぞれ100点又は50点を加算する。 ぞれ110点又は55点を加算する。

Ｊ０３８ 人工腎臓（１日につき）

【点数の見直し】 １ 慢性維持透析を行った場合

イ ４時間未満の場合 2,030点 2,010点

ロ ４時間以上５時間未満の場合 2,195点 2,175点

ハ ５時間以上の場合 2,330点 2,310点

２ 慢性維持透析濾過（複雑なもの）を行った場
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合 2,245点 2,225点

３ その他の場合 1,580点 1,580点

【注の追加】 （追加） 注10 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、人工腎臓を実施し

ている患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度

等を評価し、療養上必要な指導管理を行った

場合には、下肢末梢動脈疾患指導管理加算と

して、月１回を限度として所定点数に100点

を加算する。

Ｊ０４２ 腹膜灌流（１日につき）

【注の見直し】 注２ ６歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日 注２ ６歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日

の間又は15日目以降30日目までの間に限り、 の間又は15日目以降30日目までの間に限り、

注１の規定にかかわらず、それぞれ１日につ 注１の規定にかかわらず、それぞれ１日につ

き1,000点又は500点を加算する。 き1,100点又は550点を加算する。

Ｊ０４３－３ ストーマ処置（１日に

つき）

【注の見直し】 注３ ６歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算す 注３ ６歳未満の乳幼児の場合は、55点を加算す

る。 る。

【新設】 （新設） Ｊ０４３－６ 人工膵臓療法（１日につき）

3,500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
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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、３日を限度と

して算定する。

Ｊ０４４ 救命のための気管内挿管

【注の見直し】 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算す 注 ６歳未満の乳幼児の場合は、55点を加算す

る。 る。

Ｊ０４５－２ 一酸化窒素吸入療法

（１日につき）

【項目の見直し】 920点 １ 新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する

場合 1,680点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た

するものとして地方厚生局長等に届け出た保 す保険医療機関において行われる場合に限り

険医療機関において行われる場合に限り算定 算定する。

する。

注２ 吸入時間が１時間を超えた場合は、１時間 注２ 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が１

又はその端数を増すごとに、920点を所定点 時間までの場合、900点を所定点数に加算す

数に加算する。 る。吸入時間が１時間を超える場合は、900

点に吸入時間が１時間又はその端数を増すご

とに900点を加算して得た点数を、所定点数

に加算する。

２ その他の場合 1,680点

注 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が１時

間までの場合、900点を所定点数に加算する。

吸入時間が１時間を超える場合は、900点に吸

入時間が１時間又はその端数を増すごとに900

点を加算して得た点数を、所定点数に加算す
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る。

Ｊ０５０ 気管内洗浄（１日につき）

【注の見直し】 注１ ６歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算 注１ ６歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算

する。 する。

Ｊ０５１ 胃洗浄

【注の見直し】 注 ３歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算す 注 ３歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算す

る。 る。

Ｊ０５４－２ 皮膚レーザー照射療法

（一連につき）

【注の見直し】 注 ３歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射 注 ３歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射

療法を行った場合は、2,000点を所定点数に加 療法を行った場合は、2,200点を所定点数に加

算する。 算する。

【新設】 （新設） Ｊ０８２－２ 薬物放出子宮内システム処置

１ 挿入術 200点

２ 除去術 150点

【新設】 （新設） Ｊ１１５－２ 排痰誘発法（１日につき)

44点

Ｊ１１６ 関節穿刺（片側）
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【注の見直し】 注 ３歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算す 注 ３歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算す

る。 る。

【新設】 （新設） Ｊ１１６－５ 酵素注射療法 490点

Ｊ１１７ 鋼線等による直達牽引（２

日目以降。観血的に行った場

合の手技料を含む。）（１局

所を１日につき）

【注の見直し】 注１ ３歳未満の乳幼児に対して行った場合は、 注１ ３歳未満の乳幼児に対して行った場合は、

所定点数に50点を加算する。 所定点数に55点を加算する。

【新設】 （新設） Ｊ１１８－４ 歩行運動処置（ロボットスーツに

よるもの）（１日につき）

900点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

す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。

注２ 難病の患者に対する医療等に関する法律

（平成26年法律第50号）第５条に規定する指

定難病の患者であって、同法第７条第４項に

規定する医療受給者証を交付されているもの

（同条第１項各号に規定する特定医療費の支

給認定に係る基準を満たすものとして診断を

受けたものを含む。）に対して実施された場

合には、900点を所定点数に加算する。
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注３ 導入期５週間に限り、１日につき2,000点

を９回を限度として加算する。

Ｊ１２０ 鼻腔栄養（１日につき）

【注の追加】 （追加） 注２ 間歇的経管栄養法によって行った場合には

、間歇的経管栄養法加算として、１日につき

60点を所定点数に加算する。

通則

【通則の見直し】 ３ ３歳未満の乳幼児に対して区分番号Ｊ１２２ ３ ３歳未満の乳幼児に対して区分番号Ｊ１２２

からＪ１２９－４までに掲げるギプスの処置を からＪ１２９－４までに掲げるギプスの処置を

行った場合には、当該各区分の所定点数の100 行った場合には、当該各区分の所定点数の100

分の50に相当する点数を所定点数に加算する。 分の55に相当する点数を所定点数に加算する。




