
事 務 連 絡 

平成 24年 6月 12日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

平成 24年度診療報酬改定における胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術に係る 

施設基準の届出について 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、各地方厚生（支）局医療課あて連絡いた

しましたので、貴会におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお

願いいたします。 

  



（別添） 

 

社団法人 日本医師会 御中 

社団法人 日本歯科医師会 御中 

社団法人 日本薬剤師会 御中 

社団法人 日本病院会 御中 

社団法人 全日本病院協会 御中 

社団法人 日本精神科病院協会 御中 

社団法人 日本医療法人協会 御中 

社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

社団法人 日本看護協会 御中 

社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

財団法人 日本訪問看護振興財団 御中 

日本病院団体協議会 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

独立行政法人 国立がん研究センター 御中 

独立行政法人 国立循環器病研究センター 御中 

独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

独立行政法人 国際医療研究センター 御中 

独立行政法人 国立成育医療研究センター 御中 

独立行政法人 国立長寿医療研究センター 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房給与厚生課 御中 

防 衛 省 人 事 教 育 局 御中 

労働基準局労災補償部補償課 御中 

各都道府県後期高齢者広域連合 御中 

 



事 務 連 絡

平 成 2 4 年 ６ 月 1 2 日

各地方厚生（支）局医療課 御中

厚生労働省保険局医療課

平成24年度診療報酬改定における胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術に係る施設基準の

届出について

平成24年度診療報酬改定については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平

成24年厚生労働省告示第76号）等の関係告示等が公布され、その円滑な施行に御尽力

いただいているところですが、胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術に係る施設基準の届出

については下記のとおりと致しますので、その取扱いに遺漏なきを期されたい。

記

胸腔鏡又は腹腔鏡を用いた手術は、平成24年度診療報酬改定により、診療報酬の

算定方法（平成20厚生労働省告示第59号）第10部手術の通則５の規定により施設基

準の届出が必要となったところであるが、平成24年度診療報酬改定前から保険収載

されている別添の手術については、当該施設基準について、平成24年６月30日まで

に届け出た場合には、平成24年４月１日に遡って算定が可能であること。
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K196-2   胸腔鏡下交感神経節切除術（両側）              

K487 3   漏斗胸手術 胸腔鏡によるもの                

K513   胸腔鏡下肺切除術                      

K513-2   胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術                  

K513-3   胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術                  

K513-4   胸腔鏡下肺縫縮術                      

K530-2   腹腔鏡下食道アカラシア形成手術               

K634    腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）              

K647-2   腹腔鏡下胃，十二指腸潰瘍穿孔縫合術             

K654-3   腹腔鏡下胃局所切除術                    

K655-2 1   腹腔鏡下胃切除術 単純切除術                

K655-2 2   腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術               

K657-2 1   腹腔鏡下胃全摘術 単純全摘術                

K657-2 2   腹腔鏡下胃全摘術 悪性腫瘍手術               

K660-2   腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術            

K666-2   腹腔鏡下幽門形成術                     

K667-2   腹腔鏡下噴門形成術                     

K667-3   腹腔鏡下食道噴門部縫縮術                  

K671-2 1   腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 胆嚢摘出を含むもの       

K671-2 2   腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 胆嚢摘出を含まないもの     

K672-2   腹腔鏡下胆嚢摘出術                     

K692-2   腹腔鏡下肝嚢胞切開術                    

K711-2   腹腔鏡下脾摘出術                      

K714-2   腹腔鏡下腸管癒着剥離術                   

K716-2 1   腹腔鏡下小腸切除術  悪性腫瘍手術以外の切除術       

K718-2 1   腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの       

K718-2 2   腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの         

K719-2 1   腹腔鏡下結腸切除術 小範囲切除、結腸半側切除        

別 添
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K719-2 2   腹腔鏡下結腸切除術 全切除、亜全切除            

K719-3   腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術                 

K735-3   腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術                

K740-2 1   腹腔鏡下直腸切除・切断術 切除術              

K740-2 2   腹腔鏡下直腸切除・切断術 低位前方切除術          

K740-2 3   腹腔鏡下直腸切除・切断術 切断術              

K751-3   腹腔鏡下鎖肛手術（腹会陰，腹仙骨式）            

K754-2   腹腔鏡下副腎摘出術                     

K769-2   腹腔鏡下腎部分切除術                    

K770-2   腹腔鏡下腎嚢胞切除縮小術                  

K772-2   腹腔鏡下腎摘出術                      

K773-2   腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術               

K778-2   腹腔鏡下腎盂形成手術                    

K834-2   腹腔鏡下内精巣静脈結紮術                  

K836-2   腹腔鏡下腹腔内停留精巣陰嚢内固定術             

K863    腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術                

K872-2   腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術               

K877-2   腹腔鏡下腟式子宮全摘術                   

K878-2   腹腔鏡下広靱帯内腫瘍摘出術                 

K886 2   子宮附属器癒着剥離術（両側） 腹腔鏡によるもの       

K887 2   卵巣部分切除術（腟式を含む） 腹腔鏡によるもの       

K887-2 2   卵管結紮術（腟式を含む）（両側） 腹腔鏡によるもの     

K887-3 2   卵管口切開術 腹腔鏡によるもの               

K887-4   腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術                 

K888 2   子宮附属器腫瘍摘出術（両側） 腹腔鏡によるもの       

K888-2 2 
  卵管全摘除術，卵管腫瘤全摘除術，子宮卵管留血腫手術（両側）

腹腔鏡によるもの       

K912 2   子宮外妊娠手術 腹腔鏡によるもの              

K913-2 2   性腺摘出術 腹腔鏡によるもの                

 


	【各団体あて事務連絡】平成24年度診療報酬改定における胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術に係る施設基準の届出について
	【事務連絡】平成24年度診療報酬改定における胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術に係る施設基準の届出
	01（事務連絡案）腹腔鏡
	02（別添）平成24年改定前後腹腔鏡手術　状況（腹腔鏡）（確認済み）


