７ －４ に掲げ る手術 に当た って、ナビゲーショ
ンによる支援を行った場合に算定する。
２～３ （略）
Ｋ９３９－２～Ｋ９３９－６ （略）
Ｋ９３９－７ レーザー機器加算
１～３ （略）
注１ （略）
２ １につい ては 、区分番 号Ｋ４０６（１に限る
。 ）、 Ｋ４１ ３（１ に限る 。）、Ｋ４２１（１
に 限る 。）、 Ｋ４２ ３（１ に限る。）及びＫ４
４ ８に 掲げる 手術に 当たっ て、レーザー手術装
置を使用した場合に算定する。
３・４ （略）
Ｋ９３９－８ 超音波切削器加算
1,000点
注 区 分番 号Ｋ４ ４３、Ｋ４ ４４及びＫ４４４－２
に掲 げる手術 に当 たって、 超音波切削器を使用し
た場合に算定する。
第４節・第５節（略）
第11部 麻酔
通則
１～６ （略）
第１節 麻酔料
区分
Ｌ０００・Ｌ００１ （略）
Ｌ００１－２ 静脈麻酔
１・２ （略）
３ 十 分な 体制で 行われる長 時間のもの（複雑な場
合）
1,100点
注１・２ （略）
Ｌ００２～Ｌ００７ （略）
Ｌ００８ マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔

った場合に算定する。
２～３ （略）
Ｋ９３９－２～Ｋ９３９－６ （略）
Ｋ９３９－７ レーザー機器加算
１～３ （略）
注１ （略）
２ １ につい ては、 Ｋ４０６（１に 限る。）、Ｋ
４１ ３（１ に限 る。） 、Ｋ４２１ （１に限る。
）、 Ｋ４２ ３（ １に限 る。）及び Ｋ４４８に掲
げる 手術に 当た って、 レーザー手 術装置を使用
した場合に算定する。
３・４ （略）
（新設）

第４節・第５節（略）
第11部 麻酔
通則
１～６

（略）
第１節

麻酔料

区分
Ｌ０００・Ｌ００１ （略）
Ｌ００１－２ 静脈麻酔
１・２ （略）
３ 十 分な体 制で行 われる長時間のも の（複雑な場
合）
800点
注１・２ （略）
Ｌ００２～Ｌ００７ （略）
Ｌ００８ マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
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１～５ （略）
注１～８ （略）
９ 区分番号 Ｌ１ ００に掲 げる神経ブロックを併
せ て行 った場 合は、 神経ブ ロック併施加算とし
て 、次 に掲げ る点数 をそれ ぞれ所定点数に加算
す る。 ただし 、イを 算定す る場合は、注４及び
注５に規定する加算は別に算定できない。
イ 別 に厚生 労働大 臣が定 める患者に対して行
う場合
450点
ロ イ以外の場合
45点
10・11 （略）
Ｌ００８－２・Ｌ００８－３ （略）
Ｌ００９ 麻酔管理料(Ⅰ)
１・２ （略）
注１～３ （略）
４ 区分番号 Ｋ０ １７、Ｋ ０２０、Ｋ１３６－２
、 Ｋ１ ４２－ ２の１ 、Ｋ１ ５１－２、Ｋ１５４
－ ２、 Ｋ１６ ９の１ 、Ｋ１ ７２、Ｋ１７５の２
、 Ｋ１ ７７、 Ｋ３１ ４の２ 、Ｋ３７９－２の２
、 Ｋ３ ９４の ２、Ｋ ３９５ 、Ｋ４０３の２、Ｋ
４ １５ の２、 Ｋ５１ ４の９ 、Ｋ５１４－４、Ｋ
５ １９ 、Ｋ５ ２９の １、Ｋ ５２９－２の１、Ｋ
５ ２９ －２の ２、Ｋ ５５２ 、Ｋ５５３の３、Ｋ
５ ５３ －２の ２、Ｋ ５５３ －２の３、Ｋ５５５
の ３、 Ｋ５５ ８、Ｋ ５６０ の１のイからＫ５６
０ の１ のハま で、Ｋ ５６０ の２、Ｋ５６０の３
の イか らＫ５ ６０の ３のニ まで、Ｋ５６０の４
、 Ｋ５ ６０の ５、Ｋ ５６０ －２の２のニ、Ｋ５
６ ７の ３、Ｋ ５７９ －２の ２、Ｋ５８０の２、
Ｋ ５８ １の３ 、Ｋ５ ８２の ２、Ｋ５８２の３、
Ｋ ５８ ３、Ｋ ５８４ の２、 Ｋ５８５、Ｋ５８６

１～５ （略）
注１～８ （略）
９ 区 分番号 Ｌ１０ ０に掲げる神経 ブロックを併
せて 行った 場合 は、神 経ブロック 併施加算とし
て、45点を所定点数に加算する。

