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、ユ．平成21年度の医療技術評価・再評価について   

2．その他   
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診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会委員名簿  

（五十音順）  

氏 名   所  属   

大滝 純司  東京医科大学医学部教授   

熊本  

脅藤．寿－  社会保険中央総合病院長   

東京大学大学院 医学系研究科  

其田 弘美      健康科学・看護学専攻 老年看護学／創傷看護学分野 教授   

佐々木 均  長崎大学病院 教授・薬剤部長・治験管理センター長   

真顔えり子  独立行政法人国立病院機構康広島医療センター感染症診療部長   

須田 英明◆  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯髄生物学教授 

寺本 明  日本医科大学大学院医学研究科長脳神経外科学教室主任教授   

中村 丁次  神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部長・栄養学教授   

難波 貞夫・  富士重工業健康保険組合総合太田病院長   

本田 浩  九州大学大学院医学研究院放射線科学分野教授   

松村 英雄・  日本大学歯学部歯科補綴学教室第3結尾教授   

山口 俊碑  財団怯人癌研究会有明病院消化器外科部長   

吉田 英機  昭和大学泌尿器科名誉教授   

渡連 清明  国際医療福祉大学教授・主田病院検査部長   

◎分科会長   



診調組 技－2－1  

21．11．19  

3 医療技術の1次評価結果  

【1次評価精巣】  
医療技術の評価・再評価（1次評価結果）について  

項目  件数   

ヱ旦ユ性  

医療技術評価・再評価提案件数  （重複分をカウントすると   

8g6件）   

旦旦旦腫  
① 2次評価において検討することが適当   新規技術159件  

とされた技術  
既存技術185件  

②・その他の技術（有効性・成熟度が低い又   

は安全性・倫理性■社会的妥当性等から   304件  
次  開腹有りとされたもの等）  

評  
③ 基本診療料及び指導管理等に係る提案   

価   書、個別の技術評価ではなく制度に対す   45件  

結  る捷秦書（注1）  

果     ④ 薬事法上の承掟が得られていない医薬   

晶及び医療機器等を用いる技術（注2）  
19件  

⑤ 先進医療専門家金紙において保険導入   
等について経論する技術（注3）   

19件  

1 これまでの検討状況   

（1） 診療報酬における医療技術の適正な評価の観点から、診療報酬調査専門組織医療技  
術評価分科会において、学会等から提出される医療技術評価提案書に基づき、新規医  

療技術の評価及び既存医療技術の再評価を実施することとされ、本年2月から中医協  
基本問題小委員会において、平成22年改定に向けた検討作業を開始。   

（2） 具体的には、本年3月から6月にかけて、関係学会等から合計731件（重複を除  
く）の医療技術の評価・再評価希望■が厚生労働省に捷出され、現在、臨床医を中心  
としたワーキンググji－プによる1次評価が終了し、その結果が取りまとめられたと  
ころ。   

（3） 今後、2次評価において検討することが適当とされた医療技術について、医療技術  

評価分科会において分野横断的なより幅広い観点から2次評価を行い、基本問題小委  
兵舎へ報告することとしている。  

2 1次評価の実施方法   

保険診療に精通した医学、歯学、薬学、看護学等の有敗者で構成される以下   
の6分野のワーキンググループを設置し評価を行った  

WGl：眼科、耳鼻咽喉科■、歯科系、皮膚・皮下組織   

WG2：循環器系、・救急、麻酔、放射線   
㈹3：消化器、肝臓一胆道・膵膳、乳腺、呼吸器、在宅医療   

WG4：泌尿器・男性生殖器、産婦人科・女性生殖器、新生児・小児   

WG5：内分泌・栄養・代謝、血液・造血券・免疫臓器、調剤、看護、病理、その他   

鵬6：精神、神経、筋骨格  

注1：基本診療料、措辞管理等については、医療技術評価分科会の評価の対象外。  
注2：薬事法上の承認が得られていないものは、保険診療において使用することができない。  

保険と併用する方法として高度医療（第3項先進医療）がある。  
注3：先進医療については、先進医療専門家会鴻において、実績報告等に基づき、別途保険  
導入について評価が行われるため、2次評価の対象とはしない。  

考：平成20年度改定】   

項目  件数   

且旦⊥此  

医療技術評価・再評価提案件数  （重複分をカウントすると   

812件）   

口  ① 2次評価において検討すること   
＿≧＿旦旦僅  

次  が適当とされた技術   
新規111件  
既存122件  

評  

価  
②その他の技術   345件  

結            ③基本診療料、指導管理等、在宅医   
果   療に係る技術  

103件  



や 今後のスケジュール  

今後、医療技術評価分科会を2回程度開催し、二次評価結果をとりまとめた上で、平成2  

2年1月下旬頃に基本問題小委貴会へ報告する予定  
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【参考：平成20年改定におけるスケジュール】   

平成19年12月 3日 医療技術評価分科会（1次評価報告）   
平成20年1月21日 医療技術評価分科会（2次評価）  

1月23日 評価結果を基本問題小委員会へ報告   
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技術名   申請団体   

32  Abl遺伝子の変異同定   日本血液学会   

33・  HT［∨－1のキクローン性組み込み検壬（末梢血t組織）   8本血液学会   

34  コン／トトメント痕陰群、広範囲挫傷等を伴う末梢抒環不全   日本高気圧環掛潜水医学会   

8ら  壊死性筋腐炎尊の王癒感染症に対する高気圧酸素治療 日本高気圧環相加水圧学会   

a8  在宅息者におけるう蝕へのフツ化物応用処t   日本口腔術生学会   

〇7  下顎関節突起骨折観血手術（片側）   日本口腔科学会  
下顎関節突起サ折観血手術（両側）   計本口腔外科学会   

38  ＃鷹血圧の測定指導と測定他の騨価   
日本高血圧学会 
日本挿環帯革会   

調  特攻嗜眠検壬（多点威圧式シートセンサを使用した場合）   日本呼吸器学会   

ヰ○  腑水中ヒ丁ルロン酸測充   日本呼吸器学食   

皿  残存肺切除簡   訂本呼吸器外科学会   

42  超音波凝固切鵬裁t専加算   訂本呼吸器外科学会   

43  気t支内視鏡的放射線治療用マーカー智正術   日本呼吸器内視鏡学会  

44  コンペヅクス走ま或超音波気甘文鎮下針生検   日本呼吸器内視鏡学会   

45  関節鏡下関節内甘折鶴血的手術   日本骨折治療学会   

48  インプラント周初甘折に対する観血的手術   訂木骨折治療学食   

47  ヒトリくビローマウイルス（HPV）DNA検査   日本産科婦人科学会   

哺  腹腔鏡下子宮筋腫傾出簡と子宮附ヰ器癒着別離帝の複数年術の特例拡大   日本産科婦人科内祝銑学会 

亜  腹腔鏡下手宮内牒虚病よ除去術と子宮付属場癒着剥離術の概数手術特例拡大．  訂本産科婦人科内視鏡学会   

50  歯科用8次元X線画像掩影技術   日本歯科放射線学会   

51  畷朋肺疾患における×線遊牧診断   日本歯科放射線学会   

田  通暁・在宅精神療法の小児加算   日本児暮書年精神医学会   

∬  内視鏡下哺下機能検査   日本耳▲咽喉科学会   

糾  聴性定欄反応（ASSR）   日本耳▲咽喉科学会   

55  拝並耳石t検應   日本耳■咽喉科学会   

58  那咽頭間脾腫瘍締出術   日本耳■咽喉科学会   

即  哺下陣書手術：輸状咽靖痛切断術、職印拳上術、職印気管分離術、喉珊全摘術   日本耳▲咽喉科学会   

58  前t胎盤帝王切開術   日本周産期・新生児医学会   

日本循礪器学会  
日本計陣神経学会  

開  ヘッドアップティルト試験  
日本神経学会  
日本神経治療学会  
訂本不整脈学会  
日本リハビリテーション摩学会   

80  トレッドミルによる負荷心肺機能検儀雇たはサイクルエルゴメータによる心肺機能検査に  日本循環器学会 日本リハビリテーション医学会  
村ナる連続呼気ガス分析加算（冠動脈血流予傭熊：FFR）   日本心紺ノハビリテーション学会  

皿  N白l拡大内視鏡   日本消化器内視鏡学会   

82  内視鏡検査のt手化図像甘理加算   日本消化器内視鏡学会  

診調絶 技－2－2  

21．11．1・9  2次評価において検討することが適当とされた新規技術  

技術名   申汁団体   

l  先進画像加算：外傷全身CT   日本医学放射線学会   

2  生体部分肺移植術   日本移租学会   

8  軟性閥胱鏡を用いた膀胱蛾検査   日本亡ndour0loⅣ・ESWし学会   

ヰ  腹腔鏡下性腺摘出術   日本E円山「函Ⅳ・E5WL学会   

放射性同位扇凛内用療法管項朋   乱本筐学放射線学会  

ロ  
日本枕医学会  

B細胞性非ホシヰンリンJl欄1こ対するもの（追加）   
日本血液学会  
日本放射線膿瘍学会  

0．  ポジトロン断層櫓影及びポジトロン断層・コンピューター断∬複合機影   日本核医学食   

有床義甘機能検査   日本顎口腔機能学会 

8  漢書チューブ挿入術（贋遭内視鏡併施〉   日本膿科医会  

棟内陣術後管理加算   日本眼科医会   

10  ロービジョン指導管理料および口⊥ビジョン訓練   日象眼科学会   

n  高次視機能検査   日本眼科学会 

12  眼圧日内変動検査   日本眼科学会   

18  椚房水・硝子体採取積層   日本眼科学会   

川  網餌機能挿密t気生理検査   日本眼科学会   

田  光学細長伸長測定   日本口良料亭術学会   

10  硝子体内法人柄   日本眼科手術学食   

17  遭延性鷺拇印書者の生活抒勤回復のための■櫨   ■技研究学会   

用  HOVQonotypoの測定の承認   日本肝臓学会 

柑  血中HCV－RNA   日本肝搬学会   

20  B型肝炎ウイル大連佳子型（HBVg8nOt仰）検査   日本肝臓学会  
HBV帥言otyp●解析   訂本消化器病学会   

2！  肝門和服管痛切照簡（1．血行再建あり 2．血行再建なし）   日本肝胆膳外科学会  
肝門郎胆管癌切除術（肝拡大糞切除術に肝外脱管切除再建術を伴う）   日本消化器外科学会   

