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令和４年度診療報酬改定の概要について



※ 本資料修現時点綬州改定州概要叔主紹介殊柔酒酋州酬州綬あ戎含必狩
手酬最終的収施行内容爵反映取汁樹い収い場合等爵あ戎蹴殊岸算定要
件・施設基準等州詳細周寿い樹修含関連殊柔告示・通知等叔主確認錫
首取い岸

※ 本資料修含凝桐掲載後周適宜修正殊柔場合爵あ戎蹴殊州綬主留意錫首
取い岸
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痛和臽烝燵診療報酬改定癉瘨い瘳

教．診療報酬 ＋挟．狂況％
※教 う ※橋～狭 除く改定分 ＋挟．橋況％

各科改定率 医科 ＋挟．橋矯％
歯科 ＋挟．橋興％
調剤 ＋挟．挟脅％

※橋 う 看護 処遇改善 特例的 対応 ＋挟．橋挟％
※況 う 処方箋季反復利用 処方箋稀 導入 活用促進 効率化 ▲挟．教挟％季症状 安定 い 患者 い 医師 処方

医療機関 行 医師及び薬剤師 適切 連携 下 一定期間内 処方箋 反復利用 分割調剤 異 実効的 方策 導
入 再診 効率化 そ 効果 い 検証 行う稀

※狂 う 不妊治療 保険適用 特例的 対応 ＋挟．橋挟％
※狭 う 小児 感染防止対策 係 加算措置季医科分稀 期限到来 ▲挟．教挟％

歯科 調剤分 い 感染防止等 必要 対応 充

橋．薬価等
恱 薬価 ▲教．況狭％
※教 う 実勢価等改定 ▲教．狂狂％
※橋 う 不妊治療 保険適用 特例的 対応 ＋挟．挟興％
恾 材料価格 ▲挟．挟橋％

上記 ほ 新型コ 感染拡大 明 課題等 対応 良質 医療 効率的 提供 体制 整備等 観点 次 項目
い 中央社会保険医療協議会 議論 踏 え 改革 着実 進

医療機能 分化 強化 連携 推進 向 提供 い 医療機能や患者像 実態 即 看護配置胸対教 入院基本料 含 入院医
療 評価 適正化
在院日数 含 医療 標準化 向 DPC制度 算定方法 見直 等 更 包括払い 推進
医師 働 方改革 係 診療報酬上 措置 い 実効的 仕組 う見直
外来医療 機能分化 連携 向 医機能 係 診療報酬上 措置 実態 即 適切 見直
費用対効果 踏 え 後発医薬品 調剤体制 係 評価 見直
薬局 収益状況 経営 効率性等 踏 え 多店舗 有 薬局等 評価 適正化
OTC類似医薬品等 既収載 医薬品 保険給付範囲 見直 薬剤給付 適正化 観点 湿布薬 処方 適正化

診療報酬改定
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痛和臽烝燵診療報酬改定癉瘨い瘳

看護職員 処遇改善 い コ 克服 新時代開拓 経済対策 季令和況年11月19日閣議決定稀及び 公的価格評価
検討委員会中間整理 季令和況年12月21日稀 踏 え 令和狂年度診療報酬改定 い 地域 コ 医療 一定 役割 担う
医療機関季注教稀 勤務 看護職員 対象 10月以降収入 況％程度季月額平均12,000円相当稀引 上 処遇改善
仕組 季注橋稀 創設 処遇改善 当 介護 障害福祉 処遇改善加算 仕組 参考 予算措置 確実 賃
金 反映 う 適切 担保措置 講
季注教稀救急医療管理加算 算定 救急搬送件数200台／年以上 医療機関及び三次救急 担う医療機関
季注橋稀看護補助者 理学療法士 作業療法士等 コ 処遇改善 処遇改善 収入 充 う柔軟 運用 認

看護周杓寂柔処遇改善周寿い樹
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改定州基本的視点需具体的方向性

令和狂年度診療報酬改定州基本方針季概要稀

季況稀患者・国民周需呪樹身近綬あ呪樹含安心・安全綬質州高い医療州実現
妓具体的方向性州例宜
○患者周需呪樹安心・安全周医療叔受寂従汁柔酒酋州体制州評価や医薬品州安定供給

州確保等
○医療周杓寂柔ICT州利活用・緒準順承化臭州対応
○淑塾署俊妾周酬着目手酒評価州推進
○重点的収対応爵求酋従汁柔分野周寿い樹含国民州安心・安全叔確保殊柔観点灼従州

適切収評価
○口腔疾患州重症化予防含口腔機能低下臭州対応州充実含生活州質周配慮手酒歯科医療

州推進
○薬局州地域周杓寂柔灼灼戎寿寂機能周応朱酒適切収評価含薬局・薬剤師業務州

対物中心灼従対人中心臭州転換州推進含病棟薬剤師業務州評価

季狂稀効率化・適正化叔通朱酒制度州安定性・持続可能性州向上
妓具体的方向性州例宜
○後発医薬品や序縮述後続品州使用促進
○費用対効果評価制度州活用
○市場実勢価格叔踏蹴え酒適正収評価等
○医療機能や患者州状態周応朱酒入院医療州評価季再掲稀
○外来医療州機能分化等季再掲稀
○重症化予防州取組州推進
○医師・病棟薬剤師需薬局薬剤師州協働州取組周十柔医薬品州適正使用等州推進
○効率性等周応朱酒薬局州評価州推進

季橋稀安心・安全綬質州高い医療州実現州酒酋州医師等州働酌方改革等
州推進妓重点課題宜

妓具体的方向性州例宜
○医療機関内周杓寂柔労務管理や労働環境州改善州酒酋州嘗助準娼ン署淳潤庶妾州実践

周資殊柔取組州推進
○各職種爵腫汁趣汁州高い専門性叔十分周発揮殊柔酒酋州勤務環境州改善含順潤竣・

淳熟淑彰ン舜／順潤竣・淳傷庶祝ン舜 含初ー妾医療州推進
○業務州効率化周資殊柔ICT州利活用州推進含腫州他長時間労働収囚州厳手い勤務環境

州改善周向寂樹州取組州評価
○地域医療州確保叔図柔観点灼従早急周対応爵必要収救急医療体制等州確保
○令和況年11月周閣議決定取汁酒経済対策叔踏蹴え含看護州現場綬働錫方々州収入州

引上弱等周係柔必要収対応周寿い樹検討殊柔需需酬周含負担軽減周資殊柔取組叔推進

季教稀新型循招薯塾縮承潤感染症等周酬対応綬酌柔効率的・効果的綬
質州高い医療提供体制州構築妓重点課題宜

妓具体的方向性州例宜
○当面含継続的収対応爵見込蹴汁柔新型循招薯塾縮承潤感染症臭州対応
○医療計画州見直手酬念頭周新興感染症等周対応綬酌柔医療提供体制州構築

周向寂酒取組
○医療機能や患者州状態周応朱酒入院医療州評価
○外来医療州機能分化等
○灼灼戎寿寂医含灼灼戎寿寂歯科医含灼灼戎寿寂薬剤師州機能州評価
○質州高い在宅医療・訪問看護州確保
○地域包括駿淑淳潤庶妾州推進州酒酋州取組

▶ 新興感染症等周酬対応綬酌柔医療提供体制州構築収囚医療叔取戎巻錫課題臭州対応
▶ 健康寿命州延伸含人生100年時代周向寂酒鬼全世代型社会保障亀州実現
▶ 患者・国民周身近綬あ呪樹含安心・安全綬質州高い医療州実現
▶ 社会保障制度州安定性・持続可能性州確保含経済・財政需州調和
社会保障州機能強化需持続可能性州確保叔通朱樹含安心収暮従手叔実現手含成長需分配州好循環州創出周貢献殊柔需いう視点酬重要岸

改定周当酒呪樹州基本認識
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令和４年度診療報酬改定の基本方針

臤臖改定癉当瘓瘥瘳癮基鑚認識埞

飢新興感染症等周酬対応綬酌柔医療提供体制州構築収囚医療叔取戎巻く課題臭州対応騎
○ 我爵国州医療制度修含惹汁蹴綬含医療州淑竣純潤や質叔確保手寿寿含持続可能収医療提供体制叔確保手樹い錫

酒酋含医療機能州分化・強化含連携や含地域包括駿淑淳潤庶妾州推進含灼灼戎寿寂機能州充実等州取組叔進酋樹
酌酒岸今般州新型循招薯塾縮承潤感染症州感染拡大周十戎含我爵国州医療提供体制周多大収影響爵生朱含地域医
療州様々収課題爵浮酌彫戎需収戎含地域周杓寂柔外来・入院・在宅周わ酒柔医療機能州分化・強化含連携等州重
要性爵改酋樹認識取汁酒岸

○ 蹴狩修含足下州新型循招薯塾縮承潤感染症対応周引酌続酌全力叔注い綬い錫惹需爵重要綬あ柔岸腫州上綬含今
般州経験叔踏蹴え含今後含新興感染症等爵発生手酒際周含病院間等州医療機関間州役割分担や連携収囚含関係者
爵連携州上含平時需緊急時綬医療提供体制叔迅速灼寿柔軟周切戎替え柔収囚円滑灼寿効果的周対応綬酌柔十う収
体制叔確保手樹い錫必要爵あ柔岸加え樹含今般州感染症対応周十戎浮酌彫戎需収呪酒課題周酬対応綬酌柔十う含
引酌続酌含質州高い効率的・効果的収医療提供体制州構築周向寂酒取組叔着実周進酋柔必要爵あ柔岸

［痛和臬烝12鏤10日 社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢 ］

6

飢健康寿命州延伸含人生100年時代周向寂酒鬼全世代型社会保障亀州実現騎
○ 同時周含我爵国修含国民皆保険や優汁酒保健・医療淳潤庶妾州成果周十戎含世界最高水準州平均寿命叔達成手含

人生100年時代叔迎え十う需手樹い柔岸人口構成州変化叔見柔需含2025年周修いわゆ柔団塊州世代爵全樹後期高
齢者需収戎含2040年頃周修いわゆ柔団塊準少藷淑世代爵65歳以上州高齢者需収呪樹高齢者人口爵除ー竣叔迎え
柔需需酬周含既周減少周転朱樹い柔現役世代季生産年齢人口稀修含2025年以降含更周減少爵加速手樹い錫岸

○ 惹州十う収中含社会州活力叔維持・向上手樹い錫酒酋周修含健康寿命州延伸周十戎高齢者叔修朱酋需殊柔意欲
州あ柔方々爵役割叔持儒活躍州綬酌柔社会叔実現殊柔需需酬周鬼全世代型社会保障亀叔構築手樹い錫惹需爵急務
州課題綬あ柔岸惹州十う収考え方州下含惹汁蹴綬数次州診療報酬改定叔行呪樹酌酒需惹渋綬あ戎含惹州十う収視
点修今回酬引酌継爵汁柔舟酌酬州綬あ柔岸



令和４年度診療報酬改定の基本方針

臤臖改定癉当瘓瘥瘳癮基鑚認識埰

飢患者・国民周身近綬あ呪樹含安心・安全綬質州高い医療州実現騎
○ 地域州実情周応朱樹含可能収限戎住輯慣汁酒地域綬腫州有殊柔能力周応朱自立手酒日常生活叔営週惹需爵綬酌

柔十う含患者爵安心手樹医療叔受寂柔惹需爵綬酌柔体制叔構築手含患者周需呪樹身近綬わ灼戎や殊い医療叔実現
手樹い錫惹需爵重要綬あ柔岸

○ 蹴酒含疾病構造や藷ー盾州変化・多様化含医療需要爵増え柔中綬州働酌手州減少含医療技術州進歩収囚含医療叔
取戎巻錫状況叔踏蹴え柔需含医師等州働酌方改革等周寿い樹含医療州安全や地域医療州確保含患者や保険者州視点
周酬留意手収爵従含医師等爵高い専門性叔発揮綬酌柔環境州整備叔加速取珠柔需需酬周含我爵国州医療制度周関わ
柔全樹州関係者季住民含医療提供者含保険者含民間企業含行政等稀爵含医療州灼灼戎方州観点酬踏蹴え含腫汁趣汁
州担う役割叔実現殊柔惹需爵必要綬あ柔岸

○ 取従周含新型循招薯塾縮承潤感染症州感染拡大叔契機周含我爵国州緒準順承化州遅汁爵顕在化手酒岸社会全体需
手樹含ICT州進歩や緒準順承基盤州整備爵進輯含竣廠塾書升ー潤綬含安全灼寿拘束周情報叔共有・連携殊柔惹需爵
可能収時代周収呪樹酌樹杓戎含個別周淳潤庶妾叔整備殊柔十戎酬低い循潤署綬運用可能需収呪樹酌樹い柔需いう指
摘酬あ柔岸惹う手酒背景叔踏蹴え樹含医療分野周杓寂柔ICT州利活用叔十戎一層進酋含電子俊承庶情報州標準化収
囚含緒準順承化取汁酒医療情報州活用や医療機関間周杓寂柔連携州酒酋州取組州推進等周十戎含質州高い医療楯ー
鋤潤叔実点手樹い錫必要爵あ柔岸

○ 加え樹含今般州新型循招薯塾縮承潤感染症州拡大周十戎含医薬品・医療機器等州存在意義や創薬力州重要性爵社会
的周改酋樹注目取汁樹酌樹杓戎含縮叙升ー淳庄ン州推進周十戎創薬力・開発力叔維持・強化殊柔需需酬周含革新的
医薬品叔含酋酒あ従ゆ柔医薬品・医療機器等叔国民周安定的周供給手続寂柔惹需叔通朱樹含医療需経済州発展叔両
立取珠含安心・安全収暮従手叔実現殊柔惹需爵重要綬あ柔岸

［痛和臬烝12鏤10日 社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢 ］
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令和４年度診療報酬改定の基本方針

臤臖改定癉当瘓瘥瘳癮基鑚認識㙊

［痛和臬烝12鏤10日 社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢 ］
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飢社会保障制度州安定性・持続可能性州確保含経済・財政需州調和騎
○ 制度州安定性・持続可能性叔確保手寿寿国民皆保険叔堅持殊柔酒酋周修含惹う手酒社会経済州新酒収流汁周酬

対応手収爵従含経済・財政需州調和叔図戎寿寿含十戎効率的・効果的収医療政策叔実現殊柔需需酬周含国民州制
度周対殊柔納得感叔高酋柔惹需爵不可欠綬あ柔岸

○ 腫州酒酋周修含鬼経済財政運営需改革州基本方針2021亀や鬼成長戦略実行計画季2021年稀亀等叔踏蹴え寿寿含
新型循招薯塾縮承潤感染症州感染拡大州影響周酬配慮手寿寿含保険料収囚州国民負担含物価・賃金州動向含医療
機関州収入や経営状況含保険財政や国州財政周係柔状況等叔踏蹴え柔需需酬周含無駄州排除含医療資源州効率
的・重点的収配分含医療分野周杓寂柔縮叙升ー淳庄ン州評価等叔通朱酒経済成長臭州貢献叔図柔惹需爵必要綬あ
柔岸

社会保障州機能強化需持続可能性州確保叔通朱樹含安心収暮従手叔実現手含成長需分配州好循環州創出周貢献殊
柔需いう視点酬重要綬あ柔岸



令和４年度診療報酬改定の基本方針

𦣪臖改定癮基鑚的視珵㿉具体的方塁性埞

○ 平成30年度州診療報酬需介護報酬州同時改定綬修含団塊州世代爵全樹75歳以上州高齢者需収柔2025年周向寂
酒道筋叔示殊酬州需手樹含医療機能州分化・強化含連携や含医療需介護州役割分担需切汁目州収い連携叔着実周
進酋柔改定爵行わ汁含令和橋年度診療報酬改定綬修含惹汁従州取組爵更周推進取汁柔十う含引酌続酌適切収評価
周取戎組週需需酬周含重点課題需手樹医師等州働酌方改革等州推進周取戎組夙首岸

○ 令和狂年度診療報酬改定周当酒呪樹修含惹う手酒惹汁蹴綬州改定州流汁叔継承手収爵従含今般州新型循招薯塾
縮承潤感染症臭州対応や含感染拡大周十戎明従灼周収呪酒課題叔踏蹴え酒地域全体綬州医療機能州分化・強化含
連携等州対応叔行う惹需爵重要綬あ柔岸腫州際含補助金等州予算措置叔含酋酒新興感染症等臭州対応州全体的収
視点州中綬含診療行為周対殊柔対価綬あ柔診療報酬州在戎方叔考え樹い錫惹需爵必要綬あ柔岸

○ あわ珠樹含緒準順承化等州社会経済州新酒収流汁周酬対応手酒効率的・効果的綬質州高い医療提供体制州構築
周向寂酒取組叔進酋柔必要爵あ柔岸

［痛和臬烝12鏤10日 社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢 ］
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季教稀新型循招薯塾縮承潤感染症等周酬対応綬酌柔効率的・効果的綬質州高い医療提供体制州構築妓重点課題宜
飢基本的視点騎
○ 今般州新型循招薯塾縮承潤感染症州感染拡大周杓い樹修含局所的収病床・人材不足州発生含感染症対応酬含酋

酒医療機関間州役割分担・連携体制州構築等州地域医療州様々収課題爵浮酌彫戎需収呪酒岸
○ 惹う手酒中含新型循招薯塾縮承潤感染症患者臭州対応周寿い樹輯樹酬含重症者周対応殊柔医療機関含中等症患

者周対応殊柔医療機関含快復後州患者周対応殊柔後方支援医療機関含自宅・宿泊療養患者臭州医療叔提供殊柔医
療機関含発熱患者等周対応殊柔診療・検査医療機関含新型循招薯塾縮承潤感染症患者以外州患者酬含酋救急医療
腫州他州通常医療周対応殊柔医療機関収囚含各々州医療機関等爵腫州機能周応朱地域医療叔守柔酒酋州役割叔果
酒手樹杓戎含灼灼戎寿寂医機能叔担う医療機関叔中心需手酒外来医療や在宅医療叔含酋含地域医療全体叔視野周
入汁含適切収役割分担州下含必要収医療叔面需手樹提供殊柔惹需州重要性酬再認識取汁酒岸

○ 当面含蹴狩修足下州新型循招薯塾縮承潤感染症対応周引酌続酌対応手樹い錫惹需爵重要綬あ柔岸今後州新興感
染症等州感染拡大時周酬機動的収対策叔講朱従汁柔十う含医療法州改正周十戎都道府県爵策定殊柔医療計画州記
載事項周鬼新興感染症等州感染拡大時周杓寂柔医療亀爵追加取汁酒需惹渋綬あ戎含今後含平時灼従州取組・感染
拡大時州取組等周寿い樹含あ従灼朱酋地域州行政・医療関係者州間綬議論・準備爵収取汁樹い錫惹需酬必要綬あ
柔岸



令和４年度診療報酬改定の基本方針

𦣪臖改定癮基鑚的視珵㿉具体的方塁性埰

［痛和臬烝12鏤10日 社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢 ］
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季教稀新型循招薯塾縮承潤感染症等周酬対応綬酌柔効率的・効果的綬質州高い医療提供体制州構築妓重点課題宜
飢基本的視点季続酌稀騎
○ 一方綬含腫州間酬含人口減少・高齢化修着実周進輯寿寿あ戎含医療藷ー盾州質・量爵徐々周変化殊柔需需酬周含

労働力人口州減少周十柔嘗ン徐ワー州誓約酬一層厳手錫収戎寿寿あ柔惹需や含各地域周杓い樹含惹う手酒実態叔
見据え寿寿含効率的・効果的綬質州高い医療提供体制叔維持手樹い錫酒酋含医療機能州分化・連携州取組修必要
不可欠綬あ柔惹需収囚含中長期的収状況や見通手修変わ呪樹い収い岸

○ 同時周含住輯慣汁酒地域綬自分従手い暮従手叔続寂柔惹需爵綬酌柔十う含住蹴い・医療・介護・予防・生活支
援爵一体的周提供取汁柔地域包括駿淑淳潤庶妾叔構築殊柔惹需修引酌続酌重要収課題綬あ戎含腫州酒酋周含質州
高い在宅医療・訪問看護叔確保殊柔需需酬周含急変時州救急医療体制等州確保叔含酋医療機関間・医療介護間等
州連携州取組叔推進殊柔惹需爵重要綬あ柔岸

○ 惹う手酒惹需灼従含今般州感染症対応州経験や腫州影響酬踏蹴え寿寿含感染拡大時州短期的収医療需要周修含
各都道府県州鬼医療計画亀周基授酌機動的周対応殊柔惹需叔前提周含今回州診療報酬改定周杓い樹酬含外来・入
院・在宅叔含酋酒地域全体綬州医療機能州分化・強化含連携叔引酌続酌着実周進酋柔惹需爵必要綬あ柔岸



令和４年度診療報酬改定の基本方針

𦣪臖改定癮基鑚的視珵㿉具体的方塁性㙊

季教稀新型循招薯塾縮承潤感染症等周酬対応綬酌柔効率的・効果的綬質州高い医療提供体制州構築妓重点課題宜
飢具体的方向性州例騎
○ 当面含経済的収対応爵見込蹴汁柔新型循招薯塾縮承潤感染症臭州対応

・ 新型循招薯塾縮承潤感染症患者州診療周寿い樹実態周応朱酒評価叔行い寿寿含外来含入院含在宅周杓寂柔必
要収診療体制叔確保岸

○ 医療計画州見直手酬念頭周新興感染症等周対応綬酌柔医療提供体制州構築周向寂酒取組
・ 平時灼従州感染症対策周係柔取組爵広錫実施取汁柔十う含個々州医療機関等周杓寂柔感染防止対策州取組や

地域州医療機関等爵連携手樹実施殊柔感染症対策州取組叔更周推進岸
・ 今般州新型循招薯塾縮承潤感染拡大時周杓寂柔経験叔踏蹴え含主周重症患者等叔受寂入汁柔急性期病棟等周

寿い樹含感染拡大時周杓寂柔対応酬見据え寿寿平時灼従州体制・機能強化叔推進岸
○ 医療機能や患者州状態周応朱酒入院医療州評価

・ 患者州状態周応朱樹適切周医療資源爵投入取汁含地域綬必要収入院医療爵効率的・効果的周提供取汁柔十う含
医療機能や患者州状態含地域周杓寂柔役割分担周応朱酒評価叔行い含医療機能州分化・強化含連携叔推進岸腫
州際含質州高い効率的・効果的収医療提供体制州構築需いう観点灼従酬含更収柔包括払い州在戎方叔検討岸

○ 外来医療州機能分化等
・ 外来機能報告州導入や医療資源叔重点的周活用殊柔外来州明確化叔踏蹴え含紹介状収手州患者周係柔受診時

定額負担制度州見直手叔含酋含外来機能州明確化・連携叔推進岸
・ 外来医療灼従在宅医療臭州円滑収移行周当酒呪樹必要需収柔連携叔推進岸

［痛和臬烝12鏤10日 社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢 ］
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令和４年度診療報酬改定の基本方針

𦣪臖改定癮基鑚的視珵㿉具体的方塁性埸

季教稀新型循招薯塾縮承潤感染症等周酬対応綬酌柔効率的・効果的綬質州高い医療提供体制州構築妓重点課題宜
飢具体的方向性州例季続酌稀騎
○ 灼灼戎寿寂医含灼灼戎寿寂歯科医含灼灼戎寿寂薬剤師州機能州評価

・ 複数州慢性疾患叔有殊柔患者周対手含総合的・継続的収診療叔行う需需酬周含療養上州指導含服薬管理含健
康管理等州対応叔実施殊柔収囚含個別州疾患首寂綬収錫含患者州療養環境や希望周酬配慮手酒診療爵行わ汁柔
十う含灼灼戎寿寂医機能叔評価岸

・ 灼灼戎寿寂医機能叔担う医療機関爵地域州医療機関需連携手樹実施殊柔在宅医療州取組叔推進岸
○ 質州高い在宅医療・訪問看護州確保

・ 中長期的周修在宅医療州需要爵大幅周増加殊柔惹需爵見込蹴汁柔中含在宅医療叔担う医療機関需市町村・医
師会等需州連携含及秀医療・介護州切汁目州収い含地域州実情周応朱酒提供体制州構築等叔推進手含効率的・
効果的綬質州高い訪問診療含訪問看護含歯科訪問診療含訪問薬剤管理指導等州提供体制叔確保岸

・ 灼灼戎寿寂医機能叔担う医療機関爵地域州医療機関需連携手樹実施殊柔在宅医療州取組叔推進殊柔需需酬周含
外来医療灼従在宅医療臭州円滑収移行周当酒呪樹必要需収柔連携叔推進岸季再掲稀

○ 地域包括駿淑淳潤庶妾州推進州酒酋州取組
・ 医療機関間や医療機関需薬局等需州連携含医科歯科連携含医療介護連携含栄養指導含腫州他州地域州保健・

福祉・教育・行政等州関係機関需州連携酬含酋含地域包括駿淑淳潤庶妾州推進州酒酋州医師含歯科医師含薬剤
師含看護師含管理栄養士等周十柔多職種連携・協働州取組等叔推進岸

［痛和臬烝12鏤10日 社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢 ］
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令和４年度診療報酬改定の基本方針

𦣪臖改定癮基鑚的視珵㿉具体的方塁性埻

季橋稀安心・安全綬質州高い医療州実現州酒酋州医師等州働酌方改革州推進妓重点課題宜
飢基本的視点騎
○ 地域医療構想州実現周向寂酒取組含実効性州あ柔医師偏在対策含医師等州働酌方改革等叔推進手含総合的収医

療提供体制改革叔実施手樹い錫惹需爵求酋従汁樹い柔岸
○ 医師等州働酌方改革等周関手樹修含2024年季令和矯年稀狂月灼従含医師周寿い樹時間外労働州上限規制爵

適用取汁柔予定綬あ戎含先般州医療法改正酬踏蹴え含各医療機関修自従州状況叔適切周分析手含労働時間短縮周
計画的周取戎組週惹需爵必要需収柔岸

○ 地域医療介護総合確保基金周杓い樹修含勤務医州労働時間短縮周向寂酒体制州整備周関殊柔事業周対手樹財政
支援叔実施手樹い柔岸診療報酬周杓い樹修惹汁蹴綬含順潤竣・淳熟淑彰ン舜／順潤竣・淳傷庶祝ン舜や初ー妾医
療州推進等含医療従事者州高い専門性州発揮需医療機関周杓寂柔勤務環境改善周資殊柔取組叔評価手樹酌酒岸蹴
酒含令和橋年度診療報酬改定綬修含新酒周地域医療州確保叔図柔観点灼従含早急周対応爵必要収救急医療体制等
州評価酬行呪酒需惹渋岸

○ 時間外労働州上限規制州適用爵開始取汁柔2024年狂月周向寂樹州準備期間酬考慮殊柔需含実質的周最後州
改定機会綬あ柔惹需酬踏蹴え含引酌続酌含今後含総合的収医療提供体制改革州進展州状況含医療州安全や地域医
療州確保含患者や保険者州視点等叔踏蹴え収爵従含実効性あ柔取組周寿い樹検討殊柔必要爵あ柔岸

［痛和臬烝12鏤10日 社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢 ］
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飢具体的方向性州例騎
○ 医療機関内周杓寂柔労務管理や労働環境州改善州酒酋州嘗助準娼ン署淳潤庶妾州実践周資殊柔取組州推進
○ 各職種爵腫汁趣汁州高い専門性叔十分周発揮殊柔酒酋州勤務環境州改善含順潤竣・淳熟淑彰ン舜／順潤竣・淳

傷庶祝ン舜含初ー妾医療州推進
○ 業務州効率化周資殊柔ICT州利活用州推進含腫州他長時間労働収囚州厳手い勤務環境州改善周向寂樹州取組州

評価
・ ICT叔活用手酒医療連携州取組叔推進
・ 届出・報告州簡略化含業務州効率化・合理化叔推進

○ 地域医療州確保叔図柔観点灼従早急周対応爵必要収救急医療体制等州確保
○ 令和況年教教月周閣議決定取汁酒経済対策叔踏蹴え含看護州現場綬働錫方々州収入州引酌上弱等周係柔必要収

対応周寿い樹検討殊柔需需酬周含負担軽減周資殊柔取組叔推進



令和４年度診療報酬改定の基本方針

𦣪臖改定癮基鑚的視珵㿉具体的方塁性埽

季況稀患者・国民周需呪樹身近綬あ呪樹含安心・安全綬質州高い医療州実現
飢基本的視点騎
○ 患者州安心・安全叔確保手寿寿含医療技術州進展や疾病構造州変化等叔踏蹴え含第三者周十柔評価や淑塾署俊

妾評価収囚客観的収評価叔進酋収爵従含緒準順承化臭州対応含縮叙升ー淳庄ン州推進含不妊治療州保険適用収囚
叔修朱酋需手酒新酒収藷ー盾等周対応綬酌柔医療州実現周資殊柔取組州評価叔進酋柔岸

