
 

 

審査情報提供事例について 

 

審査支払機関における診療報酬請求に関する審査は、健康保険法、療養担当規則、

診療報酬点数表及び関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的・歯科医学的見解に

基づいて行われています。 

一方、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、審査にお

ける一般的な取扱いについて広く関係者に情報提供を行い、審査の透明性を高めるこ

ととしております。 

このため、平成１６年７月に「審査情報提供検討委員会」、平成２３年６月に「審査

情報提供歯科検討委員会」を設置し、情報提供事例の検討と併せ、審査上の一般的な

取扱いに係る事例について、情報提供を行ってまいりました。 

今後とも、当該委員会において検討協議を重ね、提供事例を逐次拡充することとし

ておりますので、関係者の皆様のご参考となれば幸いと考えております。 

なお、情報提供する審査の一般的な取扱いについては、療養担当規則等に照らし、

当該診療行為の必要性、用法・用量の妥当性などに係る医学的・歯科医学的判断に基

づいた審査が行われることを前提としておりますので、本提供事例に示された適否が、

すべての個別診療内容に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるもの

ではないことにご留意ください。 

 

平成２３年９月 

 



１ 赤血球沈降速度（ＥＳＲ）とＣ反応性蛋白（ＣＲＰ）（併施） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２２年５月２７日更新》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、同一検体での赤血球沈降速度（ＥＳＲ）とＣ反応性蛋白（Ｃ

ＲＰ）の併施算定は認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 ＥＳＲとＣＲＰ検査データは、通常、並行的に変化するものであるが、両

者のデータの乖離（かいり）は炎症初期及び回復期等に認められる場合があ

る。また、血管内凝固症候群など両者の乖離（かいり）が診断のきっかけと

なることもあるなど、両者の併施は有用である。 

 



２ 赤血球沈降速度（ＥＳＲ）（高血圧症） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２２年５月２７日更新》 

○ 取扱い 

 初診時以外で、「高血圧症」のみの病名に対する赤血球沈降速度（ＥＳＲ）

の算定は認められない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 「高血圧症」とＥＳＲは病態生理学的にみて、必然的な検査とは認められ

ない。 

 



３ ＨｂＡ１ｃ①（膵臓疾患）

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、糖尿病若しくは糖尿病疑いの明示がなく、膵臓疾患のみの場

合のＨｂＡ１ｃ検査は認められない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 ＨｂＡ１ｃ検査は、糖尿病の治療のコントロールを目的として実施される

検査であり、「糖尿病」または「糖尿病疑い」の場合に認められる検査であ

る。 

 

○ 留意事項 

 膵臓疾患、特に慢性膵炎では糖尿病の合併が多く見られ、血糖値の平均を

評価することには臨床的有用性がある。こうした場合は「糖尿病」または「糖

尿病疑い」等の病名を明細書に記載することとなるが、これらの病名がない

場合には、詳記等により検査をする医学的な必要性が認められる場合に限ら

れる。 

 



４ ＨｂＡ１ｃ②（肝臓疾患）

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、糖尿病若しくは糖尿病疑いの明示がなく、肝臓疾患のみの場

合のＨｂＡ１ｃ検査は認められない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 ＨｂＡ１ｃ検査は、糖尿病の治療のコントロールを目的として実施される

検査であり、「糖尿病」または「糖尿病疑い」の場合に認められる検査であ

る。 

 

○ 留意事項 

 肝疾患、特に肝硬変等では糖尿病の合併が多く見られ、血糖値の平均を評

価することには臨床的有用性がある。こうした場合は「糖尿病」または「糖

尿病疑い」等の病名を明細書に記載することとなるが、これらの病名がない

場合には、詳記等により検査をする医学的な必要性が認められる場合に限ら

れる。 

 



５ 出血時間（心臓カテーテル法） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２２年５月２７日更新》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 心臓カテーテル法による諸検査施行前の出血時間は認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 心臓カテーテル法による諸検査には、右心・左心カテーテルを含む。それ