22  膳中央切除術   日本肝姐膵外科学会   

2〇  渾生労働大臣が定める痍息に起因した攻含員附こ係る遺応痩の拡大．   日本矯正歯科学会   

24  心膿弁膿痛手柿と大助脈相手術   日本的部外科学金   

25  10Qによる赤外線蛍光リンパ管造影   日本形成外科学会   

田  局両性圧閉鎖処覆   日本形成外科学会   

27  局所陰圧閉鎖療法   日本形成外科学会   

28  顔面多発サ折ま形治癒矯正術   日本形成外科学会   

2さ  大動脈弁ヰ上行大動脈痛切徐   
日本外科学会  
日本心臓血管外科学会   

30  脾温存膵体尾部切除術   日本外科学会   

ベッセルシーlノングシステムの加算   日本外科学会  
8l  日本消化器外科学会 

超音波凝固切開装1月の適応拡大   日本臨床外科学金  

r・ニ  



技術名   中綿田鹿   

日本消化器璃学会  
83  超音波内視鏡下穿刺吸引生検法（∈USイNA）  日本膵臓学会  

日本消化器内視鏡学会   

84  喘息運動員荷拭験   
日本アレルギー学会  
日本小児アレルギー学会   

85  ムコ多軸体分固定土（尿中）   日本小児科学会   

88  確畏鎖脂肪斡分析（血中）   日本小児科学会   

四  カルニテン分固定1（血中、界中〉   日本小児科学会   

l柑  0－OSF製剤自己注射指導管理料   
日本小児がん学会  
日本小児血液学会   

89  処正における小児加井の新設   日本小児外科学金   

70  蹟視下付瘍拭験切除術   日本小児外科学会   

n  膀胱外反虚字純   日本小児外科学会   

72  桂皮的肺動脈形成術   

経皮的大動脈形成術   
日本小児循環器学会  

田  植皮的心・房中間欠秋作成術（ラシュキンド法以外）   日本小児循環＃学会   

74  先天性心疾患の術後におけるその他ゐ胸部血管に対する桂皮釣血管形成瀾   日本小児抒環農学会   

75  神経ブロック（ポッリヌス毒素使用）   
日本小児神縫学会  
日本リハビリテーション医学会   

78  血腑斬岬批ビタミンD測應   日本小児内分泌学会   

77  DNAメテレーシ畠ン拭験   日本小児内分泌学虚   

78  在宅小児催血楯痘患者指導管理料、血糖自己測定器加井   日本小児内分泌学会   

79  在宅息者皮膚欠損用創傷被覆材管理指導料   日本神膚学会  

80  食道狭窄／くルーン拡張術   日本食道学会   

81  食道空t／くイ／くス作成術   日本食道学会   

82  随知療法、硯知行動機億   日本女性心身医学会   

日本自律神経学会  
83  全身発汗定性拭験  日本神経学会  

日本神経治療学会   

84  心筋コントラスト畢コ一法（造影超音波心筋嬢流制定法）   
日本心エコー国学会  
日本粗音波医学会   

日本神経学会  
8I  排痕補助疲t  日本神針台療学会  

日本リハビリテーション医学会   

88  種皮血中ガス分析装慣加井   
日本神軽挙会 
日本神経治療学会   

髄液N＄E   日本神経学会   

88  サイトメガロウイルスのDNA－PCR（髄液）   日本神経学会   

卵  帯状癌疹ウイルスDNA－PCR（髄液〉   日本神経学会   

90  単純ヘルペスDNA－PCR（髄液）   日本神経学会   

91  髄液タウ蛋白   日本神経学会   

92  心臓カテーテル法による持株査冠動脈血流予備能（FFR）   日本インターペンション学会   

g3  人工弁再鷹換術   日本胸部外科学会  
心臓血管再羊稚   日本心臓血管外科学会  

技術名   申請団体   

94  破裂性動脈硬化症に対する人工血管置換術   日本心臓血管外科学会   

四  肺動脈血栓内膜摘除術   日本心臓血管外科学会   

田  術中経食道的超音波連続的監視加算   日本心臓血管麻酔学会   

97  高照度光療法   白木睡眠学会   

四  椎間板摘出術におlナる複数椎間加算   日本整形外科学会   

田  透視下サ折観血由宇術   日本整形外科学会   

100  鏡視下自家サ軟骨移柏術   日本整形外科学金   

101  肩腱根断裂手簡（複雑）（関節鏡下を含む）   日本整形外科学会   

102  創外固定器加算の適応拡大（骨盤骨折）   日本整形外科学会   

103  精神科購離婚療管理料   日本精神科病院協会   

104  多聞檀による精神科入院長期化予防・退焼促進加算   日本株神科病院協会   

105  間歓的絃菅栄養法   
日本摂食・喋下リハビリテーション学会  
日本リハビリテーション医学会   

108  哺下造影検査   
日本摂食・礁下リハビリテーション学会  
日本リハビリテーション医学会   

107  重度精神陣讐者支嬢チーム加井   書門看護師協繕虐   

108  同檀末梢血幹細胞採取術（斬牧）および同檀末梢血幹細胞移粗術（増績）   日本造血細胞移檀学会   

109  造血細胞移租ドナーの安全管理制   日本造血細胞移植学会   

110  線肛門的内視鏡下手術（せ腸膿瘍）   日本大腸肛門病学会   

皿  急性中書の渦洗浄（会場管）   日本中電撃会  

四  手術の通則14の好意事項（4）指に係る同一手柄野の範囲アのbの次に8を新設する  日本手の外科学金   

113  手術の通則＝の「ただし」以下に神経移植を追加する   日本手の外科学会   

114  指伸筋腱脱臼勧血整復術   日本手の外科学会   

四  長期脳波ビデオ同時記録   日本てんかん学会   

皿  迷走神経刺激装t植込術   日本てんかん学会   

日本アフェレシス学会  
皿  カフ付き血液透析カテーテル挿入術  日本腎臓学会  

日本透析医学会   

日本アフエレシス学会  
皿  シングルルーメン＋ダブルルーメン以上（一般臥特殊型）挿入術  日本腎臓学会  

日本透析医学会   

1柑  高感度CRP   日本動脈硬化学会   

120  腹腔鏡下胃縮小術（腹腔鏡下抽○∨○状胃切除術）   日本内禎鏡外科学会   

皿  ／くイ／くス晰を併用した脳動脈摺手術   日本脳神経外科学会   

122  ステント鱒用による脳動脈痛塞栓術   日本脳神経血管内治癒率会   

丁23  膀胱脱（ヘルニア）メッシュ修復術   眉本排尿機能学会   

124  排泄腔外反症に対する尿排泄路形成（重症例と軽症例）   日本泌尿器科学会   

125  皮膚科学的検査診断料   日本皮膚科学会   

126  内服（点滴）状発狂験   日本皮膚科学会   

127  稗粗腫摘除   日本皮膚科学会  



技術名   申請団体   

128  病理診断管理加算   巳本病理学会   

129  ／くルーンカテーテルによる大動脈速断   日本腹部救急眉学会   

1：10  重度腹部外傷例に対するダメージ・コントロール手術  日本腹部救急医学会   

柑1  経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術   日本腹部救急層繹喰   

訂本産科婦人科学会  

H12  液状化検体細胞抄（Liq山db…d¢ホ0loⅣ＝LB（〕）  
日本婦人科膿瘍学会  
日本病理学会  
訂本臨床細胞学食   

133  傍大助脈リンパ節郭清術   日本婦人科腫瘍 

184  経度的カテーテル心筋焼却僻（付加手技を伴う場合〉   
訂本不整脈学会  

田  経度的カテーテル心筋煉灼術（小児加貫）   日本不整脈学食   

柑8  圃像扶導放射線治療（IqRT） 日本放射線鷹∬学会   

1：け  呼吸性移動対策   日本放射線膿瘍学会   

138  体内留t型マーカ」併用放射線治療   日本放射線膿瘍学会   

138  在宅療養儀全体制加算   肋間書践財団   

川0  岨哺機能検壬   日本補綴歯科学会   

川l  チームアプローチによる術後彿痛管増 日本麻酔科学会   

142  新生児麻酔加算の増績   日本麻酔科学会   

14a  一削ヒ童蕪吸入療法   日本未熟児新生児学会   

1叫  血小板洗浄術   日本輸血・細胞治療学会   

川6  「ホ次脳機能陣書」に対する新規検査法の実地   日本リハビリテーション匿掌裁   

1購  義肢・嚢■処方、仮合せ、適合判断剃   日本リハビリテーション医学会   

リハビリテーション処方（指示）料   日本リハビリテーション医学会  
147       運動器リハビリテーション処方料   日本運動器リハビリテーシ】ン学会   

148  リハビリテーションカンファレンス 日本リハビリテーション医学会   

149  感染性膵壊死に対する膵壊死部分切除術   日本臨床外科学会   

150  人工肛門閉鎖術3、ハルトマン手術後の人土肛門閉鎖橋   訂本臨床外科学会   

151  血清1‘G4測定   
日本消化器病学会  

Ⅰ∫Gサブクラス   
日本膵臓学会  
日本臨床検査医学会  

日本ホ電撃会  
182  細胞診断料  日本婦人科膿瘍学会  

日本臨床細胞学会   

日本産科婦人科学会  

柑〇  術中迅速細拘紗Ⅷ本作製  
日本婦人科膿瘍撃華  
日本病理学会  
日本幽床細胞学金   

柑4  がん典物療法管理加井（投薫）   日本臨床膿瘍寧虐   

155  神縫モニタリングの使用加算   日本臨床神経生理学金   

田  爪甲穿刺   日本臨床整形外科学会   

柑7  光線力学的治療   日本レーザー医学会   

†58  レーザー巧用による歯石除去   日本レーザー歯学会  

技術名   申請団体   

158  舌接触補助床   日本老年歯科医学会  

月／，R   



技術名   申捕団体   

33  コンタクトレシズ検査料   日本昭科学会   

34  角膜移植   日本眼科学会   

35  膵伊部腫瘍切除楯   日本肝胆膵外科学会   

田  在宅悪性腫瘍患者指導管理料   日本癌治療学会   

37  淳生労働大臣が定める疾息．及び嘲変形癌に起因した攻合員附こ対する鱒科矯正治療  日本矯正歯科学食   

38  生体部分肺移植術   日本胸部外科学会   

田  形成外科内視鏡手術   日本形成外科学会   

40  分層植皮楯   日本形成外科学会   

41  顎・口蓋裂形成手術4．両側   日本形牒外科学会   