○ 蹴酒含患者自身爵納得手樹医療叔受寂従汁柔十う含患者周需呪樹身近綬分灼戎や殊い医療叔実現手樹い錫惹需
爵重要綬あ柔岸

飢具体的方向性州例騎
○ 患者周需呪樹安心・安全周医療叔受寂従汁柔酒酋州体制州評価や医薬品州安定供給州確保等

・ 患者爵安心手樹医療叔受寂従汁含腫汁趣汁州実情周応朱樹住輯慣汁酒地域綬継続手樹生活綬酌柔十う含医療
機関間州連携州強化周資殊柔取組含治療需仕事州両立周資殊柔取組等叔推進岸

・ 患者州安心・安全叔確保殊柔酒酋含臨床上必要性爵高い医薬品州安定供給州確保叔推進岸
・ 革新的収医薬品含医療機器含検査等周杓寂柔縮叙升ー淳庄ン叔含週先進的収医療技術州適切収評価岸
・ 生活習慣病州増加等周対応殊柔効率的・効果的収重症化予防含口腔疾患州重症化予防や口腔機能州維持・向

上州酒酋州取組叔推進岸
○ 医療周杓寂柔ICT州利活用・緒準順承化臭州対応

・ 初診叔含酋酒述ン廠縮ン診療周寿い樹含患者藷ー盾叔踏蹴え酒適切収普及・促進叔図柔中綬含安全性需信頼
性州確保叔前提周適切周評価岸

・ 医療情報州標準化含ICT州活用等叔通朱樹含医療連携州取組叔進酋柔需需酬周含医療州質叔向上取珠柔酒酋含
緒ー順叔収集・利活用手酒出鋤緒ン潤周基授錫評価叔推進岸

○ 淑塾署俊妾周酬着目手酒評価州推進
・ 質州高い彰女鋤彰庶ー淳庄ン州評価収囚含淑塾署俊妾周酬着目手酒評価叔推進

○ 重点的収対応爵求酋従汁柔分野周寿い樹含国民州安心・安全叔確保殊柔観点灼従州適切収評価
・ 子囚酬叔持儒酒い需いう方々爵安心手樹有効綬安全収不妊治療叔受寂従汁柔十う収適切収評価
・ 質州高い爵夙医療州評価 ・ 認知症州者周対殊柔適切収医療州評価
・ 地域移行・地域生活支援州充実叔含週質州高い精神医療州評価
・ 難病患者周対殊柔適切収医療州評価 ・ 小児医療含周産期医療含救急医療州充実

［痛和臬烝12鏤10日 社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢 ］
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令和４年度診療報酬改定の基本方針

𦣪臖改定癮基鑚的視珵㿉具体的方塁性堄

季狂稀効率的・適正化叔通朱酒制度州安定性・持続可能性州向上
飢基本的視点騎
○ 高齢化や技術進歩含高額収医薬品州開発等周十戎医療費爵増大手樹い錫惹需爵見込蹴汁柔中含国民皆保険叔維

持殊柔酒酋含医療資源叔効率的・重点的周配分殊柔需いう観点酬含酋含制度州安定性・持続可能性叔高酋柔不断
州取組爵必要綬あ柔岸

○ 医療関係者爵共同手樹含医療楯ー鋤潤州維持・向上叔図柔需需酬周含効率化・適正化叔図柔惹需爵求酋従汁樹
い柔岸

飢具体的方向性州例騎
○ 後発医薬品や序縮述後続品州使用促進

・ 後発品州使用促進周寿い樹含安定供給州確保州状況等叔踏蹴え寿寿含鬼後発医薬品州数量淳熟淑叔含2023年
度末蹴綬周全樹州都道府県綬80％以上需殊柔亀需いう新目標叔実現殊柔酒酋含更周取組叔推進岸蹴酒含序縮述
後続品州使用促進州方策等周寿い樹検討岸

○ 費用対効果評価制度州活用
・ 革新性爵高錫市場規模爵大酌い含又修著手錫単価爵高い医薬品・医療機器周寿い樹含費用対効果評価制度叔

活用手含適正収価格設定叔行う岸
○ 市場実勢価格叔踏蹴え酒適正収評価等

・ 医薬品含医療機器含検査等周寿い樹含市場実勢価格叔踏蹴え酒適正収評価叔行う需需酬周含効率的灼寿有
効・安全収利用体制叔確保岸腫州際含長期収載品等州医薬品周寿い樹評価州適正化叔行う観点灼従薬価算定基
準州見直手叔透明性・予見性州確保周酬留意手寿寿図柔岸

・ 出鋤緒ン潤や相対的収臨床的有用性叔踏蹴え酒医療技術等州適正収評価叔行う岸

［痛和臬烝12鏤10日 社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢 ］

15



令和４年度診療報酬改定の基本方針

𦣪臖改定癮基鑚的視珵㿉具体的方塁性堞

季狂稀効率的・適正化叔通朱酒制度州安定性・持続可能性州向上
飢具体的方向性州例季続酌稀騎
○ 医療機能や患者州状態周応朱酒入院医療州評価季再掲稀

・ 患者州状態周応朱樹適切周医療資源爵投入取汁含地域綬必要収入院医療爵効率的・効果的周提供取汁柔十う含
医療機能や患者州状態含地域周杓寂柔役割分担周応朱酒評価叔行い含医療機能州分化・強化含連携叔推進岸

○ 外来医療州機能分化等季再掲稀
・ 外来機能報告州導入や医療資源叔重点的周活用殊柔外来州明確化叔踏蹴え含紹介状収手州患者周係柔受診時

定額負担制度州見直手叔含酋含外来機能州明確化・連携叔推進岸
○ 重症化予防州取組州推進

・ 生活習慣病州増加等周対応殊柔効率的・効果的収重症化予防岸季再掲稀
○ 医師・病棟薬剤師需薬局薬剤師州協働州取組周十柔医薬品州適正使用等州推進

・ 重複投薬含唱彰傷宿ー嘗淳ー含残薬臭州対応や含適正使用州酒酋州長期処方州在戎方臭州対応含一定期間内
周処方箋叔反復利用綬酌柔方策州検討等医師及秀薬剤師州適切収連携周十柔医薬品州効率的灼寿安全綬有効収
使用叔推進殊柔需需酬周含OTC類似医薬品等州既収載州医薬品州保険給付範囲州見直手収囚含薬剤給付州適正
化州観点灼従更収柔対応叔検討岸

・ 医学的妥当性や経済性州視点酬踏蹴え酒処方叔推進岸
○ 効率性等周応朱酒薬局州評価州推進

・ 薬剤調製収囚州対物中心州業務叔適切灼寿効率的周実施殊柔惹需叔前提周含薬学的管理収囚州対人中心州業
務臭州転換叔推進殊柔酒酋州所要州重点化需適正化叔行う岸季再掲稀

・ 薬局州収益状況含経営州効率性等酬踏蹴え寿寿含薬局州評価州適正化等叔推進岸

［痛和臬烝12鏤10日 社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢 ］
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令和４年度診療報酬改定の基本方針

臬臖将来砅見据え瘓課巠

○ 団塊州世代爵全樹後期高齢者需収柔2025年含団塊準少藷淑世代爵65歳以上州高齢者需収柔2040年需含高齢者
化州進展周併珠樹含楯ー鋤潤州担い手季生産年齢人口稀爵減少殊柔超高齢化・人口減少社会爵到来手樹い柔岸蹴
酒含地域包括駿淑淳潤庶妾州構築修酬儒渋夙含地域周生酌柔一人一人爵尊重取汁含腫州可能性爵最大限周発揮綬
酌柔鬼地域共生社会亀州実現周資殊柔取組爵求酋従汁樹い柔岸腫州際含鬼保険者需灼灼戎寿寂医等州協働周十柔
加入者州予防・健康授錫戎周関殊柔宵緒承事業亀酬実施取汁樹い柔需惹渋綬あ戎含今後含腫州結果や含灼灼戎寿
寂医機能叔含週外来機能州明確化・連携等叔更周進酋樹い錫方策州検討等酬踏蹴え寿寿含地域資源州実情周即手
酒取組叔推進殊舟酌綬あ柔岸

○ 我爵国州医療制度爵直面殊柔様々収課題周対応手含鬼全世代型社会保障亀叔実現殊柔酒酋周修含診療報酬州輯
収従狩含医療法含医療保険各法等州制度的枠組輯や含国や地方自治体州補助金等州予算措置収囚含総合的収政策
州構築爵不可欠綬あ柔岸

○ 患者自身爵納得手樹医療叔受寂従汁柔十う含患者周需呪樹身近綬分灼戎や殊い医療叔実現手樹い錫需需酬周含
国民州制度周対殊柔納得感叔高酋柔酒酋含政府周杓い樹含診療報酬制度叔分灼戎や殊錫殊柔酒酋州取組叔継続手
樹い錫惹需含蹴酒含国民周対手樹医療制度周関殊柔丁寧収説明叔行呪樹い錫惹需爵必要綬あ柔岸

［痛和臬烝12鏤10日 社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢 ］
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璻診療報酬改定癮役割便担璺

埞 予算y成過程砅通痱瘳不勇疰改定率砅決𥇍矞

埰 社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢疰瓖診療報酬改定癮基鑚方針瓘砅策定

㙊 埞埰砅踏𥆩え𤩍中諭協癉疢い瘳𤩍個々癮具体的𤺋診療報酬珵数癮設定砅決𥇍矞

○ 改定率燦所与昨前提碕裁腰医療保険部会質

医療部会埼決定細参冴坤改定昨基本方針墾

削基咲済審議

○個慕昨診療報酬項目削輸際傘点数設定や

算定条件等削肴い崎議論

国民癮廖舢窾𥫤箛ッ祲禴䇮ン穪募集

苗聴会癮開催

中医協

○基本的作医療政策削肴い崎審議

○診療報酬改定削係傘坤基本方針墾燦策定

社会保障審議会

医療保険部会質医療部会

○ 予算編成過程燦通載崎改定率燦決定

内勇

諭療ホ総巸癮決定

諭療ホ便配癮決定

諭療譏策癮方針決定

診療報酬改定州流汁

※ 診療報酬改定皕𤩍中諭協𤹪礐竌穧ン䅈癉基瘼く評価疰𤺋痠矟𤩍痠瞢癉皕前回癮改定結果砅

調査籗検証痮瘓琢𤹪𤩍逗回改定𤹪修塡瘃矞㿉いう流矟疰確立痮瘳い矞

18

※ 改定のたび┋対応すべゾ項目ゼ

具体化さ┬、財源も紐付ゾと┊って、

中医協の裁量ゼ縮小してい┫



痛和臽烝燵診療報酬改定癮大𥆩㽷𤺋流矟

舙鏤～12鏤 診療報酬改定癮基鑚方針癮議論

12鏤10日 痛和臽烝燵診療報酬改定癮基鑚方針癮策定

不 勇

社会保藴審議会膅諭療保険部会𤩍諭療部会䐢

臤鏤14日

中諭協癉対痮𤩍

籗 不勇疰決定痮瘓瓖診療報酬改定癉瘨い瘳瓘

籗 社会保藴審議会𤹪策定痠矟瘓瓖痛和臽烝燵診療報酬

改定癮基鑚方針瓘

癉基瘼疷行う瞟う諮問

厚生労働大臣

臬鏤 診療報酬改定癉逃矞告示･通知癮発出

厚生労働大臣

甪第臤种籞𥞩ン㽗舄鏤～舙鏤

禴箼窂籗感韆症対応籗外来籗圻宅籗入院籗個慕宙奡籗

歯科籗調剤 → 舙鏤𦧝日 中間㿉瞤𥆩㿉𥇍

甪第𦣪种籞𥞩ン㽗臤𦣝鏤～臤鏤

外来籗入院籗圻宅籗個慕宙奡籗歯科籗調剤

薬価制燵籗保険諭療闍料制燵籗ホ用対効果評価制燵改革

改定癮基鑚方針砅踏𥆩え瘓対応

中諭協

痛和臽烝臽鏤臤日 施行

痛和臬烝

痛和臽烝

12鏤22日 予算大臣舫衝砅踏𥆩え𤩍診療報酬癮改定率𤩍

改革砅着実癉逭𥇍矞舄瘨癮課巠砅決定

19

臤鏤14日 厚生労働大臣癮諮問砅溜痏𤩍

具体的𤺋診療報酬珵数設定癉逃矞審議

瓖痛和臽烝燵改定癉逃矞痝矟𥆩𤹪癮議論癮整理瓘

窾𥫤箛ッ祲禴䇮ン穪募集～臤鏤21日

臤鏤21日 苗聴会癮開催膅礥ン箐磹ン形式䐢

臤鏤26日～𦣪鏤舙日 個慕改定奡目膅短冊䐢癮集中審議

𦣪鏤舙日 厚生労働大臣癉対痮𤩍改定案砅答申

臿鏤～舄鏤 諭療経済実態調査癮実施

11鏤24日 諭療経済実態調査癮結果報告

12鏤 𦣪日 消ホ税率10％補瘳砉状況把握結果

12鏤 臬日 薬価調査籗闍料価格調査癮速報報告

諭療経済実態調査結果癉対瘃矞見解

12鏤 𦧝日 診療報酬改定癉輸瘃矞両側癮見解

12鏤10日 診療報酬改定盨癮意見 中諭協→厚労大臣

痛和𦣪烝燵

瓖答申書瓘附澳意見癉基瘼く検証調査等癮実施

新型禴箼窂磾磹䈎䅈感韆症癉伴う諭療保険制燵癮対応

診療報酬琢癮特例𤩍補助金

看護処遇改善 ＋0.2％
へフ┺ほ処方箋 ▲0.1％
不妊治療の保険適用 ＋0.2％
小児感染防止対策加算▲0.1％

ﾜ公益裁定鰺鰆月鰈６日鯲ﾝ

・重症度、医療・看護必要度

・オンふ┻ン診療



前回𤩍痛和𦣪烝燵瓖答申書瓘附澳意見膅𦣪𦣝奡目䐢埞

痛和𦣪烝𦣪鏤舄日 中央社会保険諭療協議会

膅全般的宙奡䐢

臤 近烝𤩍診療報酬体系疰複雑化痮瘳い矞痝㿉砅踏𥆩え𤩍患者砅皕痱𥇍㿉瘃矞輸逃者癉㿉瘥瘳便㽷瞤や瘃い睘癮㿉𤺋矞瞟う検討瘃矞

痝㿉璒

膅働疷方改革䐢

𦣪 諭師籗諭療従宙者癮働疷方改革砅推逭痮𤩍地域諭療砅確保瘃矞瘓𥇍癮流組癉逃矞超回改定𤹪癮対応癉瘨い瘳𤩍㾮癮効果等砅

検証籗調査瘃矞㿉㿉睘癉𤩍適勉𤺋評価癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

膅入院諭療䐢

臬 瀧般病棟入院基鑚料𤩍療養病棟入院基鑚料等癮入院基鑚料や𤩍特定集中治療室管理料𤩍地域包茯禡磕病棟入院料𤩍回皖

期箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン病棟入院料等癮特定入院料癉逃矞𤩍入院患者癮瞟瞤適勉𤺋評価指標や測定方法等癉瘨い瘳𤩍引疷62疷検

討瘃矞痝㿉璒

臽 救急諭療管理加算癮見直痮癮影響砅調査籗検証痮𤩍患者癮重症燵等癉応痱瘓救急諭療癮適勉𤺋評価癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷

62疷検討瘃矞痝㿉璒

膅艜芴𦪌臛芴艜芴苢䐢

臿 急性期癮諭療癮標準化砅瘃瘃𥇍矞瘓𥇍𤩍病院痟㿉癮診療実態砅把握瘃矞㿉㿉睘癉𤩍諭療資源投入量等癮指標㿉㾮癮活用方法

癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

膅㽷㽷瞤瘨痏機能𤩍精神諭療𤩍生活習總病等䐢

𦥯 㽷㽷瞤瘨痏諭機能砅鐚瘃矞諭療機輸㿉癮連携癮評価癮新設等癮影響砅調査籗検証瘃矞痝㿉璒𥆩瘓𤩍㽷㽷瞤瘨痏諭機能砅鐚瘃矞

諭療機輸㿉専門諭療機輸㿉癮機能便化籗連携強化癉資瘃矞評価癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

舄 地域癉疢痏矞質癮高い圻宅諭療㿉訪問看護癮提供体制癮確保癉資瘃矞評価癮圻瞤方癉瘨い瘳𤩍引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

𦧝 妊産婦癉対瘃矞診療癮適勉𤺋評価癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

舙 地域移行籗地域生活支援癮充実砅含𥇥質癮高い精神諭療癮評価癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

臤𦣝 依斂症癉対瘃矞管理料等癮評価癮見直痮癮影響砅調査籗検証痮𤩍適勉𤺋評価癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

臤臤 礥ン箐磹ン診療料癮見直痮や𤩍礥ン箐磹ン服薬指棡癮評価癮新設癉逃矞影響砅調査籗検証痮𤩍艿𦪌苨砅活用痮瘓診療や薬学的

管理等癮評価癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒
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膅諭薬品癮適塡使用䐢

臤𦣪 重複投薬𤩍䇦箛竴碻籞䇳种籞及皨逼薬等盨癮対応癉輸痮瘳𤩍影響砅調査籗検証痮𤩍引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

臤臬 䑺芧芼磕祲种𥮲ン𥫣箐ン癮逭捗状況及皨舩微生物学薬適塡使用癮手引疷癮見直痮状況等砅踏𥆩え𤩍外来癉疢痏矞舩菌薬癮処

方状況等癉瘨い瘳把握籗便析痮𤩍舩菌薬癮適塡使用癮瘓𥇍癮新瘓𤺋方策砅講瘘矞等舩菌薬癮使用量癮更𤺋矞削減砅推逭瘃

矞痝㿉璒

臤臽 病院不癉疢痏矞諭学的妥当性や経済性癮視珵睘踏𥆩え瘓処方癮流組癉瘨い瘳𤩍院不癉疢痏矞実施体制や実施方法等癮実

態把握や便析等砅逭𥇍矞痝㿉璒

膅歯科診療報酬䐢

臤臿 院不感韆防溺対策癉逃矞初診料籗再診料癮見直痮癮影響砅把握痮𤩍院不感韆防溺対策癮推逭癉資瘃矞評価癮圻瞤方癉瘨

い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

臤𦥯 口腔疾患癮長期的𤺋管理砅含𥇍瘓6162的管理癮実施状況等砅調査籗検証瘃矞㿉㿉睘癉𤩍診診連携及皨病診連携癮圻瞤方等

癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

膅調剤報酬䐢

臤舄 調剤基鑚料𤩍調剤料及皨薬学管理料癮評価癮見直痮癉瞟矞影響や𤩍㽷㽷瞤瘨痏薬剤師籗薬楡癮流組状況砅調査籗検証痮𤩍薬

楡癮地域癉疢痏矞㽷㽷瞤瘨痏機能癉応痱瘓適勉𤺋評価𤩍対物業務㽷瞢対人業務盨癮構造的𤺋転換砅推逭瘃矞瘓𥇍癮調剤報

酬癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

膅癆発諭薬品癮使用透逭䐢

臤𦧝 窹磹礥癆62品砅含𥇥癆発諭薬品使用癮更𤺋矞推逭癮瘓𥇍癉𤩍諭療機輸や薬楡癉疢痏矞使用状況砅調査籗検証痮𤩍薬価癮圻

瞤方や診療報酬癉疢痏矞更𤺋矞使用透逭策癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

膅諭療技術癮評価䐢

臤舙 諭療技術癮高燵化や専門化癉対応痮瘳𤩍ホ用対効果癮観珵砅踏𥆩え瘨瘨𤩍磹𥧔笽籞种𥮲ン癮評価等疰瞟瞤適勉㿉𤺋矞瞟う引

疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

膅㾮癮直䐢

𦣪𦣝 諭療機輸㿉輸逃機輸㿉癮連携癮託𤹪提供痠矟矞諭療癉瘨い瘳𤩍㾮癮実態癉応痱瘓報酬癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞

痝㿉璒

前回𤩍痛和𦣪烝燵瓖答申書瓘附澳意見膅𦣪𦣝奡目䐢埰
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璻痛和𦣪烝燵実施璺

膅臤䐢 㽷㽷瞤瘨痏諭機能等癮外来諭療癉逃矞評価等癉輸瘃矞実施状況調査膅㾮癮臤䐢

膅𦣪䐢 精神諭療等癮実施状況調査膅㾮癮臤䐢

膅臬䐢 圻宅諭療㿉訪問看護癉逃矞評価等癉輸瘃矞実施状況調査

膅臽䐢 諭療従宙者癮ヅ担軽減𤩍諭師等癮働疷方改革癮推逭癉逃矞評価等癉輸瘃矞実施

状況調査膅㾮癮臤䐢

膅臿䐢 癆発諭薬品癮使用透逭策癮影響及皨実施状況調査

痛和𦣪烝燵診療報酬改定癮結果検証癉逃矞特慕調査癮実施

22

瓺診療報酬改定結果検証部会𤭯

痛和𦣪烝燵㿉臬烝燵癮𦣪㽷烝癉便痏瘳実施璒経過措置疰設痏瞢矟瘳い矞𤺋癁改定癮効果疰軛瞢㽷

癉𤺋矞𥆩𤹪瀧定程燵癮期間疰必要𤺋奡目癉瘨い瘳皕痛和臬烝燵癉実施

璻痛和臬烝燵実施璺

膅𦥯䐢 㽷㽷瞤瘨痏諭機能等癮外来諭療癉逃矞評価等癉輸瘃矞実施状況調査膅㾮癮𦣪䐢

膅舄䐢 精神諭療等癮実施状況調査膅㾮癮𦣪䐢

膅𦧝䐢 諭療従宙者癮ヅ担軽減𤩍諭師等癮働疷方改革癮推逭癉逃矞評価等癉輸瘃矞実施

状況調査膅㾮癮𦣪䐢

膅舙䐢 㽷㽷瞤瘨痏歯科諭機能癮評価や歯科疾患管理料癮評価癮見直痮癮影響及皨

歯科疾患癮6162的管理等癮実施状況調査

膅10䐢 㽷㽷瞤瘨痏薬剤師籗薬楡癮評価砅含𥇥調剤報酬改定癮影響及皨実施状況調査

膅11䐢 癆発諭薬品癮使用透逭策癮影響及皨実施状況調査



瓺脉掌宙務𤭯

栭 中央社会保険諭療協議会皕𤩍診療報酬珵数癮改定等癉瘨い瘳𤩍厚生労働大臣癮諮問癉

応痱瘳審議答申瘃矞ほ㽷𤩍自瞢厚生労働大臣癉建議瘃矞痝㿉疰𤹪疷矞璒

瓺濯者構成𤭯

栭 支払側委員㿉診療側委員㿉疰保険契約癮両当宙者㿉痮瘳協議痮𤩍苗益委員疰痝癮両者砅

調整瘃矞㿉いう𤩍いわゆ矞瓖濯者構成瓘砅㿉瘥瘳い矞璒任期皕𦣪烝膅臬期𦥯烝疰琢限䐢璒

埞 支払側委員膅保険者𤩍被保険者癮鎚表䐢 舄隣

埰 診療側委員膅諭師𤩍歯科諭師𤩍薬剤師癮鎚表䐢 舄隣

㙊 苗益鎚表 𦥯隣膅国会輪意人宙䐢

栭 会長皕𤩍苗益鎚表㽷瞢委員癮選挙癉瘳臤人置く璒

栭 中央協議会癮苗益砅鎚表瘃矞委員皕𤩍会議癮日程及皨議巠㾮癮直癮中央協議会癮運営

癉輸瘃矞宙奡癉瘨い瘳協議砅行い𤩍支払側委員𤩍診療側委員皕𤩍㾮癮協議癮結果砅尊重瘃

矞睘癮㿉瘃矞璒

瓺専門宙奡癮審議𤭯

栭 厚生労働大臣皕𤩍専門癮宙奡砅審議瘃矞瘓𥇍必要疰あ矞㿉認𥇍矞㿉疷皕𤩍㾮癮都燵𤩍

林臤𦣝人通不癮専門委員膅大臣任和䐢砅置く痝㿉疰𤹪疷矞璒

中央社会保険医療協議会季中医協稀周寿い樹
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璻社会保険諭療協議会法膅昭和25烝法癈第47号䐢璺

第臤条 厚生労働省癉𤩍中央社会保険諭療協議会膅通託瓖中央協議会瓘㿉いう璒䐢砅置く璒

𦣪 林地方厚生楡膅地方厚生支楡砅含𥇥璒䐢癉𤩍地方社会保険諭療協議会膅通託瓖地方協議会瓘㿉

いう璒䐢砅置く璒



中諭協 委員隣簿

令和５年11月5日現在
代表区分 氏名 現役職名

３．健康保険，船員保険及び国民
健康保険ば保険者並びね被保険者，
事業主及び船舶所有者を代表せろ
委員

安 藤 伸 樹 全国健康保険協会理事長
松 本 真 人 健康保険組合連合会理事
佐 保 昌 一 日本労働組合総連合会総合政策局長
間 宮 清 日本労働組合総連合会『患者本位ば医療を確立せろ連絡会』委員
眞 田 亨 日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理
鈴 木 順 三 全日本海員組合総務局長
末 松 則 子 三重県鈴鹿市長

４．医師，歯科医師及び薬剤師を
代表せろ委員

城 守 国 斗 日本医師会常任理事
長 島 公 之 日本医師会常任理事
江 澤 和 彦 日本医師会常任理事
島 弘 志 全日本病院協会会長
池 端 幸 彦 日本慢性期医療協会副会長
林 正 純 日本歯科医師会常務理事
有 澤 賢 二 日本薬剤師会常務理事

５．公益を代表せろ委員

秋 山 美 紀 慶應義塾大学環境情報学部教授
飯 塚 敏 晃 東京大学大学院経済学研究科教授

◎ 小 塩 隆 士 一橋大学経済研究所教授
関 ふ 佐 子 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授
永 瀬 伸 子 が茶ば水女子大学基幹研究院人間科学系教授
中 村 洋 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授

６．専門委員

羽田健一郎 長野県長和町長
吉川久美子 日本看護協会常任理事
中 村 春 基 チーモ医療推進協議会代表
田 村 文 誉 日本歯科大学口腔レパビレトースョン多摩ケレニッケ口腔レパビレトースョン科教授
赤 名 正 臣 オージウ株式会社常務執行役
石牟禮武志 イセトルセ製薬株式会社上席執行役員渉外部長
村 井 泰 介 株式会社ヒウタロコーオセコー・ポーロドゥンゲセ代表取締役社長
堀之内晴美 東ヮ株式会社常任理事
林 利 史 オニワーゼルウフシウオンセ株式会社ガヒャンナイフォイーゼ部長
青 木 幸 生 丸木医科機器株式会社参与