ぞれ静脈、動脈にシースイントロデューサーを挿入し、必要とするカテーテ

ルにより検査を施行する。検査終了時の止血は主に圧迫止血である。 

 活性化部分トロンボプラスチン時間（ＡＰＴＴ）、プロトロンビン時間（Ｐ

Ｔ）はそれぞれ内因系及び外因系の止血異常を、また、出血時間は血小板機

能を始め血管壁やその周囲組織の状況を含めた止血検査の基本となるもので

あり、心臓カテーテル検査を実施するに当たって有意義な検査と認められる。 

 



６ プロトロンビン時間（ＰＴ）①（心臓カテーテル法） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２２年５月２７日更新》 

《平成２４年９月２４日更新》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 心臓カテーテル法による諸検査施行前のプロトロンビン時間（ＰＴ）は認

められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 心臓カテーテル法による諸検査には、右心・左心カテーテルを含む。それ

ぞれ静脈、動脈にシースイントロデューサーを挿入し、必要とするカテーテ

ルにより検査を施行する。検査終了時の止血は主に圧迫止血である。 

 活性化部分トロンボプラスチン時間（ＡＰＴＴ）、プロトロンビン時間（Ｐ

Ｔ）はそれぞれ内因系及び外因系の止血異常を、また、出血時間は血小板機

能を始め血管壁やその周囲組織の状況を含めた止血検査の基本となるもので

あり、心臓カテーテル検査を実施するに当たって有意義な検査と認められる。 

 



 

７ 活性化部分トロンボプラスチン時間（ＡＰＴＴ）（心臓カテーテル法） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２２年５月２７日更新》 

《平成２４年９月２４日更新》 

○ 取扱い 

  心臓カテーテル法による諸検査施行前の活性化部分トロンボプラスチン時

間（ＡＰＴＴ）は認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  心臓カテーテル法による諸検査には、右心・左心カテーテルを含む。それ

ぞれ静脈、動脈にシースイントロデューサーを挿入し、必要とするカテーテ

ルにより検査を施行する。検査終了時の止血は主に圧迫止血である。 

活性化部分トロンボプラスチン時間（ＡＰＴＴ）、プロトロンビン時間（Ｐ

Ｔ）はそれぞれ内因系及び外因系の止血異常を、また、出血時間は血小板機

能を始め血管壁やその周囲組織の状況を含めた止血検査の基本となるもので

あり、心臓カテーテル検査を実施するに当たって有意義な検査と認められる。 



８ 血液ガス分析①（呼吸不全） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２２年５月２７日更新》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 急性期の呼吸不全の場合、毎日複数回の血液ガス分析の算定は認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 急性期の呼吸不全とは、血液ガス上ＰａＯ２の低下、ＰａＣＯ２の上昇が

もたらされる状態であり、血液ガスを正常化させる呼吸管理が治療上最も重

要であり、その為には複数回の血液ガス分析は必要と認められる。 

 

○ 留意事項 

 １日の必要回数については、個々の病状により異なる。急性期とは、通常、

１～２週間程度である。 

 



９ Ｔ３、ＦＴ３、Ｔ４、ＦＴ４（併施） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、Ｔ３とＦＴ３、Ｔ４とＦＴ４の併施は認められない。 

 Ｔ３およびＴ４、あるいはＦＴ３およびＦＴ４の組み合わせによる併施は

認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 日常の臨床の場で、甲状腺ホルモンの動向をみるためには、特定の場合を

除き総甲状腺ホルモンＴ３、Ｔ４の測定によってのみでも可能であるが、総

甲状腺ホルモン（Ｔ３やＴ４）は、血中ではその大部分が蛋白（ＴＢＧ等）

と結合した形で存在しており、実際の生体での作用は遊離系のｆｒｅｅＴ３

（ＦＴ３）、ｆｒｅｅＴ４（ＦＴ４）濃度によって決定されることから、病

態の把握には遊離ホルモンの測定がより有用となる。また、甲状腺ホルモン

の総量と遊離系ホルモン量とは概ね相関して増減することから、特定の場合

を除き、甲状腺ホルモンの測定は、その遊離系ホルモン量あるいは甲状腺ホ

ルモン総量測定のいずれかによることが望ましい。 

 

