
臨床調査個人票（指定難病）
作成時の注意事項（案）
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〔指定難病臨床調査個人票に関する問い合わせ先〕
事務局 TEL: 0985-28-2111（中央保健所内）

書類提出先の各保健所
都城：0986-23-4504
延岡：0982-33-5373
日向：0982-52-5101
高鍋：0983-22-1330
日南：0987-23-3141
小林：0984-23-3118
高千穂：0982-72-2168

宮崎市（県庁健康増進課）：0985-44-2621

臨床調査個人票（指定難病）
作成時の注意事項

第１版（令和４年３月作成）



⑴ はじめに
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難病指定医の皆様へ

新規申請については、毎月100件以上、６月から９月
の更新時期には8,000件以上の臨床調査個人票(臨個票)が
作成・提出されています。
本県では、事務局にて書類上の一次審査後を終えたの

ち宮崎県指定難病審査会で医学的審査を行います。今年
度より機械読み取り式(AiOCR,RPA)による更新書類の一次
審査が導入され、記載漏れや書類不備があると本審査を
受けることができなくなることがあります。注記がある
場合には、臨個票の特記事項欄にその詳細をご記入下さ
い。

以下に臨床調査個人票の書類作成上の注意事項をまと
めています。迅速な審査決定のために正確な臨個票の作
成をお願い致します。



⑵ 臨床調査個人票の審査について
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対象疾病の指定難病の診断基準に該当する

病状の程度(重症度)の基準を満たす

※軽症高額該当基準を満たす

不認定認定

YES NO

YES NO

臨床調査個人票（診断書）をもとに審査

【認定要件】

①診断基準と重症度基準をどちらも満たすこと
②重症度基準を満たさないが、軽症高額該当基準を満たすこと

※軽症高額該当基準については、
次ページを参照すること

医療費申告書の
提出

YES NO



⑶ 軽症高額該当基準とは

4

診断基準は満たすが、重症度基準を満たさない場合であっても、高額な
医療費（※）がかかっている場合は、医療費助成の対象とする制度

＜医療費を考慮する期間＞
ア「支給認定申請をした月」から起算して12ヶ月前までの期間
イ「指定難病が発症した月」から支給認定申請した月までの期間

【例】ア支給認定をした日：令和３年７月２日
イ指定難病が発症した年月：令和２年６月
（臨床調査個人票の基本情報「発症年月」に基づく）

※高額な医療費とは、申請を行う月以前の12か月間（発症１年未満の場合
には発症月から申請月の間）において、指定難病に係る医療費の総額が
33,330円（10割）を超える月が３回以上あることを指す

⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

発症年月 12ヶ月前 申請

【イ】の期間

【ア】の期間

いずれか短い
期間を適用



⑷ 医療費助成の対象範囲
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医療費助成の対象となる
医療の範囲

指定難病及び当該指定難病に不随して発生する
傷病に関する医療等

対象となる医療の内容 入院、外来、院外薬局、訪問看護
（保険適用外の費用やサービスは対象外となり
ます。）

対象となる介護の内容 訪問看護、訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導、介護療養施設サービス
介護医療院サービス

＜医療費助成の対象外となるもの＞
・受給者証に記載されている有効期間外にかかった医療
・認定されている疾病及び付随する傷病以外の治療（例；感冒やう歯など）
にかかった医療費や薬代

・接骨院・鍼灸・あんま・マッサージ・柔道整復にかかった治療費
・臨床調査個人票などの各種証明書にかかる料金（文書料等）
・めがねやコルセット、車椅子の補装具、治療用装具の費用



⑸ 記載方法について①
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臨床調査個人票の全体的な留意事項に
ついては、下記の厚生労働省ホーム
ページ（臨床調査個人票について）の
「改正臨床調査個人票記入にあたって
の留意事項ver.3」をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000170897.html

レで記入する
（他は読み取れません）



⑹ 記載方法について②
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■新規・更新
［１ページの右上］新規・更新いずれかをレ点で記入