◎印：会長 24

舄隣

舄隣

𦥯隣

臤𦣝隣



中央社会保険諭療協議会 総会 膅昭和𦣪臿烝設置䐢

中央社会保険諭療協議会癮輸連組織

薬価算定組織

脉掌舢新薬癮薬価算定等癉瘨い瘳

癮調査審議

設置舢烋成臤𦣪烝

委員長舢前ゅ愼膅横浜滲立大学諭学

部消化器不科 主任教授䐢

委員舢保険諭療専門審査員

迯期舢臽半期癉瀧燵癮薬価率載𤩍

緊急率載等癉応痱瘳𤩍鏤臤

回程燵

専門組織

薬価算定𤩍闍料癮適用及皨技術的

課巠等癉瘨い瘳調査審議瘃矞必要

疰あ矞㿉疷𤩍鐚識者癉意見砅聴く痝

㿉疰𤹪疷矞

保険諭療闍料等専門組織

脉掌舢特定保険諭療闍料及皨対外

診断用諭薬品癮保険適用

癉瘨い瘳癮調査審議

設置舢烋成臤𦣪烝

委員長舢舢椌澤廏治膅多摩丘陵病院

副院長䐢

委員舢保険諭療専門審査員

迯期舢臽半期癉瀧燵癮保険率載等

癉応痱瘳𤩍鏤臤回程燵

椌委員会

特定癮宙奡癉瘨い瘳あ瞢㽷痱𥇍意見調整砅行う必要疰あ矞㿉疷

中諭協癮議決癉瞟瞤設置

診療報酬基鑚問巠

椌委員会

脉掌舢基鑚的𤺋問巠癉瘨い瘳あ瞢

㽷痱𥇍意見調整砅行う

設置舢烋成臬烝

会長舢椌塩隆士膅瀧橋大学経済

研究脉教授䐢

委員舢支払舢診療舢苗益艉臿舢臿舢𦥯

開催舢改定癮議論癉応痱瘳開催

烋成𦣪𦥯烝燵舄回

烋成𦣪舄烝燵舙回

烋成𦣪𦧝烝燵臬回

烋成𦣪舙烝燵舄回

烋成臬𦣝烝燵臽回

痛和元烝燵臿回

痛和 𦣪烝燵臽回

調査実施椌委員会

脉掌舢諭療経済実態調査癉瘨い

瘳あ瞢㽷痱𥇍意見調整砅

行う

設置舢昭和臽𦣪烝

会長舢秋山美紀膅慶應義塾大学環境

情報学部教授䐢

委員舢支払舢診療舢苗益艉臿舢臿舢臽

開催舢調査設計𤹪開催

烋成𦣪𦥯烝燵臬回

烋成𦣪舄烝燵臤回

烋成𦣪𦧝烝燵臬回

烋成𦣪舙烝燵臤回

烋成臬𦣝烝燵臬回

痛和元烝燵臤回

痛和 𦣪烝燵臬回

薬価専門部会

脉掌舢薬価癮価格算定䈎籞䈎

砅審議

設置舢烋成𦣪烝

会長舢中闌洋膅慶應義塾大学大学院

経営管理研究科教授䐢

委員舢支払舢診療舢苗益艉臽舢臽舢臽

開催舢改定癮議論癉応痱瘳開催

烋成𦣪𦥯烝燵臬回

烋成𦣪舄烝燵臤臬回

烋成𦣪𦧝烝燵臤臬回

烋成𦣪舙烝燵臤臿回

烋成臬𦣝烝燵舄回

痛和元烝燵臤臬回

痛和 𦣪烝燵臤𦣪回

保険諭療闍料

専門部会

脉掌舢保険諭療闍料癮価格算

定䈎籞䈎砅審議

設置舢烋成臤臤烝

会長舢輸ふ轍子膅横浜国立大学大学

院国薇社会科学研究院教授䐢

委員舢支払舢診療舢苗益艉臽舢臽舢臽

開催舢改定癮議論癉応痱瘳開催

烋成𦣪𦥯烝燵 臽回

烋成𦣪舄烝燵 舙回

烋成𦣪𦧝烝燵 臤回

烋成𦣪舙烝燵臤𦣪回

烋成臬𦣝烝燵 𦥯回

痛和元烝燵 臤𦣝回

痛和 𦣪烝燵 𦣝回

診療報酬改定結果

検証部会

脉掌舢診療報酬疰諭療現場等癉諾え

瘓影響等癉瘨い瘳審議

設置舢烋成臤舄烝

会長舢永瀬伸子膅疢茶癮水女子大学

基幹研究院人間科学系教授䐢

委員舢苗益委員癮䀹

開催舢改定癮議論癉応痱瘳開催

烋成𦣪𦥯烝燵 𦥯回

烋成𦣪舄烝燵 臽回

烋成𦣪𦧝烝燵 臬回

烋成𦣪舙烝燵 臬回

烋成臬𦣝烝燵 臬回

痛和元烝燵 𦣪回

痛和 𦣪烝燵 臬回

専門部会

特癉専門的宙奡砅調査審議痠瘇矞瘓𥇍必要疰あ矞㿉疷𤩍

中諭協癮議決癉瞟瞤設置

ホ用対効果評価

専門部会

脉掌舢諭療保険制燵癉疢痏矞

ホ用対効果評価棡入癮

圻瞤方癉瘨い瘳審議

設置舢烋成𦣪臽烝

会長舢飯塚敏邇膅東京大学大学院

経済学研究科教授䐢

委員舢支払舢診療舢苗益

艉𦥯舢𦥯舢臽

開催舢改定癮議論癉応痱瘳開催

烋成𦣪𦥯烝燵 𦧝回

烋成𦣪舄烝燵 臤𦣝回

烋成𦣪𦧝烝燵 臿回

烋成𦣪舙烝燵 臤臤回

烋成臬𦣝烝燵 臬回

痛和元烝燵 𦣝回

痛和 𦣪烝燵 𦣝回

診療報酬調査専門組織

脉掌舢診療報酬体系癮見直痮癉逃矞技術的課巠癮調査籗検討

設置舢烋成臤臿烝 委員舢保険諭療専門審査員

晻諭療技術評価便科会 迯期舢烝臤回程燵

会長舢福井逗矢膅東京諭科大学茨城諭療𥞴ン稛籞 病院長䐢

晻諭療機輸癮禴䅈穪調査便科会 迯期舢烝臤回程燵

会長舢ゅ中滋膅慶應義塾大学隣誉教授 䐢 膅烋成29烝8鏤18日-任䐢

晻諭療機輸等癉疢痏矞消ホ税ヅ担癉輸瘃矞便科会

会長舢飯塚敏邇膅東京大学大学院経済学研究科教授䐢

晻入院諭療等癮調査籗評価便科会

会長舢楙形裕也膅九州大学隣誉教授䐢

報

告

報

告

聴

流

意

見

意

見

聴

流

ホ用対効果評価専門組織

脉掌舢諭薬品及皨諭療機器癮

ホ用対効果評価癉瘨い瘳

調査審議

設置舢烋成𦣪𦧝烝

委員長舢ゅ倉智之膅東京大学大学

院諭学系研究科特任教授䐢

委員舢保険諭療専門審査員

迯期舢臤烝癉数回程燵
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痛和臽烝燵診療報酬改定癮流矟埞

甪中諭協 諭療経済実態調査㽗

痛和臬烝臤臤鏤𦣪臽日 諭療経済実態調査結果癮報告

痛和臬烝臤𦣪鏤 臬日 諭療経済実態調査結果癉対瘃矞両側癮見解

甪中諭協 診療報酬改定癉輸瘃矞基鑚的見解㽗

痛和臬烝臤𦣪鏤 𦧝日 痛和臽烝燵診療報酬改定癉輸瘃矞両側癮考え方

痛和臬烝臤𦣪鏤臤𦣝日 痛和臽烝燵診療報酬改定癉瘨い瘳

中諭協㿉痮瘳㿉瞤𥆩㿉𥇍厚生労働大臣癉意見具申膅両論併ぇ䐢

甪中諭協 薬価調査籗保険諭療闍料価格調査㽗

痛和臬烝臤𦣪鏤 臬日 薬価調査籗特定保険諭療闍料価格調査膅速報値䐢

璻烋均値頹率璺

薬価舢約舄臖𦥯％膅前回舢𦧝臖𦣝％䐢

特定保険諭療闍料舢約臬臖𦧝％膅前回舢臿臖𦧝％䐢

甪社会保藴審議会膅諭療保険部会籗諭療部会䐢㽗

痛和臬烝臤𦣪鏤臤𦣝日 痛和臽烝燵診療報酬改定癮基鑚方針

璻改定癮基鑚的視珵㿉具体的方塁性璺

膅臤䐢新型禴箼窂磾磹䈎䅈感韆症等癉睘対応𤹪疷矞効率的籗効果的𤹪質癮高い諭療提供体制癮構築瓺重珵課巠𤭯

膅𦣪䐢安心籗安全𤹪質癮高い諭療癮実現癮瘓𥇍癮諭師等癮働疷方改革癮推逭瓺重珵課巠𤭯

膅臬䐢患者籗国民癉㿉瘥瘳身近𤹪あ瘥瘳𤩍安心籗安全𤹪質癮高い諭療癮実現

膅臽䐢効率化籗適塡化砅通痱瘓制燵癮安定性籗持62可能性癮塁琢
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痛和臽烝燵診療報酬改定癮流矟埰

甪不勇㽗

痛和臬烝臤𦣪鏤𦣪𦣪日 予算y成過程𤹪𤩍診療報酬改定𤩍良質𤺋諭療砅効率的癉提供瘃矞体制癮整備等癮

観珵㽷瞢中諭協𤹪癮議論砅踏𥆩え瘳𤩍改革砅着実癉逭𥇍矞舄奡目砅決定

臤臖診療報酬 膲𦣝臖臽臬％

※臤 う瘜𤩍※𦣪～臿砅瞩く改定便 膲𦣝臖𦣪臬％ 膅諭科舢膲𦣝臖𦣪𦥯％𤩍歯科舢膲𦣝臖𦣪舙％𤩍調剤舢膲𦣝臖𦣝𦧝％䐢

※𦣪 う瘜𤩍看護癮処遇改善癮瘓𥇍癮特例的𤺋対応膲𦣝臖𦣪𦣝％

※臬 う瘜𤩍箛竴磦䈎処方箋膅律皖利用𤹪疷矞処方箋䐢癮棡入籗活用透逭癉瞟矞効率化▲𦣝臖臤𦣝％膅症状疰安定痮瘳い矞

患者癉 瘨い瘳諭師癮処方癉瞟瞤𤩍諭療機輸癉行㽷瘘㿉睘𤩍諭師及皨薬剤師癮適勉𤺋連携癮託𤩍瀧定期間不癉処

方箋砅律皖利用𤹪疷矞𤩍便割調剤㿉皕異𤺋矞実効的𤺋方策砅棡入瘃矞痝㿉癉瞟瞤𤩍再診癮効率化癉瘨𤺋痓𤩍㾮癮効

果癉瘨い瘳検証砅行う䐢

※臽 う瘜𤩍濁妊治療癮保険適用癮瘓𥇍癮特例的𤺋対応膲𦣝臖𦣪𦣝％

※臿 う瘜𤩍椌児癮感韆防溺対策癉逃矞加算措置膅諭科便䐢癮期限到来▲𦣝臖臤𦣝％

𦣪臖薬価等 埞薬価 ▲臤臖臬臿％ ※臤 う瘜𤩍実勢価等改定▲臤臖臽臽％

※𦣪 う瘜𤩍濁妊治療癮保険適用癮瘓𥇍癮特例的𤺋対応膲𦣝臖𦣝舙％

埰闍料価格 ▲𦣝臖𦣝𦣪％

𤺋疢𤩍琢ぇ癮ほ㽷𤩍新型禴箼窂感韆荐大癉瞟瞤軛瞢㽷癉𤺋瘥瘓課巠等癉対応瘃矞瘓𥇍𤩍良質𤺋諭療砅効率的

癉提供瘃矞体制癮整備等癮観珵㽷瞢𤩍逗癮奡目癉瘨い瘳𤩍中諭協𤹪癮議論睘踏𥆩え瘳𤩍改革砅着実癉逭𥇍矞璒

籗 諭療機能癮便化籗強化𤩍連携癮推逭癉塁痏瘓𤩍提供痠矟瘳い矞諭療機能や患者像癮実態癉即痮瘓𤩍看護配置舄対

臤癮入院基鑚料砅含𥇥入院諭療癮評価癮適塡化

籗 圻院日数砅含𥇍瘓諭療癮標準化癉塁痏瘓𤩍艜芴𦪌制燵癮算定方法癮見直痮等癮更𤺋矞包茯払い癮推逭

籗 諭師癮働疷方改革癉逃矞診療報酬琢癮措置癉瘨い瘳実効的𤺋捗組䀹㿉𤺋矞瞟う見直痮

籗 外来諭療癮機能便化籗連携癉塁痏瘓𤩍㽷㽷瞤瘨痏諭機能癉逃矞診療報酬琢癮措置癮実態癉即痮瘓適勉𤺋見直痮

籗 ホ用対効果砅踏𥆩え瘓癆発諭薬品癮調剤体制癉逃矞評価癮見直痮

籗 薬楡癮率益状況𤩍経営癮効率性等睘踏𥆩え瘓多店舗砅鐚瘃矞薬楡等癮評価癮適塡化

籗 芲苨𦪌類似諭薬品等癮既率載癮諭薬品癮保険給付範噬癮見直痮𤺋癁𤩍薬剤給付癮適塡化癮観珵㽷瞢癮▔漱薬癮

処方癮適塡化
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痛和臽烝燵診療報酬改定癮流矟㙊

瓺厚生労働大臣𤭯

痛和臽烝臤鏤臤臽日 中諭協癉対痮瘳通託癉基瘼疷答申砅行う瞟う諮問

埞予算大臣舫衝砅踏𥆩え不勇疰決定痮瘓改定率𤩍中諭協𤹪癮議論睘踏𥆩え瘳改革砅着実

癉逭𥇍矞舄瘨癮課巠

埰社会保藴審議会 諭療保険部会籗諭療部会疰策定痮瘓瓖改定癮基鑚方針瓘

中諭協癉疢痏矞痝矟𥆩𤹪癮議論癮整理砅苗表痮𤩍窾𥫤箛ッ祲禴䇮ン穪砅募集

甪中諭協㽗

痛和臽烝臤鏤臤臽日～臤鏤𦣪臤日 窾𥫤箛ッ祲禴䇮ン穪募集膅𦥯𦧝𦧝人㽷瞢延𥄢臬,𦣪𦧝𦣪件癮意見䐢

痛和臽烝臤鏤𦣪臤日 苗聴会砅礥ン箐磹ン形式𤹪開催

膅苗募癉瞟矞意見発表希望者㽷瞢苗益委員疰選定痮瘓臤𦣪隣㽷瞢発表

痛和臽烝臤鏤𦣪𦥯籗𦣪𦧝日籗𦣪鏤𦣪日 個慕改定奡目膅短冊䐢砅集中審議
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桌前回改定瓖答申書瓘附澳意見膅𦣪𦣝奡目䐢癉基瘼く検討

籗検証調査膅臤臤奡目䐢𤩍諭療経済実態調査𤩍薬価調査𤩍特定保険諭療闍料価格調査

籗外来𤩍圻宅𤩍入院諭療𤩍個慕宙奡𤩍横断的宙奡𤩍禴箼窂籗感韆症対応𤩍濁妊治療癮保険適用

籗薬価制燵𤩍保険諭療闍料制燵𤩍ホ用対効果評価制燵 等

籗診療報酬琢癮禴箼窂特例措置

璻中諭協璺

［総会］

［薬価専門部会］

［保険諭療闍料専門部会］

［ホ用対効果評価専門部会］［合輪部会］

［診療報酬改定結果検証部会］

［診療報酬基鑚問巠椌委員会］

［調査実施椌委員会］

［調査専門組織］

籗諭療技術評価便科会

籗入院諭療等癮調査籗評価便科会

籗諭療機輸等癉疢痏矞消ホ税ヅ担癉輸瘃矞便科会

国民癮廖舢窾𥫤禴䇮𤩍苗聴会

痛和臽烝𦣪鏤舙日 厚生労働大臣癉対痮𤩍診療報酬珵数癮改定案砅答申

膅附澳意見舢𦣪𦣝奡目䐢
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璻外来諭療璺

瓺舄鏤舄日膅㾮癮臤䐢𤭯

栟㽷㽷瞤瘨痏諭機能籗諭療機輸連携𤩍生活習總病対策𤩍大病院溜診癮適塡化𤩍礥ン箐磹ン診療

瓺臤𦣝鏤𦣪𦣝日 膅㾮癮𦣪䐢𤭯

栟㽷㽷瞤瘨痏諭機能舢地域包茯診療料籗地域包茯診療加算𤩍椌児㽷㽷瞤瘨痏診療料

栟諭療機輸間癮連携舢診療情報提供料膅臊䐢

栟生活習總病管理料

栟耳鼻咽喉科診療

瓺臤臤鏤臤𦣪日 膅㾮癮臬䐢𤭯

栟外来機能便化癮推逭舢埞紹跳状𤺋痮𤹪溜診瘃矞場合等癮定巸ヅ担𤩍埰紹跳籗逆紹跳癮推逭𤩍

㙊諭療資源砅重珵的癉活用瘃矞外来砅地域癉疢い瘳基幹的癉担う諭療機輸癉逃矞評価

瓺臤𦣪鏤臤舄日 膅㾮癮臽䐢𤭯

栟㽷㽷瞤瘨痏諭機能癉逃矞評価舢機能強化加算𤩍椌児㽷㽷瞤瘨痏診療料

瓺臤𦣪鏤𦣪𦣪日 膅㾮癮臿䐢𤭯

栟診療癉疢痏矞ICT癮活用舢

礥ン箐磹ン診療舢埞初診籗再診癉疢痏矞流扱い籗評価癮あ瞤方膅対象患者𤩍算定要件𤩍施設基準等䐢𤩍

埰諭師癮脉圻𤩍㙊諭学管理癮流扱い籗評価癮あ瞤方𤩍埸礥ン箐磹ン圻宅管理癮流扱い籗評価癮あ瞤方

礥ン箐磹ン資格確認𤩍電子処方箋

中諭協癉疢痏矞審議不容 膅痛和𦣪烝舄鏤舄日～痛和臬烝臤鏤臤𦣪日䐢埞
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璻圻宅諭療璺

瓺𦧝鏤𦣪臿日膅㾮癮臤䐢𤭯

栟圻宅諭療砅流瞤𥆩く現状𤩍圻宅諭療領域癉疢痏矞流組等𤩍圻宅諭療癉逃矞診療報酬琢癮評価

瓺臤𦣝鏤臤臬日膅㾮癮𦣪䐢𤭯

栟6162診療加算𤩍圻宅療養支援診療脉圻支診籗圻宅療養支援病院圻支病𤩍外来砅担当瘃矞諭師㿉圻宅砅担

当瘃矞諭師癮連携𤩍圻宅稛籞筿窂䈎禡磕加算

瓺臤𦣝鏤𦣪舄日膅㾮癮臬䐢𤭯

栟訪問看護舢埞専門性癮高い看護師癉瞟矞輪行訪問𤩍埰理学療法士等癉瞟矞訪問看護𤩍㙊椌児癮訪問看護

癉疢痏矞輸逃機輸等㿉癮連携

瓺臤臤鏤臤𦣝日膅㾮癮臽䐢𤭯

栟緊急往診加算𤩍圻宅疰砉諭療総合診療料𤩍救急搬=診療料

栟圻宅歯科諭療舢埞歯科訪問診療癉疢い瘳提供痠矟矞諭療𤩍埰圻宅療養支援歯科診療脉𤩍

㙊圻宅歯科諭療癉疢痏矞直職種㿉癮連携

瓺臤臤鏤𦣪𦥯日膅㾮癮臿䐢𤭯

栟訪問看護舢提供体制𤩍利用者癮状態癉応痱瘓充実

中諭協癉疢痏矞審議不容 膅痛和𦣪烝舄鏤舄日～痛和臬烝臤鏤臤𦣪日䐢 埰
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璻入院諭療 埞璺

瓺𦧝鏤𦣪臿日膅㾮癮臤䐢𤭯

栟入院諭療砅㿉瞤𥆩く環境𤩍入院諭療㿉諭療ホ𤩍入院諭療癉逃矞診療報酬琢癮評価

栟急性期入院諭療𤩍回皖期入院諭療𤩍綫性期入院諭療𤩍入院諭療癉疢痏矞直癮流組

瓺臤臤鏤臤𦣝日膅㾮癮𦣪䐢𤭯

栟急性期入院諭療舢埞重症燵𤩍諭療籗看護必要燵𤩍急性期入院諭療癮評価𤩍重症患者癮対応

栟高燵急性期諭療舢埞重症燵𤩍諭療籗看護必要燵𤩍人員配置等

瓺臤臤鏤臤𦣪日膅㾮癮臬䐢𤭯

栟回皖期入院諭療

埞地域包茯禡磕病棟入院料籗入院諭療管理料𤩍埰回皖期箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン病棟入院料𤩍

㙊特定機能病院癉疢痏矞箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン

栟入院横断的個慕宙奡

埞穧籞稛提出加算籗診療録管理体制加算𤩍埰入-院支援𤩍㙊救急諭療管理加算𤩍埸治療蹣期㽷瞢癮回皖癉

塁痏瘓流組𤩍埻病棟癉疢痏矞栄養管理𤩍埽周術期癉疢痏矞褥ē対策

瓺臤臤鏤臤舙日膅㾮癮臽䐢𤭯

栟綫性期入院諭療

埞療養病棟入院基鑚料膅総論𤩍入院料搆癮患者癮状態等𤩍諭療癒便籗ADL癒便䐢

埰藴害者施設等入院基鑚料等膅脳卒中患者癉対瘃矞諭療的𤺋状態等癮差異䐢

㙊z和禡磕病棟入院料膅z和禡磕病棟入院料癮概要𤩍疰砉患者疼痛癉逃矞数數等砅用い瘓評価䐢

埸鐚床診療脉入院基鑚料

瓺臤臤鏤𦣪臽日膅㾮癮臿䐢𤭯

栟艜芴𦪌臛芴艜芴苢

埞直院㽷瞢転院痮瘓患者𤩍埰発症㽷瞢癮日数癉瞟瘥瘳病態疰変わ矞疾患𤩍

㙊艜芴𦪌制燵癉疢痏矞臬段艹癮評価癮あ瞤方

栟短期滞圻手術等基鑚料

埞瀧定程燵治療法疰標準化痠矟短期間𤹪-院疰可能㿉𤺋矞手術等癮評価癮あ瞤方

埰短期滞圻手術等基鑚料臬癉相当瘃矞診断群便類砅含𥇍瘓評価癮あ瞤方

中諭協癉疢痏矞審議不容 膅痛和𦣪烝舄鏤舄日～痛和臬烝臤鏤臤𦣪日䐢 㙊
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璻入院諭療 埰璺

瓺臤𦣪鏤臤日膅㾮癮𦥯䐢𤭯

栟急性期入院諭療

埞急性期入院諭療砅担う諭療機輸癮役割

埰充実痮瘓急性期諭療砅担瘥瘳い矞諭療機輸癉対瘃矞評価癮あ瞤方

※ 急性期瀧般入院料臤砅届出痮瘳い矞諭療機輸癉疢痏矞治療室ほ㽷癮入院料癮届出状況𤩍救急搬=

溜入件数𤩍手術膅緊急手術等砅含𥇥䐢等癮実績𤩍烋均圻院日数𤩍自直院病棟盨癮転棟率等癮実態𤩍

感韆防溺対策加算𤩍認知症禡磕加算𤩍精神科箛礐稕ン稸籞筁加算癮届出状況等砅踏𥆩え瘳

栟高燵急性期入院諭療

埞重症患者対応癮評価舢人溷倭吸器やECMO等砅実施瘃矞場合癉専門性癮高い看護師や臨床溷学技士

疰手厚く配置痠矟瘓琢𤹪𤩍専門的𤺋禡磕籗技術砅実施痮瘳い矞実態

埰㾮癮直舢瞟瞤長期癮集中治療管理疰必要㿉𤺋矞場合𤩍苨ｅｌｅ臃艿𦪌苷癉瞟矞ICU不死亡箛䅈祲㿉院不死亡箛䅈

祲癮徹託

瓺臤𦣪鏤臤𦣝日膅㾮癮舄䐢𤭯

栟地域包茯禡磕病棟入院料籗入院諭療管理料

※ 求𥇍瞢矟矞臬瘨癮役割癉瘨い瘳病床規模や病床種慕癉瞟矞患者癮背景籗地域癉疢痏矞運用癮あ瞤方疰

異𤺋矞痝㿉砅踏𥆩え瘓評価癮あ瞤方

栟諭療資源癮少𤺋い地域

※ 痝矟𥆩𤹪癮経緯や考え方等砅踏𥆩え瘨瘨𤩍㾮癮特性癉配慮痮瘓評価癮あ瞤方

栟-院患者調査膅艜芴𦪌穧籞稛䐢

※ 個人単哲癮被保険者番号穧籞稛癮提出等癉瞟矞艜芴𦪌穧籞稛癉疢痏矞DB間癮連結精燵塁琢癉塁痏

瘓流組

中諭協癉疢痏矞審議不容 膅痛和𦣪烝舄鏤舄日～痛和臬烝臤鏤臤𦣪日䐢 埸
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璻入院諭療 㙊璺

瓺臤𦣪鏤臤舄日膅㾮癮𦧝䐢𤭯

栟急性期入院諭療

瀧般病棟用臛治療室用癮重症燵𤩍諭療籗看護必要燵种筿筦箵籞种𥮲ン膅案䐢

※ 痝矟𥆩𤹪癮議論砅踏𥆩え𤩍施設基準癮見直痮癉用い矞痝㿉砅念頭癉𤩍ゅ当患者割合癮种筿筦箵籞种𥮲ン砅

行う瘓𥇍癮条件設定

甪瀧般病棟用膅必要燵腭籗膻共通䐢㽗

埞 急性期入院諭療砅必要㿉瘃矞患者癮状態砅適勉癉律映瘃矞瘓𥇍癮奡目癮見直痮

埰 管理癉逃矞実態砅瞟瞤適勉癉評価瘃矞瘓𥇍癮配珵方法癮変更

㙊 急性期入院諭療砅必要㿉瘃矞患者癮状態砅適勉癉律映瘃矞瘓𥇍癮奡目癮不容癮見直痮

甪治療室用膅特定集中治療室用籗䆴磹禡磕筳窊ッ穪用共通䐢㽗

埞 高燵急性期入院諭療砅必要㿉瘃矞患者癮状態砅適勉癉律映瘃矞瘓𥇍癮奡目癮見直痮

埰 高燵急性期入院諭療砅必要㿉瘃矞患者癮状態砅適勉癉律映瘃矞瘓𥇍癮評価票癮見直痮

㙊 瀧般病棟用癉𤺋瞢い𤩍奡目癮不容癮見直痮

瓺臤鏤臤𦣪日膅㾮癮舙䐢𤭯

栟急性期入院諭療

瀧般病棟用臛治療室用癮重症燵𤩍諭療籗看護必要燵种筿筦箵籞种𥮲ン結果砅踏𥆩え瘓施設基準癮設定

甪瀧般病棟用癮重症燵𤩍諭療籗看護必要燵㽗

桕奡目癮見直痮膅䑺奡目瓖心電噪筕窊稛籞癮管理瓘→削瞩𤩍艗奡目瓖衣服癮着脱瓘→削瞩䐢

桕配珵方法癮変更膅䑺奡目瓖輸血や血液製剤癮管理瓘癮珵数䐢

桕奡目癮不容癮見直痮膅䑺奡目瓖珵滴箐磹ン輪迯臬鑚通琢癮管理瓘癮薬剤種類数𤩍𦪌奡目瓖骨癮手術瓘癮日数䐢

甪特定集中治療室用癮重症燵𤩍諭療籗看護必要燵㽗

桕高燵急性期入院諭療砅要瘃矞患者癮状態癮見直痮

䑺奡目瓖心電噪筕窊稛籞癮管理瓘𤩍艗奡目砅瞩い瘓琢𤹪𤩍墓定基準砅瓖䑺奡目臬珵通琢瓘癉見直瘃

桕箵𥞴𥫣穪電算処理种䅈穟筁禴籞穵砅用い瘓評価砅棡入痮𤩍合わ瘇瘳林入院料癉疢痏矞ゅ当患者割合癉瘨い瘳

現行㿉癮差癮実態砅踏𥆩え瘓設定癉瘃矞

中諭協癉疢痏矞審議不容 膅痛和𦣪烝舄鏤舄日～痛和臬烝臤鏤臤𦣪日䐢 埻
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璻個慕宙奡埞璺

瓺舄鏤𦣪臤日膅㾮癮臤䐢𤭯

栟諭薬品癮適勉𤺋使用癮推逭舢流組𤩍癆発諭薬品𤩍窹磹礥癆62品𤩍竴礛籞筿箐箛籞

栟働疷方改革癮推逭舢前回改定癮評価𤩍稛䅈祲种𥖧磕籗稛䅈祲种竴穪𤩍諭療従宙者癮ヅ担軽減等𤩍

地域全体𤹪癮流組等

栟濁妊治療癮保険適用舢痝矟𥆩𤹪癮実態𤩍生殖諭療祘磹穵箐磹ン𤩍保険適用癉塁痏瘓検討

瓺臤𦣝鏤𦣪𦣪日 膅㾮癮𦣪䐢𤭯

栟疰砉対策舢外来化学療法𤩍栄養食宙指棡𤩍疰砉禩𥧔筁𥫣箼竴碻磹箛ン禕検査𤩍譌射線不用療法

栟飫病対策等舢諭療機輸間癮連携癉逃矞評価癮圻瞤方

栟磕箵䈎祧籞疾患対策舢磕箵䈎祧籞疾患生活管理指棡表砅用い瘓主治諭㽷瞢学校諭等盨癮情報提供

瓺臤臤鏤臿日膅㾮癮臬䐢𤭯

栟精神諭療舢現状𤩍地域精神保健諭療体制𤩍精神科個慕宙奡

栟療養籗就労両立支援等舢療養籗就労両立支援𤩍疰砉患者癉対瘃矞心理的支援

瓺臤臤鏤臤舄日 膅㾮癮臽䐢 𤭯

栟濁妊治療癮保険適用埰舢䆿磕箛ン禕𤩍保険適用癮対象㿉𤺋矞諭療技術等癮範噬膅対象患者籗烝齢制限籗回

数制限𤩍着床前診断𤩍施設基準等䐢𤩍運用課巠

栟箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン舢疾患慕箛䆴癮適勉𤺋実施𤩍摂食嚥託支援加算𤩍綫性維持透析患者癮箛䆴竌箛

瓺臤臤鏤臤舙日 膅㾮癮臿䐢 𤭯

栟椌児諭療舢椌児急性期諭療体制𤩍椌児高燵急性期諭療体制𤩍諭療機輸間連携

栟周産期諭療舢現状𤩍䆴磹箛䅈祲便娩管理𤩍妊産婦癮支援

栟精神科救急諭療舢病床数琢限𤩍実績要件𤩍対象疾患籗状態等

瓺臤臤鏤𦣪𦥯日 膅㾮癮𦥯䐢 𤭯

栟穧籞稛提出等舢現状𤩍外来診療等癉逃矞穧籞稛𤩍諭療情報种䅈穟筁

栟診療報酬軛細書癮ぇ載舢選択式禴䇮ン穪ぇ載禴籞穵𤩍検査値穧籞稛

栟自殺対策等舢孤†孤立等癉伴う精神的𤺋疾病や蹣期癮自殺対策𤩍救急現場癮自殺対策

中諭協癉疢痏矞審議不容 膅痛和𦣪烝舄鏤舄日～痛和臬烝臤鏤臤𦣪日䐢 埽
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璻個慕宙奡埰璺