42  口唇・菅小簡形成手術   日本舶成外科学金   

食遭悪性膿瘍手術2．胸部食道の場合（食道癌2期分割手術）   8本外科学会  
43  

食道切除後2次的再建術消化管利用によるもの   日本食蘭学会  

44  食道悪性月l瘍手術く消化管再姓術を併t）（血管吻合術を伴う〉   日本外科学会   

45  ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）   日本外科学会   

48  ステントグラフト内挿入術（脚部大動脈）   日本外科学会   

ヰ7  ステントグラフト内挿入術（腹部大動脈）   日本外科学会   

48  人工心肺時の「逆行性冠油流」の加算   
日本外科学会  
日本心臓血管外科学会   

49  胆嚢悪性腫瘍手術   日本外科学会   

50  胆管悪性腫瘍手術   日本外科学会   

肝切除串柿1．部分切除 日本外科学金  
肝切徐串柿2．区域切除  

51   
肝切除手柿4．拡大葉切除  
肝切除手傭5．拡大葉切除血行再建  
肝切除術2．区域・亜区域切除   日本肝胆膵外科学会  

52  骨輯穿刺・甘髄生検   日本血液学会   

53  自家末梢血幹細胞移植   日本血液学会   

54  ドナーリンパ球柵注   日本血液学会   

5∂  杭酸薗分離培♯横壬1   日本楯棲病学会   

田  杭酸菌薬剤感受性検査   日本柏核痛撃会   

57  排泄軌抄出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査   訂木綿核痛学会   

田  血管移紬または／くイバス手術膝下、足部動脈   日本血管外科学虐   

朗  睡眠時無呼吸症候群治療における口腔内装正治環の綱整   日本口腔外科学会   

60  上顎骨部虜切離移動術（≒上顎骨形傾術）   日本口腔外科学会   

81  「同一手術野、同一病巣」手術評価の再考   日本口腔外科学会   

62  肺切除術4．複合切除（1肺葉を超えるもの）   日本呼吸器外科学会   

83  気管支ファイバースコピー   日本呼吸器内視鏡学会   

叫  手術のK932創外周定韻加井の注にKO78観血的醐糾受動術を追加する   日本サ析治療学会   

65  骨塩定量瀬慮   日本骨組魁症学会  

2次評価において検討することが適当とされた既存技術  

技術名   申請団体   

l  血球成分除去療法   日本アフエレシス学会  
日本透析医学会   

2  MRI維影料：2匡旧以降の撮影料に対する減税   日本庭草放射線学会  
日本磁気共鳴医学会   

3  単純MRl膿形イ．1．6テスラ以上   日本医学放射線学会  
日本磁気共qI医学会   

4  国保診断管理加井   日本医学放射線学会   

5  ポジ相ン断層撮影及びポジトロン断層・コンビ皐一夕一軒層複合撮影   日本医学放射線学会  
8木枕医学会   

8  エックス練乳房機影   日本医学放射線革傘   

ロ  ポジトロン断膚・コンピュータ断層檀台場影   日本医学放射線学会■  
日本核医学会   

8  血管塞栓術   日本医学放射線学会   

9  内視鏡的胃、十二指摘ポリープ、粘膜切除術、2早期悪性腫瘍粘個下層剥離術   日本胃癌学会   

10  噴門側■切除術   日本■病中会   

m  移細用部分肝抹取術（生体〉   日本移植半金  
生体部分肝移櫨術、移植用部分肝採取術   日本肝臓学会   

田  生体部分肝移植術（レシピエント）   日本移植学会  
生体部分肝移植術、移植用部分肝採取術   日本肝臓半金   

†3  生体腎移植術   日本移植学会   

14  経皮的塞栓術・腹部実質臓器・緊急止血   日本ⅠVR学会   

15  繊皮的塞栓術・骨盤部出血   日本ⅣR学会   

円  鰊皮的塞栓術・産科出血   日本ⅠVR学会   

17  桂皮的毒栓術・気管支動脈   訂本ⅣR学会   

18  経皮的塞栓桶・腎出血   日本ⅠVR学会   

柑  桂皮的塞栓術・■出血   日本ⅠVR学会   

20  中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置1．開腹して投覆した場合   日本lVR学会   

21  連動器lノハビリテーションの規定変更   計本道勤儒リハビリテーション学会   

22  運動紗ノハビリテーション適応疾患の拡大   日本運動器リハビリテーシュン学会   

2〇  体外衝撃膿甘t尿甘綺石破砕術   日本Endour0loⅣtESWL学会   

結界遣的尿管闊切除術   白木Endour0101y・ESWL学会   

核医学診断   日本核医学会   

28  顎輔繊装着   日本顎顔面柵繊学会   

27  顎補綴印象   日本欄撒柑研削掛率会   

28  上顎甘形成術   日本頓ま形疫学会   

29  角膜内皮細胞叛微銃検査（適応の拡大）   日本媚科医会   

30  眼処置   日本眼科医会   

31  棟内陣手術2．流出路再建術   日本眼科医会   

32  碩筋機能精密検査及び頼積検壬   日本碩科学会  



技術名   申情団体   

88  妊娠子宮締出鯛（ボロー手術）   日本産科婦人科学会 

田  流産手術 2．妊媚11過を超え妊姐之1週まで   日本産科婦人科学会   

88  子宮付属器膿瘍傾出術（腹腔凱こよるもの） 日本産科婦人科内視鏡学会   

89  ☆同組織再生誘導手術（GTR術）   臥本能周病学会   

70  歯周病安定期治療（SPT巨   日本歯周病学会   

皿  歯周治療用装置   日本せ周痛学会   

72  政令偶整   日本せ周病学会   

7a  内耳機能検塵   日本耳■咽喉科学会 

丁4  遊戯哺力検ま   日本耳■咽喉科学食   

78  静脈性嗅覚棟士   日本耳▲咽職科学倉   

78  縫耳的馳細線旺瘍摘出術   日本耳▲咽喉科学会   

77  緊急帝王切開   日本周塵期・新生児露草会   

丁8  遭択帝王切開   日本周産期・新生児医学会   

日本循環器学会  
70  心大血tリハビリテーション料に醐わる施政随走墓場の見止し  日本心臓リハビリテーション学会  

日本リハビリテーション医学会   

80  心筋採取   日本循環番学会   

日本消化管学会  

皿  ヘリコ／くクター・ビロリ感染の診断  
日本消化器内視鏡学会  
日本消化巻痛学会  
日本ヘリコ／くクタ一撃会   

82  血球成分除去療法   日本消化一挙会   

83  骨盤内臓全絹儒   日本消化爵外科学会   

84  縫肛門的縮騰嚢肛門吻合による超低位前方切除術   日本消化器外科学会   

閃  腹腔鏡下■切除術の縫合器加井   日本消化番外科学金   

8本消化響学会  
88  カプセル型内視鏡検査  日本消化器内視鏡学会  

日本消化器ホ学会   

8丁  在宅成分栄養線管栄養法相導管理の栄養剤遺応拡大   日本小児外科学会   

88  手術通則8の改正   日本小児外科学会 

田  腋1積も檀術1．非楓血的なもの   日本小児外科学会 

90  ㈹乗璃の乳幼児に対する加算の適用   日本小児歯科学会   

引  神経学的検査   日本小児神総革会   

92，  負荷拭験（成長ホルモン（GH））   日本小児内分泌学会   

93  デブリードマン 日本神膚学会   

94  ハ●ィホ●一卜型t気凝固切開装tの食道手術での使用に対する加算   日本食道学会   

9ち  食遭悪性膿瘍手術 自動縫合擦加算   日本食遭学会   

田  年宅神経難病点者連射旨導料   
日本神織学会  
日本神経治療学会   

卯  在宅人工呼吸器加井   
日本神経学会  
日本神経治療学会   

技術名   申請団体   

日本リハビリテーション医学会   

田  在宅陰陽圧武人工呼吸器加償   日本神経学会  
日本神経治療学会   

180  心身医学療應（入院）   
日本心身医学会  
日本心療内科学会   

日本循環掛学会  
101  心大血管リハビリテーシ］ン料に関わる施設認定基準の見ヰし  日本心臓lノハビリテーション学会  

日本リハビリテーション医学会   

102  幼少児ギプス処鷹加算   日本整形外科学会   

108  甘折非観血的整復術   日本整形外科学会   

104  入関胴囲摘   日本精神科鋼陳協会   

105  医療保注入腱専診療料   日本精神科病院協会   

108  精神科デイケア響   日本精神科病院協会   

10丁  入鏡集団精神療法   日本精神科病靡協会   

108  通院集団糊欄傭虐   日本精神科病院協会   

100  通暁・在宅精神療法   乱本州神科病院協会   

体外式瞥積層定術 日本脊椎脊髄病学会   

皿  柘鵬切除術（全切除、亜全切除又は悪性膿瘍）（開腹〉   日本大脇肛門病学会   

四段脂注射疲   日本大腸肛門痛学会   

皿  樗横手掃く脱肛を含む）PPH   日本大腸肛門痛撃会   

＝l  腱鞘内注入 日本手の外科学会   

四  脳波検査   日本てんかん学会   

1川  遺構携行或腹膜潜流   
日本腎臓学会  
白木透析医学会   

皿  腹腔鏡下虫垂切除術 日本内視鏑外科学金   

乳腺悪性沈瘍手術の増崩   日本乳癌学会   

皿  同檀皮併称維術   日本熱傷学会   

120  縁■的下垂体膿瘍摘出術   日本脳神経外科学会   

121  脳動脈膚隅部クリッピング術（複数朋m） 日本臓神織外科学会   

脳血t内寧儒（積数動脈痛）   日本脳神経外科学金   

ほ3  内鎖動脈狭窄癒に対する鎮動脈血栓内旗除去術 日本脳神経外科学会   

124  耕尿測囁く＃尿によるものと、超音波檎董による）   日本泌尿器科学会   

四  干渉低周波による膀胱零封激法   日本泌尿器科学会   

128  リン／く将幼薯化挨査   日本皮膚科学会   

127  爪甲除去（麻酔を要しないもの〉   日本皮膚科学会   

128  串膚科軟t処t   日本皮膚科学会   

四  精神科デイケア等   日本病院・地域精神医学会   

H旧  病理診断料   日本病理学会 

四  免疫染色病理組織標本作製   日本病理学会  
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技術名   申請団体   