更新申請漏れは「新規申請」を選択します

■様式について
必ず指定された最新の様式をご使用ください。
※更新申請の自動判定（機械判定）を行います。
様式の改変（院内システムでの独自帳票、縮小/拡大プリント、
自由記載欄の拡張など）を行うとAiOCRで正しく読み取れません

■検査所見
検査実施日の記載を確認します
検査データは各項目で単位が異なるため、小数点の記載漏れがないか注意

※白血球・赤血球・血小板について
の記載誤りの例

（検査値をデータのまま入力した）

万

万



⑺ 記載方法について③

8

■指定医番号
本県の指定医は「４５」から始まる１０桁の番号
＊誤りのないよう記載下さい

■重症度分類

適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であって、記載年月日
から直近６か月で最も悪い状態を記載する

有効期間は記載日から３か月間

T（専門医） 45T○○○○○○○
K（WEB研修修了） 45T○○○○○○○



⑻ 添付書類が必須な疾患【新規】①
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■添付書類が必須
※画像は必ず当該疾患の根拠となる所見を有するものを添付すること

疾患
番号

疾患名 添付書類の種類

14
慢性炎症性脱髄性多発神経炎／
多巣性運動ニューロパチー

神経伝導検査レポートまたは同内容の写し
（判読医の氏名が記載されたもの）

22 もやもや病 脳血管造影(またはMRA)画像

50 皮膚筋炎／多発性筋炎
診断が「無筋症性皮膚筋炎」である場合、皮膚病理所
見が必須。筋原性変化ありの場合、筋電図

57
58
59

特発性拡張型心筋症
肥大型心筋症
拘束型心筋症

胸部X線写真、12誘導心電図、心エコー図
など

68
69

黄色靱帯骨化症
後縦靱帯骨化症

患部のわかるX線・CT・MRI等の画像

70 広範脊柱管狭窄症 患部のわかるX線・CT・MRI等の画像

71 特発性大腿骨頭壊死症 患部のわかるX線・CT・MRI検査等の画像

85 特発性間質性肺炎
胸部X線写真・(HR)CT検査等の画像

↑※蜂巣肺がみえる画像



⑻ 添付書類が必須な疾患【新規】②
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■添付書類が必須
※画像は必ず当該疾患の根拠となる所見を有するものを添付すること

疾患
番号

疾患名 添付書類の種類

86
87
88

肺動脈性肺高血圧症
肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症
慢性血栓塞栓性肺高血圧症

胸部X線写真

90 網膜色素変性症 網膜電図と視野検査結果

96 クローン病 消化管造影画像または内視鏡カラー写真

97 潰瘍性大腸炎 内視鏡カラー写真、病理検査報告書の写し

127 前頭側頭葉変性症
画像読影レポートまたは同内容の写し
（判読医の氏名が記載されたもの）

224 紫斑病性腎炎 病理所見レポート

271 強直性脊椎炎 X線やMRI検査の画像

273 肋骨異常を伴う先天性側弯症 X線検査の画像

289
290

クロンカイト・カナダ症候群
非特異性多発性小腸潰瘍症

消化管造影検査または内視鏡カラー写真



⑼ 添付書類が必要な疾患【新規】
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■必要に応じて添付を求めるもの（＝必須ではない）
※画像は必ず当該疾患の根拠となる所見を有するものを添付すること

疾患
番号

疾患名 添付書類の種類

11 重症筋無力症 単線維筋電図の検査レポート

13
多発性硬化症／視神経
脊髄炎

MRI検査等の画像

21 ミトコンドリア病
画像検査の場合：放射線科の読影レポート
病理検査の場合：病理科の病理診断レポート

23 プリオン病 CT・MRI検査等の画像

40 高安動脈炎 病変のわかる造影CT・MRI画像など

46 悪性関節リウマチ 胸部X線検査など臓器障害の重症度に関する画像

67 多発性嚢胞腎 エコー・CT・MRI検査等の画像

84 サルコイドーシス 胸部単純X線検査等の画像

89 リンパ脈管筋腫症
「診断のカテゴリー」欄の「臨床診断例」にチェックが
ある場合、胸部CT画像が必須。

91 バッド・キアリ症候群
門脈の所見がある画像写真
（血管造影等、病変がわかる画像）



⑽ 各疾患における留意事項について
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※以下に各疾患ごとによくある誤りや注意事項をまとめています
書類をかかれる疾病についてご確認ください。