瓺臤𦣪鏤臬日膅㾮癮舄䐢 𤭯

栟技術的宙奡埞舢諭療技術癮評価𤩍報告書癮確認濁足癉対瘃矞諭療安全対策𤩍綫性維持透析𤩍

圻宅58膜灌流𤩍圻宅血液透析

瓺臤𦣪鏤𦧝日膅㾮癮𦧝䐢𤭯

栟癆発諭薬品舢骨太癮方針砅踏𥆩え瘓超癆癮対応

栟諭薬品癮適勉𤺋使用癮推逭舢竴礛籞筿筦箐箛𤩍便割調剤𤩍薬剤給付癮適塡化

栟働疷方改革癮推逭埰舢現状等𤩍諭師宙務作業補助体制加算𤩍手術籗処置癮迯間外等加算𤩍

諭療機輸癉疢痏矞薬剤師業務癉逃矞評価𤩍特定行琦研修修了者癮活用𤩍

看護職員癮処遇改善㿉ヅ担軽減𤩍 ICT癮活用𤩍地域諭療体制確保加算

瓺臤𦣪鏤臤𦣝日 膅㾮癮舙䐢𤭯

栟技術的宙奡埰舢忠逗性骨舫癮管理𤩍運動器疾患管理𤩍高燵飫聴管理𤩍知的藴害者等盨癮諭療提供𤩍

検査𤩍周術期疼痛管理𤩍人溷倭吸器等管理𤩍窹磹礥癆62品癮使用透逭

瓺臤𦣪鏤臤臿日 膅㾮癮10䐢𤭯

栟濁妊治療癮保険適用㙊舢対象㿉𤺋矞諭療技術等癮範噬𤩍運用癉逃矞課巠𤩍㾮癮直癮宙奡

瓺臤𦣪鏤𦣪𦣪日 膅㾮癮11䐢𤭯

栟礥ン箐磹ン服薬指棡𤩍電子版疢薬手帳

栟歯科用貴金属闍料癮基準闍料価格改定

瓺臤𦣪鏤𦣪臽日 膅㾮癮12䐢𤭯

栟診療報酬琢癮簡素化等

栟不視鏡治療

栟痝矟𥆩𤹪癮指摘癉対瘃矞回答

瓺臤鏤臤𦣪日膅㾮癮13䐢𤭯

栟歯科用貴金属闍料癮基準闍料価格改定

中諭協癉疢痏矞審議不容 膅痛和𦣪烝舄鏤舄日～痛和臬烝臤鏤臤𦣪日䐢 堄
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中諭協癉疢痏矞審議不容 膅痛和𦣪烝舄鏤舄日～痛和臬烝臤鏤臤𦣪日䐢堞

37

璻調剤璺

瓺舄鏤臤臽日膅㾮癮臤䐢𤭯

栟対物業務𤩍対人業務𤩍重複投薬𤩍䇦箛竴碻籞䇳种籞及皨逼薬等盨癮対応𤩍

保険諭療機輸㿉保険薬楡癮連携𤩍圻宅訪問薬剤管理指棡𤩍礥ン箐磹ン服薬指棡

瓺臤𦣝鏤𦣪𦣪日 膅㾮癮𦣪䐢𤭯

栟㽷㽷瞤瘨痏薬剤師籗薬楡癮推逭

栟重複投薬𤩍䇦箛竴碻籞䇳种籞及皨逼薬等盨癮対応癉逃矞評価

栟保険薬楡㿉保険諭療機輸㿉癮連携

栟諭療的禡磕児癮薬学的管理

栟圻宅患者訪問薬剤管理指棡癉逃矞評価

瓺臤臤鏤𦣪𦥯日 膅㾮癮臬䐢𤭯

栟調剤料舢対物中心癮業務㽷瞢対人中心癮業務盨癮転換

栟調剤基鑚料舢輪瀧禕䈎籞𥫣癮店舗数や立地慕癮率益状況𤩍濁動産癮賃貸借等癮輸逃癉あ矞薬楡等

栟㾮癮直舢輪瀧薬楡癮利用透逭𤩍圻宅患者訪問薬剤管理指棡膅諭療用麻薬持62注射療法𤩍圻宅中心静脈栄

養法䐢

璻禴箼窂籗感韆症対応璺

瓺舄鏤舄日膅㾮癮臤䐢𤭯

栟超癆癮新型禴箼窂磾磹䈎䅈感韆症対策癮あ瞤方

舢発生状況𤩍診療報酬癉疢痏矞特例的𤺋流扱い籗算定状況𤩍㾮癮直癮措置𤩍箵𥞴𥫣穪癮算定件数𤩍

診療報酬癉疢痏矞感韆症癮対応𤩍超癆癮感韆症対応等

栟新興感韆症等癉睘対応𤹪疷矞諭療提供体制癮構築癉塁痏瘓流組

瓺臤𦣪鏤臬日 膅㾮癮𦣪䐢𤭯

栟診療報酬琢癮特例的𤺋流扱い癮超癆癮評価癮圻瞤方

栟感韆防溺対策加算癮評価癮あ瞤方

瓺臤鏤臤𦣪日膅㾮癮臬䐢𤭯

栟経過措置等癉逃矞痛和臽烝燵診療報酬改定癉疢痏矞流扱い癉瘨い瘳

舢痛和𦣪烝燵診療報酬改定癉逃矞経過措置𤩍施設基準等癉疢い瘳烝間実績砅使用



［調査実施椌委員会］

痛和臬烝臤臤鏤𦣪臽日 第𦣪臬回諭療経済実態調査癮報告癉瘨い瘳

［薬価専門部会］

痛和臬烝臤𦣪鏤𦣪𦣪日 痛和臽烝燵薬価制燵改革癮骨子膅案䐢癉瘨い瘳

痛和臽烝 臤鏤臤舙日 痛和臽烝燵薬価制燵癮見直痮癉瘨い瘳

［保険諭療闍料専門部会］

痛和臬烝臤𦣪鏤𦣪𦣪日 痛和臽烝燵保険諭療闍料制燵改革癮骨子膅案䐢癉瘨い瘳

痛和臽烝 臤鏤臤舙日 痛和臽烝燵保険諭療闍料制燵改革癮見直痮癉瘨い瘳

［ホ用対効果評価専門部会］

痛和臬烝臤𦣪鏤𦣪𦣪日 痛和臽烝燵ホ用対効果評価制燵改革癮骨子膅案䐢癉瘨い瘳

痛和臽烝 臤鏤臤舙日 痛和臽烝燵ホ用対効果評価制燵癮見直痮癉瘨い瘳

［診療報酬基鑚問巠椌委員会］

痛和𦣪烝臤𦣝鏤𦣪𦧝日 入院諭療等癮調査籗評価便科会癮超癆癮検討癉瘨い瘳

痛和臬烝 𦣪鏤臤𦣝日 痛和臽烝燵診療報酬改定癉塁痏瘓諭療技術癮評価方法等癉瘨い瘳膅案䐢

痛和臬烝 臬鏤臤𦣝日 入院諭療等癮調査籗評価便科会癉疢痏矞痛和𦣪烝燵調査結果

膅速報㾮癮臤䐢癮概要癉瘨い瘳

痛和臬烝臤𦣝鏤𦣪舄日 入院諭療等癮調査籗評価便科会癉疢痏矞痝矟𥆩𤹪癮検討結果

膅㿉瞤𥆩㿉𥇍䐢

痛和臽烝 臤鏤臤舙日 諭療技術評価便科会㽷瞢癮報告癉瘨い瘳

膅痛和臽烝燵診療報酬改定癉塁痏瘓諭療技術癮評価䐢

璻椌委員会籗部会癉疢痏矞検討結果埞璺
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［診療報酬改定結果検証部会］

痛和臬烝臬鏤𦣪臽日 痛和𦣪烝燵診療報酬改定癮結果検証癉逃矞特慕調査膅痛和𦣪烝燵調査䐢

癮結果癉瘨い瘳

膅臤䐢 㽷㽷瞤瘨痏諭機能等癮外来諭療癉逃矞評価等癉輸瘃矞実施状況調査膅㾮癮臤䐢

膅𦣪䐢精神諭療等癮実施状況調査膅㾮癮臤䐢

膅臬䐢 圻宅諭療㿉訪問看護癉逃矞評価等癉輸瘃矞実施状況調査

膅臽䐢 諭療従宙者癮ヅ担軽減𤩍働疷方改革癮推逭癉逃矞評価等癉輸瘃矞実施状況調査膅㾮癮臤䐢

膅臿䐢 癆発諭薬品癮使用透逭策癮影響及皨実施状況調査

痛和臬烝臤𦣪鏤臤日 痛和𦣪烝燵診療報酬改定癮結果検証癉逃矞特慕調査膅痛和臬烝燵調査䐢

癮結果癉瘨い瘳

膅臤䐢 㽷㽷瞤瘨痏諭機能等癮外来諭療癉逃矞評価等癉輸瘃矞実施状況調査膅㾮癮𦣪䐢

膅𦣪䐢 精神諭療等癮実施状況調査膅㾮癮𦣪䐢

膅臬䐢 諭療従宙者癮ヅ担軽減𤩍諭師等癮働疷方改革癮推逭癉逃矞評価等癉輸瘃矞実施状況調査膅㾮癮𦣪䐢

膅臽䐢 㽷㽷瞤瘨痏歯科諭機能癮評価や歯科疾患管理料癮評価癮見直痮癮影響及皨歯科疾患癮6162的

管理等癮実施状況調査

膅臿䐢 㽷㽷瞤瘨痏薬剤師籗薬楡癮評価砅含𥇥調剤報酬改定癮影響及皨実施状況調査

膅𦥯䐢 癆発諭薬品癮使用透逭策癮影響及皨実施状況調査

璻椌委員会籗部会癉疢痏矞検討結果埰璺
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搆烝薬価改定癉逃矞検討

瓺痛和臬烝臤鏤臤臬日𤭯

栭 薬価制燵癮見直痮膅案䐢癉瘨い瘳

瓺痛和𦣪烝𦥯鏤臤𦣝日𤭯

栭 輸逃業界㽷瞢癮意見聴流癉瘨い瘳

瓺痛和𦣪烝𦥯鏤臤舄日𤭯

栭 痛和𦣪烝燵諭薬品価格調査膅薬価調査䐢癉瘨い瘳

瓺痛和𦣪烝舄鏤𦣪𦣪日𤭯

栭 痛和𦣪烝燵諭薬品価格調査膅薬価調査䐢癉瘨い瘳

瓺痛和𦣪烝臤臤鏤臤𦧝日𤭯

栭 𦣪𦣝𦣪臤烝燵薬価改定癉逃矞論珵癉瘨い瘳

瓺痛和𦣪烝臤臤鏤𦣪臿日𤭯

栭 薬価改定癉瘨い瘳膅輸逃業界意見聴流埞䐢

瓺痛和𦣪烝臤𦣪鏤𦣪日𤭯

栭 薬価調査結果癮速報及皨薬価改定癉瘨い瘳

瓺痛和𦣪烝臤𦣪鏤舙日𤭯

栭 薬価改定癉瘨い瘳膅痝矟𥆩𤹪癮意見𤩍テ譏影響癮提示䐢

瓺痛和𦣪烝臤𦣪鏤臤臤日𤭯

栭 薬価改定癉瘨い瘳膅輸逃業界意見聴流埰䐢

瓺痛和𦣪烝臤𦣪鏤臤臽日𤭯

栭 𦣪𦣝𦣪臤烝薬価改定癉瘨い瘳
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薬価専門部会癉疢痏矞審議経過籗不容埞

晻 中諭協癉疢痏矞意見膅痛和𦣪烝12鏤14日䐢

妓改定対象範囲宜
● 対象品目修限定殊柔舟酌綬あ戎含新型循招薯塾縮承潤感染症周

対殊柔医療機関等州経営臭州影響叔最小限周殊柔酒酋周酬含
平均乖離率州橋倍以上州品目周限定殊舟酌綬あ柔岸

● 平均乖離率州0.5倍や0.25倍収囚教倍以下州品目周寿い樹酬
改定対象周加え柔必要爵あ柔岸蹴酒含乖離率州輯綬収錫乖離額
周酬着目手酒戎含新薬・長期収載品・後発医薬品州俊庶旬彰ー
主需周改定対象州基準叔設定殊柔収囚手樹含偏戎爵綬収い十う
周殊柔舟酌綬あ柔岸

妓新型循招薯塾縮承潤感染症周十柔影響州勘案宜
● 医薬品卸・医療機関・薬局等州経営臭州影響や新型循招薯塾縮

承潤感染症周十柔影響叔勘案殊舟酌綬あ柔岸
妓薬価改定州適用承ー承宜
● 市場実勢価格叔適時周薬価周反映手樹国民負担叔抑制殊柔需

いう中間年改定州趣旨や含企業州予見性州観点灼従含適用殊柔
承ー承修実勢価改定周連動殊柔承ー承州輯適用殊舟酌綬あ柔岸

● 中間年周杓い樹酬含実勢価改定周連動手収い承ー承周寿い樹酬
適用殊舟酌綬あ柔岸

晻 搆烝薬価改定癮実現癉瘨い瘳膅痛和𦣪烝12鏤17日 不勇官胖長官𤩍テ務大臣𤩍厚生労働大臣合意㽗

改定州対象範囲周寿い樹修含国民負担軽減州観点灼従綬酌柔限戎広錫殊柔惹需爵適当綬あ柔状況州酬需含平均乖離率脅％州0.5倍～
0.75倍州中間綬あ柔0.625倍季乖離率5％稀叔超え柔含価格乖離州大酌収品目叔対象需殊柔岸

蹴酒鬼新型循招薯塾縮承潤感染症特例亀需手樹薬価州削減幅叔0.8％分緩和殊柔岸

瓺痛和𦣪烝臤𦣪鏤臤𦧝日𤭯

栭 𦣪𦣝𦣪臤烝薬価改定癮骨子膅案䐢癉瘨い瘳

瓺痛和臬烝臤鏤臤臬日𤭯

栭 薬価制燵癮見直痮膅案䐢癉瘨い瘳



痛和臽烝燵薬価改定癉逃矞検討

瓺痛和臬烝臽鏤𦣪臤日𤭯

栭 痛和臽烝燵薬価改定癮主𤺋課巠㿉逭𥇍方癉瘨い瘳

瓺痛和臬烝臿鏤臤𦣪日𤭯

栭 輸逃業界㽷瞢癮意見陳述

瓺痛和臬烝𦥯鏤𦣪臬日𤭯

栭 痛和臬烝燵諭薬品価格調査膅薬価調査䐢癉瘨い瘳

瓺痛和臬烝𦧝鏤臽日𤭯

栭 薬価算定組織㽷瞢癮意見

栭 薬価改定癮経緯㿉薬剤ホ及皨推定値頹率癮烝逗推移

瓺痛和臬烝臤𦣝鏤𦣪𦣝日𤭯

栭 逗期薬価改定癉瘨い瘳埞

磹𥧔笽籞种𥮲ン癮評価𤩍国民皆保険癮持62性籗適塡化𤩍安定供給癮確保𤩍㾮癮直

瓺痛和臬烝臤臤鏤臿日𤭯

栭 輸逃業界㽷瞢癮意見聴流

栭 逗期薬価改定癉瘨い瘳埰

新規癆発品癮薬価𤩍調整幅𤩍高巸諭薬品𤩍診療報酬改定癮𤺋い烝癮薬価改定

瓺痛和臬烝臤𦣪鏤臤日𤭯

栭 逗期薬価改定癉瘨い瘳膅論珵整理案䐢

瓺痛和臬烝臤𦣪鏤臬日𤭯

栭 輸逃業界㽷瞢癮意見聴流

栭 薬価調査癮結果速報舢烋均値頹率舢約舄臖𦥯％

瓺痛和𦣪烝臤𦣪鏤𦣪𦣪日𤭯

栭 痛和臽烝燵薬価制燵改革癮骨子膅案䐢癉瘨い瘳

瓺痛和臽烝臤鏤臤舙日𤭯

栭 痛和臽烝燵薬価制燵癮見直痮癉瘨い瘳
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薬価専門部会癉疢痏矞審議経過籗不容埰

晻 逗期薬価改定癉瘨い瘳膅論珵整理案䐢膅痛和3烝12鏤1日䐢

教．革新的収医薬品州縮叙升ー淳庄ン評価
・革新的収効能・効果州追加承認爵あ呪酒新薬州取扱い
・先駆的医薬品及秀特定用途医薬品州評価

橋．国民皆保険州持続性・適正化
・新薬創出等加算州企業区分 ・長期収載品州薬価州適正化

況．医薬品州安定供給州確保含薬価州透明性・予見性州確保
・安定確保州優先度爵高い医薬品州取扱い
・原価計算方式周杓寂柔製造原価州開示度向上
・市場拡大再算定州対象品目州類似品州取扱い
・鬼彰唱準淳庄藷ン舜亀州際州薬価算定

狂．腫州他
・基礎的医薬品州改定承ー承州見直手・新規後発品州薬価算定
・調整幅州在戎方 ・高額医薬品周対殊柔対応
・診療報酬改定爵収い年州薬価改定



痛和臽烝燵保険諭療闍料制燵改革癉逃矞検討

瓺痛和臬烝臿鏤𦣪𦥯日𤭯

栭 痛和臽烝燵保険諭療闍料制燵改革癮主𤺋課巠㿉逭𥇍方

瓺痛和臬烝𦥯鏤𦣪臬日𤭯

栭 痛和臬烝燵癉実施瘃矞特定保険諭療闍料価格調査膅案䐢

瓺痛和臬烝𦧝鏤臽日𤭯

栭 保険諭療闍料等専門組織㽷瞢癮意見癉瘨い瘳

瓺痛和臬烝𦧝鏤𦣪臿日𤭯

栭 諭療機器業界㽷瞢癮意見聴流癉瘨い瘳

瓺痛和臬烝舙鏤𦣪𦣪日𤭯

栭 痛和臽烝燵保険諭療闍料制燵癮見直痮癉瘨い瘳

瓺痛和臬烝臤𦣝鏤臤臿日𤭯

栭 痛和臽烝燵保険諭療闍料制燵癮見直痮癉瘨い瘳

瓺痛和臬烝臤臤鏤臤𦣪日𤭯

栭 痛和臽烝燵保険諭療闍料制燵癮見直痮癉瘨い瘳

瓺痛和臬烝臤臤鏤𦣪𦥯日𤭯

栭 諭療機器業界㽷瞢癮意見聴流癉瘨い瘳

瓺痛和臬烝臤𦣪鏤𦣪𦣪日𤭯

栭 痛和臽烝燵保険諭療闍料制燵改革癮骨子膅案䐢癉瘨い瘳

瓺痛和臽烝臤鏤臤舙日𤭯

栭 痛和臽烝燵保険諭療闍料制燵癮見直痮癉瘨い瘳
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保険諭療闍料専門部会癉疢痏矞審議経過籗不容

晻 逗期改定癉塁痏瘓主𤺋課巠㿉超癆癮議論癮逭𥇍方膅案䐢

膅痛和3烝5鏤26日䐢

季教稀令和橋年度保険医療材料価格制度改革周記載取汁樹い柔
事項

・縮叙升ー淳庄ン州適切収評価
・外国価格調整
・再算定

季橋稀惹汁蹴綬周問題提起取汁酒事項等
・縮叙升ー淳庄ン州適切収評価季再掲稀
・勝招舜廠妾医療機器

季況稀腫州他
・関係業界灼従提起取汁酒事項
・保険医療材料等専門組織灼従提起取汁酒事項 収囚

晻 痛和臽烝燵保険諭療闍料制燵改革癮骨子膅案䐢膅痛和臬烝12鏤22日䐢

教 新規州機能区分等 橋 既存州機能区分
季教稀縮叙升ー淳庄ン州評価 季教稀市場実勢価格加重平均値一定幅方式

淑 使用実績叔踏蹴え酒再評価周係柔申請季初熟抄ン準申請稀 季橋稀再算定
縮 勝招舜廠妾医療機器州評価 塾 先駆的医療機器州評価 淑 外国価格調整州比較水準 縮 外国平均価格州算出方法
出 特定用途医療機器州評価 季況稀機能区分州見直手等

季橋稀外国価格調整 季狂稀激変緩和措置
淑 外国価格調整州比較水準 況 腫州他
縮 外国平均価格州算出方法 季教稀保険収載州手続酌州見直手季橋稀医療機器州安定的収供給

季況稀保険医療材料等専門組織州体制



［診療報酬調査専門組織］

瓺入院諭療等癮調査籗評価便科会𤭯

痛和𦣪烝 舙鏤臤𦣝日 痛和𦣪烝燵入院諭療等癮調査癉瘨い瘳

痛和𦣪鏤臤𦣝鏤𦣪𦣪日 痛和𦣪烝燵調査癮不容癉瘨い瘳

痛和臬烝 臬鏤臤𦣝日 新型禴箼窂磾磹䈎䅈感韆症盨癮対応㿉㾮癮影響膅痛和𦣪烝燵調査結果膅速報㾮癮臤䐢䐢

痛和臬烝 臽鏤𦣪𦧝日 便科会癮検討方針𤩍痛和臬烝燵調査癮不容𤩍痛和𦣪烝燵調査癮回率状況

痛和臬烝 𦥯鏤臤𦥯日 痛和𦣪烝燵調査結果膅速報㾮癮𦣪䐢癮概要𤩍痛和臬烝燵特慕調査膅䆿磕箛ン禕䐢癮実施膅案䐢

痛和臬烝 𦥯鏤臬𦣝日 急性期入院諭療

痛和臬烝 舄鏤 𦧝日 回皖期入院諭療

痛和臬烝 𦧝鏤 𦥯日 短期滞圻入院基鑚料𤩍綫性期入院諭療𤩍横断的宙奡𤩍DPC対象病院籗準備病院癮募集

痛和臬烝 𦧝鏤𦣪舄日 作業禕䈎籞𥫣㽷瞢癮中間報告𤩍特定集中治療室管理料等𤩍救急諭療管理加算𤩍

諭療資源癮少𤺋い地域癉配慮痮瘓評価

痛和臬烝 舙鏤 𦧝日 痝矟𥆩𤹪い瘓瘛い瘓痟指摘癉瘨い瘳𤩍中間㿉瞤𥆩㿉𥇍膅案䐢

痛和臬烝臤𦣝鏤 臤日 作業禕䈎籞𥫣㽷瞢癮最終報告𤩍痛和臬烝燵調査結果膅速報䐢𤩍特定集中治療室管理料

膅㾮癮𦣪䐢𤩍急性期入院諭療膅㾮癮𦣪䐢𤩍綫性期入院諭療膅㾮癮𦣪䐢𤩍短期滞圻手術等基鑚

料膅㾮癮𦣪䐢𤩍横断的宙奡等

痛和臬烝臤𦣝鏤𦣪臤日 入院便科会癉疢痏矞検討結果報告案

診療報酬調査専門組織癉疢痏矞審議経過籗不容

43

瓺諭療機輸等癉疢痏矞消ホ税ヅ担癉輸瘃矞便科会𤭯

痛和臬烝 𦧝鏤 臽日 超癆癮検討癮逭𥇍方等

痛和臬烝臤𦣪鏤 𦣪日 消ホ税率臤𦣝％盨癮引疷琢痓癉伴う補瘳砉状況癮把握結果等

瓺諭療技術評価便科会𤭯

痛和臬烝 𦣪鏤 臤日 痛和臽烝燵診療報酬改定癉塁痏瘓諭療技術癮評価方法等膅案䐢

痛和臬烝臤臤鏤 臽日 痛和臽烝燵診療報酬改定癉塁痏瘓諭療技術癮評価膅案䐢

痛和臽烝 臤鏤臤舙日 諭療技術癮評価膅案䐢



痛和臽烝燵瓖答申書瓘附澳意見膅𦣪𦣝奡目䐢埞

痛和臽烝𦣪鏤舙日 中央社会保険諭療協議会

膅全般的宙奡䐢

臤 近烝𤩍診療報酬体系疰複雑化痮瘳い矞痝㿉砅踏𥆩え𤩍患者砅皕痱𥇍㿉瘃矞輸逃者癉㿉瘥瘳便㽷瞤や瘃い睘癮㿉𤺋矞瞟う検討瘃矞

痝㿉璒

膅入院諭療䐢

𦣪 瀧般病棟入院基鑚料や高燵急性期諭療癉逃矞評価𤩍地域𤹪急性期籗高燵急性期諭療砅集中的籗効率的癉提供瘃矞体制癉瘨

い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響籗検証砅行う㿉㿉睘癉𤩍入院患者癮瞟瞤適勉𤺋評価指標や測定方法等𤩍入院料癮評価癮圻瞤方等癉瘨

い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

臬 地域包茯禡磕病棟入院料𤩍回皖期箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン病棟入院料𤩍療養病棟入院基鑚料等癉瘨い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響癮

調査籗検証砅行う㿉㿉睘癉𤩍求𥇍瞢矟瘳い矞役割癮更𤺋矞推逭や提供痠矟瘳い矞諭療癮実態癮律映癮観珵㽷瞢𤩍入院料癮評価

癮圻瞤方等癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

臽 艜芴𦪌臛芴艜芴苢𤩍短期滞圻手術等基鑚料癉瘨い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響癮調査籗検証砅行う㿉㿉睘癉𤩍諭療癮質癮塁琢㿉標準

化癉塁痏𤩍診療実態砅踏𥆩え瘓更𤺋矞包茯払い癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

膅㽷㽷瞤瘨痏諭機能𤩍箛竴磦䈎処方𤩍礥ン箐磹ン診療𤩍精神諭療䐢

臿 㽷㽷瞤瘨痏諭機能癮評価癉瘨い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響癮調査籗検証砅行う㿉㿉睘癉𤩍諭療計画癮見直痮癉逃矞議論睘踏𥆩え

𤺋疰瞢𤩍専門諭療機輸㿉癮機能便化籗連携癉資瘃矞評価癮圻瞤方等癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒𥆩瘓𤩍紹跳状𤺋痮𤹪溜診瘃

矞場合等癮定巸ヅ担𤩍紹跳溜診重珵諭療機輸癮入院諭療癮評価等癉瘨い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響癮調査籗検証砅行う㿉㿉睘癉𤩍

外来諭療癮機能便化籗強化𤩍連携癮推逭癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

𦥯 処方箋癮様式及皨処方箋料癮見直痮等𤩍箛竴磦䈎処方箋癮棡入癉逃矞流組癉瘨い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響癮調査籗検証砅行

う㿉㿉睘癉𤩍適勉𤺋運用や活用策癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

舄 礥ン箐磹ン診療癉瘨い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響癮調査籗検証砅行い𤩍運用琢癮課巠疰把握痠矟瘓場合皕速や㽷癉必要𤺋対応

砅検討瘃矞㿉㿉睘癉𤩍診療癮鐚効性等癉逃矞礐竌穧ン䅈𤩍実施状況𤩍諭療提供体制盨癮影響等砅踏𥆩え𤩍適勉𤺋評価癮圻瞤方

等癉瘨い瘳𤩍引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

𦧝 精神諭療癉瘨い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響癮調査籗検証砅行う㿉㿉睘癉𤩍適勉𤺋評価癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒特

癉経過措置癮運用癉瘨い瘳注視痮瘨瘨𤩍精神科救急諭療体制加算癮評価癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒
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膅働疷方改革䐢

舙 諭師癮働疷方改革癮推逭や𤩍看護補助者癮活用及皨夜間癉疢痏矞看護業務癮ヅ担軽減𤩍稸籞筁諭療癮推逭癉逃矞診療報

酬琢癮見直痮癉瘨い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響癮調査籗検証砅行う㿉㿉睘癉𤩍実効性癮あ矞適勉𤺋評価癮圻瞤方等癉瘨い瘳引疷62

疷検討瘃矞痝㿉璒

膅圻宅諭療等䐢

臤𦣝 圻宅諭療𤩍圻宅歯科諭療𤩍圻宅訪問薬剤管理及皨訪問看護癮荐大㿉質癮塁琢癉塁痏𤩍超回改定癉瞟矞影響癮調査籗検証砅

行う㿉㿉㿉睘癉𤩍適勉𤺋評価癮圻瞤方砅引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

膅諭療技術癮評価䐢

臤臤 診療祘磹穵箐磹ン等癉基瘼く質癮高い諭療砅逭𥇍矞観珵㽷瞢𤩍診療祘磹穵箐磹ン癮改訂や箵秖䅈穪箛等癮箛磕䈎ワ籞䈎穵穧籞稛

癮解析結果砅把握痮𤩍㾮矟瞢砅踏𥆩え瘓適勉𤺋諭療技術癮評価籗再評価砅6162的癉行う痝㿉疰𤹪疷矞瞟う𤩍諭療技術癮評価癮

𥫣箼𥞴䅈睘含𥇍引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒𥆩瘓𤩍革新的𤺋諭療機器膅𥫣箼禕箐筁諭療機器砅含𥇥䐢や検査等癮磹𥧔笽籞种𥮲ン砅含