（新設）
（新設）
10・11 （略）
Ｌ００８－２・Ｌ００８－３ （略）
Ｌ００９ 麻酔管理料(Ⅰ)
１・２ （略）
注１～３ （略）
４ 区 分番号 Ｋ０１ ７、Ｋ０２０、 Ｋ１３６－２
、Ｋ １４２ －２ の１、 Ｋ１５１－ ２、Ｋ１５４
－２ 、Ｋ１ ６９ の１、 Ｋ１７２、 Ｋ１７５の２
、Ｋ １７７ 、Ｋ ３１４ の２、Ｋ３ ７９－２の２
、Ｋ ３９４ の２ 、Ｋ３ ９５、Ｋ４ ０３の２、Ｋ
４１ ５の２ 、Ｋ ５１４ の９、Ｋ５ １４－４、Ｋ
５１ ９、Ｋ ５２ ９の１ 、Ｋ５２９ －２の２、Ｋ
５５ ２の１ 、Ｋ ５５３ の３、Ｋ５ ５３－２の２
、Ｋ ５５３ －２ の３、 Ｋ５５５の ３、Ｋ５５８
、Ｋ ５６０ の１ のイか らＫ５６０ の１のハまで
、Ｋ ５６０ の２ 、Ｋ５ ６０の３の イからＫ５６
０の ３のニ まで 、Ｋ５ ６０の４、 Ｋ５６０の５
、Ｋ ５６０ －２ の２の ニ、Ｋ５６ ７の３、Ｋ５
７９ －２の ２、 Ｋ５８ ０の２、Ｋ ５８１の３、
Ｋ５ ８２の ２、 Ｋ５８ ２の３、Ｋ ５８３、Ｋ５
８４ の２、 Ｋ５ ８５、 Ｋ５８６の ２、Ｋ５８７
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の ２、 Ｋ５８ ７、Ｋ ５９２ －２、Ｋ６０５－２
、 Ｋ６ ０５－ ４、Ｋ ６１０ の１、Ｋ６４５、Ｋ
６ ７５ の４、 Ｋ６７ ５の５ 、Ｋ６７７－２の１
、 Ｋ６ ９５の ４から ７まで 、Ｋ６９７－５、Ｋ
６ ９７ －７、 Ｋ７０ ３、Ｋ ７０４、Ｋ８０１の
１ 、Ｋ ８０３ の２、 Ｋ８０ ３の４及びＫ８０３
－ ２に 掲げる 手術に 当たっ て、区分番号Ｌ００
８ に掲 げるマ スク又 は気管 内挿管による閉鎖循
環 式全 身麻酔 の実施 時間が ８時間を超えた場合
は 、 長 時 間 麻 酔 管 理 加 算 と し て 、 7,500点 を 所
定点数に加算する。
Ｌ０１０

通則
１～３

（略）
第２節～第４節 （略）
第12部 放射線治療
（略）
第１節

、Ｋ ５９２ －２ 、Ｋ６ ０５－２、 Ｋ６０５－４
、Ｋ ６１０ の１ 、Ｋ６ ４５、Ｋ６ ７５の４、Ｋ
６７ ５の５ 、Ｋ ６７７ －２の１、 Ｋ６９５の４
、Ｋ ６９５ の６ 、Ｋ６ ９５の７、 Ｋ６９７－５
、Ｋ ６９７ －７ 、Ｋ７ ０３、Ｋ７ ０４、Ｋ８０
１の １、Ｋ ８０ ３の２ 、Ｋ８０３ の４及びＫ８
０３ －２に 掲げ る手術 に当たって 、区分番号Ｌ
００ ８に掲 げる マスク 又は気管内 挿管による閉
鎖循 環式全 身麻 酔の実 施時間が８ 時間を超えた
場 合 は 、 長 時 間 麻 酔 管 理 加 算 と し て 、 7,500点
を所定点数に加算する。
Ｌ０１０

通則
１～３
放射線治療管理・実施料

区分
Ｍ０００～Ｍ００３ （略）
Ｍ００４ 密封小線源治療（一連につき）
１ （略）
くう
２ 腔内照射
イ 高線量率 イリ ジウム照 射を行った場合又は新
型コバルト小線源治療装置を用いた場合
12,000点
ロ その他の場合
（略）
３・４ （略）
注１～７ （略）
８ 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 、放射 線治療を専ら担当す

（略）
第２節～第４節 （略）
第12部 放射線治療
（略）
第１節

放射線治療管理・実施料

区分
Ｍ０００～Ｍ００３ （略）
Ｍ００４ 密封小線源治療（一連につき）
１ （略）
くう
２ 腔内照射
イ 高 線量率 イリジ ウム照射を行っ た場合又は新
型コバルト小線源治療装置を用いた場合
10,000点
ロ その他の場合
（略）
３・４ （略）
注１～７ （略）
８ 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、 放射線治療 を専ら担当す
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