132  病理組織標本作製   日本病理学金   

133  テレパソロジーによる術中迅速病理組織棟木作製   日本病理学会   

1錮  ダブル／くルーン内規銑による小腸内視鏡検査法   日本腹部救急医学会   

l甲  急性脆♯炎に対する腹腔鏡下腿嚢摘出術   日本腹部救急医学会   

138  牌縫合聞（部分切除を含む）   日本腹部救急選挙会   

13丁  子宮悪性月l事‡手術   日本婦人科膿瘍学会   

138  子宮付属器層性膿瘍手術 日本婦人科膿瘍学会   

139  埋込型除細勤番（IOD）移杜術   日本不整脈学会   

1ヰ0  埋込製除紳助器（1CD）交換傭   日本不整脈学会   

川1  同量ペーシング機能付き植込み型除細靭器移租術 日本不贅脈学会   

142  ベースメ一九一交換術   日本不盤脈学会   

143  ベースメーカー移施術   日本不整脈学会   

四  総皮的カテーテル心筋焼灼術 日本不整脈学会   

146  透視下加算（X絶遠胡下・CT下・エコー下等）   日本ペインクリニック学会   

148  高エネルギー放射線治療   日本放射績膿瘍学食   

四  密封小線源治療   日本放射線は瘍学会   

148  外来放射線治療加井   日本放射線腫瘍学会   

川9  放射線治療専任加井   日本放射削l瘍学会   

150  全身照射   日永放射線旺瘍学会   

151  占／くルト¢0遺闇大量照射   日本放射線腫瘍学会   

152  密封小紙源治療（旧型コ／くルト・新型コ／くルト）   日本放射線は鷹嘩会   

153  放射性同位元素内用療法管理料   
日本核医学会  
日本放射線膿瘍学会   

1糾  1度循瘡息肴管理の評価（王症者管理加井の対象に追加〉   訪問有性財団   

155．  点滴静脈注射を要する対象者べの長時間坊間有性の評価   訪問有性財団  
浣腸・摘便を要する在宅療養者の長時間醜聞看閤の評価   在宅ケア学会   

158  テンポラリークラウン   日本補綴歯科学会   

リティナー   日本補綴歯科学会   

158  レジン椚装錆追記（小臼歯郎）   日本輔榔歯科学会   

南  帝王切開矧こ対する区域麻酔料金の全身麻酔並み引き上げ   日本麻酔科学会   

160  妊娠継続希望妊婦の非産科手術の全身麻酔   日本麻酔科学会   

四  無菌製剤処理料1   日本薬学金   

†82  外来化学療法加算   日本薬学会   

1b3  調剤料（麻薬、向精神薬、覚せい刺原料又は毒薬加井の増点）   日本薬学会   

164  抗シトルリン化ペプチド抗体精密測犀検査   日本リウマチ学会   

日本リハビリテーション医学会  
185  筋電図検査 2互再発筋電図  日本臨床神経生理学会   

188  脳脊髄用埋め込み型輸液ポンプ薬剤再充填術   日本リハビリテーシヨン医学会 

技術名   申捕団体   

167  イレウス用ロングチューブ挿入法   日本臨床外科学会   

188  乳腺腫瘍圃偉ガイド下吸引術   日本臨床外科学会   

四  肝癌性腫瘍マイクロ波凝固法   日本臨床外科学会   

‖0  外来迅速検体検査加算   日本臨床検査医学会   

皿  骨髄條   日本臨床検査医学会   

四  生理検査に係る乳幼児加算   日本臨床検壬医学会   

173  微生物学的検査   日本臨床検査医学会   

皿  錆械せ伺月眉白刺激性遊離インターフ土ロンγ測定   日本縮核病学会  
日本臨床輪生直撃会   

田  生化学的検査くⅠ）又は（Ⅱ〉に係る多項目包括規定の見直し   計本臨床検査眉欄会   

田  削除項目の提案   計木瓜床検査眉学会   

177  血液採取   日本臨床検査専門医会   

178  末梢血液像   日本臨床検査専門医会   

四  プロトロンビン時帆トロンポチスト   日本臨床検査専門医会   

180  染色体横1   日本臨床検査専門医会   

181  血液細胞核酸増悼同定嶺儀   日本臨床検査専門医会   

182  辻伝痛撃的検査   日本旗床検査専門医会   

柑3  脊椎麻酔   日本臨床整形外科学会   

184  往診料   日本臨床内科医会   

18ら  Qスイッ≠付レーザー照射療法   日本レーザー医学会   

☆の印のある提東書については項目の削除及び廃止の提案を含む。   



その他の新規技術  
（有効性・成熟度が砥い又は安全性・倫理性・社会的妥当性等から間領有りとされたもの等）  

技術名   申請団体   

38  高気圧酸素治療の赦冬的適応と非救急的適応の撤廃   日声高気圧環掛潜水医学会   

37  糖尿病性足病ま等を含む難治性末梢鱒環叶専に対する高気圧酸素治療   日本高気圧環境・潜水医学会   

38  減圧症等lこ対する長時間に及ぶ再厚治療   甲本高気圧環境増水医学会   

88  口よの啓枕的官能検査法   日本口腔衛生学会   

40  顔面官能知覚検査   日本口腔科学会  

41  唾液分泌能検査   
日本口腔科学会  
日本口腔外科学会   

42  口腔加圧洗浄（開口障害なし）   日本口腔科学会   

相  処t時の薬剤料書應（医科点数表に収♯、歯科点数表に未収戴）   8本口腔外科学会   

叫  レーザー照射による口腔軟組織壮快ヰ治療   日本口腔外科学会   

日本茶血圧学会  

45  尿中アルブミン定暮精密測定  
日本腎臓学会  
日本透析医学会  
日本糖尿病学会   

4¢  時欄内歩行拭験   日本呼吸器学会  
（8MWT：6分間歩行拭験．およぴSWT：シャトルウオーキングテスト）   日本リハビリテーション医学会   

ヰ7  ／くルス波オワシレーション法による呼吸抵抗河定   白・本呼吸藩学会   

48  呟感受性測定   日本呼吸器学会   

49  最大吸気圧（MIP〉および最大呼気庄（MEP）測定   
日本呼吸器学会  
日本リハビリテーション医学会   

50  終夜維皮的動脈血二酸化炭素分圧測定   日本呼吸揚学会   

田  非挿管式綿未呼気炭酸ガス濃度測定   計本呼吸器学会   

5之  拘腔鏡下肺悪性膿瘍手術、区域切除軌リン／W郭清を伴うもの   日本呼吸欄外科学会   

田  筋肉内コンパートメント内圧測楚   日本サ折治療学会   

日本産科婦人科学会  

84  四肢リンパ浮腫に対する複合的理学療法 
日本静脈学会  
日本脈曹学会  
日本緩和医療学会 

55  造腹術（腹腔鏡下、甘盤膿脚憫l羊よる）   日本産科婦人科内視鏡学会   

58  腹腔鏡下仙骨子宮神経切漸葡   日本産科婦人科内視鏡学会   

き7－  腹腔鏡下子宮悪性膿∬手術   日本産科婦人科内視鏡学会   

58  う蝕レーザ「挟ま   日本歯科保存学会   

50  N卜Tl製リーマー・ファイルとロータリー式エンジン鏑t使用による租■拡大   日本歯科保存学会   

80  外＃性紳繰回性癖1附こ対するステントを用いた丼物療煉   日本歯科麻酔孝会   

81  磁気共鳴コンピュータ断層撒影時の生体間期欄憺加暮   日本磁気炎叫医学会 

陀  希釈或自己血輸血（採血を含む）   日本自己血輸血学会   

88  自己フィプリン糊く全血200ml処理ごとに）   日本自己血輸血学会   

8ヰ  歯周病原細菌検壬   日本歯周憫学会   

田  高解像度赤外線OCDを用いた眼披・異♯覗遭勤検査と把錦 日本耳■咽喉科学会   

㈹  音響▲膣計測檎壬   訂木耳■咽喉科学会   

87  マイクロデブリツタ一による制▲腔手術（PoworodES＄）   日本耳■咽喉科学会   

88  心慮痛点者家族への心肺蘇生AED教書   日本循環器学会  

技術名   申講団体   

l  気道過敏性検査 日本アレルギー学会   

2，  IgE恥特異的【gE抗体検査の判断料   日本アレルギー学会   

3  先進圃象加算：R鎚血管・脳血流MRl   
日本医学放射線学会  
日本磁気共鳴医学会 

4  血策交換療法（血液型不適合肝移植に対するもの）   日本移植学会   

5  生体移檀用膵体尾部採取術   計本移植学会   

ロ  生体膵臓移植術   已本移櫨学会   

ロ  他霞検査判断料   日本邁勤削ハビリートション学食   

徒手斬カナスト   日本遭勤紗いどり子－シ！シ撃食   

l  鵬節可動城測定 日本通勤紗ノハビリテーション学会   

】0  リハ前物理療法加算   日本運動紗いヒリテーション学会   

m  グループリハビリテーション   日本遭勤削ハヒニリテーション学会   

12  副木等飽建部位の親元の改定   日本遭動静ノハビリテーシル学会 

13  涙点間鎖術   日本眼科医会   

14  緒鹿嚢他切除術   日本眼科医会   

15  水晶体再建術（特殊眼内レンズを挿入する場合）   日本眼科医会   

18  前服部a次元画像解析   日本眼科学会   

17  角膜中央厚測定  日本眼科学会   

18  小児広角眼底Ⅶ影   日本眼科学会   

1g  職瞼内皮痘手術皮膚切開法   日本眼科手術学会   

20  末梢循環癌細胞（OT（〕）の検出   日本癌学会   

21  手相管内庄測定   日本間節銚学会 

22  銚視下僧蘭節唇形成術   日本関節銃撃会   

23  鏡視下手掌・足底腹膜切離術   日本関節鏡学会   

24  内視鏡下神総則離術   日本関節鏡学会   

25  自己免疫性肝炎における抗平滑筋抗体の測定   日本肝臓学会   

28  併旛手術の加算点数見薗しと対魚手術の追加   計本形成外科学会   

四  甘内員物（押入物欄虫術爛1・顔面（複数切開を辛するもの）   日本形成外科学会 

28  乳房削、術く性別適合手附こおけるもの）   計本形成外科学会   

20  陰基層欄瀾（尿道再建を伴うもの）   訂本形成外科学会   

30  ストーマサイトマーキング ．   
日本外科学会  
日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会   