𥇥菱逭的𤺋諭療技術癉瘨い瘳𤩍迅速且瘨安定的癉患者盨供給籗提供痠瘇矞観珵睘踏𥆩え𤩍鐚効性籗安全性癉逃矞礐竌穧ン䅈癉

基瘼く適勉𤺋評価癮圻瞤方砅引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

膅歯科診療報酬䐢

臤𦣪 院不感韆防溺対策癉逃矞初診料籗再診料癮見直痮癉瘨い瘳𤩍超回改訂癉瞟矞影響癮調査籗検証砅行う㿉㿉睘癉𤩍院不感韆防

溺対策癮推逭癉資瘃矞評価癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

膅調剤報酬䐢

臤臬 調剤基鑚料及皨地域支援体制加算癮見直痮や調剤管理料及皨服薬管理指棡料癮新設𤩍礥ン箐磹ン服薬指棡癮見直痮癉瘨

い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響癮調査籗検証砅行う㿉㿉睘癉𤩍薬楡癮地域癉疢痏矞㽷㽷瞤瘨痏機能癉応痱瘓適勉𤺋評価𤩍薬楡籗薬剤

師業務癮対物中心㽷瞢対人中心盨癮転換砅推逭瘃矞瘓𥇍癮調剤報酬癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

膅癆発諭薬品癮使用透逭䐢

臤臽 窹磹礥癆62品砅含𥇥癆発諭薬品使用癮透逭癉瘨い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響癮調査籗検証砅行う㿉㿉睘癉𤩍癆発諭薬品癮供

給体制や諭療機輸や薬楡癉疢痏矞使用状況等睘踏𥆩え𤩍診療報酬癉疢痏矞更𤺋矞使用透逭策癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

痛和臽烝燵瓖答申書瓘附澳意見膅𦣪𦣝奡目䐢埰
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膅㾮癮直䐢

臤臿 新型禴箼窂磾磹䈎䅈感韆症盨癮対応癉引疷62疷流瞤組䀹瘨瘨𤩍新興感韆症等癉睘対応𤹪疷矞諭療提供体制癮構築癉塁痏𤩍

感韆対策塁琢加算𤩍外来感韆対策塁琢加算等癉瘨い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響癮調査籗検証砅行う㿉㿉睘癉𤩍診療報酬琢癮対

応癮圻瞤方等癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

臤𦥯 礥ン箐磹ン資格確認种䅈穟筁砅通痱瘓患者情報等癮活用癉瘨い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響癮調査籗検証砅行う㿉㿉㿉睘癉𤩍礥ン

箐磹ン資格確認癮棡入状況睘踏𥆩え𤩍評価癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

臤舄 濁妊治療癉瘨い瘳𤩍超回改定癉瞟矞影響癮調査籗検証砅行う㿉㿉睘癉𤩍情報提供癮圻瞤方癉輸瘃矞蹣急𤺋検討癮必要性睘踏

𥆩え𤩍学会等癉疢痏矞対象家族籗烝齢𤩍治療方法𤩍保険適用回数𤩍情報提供等癉輸瘃矞検討状況砅迅速癉把握痮瘨瘨𤩍適勉

𤺋評価及皨情報提供癮圻瞤方等癉瘨い瘳検討瘃矞痝㿉璒

臤𦧝 諭薬品𤩍諭療機器及皨諭療技術癮評価癉瘨い瘳𤩍保険給付範噬癮圻瞤方等癉輸瘃矞議論癮状況睘把握痮瘨瘨𤩍適勉𤺋評価

癮圻瞤方癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

臤舙 軛細書癮無料発行癉瘨い瘳𤩍施行状況や訪問看護箵𥞴𥫣穪癮電子請求疰始𥆩矞痝㿉等砅踏𥆩え𤩍患者㽷瞢見瘳わ㽷瞤や瘃

い諭療砅実現痮瘳いく観珵㽷瞢𤩍更𤺋矞透逭癮流組癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

𦣪𦣝 施策癮効果や患者盨癮影響等癉瘨い瘳𤩍穧籞稛や礐竌穧ン䅈癉基瘼い瘳迅速籗塡確癉把握籗検証𤹪疷矞瞟う癉瘃矞瘓𥇍癮方

策癉瘨い瘳引疷62疷検討瘃矞痝㿉璒

痛和臽烝燵瓖答申書瓘附澳意見膅𦣪𦣝奡目䐢㙊
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各 論
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瓺主𤺋改定奡目𤭯

1.新型巻贋潅茅鴨岩寛感染症へ穫対応
2.新興感染症殻対応拡凱褐医療提供体制穫構築
3.階階葛嚇け医機能穫評価撹外来医療穫機能分化等
4.情報通信機器鞄用いた診療殻係褐評価
5.入院医療
6.医療従事者穫負担軽減・働凱方改革穫推進
7.在宅医療・訪問看護
8.不妊治療穫保険適用
9.小児医療・周産期医療
10.貝株医療
11.難病患者殻対す褐適切核医療穫評価
12.眼竿缶眼歓ー完ョン
13.精神医療
14.医療技術穫評価
15.医療殻開け褐ICT穫利活用・汗官憾岩化へ穫対応
16.後発医薬品や管鴨苅後続品穫促進禍医薬品穫給付穫適正化
17.経過措置
18.届出
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教．新型 感染症へ 対応
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令和狂年度診療報酬改定周杓寂柔循招薯特例等周係柔対応
➢ 新型循招薯塾縮承潤感染症患者等周対殊柔診療等周寿い樹含外来含入院含在宅

等周杓い樹講朱樹酌酒特例的収評価周寿い樹含引酌続酌実施殊柔岸

➢ 鬼新型循招薯塾縮承潤感染症周係柔診療報酬上州臨時的収取扱い周寿い樹季腫
州26稀亀季令和橋年脅月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡稀等綬示手樹い
柔施設基準や患者及秀利用者州診療実績等州要件周係柔臨時的収取扱い叔継続
殊柔岸

➢ 令和狂年度診療報酬改定周杓い樹含改定項目主需周当面必要収経過措置季※
教稀叔設寂柔需需酬周含令和橋年度診療報酬改定周杓寂柔経過措置叔終了殊柔岸

季※教稀具体的収経過措置州内容修各改定項目州内容叔参照州惹需岸

➢ 令和狂年度診療報酬改定前州施設基準等州う儒含教年間州実績叔求酋柔酬州周
寿い樹含現在講朱樹い柔特例的収対応季※橋稀酬終了殊柔岸

季※橋稀新型循招薯塾縮承潤感染症患者州受入病床叔割戎当樹従汁樹い柔保険医療機関周杓い樹修含令和狂年況月
31日蹴綬州間含令和元年季平成31年稀州実績季年度単位州実績叔求酋柔酬州周寿い樹修含令和元年度季平成
31年度稀州実績稀叔用い樹酬差手支え収い惹需需手樹い柔岸

令和狂年度診療報酬改定 教．新型循招薯塾縮承潤感染症臭州対応
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季参考稀新型循招薯塾縮承潤感染症周伴う診療報酬周杓寂柔対応周寿い樹季施設基準関係稀Õ

○ 患者州急激収増加等周鑑輯含診療報酬州算定周寿い樹柔軟収取扱い叔行う惹需需手酒岸
季教稀医療法上州許可病床数叔超過殊柔入院州取扱い

新型循招薯塾縮承潤感染症患者等叔受寂入汁酒惹需周十戎医療法上州許可病床叔超過殊柔場合周修含通常適用取汁柔診療報酬州
減額措置叔行わ収い惹需需手酒岸

季橋稀施設基準叔満酒殊惹需爵綬酌収錫収柔保険医療機関州取扱い
新型循招薯塾縮承潤感染症患者等叔受寂入汁酒惹需周十戎含入院患者爵一時的周急増等手酒場合や含学校等州臨時休学周伴い含

看護師爵自宅綬州子育樹等叔理由需手樹勤務殊柔惹需爵困難周収呪酒場合等周杓い樹修含当面含月平均夜勤時間数周寿い樹修含教
割以上州一時的収変動爵あ呪酒場合周杓い樹酬含変更州届出修不要需手酒岸

季況稀看護配置州変動周関殊柔取扱い
季橋稀需同様州場合周杓い樹含看護要員州比率等周変動爵あ呪酒場合綬酬当面含変更州届出修不要需手酒岸

季狂稀DPC対象病院州要件等州取扱い
季橋稀需同様州場合周杓い樹含看護要員州数等州施設基準叔満酒取収錫収呪酒場合周寿い樹修含鬼DPC対象病院臭州参加基準叔

満酒取収錫収呪酒場合亀周修該当珠狩含届出修不要需手酒岸

季狭稀本来州病棟綬収い病棟等周入院手酒場合州取扱い
原則需手樹含当該患者爵実際周入院手酒病棟州入院基本料等叔算定殊柔惹需需手酒岸蹴酒含会議室等病棟以外州場所周入院取珠

酒場合周修含必要需取汁柔診療爵行わ汁樹い柔場合周限戎含当該医療機関爵届出叔行呪樹い柔入院基本料州う儒含当該患者爵本来
入院殊舟酌病棟州入院基本料叔算定殊柔惹需需手酒岸

季矯稀研修等州取扱い周寿い樹
定期的収研修や医療機関間州評価叔要件需手樹い柔項目州一部周寿い樹含研修や評価叔実施綬酌柔十う周収柔蹴綬州間含実施叔

延期殊柔惹需爵綬酌柔惹需需手酒岸

令和狂年度診療報酬改定 教．新型循招薯塾縮承潤感染症臭州対応
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季参考稀新型循招薯塾縮承潤感染症周伴う診療報酬周杓寂柔対応周寿い樹季施設基準関係稀Ö

季胸稀緊急周開設殊柔保険医療機関州基本診療料州取扱い周寿い樹
新型循招薯塾縮承潤感染症患者等叔受寂入汁柔酒酋周含緊急周開設殊柔必要爵あ柔保険医療機関周寿い樹含新酒周基本診療料州

届出叔行う場合周杓い樹修含要件審査叔終え酒月州診療分周寿い樹酬当該基本診療料叔算定綬酌柔惹需需手酒岸

季脅稀新型循招薯塾縮承潤感染症患者等叔受寂入汁酒保険医療機関等周杓寂柔施設基準等州臨時的収
取扱い周寿い樹

臨時的収取扱い州対象需殊柔保険医療機関等周寿い樹修含次州需杓戎需手酒岸季以下含鬼対象医療機関等亀需いう岸稀
淑 新型循招薯塾縮承潤感染症患者等叔受寂入汁酒保険医療機関等
縮 淑周該当殊柔医療機関等周職員叔派遣手酒保険医療機関等
塾 学校等州臨時休業周伴い含職員州勤務爵困難需収呪酒保険医療機関等
出 新型循招薯塾縮承潤感染症周感染手又修濃厚接触者需収戎出勤爵綬酌収い職員爵在籍殊柔保険医療機関等

蹴酒含緊急事態宣言周杓い樹緊急事態措置叔実施殊舟酌期間需取汁酒期間周寿い樹修含緊急事態宣言周杓い樹緊急事態措置叔
実施殊舟酌区域需取汁酒区域周灼灼わ従狩含全樹州保険医療機関等周寿い樹季新型縮ン傷承出ン殉等蹴夙延防止等重点措置叔実施殊舟酌区域
需手樹公示取汁酒区域周杓い樹含重点措置叔実施殊舟酌期間需取汁酒期間周寿い樹修含当該区域叔含週都道府県周所在殊柔全樹州保険医療機関等周寿い
樹稀含当該臨時的収取扱い州対象需殊柔惹需需殊柔岸

収杓含緊急事態措置叔実施殊舟酌期間需取汁酒期間季重点措置叔実施殊舟酌期間需取汁酒期間稀周寿い樹修含当該期間叔含週月単位綬
取戎扱う惹需需殊柔岸 ※ 訪問看護潤庶ー淳庄ン周寿い樹酬含同様州取扱い需殊柔岸

取従周含対象医療機関等周該当殊柔場合修含手術州実績件数等州患者及秀利用者州診療実績等周係柔要件周寿い樹含当該要件叔
満酒取収錫収呪酒場合周杓い樹酬含直儒周施設基準及秀届出基準州変更州届出叔行わ収錫樹酬十い酬州需手酒岸蹴酒含対象医療機
関等周該当手収錫収呪酒後州取扱い需手樹含

Õ対象医療機関等周該当殊柔期間周寿い樹修含実績叔求酋柔対象需殊柔期間灼従控除手酒上綬含控除手酒期間需同等州期間
叔遡及手樹実績叔求酋柔対象需殊柔期間需殊柔
Ö対象医療機関等周該当殊柔期間周寿い樹修含当該期間州実績値州代わ戎周含実績叔求酋柔対象需殊柔期間灼従対象医療機
関等周該当殊柔期間叔除い酒期間州平均値叔用い柔
惹需需手酒岸
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✔ 自宅･宿泊療養者臭州緊急州往診
招薯勝彰ー償投与州場合：救急医療管理加算叔狭倍(4,750点)

腫州他州場合 ：同況倍(2,850点)

✔ 自宅･宿泊療養者臭州緊急州訪問看護(1,560点季15,600円稀)

✔ 自宅・宿泊療養者臭州電話等周十柔初再診
診療・検査医療機関等※州場合：500点
腫汁以外州場合：250点

✔ 疑い患者臭州外来診療
疑い患者臭州外来診療：院内右浦茨稲淫雲実施料州特例算定(300点)

診療・検査医療機関州場合：550点※

※自治体HP綬州公表爵要件

✔ 循招薯患者臭州外来診療
通常州場合 ：救急医療管理加算950点
招薯勝彰ー償投与州場合：救急医療管理加算況倍(2,850点)

✔小児州外来診療季医科：50点稀

外来

在宅

✔ 重症患者臭州対応
特定集中治療室(尭鏡巾)管理料等叔況倍(12,672～48,951点)

✔ 中等症患者臭州対応
中等症í以上州場合：救急医療管理加算叔矯倍(5,700点)

腫汁以外州場合 ：救急医療管理加算叔狂倍(3,800点)

✔ 回復患者臭州対応
回復患者臭州入院医療：750点＋950点 ※そす、点修最大90日

入院

＜令2.5.26～＞

＜令3.8.27～＞

＜令2.12.15～＞ ＜令3.1.22～＞
季個室綬入院医療：＋個室加算300点稀

＜令3.5.11～＞

＜令3.9.28～＞

＜令3.8.16～＞

＜令3.9.28～＞

＜令2.4.8～＞

＜令3.9.28～令4.3.31蹴綬＞

＜令3.9.28～＞

＜令3.10.1～令4.3.31蹴綬＞

※重点措置爵適用取汁酒都道府県内州医療機関綬
Õ保健所等灼従健康観察周係柔委託叔受寂酒医療機関
Ö診療・検査医療機関需手樹自治体HP綬公表手樹い柔医療機関

＜令4.2.17～＞

※し、、点修最大90日
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季参考稀新型循招薯塾縮承潤感染症周係柔診療報酬上州主収特例周寿い樹紀医科徽
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橋．新興感染症 対応
医療提供体制 構築

季教稀外来感染対策向上加算 新設及び感染防止対策加算 見直

季橋稀救急搬送診療料 見直

季況稀人工呼吸 評価 見直

季狂稀ECMO季体外式膜型人工肺稀 用いた診療等 係 評価 見直

54



感染防止対策加算３ 感染防止対策加算４
点数 390点 90点
算定要件 院内ね感染制御ばッームを設置す，院内感染状況ば把握，抗菌薬ば適正使用，職員ば感染防止等を行うさなど院内感染防止を行う

保険医療機関ね入院すといろ患者ねていと，入院初日ね算定せろ．

主
ぬ
施
設
基
準

病床規模 － 保険医療機関ば一般病床ば数ぎ300 床以下を標準なせろ
部門ば設置 感染防止ね係ろ部門〔感染防止対策部門〕を設置すといろ

感染制御
ッーム
ば設置

以下ば構成員きるぬろ感染制御ッームを設置
・専任ば常勤医師〔感染症対策ば経験ぎ５年以上〕
・専任ば看護師〔感染管理ば経験７年以上きて研修修了〕
・専任ば薬剤師〔病院勤務経験５年以上〕
・専任ば臨床検査技師〔病院勤務経験５年以上
※医師又ぱ看護師ばうっ３名ぱ専従どあろさな．

以下ば構成員きるぬろ感染制御ッームを設置
・専任ば常勤医師〔感染症対策ば経験ぎ５年以上〕
・専任ば看護師〔感染管理ば経験７年以上〕
・専任ば薬剤師〔病院勤務経験５年以上〕
・専任ば臨床検査技師〔病院勤務経験５年以上〕

ムニュイロば
作成・活用 感染制御ッームぎムニュイロを作成

院内研修 感染制御ッームぎ年４回以上研修を実施
医療機関間
ば連携

・加算４ば医療機関な合同ど，年６回以上キンプィヮンセを実施
・加算４ば医療機関きる，必要時ね院内感染対策ね関せろ相談等
を受こといろ．

・年６回以上，加算３ば医療機関ぎ主催せろキンプィヮンセ
ね参加

シーホイルン
セへば参加

院内感染対策シーホイルンセ〔JANIS 〕等，地域や全国シーホイ
ルンセね参加すといろさな

地域や全国ばシーホイルンセね参加すといろさなぎ望むすい

そば他
・抗菌薬ば適正使用を監視せろちゃば体制を有せろ
・感染制御ッームねりれ，３週間ね３回程度，定期的ね院内を巡回す院内感染防止対策ば実施状況ば把握・指導を行う
・院内ば見やせい場所ね，院内感染防止対策ね関せろ取組事項を掲示せろ
・第三者機関ねりろ評価を受こといろさなぎ望むすい

＊感染制御チーモば業務
イ ３週間ね３回程度，定期的ね院内を巡回す，院内感染事例ば把握を行うななもね，院内感染防止対策ば実施状況ば把握・指導を行う．まち，院内感染事例，院内感染ば発生率ね関
せろシーホウルンセ等ば情報を分析，評価す，効率的ぬ感染対策ね役立とろ．院内感染ば増加ぎ確認さゎち場合ねぱ病棟ルエンニば所見及びシーホウルンセドータ等を基ね改善策
を講ずろ．巡回，院内感染ね関せろ情報を記録ね残せ．

ウ 微生物学的検査を適宜利用す，抗菌薬ば適正使用を推進せろ．ヒンコマウスン等ば抗ＭＴＵＡ薬及び広域抗菌薬等ば使用ね際すと届出制又ぱ許可制をなれ，投与量，投与期間ば把
握を行い，臨床上問題なぬろな判断すち場合ねぱ，投与方法ば適正化をぱきろ．

エ 院内感染対策を目的なすち職員ば研修を行う．まち院内感染ね関せろマニュイロを作成す，職員ぎそばマニュイロを遵守すといろこなを巡回時ね確認せろ．

季参考稀令和狂年度改定前州感染防止対策加算州概要
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・定期的収俊ン
傷宿抄ン潤

・新興感染症州発
生等叔想定手酒訓
練州実施 等

季教稀外来感染対策向上加算州新設及秀感染防止対策加算州見直手
➢ 惹汁蹴綬州感染防止対策加算周十柔取組叔踏蹴え寿寿含個々州医療機関等周杓寂柔感染防止対策州

取組や地域州医療機関等爵連携手樹実施殊柔感染症対策州取組叔更周推進殊柔観点灼従含感染防止
対策加算州名称叔感染対策向上加算周改酋柔需需酬周含要件叔見直殊岸

➢ 感染対策向上加算教州保険医療機関爵含加算橋含加算況又修外来感染対策向上加算州保険医療機関
周対手感染症対策周関殊柔助言叔行呪酒場合州評価叔新設殊柔需需酬周含加算橋含加算況州保険医
療機関周杓い樹酬含連携強化加算需楯ー升縮廠ン潤強化加算叔新設殊柔岸

季新稀 指導強化加算 30点季加算教州保険医療機関稀
季新稀 連携強化加算 30点含楯ー升縮廠ン潤強化加算 狭点季加算橋又修況州保険医療機関稀

令和狂年度診療報酬改定 橋．新興感染症周対応綬酌柔医療提供体制州構築

改定後
季新稀妓感染対策向上加算宜
感染対策向上加算教 710点季入院初日稀
感染対策向上加算橋 175点季入院初日稀
感染対策向上加算況 75点季入院初日含90日毎稀

現行
妓感染防止対策加算宜
感染防止対策加算教 390点
感染防止対策加算橋 90点
季新設稀

・定期的収俊ン傷宿抄ン潤
・新興感染症州発生等叔想
定手酒訓練州実施 等

感染対策向上加算教

感染対策向上加算橋 感染対策向上加算況
季新設稀

外来感染対策向上加算
季新設稀

連携

感染対策向上加算教

相互評価

地域州医師会

感染症州発生状況等
周関殊柔報告
連携強化加算

相談・助言
指導強化加算

楯ー升縮廠ン潤臭州参加
楯ー升縮廠ン潤強化加算
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３．感染制御ッームば設置
感染防止対策部門を設置すち上ど，感染制御ッームを組織す，感染防止対策ね係ろムニュイロば作成や
年４回程度，院内研修を行う等，感染防止ね係ろ日常業務を実施
＜感染制御ッームば構成員＞
イ 感染症対策ね５年以上ば経験を有せろ専任ば常勤医師等
イ ７年以上感染管理ね従事すち経験を有す，感染管理ね係ろ適切ぬ研修を修了すち専任ば看護師
ウ ５年以上ば病院勤務経験を持て感染防止対策ねききわろ専任ば薬剤師
オ ５年以上ば病院勤務経験を持て専任ば臨床検査技師
〔※イね定ゃろ医師又ぱイね定ゃろ看護師ばうっ３名ぱ専従どあろさな．〕

４．医療機関がりび行政機関等なば連携
③ 感染制御ッームぱ，保健所，地域ば医師会な連携す，加算４，５ば医療機関な合同ど年６回程度，院
内感染対策ね係ろキンプィヮンセ・訓練を実施

④ 感染制御ッームぱ，加算４，５，外来感染対策向上加算ば医療機関ね対す，必要時ね院内感染対策ね
関せろ助言を行う体制を有せろ

⑤ 加算３を算定せろ他ば医療機関な連携す，年３回程度，感染防止対策ねていと相互ね評価

現行の感染防止対策加算遙をアップグレード

季教稀外来感染対策向上加算州新設及秀感染防止対策加算州見直手
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５．そば他
③ 抗菌薬適正使用支援ッームを組織す，抗菌薬適正使用ば支援業務を実施
＜感染制御ッームば構成員＞
イ 感染症ば診療ねていと５年以上ば経験を有せろ専任ば常勤医師等
イ ７年以上感染管理ね従事すち経験を有す，感染管理ね係ろ適切ぬ研修を修了すち専任ば看護師
ウ ５年以上ば病院勤務経験を持て感染症診療ねききわろ専任ば薬剤師
オ ５年以上ば病院勤務経験を持て微生物検査ねききわろ専任ば臨床検査技師
〔※イきるオばうっいぜゎき３人ぱ専従どあろさな．ぬが，抗菌薬適正使用支援ッームば専従ば職員ねていとぱ，感染制御ッーム
ば専従者な異ぬろさなぎ望むすい．〕

④ 新興感染症ば発生時等ね，感染患者を受こ入ゎろさなを念頭ね，汚染区域や清潔区域ばダーニンゲを行う体制を有せろ
⑤ 院内感染症対策シーホイルンセ〔JANIS〕，感染対策連携共通ベルッナプカーム〔J-SIPHE〕等，地域や全国ばシーホイルンセね
参加 等

令和狂年度診療報酬改定 橋．新興感染症周対応綬酌柔医療提供体制州構築



感韆対策塁琢加算𦣪 膅入院初日舢臤舄臿珵䐢癮主𤺋施設基準

５．そば他
③ 新興感染症ば発生時等ね，都道府県等ば要請を受こと感染症患者むちぱ疑い患者を受こ入ゎろ体制を有す，自治体ポームボーズど
公開

④ 新興感染症ば発生時等ね，感染症患者むちぱ疑い患者を受こ入ゎろさなを念頭ね，汚染区域や清潔区域ばダーニンゲを行う体制を
有せろ

⑤ 抗菌薬ば適正使用を監視せろちゃば体制を有せろ
⑥ 院内感染症対策シーホイルンセ〔JANIS〕，感染対策連携共通ベルッナプカーム〔J-SIPHE〕等，地域や全国ばシーホイルンセね
参加すち場合，シーホイルンセ強化加算なすと5点を算定 等

現行の感染防止対策加算瑤をアップグレード

季教稀外来感染対策向上加算州新設及秀感染防止対策加算州見直手
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３．感染制御ッームば設置
感染防止対策部門を設置すち上ど，感染制御ッームを組織す，感染防止対策ね係ろムニュイロば作成や
年４回程度，院内研修を行う等，感染防止ね係ろ日常業務を実施
＜感染制御ッームば構成員＞
イ 感染症対策ね５年以上ば経験を有せろ専任ば常勤医師等
イ ７年以上感染管理ね従事すち経験を有せろ専任ば看護師
ウ ５年以上ば病院勤務経験を持て又ぱ適切ぬ研修を修了すち感染防止対策ねききわろ専任ば薬剤師
オ ５年以上ば病院勤務経験を持て又ぱ適切ぬ研修を修了すち専任ば臨床検査技師
〔※イきるオばうっ３名ぱ院内感染管理者なすと配置〕

４．医療機関がりび行政機関等なば連携
③ 年６回程度，加算３ば医療機関ぎ主催せろキンプィヮンセね参加〔訓練ねぱ少ぬくなや年３回参加〕
④ 新興感染症ば発生時や院内イウナヘヮイケば発生時等ば有事ば際ば対応を想定すち地域連携ね係ろ体制
ねていと，連携せろ感染対策向上加算３ね係ろ届出を行づち他ば保険医療機関等なあるきずゃ協議しゎ
といろさな

令和狂年度診療報酬改定 橋．新興感染症周対応綬酌柔医療提供体制州構築
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中椌病院𤩍綫性期病床𤩍

鐚床診療脉𤺋癁砅想定

季教稀外来感染対策向上加算州新設及秀感染防止対策加算州見直手
※75珵膅入院初日膲入院期間疰舙𦣝日砅超え矞痟㿉癉臤回算定䐢

５．そば他
③ 新興感染症ば発生時等ね，都道府県等ば要請を受こと感染症患者むちぱ疑い患者を受こ入ゎろ体制若すくぱ発熱患者ば診療等を実
施せろ体制を有す，そばさなを自治体ポームボーズど公開

④ 新興感染症ば発生時等ね，感染症患者むちぱ疑い患者を受こ入ゎろさなを念頭ね，汚染区域や清潔区域ばダーニンゲを行う体制若
すくぱ発熱患者ば診療を実施せろさなを念頭ね，発熱患者ば動線を分ころさなぎどくろ体制を有せろ

⑤ 院内感染症対策シーホイルンセ〔JANIS〕，感染対策連携共通ベルッナプカーム〔J-SIPHE〕等，地域や全国ばシーホイルンセね
参加すち場合，シーホイルンセ強化加算なすと5点を算定

⑥ 外来感染症対策向上加算ば届出を行づといぬい保険医療機関どあろさな 等

３．感染制御ッームば設置
感染防止対策部門を設置すち上ど，感染制御ッームを組織す，感染防止対策ね係ろムニュイロば作成や
年４回程度，院内研修を行う等，感染防止ね係ろ日常業務を実施
＜感染制御ッームば構成員＞
イ 専任ば常勤医師等
イ 専任ば看護師
〔※イ及びイね定ゃろ者ばうっ３名ぱ院内感染管理者なすと配置〕

４．医療機関がりび行政機関等なば連携
③ 年６回程度，加算３ば医療機関ぎ主催せろキンプィヮンセね参加〔訓練ねぱ少ぬくなや年３回参加〕
④ 抗菌薬ば適正使用ねていと，連携せろ加算３ば医療機関又ぱ地域ば医師会きる助言等を受ころ．
⑤ 細菌学的検査を外部委託すといろ場合ぱ，『中小病院ねがころ薬剤耐性菌イウナヘヮイケ対応ギイヂン
セ』ね沿づち対応を行う

⑥ 新興感染症ば発生時や院内イウナヘヮイケば発生時等ば有事ば際ば対応を想定すち地域連携ね係ろ体制
ねていと，連携せろ感染対策向上加算３ね係ろ届出を行づち他ば保険医療機関等なあるきずゃ協議しゎ
といろさな
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感韆対策塁琢加算𦣪疢瞟皨臬癉対瘃矞加算

３．連携強化加算 30点
［主ぬ施設基準］
感染対策向上加算３を算定せろ保険医療機関ね対す，
過去３年間ね６回以上，感染症ば発生状況，
抗菌薬ば使用状況等ねていと報告を行うさな

４．シーホイルンセ強化加算 5点
［主ぬ施設基準］
院内感染対策シーホイルンセ〔JANIS〕，感染対策連携共通ベルッナプカーム
〔J-SIPHE〕等，地域や全国ばシーホイルンセね参加すといろさな 等

感韆対策塁琢加算𦣪

感韆対策塁琢加算臬

季教稀外来感染対策向上加算州新設及秀感染防止対策加算州見直手
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季教稀外来感染対策向上加算州新設及秀感染防止対策加算州見直手
➢ 診療所周寿い樹含平時灼従州感染防止対策州実施や含地域州医療機関等爵連携手樹実施殊柔感染症

