
当院は、下記の施設基準を九州厚生局長へ届け出ています。

基本診療料 平成28年12月1日現在

NO 施　設　基　準 受理番号

1 歯科外来診療環境体制加算 (外来環）第117号

2 一般病棟入院基本料(7対1） （一般入院）第232号

3 結核病棟入院基本料（7対1） （結核入院）第115号

4 超急性期脳卒中加算 （超急性期）第19号

5 診療録管理体制加算１ （診療録１）第28号

6 医師事務作業補助体制加算１（20対1） （事補１）第21号

7 急性期看護補助体制加算（50対1） （急性看補）第65号

8 重症者等療養環境特別加算 （重）第90号

9 無菌治療室管理加算１ （無菌１）第7号

10 無菌治療室管理加算２ （無菌２）第11号

11 医療安全対策加算１ （医療安全１）第52号

12 感染防止対策加算１ （感染防止１）第15号

13 患者サポート体制充実加算 （患サポ）第44号

14 ハイリスク妊娠管理加算 （ハイ妊娠）第59号

15 ハイリスク分娩管理加算 （ハイ分娩）第12号

16 データ提出加算２ （データ提）第63号

17 退院支援加算１ （退支）第112号

18 特定集中治療室管理料４ （集４）第4号

19 ハイケアユニット入院医療管理料２ （ハイケア２）第13号

20 新生児特定集中治療室管理料２ （新２）第3号

21 小児入院医療管理料２ （小入２）第10号

先進医療
NO 施　設　基　準 受理番号

1
インターフェロンα皮下投与及びジドブジン経口投与の併用療法
成人Ｔ細胞白血病リンパ腫（症候を有するくすぶり型又は予後不良因子を有さない慢性型のも
のに限る。）

（先-230）第4号

NO 施　設　基　準 受理番号

1 入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ） （食）第538号

入院時食事療養費



当院は、下記の施設基準を九州厚生局長へ届け出ています。

特掲診療料 平成28年12月1日現在

NO 施　設　基　準 受理番号

1 糖尿病合併症管理料 （糖管）第25号

2 がん性疼痛緩和指導管理料 （がん疼）第135号

3 がん患者指導管理料１ （がん指１）第27号

4 がん患者指導管理料２ （がん指２）第23号

5 がん患者指導管理料３ （がん指３）第9号

6 外来放射線照射診療料 (放射診）第8号

7 開放型病院共同指導料 （開）第29号

8 がん治療連携計画策定料 （がん計）第10号

9 肝炎インターフェロン治療計画料 （肝炎）第33号

10 薬剤管理指導料 （薬）第178号

11 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 （電情）第81号

12 医療機器安全管理料１ （機安１）第44号

13 医療機器安全管理料２ （機安２）第12号

14 歯科治療総合医療管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ） （医管）第129号

15 在宅血液透析指導管理料 （在血液）第7号

16 持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定 （持血測）第18号

17 ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判定） （HPV)第80号

18 検体検査管理加算（Ⅳ） （検Ⅳ）第15号

19 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 （血内）第16号

20 胎児心エコー法 （胎心エコ）第5号

21 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト （歩行）第30号

22 ヘッドアップティルト試験 （ヘッド）第15号

23 長期継続頭蓋内脳波検査 （長）第7号

24 神経学的検査 （神経）第39号

25 内服・点滴誘発試験 （誘発）第9号

26 ＣＴ透視下気管支鏡検査加算 （C気鏡）第5号

27 画像診断管理加算２ （画２）第43号

28 ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 （C・M)第302号

29 冠動脈ＣＴ撮影加算 （冠動C）第26号

30 心臓ＭＲＩ撮影加算 （心臓M）第19号

31 乳房ＭＲＩ撮影加算 （乳房Ｍ）第6号

32 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 （抗悪処方）第21号

33 外来化学療法加算1 （外化１）第42号

34 無菌製剤処理料 （菌）第36号

35 心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ） （心Ⅰ）第32号

36 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ） （脳Ⅰ）第70号

37 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) （運Ⅰ）第142号

38 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) （呼Ⅰ）第125号

39 がん患者リハビリテーション料 （がんリハ）第34号

40 歯科口腔リハビリテーション料２ （歯リハ2）第64号

41 透析液水質確保加算２ （透析水２）第34号

42 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 （肢梢）第7号

43 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠 （歯ＣＡＤ）第516号

44 歯科技工加算１及び２ （歯技工）第185号



当院は、下記の施設基準を九州厚生局長へ届け出ています。

特掲診療料 平成28年12月1日現在

NO 施　設　基　準 受理番号

45 脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含む。）及び脳刺激装置交換術 （脳刺）第12号

46 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 （脊刺）第13号

47 網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視鏡を用いるもの） （硝切）第10号

48 乳がんセンチネルリンパ節加算１及びセンチネルリンパ節生検（併用） （乳セ１）第14号

49 乳がんセンチネルリンパ節加算２及びセンチネルリンパ節生検（単独） （乳セ２）第12号

50 経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの） （経特）第15号

51 経皮的中隔心筋焼灼術 （経中）第10号

52 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 （ペ）第109号

53 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 （両ペ）第10号

54 植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術 （除）第9号

55
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動
器交換術

（両除）第9号

56 大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法） （大）第46号

57 胆管悪性腫瘍手術（膵頭十二指腸切除及び肝切除（葉以上）を伴うものに限る。） （胆腫）第2号

58 腹腔鏡下肝切除術 （腹肝）第6号

59 体外衝撃波膵石破砕術 （膵石破）第4号

60 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 （腹膵切）第6号

61 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 （早大腸）第14号

62 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 （腎）第23号

63 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 （腹前）第5号

64 医科点数表第２章第１０部手術の通則の１６に掲げる手術 （胃瘻造）第70号

65 輸血管理料Ⅱ （輸血Ⅱ）第27号

66 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 （造設前）第21号

67 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 （胃瘻造嚥）第35号

68 麻酔管理料（Ⅰ） （麻管Ⅰ）第71号

69 麻酔管理料（Ⅱ） （麻管Ⅱ）第5号

70 放射線治療専任加算 （放専）第12号

71 外来放射線治療加算 （外放）第11号

72 高エネルギー放射線治療 （高放）第16号

73 強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ） （強度）第3号

74 画像誘導放射線治療加算（ＩＧＲＴ) （画誘）第9号

75 体外照射呼吸性移動対策加算 （体対策）第8号

76 定位放射線治療 （直放）第10号

77 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 （定対策）第8号

78 病理診断管理加算１ （病理診Ⅰ）第9号

79 口腔病理診断管理加算１ （口病診1）第3号

80 クラウン・ブリッジ維持管理料 （補管）第1255号

81 歯科矯正診断料 （矯診）第40号

82
顎口腔機能診断料（顎変形症（顎離断等の手術を必要とするものに限る。）の手術前後におけ
る歯科矯正に係るもの）

（顎診）第17号