皿  空腸嚢移鳩簡   日本外科学会   

32  膵照温存十二指腸切除術   日本外科掌会   

3a  十二指腸乳朋切除術   日本外科学会   

34  十＝柏腸温＃膵餌切除術   日本外科学会   

35  血清および尿の免疫固定法（im爪UnO徹さtion）検壬   日本血液学会  

lli  



技術名   申捕団体   

89  突然死危険群心臓病患者へのAED配備   日本循環器学会   

70  加算平均心電図による「心室遅誌囁也測定」   
日本循環器学会  
日本不整脈学会   

T－W帥Oa鵬m帥S（T波オルタナンス）検査   日本循環器学会   

田  自慣性の歯、唇、口腔粘膜傷害に対する保蹟床（床刺子）   日本陳書者歯科学会   

丁3  肥満息軌こ対する消化器外科手術   日本消化器外科学会 

74  腹腔鏡下膵体尾部切除術   日本洲ヒ器外科学会   

75  腹腔娩下後腹膜且暮瘍切除術 日本消化器外科学金   

田  軟性内視鏡に対する洗浄及び高水鴎消ヰ   日本消化器内視鏡学会   

日本消化線内規蹟学会  
77  カプセル型内視鏡検査  日本消化管学会  

日本消化器病学会   

78  ダブルバルーン内視鏡による小腸内視鏡検儀法   日本消化器病学会   

了9  乳幼児気道過敏性拭験   
日本小児アレルギー学会  
日本アレルギー学食   

80  鎮静を羊する検査の管理料の斬投   日本小児外科学会   

皿  小児食遭ブジー！去（内視鏡による）   日本小児外科学会   

82  多発性小腸朝礼多吻合桁 日■本小児外科学会   

田  小児の呼気中一酸化童貞（NO）測定拭臍   日本小児呼吸器疾息半金   

糾  光学的初期う他検出検査   日本小児歯科学会   

85  小児における薬物鎮静を必要とした生仕検査への加算   日本小児神経学会   

日本小児神経学会 

甲  脳建国 
日本てんかん学会  
日本リハビリテーション医学会  
日本臨床神経生理学会   

8丁  空気容積鹿波検雇   日本静脈学会   

88  RTP（raF）idturnoverprotein）の測定   日本静脈結腸栄養学会   

田  胸腔鋏や食道悪性腫瘍根治術   日本食道学会   

日本白樺神経学会  
90  定i的発汗拭験  日本神経学会  

日本神経治療学会   

8†  運動負荷心エコー法   日本心エコー国学会   

02  ドブタミン負荷心ユコ一法   日本心エコー国学会   

田  負荷起動脈ドプラエコー法   計本心エコー国学会   

錮  髄液リン酸化タウ蛋白測定   日本神経学金   

日本神経学金  

事象関連琶世  
日本神経治療学会  
日本リハビリテ「ション医学会 
日本臨床神経生理学会   

98  抗神経抗体（Hu抗体、Yo抗体、Ri抗体、VGCC抗体など）   日本神経学会   

97  シェロング起立！式験   
日本神経治療学会  
日本リハビリテーション医学会   

g8  人工陣鮒こよる周術期血糖管理   日本人工臓器学会   

9g  精密濾過フィルター装着加井   
日本一膳学会  
日本透析医学会 

技術名   申請団体   

100  99mTc－M［Bl（TBChnetium－99hl－S06tamibi）による副甲状腺シンチグラム   日本甲臓学会  
日本透析医学会   

101  尿中トリプシノーケン2の測定   日本膵臓学会  
日本消化器病学会   

102  行動ロガーによる睡眠覚醒判定検査   日本嘩眠学会   

103  在宅術削那酎旨導管理科   
日本ストーマー  
排紗ル＼どリテーション学会   

104  縫ストーマ洗腸   
白木スト丁マ・  
排泄リハビリテーション学会   

†06  尿・便矢掛こ対するサ盤底筋体操   
日本ストーマ・  
排泄リハビリテーション学会   

†0¢  書棚帽診断技輯料   日本整形外科学会   

107  再砂時、他医で機影したMR【、CTの統影制の算定   日本整形外科学会   

運動処方料   日本整形外科スポーン医学会   

】09  体外衝撃波（腱付着却炎に対するもの）   日本整形外科スポーツ医学会   

＝0  体外衝撃波（偽関臥甘折（疲労骨折））   日本整形外科スポーツ医学会   

Ⅶ  身体拘黒治療曹瑠料   日本精神科痛快協会   

四  縄原性能体外路鑓状評価尺度（DIE内5）肝価診断管理料   日本精神科病院協会   

排尿肪圧測定   日本脊髄陣書医学会   

114  多稚間複合的脊椎手術における手術料   日本脊椎脊髄痛学会   

血  内視鏡下脊椎鱒定植1．椎体に達するもの   日本脊椎骨髄病学会   

町  脊椎固定術に対する脊椎インストウルメンテーション手技料加算   日本脊椎脊髄痛撃愈   

117  直腸虹門機能回復加練   日本大腸肛門癖字会   

‖8  低捜製緩肛門的局所切除術 ※M汀AS   日本大勝肛門病学会   

1柑  膿皮痘根治術（簡単寧もの）   日本大腸肛門病学会   

120  膿皮症根治摘（檀紙なもの）   日本大腸月工門病学会   

四  姐音波エラストグラフイ   日本超音波医学会  
日本乳癌学会   

122  長期処方判断料   日本てんかん学会   

123  内臓脂肪量測定（腹部CT法）   
日本動脈硬化学会  
日本肥満学会   

12ヰ  アポま白日－48精密洲定（化学発光闇素免疫測定填）   日本動脈硬化学会   

125  Sm叫don●OLD」（低比王リボ蛋白）   日本動脈硬化学会   

128  リシ／く王刺氏比1リボ蛋白受容体くLDL受容体）癌性測定法   訂本動脈硬化学会   

127  肺胞銚下胸腺締除怖く広汎）   日本内視鏡外科学会   

128  腹腔戯下腹壁麻痕ヘルニア手術   日本内視鏡外科学会   

129  塀蓋内神経内視鏡下手術   日本脳神経外科学会   

130  桂皮的脳血墟塞栓除去術   日本哨神経血管内治療学会   

尿管形成術   日本泌尿器科学会   

132  膀鱒頭部形成術 日本泌罷器科学会   

133  女児外睦虐形成術   日本泌尿器科学会   

】34  皮膚病像撮影料   日本皮膚科学会  



技術名   中吉竃団体   

135  ワンデイパソロジー診断料加算 日本病理学会   

136  ワンデイ′くソロジー病理組織標本作製加井   日本病理学会   

137  インターロイキンー8（Ⅰト8）血中濃度迅速測定   8本腹部救急医学会   

138  内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ENBD）   日本腹部救急医学会   

139  大腸仙捻転痘解除術（内祝♯による）   

内祝♯的緒膿仙捻転解除術   日本腹部救急医学会  

140  総帥脈t極抜去術（レーザーシースを使用する場合）   日本不整脈学会   

川1  檀え込み軌レープ式斗緩モニター装t掩え込み術   日本不整脈学会   

142  積込み型心臓不嚢脈治療器の本体除去術   日本不整脈学会   

143  連綿放射線治療計画   8本放射線膿瘍学会   

144  摂食機能訓練用義歯   日本補綴歯科学会   

145  新しい全身麻酔技術の評価（り全静脈麻酔法   日本麻酔科学会   

148  新しい全身麻酔技術の騨価（2）低流土麻酔   8本麻酔科学会   

147  麻酔科医によるモニタードケア（MAC）   日本麻酔科学会   

148  硬膜外無痛分娩   白木麻酔科学会   

149  総皮酸素ガス分圧測定   日本脈管学会   

150  輸血故肝炎ウイルス帆迎検査   日本輸血・細胞治療学会   

151  運動点ブロック   日本リハビリテーション医学会   

152  随知慮短期集中リハビリテーション   日本リハビリテーション医学会   

153  コンピューターによる筋力検査   日本リハビリテーション医学会   

154  手指巧緻性機能検査   日本り／＼ビリテーション医学会   

155  血管内皮機能検査（FMD）   
日本臨床検査医学会  
乱本動脈硬化学会   

156  生理機能検査管理加井   日本臨床検査専門医会   

157  がん薬物療法管理加井（注射）   日本臨床柾瘍学会   

158  ドセタキセルにより携発される爪障害・脱毛防止の冷触療法   日本臨床膿瘍学会   

15g  皮膚・軟部組織損傷剖洗浄   日本臨床整形外科学会   

180  小関節制テーピング   日本臨床鮭形外科学会   

181  遭視下関節内注射   日本臨床整形外科学会   

182  関節腔洗浄（檀紙）   日本臨床盤形外科学会   

183  下甲介粘膜レーザー焼灼硝   日本レーザー医学会   

184  気管支膿瘍煉灼術（気管草嘲下レーザーによる）   日本レーザー医学会   

1¢5  食道癌性膿瘍レーザー焼灼術   日本レーザー医学会   

168  闇節鏡下肘関節内遊離体レーザー破砕術   日本レーザー医学会   

†87  ■熱性腫瘍レーザー焼灼怖   日本レーザー医学会   

その他の既存技術  
（有効性■成熟度が低い又は安全性・倫理性・社会的妥当性等から問題有りとされたもの等）  

技術名   申請団体   

l  血難文換療法   
日本アフェレシス学会 日大甘は学会   

2  t子画像管理加算   日本医学放射儒学会  
日本磁気共l■医学会   

3  移植用腎採取術（生体〉   日本移檎学会   

4  同檀甘移繊葡における甘血t幕壇術加算   日本移橿学会   

5  維皮的暮栓術・膿t／腸間膜出血・緊急止血   日本ⅣR学会   

ロ  総皮的暮絵柄・脚部出血   日本ⅠVR学会   

7  経皮的i栓術・後肢臍腔／腹鰭・緊急止血   日本ⅣR学会   

8  練皮的塞栓術・四肢動脈・緊急止血   日本ⅣR学会   

9  蛙皮的止血術   日本ⅣR学会   

10  画像零手術支援加算   日本ⅣR学会   

n  消炎鎮痛処正複数部位加算   日本運動器リハビリテーション学会   

12  腎孟尿讐ファイバースコピー   日本Endour0lo騨・ESWL学会   

13  膀胱皮膚優連投術   日本Endoun封○α・ESWL学会   

14  尿道井内視銃切胴術   日本Endour0loⅣ・ESWL学会   

15  温泉昔用いた運動浴   
日本温泉気候物理医学会  
日本リハビリテーション医学会   

1¢  ポジトロン断層撮影   日本横医学会   

17  顎相槌の作製   日本顎損面補綴学会   

18  外来管理加井点赦以下の眼科学的緒検査   日本眼科医会   

柑  屈折検査   日本明科学会   

20  乳幼児視力測定   日本眼科学会   

之1  外来化学療法加井   日本がん響腹学会   

22  厚生労働大臣が定める疾息に起因した唆合異常に対する歯科矯正治腋   日本矯正歯科学会   

23  顎変形症に起因した呟合異常lこ対する歯科矯正治療   日本矯正歯科学会   

24  厚生労働大臣が定める疾患．及び顎変形症に起因した唆合異常に対するせ科矯正治療  日本矯正歯科学会   

25  ホ齢書心大血書手術   日本細部外科学会   

26  画像等手術支援加算爽抽大は鴇実体モデルによるもの   日本形成外科学会   

27  胸腔鏡下食道悪性腫瘍根治術   日本外科学会   

28  冠動脈、大動脈／くイ／くス移植術   
日本外科学会  
日本心臓血せ外科学会   

2g  弁置換簡   
日本外科学会  
日本心縫血せ外科学会   

30  大動脈痛切除術   
日本外科学会  
日本心臓血管外科学会   

外来化学療法   日本外科半金   

32  結核薗群リファンピシン耐性遺億子同定検査   日本結核痛撃食   

a3  高気圧酸素治療：スモン   日本高気圧環境・潜水医学会   

34  脊柱管狭窄痘等を含む脊髄神経疾患に対する高気圧酸素治療   計本高気圧環境・潜水医学会  
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技術名   申請団体   