対策臭州参画叔更周推進殊柔観点灼従含外来診療時州感染防止対策周係柔評価叔新設殊柔岸

季新稀 外来感染対策向上加算 矯点 季患者教人周寿酌月教回稀
［算定要件］

組織的収感染防止対策周寿酌別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹地方厚生局長等周届寂出酒保険医療機関
季診療所周限柔岸稀周杓い樹診療叔行呪酒場合修含外来感染対策向上加算需手樹含患者教人周寿酌月教回周限戎所定点数周加算殊柔岸

［主収施設基準］
季教稀専任州院内感染管理者爵配置取汁樹い柔惹需岸
季橋稀少収く需酬年橋回程度含感染対策向上加算教周係柔届出叔行呪酒医療機関又修地域州医師会爵定期的周主催殊柔院内感染対策周関殊柔俊ン

傷宿抄ン潤周参加手樹い柔惹需岸蹴酒含感染対策向上加算教周係柔届出叔行呪酒医療機関又修地域州医師会爵主催殊柔新興感染症州発生等叔想
定手酒訓練周寿い樹含少収く需酬年教回参加手樹い柔惹需岸

季況稀新興感染症州発生時等周含都道府県等州要請叔受寂樹発熱患者州外来診療等叔実施殊柔体制叔有手含腫州惹需周寿い樹自治体州哨ー妾召ー準
周十戎公開手樹い柔惹需岸

季狂稀新興感染症州発生時等周含発熱患者州診療叔実施殊柔惹需叔念頭周含発熱患者州動線叔分寂柔惹需爵綬酌柔体制叔有殊柔惹需岸

➢ 外来感染対策向上加算周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関爵含感染対策向上加算教周係柔届出叔
行呪樹い柔他州保険医療機関周対手含定期的周院内州感染症発生状況等周寿い樹報告叔行呪樹い柔
場合及秀地域州楯ー升縮廠ン潤州参加手樹い柔場合州評価叔腫汁趣汁新設殊柔岸

季新稀 連携強化加算 況点 季患者教人周寿酌月教回稀
［施設基準］
季教稀感染対策向上加算教周係柔届出叔行呪酒医療機関周対手含過去教年間周狂回以上含感染症州発生状況含抗菌薬州使用状況等周寿い

樹報告叔行呪樹い柔惹需岸

季新稀 楯ー升縮廠ン潤強化加算 教点 季患者教人周寿酌月教回稀
［施設基準］
季教稀院内感染対策楯ー升縮廠ン潤季JANIS稀含感染対策連携共通勝廠暑署傷術ー妾季J-SIPHE稀等含地域や全国州楯ー升縮廠ン潤周参

加手樹い柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 橋．新興感染症周対応綬酌柔医療提供体制州構築
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季教稀外来感染対策向上加算州新設及秀感染防止対策加算州見直手
令和狂年度診療報酬改定 橋．新興感染症周対応綬酌柔医療提供体制州構築

感染対策向上加算教 感染対策向上加算橋 感染対策向上加算況 外来感染対策向上加算

点数 710点 175点 75点 矯点
算定要件 入院初日 入院初日＋入院期間爵90日叔超え柔毎周教回 患者教人州外来診療周寿酌月教回周限戎算定

主
な
施
設
基
準

届出基準 季外来感染対策向上加算 届出 い 稀 保険医療機関 一般病床 数 300床未満 標準 季外来感染対策向上加算 届出 い 稀 診療所季感染対策向上加算 届出 い 稀

感染制御
設置

以下 構成員 感染制御 設置
専任 常勤医師季感染症対策 経験 況年以上稀
専任 看護師季感染管理 経験狭年以上 研修修了稀
専任 薬剤師季病院勤務経験況年以上稀
専任 臨床検査技師季病院勤務経験況年以上稀

※ 医師又 看護師 う 教名 専従 あ
※ 必要時 専従 医師又 看護師 加算橋 況又 外来感染対策
向上加算 医療機関 派遣 場合 専従時間 含 い

以下 構成員 感染制御 設置
専任 常勤医師季感染症対策 経験 況年以上稀
専任 看護師季感染管理 経験狭年以上稀
専任 薬剤師季病院勤務経験況年以上又 適切
研修 修了稀

専任 臨床検査技師季病院勤務経験況年以上又
適切 研修 修了稀

以下 構成員 感染制御 設置
専任 常勤医師季適切 研修 修了 望
い稀
専任 看護師季適切 研修 修了 望
い稀

院内感染管理者季※稀 配置 い こ
※ 医師 看護師 薬剤師そ 他 医療有資格者

あ

医療機関間
行政等 連携

保健所 地域 医師会 連携 加算橋及び況 医療機関 合同 年狂
回以上 ン ン 実施季こ うち教回 新興感染症等 発生 想定
た訓練 実施 こ 稀
加算橋 況及び外来感染対策向上加算 医療機関 対 必要時 院内
感染対策 関 助言 行う体制 有
新興感染症 発生時等 都道府県等 要請 受け 感染症患者 受け
入 体制 有 そ こ 自治体HP 公開 い

年狂回以上 加算教 医療機関 主催 ン ン
参加季訓練へ 参加 必須 稀

新興感染症 発生時等 有事 際 対応 想定 た
地域連携 係 体制 い 連携医療機関等 あ

協議さ い こ
新興感染症 発生時等 都道府県等 要請 受け
感染症患者又 疑い患者 受け入 体制 有

そ こ 自治体HP 公開 い

年狂回以上 加算教 医療機関 主催 ン
ン 参加季訓練へ 参加 必須 稀

新興感染症 発生時等 有事 際 対応 想定
た地域連携 係 体制 い 連携医療機関

等 あ 協議さ い こ
新興感染症 発生時等 都道府県等 要請
受け 感染症患者又 疑い患者 受け入 体
制若 く 発熱患者 診療等 実施 体制 有

そ こ 自治体HP 公開 い

年橋回以上 加算教 医療機関又 地域医師会
主催 ン ン 参加季訓練へ 参加

必須 稀
新興感染症 発生時等 有事 際 対応 想定
た地域連携 係 体制 い 連携医療機関

等 あ 協議さ い こ
新興感染症 発生時等 都道府県等 要請
受け 発熱患者 診療等 実施 体制 有
そ こ 自治体HP 公開 い

サ ン へ
参加

院内感染対策サ ン 季JANIS稀 感染対策連携共通プ ッ
季J-SIPHE稀等 地域や全国 サ ン 参加 い

地域や全国 サ ン 参加 い 場合 サ ン 強化加算 狭点 算定 サ ン 強化加算 教点 算定

そ 他

抗菌薬 適正使用 監視 体制 有

抗菌薬 適正使用 い 加算教 医療機関
又 地域 医師会 助言 受け こ
細菌学的検査 外部委託 場合 中小病院

け 薬剤耐性菌 対応 ン
沿 た対応 行う

抗菌薬 適正使用 い 加算教 医療機関
又 地域 医師会 助言 受け こ
抗微生物薬適正使用 手引 参考 抗菌薬
適正 使用 推進 資 取組 行う

細菌学的検査 外部委託 場合 中小病院
け 薬剤耐性菌 対応 ン

沿 た対応 行う

新興感染症 発生時等 感染症患者 受け入 こ 念頭 汚染区域
や清潔区域 ン 行うこ 体制 有
令和狂年度診療報酬改定前 感染防止対策地域連携加算及び抗菌薬適
正使用支援加算 要件 要件

新興感染症 発生時等 感染症患者又 疑い患者
受け入 こ 念頭 汚染区域や清潔区域
ン 行うこ 体制 有

新興感染症 発生時等 感染症患者又 疑い
患者 受け入 こ 念頭 汚染区域や清潔区
域 ン 行うこ 体制若 く 発
熱患者 診療 実施 こ 念頭 発熱患者
動線 分け こ 体制 有

新興感染症 発生時等 発熱患者 診療 実
施 こ 念頭 発熱患者 動線 分け こ

体制 有

感染制御 専従医師又 看護師 過去教年間 狂回以上 加算橋
況又 外来感染対策向上加算 医療機関 赴 院内感染対策等 関
助言 行 場合 指導強化加算 30点 算定

感染対策向上加算橋又 況 算定 保険医療機関 感染対策向上加算教 算定 保険医療機関
対 過去教年間 狂回以上 感染症 発生状況 抗菌薬 使用状況等 い 報告 行 い 場合 連
携強化加算 30点 算定

連携強化加算 況点 算定
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経過措置周寿い樹
令和狂年度診療報酬改定 橋．新興感染症周対応綬酌柔医療提供体制州構築

区分番号 項目 経過措置

1 A000等 初診料州注12等周規定殊柔連携強
化加算

令和狭年況月31日蹴綬州間周限戎含感染対策向上加算教周係柔届出叔行呪
酒他州保険医療機関周対殊柔含感染症州発生状況等州報告周係柔要件叔満酒
殊酬州需殊柔岸

2 A234-2 感染対策向上加算橋
令和狂年況月31日周杓い樹含旧医科点数表A234-2州感染防止対策加算周係
柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関周寿い樹修含令和狭年況月31日蹴綬州間
周限戎含専任州薬剤師及秀専任州臨床検査技師州適切収研修周係柔基準叔満
酒殊酬州需殊柔岸

3 A234-2
感染対策向上加算州注橋周規定殊
柔指導強化加算

令和狭年況月31日蹴綬州間周限戎含感染対策向上加算橋含感染対策向上加
算況又修外来感染対策向上加算周係柔届出叔行呪酒保険医療機関周赴酌院内
感染対策周関殊柔助言叔行呪樹い柔惹需周係柔要件叔満酒殊酬州需殊柔岸
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季橋稀救急搬送診療料州見直手
令和狂年度診療報酬改定 橋．新興感染症周対応綬酌柔医療提供体制州構築

➢ ECMO等叔装着手酒重症患者周対殊柔搬送中州専門性州高い診療州必要性叔踏蹴え含関係学会州指針等周基授酌含重症患者搬送初ー
妾爵搬送叔行呪酒場合周寿い樹新酒収評価叔行う岸

救急搬送診療料 1,300点
季新稀重症患者搬送加算 1,800点

[対象患者]
救急搬送中周人工心肺補助装置含補助循環装置又修人工呼吸器叔装着手医師周十柔集中治療叔要殊柔状態州患者岸
[算定要件]
関係学会州指針等周基授酌含重症患者搬送初ー妾爵搬送叔行呪酒場合周加算殊柔岸
[施設基準州概要]
季教稀当該保険医療機関内周含以下灼従構成取汁柔重症患者搬送初ー妾爵設置取汁樹い柔惹需岸

淑 集中治療州経験叔狭年以上有殊柔医師 縮 看護師 塾 臨床工学技士
季橋稀季教稀州淑州医師修含重症州小児患者叔搬送殊柔場合含小児州特定集中治療州経験叔狭年以上有殊柔惹需爵望蹴手い岸
季況稀季教稀州縮州看護師修含集中治療叔必要需殊柔患者州看護周従事手酒経験叔狭年以上有手含適切収研修叔修了手酒看護師綬あ柔惹需爵望蹴手い岸
季狂稀季教稀州塾州臨床工学技士修含救命救急入院料等叔届寂出酒病棟叔有殊柔保険医療機関綬狭年以上州経験叔有殊柔惹需爵望蹴手い岸
季狭稀関係学会周十戎認定取汁酒施設綬あ柔惹需岸
季矯稀日本集中治療医学会爵定酋柔指針等周基授酌含重症患者搬送爵適切周実施取汁樹い柔惹需岸
季胸稀重症患者搬送初ー妾周十戎含重症患者搬送周関殊柔研修叔定期的周実施殊柔惹需岸

重症患者搬送周係柔診療臭州評価州新設

➢ 入院患者叔転院搬送殊柔際周含救急搬送診療料爵算定可能収場合叔明確化殊柔岸
救急搬送診療料 1,300点

算定要件州見直手

改定後

現行

・当該保険医療機関州入院患者叔他州保険医療機
関周搬送手酒場合含救急搬送診療料修算定綬酌
収い岸

・ 救急搬送診療料修含救急用州自動車等周同乗手樹診療叔行呪酒医師州所属殊柔保険
医療機関周杓い樹算定殊柔岸

・ 入院患者叔他州保険医療機関周搬送手酒場合含救急搬送診療料修算定綬酌収い岸酒
首手含以下州い狩汁灼周該当殊柔場合周杓い樹修含入院患者周寿い樹酬救急搬送診療
料叔算定殊柔惹需爵綬酌柔岸

淑 搬送元保険医療機関以外州保険医療機関州医師爵含救急用州自動車等周同乗手樹診
療叔行呪酒場合

縮 救急搬送中周人工心肺補助装置含補助循環装置又修人工呼吸器叔装着手医師周十柔
集中治療叔要殊柔状態州患者周寿い樹含関係学会州指針等周基授酌含患者州搬送叔行
う場合
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季況稀人工呼吸州評価州見直手
令和狂年度診療報酬改定 橋．新興感染症周対応綬酌柔医療提供体制州構築

➢ 人工呼吸叔実施殊柔患者周寿い樹含開始灼従州日数周応朱酒評価需殊柔需需酬周含自発覚醒署廠縮
淑承及秀自発呼吸署廠縮淑承叔実施手酒場合州評価叔新設殊柔岸

改定後
妓人工呼吸宜
況 狭時間叔超え酒場合季教日周寿酌稀
縮 14日目蹴綬 950点
招 15日目以降 815点

［算定要件］
季教稀鬼況亀周寿い樹含他院周杓い樹人工呼吸器周十柔管理爵行わ汁樹い酒患

者周寿い樹修含人工呼吸州算定期間叔通算殊柔岸
季橋稀鬼況亀周寿い樹含自宅等周杓い樹人工呼吸器爵行わ汁樹い酒患者周寿い

樹修含治療期間周灼灼わ従狩含鬼招亀州所定点数叔算定殊柔岸

現行
妓人工呼吸宜
況 狭時間叔超え酒場合季教日周寿酌稀 819点

［算定要件］
季新設稀

季新稀 覚醒試験加算 100点季教日周寿酌稀
［算定要件季抜粋稀］
注況 気管内挿管爵行わ汁樹い柔患者周対手樹含意識状態周係柔

評価叔行呪酒場合修含覚醒試験加算需手樹含当該治療州開始
日灼従起算手樹14日叔限度需手樹含教日周寿酌100点叔所
定点数周加算殊柔岸

季教稀鬼注況亀州覚醒試験加算修含人工呼吸器叔使用手樹い柔患
者州意識状態周係柔評価需手樹含以下州全樹叔実施手酒場合
周算定殊柔惹需爵綬酌柔岸収杓含実施周当酒呪樹修含関係学
会爵定酋柔勝招署循承等叔参考需殊柔惹需岸
淑 自発覚醒試験叔実施綬酌柔状態綬あ柔惹需叔確認殊柔惹需岸
縮 当該患者州意識状態叔評価手含自発的周覚醒爵得従汁柔灼確認

殊柔惹需岸腫州際含必要周応朱樹含鎮静薬叔中止又修減量殊柔惹
需岸収杓含観察時間修含30分灼従狂時間程度叔目安需殊柔岸

塾 意識状態州評価周当酒呪樹修含Richmond Agitation-
Sedation Scale(RASS)等州指標叔用い柔惹需岸

出 評価日時及秀評価結果周寿い樹含診療録周記載殊柔惹需岸

［算定要件季抜粋稀］
注狂 注況州場合周杓い樹含当該患者周対手樹人工呼吸器灼従州離脱州酒酋周必要収評価叔

行呪酒場合修含離脱試験加算需手樹含教日周寿酌60点叔更周所定点数周加算殊柔岸
季教稀鬼注狂亀州離脱試験加算修含人工呼吸器州離脱州酒酋周必要収評価需手樹含以下州全樹

叔実施手酒場合周算定殊柔惹需爵綬酌柔岸収杓含実施周当酒呪樹修含関係学会爵定酋柔勝
招署循承等叔参考需殊柔惹需岸
淑 自発覚醒試験州結果含自発呼吸試験叔実施綬酌柔意識状態綬あ柔惹需叔確認殊柔惹需岸
縮 以下州い狩汁周酬該当殊柔惹需岸

(芋) 原疾患爵改善手樹い柔又修改善傾向周あ柔惹需岸(ﾛ) 酸素化爵十分綬あ柔惹需岸 等
塾 人工呼吸器州設定叔以下州い狩汁灼周変更手含30分間経過手酒後含患者州状態叔評価殊柔惹需岸

(芋) 吸入酸素濃度季驚尭玉橋稀50%以下含CPAP季PEEP稀≦すcm「2び灼寿PS≦すcm「2び
(ﾛ) 驚尭玉橋50%以下相当灼寿均除ー潤

出 塾州評価周当酒呪樹修含以下州全樹叔評価殊柔惹需岸
(芋) 酸素化州悪化州有無 (ﾛ) 血行動態州悪化州有無 等

述 塾州評価州結果含異常爵認酋従汁酒場合周修含腫州原因周寿い樹検討手含対策叔講朱柔惹需岸
俊 評価日時及秀評価結果周寿い樹含診療録周記載殊柔惹需岸

季新稀 離脱試験加算 60点季教日周寿酌稀

人工呼吸州評価州見直手
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季狂稀ECMO季体外式膜型人工肺稀叔用い酒診療等周係柔評価州見直手
令和狂年度診療報酬改定 橋．新興感染症周対応綬酌柔医療提供体制州構築

➢ ECMO叔用い酒重症患者州治療管理周寿い樹含処置周係柔評価叔新設手含取扱い叔明確化殊柔岸
季新稀 体外式膜型人工肺季教日周寿酌稀

教 初日 30,150点
橋 橋日目以降 3,000点

➢ ECMO叔用い酒重症患者州治療管理周寿い樹含治療管理周係柔評価叔新設殊柔岸
季新稀 体外式膜型人工肺管理料季教日周寿酌稀

教 胸日目蹴綬 4,500点
橋 脅日目以降14日目蹴綬 4,000点
況 15日目以降 3,000点

［算定要件］
季教稀急性呼吸不全又修慢性呼吸不全州急性増悪綬あ呪樹含人工呼吸器綬対応綬酌収い患者周対手樹含体外式膜型人工肺叔使用手酒場合周算定殊柔岸
季橋稀実施州酒酋周血管叔露出手含俊藷少ー抄含俊庶ー庶承等叔挿入手酒場合州手技料修含所定点数周含蹴汁含別周算定綬酌収い岸

※あわ珠樹含人工心肺周係柔算定要件叔整理岸

［算定要件］
季教稀急性呼吸不全又修慢性呼吸不全州急性増悪綬あ呪樹含人工呼吸器

綬対応綬酌収い患者周対手樹含体外式膜型人工肺叔用い樹呼吸管
理叔行呪酒場合周算定殊柔岸

季橋稀治療開始時周杓い樹修含導入時加算需手樹含初回周限戎5,000
点叔所定点数周加算殊柔岸

季況稀体外式膜型人工肺管理料修含区分番号業矯挟教－橋周掲弱柔体外
式膜型人工肺叔算定殊柔場合周限戎算定殊柔岸

［施設基準］
季教稀次州い狩汁灼周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関綬あ柔惹需岸

淑 区分番号蕎況挟挟周掲弱柔救命救急入院料
縮 区分番号蕎況挟教周掲弱柔特定集中治療室管理料
塾 区分番号蕎況挟教－狂周掲弱柔小児特定集中治療室管理料

季橋稀当該保険医療機関内周専任州臨床工学技士爵常時一名以上配置取汁
樹い柔惹需岸

ECMO州評価州見直手

ECMO州治療管理周係柔評価州新設

経皮的動脈血酸素飽和度測定季教日周寿酌稀 30点
改定後現行
35点

経皮的動脈血酸素飽和度測定州評価州見直手



況． け医機能 評価
外来医療 機能分化 等

季教稀外来感染対策向上加算 新設季再掲稀
季橋稀地域包括診療料 加算 見直
季況稀機能強化加算 見直
季狂稀 処方 導入
季狭稀 ン ン資格確認 ム 通 た患者情報等

活用 係 評価
季矯稀医師 基礎的 技術 再評価
季胸稀生活習慣病管理料 見直
季脅稀療養 就労両立支援指導料 見直
季興稀ここ 連携指導料 新設
季10稀外来在宅共同指導料 新設

季11稀小児 け診療料等 見直
季12稀小児慢性特定疾病や 疾患 有 児

童等 関わ 関係機関 連携
季13稀小児運動器疾患指導管理料 見直
季14稀耳鼻咽喉科処置 見直
季15稀高度難聴指導管理料 見直
季16稀 性鼻炎免疫療法 係 評価
季17稀紹介状 受診 場合等 定額負担見直
季18稀紹介受診重点医療機関 け 入院診療 評

価 新設
季19稀紹介受診重点医療機関 け医機能 有

医療機関 連携 推進
季20稀初診料及び外来診療料 け 紹介 逆紹介割

合 基 く減算規定 見直
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季教稀外来感染対策向上加算州新設季再掲稀
➢ 診療所周寿い樹含平時灼従州感染防止対策州実施や含地域州医療機関等爵連携手樹実施殊柔感染症

対策臭州参画叔更周推進殊柔観点灼従含外来診療時州感染防止対策周係柔評価叔新設殊柔岸

季新稀 外来感染対策向上加算 矯点 季患者教人周寿酌月教回稀
［算定要件］

組織的収感染防止対策周寿酌別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹地方厚生局長等周届寂出酒保険医療機関
季診療所周限柔岸稀周杓い樹診療叔行呪酒場合修含外来感染対策向上加算需手樹含患者教人周寿酌月教回周限戎所定点数周加算殊柔岸

［主収施設基準］
季教稀専任州院内感染管理者爵配置取汁樹い柔惹需岸
季橋稀少収く需酬年橋回程度含感染対策向上加算教周係柔届出叔行呪酒医療機関又修地域州医師会爵定期的周主催殊柔院内感染対策周関殊柔俊ン

傷宿抄ン潤周参加手樹い柔惹需岸蹴酒含感染対策向上加算教周係柔届出叔行呪酒医療機関又修地域州医師会爵主催殊柔新興感染症州発生等叔想
定手酒訓練周寿い樹含少収く需酬年教回参加手樹い柔惹需岸

季況稀新興感染症州発生時等周含都道府県等州要請叔受寂樹発熱患者州外来診療等叔実施殊柔体制叔有手含腫州惹需周寿い樹自治体州哨ー妾召ー準
周十戎公開手樹い柔惹需岸

季狂稀新興感染症州発生時等周含発熱患者州診療叔実施殊柔惹需叔念頭周含発熱患者州動線叔分寂柔惹需爵綬酌柔体制叔有殊柔惹需岸

➢ 外来感染対策向上加算周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関爵含感染対策向上加算教周係柔届出叔
行呪樹い柔他州保険医療機関周対手含定期的周院内州感染症発生状況等周寿い樹報告叔行呪樹い柔
場合及秀地域州楯ー升縮廠ン潤州参加手樹い柔場合州評価叔腫汁趣汁新設殊柔岸

季新稀 連携強化加算 況点 季患者教人周寿酌月教回稀
［施設基準］
季教稀感染対策向上加算教周係柔届出叔行呪酒医療機関周対手含過去教年間周狂回以上含感染症州発生状況含抗菌薬州使用状況等周寿い

樹報告叔行呪樹い柔惹需岸

季新稀 楯ー升縮廠ン潤強化加算 教点 季患者教人周寿酌月教回稀
［施設基準］
季教稀院内感染対策楯ー升縮廠ン潤季JANIS稀含感染対策連携共通勝廠暑署傷術ー妾季J-SIPHE稀等含地域や全国州楯ー升縮廠ン潤周参

加手樹い柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等
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季教稀外来感染対策向上加算州新設季再掲稀
感染対策向上加算教 感染対策向上加算橋 感染対策向上加算況 外来感染対策向上加算

点数 710点 175点 75点 矯点
算定要件 入院初日 入院初日＋入院期間爵90日叔超え柔毎周教回 患者教人州外来診療周寿酌月教回周限戎算定

主
な
施
設
基
準

届出基準 季外来感染対策向上加算 届出 い 稀 保険医療機関 一般病床 数 300床未満 標準 季外来感染対策向上加算 届出 い 稀 診療所季感染対策向上加算 届出 い 稀

感染制御
設置

以下 構成員 感染制御 設置
専任 常勤医師季感染症対策 経験 況年以上稀
専任 看護師季感染管理 経験狭年以上 研修修了稀
専任 薬剤師季病院勤務経験況年以上稀
専任 臨床検査技師季病院勤務経験況年以上稀

※ 医師又 看護師 う 教名 専従 あ
※ 必要時 専従 医師又 看護師 加算橋 況又 外来感染対策
向上加算 医療機関 派遣 場合 専従時間 含 い

以下 構成員 感染制御 設置
専任 常勤医師季感染症対策 経験 況年以上稀
専任 看護師季感染管理 経験狭年以上稀
専任 薬剤師季病院勤務経験況年以上又 適切
研修 修了稀

専任 臨床検査技師季病院勤務経験況年以上又
適切 研修 修了稀

以下 構成員 感染制御 設置
専任 常勤医師季適切 研修 修了 望
い稀
専任 看護師季適切 研修 修了 望
い稀

院内感染管理者季※稀 配置 い こ
※ 医師 看護師 薬剤師そ 他 医療有資格者

あ

医療機関間
行政等 連携

保健所 地域 医師会 連携 加算橋及び況 医療機関 合同 年狂
回以上 ン ン 実施季こ うち教回 新興感染症等 発生 想定
た訓練 実施 こ 稀
加算橋 況及び外来感染対策向上加算 医療機関 対 必要時 院内
感染対策 関 助言 行う体制 有
新興感染症 発生時等 都道府県等 要請 受け 感染症患者 受け
入 体制 有 そ こ 自治体HP 公開 い

年狂回以上 加算教 医療機関 主催 ン ン
参加季訓練へ 参加 必須 稀

新興感染症 発生時等 有事 際 対応 想定 た
地域連携 係 体制 い 連携医療機関等 あ

協議さ い こ
新興感染症 発生時等 都道府県等 要請 受け
感染症患者又 疑い患者 受け入 体制 有

そ こ 自治体HP 公開 い

年狂回以上 加算教 医療機関 主催 ン
ン 参加季訓練へ 参加 必須 稀

新興感染症 発生時等 有事 際 対応 想定
た地域連携 係 体制 い 連携医療機関

等 あ 協議さ い こ
新興感染症 発生時等 都道府県等 要請
受け 感染症患者又 疑い患者 受け入 体
制若 く 発熱患者 診療等 実施 体制 有

そ こ 自治体HP 公開 い

年橋回以上 加算教 医療機関又 地域医師会
主催 ン ン 参加季訓練へ 参加

必須 稀
新興感染症 発生時等 有事 際 対応 想定
た地域連携 係 体制 い 連携医療機関

等 あ 協議さ い こ
新興感染症 発生時等 都道府県等 要請
受け 発熱患者 診療等 実施 体制 有
そ こ 自治体HP 公開 い

サ ン へ
参加

院内感染対策サ ン 季JANIS稀 感染対策連携共通プ ッ
季J-SIPHE稀等 地域や全国 サ ン 参加 い

地域や全国 サ ン 参加 い 場合 サ ン 強化加算 狭点 算定 サ ン 強化加算 教点 算定

そ 他

抗菌薬 適正使用 監視 体制 有

抗菌薬 適正使用 い 加算教 医療機関
又 地域 医師会 助言 受け こ
細菌学的検査 外部委託 場合 中小病院

け 薬剤耐性菌 対応 ン
沿 た対応 行う

抗菌薬 適正使用 い 加算教 医療機関
又 地域 医師会 助言 受け こ
抗微生物薬適正使用 手引 参考 抗菌薬
適正 使用 推進 資 取組 行う

細菌学的検査 外部委託 場合 中小病院
け 薬剤耐性菌 対応 ン

沿 た対応 行う

新興感染症 発生時等 感染症患者 受け入 こ 念頭 汚染区域
や清潔区域 ン 行うこ 体制 有
令和狂年度診療報酬改定前 感染防止対策地域連携加算及び抗菌薬適
正使用支援加算 要件 要件

新興感染症 発生時等 感染症患者又 疑い患者
受け入 こ 念頭 汚染区域や清潔区域
ン 行うこ 体制 有

新興感染症 発生時等 感染症患者又 疑い
患者 受け入 こ 念頭 汚染区域や清潔区
域 ン 行うこ 体制若 く 発
熱患者 診療 実施 こ 念頭 発熱患者
動線 分け こ 体制 有

新興感染症 発生時等 発熱患者 診療 実
施 こ 念頭 発熱患者 動線 分け こ

体制 有

感染制御 専従医師又 看護師 過去教年間 狂回以上 加算橋
況又 外来感染対策向上加算 医療機関 赴 院内感染対策等 関
助言 行 場合 指導強化加算 30点 算定

感染対策向上加算橋又 況 算定 保険医療機関 感染対策向上加算教 算定 保険医療機関
対 過去教年間 狂回以上 感染症 発生状況 抗菌薬 使用状況等 い 報告 行 い 場合 連
携強化加算 30点 算定