疾患群
疾病
番号

疾患名
スライド
番号

循環器系疾患

57 特発性拡張型心筋症 33-34

58 肥大型心筋症 35

88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 36

血液性疾患
60 再生不良性貧血 37-38

63 特発性血小板減少性紫斑病 39-40

腎・泌尿器系疾患

66 IgA腎症 41-42

67 多発性嚢胞腎 43

222 一次性ネフローゼ 44

骨・関節系疾患

68 黄色靱帯骨化症
45-46

69 後縦靱帯骨化症

71 特発性大腿骨頭壊死症 47-48

呼吸器系疾患
84 サルコイドーシス 49

85 特発性間質性肺炎 50-52

消化器系疾患
96 クローン病 53-54

97 潰瘍性大腸炎 55-58

耳鼻科系疾患 306 好酸球性副鼻腔炎 59-60

疾患群
疾病
番号

疾患名
スライド
番号

神経・筋疾患

6 パーキンソン病 13

13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 14-15

17 多系統萎縮症 16-17

18 脊髄小脳変性症 18

22 もやもや病 19-20

免疫系疾患

43 顕微鏡的多発血管炎 21

50 皮膚筋炎／多発性筋炎 22

51 全身性強皮症 23

52 混合性結合組織病 24

53 シェーグレン症候群 25-26

56 ベーチェット病 27

72-1 下垂体ADH分泌異常症 28

78 下垂体前葉機能低下症 29-30

300 IgG4関連疾患 31

眼科系疾患 90 網膜色素変性症 32



6 パーキンソン病 〔神経・筋〕
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留意事項（新規）

P2 特異的異常がない場合、
「非該当」ではなく「該当」
となり、画像所見は「なし」

画像所見と所見に矛盾がある
場合はP6の特記事項に記載

CT/MRI検査の実施日が、発症日
や申請日より数年前の場合は、
P6の特記事項欄に説明を記載



13 多発性硬化症／視神経脊髄炎① 〔神経・筋〕

14

留意事項（新規）

P7

例）○○○○年○月から～という症状があった。

時間的・空間的な多発について、詳
細をP6の特記事項欄に記載

P6 画像所見及び検査所見
との整合性を確認



13 多発性硬化症／視神経脊髄炎②

15

留意事項（新規・更新）

P10

グレードと運動機能との整
合性を確認

矯正視力、視野ともに、良好な眼の測定
値を用いる。
視力狭窄ありとは、中心の残存視野が
ゴールドマンⅠ-4指標で20度以内とする。



17 多系統萎縮症① 〔神経・筋〕
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P7

Probable MSA は 1+3 または 2+3
Possible MSAは 1+3+4 または 2+3+4
上記症状が揃っていなければ認定できません

記入にあたり、P2～P6の症状及び検査に関する
記載との整合性を確認

留意事項（新規）



17 多系統萎縮症②

17

P7 留意事項（新規） P2

P5

自立神経系症状については
P2「睡眠時障害の有無」と
P5「自立神経系」との整合性を確認



18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 〔神経・筋〕

18

遺伝性脊髄小脳変性症
が疑われる場合、可能
な限り遺伝子検査を実
施下さい

P2-P3

留意事項（新規）



22 もやもや病① 〔神経・筋〕

19

P6

P3

留意事項（新規・更新）

手術適応者及び術後５年以内の手術患者に
該当する場合、特記事項欄に手術日・手術
予定日を記載する

例）○○○○年○月○日○○バイパス術施行
△△△△年△月手術予定



20

22 もやもや病②

留意事項（更新）

P4

P3

例）○月○日に再発があったため。
△月△日にCT検査、～の所見があった。

P6

特記事項欄にその詳細を記載
する

脳卒中の再発に該当する場合は、
重症度分類との整合性を確認し、



43 顕微鏡的多発血管炎 〔免疫系〕

21

留意事項（新規・更新） 重症度分類は、記載日から直近６ヶ月以
内で、最も悪い状態で記載
３度以上に該当する場合は、注１～注３
のいずれに該当するか、P７特記事項欄
に記載する