35  脳血管疾患等リハビリテーション料   日本口腔外科学会   

36  睡眠時無呼吸症候群の口腔内装盟治療   日本口腔外科学会   

37  イヌリンクリアランスの生体検査としての診療報酬井定の適正化要望   日本高血圧学会  
日本腎臓学会   

38  EGFR遺伝子変異検査   日本呼吸器学会   

39  C157 酸素ボンベ加井、C†58酸素漉縮装置加算 C159 液化装置加算（機器貸与、保守・  日本呼吸器学会   ■三 三；＝  ハ 
日本リビリテーション医学会   

40  桂皮的動脈血酸素飽和度朋定（1日につき）   日本呼吸器学会   

41  強制陰圧負荷法によるフローリミテーション測定   日本呼吸器学会   

42  終夜桂皮的動脈血酸素飽和度測定   日本呼吸器学会   

43  在宅持続儒圧呼吸療法指導官嘩料   日本呼吸♯学会   

44  在宅持紙鳩圧呼吸頑法相導管嘩料 縫■的持続鳩圧呼吸療法用治環器加算   白木呼吸器学会   

45  在宅持綿硯圧呼吸療法指導管理料   日本呼吸器学会   

46  在宅持続鳩圧呼吸頑法相導管理科   日本呼吸器学会   

47  繊桐悪性腫瘍手術 2．摘出・広汎   日本呼吸器外科学会   

48  気管・気管支ステント留置術（硬性鑓〉   日本呼吸器内視鏡学会   

49  気管・気管支ステント留世怖く軟性蛾）   日本呼吸器内視鏡学会   

50  AIPC（非優嬢性歯髄覆王）   日本歯科保存学会   

51  抜髄、感染根管処置、根管貼薬、根管充填、加圧加算における4根菅加井   日本歯科保存学会   

52  自己血貯血（液状保存）（全血200mIごとに）   日本自己血輸血学会   

53  自己血貯血（凍結保存）（全血200mlごとに）   白木自己血輸血学会   

54  術中術捷自己血回収術（膿縮、洗浄によるもの）   日本自己血輸血学会   

55  歯周疾患処せ（P処置）   日本歯周病学会・   

58  加圧根管充填の状態を確放するためのエックス線撮影   日本歯内療法学会   

57  ネブライザー   日本耳九咽喉科学会   

58  RSウイルス紙屑精密測定   日本小児科医会 日本小児循壇揚学会   

59  先天性代紺員常検査（尿中有機触分析）   日本小児科学会   

80  CT・MRI検査における子どもの主体性を引き出すケア技術（プレ／ルーション）   小児看拉学会   

小児のス／くイロメータ一による肺機能検査   日本小児呼吸器疾息学会   

62  歯根未完成永久歯の根管処置法   日本小児歯科学会   

83  四肢血管拡弓長術および血栓除去術  日本静脈学会   

84  正座椙瘡処置   日本楕瘡学会   

田  神経学的診察技術料   日本神経学会 日本神経治療学会   

8¢  在宅患者坊間診療科、在宅患者訪問者拉・指導料   日本神経治頑学会   

日本心血管インターベンション字会  
67  冠動脈内血栓溶解個法     桂皮的冠動脈ステント留置術  

技術名   申請団体   

88  埋込型補助人工心臓装着術   日本人工臓器学会   

69  埋込型補助人工心臓   日本人工臓器学会   

70  終夜睡眠ポリグラフイー   日本睡眠学会  
駄本呼吸器学会   

ストーマ処置料   日本ストーマt排泄リハビリテーション  
学会   

72  外来迅速検体検査加算   日本整形外科学会   

73  在宅自弓注射指導管嘩料   生殖看枚挙会   

74  入院精神頑法   日本精神科病院協会   

75  入院生活技能訓練環法   日本橋神科病院協会   

76  精神科退院前肋間指導料   日本精神科病院協会   

77  精神科妨間者控指導料   日本精神科病院協会   

78  通院・在宅精神療法の時間外・休日・深夜加算   乱本絹神料病焼協会   

78  標準型捕神分析療法   日本精神分析学会   

80  在宅患者迫槙指導加算の対象となる医療職関と関係職種の拡大   聖路加看蛙学会   

81  間欠式バルーンカテーテル   日本脅触障害医学会   

82  脊椎骨切り術   日本♯椎脊髄病学会   

田  骨形成的偏側稚弓切除術及び髄核描出術（1椎間以上に行った場合）   日本脊椎脊髄病学会   

84  接着ブリッジ   日本撞着歯学会   

85  大腸ファイバースコピー   日本大腸旺門病学会   

86  急性中春の胃洗浄   日本中ヰ学会   

87  脳波検査判断料   
日本てんかん字会  
日本リハビリテーション医学会   

88  終夜腫眠ポリグラフ   日本てんかん学会   

89  血圧脈浪検査装置   日本動脈硬化学会   

90  人工乳房による一期的乳房再建術（乳房切除後）   

人工乳房による二期的乳房再建術（乳房切除後）   日本乳癌学会  

11  間祀皮膚移鳩朋   日本恥儒学会   

92  同檀凍柏死体皮膚管瑠料   日本熱傷学会   

93  脳MRI畑流画像   日本脳卒中学会   

94  脳動脈C丁場影   日本脳卒中学会   

g5  ヒト／くルポウイルス8†9グロブリン別ウイルス抗体価精密測定   白木皮膚科学会   

96  皮膚科光線療法（2〉長波長紫外線又は中波長紫外線療法   日本皮膚科学会   

97  鶏娘、耕脂処丑   日本皮膚科学会   

98  創傷処理   日本皮膚科学会   

99  精神科地域移行支援加算   日本病院・地域精神医学会   

100  HER2辻伝子機本作製   日本病理学会   

101  OSNA法による術中迅速リンパ節転移判断   日本病理学会  



技術名 申請団体   

137  低出力レーザー照射   日本レーザー医学会   

技術名   申請団体   

102  OSNA法病理積木作製   日本病理学会   

103  術中照射療法   日本放射線膿■学会   

104  在宅自己注射指導管理の評価（王症者管理加算の対象に追加）   訪問看撞財団   

105  鋳造レスト   日本補綴歯科学会   

108  保険給付外補綴装置の♯理、再装着   日本捕縄歯科学会   

107  支台築造（メタルコア）   日本補綴歯科学会   

108  補強線   日本補綴抽科学会   

100  補綴時鯵斬料   日本補綴せ科学会   

110  大日愴4／5冠修復   日本補綴歯科学会   

皿  マスクまたは気管挿管による閉鎖循環式麻酔5のロの見征し   計本麻酔科学会   

112  研削料（注射薬調剤）   日‘本巣学会   

113  調剤技術基本料（算定事件の鱒和）   計本葉学会   

114  鯛剤技術墓本科（鯵療所における一国1包装納剤加算）   日本薬学会   

115  研削技術基本劇（診療所における乳幼児加算）   日本薬学噴   

118  綱剤技術基本料（注射薬鵬刑の押価）   日本薬学金   

117  無せ製剤処理料2（対象患者の拡大）   日本薬学会   

118  精神科専門療法（入続生活校地訓機療法）   訂本巣学会   

119  血娃成分製剤加井   日本輸血・細胞治療学会   

120  リハビリテーション施設基準（疾患別リハに総合リハ施投を並列）   日本リハビリテーション医学会   

121  神経学的検査   日本リハビリテーション医学会   

1之2  平衡槻傭検査   日本リハビリテーション医学会   

123  神経・肪検壬判断料   
日本リハビリテーション医学会  
日本臨床神経生理学金   

124  終夜睡眠ポリグラフ検査   
日本リハビリテーション医学会  
日本臨床神撥生瑠学会   

125  間歓的場尿（1日につき）   日本リハビリテーション医学会   

128  心電臥呼吸機能検査、超音波検査に係る夜間休日加井   日本臨床検査医学会   

†27  平衡機地検査   日本臨床神経生理学会   

128  脊椎♯髄病手術・大動脈手術にあたって脊髄携発電位記録を行った場合の加算   日本臨床神経生理学会   

129  往診料   日本臨床内科医会   

130  往診料   日本鴎床内科医会   

131  在宅患者訪問診療科   日本鴎床内科医会   

132  在宅患者妨問診傭朋   日本臨床内科医会   

133  在宅患者醜聞鯵療料   日本臨床内科医金   

134  在宅時医学総合管理料   日本臨床内科医会   

135  在宅息書妨同点沸注射管理指呼料   日本臨床内科医会   

138  検体横査判断料   日本臨床内科医会  

※の印のある提藁書は「特殊縫合糸加算」として畢生があったもの  
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技術名   申請団体   