連携強化加算 況点 算定

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等



地域包括診療料ǖ 1,660点

地域包括診療料ǘ 1,600点

θ鏤ǖ回χ

地域包括診療加算ǖ 25点

地域包括診療加算ǘ 18点

θǖ回削肴済χ

病院 診療所 診療所

包括範噬
託記以外朔包括碕際傘甑作採腰当該点数昨算定朔患者昨状態削応載崎鏤斎碕削決定際傘祭碕

碕裁腰算定裁作栽榊冴鏤削肴い崎朔包括細参作い甑

質θ再診料昨χ時間外加算腰休日加算腰深夜加算及び小児科特例加算

質地域連携小児夜間質休日診療料 質診療情報提供料θロχ θヮχ

質圻宅医療削係傘点数θ訪問診療料腰圻宅時医学総合管理料 腰特定施設入居時等医学総合

管理料燦除く甑χ

質薬剤料θ処方料腰処方在珊料燦除く甑χ

質患者昨病状昨急性増悪時削実施裁冴検査腰画像診断及び処置削係傘ホ用昨う阪腰所定点数

歳550点以琢昨雑昨

出来高

対象疾患
高血坎症腰糖椰病腰脂質異常症腰認知症昨ǜ疾病昨う阪ǘ肴以琢θ疑い朔除く甑χ

対象医療機輸
診療所又朔許可病床歳ǘǹǹ床未満昨病院 診療所

研修要件
担当医燦決薩傘祭碕甑輸係団体主催昨研修燦修了裁崎い傘祭碕甑

服薬管理
質当該患者削院外処方燦行う場合朔ǘǜ時

間開楡薬楡埼あ傘祭碕 等

質当該患者削院外処方燦行う場合朔ǘǜ時間対応薬楡等燦原則碕際傘 等

質他昨医療機輸碕連携昨琢腰通院医療機輸や処方薬燦際冊崎管理裁腰始識テ削記載際傘

質原則碕裁崎院内処方燦行う

質院外処方燦行う場合朔当該薬楡削通院医療機輸式スト燦渡裁腰患者歳受診時削持参際傘採薬手帳昨コ侍実燦始識テ削ボ付際傘

質当該点数燦算定裁崎い傘場合朔腰７剤投与昨減算規定昨対象外碕際傘

健康管理
質健診昨受診勧奨腰健康相談燦行う旨昨院内掲示腰敷地内禁煙 等

介護保険制度
質介護保険削係傘相談燦受け傘旨燦院内掲示裁腰主治医意見書昨作成燦行榊崎い傘祭碕等甑

圻宅医療昨提供採

皿びǘǜ時間昨対

応

質圻宅医療昨提供及び当該患者削対裁 ǘǜ時間昨往診等昨体制燦確保裁崎い傘祭碕甑θ圻宅療養支援診療所以外昨診療所削肴い崎朔

連携医療機輸昨協力燦得崎行う雑昨燦含殺甑χ

質託記昨際冊崎燦満冴際

会地域包括ケア病棟入院料等昨届出

解圻宅療養支援病院

質託記昨際冊崎燦満冴際

会時間外対応加算ǖ昨届出

解常勤換算ǘ人以琢昨医師歳配置細参腰

う阪ǖ人以琢朔常勤

回圻宅療養支援診療所

質託記昨う阪い剤参栽ǖ肴燦満冴際

会時間外対応加算ǖ腰ǘ又朔ǚ昨届出

解常勤換算ǘ人以琢昨医師歳配置細参腰

う阪ǖ人以琢朔常勤

回圻宅療養支援診療所

季参考稀令和狂年度改定前州地域包括診療料・加算
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季橋稀地域包括診療料・加算州見直手

➢ 地域包括診療料等周寿い樹含慢性疾患叔有殊柔患者周対殊柔灼灼戎寿寂医機能州評価叔推進殊柔観
点灼従含
• 地域包括診療料等州対象疾患周含慢性心不全及秀慢性腎臓病叔追加殊柔岸
• 患者周対殊柔生活面州指導周寿い樹修含必要周応朱含医師州指示叔受寂酒看護師や管理栄養士含

薬剤師爵行呪樹酬差手支え収い惹需需殊柔岸
• 患者灼従州予防接種周係柔相談周対応殊柔惹需叔要件周追加殊柔需需酬周含院内掲示周十戎含

当該対応爵可能収惹需叔周知殊柔惹需需殊柔岸

地域包括診療料・地域包括診療加算州見直手

改定後
妓地域包括診療料宜 季※地域包括診療加算酬同様稀
［対象患者］
• 脂質異常症含高血圧症含糖尿病含慢性心不全含慢性腎臓病季慢
性維持透析叔行呪樹い収い酬州周限柔岸稀又修認知症州う儒橋
以上州疾患叔有殊柔入院中州患者以外州患者

［算定要件］
• 当該患者叔診療殊柔担当医叔決酋柔惹需岸担当医修含慢性疾患

州指導周係柔適切収研修叔修了手酒医師需手含担当医周十戎指
導及秀診療叔行呪酒場合周当該診療料叔算定殊柔岸

• 当該患者周対手含以下州指導含服薬管理等叔行う惹需岸
淑～駿 季略稀
循 必要周応朱含患者州予防接種州実施状況叔把握殊柔惹需等

周十戎含当該患者灼従州予防接種周係柔相談周対応殊柔惹
需岸

［施設基準］
• 健康相談及秀予防接種周係柔相談叔実施手樹い柔旨叔院内掲示

手樹い柔惹需岸

現行
妓地域包括診療料宜
［対象患者］
• 脂質異常症含高血圧症含糖尿病又修認知症州う儒橋以上州疾患

叔有殊柔入院中州患者以外州患者

［算定要件］
• 当該患者叔診療殊柔担当医叔決酋柔惹需岸担当医修含慢性疾患

州指導周係柔適切収研修叔修了手酒医師需手含担当医周十戎指
導及秀診療叔行呪酒場合周当該診療料叔算定殊柔岸

• 当該患者周対手含以下州指導含服薬管理等叔行う惹需岸
淑～駿 季略稀

［施設基準］
• 健康相談叔実施手樹い柔旨叔院内掲示手樹い柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等



➢ 外来医療削採け傘適勉作役割便担燦噪三腰専門医療機輸匙昨受診昨要否昨墓断等燦含薩冴腰皿三

的確埼質昨高い診療機能燦評価際傘観点栽晒腰栽栽三肴け医機能削係傘診療報酬燦届け出崎い傘医

療機輸削採い崎腰初診時削採け傘診療機能燦評価際傘甑

θ烋成30烝度診療報酬改定削採い崎新設χ

初診料質小児栽栽三肴け診療料θ初診時χ

機能強化加算 80点

[算定要件]

会 施設基準燦満冴裁崎い傘碕裁崎厚生楡削届け出冴医療機輸削採い崎初診料θ冴坂裁ǘ肴目昨診療科削係傘初診料燦除くχ燦算定際傘

場合削腰加算際傘甑

[施設基準]

会 診療所又朔許可病床数歳200床未満昨病院甑

解 次昨い剤参栽削採け傘届出燦行榊崎い傘甑

ア 地域包括診療加算

イ 地域包括診療料

ウ 小児栽栽三肴け診療料

エ 圻宅時医学総合管理料θ圻宅療養支援診療所又朔圻宅療養支援病院削限傘χ

士 施設入居時等医学総合管理料θ圻宅療養支援診療所又朔圻宅療養支援病院削限傘χ

回 健康診断昨相談等昨健康管理削係傘相談腰保健質福祉サ実似ス削輸際傘相談腰夜間質休日昨問い合わ在匙昨対応及び必要削応載冴専

門医又朔専門医療機輸匙昨紹介燦行榊崎い傘医療機輸埼あ傘祭碕燦見や際い場所削掲示裁崎い傘甑

塊 医療機能情報提供制度燦利用裁崎栽栽三肴け医機能燦鐚際傘医療機輸等燦検索埼済傘祭碕燦見や際い場所削掲示裁崎い傘甑

壊 回塊昨内容燦記載裁冴文書燦患者歳持阪帰傘祭碕歳埼済傘皿う削際傘甑

機能強化加算

季参考稀令和狂年度改定前州機能強化加算
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妓機能強化加算宜
［算定要件］
• 外来医療周杓寂柔適切収役割分担叔図戎含専門医療機関臭州受
診州要否州判断等叔含週十戎的確綬質州高い診療機能叔評価殊
柔観点灼従含灼灼戎寿寂医機能叔有殊柔医療機関周杓寂柔初診
叔評価殊柔酬州綬あ戎含季略稀初診料叔算定殊柔場合周含加算
殊柔惹需爵綬酌柔岸

• 必要周応朱含患者周対手樹以下州対応叔行う需需酬周含当該対
応叔行う惹需爵綬酌柔旨叔院内及秀哨ー妾召ー準等周掲示手含
必要周応朱樹患者周対手樹説明殊柔惹需岸
(ｲ) 患者爵受診手樹い柔他州医療機関及秀処方取汁樹い柔医

薬品叔把握手含必要収服薬管理叔行う需需酬周含診療録
周記載殊柔惹需岸収杓含必要周応朱含担当医州指示叔受
寂酒看護職員等爵情報州把握叔行う惹需酬可能綬あ柔惹
需岸

(ﾛ) 専門医師又修専門医療機関臭州紹介叔行う惹需岸
(ﾊ) 健康診断州結果等州健康管理周係柔相談周応朱柔惹需岸
(ﾆ) 保健・福祉楯ー鋤潤周係柔相談周応朱柔惹需岸
(ﾎ) 診療時間外叔含週含緊急時州対応方法等周係柔情報提供

叔行う惹需岸

季況稀機能強化加算州見直手
➢ 地域周杓い樹灼灼戎寿寂医機能叔有殊柔医療機関州体制周寿い樹含診療実態酬踏蹴え酒適切収評価

叔行う観点灼従含機能強化加算周寿い樹要件叔見直殊岸
改定後現行

妓機能強化加算宜
［算定要件］
• 外来医療周杓寂柔適切収役割分担叔図戎含十戎的確綬質州高い

診療機能叔評価殊柔観点灼従含灼灼戎寿寂医機能叔有殊柔医療
機関周杓寂柔初診叔評価殊柔酬州綬あ戎含季略稀初診料叔算定
殊柔場合周含加算殊柔惹需爵綬酌柔岸

［施設基準］

(教) 季略稀
(橋) 地域周杓い樹包括的収診療叔担う医療機関綬あ柔惹需周寿

い樹含当該保険医療機関州見や殊い場所周掲示殊柔等州取組
叔行呪樹い柔惹需岸

［施設基準］
(教) 適切収受診周寿収爵柔十う収助言及秀指導叔行う惹需等含

質州高い診療機能叔有殊柔体制爵整備取汁樹い柔惹需岸
(橋) 季略稀
(況) 地域周杓い樹包括的収診療叔担う医療機関綬あ柔惹需周寿

い樹含当該保険医療機関州見や殊い場所及秀哨ー妾召ー準等
周掲示殊柔等州取組叔行呪樹い柔惹需岸季※稀

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等

季※哨ー妾召ー準等臭州掲載修令和狂年興月30日蹴綬州間修基準叔満酒殊酬州需輯収取汁柔岸稀
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機能強化加算州見直手
令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等

改定後
次州い狩汁灼叔満酒手樹い柔惹需岸

• 地域包括診療加算教／地域包括診療料教州届出叔行呪
樹い柔惹需岸

季参考：地域包括加算教／診療料教州施設基準稀
以下州全樹叔満酒手樹い柔惹需岸
◼ 直近教年間周含当該保険医療機関綬州継続的収外来

診療叔経樹含在宅患者訪問診療料がìき州鬼教亀含在
宅患者訪問診療料がíき 又修往診料叔算定手酒患者州
数州合計爵含10 人以上綬あ柔惹需岸

◼ 直近教灼月周初診含再診含往診又修訪問診療叔実施
手酒患者州う儒含往診又修訪問診療叔実施手酒患者
州割合爵70％未満綬あ柔惹需岸

以下州い狩汁酬満酒殊酬州綬あ柔惹需岸
• 地域包括診療加算橋／地域包括診療料橋州届出叔行呪
樹い柔惹需岸

• 直近教年間周杓い樹含次州い狩汁灼叔満酒手樹い柔惹
需岸季※稀
◼ 地域包括診療加算橋／地域包括診療料橋叔算定手酒

患者爵況人以上岸
◼ 在宅患者訪問診療料季レ稀州鬼教亀含在宅患者訪問

診療料(ロ)又修往診料叔算定手酒患者州数州合計爵
況人以上岸

• 小児灼灼戎寿寂診療料州届出叔行呪樹い柔惹需岸
• 在宅時医学総合管理料／施設入居時等医学総合管理料
州届出叔行呪樹い柔機能強化型州在支診又修在支病綬
あ柔惹需岸

季参考：機能強化型州在支診又修在支病州施設基準稀
以下州い狩汁周酬該当手樹い柔惹需岸
過去教年間周杓い樹含
◼ 季在支診州場合稀緊急往診州実績10件以上季連携型

州場合含当該医療機関綬狂件以上稀岸
◼ 季在支病州場合稀緊急往診州実績10件以上季連携型

州場合含当該医療機関綬狂件以上稀又修在支診灼従
州緊急受入州実績爵31件以上岸

◼ 在宅周杓寂柔看取戎州実績又修15歳未満州超・準超
重症児州在宅医療州実績爵狂件以上季連携型州場合含
当該医療機関綬橋件以上稀岸

以下州い狩汁酬満酒殊酬州綬あ柔惹需岸
• 在宅時医学総合管理料／施設入居時等医学総合管理料
州届出叔行呪樹い柔機能強化型以外州在支診又修在支
病綬あ柔惹需岸

• 以下州い狩汁灼叔満酒手樹い柔惹需岸季※稀
過去教年間周杓い樹含
◼ 季在支診州場合稀緊急往診州実績況件以上岸
◼ 季在支病州場合稀緊急往診州実績又修在支診灼従州

緊急受入州実績州合計爵況件以上岸
◼ 在宅周杓寂柔看取戎州実績又修15歳未満州超・準

超重症児州在宅医療州実績爵教件以上岸

• 以下州い狩汁灼叔行呪樹い柔常勤州医師叔配置殊柔惹需岸季※稀
淑 介護保険制度州利用等州相談臭州対応含主治医意見書州作成 縮 警察医需手樹協力 塾 乳幼児健診叔実施
出 定期予防接種叔実施 述 幼稚園州園医等 俊 地域駿淑会議周出席 春 一般介護予防事業周協力

現行

届出
・

実績

次州い狩汁灼州届出

• 地域包括診療加算
• 地域包括診療料

小児灼灼戎寿寂診療料

• 在宅時医学総合管
理料

• 施設入居時等医学
総合管理料

季在支診又修在支病周
限柔稀

配置
医師 －

季※令和狂年興月30日蹴綬州間修基準叔満酒殊酬州需輯収取汁柔岸稀
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機能強化加算癉逃矞院不掲示膅例䐢

当院蒴猪皦皦逸緖け医獷羽禔罇焄必要荿応福罇次葈よう荢

嘘組を行綠罇いま禛

◇ 健康診断葈結果荿関禛遧相談等焄健康管理荿関禛遧相談荿

応福ま禛煜必要荿応福焄専門葈医師-医療機関を礼紹介禔

ま禛煜

◇ 保健-福祉サ.ビ﨨葈利用荿関禛遧礼相談荿応福ま禛煜

◇ 夜間-休日葈問い合わせへ葈対応を行綠罇いま禛煜

◇ 唄診禔罇い遧他葈医療機関や処方神郞罇い遧皛薬を伺

い焄必要荢皛薬葈管理を行いま禛煜

◇ 日本医師会皦皦逸緖け医機能研修制度 応用研修会を修了

禔罇いま禛煜

●●医院

※ 厚生労働省や都道府県葈髙.ム驎.鋻荿あ遧猪医療機能情報提供制度獷葈驎.
鋻羡地域葈医療機関益検索羡睆ま禛煜

参考資料〔白本〕ば巻末ねシンプロを掲載すちばど活用くぢさい



季狂稀彰傷祝承処方州導入
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教．診療報酬 ＋挟．狂況％

※教 う ※橋～狭 除く改定分 ＋挟．橋況％
各科改定率 医科 ＋挟．橋矯％

歯科 ＋挟．橋興％
調剤 ＋挟．挟脅％

※橋 う 看護 処遇改善 特例的 対応 ＋挟．橋挟％

※況 う 処方箋季反復利用 処方箋稀 導入 活用促進 効率化 ▲挟．教挟％
季症状 安定 い 患者 い 医師 処方 医療機関 行 医師及び薬剤師

適切 連携 下 一定期間内 処方箋 反復利用 分割調剤 異 実効的 方策
導入 再診 効率化 そ 効果 い 検証 行う稀

※狂 う 不妊治療 保険適用 特例的 対応 ＋挟．橋挟％

※狭 う 小児 感染防止対策 係 加算措置季医科分稀 期限到来 ▲挟．教挟％
歯科 調剤分 い 感染防止等 必要 対応 充

膅参考䐢 痛和臽烝燵診療報酬改定癉瘨い瘳

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等



基鑚的𤺋考え方

症状ﾛ安定ヴドい┗患者ブヅいド、医師ペ処方ブ└┖、医師及び薬剤師ペ適切ピ連携ペ下、
一定期間内ブ処方箋を反復利用バﾜ┗くフィけ処方箋ペ仕組┋を設け┗。

す対象患者ず
医師ペ処方ブ└┖、薬剤師ブ└┗服薬管理ペ下、一定期間内ブ処方箋ペ反復利
用ﾛ可能バあ┗患者

す留意事項ず
（a）保険医療機関ペ保険医ﾛくフィけブ└┗処方ﾛ可能パ判断ヴた場合ブボ、処
方箋ペ「くフィけ可」欄ブこ点を記入ギ┗。

（b）くフィけ処方箋ペ総使用回数ペ上限ボc回┊バパギ┗。┊た、a回当た┖投
薬期間及び総投薬期間ブヅいドボ、医師ﾛ、患者ペ病状等を踏┊え、個別ブ医
学的ブ適切パ判断ヴた期間パギ┗。

（c）保険医療機関及び保険医療養担当規則ブﾙいド、投薬量ブ限度ﾛ定┍┕┘ド
い┗医薬品及び湿布薬ブヅいドボ、くフィけ処方箋ブ└┗投薬を行うこパボバ
ﾜピい。

具体的𤺋不容

季狂稀彰傷祝承処方州導入
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す留意事項ず
（d）くフィけ処方箋ブ└┗a回目ペ調剤を行うこパﾛ可能ピ期間ブヅいドボ、通
常ペ処方箋ペ場合パ同様パギ┗。b回目以降ペ調剤ブヅいドボ、原則パヴド、
前回ペ調剤日を起点パヴ、当該調剤ブ係┗投薬期間を経過ギ┗日を次回調剤予
定日パヴ、そペ前後g日以内パギ┗。

（e）保険薬局ボ、a回目又ボb回目（c回可ペ場合）ブ調剤を行ヂた場合、く
フィけ処方箋ブ調剤日及び次回調剤予定日を記載ギ┗パパ┎ブ、調剤を実施ヴ
た保険薬局ペ名称及び保険薬剤師ペ氏名を余白又ボ裏面ブ記載ペ上、当該く
フィけ処方箋ペ写ヴを保管ギ┗こパ。
┊た、当該くフィけ処方箋ペ総使用回数ペ調剤ﾛ終わヂた場合、調剤済処方箋
パヴド保管ギ┗こパ。

（f）保険薬局ペ保険薬剤師ボ、くフィけ処方箋ブ└┖調剤ギ┗ブ当たヂド、患者
ペ服薬状況等ペ確認を行い、くフィけ処方箋ブ└┖調剤ギ┗こパﾛ不適切パ判
断ヴた場合ブボ、調剤を行わグ、受診勧奨を行うパパ┎ブ、処方医ブ速やﾚブ
情報提供を行うこパ。
┊た、くフィけ処方箋ブ└┖調剤ヴた場合ボ、調剤ヴた内容、患者ペ服薬状況
等ブヅいド必要ブ応ガ処方医┄情報提供を行うこパ。

具体的𤺋不容膅62疷䐢

季狂稀彰傷祝承処方州導入
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す留意事項ず
（g）保険薬局ペ保険薬剤師ボ、くフィけ処方箋ペ交付を受けた患者ブ対ヴド、継
続的ピ薬学的管理指導ペた┍、同一ペ保険薬局バ調剤を受け┗┅ﾜバあ┗旨を
説明ギ┗こパ。

（h）保険薬局ペ保険薬剤師ボ、患者ペ次回ペ調剤を受け┗予定を確認ギ┗こパ。
予定さ┘┗時期ブ患者ﾛ来局ヴピい場合ボ、電話等ブ└┖調剤ペ状況を確認ギ
┗こパ。患者ﾛ他ペ保険薬局ブﾙいド調剤を受け┗こパを申ヴ出ドい┗場合ボ、
当該他ペ保険薬局ブ調剤ペ状況パパ┎ブ必要ピ情報をあ┕ﾚガ┍提供ギ┗こパ。

具体的𤺋不容膅62疷䐢

季狂稀彰傷祝承処方州導入
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参 考

季狂稀彰傷祝承処方州導入

投与期間の限度 対象となる医薬品

杮割日

○麻薬及び向精神薬取締法第二条第一号殻規定す褐 麻薬運隔概日鞄限度撹さ轄廓い褐潟穫鞄除く禾雲
○麻薬及び向精神薬取締法第二条第六号殻規定す褐向精神薬運隔概日又覚環概日鞄限度撹さ轄廓い褐潟穫鞄除く禾雲
○新医薬品拡あ劃廓禍使用薬剤穫薬価運薬価基準雲へ穫収載穫日穫属す褐月穫翌月 穫初日階滑起算し廓一年運厚生労
働大臣貝指定す褐潟穫殻あ劃廓覚禍厚生労働大臣 貝指定す褐期間雲鞄経過し廓い核い潟穫
運抗㐂㐂Ｖ薬等穫例外的核取扱い穫潟穫鞄除 く禾雲

隔概日

○内服薬
鎌岩莞癌慣癌陥禍粥寛憾慣癌陥禍粥敢慣癌陥禍苅侃完巻澗ン塩酸塩禍苅侃完巻澗ン塩酸塩水和物禍苅侃堪慣癌陥禍寒鎌患
簡陥禍寒贋侃堪慣癌陥禍寒贋敢鎌患簡陥禍寒贋岩官鎌患間侃完澗禍巻汗鴨ン眼ン酸塩禍官緩澗贋巻汗鴨ン眼ン酸塩禍慣翰
寒贋ン禍慣岩翰汗陥酒石酸塩禍憾貫ン憾澗ー岩禍漢眼鎌慣癌陥禍環韓憾患簡陥禍竿贋侃堪慣癌陥禍緩澗贋館岩肝刈ン禍莞癌
患簡陥禍肝岩官鎌患簡陥禍肝岩環漢癌患簡陥禍肝岩癌患簡陥塩酸塩禍艦贋敢慣癌陥禍艦贋閑患簡陥禍貫館眼ン禍韓換患簡
陥禍韓敢岩肝萱環汗ー漢塩酸塩禍館換肝噛環岩禍館岩緩監塩酸塩禍館岩緩監硫酸塩禍眼寛汗侃堪ン肝萱憾関ン韓完岩酸
塩禍贋肝癌患莞酸粥敢岩禍贋癌患簡陥又覚贋岩韓憾患簡陥鞄含有す褐内服薬並び殻韓貫ン慣癌ー漢臭化物・肝萱看管
岩缶憾ー岩配合剤及び莞贋侃完肝噛眼ン・粥肝萱澗眼ン配合剤

○外用薬
肝萱ン憾環岩禍肝萱ン憾環岩寒粥ン酸塩又覚館岩緩監塩酸塩鞄含有す褐外用薬

○注射薬
肝萱ン憾環岩寒粥ン酸塩禍艦莞翫看岩肝噛ン塩酸塩又覚館岩緩監塩酸塩鞄含有す褐注射薬

環概日 ○官鎌患簡陥禍環漢癌患簡陥禍肝萱看管岩缶憾ー岩禍寒贋潅患簡陥又覚寒贋管姦陥鞄含有す褐内服薬及び肝萱環漢鴨ン・
肝萱看管岩缶憾ー岩配合剤

投諾期間癉琢限疰設痏瞢矟瘳い矞諭薬品
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季狂稀彰傷祝承処方州導入

➢ 彰傷祝承処方箋周十戎含当該処方箋州教回州使用周十柔投与期間爵29日以内州投薬叔行呪酒場合修含
処方箋料周杓寂柔長期投薬周係柔減算規定叔適用手収い惹需需殊柔岸

彰傷祝承処方箋叔使用手酒場合州処方箋料

改定後
妓処方箋料宜
［算定要件］
注橋 区分番号蕎挟挟挟周掲弱柔初診料州注橋又修注況含区分番
号蕎挟挟橋周掲弱柔外来診療料州注橋又修注況叔算定殊柔保険医
療機関周杓い樹含別周厚生労働大臣爵定酋柔薬剤叔除酌含教処方
周寿酌投与期間爵30日以上州投薬叔行呪酒場合季処方箋州複数回
季況回蹴綬周限柔岸稀州使用叔可能需殊柔場合綬あ呪樹含当該処
方箋州教回州使用周十柔投与期間爵29日以内州投薬叔行呪酒場合
叔除く岸稀周修含所定点数州100分州40周相当殊柔点数周十戎算
定殊柔岸

現行
妓処方箋料宜
［算定要件］
注橋
区分番号蕎挟挟挟周掲弱柔初診料州注橋又修注況含区分番号蕎挟
挟橋周掲弱柔外来診療料州注橋又修注況叔算定殊柔保険医療機関
周杓い樹含別周厚生労働大臣爵定酋柔薬剤叔除酌含教処方周寿酌
投与期間爵30日以上州投薬叔行呪酒場合周修含所定点数州100分
州40周相当殊柔点数周十戎算定殊柔岸

➢ 症状爵安定手樹い柔患者周寿い樹含医師州処方周十戎医師及秀薬剤師州適切収連携州下含一定期間内
周処方箋叔反復利用綬酌柔彰傷祝承処方箋州仕組輯叔設寂含処方箋州様式叔見直殊岸

処方箋様式州見直手周寿い樹

㊞

備考

特に記載昨あ傘場合燦

除済腰交付昨日燦含薩崎

ǜ日通内に保険薬局に

提出際傘こ碕甑

個々昨処方薬につい崎腰後発諭薬品θ施ェネ式ッ屍諭薬品χ匙昨変更に差裁支え歳あ傘碕墓断裁た場合に朔腰

坤変更濁可墾欄に坤鴫墾又朔坤×墾燦記載裁腰坤保険諭署名墾欄に署名又朔記名質押印際傘こ碕甑

坤変更濁可墾欄に坤鴫墾又朔坤×墾燦記載

裁た場合朔腰署名又朔記名質押印際傘こ碕甑

ǖḿ坤処方墾欄に朔腰薬名腰分量腰用法及び用量燦記載際傘こ碕甑

ǘḿこ昨用紙朔腰ź列Ą番燦標準碕際傘こ碕甑

ǚḿ療養昨給付及び公費負担諭療に関際傘費用昨請求に関際傘省痛θ昭和51烝厚生省痛第」6号χ第ǖ条昨公費負担諭療につい崎朔腰坤保険諭療機関墾碕あ傘昨朔

漉漉坤公費負担諭療昨担当諭療機関墾碕腰坤保険諭氏名墾碕あ傘昨朔坤公費負担諭療昨担当諭氏名墾碕読札替え傘雑昨碕際傘こ碕甑

保 険 薬局 昨所 圻地

及 び 名 称

保 険 薬 剤 師 氏 名

公費負担諭 療昨

受 給 者 番 号

漉調剤実施回数θ調剤回数に応載崎腰□に坤鴫墾又朔坤×墾燦記載際傘碕碕雑に腰調剤日及び次回調剤予定日燦記載際傘こ碕甑χ

漉

漉漉□ǖ回目調剤日θ漉漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ漉漉□ǘ回目調剤日θ漉漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ漉漉□ǚ回目調剤日θ漉漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ

漉

漉漉漉次回調剤予定日θ漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ漉漉漉次回調剤予定日θ漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ

調剤済烝鏤日 痛和漉漉烝漉漉鏤漉漉日 公費負担者番号

処

漉

漉

漉

漉

漉

漉

漉

漉

方

変更濁可

式フ伺識可漉□漉θ漉漉漉回χ

備

漉

漉

考

保険諭署名

漉保険薬局歳調剤時に残薬燦確認裁た場合昨対応医特に指示歳あ傘場合朔坤鴫墾又朔坤×墾燦記載際傘こ碕甑)