P7

例）○○○○年○月○日に重症度を判定し、○○
の所見が注１の aに該当した

P9



50 皮膚筋炎／多発性筋炎 〔免疫系〕

22

留意事項（新規・更新）
P2

P6

P3

症状及び検査所見、重症度分類は、
記載日から直近６ヶ月以内で、最も
悪い状態で記載

重症度分類と該当する症状及び検
査所見との整合性の確認する



51 全身性強皮症 〔免疫系〕
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←直近6ヶ月以内のmRss・P2-P3「スキンスコア」との整合性を確認

←直近６ヶ月以内の胸部HRCT･FVCおよび酸素療法の有無

←直近６ヶ月以内のNYHA分類･心電図･心エコー

←直近６ヶ月以内のeGFR

←直近６ヶ月以内の消化管病変の有無

←直近６ヶ月以内の消化管病変の有無

留意事項（新規・更新） 重症度分類は、記載日から直近６ヶ月以内で、
最も悪い状態で記載

P7



52 混合性結合組織病 〔免疫系〕

24

留意事項（新規・更新）
P8

症状及び検査所見・重症度分類は、記載
日から直近６ヶ月以内で、最も悪い状態
で記載
重症度分類とP3-P4「症状」の各項目との
整合性を確認

P3-P4



53 シェーグレン症候群① 〔免疫系〕

25

留意事項（新規）P4

P3

検査所見及び重症度分類は、記載日から
直近６ヶ月以内で、最も悪い状態で記載

重症度分類とP3「検査所見」の各項目と
の整合性を確認a または b-1+b-2



53 シェーグレン症候群②

26

留意事項（新規・更新）P4

P5

重症度分類は、記載日から直近
６ヶ月以内で、最も悪い状態で
記載

ESSDAIは、領域ごとに重み(係数)が異なり、
算定の際にはご注意ください
重み(係数)×活動性 で５点以上が対象



56 ベーチェット病 〔免疫系〕

27

留意事項（新規・更新）
P8

P5

症状（主症状・副症状）及び検査
所見・重症度分類は、記載日から
直近６ヶ月以内で、最も悪い状態
で記載

重症度とP2-P3「症状」
の整合性を確認

※失明とは、両眼の視力の和が0.12以下又は両眼の視野がそれぞれ
10度以内のものをいう。

非発作時の視力は、
６ヶ月以内のものを記載

重症度とP6「診断のカ
テゴリー」の整合性を
確認



72-1 下垂体性ADH分泌異常症（中枢性尿崩症）

28

留意事項（新規・更新）

ADH単独低下or複数ホルモンの低下で疾患群が異なります。
72-1：ADHのみの単独低下症
78：ADHと他のホルモン低下がある場合



78 下垂体前葉機能低下症①

29

留意事項（新規・更新）

078-01 ゴナドトロピン分泌低下症
078-02副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）分泌低下症
078-03 甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症
078-04 GH分泌不全性低身長症（小児）
078-05 成人GH分泌不全症
078-06 プロラクチン（PRL）分泌低下症

当疾患には枝番号が６つありますが
同一疾患で複数に罹患していても、78-1から6の臨床調査個人票は
いずれか１つのみを記載します
※どのカテゴリーを選択するかは主治医の判断です

＜例＞障害されているホルモンが、01,02,06の３種類の場合
078-01 ゴナドトロピン分泌低下症
078-02 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）分泌低下症
078-06 プロラクチン（PRL）分泌低下症