34  救命救急入院料の注5による加算   日本中幸学会   

35  てんかん指導料   日本てんかん学会   

38  迷走神経刺激装t指導管理料   日本てんかん学会   

非インスリシ治療糖尿病患者への血糖自己測定   日本鶴尿病学会   

38  高齢者のインスリン療法における退院璃整   日本糖尿病枚官署は学会   

38  初診の檀原病療養指導   日本糖尿病致育看援学会   

40  安全機器管理料2   日本放射線腫瘍学会   

ヰ1  無菌製剤処理料（出来高払いへの移行）   日本薬学会   

42  汀B（憫牧内／くクロフエン持績注入〉療法管引ヰ   日本リハビリテーション医学会   

43  脳深部刺加療焼申の刺激射牛投定の指揮官理料   日本励床神経生理学会   

44  ギプス包帯管理制   日本臨床整形外科学会   

45  MRSAなどの難治性感染症加算   日本臨床整形外科学会   

基本診療料及び指導管理等に係る提案書、個別の技術評価ではなく制度に対する提案書  

技術名   申靖国体   

日本アブエレシス学会  
l  人工腎恥持続緒徐式血液濾過、血炸交換療法、血球成分除去療法  計本腎臓学会  

日本透析医学会   

2  コーディネーター管理料   日本移植学会   

ロ  臓器移植レシピエント外来管理料   日本移植学会   

4  家族性軋がん・卵巣がんに対するBRCAl・2遺伝子検査実施時の遺伝カウンセリング  日本遺伝看撞学会   

外来管理加算   日本連動器リハビリテーション学会   

ロ  回復期リハビリテーション病棟入院料   日本通勤韓リハビリテーション学会   

ロ  償動槻熊管理髄欄料   日本運動竜削ハビリトション学会   

ロ  リンパ浮腫柑♯管理料   訂本がん書注学会   

g  慢性腎臓病患者（CKD〉のセルフマネジメント教育   日本看壌科学学会   

10  救急外来における響技師によるトリアージ技術   日本救急書性学会   

n  大トーマケア療糞指導料   日本外科学会   

田  抗悪性腫瘍剤勤注、静注又は腹腔内枠絨注入用埋込型カテーテル投t   日本口腔外科学会   

13  特定集中治療室管理料   日本集中治療医学会   

14  ハイケアユニット入院医療管理料   日本集中治療医学会   

田  小児特定集中治療室管理料   日本鼻中治療医学会   

円  小児外来病児指導料  小児■枚挙会   

円  小児入院医療管理料の施般基準の見直し   日本小児外科学会   

円  小児科療養指導料の算定疾患の拡大   日本小児外科学会   

19  栄養管理実施加舞   日本静脈綾鳩巣養学会   

20  退院時硝痛対策指導料   日本祷繍学会   

21  櫓瘡ハイリスク患者手術時神慮サ肪体制整備加算   日本柵瘡学会   

22  臨床研修病院入院診療加算（新人有壊教育体制加算）   私立医料大学協会病院部会有様部長会古鏡   

23  脳血管疾患等リハビリテーション（HOOl）   
日本細線学会  
日本神縫治療学会   

24  グリコアルブミン（GA）の慢性維持透析患者外来医学管理料包括 からの除外   日本甘臓学会  
日本透析医学会  
日本糠床痛撃会   

田  特定疾患膚養管理料   日本整形外和学会   

田  包括相場管理料   専門著雄師協粗金   

27  高度実践者横着配覆加算   専門有珠師協搾会   

28  精神病様に関わる入院基本料の見直し   日本総合病院精神医学会   

2g  柵神科急性期・合併症治療病棟入焼料（包括新規）   日本総合病院捕神医学会   

30  稚神科DPOの導入   日本総合病院精神医学会   

31  入院時医学管理加算の精神病棟への適用   日本総合病院精神医学会   

32  医師事掛乍葉補助体制加算の精神病榊｛の適用   日本総合病院精神医学会   

33  救命救急入院料■の注2による加井（自殺患者の粁神科診療）   日本中キ学会  
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粟手法上の承認が得られていない医薬品及び医療機器等を用いる技術  
先進医療専門家金持において保険導入等について吉義諭する技術  

技術名   申旅団体   

l  穿刺技術と軌エネルギーを利用した腫瘍焼灼燭（副腎）   日本Endouro】○Ⅳ・ESWL学会   

2  大腸癌術後補助化学療法（FOLFOX療法）   日本痛撃会   

3  準行・再発の結腸直腸癌に対するXELOX土b叩Giヱumab療法   日本癌学会   

4  リッキシマフ急速静注法   日本痛撃会   

ロ  HER2彿性転移乳癌に対するトラスツズマブ3週間静脈内投与   日本痛撃会   

ロ  リッキシマフ維持療法   日本癌学会   

u  ／くニッムマブ   日本痛撃会   

8  ベルケイドの増応拡大 日本癌学会 

L●n■lldomldo   日本痛撃虫   

10  総皮縫食遭■t挿入術   日本外科学会   

n  光牡照射（低出力レーザー、Ⅱは傭光近赤外は〉による神経賦清治療   日本口腔外科学会   

12  膵石に対する体外衝撃波破砕療法   
日本消化器病学会  
日本降職学会   

柑  小腸移植術（生体部分小嬢移欄儒、移檎用小嬢採取術、間稚死体小腸移櫓葡）   日本小児外科学会   

14  血中アディポネクチン輝度精密測定（ラテックス免疫比濁法）   日本動脈硬化学会   

ほ  勃起陣書検査1．短時間の壌合2．夜間の場合   日本泌辟器科学会   

円  血中アテイボネクチン濃度挿せ測定（ラテックネ免疫比濁法）   日本肥満学食   

lT  拝辞素阻書薬．・抗薗巣膵局所持桃勤注療法   日本腹部救急医学会   

柑  8R†0（／りレーン閉塞下静脈瘡塞栓儒）   日本門脈圧先進痘学会   

叩  四肢局所麻酔料   日本臨床整形外科掌会   

技術名   串柿団体   

l  穿刺技術と熱エネルギーを利用した膿瘍焼灼術（腎臓）   日本Endouro】○Ⅳ・ESWし学会   

2  膀胱水圧拡弓畏術   日本Endourology・ESWし学会   

ロ  腹腔鏡下肝切除術   日本肝胆膵外科学会   

4  顎骨膿瘍切除後のインプラント組立   日本口腔科学会   

ロ  子宮腺筋症病巣輪云術   日本車科婦人科掌会   

早期大腸癌に対する内視鏡的粘旗下膚剥離術   計本消化器内視鏡学会  
ロ       大腸内視鏡的粘傭下〝剥離術   日本消化管学会  

内視鏡的大腸早期慈性膿瘍粘膿下層制離術（ESD）   訂本臨床外科学会  

ロ  難治性の景虎尿失禁こ対する人工尿道括約箭埋込み術   日本脊髄闊育医学会 

○  曾稚膿ヰ全抽出＋幕鶴間   日本書経甘髄病学会   

ロ  椎体形席価   日本脊椎骨髄病学会   

胎児心エコー検雇   日本槌音波医学会  
10  日本心エコー図学会  

胎児心超音波捕虜   本小児循環器学会  

n  腹嘩鏡下Ⅱ膿脱手術Ⅱ膿革上固定術   日本内視鏡外科学会   

12  乳腺悪性膿瘍に対するセンチネルリン／く姉生検術   日本乳癌学会   

13  内視鏡下硬旗外股癒着剥離術   日本ペインクリニック学会   

14  強止ま爛放射線治療（lMRT）   日本放射線膿坤学会   

柑  嬢手繰治療   日本放射線腫瘍学会   

柑  炭素イオン銀治療   日本放射線舐瘍学会   

円  内視鏡（補助）下甲状腺切除術（片真の場合、同業の場合）   
内祝鏡（補助）下刑甲状腺締出術   

日本臨床外科学会  

18  治癒切除不能な追付再発の緒鳩・眞脾瘍に対するKRASil伝子検査  日本臨床隠瘍学会  
進行・再発の惜肌用脚んにおけるK紬＄遺伝子変人検査  日本癌学会   

円  超音波甘折治療應の適応拡大   日本臨床盤形外科学会  
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参 考 資 料  
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参 考 資 料  

21．11．19  

次期診療報酬改定に向けた医療技術の評価・再評価に係る  

評価方法等について（秦）  

扱藍  
次期診療報酬改定に向けた新規医療技術の評価及び既存技術の再評価を実施するにあ   

たり、当分科会において評価方法等について検肘する。  

医療技術評価分科会においては、平成15年度より学会等に技術評価希望書の提出を   

求め、医療技術評価の参考にしてきたところであるが、平成20年度改定においては、   

塩床医を中心としたワーキンググループによる一次評価及び当分科会における二次評価   

を行い、中央社会医療協議会基本間隙小委員会へ報告した。次期改定においても、平成   
20年度改定と同様に下妃のとおり実施してはどうか。  

1．分科会における評価対象技術  

分科会における評価対象技術は、原則、医科診療報酬点数表第2寒椿掲診療科急呈   

部（在宅医療）から第13部（病理診断）、又は歯科診疎報酬点数表第2章特掲診療科   

第2細（在宅医療）から第14都（病理診断）に該当する技術として評価されている  

又はされることが適当な医療技術とする。  

2．分科会において評価対象とする評価提案書  

以下の学会から提出された評価提案沓（別紙）について評価を実施する。  

○ 日本医学会分科会、内科系学会社会保険迎合、外科系学会社会保険季長全逓合、   

日本歯科医学会分科会（認定分科会含む）の何れかに属する学会、日本薬学会、並びに   

肴建系学会専社会保険迎合  

3．評価方法  

評価は2段階で実施する。  

（1次評価）臨床医を中心としたワーキンググループを設置し、専門的観点から当核技術に  

係る評価を実施。技術評価分科会の委員はいずれかのワーキンググループに  

属する。ワーキンググループは原則非公開とする。 

（2次評価）1次評価結果において高く評価された一定数以上の技術を対象に、医療技術  

評価分科会全体会合において、より幅広い観点から評価を実施。  

4．評価結果の取り扱い  

評価結果は中央社全保険医療協議会基本問題小委員会に報告する。  

5．実施スケジュール   

平成21年3月上旬  榛東書配布  

6月19日提出締め切り、重複・薬事法などの確認  

7～9月   ワーキンググループによる評価  

10月以降1次評価終了、医凍技術評価分科会にて2次評価  

評価結果を中央社会保険医療協議会基本問題小委員会に  

報告   
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個々の医療技術が保険適用されるまでの基本的な流れ  
医療技術評価提案書（保険未収載技術用）【概要版】  

申請団体名  
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－
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代表者名  ．噌Jl■ヽ  ＼＼ Yllmr 

＼一の  提出年月日  21年 月 日  
＝曲コ己■されてい  ※ ｛暮版1ヨまボイン  ことなく．空欄を埋める形でl己■し、l枚lコ改めるこ  

併用が不す  

「苫拗  

◇  
■■ ‾ ●‾‾■■ ■■－■－●■ ■●■■ ■－■■－ ■ －一■■●  

技術名  

技術の概要  

対象疾患名  

保険収戴の必事性のポイント  

【脚目】   
①有効性  
・治療率・死亡率・00Lの改讐等  
・学会のガイドライン零   エビデンスレベル： l1111IIV〉 Vl   
・エビデンスレベルの明確化   ●エビデンスレベルにづいて由d紳照ゐ上細すること   

②安全性  
・副作用等のリスクの内容と頻度  

③書及性  
・年間対象患者数   者蝕 人   
・年間実触回数等   塵Ⅶ実施風蝕（1人当たり）  Ⅰ司   
④技術の成熟度  
・学会等における位贋づけ  
・難易度（書門性・施股基準等）  

⑧植性・社会的妥当性  
（間曙点があれば肥♯）  

⑥妥当と患われる鯵療繊酬の区分  C在宅・D検査・E画像・F投薬・G注射・Hリハビリ・Ⅰ精神・J処償・K手術I   
（1つに○ト   」仲・M放射欄・N細・モの他   