○ 留意事項 

 まれに、ＴＢＧ異常症等でＴ３・Ｔ４とＦＴ３・ＦＴ４との間に乖離（か

いり）が見られることがあり、臨床的にそのようなことが想定されＴ３とＦ

Ｔ３、Ｔ４とＦＴ４の併施測定の医学的必要性が認められる場合に限り認め

られる。 

 



１０ 梅毒血清反応（ＳＴＳ）定性①（心臓カテーテル法） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２４年９月２４日新規》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 心臓カテーテル法による諸検査など観血的検査やＰＴＣＡ施行前の梅毒血

清反応（ＳＴＳ）定性は認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 梅毒は、血液を介して感染が広がるおそれがあることから、観血的検査等

を実施するに当たって感染の有無の確認を行うことに意義は認められる。 

 

○ 留意事項 

梅毒血清反応（ＳＴＳ）半定量、梅毒血清反応（ＳＴＳ）定量の算定は認

められない。 

 



１１ ＨＢｓ抗原定性・半定量①（心臓カテーテル法） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２２年５月２７日更新》 

《平成２４年９月２４日更新》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 心臓カテーテル法による諸検査など観血的検査やＰＴＣＡ施行前のＨＢｓ

抗原定性・半定量は認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 Ｂ型肝炎は、日常の臨床現場で遭遇することが稀ではない感染症であるが、

血液を介して感染が広がるおそれがあることから、観血的検査等を実施する

に当たって感染の有無の確認を行うことに意義は認められる。 

 



１２ ＨＣＶ抗体定性・定量①（心臓カテーテル法） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２２年５月２７日更新》 

《平成２４年９月２４日更新》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 心臓カテーテル法による諸検査など観血的検査やＰＴＣＡ施行前のＨＣＶ

抗体定性・定量は認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 Ｃ型肝炎は、日常の臨床現場で遭遇することが稀ではない感染症であるが、

血液を介して感染が広がるおそれがあることから、観血的検査等を実施する

に当たって感染の有無の確認を行うことに意義は認められる。 

 



１３ 梅毒血清反応（ＳＴＳ）定性②（人工腎臓実施時） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２４年９月２４日更新》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 人工腎臓実施時（初回）に梅毒血清反応（ＳＴＳ）定性の算定は認められ

る。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 梅毒は、血液を介して感染が広がるおそれがあることから、観血的検査等

を実施するに当たって感染の有無の確認を行うことに意義は認められる。 

 

○ 留意事項 

 梅毒血清反応（ＳＴＳ）半定量、梅毒血清反応（ＳＴＳ）定量の算定は認

められない。 

 



１４ ＨＢｓ抗原定性・半定量②（人工腎臓実施時） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２２年５月２７日更新》 

《平成２４年９月２４日更新》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 人工腎臓実施時（初回）にＨＢｓ抗原定性・半定量の算定は認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 Ｂ型肝炎は、日常の臨床現場で遭遇することが稀ではない感染症であるが、

血液を介して感染が広がるおそれがあることから、観血的検査等を実施する

に当たって、感染の有無の確認を行うことに意義は認められる。 

 

 



１５ ＨＣＶ抗体定性・定量②（人工腎臓実施時） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２２年５月２７日更新》 

《平成２４年９月２４日更新》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 人工腎臓実施時（初回）にＨＣＶ抗体定性・定量の算定は認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 Ｃ型肝炎は、日常の臨床現場で遭遇することが稀ではない感染症であるが、

血液を介して感染が広がるおそれがあることから、観血的検査等を実施する

に当たって、感染の有無の確認を行うことに意義は認められる。 

 

 