↓
いずれも診断基準を満たしているが、主治医の判断で、01のみを提出
する。



78 下垂体前葉機能低下症②
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留意事項（新規）

患者の病状から、負荷試験の侵襲性が強く、生命に危機が及ぶ等の理由
で検査が未実施の場合、P4の特記事項欄にその理由を記載します

あわせて、その疾病と診断した他の根拠（所見）についても記載下さい

例）負荷試験については、本人への侵襲が強く、実施すると生命に
危機が及ぶ可能性があるため実施せず。
○○と××の所見がみられ、□□は否定されるため、臨床的に
△△と判断。

P4



300 ＩｇＧ４関連疾患 〔免疫系〕

31

留意事項（新規・更新）

「ステロイド治療開始後６ヶ月を経過した
後、ステロイド依存性またはステロイド抵
抗性により臓器障害が残るもの」を重症度
を満たすと判定します
※IgG4関連疾患と診断、ステロイド治療開
始後６ヶ月以内では重症度を満たしません

重症度分類は、記載日から
直近６ヶ月以内で、最も悪
い状態で記載

P4

臓器障害について、重症度分類に列記されていない臓器において臓器障害が
残ると判断された場合は、P3の特記事項欄に記載



90 網膜色素変性症 〔眼科〕

P3

P4

32

矯正視力、視野ともに、良好な方
の眼の測定値を用いて判定してく
ださい。

検査所見及び重症度判定は、
記載日から直近６ヶ月以内で
最も悪い状態で記載してくだ
さい。

留意事項（新規・更新）



57 特発性拡張型心筋症① 〔循環器系〕

33

留意事項（新規・更新）

P10発症と経過「入院
歴」との整合性を確認

心房細動は「２.非持続性心室頻拍または
上室性頻脈性不整脈」に該当

P14

P9検査所見「特殊」との
整合性を確認



57 特発性拡張型心筋症②
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留意事項（新規・更新）

中等症：NYHAⅡ度であり“かつ”不整脈(２)
or入院歴(２) or BNP/NT-proBNP（２）の
いずれかを満たす場合

P14
重症度分類は、記載日から
直近６ヶ月以内で、最も悪
い状態で記載

各項目の整合性を確認



58 肥大型心筋症 〔循環器系〕
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留意事項（新規・更新）P15 中等症：NYHAⅡ度であり“かつ”
不整脈(２) or 入院歴(２) or 
突然死リスク(２)のいずれかを満
たす場合

心房細動は、「２.非持続性心室頻拍
または上室性頻脈性不整脈」に該当

突然死のリスクについては、注釈に基
づき判断します
以下の項目との整合性を確認
・左室最大壁厚：P5「心エコー図」
・突然死の家族歴：P1「家族歴」

新規：P11「大項目③」
更新：左室最大壁厚、突然死の家族歴

これ以外の項目については、P11特記
事項欄に記載する



88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 〔循環器系〕
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留意事項（更新）
P7

点線太枠は、更新時には必ず記載

P11

重症度分類は、記載日から直近
６ヶ月以内で、最も悪い状態で
記載
＊更新時の分類で判定する

P5「心エコー」三尖弁収縮期圧較
差との整合性を確認する
検査は、記載日から直近６ヶ月以
内で、最も悪い状態で記載



60 再生不良性貧血① 〔血液〕

37

P3

P8

留意事項（新規・更新）

末梢血検査は
新規：診断時または治療前
更新：記載日から直近６ヶ月以内で、

最も悪い状態
で記載

P3「検査所見」の
・網赤血球
・好中球
・血小板
とP8「重症度分類」との
整合性を確認する



60 再生不良性貧血②

38

留意事項（更新）
P6

1. PNHに該当する場合、再生不良性貧血に不随
する病態（移行例）であると判断されれば、
PNHの追加申請の必要なし

2.MDS、3.急性骨髄性白血病、4.その他に該当する場合、重症度を満たし
ていれば再生不良性貧血の治療についても引き続き助成の対象となる

ただし、MDS及び急性骨髄性白血病等の治療については、助成の対象外



63 特発性血小板減少性紫斑病① 〔血液〕

39

留意事項（新規）

骨髄検査については、検査結果
が判明するまでに時間を要する
ため、未記載で提出される場合
には追記を求めることがありま
す



63 特発性血小板減少性紫斑病②
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重症度基準で StageII以上を対象とする。 