妥当と患われる点数及びその根拠  点数        点   
（新投の場合）  

当卿の導入より代替される耽収載技術  
⑦代替する保険既収載技術との比較  （区分番号と技術名  

無・有  
）   

・効果（安全性等を含む）の比較  

・暮用の比叡  

⑧予想される医療費への影響（年間）   
予想影響鏑  円 地■濾  

ヰ増加と排されたことにより技術への評価が変わるものではない   

（輌算出の根拠を排する。）  

・予想される当脚に係る匡舶l  
t当断技術の保険棚に伴い減少が予  

想される甜  
（費用一効果分析などの経済評価  

を実施していれば甜可）  

⑨その他  

関係学会  
成  

′ 

1⊂ゝ  



予想影響組  
＊噌ロと妃乾されたことたより 術六ゐ紺釦鹿わるもぬではない   

（脚出の根拠を記載する。）  

・予想される当該技術に係る医療費  
・当該技術の保険収附こ伴い減少が予  
憩される医療士  

（費用一効果分析などの経済僻価を実  

施していれl潮可）  

⑨当脾技術の海外における公的医療  
保険（医療保障）への収敲状況  

当勝抜術は先進医療として  
⑩当放技術の先進医療としての  a．承認を受けている b．届出されたが承認されなかった   
取扱い   G．届出中  d．届出はしていない  0．把壊していない   

その他  

関係学会、代表的研究者等  

担当者、連絡先（住所、電話手早、  
ファックス番号、E・－†肌軋）  

医療技術評価提案書（保険未収載技術用）【詳細版】  

申請団体名  

代表者名  

提出年月日  平成21年 月 日 
樹こ排した内容のヤー、槻覿脚こついて4舶上限として放する。  
細＝訊こ紀止されている蜘塵することなく．垂仙を埋める形で蝕すること．如 こは記載しないこ  
必賽があれば、抑を用いることも可能。  

技術名  

技術の概要  

対象疾患名  

保険収載の必要性のポイント  

【評価項目】   

①有効性  
・治癒率・死亡率・00しの改薔等  

■学会のガイドライン等   エビデンスレベル： ltl‖llV V Vl   
・エビデンスレベルの明確化   ＊エビデンスレベルについては別紙参照の上貫己粧すること   

屠安全性  
・副作用等のリスクの内容と頻度  

③離及性  
・年冊対象患者数  
・年間実施回数等   

年間対象魚巻数  人  
年間妻舶数 匝   

④技術の成熟度  
・学会等における位置づけ  
・難易度（書門性・施般基準等）  

⑤倫理性・社会的妥当性  
（間超点があれば記載）  

⑥妥当と思われる診療報酬の区分  C在宅・D検査・E画像・F投薬■G注射・Hリハビリ・用榊・J処置・K手術・   

（1つに○）  」麻酔・M放射線・N病理・そのイ   
妥当と思われる点数及びその根拠  点数       点   

（新設の場合）  

¢代替する保険既収載技術との比較  無・有  
（当肱技術の導入によ．り代替する  

ことが予想される耽収載技術）   （区分番号と技術名  ）  

・効果（安全性等を含む）の比較  

・費用の比較  



紗当該技術に医薬品を用いる壌合、その主なものの内容を記載  
＊ 葉書法内容等不明な場合は添付文書を読むか、製造販売屈従等に問い合わせること。  

医療技術再評価提案書（保険既収載技術用）  

申絆団体名  

名称（販売名、一般名）  薬事法の   薬事法の「使用日的、効坪又ぼ  薬価収載（保険収  
承建の有無  効果」   戴）の有無  

有・鱒  有・無  
（承腿番号   

有・如  有・無  
（承絃番号   

有・無  有・無  
（承拉番号   

有・無  有・無   
（承施替号   

代表者名  

提出年月日   平成21年 月 日  
※ 珊こ肪＝  ている橿式を饗■するこ  こ納めること．■外lコ   

畔  
※ 鯖モのもの椚撒であっても、すでに醐の中で紘められているものについて吼棚を用いること．  
※ 朗帥く机師」タを用いることも可．  

技術名  

細区分（lった○）   
C在宅・D検査・E画像・F投薬■」G注射・Hリ／‥＼どり・■Ⅰ精神・J処贋・■K手術・  

L仲・M棚・N陶・その他   

棚書号  

技術の概羊  

1．算定事件の見止し（船、画数制限等） 2．点数の見直し（増点）  

再評価区分  8．点数の見正しく減点） 4．保険収載の廃止  
6．その他（  ）   

具体的な内容  

【評価項眉】   
①再酔顔の理由  

②瞥及性の劃ヒ  棚対象魚者数の蜜化 濃在  →  
・年冊対地書数の変化  細壷触回蝕のせ化 現在  －◆  

・年間実施回数の変化等  

③予想される医療費へ影響（年帆）  予想鵬  円 増・濾   

（影響鏑算出の根拠を紀載する。）  

・予想される当醸技術の醐  
・■当脚の偏検収敲に伴い減少する  
と予想される匡贈  

④算定事件の見直し瑚こよって、新た  
に使用される酔晶匡椴勝（未坪  
用技術の例にならって馳覿）  

その他  

関係学会、代表的研究者疇  

担当者  
連絡先（住所、囁書号、ファックス  

番号、ト舶几）  

⑳当静枝術に医療機器を用いる場合、その主なものの内容を紀≠  
＊ 薬事法内容専不明な場合は添付文暮を鋏むか、製造販売会社軋こ問い合わせること。  

名称（販売名、・－  薬事法の  薬■法の r使用日的、  保検収燕  特定保険医療材料   
般名）   承鱈の有ホ  効能又は効果」   の有如  

有・k  有・無  鰍当・非鰊当  
（承控♯号  

寺号：  

名称：  

価格；  

有・無  有・無  臓当・非鹸当  
（承建番号  

番号：  

名称：  

価格：  

書・無  有．・無  餅当■非鮫当  
（承経書号  

書号：  

名称：  

価格：  

有・無  有・お  鰍当・非貌当   
（＊隆番号  

♯号：  

名称：  

価格；  

○   



中医協 診－2－4  

2 1． 2． 2 5  

診調絶  技－ 5  

2 1． 2．1 3  

保険未収載技術 二次評価 評価票  保険未収載技術 一次評価 評価稟  

番号：  

評価対象技術  
評価者：  

番号：  

評価対象技術  
評価者：  

評価結果  評価結果   

評価項目   評価結果   コメント   事務局儲載棚   

1．当該技術の保険収  12 3 4 5  
俄に係る必要性・妥  
当性について   （低 肛：：：：：：：〇＞ 高）   

1．先適医療とナべき  

2．実施施股の限定に  
ついて  

3．必要なし  

評価結果  評価項目   

1．技術の有効性・成   

熟度（含むデータの   

質・借頼度）につい   
て  

1 2 3 4 5  

（低lに：：：：：：：＞ 高）  

2．安全性・倫理性・  

社会的妥当性の観点  
から見た、保険収赦  
の適切性について  

問題あり  間周なし  

3．普及性に係るデー  

タ等の妥当性につい  

て  

低   中   高  

1．先進医療とすべき   

2．施設基準を設けるべき   

3．必婆なし  

4．実施施設の限定に   

ついて  

（評価上の留意堪項）  

・「1．技術の有効性・成熟度について」は、提案番①有効性及び⑥技術の成熟度に記殺され   
た内容を、エビデンスレベル等のデータの質・倍額度も含め総合的に評価し、核当点数を○   
で囲むこと。   

・「2．安全性・倫理性・社会的妥当性の観点から見た、保険収載の適切性について」は、提   
案醤②安全性及び⑤倫理性・社会的妥当性に記載された事項を評価し、保険収搬の適切性に   
ついて問題あり・なしを判断すること。  

・「3．普及性に係るデータの妥当性について」は、提案■③書及性に記徹された内容雪引こつい   
て、臨床的観点からその妥当性を3段階（低、中、高）で評価し、該当項目を○で囲むこと。  

・「4．実施施設の限定について」は、提案欄⑥技術の成熟度等を踏まえ、当眩技術は保険収救   
に至るにはまだ十分普及していないため先進医療としての取扱いが妥当である、又は保険収   
載するにあたり地殻基準等を用いた実施施牧の限定が必要である、と判断した場合は、それ   
ぞれ1．又は2．（それ以外は3．）を○で囲むこと。   

・必要に応じて「コメント」柵にコメントを記載すること。  

なお、「事務局記載肌は、革袴局が提案書記載内容の確認を行った際等に気づいた点につい   
て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。  

（評価上の留意事項）  

・「1．当該技術の保険収載の必要性・妥当性について」は、一次評価の結果及び提案儀に記   
赦された内容を総合的に評価し、核当点数を○で囲むこと。  

・特に、提案杏⑥予憩される医療費への影響については、影響額の多寡のみだけでなく、当該   
技術が保険収載されることにより国民の健康、保険財政等へもたらす影響を総合的に勘案   
し、評価を実施すること。  

．「2．実施施股の限定について」は、一次絆価結果、線素書③普及性、⑥技術の成熟度、⑤倫   
理性・社会的妥当性及び⑥予想される医療費への影響額を踏まえ、当膀技術は先進医療とし   
ての取扱いが穿当である、又は保険収載するにあたり施股基準等を用いた実施施股の限定が   
必要である、と判断した場合は、それぞれ1．又は2・（それ以外は3・）を○で囲むこと。   

・必要に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること。   

なお、「事務局記載肌は、事務局が提案書記載内容の確認を行っち際等に気づいた点につい   
て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。   



保険既収載技術 二次評価 評価票  保険既収載技術 一次評価 評価票  

番号：  

評価対象技術  
評価者：  

評価稲尾  

番号：  

評価対象技術  
評価者：  

評価結果  

評価項目  評価項目  

1 2 3 4 5   

（低 旺：＝＞ 高）  
1．再評価の必要性・   

葵当性について  
1 2 3 4 5   

（低 肛＝：三＞ 高）  

1．再評価の必要性・   

妥当性について  

2．普及他に係るデー  
タの妥当性について  

低   中   高  

（評価上の留意事項）  ・「1．再評価の必要性・妥当性について」は、一次評価の結果及び提案書に記載された内容  
を稔合的に評価し、該当点数を○で囲むこと。  

・矧こ、提案書⑥予想される医療貨への影弓削こついては、影響額の多寡のみだけでなく、当該  
技術が再評価されることにより国民の＊鷹、保険財政等へもたらす影響を総合的に勘果し、   
評価を実働すること。   

・・必要に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること。  

なお、「事務局記載欄」は、事務局が線素書記載内容の稚認を行った肘掛こ気づいた点につい   
て記蛾するものであり、評価に際してはさ考として用いること。   

（評価上の留意事項）  

・rl．再評価の必要性・妥当性について」は、提案書①再評価の理由を、データの質・信頼   
度も含め総合的に騨価し、挟当点数を○で囲むこと。   

・r2．甘及性に係るデータの妥当性について」は、提案書②普及埠の変化に記載された内容等   
にづいて、臨床的叡点からその妥当性を3段階（低、中、高）で評価し、該当項目を○で囲   
むこと。  

・必卦こ応じて「コメント」欄にコメントを記載すること。  

なお、、「事務局記瀬棚」は、事務局が提案書記載内容の確隠を行った際等に気づいた点につい   
て記載するものであり、評価に廃しては参考として用いること。  

石丸  