１６ 細菌顕微鏡検査(血液培養) 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、血液培養の際の検体での細菌顕微鏡検査は認められない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 臨床的に感染症の診療に当っては、原虫類、一部のスピロヘータ類は塗抹

検査でその種類を特定できるが、細菌類、真菌類の多くは培養検査の結果を

待たなければならない。 

 また、検体塗抹検査によって菌が検出されるためには、材料中に多量の菌

の存在が必要であり、化学療法の普及した今日にあっては、塗抹検査で菌の

検出されることは極めて限られており、日常診療での有用性は極めて限られ

ていると判断される。 

 

○ 留意事項 

 原則として、血液培養の際の検体からの細菌顕微鏡検査は認められないが、

マラリア、アメーバ赤痢等顕微鏡検査による形態学的診断が極めて重要な役

割を演じる疾患であって、当該疾病を疑う医学的必要性が認められる場合は、

Ｄ００５の７血中微生物検査により算定する。 

 



１７ ネブライザー①（気管支炎） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、気管支炎に対する喉頭及び喉頭下ネブライザーの算定は認め

られる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 喉頭及び喉頭下ネブライザーによる吸入療法は、気管支へも到達し得るも

のであり、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達し、優

れた効果と安全性を両立するものであることから気管支炎に対しても有効で

あると認められる。 

 

○ 留意事項 

 薬剤塗布の目的をもって行った加圧スプレー使用は、Ｊ０９８口腔・咽頭

処置により算定する。 

 



１８ ネブライザー②（喘息） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、喘息に対する喉頭及び喉頭下ネブライザーの算定は認められ

る。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 喉頭及び喉頭下ネブライザーによる吸入療法は、気管支へも到達し得るも

のであり、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達し、優

れた効果と安全性を両立するものであることから気管支炎に対しても有効で

あると認められる。 

 

○ 留意事項 

 薬剤塗布の目的をもって行った加圧スプレー使用は、Ｊ０９８口腔・咽頭

処置により算定する。 

 



１９ 超音波ネブライザー①（気管支炎） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 気管支炎に超音波ネブライザーの算定は認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 吸入療法は、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達し、

優れた効果と安全性を両立するものであることから気管支炎に対して有効で

あると認められる。 

 



２０ 超音波ネブライザー②（喘息） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 喘息に超音波ネブライザーの算定は認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 吸入療法は、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達し、

優れた効果と安全性を両立するものであることから喘息に対して有効である

と認められる。 

 



２１ 介達牽引（腰痛症）

《平成１７年４月２５日新規》 

○ 取扱い 

 原則として、腰痛症に対しての介達牽引は認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 腰痛症に対する介達牽引は教科書にも有効な治療法として記載されている。 

 

○ 留意事項 

 原則として、腰痛症に対して介達牽引は認められるが、急性期や筋膜性腰

痛症等には症状を悪化させることがあるので、事例によっては適応とならな

い場合もある。 

 



２２ 消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射（併施） 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射の併施は認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 トリガーポイント注射は、圧痛点に局麻剤又は局麻剤を主剤とする薬剤を

注射して疼痛の軽減を図る手技であり、一方、消炎鎮痛等処置は、湿布・マ

ッサージ・器具などを用いて患部の消炎・鎮痛を図る処置で別範疇の医療行

為である。 

 両者ともそれぞれ有効な治療手段であり、それらの併施を過剰とする考え

方は適切とはいえない。 

 



２５ 仙骨部硬膜外ブロック(坐骨神経痛) 

 

《平成１７年４月２５日新規》 

《平成２６年９月２２日更新》 

○ 取扱い 

 原則として、陳旧例であっても、しばしば再発、症状の増悪を繰り返す「坐

骨神経痛」に対し、仙骨部硬膜外ブロックは認められる。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 神経ブロックは坐骨神経痛に対して有効な治療手段である。 

 坐骨神経痛は難治性で陳旧例であっても、しばしば再発・症状の増悪を繰

り返すことが多い疾患であるため、症状に応じては神経ブロックをその都度

施行せざるを得ない事例がある。 
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