（血小板） 

特発性血小板減少性紫斑病重症度基準 

 臨  床  症  状 

血小板数 

（×104/µL） 
無 症 状 皮下出血*1 粘膜出血*2 重症出血*3 

５≦  ＜10 

２≦  ＜５ 

＜２ 

I 

II 

III 

I 

III 

IV 

II 

IV 

IV 

IV 

V 

V 

＊１ 皮下出血：点状出血、紫斑、斑状出血 

＊２ 粘膜出血：歯肉出血、鼻出血、下血、血尿、月経過多など 

＊３ 重症出血：生命を脅かす危険のある脳出血や重症消化管出血など 

留意事項（新規・更新） P3P2

P8
出血症状及び検査所見・重症度
分類は、記載日から直近６ヶ月
以内で最も悪い状態で記載

重症度分類は、出血症状と血小板数との
整合性を確認
※血小板数が10万/μLの場合、ステージ
は「６.該当なし」



66 IgＡ 腎症① 〔腎・泌〕

41

留意事項（新規）

腎生検病理組織所見においての必須所見は(2)のみであり、(1)(3)が該当
する必要はありません ＊臨個票の訂正

正：(2)を必須所見とし、鑑別診断(C-1)の疾患を全て除外できる
誤：(2)を必須所見とし、(1),(3)のいずれかが観察され、鑑別診断(C-1)

の疾患を全て除外できる

P6



66 IgＡ 腎症②
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留意事項（新規・更新）

P3

検査所見は、記載日から直近６ヶ
月以内で最も悪い状態で記載

P8

A.CKD及びB.蛋白尿
直近６ヶ月以内で最も悪い状態
で記載

C.腎生検についての記載は

新規：直近６ヶ月以内に実施した場合
更新：１年以内に実施した場合のみ



67 多発性嚢胞腎 〔腎・泌〕
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留意事項（新規・更新）P3

P6

B.腎容積は、P3の「腎容積測定検査」
との整合性を確認
「腎容積750mL以上」かつ「腎容積増大
速度5%/年以上」が該当
新規：直近６ヶ月以内に実施した場合

更新：１年以内に実施した場合のみ

A.CKDはP3「腎機能検査」との
整合性を確認

腎機能検査及び腎容積測定検
査・重症度分類は記載日から
直近６ヶ月以内で、最も悪い
状態で記載
※更新の場合、腎容積測定検査は
１年以内に実施している場合のみ
記載してください。



222一次性ネフローゼ症候群 〔腎・泌〕
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留意事項（新規・更新）P6 P5

P4

1.ネフローゼ症候群の後、一度も完全寛解に至
らない場合
P5-P6「治療その他」に使用中のステロイド・免
疫抑制剤薬と投与量を記載

2.ステロイド依存性あるいは頻回再発型を呈する場合
P4「臨床所見」に再発の有無、P5–P6 「治療その他」に
ステロイド等の使用について記載
P4 特記事項欄に依存性や頻回再発の記載する

P6
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68 黄色靱帯骨化症① 〔骨/関節〕
69 後縦靱帯骨化症①

留意事項（新規・更新）P5

P6

２項目ともに「はい」に該当
することが必須です
「いいえ」に該当がある場合、
重症度分類は「非該当」

機能評価の判定について、整合
性を確認
記載日から直近６ヶ月以内で
最も悪い状態で判定
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68 黄色靱帯骨化症②
69 後縦靱帯骨化症②

留意事項（新規・更新）P5

「手術治療を行う場合」に該当す
る場合には、手術時期を記載する
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留意事項（新規）

P3

特定医療費支給認定には、鑑別診断で明記されている１～11の全ての疾患
が除外可であることが必要
11については、制度の利用についてご本人に確認してください

71 特発性大腿骨頭壊死症① 〔骨/関節〕
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71 特発性大腿骨頭壊死症②

留意事項（新規・更新）

P7-P8

病型分類及び病期分類、JOA Hip
scoreは、記載日から直近６ヶ月
以内で、最も悪い状態で判定
P3の特記事項欄に、判定日を記
載する

P6

手術後６ヶ月以上経過して
いる場合、JOA Hip score
で重症度を評価する



84 サルコイドーシス 〔呼吸器〕
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留意事項（新規・更新）

P8

点眼薬によるステロイド治療、後部テノン
襄下注射は、全身ステロイド治療には含ま
れません

多臓器疾患であるため、全身状態を診て治療を行っている主治医によ
る判断のもと、臨個票を作成します



85 特発性間質性肺炎① 〔呼吸器〕
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留意事項（新規）

特発性肺線維症以外の特発性間質性肺炎は、
⑤病理診断を満たさない場合です

＊臨個票の訂正

正：下記⑤を満たさないもので…
誤：下記①～④を満たし…

P5



85 特発性間質性肺炎②
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P4

P7

留意事項（新規・更新）

安静時PaO2と６分間歩行試験の数値
をもって重症度分類を判定します

検査所見及び重症度判定は、記載日
から直近６ヶ月以内で最も悪い状態
で記載



85 特発性間質性肺炎③
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P4 留意事項（新規・更新）

血液ガス(安静時PaO2）は重症度判定に必須

在宅酸素療法中であれば、計測日及びその際
の酸素投与量を特記事項欄に記載する

P7

例）○○○○年○月○日
酸素○ℓ投与下で安静時PaO2測定

P6
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96 クローン病① 〔消化器〕

留意事項（新規・更新）
P3 P4

P10

主症状及び検査所見・重症度判定は、記
載日から直近６ヶ月以内で最も悪い状態
を記載
主症状の年月日・検査日≦重症度算定日 IOIBDスコアの該当項目と主症状

及び検査所見の整合性を確認
スコア合計に誤りがないか確認
する
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96 クローン病②

留意事項（新規・更新）P10 ストマ造設をされている方
の場合、排便回数の項目を
除いて重症度を判定

粘血便（回数は関係ない）で
スコアがカウントできる場合
は、P6の特記事項欄に記載

P9
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97 潰瘍性大腸炎① 〔骨/関節〕

留意事項（新規）

P3

P2

内視鏡検査、生検組織学的検査、
糞便病原性微生物検査の記載は
必須です

検査結果の記載についても
確認する



97 潰瘍性大腸炎②
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留意事項（新規・更新）
P3

P4

重症度判定及び血液検査所見は、記載
日から直近６ヶ月以内で、最も悪い状
態で記載

ストマ造設をされている方
の場合、排便回数の項目を
除いて重症度を判定



97 潰瘍性大腸炎③
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留意事項（新規・更新）

P4P4

・理学所見（脈拍、体温）
・臨床症状（排便回数/発熱/
頻脈/貧血/血沈/劇症）
・検査所見（ヘモグロビン/
血沈）

と重症度分類との整合性を確認

P3



97 潰瘍性大腸炎④
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留意事項（新規・更新）
P3

例）重症度分類では中等症に該当するが、頻脈については、
潰瘍性大腸炎と関連ないと思われるため、軽症と判断した。

P9

P4

所見と重症度分類の判定が異なる場合は、
特記事項欄に理由を記載



306 好酸球性副鼻腔炎① 〔耳鼻科〕
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留意事項（新規・更新）

P3

３視野全てで測定をし、その平均値
を記載する



306 好酸球性副鼻腔炎②
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留意事項（新規・更新）

好酸球性中耳炎を合併している
場合は、上記重症度分類と関係
なく、重症に該当します

P4

P3
重症度分類は、記載日から
直近６ヶ月以内で、最も悪
い状態で記載