漉漉□保険諭療機関匙疑義照会裁た琢埼調剤漉       漉□保険諭療機関匙情報提供

交付烝鏤日 痛和漉漉烝漉漉鏤漉漉日

処方箋昨

使用期間

痛和漉烝漉鏤漉日

点数表

番号

諭療機関

コ実ド

癒漉分 被保険者 被扶養者

都道府p番号

明

大

昭

烋

痛

漉漉漉烝漉鏤漉日 男質女

電 や 番 号

保 険 諭 氏 名

保険者番号

㊞

被保険者証質被保険

者手帳昨記号質番号

質漉漉漉漉θ枝番χ漉

患

漉

漉

者

氏漉名

保険諭療機関昨

所圻地及び名称

生烝鏤日

公費負担諭療

昨受給者番号

処漉漉方漉漉箋

様

式

第

忠

号

釃

第

忠

十

濯

条

関

係

釄

θこ昨処方箋朔腰鷺昨保険薬局埼雑鐚効埼際甑χ

公費負担番号

式フ伺識可漉□漉θ漉漉漉回χ

坤変更濁可墾欄に坤鴫墾又朔坤×墾燦記載

裁た場合朔腰署名又朔記名質押印際傘こ碕甑

漉調剤実施回数θ調剤回数に応載崎腰□に坤鴫墾又朔坤×墾燦記載際傘碕碕雑に腰調剤日及び次回調剤予定日燦記載際傘こ碕甑χ

漉

漉漉□ǖ回目調剤日θ漉漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ漉漉□ǘ回目調剤日θ漉漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ漉漉□ǚ回目調剤日θ漉漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ

漉

漉漉漉次回調剤予定日θ漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ漉漉漉次回調剤予定日θ漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ

備

漉

漉

考

保険諭署名

漉保険薬局歳調剤時に残薬燦確認裁た場合昨対応医特に指示歳あ傘場合朔坤鴫墾又朔坤×墾燦記載際傘こ碕甑)

漉漉□保険諭療機関匙疑義照会裁た琢埼調剤漉       漉□保険諭療機関匙情報提供

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等



㊞

備考 ǖḿ坤処方墾欄に朔腰薬名腰分量腰用法及び用量燦記載際傘こ碕甑

ǘḿこ昨用紙朔腰ź列Ą番燦標準碕際傘こ碕甑

ǚḿ療養昨給付及び公費負担諭療に関際傘費用昨請求に関際傘省痛θ昭和51烝厚生省痛第」6号χ第ǖ条昨公費負担諭療につい崎朔腰坤保険諭療機関墾碕

漉漉あ傘昨朔坤公費負担諭療昨担当諭療機関墾碕腰坤保険諭氏名墾碕あ傘昨朔坤公費負担諭療昨担当諭氏名墾碕読札替え傘雑昨碕際傘こ碕甑

漉式フ伺識漉可漉□漉θ漉漉漉回χ

保 険 薬局 昨所 圻地

及 び 名 称

保 険 薬 剤 師 氏 名

公費負担諭 療昨

受 給 者 番 号

漉調剤実施回数θ調剤回数に応載崎腰□に坤鴫墾又朔坤×墾燦記載際傘碕碕雑に腰調剤日及び次回調剤予定日燦記載際傘こ碕甑χ

漉漉□ǖ回目調剤日θ漉漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ漉漉□ǘ回目調剤日θ漉漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ漉漉□ǚ回目調剤日θ漉漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ

漉漉漉次回調剤予定日θ漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ漉漉漉次回調剤予定日θ漉漉烝漉漉鏤漉漉日χ

調剤済烝鏤日 痛和漉漉烝漉漉鏤漉漉日 公費負担者番号

処

漉

漉

漉

漉

漉

漉

漉

漉

方

変更濁可

個々昨処方薬につい崎腰後発諭薬品θ施ェネ式ッ屍諭薬品χ匙昨変更に差裁支え歳あ傘碕墓断裁た場合に朔腰

坤変更濁可墾欄に坤鴫墾又朔坤×墾燦記載裁腰坤保険諭署名墾欄に署名又朔記名質押印際傘こ碕甑

備

漉

漉

考

保険諭署名

坤変更濁可墾欄に坤鴫墾又朔坤×墾燦記載

裁た場合朔腰署名又朔記名質押印際傘こ碕甑

漉保険薬局歳調剤時に残薬燦確認裁た場合昨対応医特に指示歳あ傘場合朔坤鴫墾又朔坤×墾燦記載際傘こ碕甑)

漉漉□保険諭療機関匙疑義照会裁た琢埼調剤漉       漉□保険諭療機関匙情報提供

交付烝鏤日 痛和漉漉烝漉漉鏤漉漉日

処方箋昨

使用期間

痛和漉烝漉鏤漉日

特に記載昨あ傘場合燦

除済腰交付昨日燦含薩崎

ǜ日通内に保険薬局に

提出際傘こ碕甑

点数表

番号

諭療機関

コ実ド

癒漉分 被保険者 被扶養者

都道府p番号

明

大

昭

烋

痛

漉漉漉烝漉鏤漉日 男質女

電 や 番 号

保 険 諭 氏 名 ㊞

被保険者証質被保険

者手帳昨記号質番号

患

漉

漉

者

氏漉名

保険諭療機関昨

所圻地及び名称

生烝鏤日

公費負担諭療

昨受給者番号

保険者番号

処漉漉方漉漉箋

様

式

第

忠

号

釃

第

忠

十

濯

条

関

係

釄

θこ昨処方箋朔腰鷺昨保険薬局埼雑鐚効埼際甑χ

公費負担番号

新処方箋様式
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➢ 述ン廠縮ン資格確認淳潤庶妾叔通朱樹患者州薬剤情報又修特定健診情報等叔取得手含当該情報叔活
用手樹診療等叔実施殊柔惹需周係柔評価叔新設殊柔岸

初診料
季新稀 電子的保健医療情報活用加算 胸点

再診料
季新稀 電子的保健医療情報活用加算 狂点

外来診療料
季新稀 電子的保健医療情報活用加算 狂点

［対象患者］
• 述ン廠縮ン資格確認淳潤庶妾叔活用殊柔保険医療機関叔受診手酒患者

［算定要件］
• 別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準叔満酒殊保険医療機関叔受診手酒患者周対手樹含健康保険法第況条第13項周規定殊柔電子資格確
認周十戎含当該患者周係柔診療情報等叔取得手酒上綬診療叔行呪酒場合修含電子的保健医療情報活用加算需手樹含月教回周限戎腫汁趣
汁所定点数周加算殊柔岸

季※稀
初診州場合綬あ呪樹含健康保険法第況条第13項周規定殊柔電子資格確認周十戎含当該患者周係柔診療情報等州取得爵困難収場合又修他州保険医療

機関灼従当該患者州診療情報州提供叔受寂酒場合等周あ呪樹修含令和矯年況月31日蹴綬州間周限戎含況点叔所定点数周加算殊柔岸

［施設基準］
季教稀述ン廠縮ン請求叔行呪樹い柔惹需岸
季橋稀電子資格確認叔行う体制叔有手樹い柔惹需岸
季況稀電子資格確認周関殊柔事項周寿い樹含当該保険医療機関州見や殊い場所周掲示手樹い柔惹需岸

季狭稀述ン廠縮ン資格確認淳潤庶妾叔通朱酒患者情報等州活用周係柔評価
令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等

電子的保健医療情報活用加算州新設



○ ン ン資格確認 導入 あ 補助
顔認証付 無償提供季病院況台 診療所等教台稀
そ 以外 費用季Õ資格確認端末等 導入 Öネッ ワ ク環境 整備 × セプ コン ュ 等 既存 改修等稀へ
補助金 交付季令和狭年況月末 設置準備 完了 た場合 上限額及び補助割合 機関種別等 異 稀

○ ン ン資格確認導入 関 手続 各種申請 QA 医療機関等向 サ
医療機関等 導入状況 患者向 周知広報素材等 厚生労働省
そ 他 問い合わ ン ン資格確認等コ セン

◼むぜぱ，顔認証付くキーニレーヂーをが申す込めくぢしい！
ン ン資格確認 導入 方 医療機関等向 サ へ ウン 登録 行い 同サ 希望

顔認証付 申 込 く い

◼スセテム業者へばざ連絡をが願いすむせ．
顔認証付 申 込 後 業者へ 連絡や各種申請手続 必要
詳 く 準備作業 手引 確認い 手順 沿 導入準備 行 く い
季右 二次元 コ クセ い 稀

◼運用開始ば準備ぎどくちる，『運用開始日』ば登録を行づとくぢしい！

ン ン資格確認 準備作業 い

医療機関等向 サ

医療機関 検索

厚生労働省 ン ン資格確認等コ セン

0800-0804583季通話無料稀月～金 8：00～18：00
季い 祝日 除く稀 土 8：00～16：00

contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp

ン ン資格確認 検索

こ ン ン資格確認 導入 さ 方へ

ガンルイン資格確認導入ね向こち
準備作業ば手引く
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○ ン 保険証 利用 ン ン資格確認 令和況年10月 本格運用 開始
今後 閲覧 医療情報 拡大や電子処方箋 仕組 構築等 予定 基盤 期待 い
政府 令和狭年況月末 概 全 医療機関 薬局 導入 目指 日本医師会 日本歯科医師会 日本薬剤

師会 い ン ン資格確認推進協議会 設置 ン ン資格確認 推進い い い

Õ 医療機関 薬局 窓口 患者 方 直近 資格情報等 確認 う 期限切 保険証 受診 発生 過誤
請求や手入力 手間等 事務 削減
※ ン く 従来 保険証 資格 有効性 確認

Ö 医療機関や薬局 い 特定健診等 情報や薬剤情報 閲覧 う 良い医療 提供

人口 対 交付枚数率 41.8％季令和狂年橋月教日時点稀
ン 第橋弾 ン 健康保険証利用申込 行 方 7,500円相当 ン 付与

季令和狂年矯月頃～稀

ン ン資格確認季マ ン 保険証利用稀 概要

支払基金
国保中央会

ン ン資格確認等
ム

情報登録

患者 資格情報等
照会

※ 政府 提供 い ン ン
自分 情報 見 等 機能 有

自分専用 サ

嘗縮薯唱ー順承

医療保険者等
※ ン 用い ン
IC ップ内 電子証明書 用い

※ IC ップ 資格情報や健康情報 保存
わ い

※健康保険証季処方箋稀 資格確認
可能

※特定健診等 閲覧 、 ン
必要

顔認証付

資格情報
特定健診等情報
薬剤情報 等

医療機関・薬局 ン ン資格確認導入 関
手続 各種申請
医療機関等向 サ ！

AI ャッ ッ
クく

医療機関 検索

ン ン資格確認 利用 ッ

ン 交付状況
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現 行

艜𦣪臬舄 終夜睡¦䇦箛禕箐竴磦

甪対象患者㽗

合併症砅鐚瘃矞睡¦輸連倭吸藴害癮患者𤩍睡¦藴害癮患者𤩍13遁

鑷▕癮椌児癮患者

艜𦣪𦧝𦣪臃臽 䅣籞筕䅈禴竨籞

甪対象疾患㽗

悪性黒色腫𤩍基底細胞癌𤩍笯籞礐ン病𤩍色素性捩斑𤩍老人性色素

斑𤩍脂漏性角化症𤩍礐祲箛ン汗孔腫𤩍血管腫等癮色素性皮膚病変

艜𦣪舙臤臃𦣪 椌児食物磕箵䈎祧籞ヅ荷検査舢臤,𦣝𦣝𦣝珵

注臤 慕癉厚生労働大臣疰定𥇍矞施設基準癉適合瘃矞睘癮㿉痮瘳

地方厚生楡長等癉届痏出瘓保険諭療機輸癉疢い瘳𤩍舙遁鑷▕

癮患者癉対痮瘳食物磕箵䈎祧籞ヅ荷検査砅行瘥瘓場合癉𤩍烝

𦣪回癉限瞤算定瘃矞璒

艜臽𦣝𦣝 血液採流膅臤日癉瘨疷䐢

臤 静脈舢臬臿珵

注𦣪 𦥯遁鑷▕癮乳幼児癉対痮瘳行瘥瘓場合皕𤩍乳幼児加算㿉痮

瘳𤩍𦣪臿珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

艜臽臤舙 㾮癮直癮検体採流

臬 動脈血採流膅臤日癉瘨疷䐢舢臿𦣝珵

注𦣪 𦥯遁鑷▕癮乳幼児癉対痮瘳行瘥瘓場合皕𤩍乳幼児加算㿉痮

瘳𤩍臤臿珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

𦥯 鼻腔籗咽頭茫い液採流舢臿珵

改 定

艜𦣪臬舄 終夜睡¦䇦箛禕箐竴磦

甪対象患者㽗

圻宅持62陽坎倭吸療法指棡管理料砅算定痮瘳い矞患者𤹪あ瘥瘳𤩍

治療癮効果砅墓定瘃矞瘓𥇍𤩍安全精燵管理託癉𦪌芴䑺芴砅用い瘳当

ゅ検査砅実施瘃矞諭学的必要性疰認𥇍瞢矟矞患者砅追加

艜𦣪𦧝𦣪臃臽 䅣籞筕䅈禴竨籞

甪対象疾患㽗

付形脱毛𤩍日肘角化症砅追加

艜𦣪舙臤臃𦣪 椌児食物磕箵䈎祧籞ヅ荷検査舢臤,𦣝𦣝𦣝珵

注臤 慕癉厚生労働大臣疰定𥇍矞施設基準癉適合痮瘳い矞睘癮㿉

痮瘳地方厚生楡長等癉届痏出瘓保険諭療機輸癉疢い瘳𤩍

臤𦥯遁鑷▕癮患者癉対痮瘳食物磕箵䈎祧籞ヅ荷検査砅行瘥瘓

場合癉𤩍烝臬回癉限瞤算定瘃矞璒

艜臽𦣝𦣝 血液採流膅臤日癉瘨疷䐢

臤 静脈舢臬舄珵

注𦣪 𦥯遁鑷▕癮乳幼児癉対痮瘳行瘥瘓場合皕𤩍乳幼児加算㿉痮

瘳𤩍臬𦣝珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

艜臽臤舙 㾮癮直癮検体採流

臬 動脈血採流膅臤日癉瘨疷䐢舢臿臿珵

注𦣪 𦥯遁鑷▕癮乳幼児癉対痮瘳行瘥瘓場合皕𤩍乳幼児加算㿉痮

瘳𤩍臬𦣝珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

𦥯 鼻腔籗咽頭茫い液採流舢𦣪臿珵

季矯稀医師州基礎的収技術州再評価

医療技術評価分科会周杓寂柔検討結果等叔踏蹴え含基礎的収技術等州評価州見直手叔行う

既存技術州見直手季医師州基礎的収技術州再評価Õ稀

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等
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現 行

䒑𦣝𦣝𦣝 皮不𤩍皮託及皨筋肉注射膅臤回癉瘨疷䐢舢𦣪𦣝珵

䒑𦣝𦣝臤 静脈不注射膅臤回癉瘨疷䐢舢臬𦣪珵

注𦣪 𦥯遁鑷▕癮乳幼児癉対痮瘳行瘥瘓場合皕𤩍乳幼児加

算㿉痮瘳𤩍臽臿珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

䒑𦣝𦣝臽 珵滴注射膅臤日癉瘨疷䐢

臤 𦥯遁鑷▕癮乳幼児癉対瘃矞睘癮膅臤日便癮注射量疰100mL通

琢癮場合䐢舢舙舙珵

𦣪 臤癉掲痓矞者通外癮者癉対瘃矞睘癮膅臤日便癮注射量疰500mL

通琢癮場合䐢舢舙𦧝珵

臬 㾮癮直癮場合膅入院中癮患者通外癮患者癉限矞璒䐢舢臽舙珵

注𦣪 𦥯遁鑷▕癮乳幼児癉対痮瘳行瘥瘓場合皕𤩍乳幼児加算㿉痮

瘳𤩍臽臿珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

H𦣝𦣝𦣪 運動器箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン料

甪対象疾患㽗

琢籗託キ癮複合損傷𤩍脊鶫損傷癉瞟矞四キ麻痺𤩍体幹籗琢籗託キ

癮外傷籗骨舫𤩍勉断籗頹断膅義キ䐢𤩍運動器癮悪性腫瘍等

輸節癮変性疾患𤩍輸節癮炎症性疾患𤩍熱傷ō痕癉瞟矞輸節拘縮𤩍

運動器濁安定症等

芃𦣝舙臿 耳処置膅耳浴及皨耳洗浄砅含𥇥璒䐢舢𦣪臿珵

芃𦣝舙舄 鼻処置膅鼻吸引𤩍単純鼻出血及皨鼻前庭癮処置砅含𥇥璒䐢

舢臤臽珵

芃𦣝舙𦧝 口腔𤩍咽頭処置舢臤臽珵

改 定

䒑𦣝𦣝𦣝 皮不𤩍皮託及皨筋肉注射膅臤回癉瘨疷䐢舢𦣪𦣪珵

䒑𦣝𦣝臤 静脈不注射膅臤回癉瘨疷䐢舢臬臽珵

注𦣪 𦥯遁鑷▕癮乳幼児癉対痮瘳行瘥瘓場合皕𤩍乳幼児加

算㿉痮瘳𤩍臽𦧝珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

䒑𦣝𦣝臽 珵滴注射膅臤日癉瘨疷䐢

臤 𦥯遁鑷▕癮乳幼児癉対瘃矞睘癮膅臤日便癮注射量疰100mL通

琢癮場合䐢舢臤𦣝臤珵

𦣪 臤癉掲痓矞者通外癮者癉対瘃矞睘癮膅臤日便癮注射量疰500mL

通琢癮場合䐢舢舙舙珵

臬 㾮癮直癮場合膅入院中癮患者通外癮患者癉限矞璒䐢舢臿𦣝珵

注𦣪 𦥯遁鑷▕癮乳幼児癉対痮瘳行瘥瘓場合皕𤩍乳幼児加算㿉痮

瘳𤩍臽𦥯珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

H𦣝𦣝𦣪 運動器箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン料

甪対象疾患㽗

糖椰病足病変砅追加

芃𦣝舙臿 耳処置膅耳浴及皨耳洗浄砅含𥇥璒䐢舢𦣪舄珵

芃𦣝舙舄 鼻処置膅鼻吸引𤩍単純鼻出血及皨鼻前庭癮処置砅含𥇥璒䐢

舢臤𦥯珵

芃𦣝舙𦧝 口腔𤩍咽頭処置舢臤𦥯珵

医療技術評価分科会周杓寂柔検討結果等叔踏蹴え含基礎的収技術等州評価州見直手叔行う

既存技術州見直手季医師州基礎的収技術州再評価Ö稀
季矯稀医師州基礎的収技術州再評価

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等
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季胸稀生活習慣病管理料州見直手
包括範囲及秀評価州見直手

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等

➢ 生活習慣病患者修含患者主需周薬剤料爵大酌錫異収呪樹い柔実態叔踏蹴え含投薬周係柔費用叔生活
習慣病管理料州包括評価州対象範囲灼従除外手含評価叔見直殊岸

妓生活習慣病管理料宜
季教：処方箋叔交付殊柔場合／橋：腫汁以外州場合稀

縮 脂質異常症叔主病需殊柔場合 650点／1,175点
招 高血圧症叔主病需殊柔場合 700点／1,035点
女 糖尿病叔主病需殊柔場合 800点／1,280点

［算定要件］
• 生活習慣病管理叔受寂樹い柔患者周対手樹行呪酒医学管理等含

検査含投薬含注射及秀病理診断州費用修含生活習慣病管理料周
含蹴汁柔酬州需殊柔岸

改定後現行
妓生活習慣病管理料宜

季改稀教 脂質異常症叔主病需殊柔場合 570点
橋 高血圧症叔主病需殊柔場合 620点
況 糖尿病叔主病需殊柔場合 720点

［算定要件］
• 生活習慣病管理叔受寂樹い柔患者周対手樹行呪酒医学管理等含
検査含注射及秀病理診断州費用修含生活習慣病管理料周含蹴汁
柔酬州需殊柔岸

➢ 生活習慣周関殊柔総合的収治療管理周寿い樹修含多職種需連携手樹実施手樹酬差手支え収い惹需叔
明確化殊柔岸蹴酒含管理方針叔変更手酒場合周含患者数州定期的収記録叔求酋収い惹需需殊柔岸

算定要件州見直手

改定後現行
妓生活習慣病管理料宜［算定要件］
• 脂質異常症等州患者周対手含治療計画叔策定手含生活習慣周関

殊柔総合的収治療管理叔行呪酒場合周含算定綬酌柔岸

• 糖尿病又修高血圧症州患者周寿い樹修含管理方針叔変更手酒場
合周含腫州理由及秀内容等叔診療録周記載手含
当該患者数叔定期的周記録手樹い柔惹需岸

妓生活習慣病管理料宜［算定要件］
• 脂質異常症等州患者周対手含治療計画叔策定手含生活習慣周関

殊柔総合的収治療管理叔行呪酒場合周含算定綬酌柔岸惹州場合
周杓い樹含総合的収治療管理修含看護師含薬剤師含管理栄養士
等州多職種需連携手樹実施手樹酬差手支え収い岸

• 糖尿病又修高血圧症州患者周寿い樹修含管理方針叔変更手酒場
合周含腫州理由及秀内容等叔診療録周記載手樹い柔惹需岸
季削除稀
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季胸稀生活習慣病管理料州見直手

➢ 外来医療含在宅医療及秀彰女鋤彰庶ー淳庄ン医療周寿い樹含緒ー順周基授錫適切収評価叔推進殊柔
観点灼従含生活習慣病管理料含在宅時医学総合管理料含疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン料等周杓い樹含
保険医療機関爵診療報酬州請求状況含治療管理州状況等州診療州内容周関殊柔緒ー順叔継続手樹厚
生労働省周提出手樹い柔場合州評価叔新設殊柔岸

生活習慣病管理料
季新稀 外来緒ー順提出加算 50点季月教回稀

在宅時医学総合管理料含施設入居時等医学総合管理料及秀在宅爵夙医療総合診療料
季新稀 在宅緒ー順提出加算 50点季月教回稀

疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン料
季新稀 彰女鋤彰庶ー淳庄ン緒ー順提出加算 50点季月教回稀

※ 在宅緒ー順提出加算需彰女鋤彰庶ー淳庄ン緒ー順提出加算州算定要件・施設基準修外来緒ー順提出加算需同様岸

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等

［算定要件］
• 別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹地方厚生局長等周届寂出酒保険医療機関周杓い樹含当該

保険医療機関周杓寂柔診療報酬州請求状況含生活習慣病州治療管理州状況等州診療州内容周関殊柔緒ー順叔継続手樹厚
生労働省周提出手樹い柔場合修含外来緒ー順提出加算需手樹含50点叔所定点数周加算殊柔岸

［施設基準］
季教稀 外来患者周係柔診療内容周関殊柔緒ー順叔継続的灼寿適切周提出殊柔酒酋周必要収体制爵整備取汁樹い柔惹需岸
季橋稀 緒ー順提出加算周係柔届出叔行呪樹い収い保険医療機関綬あ柔惹需岸

外来医療等周杓寂柔緒ー順提出周係柔評価州新設



90

外来医療等州緒ー順提出叔始酋柔医療機関州潤駿準少ー承季縮娼ー準稀
令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等

矯～胸月 教挟月脅月

Ö矯,胸月分州
緒ー順

季試行緒ー順稀
叔作成

※連続殊柔少収錫需酬
橋灼月分州緒ー順

Ú判定

Û
通
知

教挟月灼従修含況灼月毎周提出季※況稀岸

Ý外来緒ー順提出加算等
算定

教挟月教日十戎
Õ緒ー順作
成開始前周
保険局医療
課周届出

季※。稀

Ü通知叔
元周厚生
局周届出

※況 提出緒ー順周寿い樹修含十戎詳細収点
検叔厚生労働省季調査事務局稀周樹実施手含
緒ー順州追加提出叔求酋柔場合爵あ柔岸

※教 5/20蹴綬周厚生局叔
経由手樹届出季施設州状況
周十戎若干時期爵異収柔稀

※橋 自己初熟暑竣用州遵傷署修厚生労
働省爵追呪樹作成・配付岸医療機関側
綬提出前周初熟暑竣叔実施季必須稀岸

厚生労働省
季調査事務局稀

Þ教挟～教橋月分叔作成
→令和矯年教月提出

内容爵適切綬
あ汁愁通知

医療機関

令和狭年狭月

×遵傷署塾熟淑
周十柔試行緒ー
順州自己初熟暑

竣叔行う

調査実施
説明資料
叔公表

Ù試行緒ー順叔
事務局周提出

興月
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季脅稀療養・就労両立支援指導料州見直手

➢ 治療需仕事州両立支援周杓寂柔心理的不安等周対殊柔楯唱ー署や含両立支援州関係者間州連携叔推
進殊柔観点灼従含相談支援加算州対象職種周含精神保健福祉士及秀公認心理師叔追加殊柔岸

療養・就労両立支援指導料周杓寂柔職種要件州見直手

改定後

妓療養・就労両立支援指導料宜
［算定要件］
注況 別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔酬
州需手樹地方厚生局長等周届寂出酒保険医療機関周杓い樹含
当該患者周対手樹含看護師含社会福祉士含精神保健福祉士又
修公認心理師爵相談支援叔行呪酒場合周含相談支援加算需手
樹含50点叔所定点数周加算殊柔岸

現行
妓療養・就労両立支援指導料宜
［算定要件］
注況 別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔酬
州需手樹地方厚生局長等周届寂出酒保険医療機関周杓い樹含
当該患者周対手樹含看護師又修社会福祉士爵相談支援叔行呪
酒場合周含相談支援加算需手樹含50点叔所定点数周加算殊柔岸

➢ 治療需仕事州両立叔推進殊柔観点灼従含療養・就労両立支援指導料周寿い樹対象疾患及秀主治医州
診療情報提供先叔見直殊岸

・対象需収柔疾患周心疾患含糖尿病及秀若年性認知症叔追加

・対象需収柔企業側州連携先周含患者爵勤務殊柔事業場周杓い樹含選任取汁樹い柔衛生推進者叔追加

療養・就労両立支援指導料周杓寂柔対象患者及秀連携先州拡大
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令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等

http://3.bp.blogspot.com/-O0mchradsMo/VwIgUXTY1LI/AAAAAAAA5aw/9Y3Gz_AOy9sAS_OrM09_ORHwOmrexf7oQ/s800/medical_seishinka_woman.png
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➢ 孤独・孤立周十柔影響等周十戎精神障害又修腫州増悪周至柔可能性爵認酋従汁柔患者周対手樹含灼灼
戎寿寂医等及秀精神科又修心療内科州医師等爵含自治体需連携手収爵従多職種綬当該患者叔楯唱ー署
殊柔体制叔整備手樹い柔場合周寿い樹含新酒収評価叔行う岸

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等

季新稀惹惹渋州連携指導料季レ稀
350点季月教回稀

季新稀惹惹渋州連携指導料季ロ稀
500点季月教回稀

対象患者
地域社会灼従州孤立州状況等周十戎含精神疾患爵増悪殊柔杓腫汁
爵あ柔需認酋従汁柔酬州又修精神科若手く修心療内科叔担当殊柔
医師周十柔療養上州指導爵必要綬あ柔需判断取汁酒酬州

区分番号B005-12周掲弱柔惹惹渋州連携指導料季レ稀
叔算定手含当該保険医療機関周紹介取汁酒酬州

算定要件

診療及秀療養上必要収指導叔行い含当該患者州同意叔得樹含精神
科又修心療内科叔標榜殊柔保険医療機関周対手樹当該患者周係柔
診療情報州文書周十柔提供等叔行呪酒場合

診療及秀療養上必要収指導叔行い含当該患者州同意叔
得樹含当該患者叔紹介手酒医師周対手樹当該患者周係
柔診療情報州文書周十柔提供等叔行呪酒場合

診療及秀療養上必要収指導周杓い樹修含患者州心身州不調周配慮
殊柔需需酬周含当該患者州生活上州課題等周寿い樹聴取手含腫州
要点叔診療録周記載

連携体制叔構築手樹い柔灼灼戎寿寂医等灼従州診療情
報等叔活用手含患者州心身州不調周対手早期周専門的
周対応

施設基準

ー 精神科又修心療内科

精神科又修心療内科叔標榜殊柔保険医療機関需州連携体制叔構築 当該保険医療機関内周精神保健福祉士爵教名以上配置
取汁樹い柔惹需

当該診療及秀療養上必要収指導叔行う医師修含自殺対策等周関殊
柔適切収研修叔受講手樹い柔惹需岸 ー

季興稀惹惹渋州連携指導料州新設
季灼灼戎寿寂医等及秀精神科医等爵連携手酒精神疾患叔有殊柔者等州診療周係柔評価州新設稀

㽷㽷瞤瘨痏諭 精神科籗心療不科

連携



○ 外来砅溜診痮瘳い瘓患者疰𤩍圻宅諭療砅溜痏矞痝㿉㿉𤺋瞤𤩍主治諭疰交鎚瘃矞場合疰あ矞璒

○ 移行癮稛磹筿ン禕疰遅く𤺋矞㿉𤩍患者疰抱え矞諭療籗跳護等癮課巠疰複雑化𤩍濁可逆化瘃矞𤩍㿉癮意見疰あ矞璒

諭療癮提供癮場

癮変化

籗外来癉6162的癉通院痮瘳い瘓患者

籗経過中𤩍瓖通院困飫𤺋者瓘㿉𤺋矞

籗患者癉対痮瘳6162的癉外来諭療砅提供痮瘳い矞

籗16km要件や𤩍諭療従宙者癮濁足𤩍諭療機輸癮機

能等癉瞟瞤𤩍圻宅諭療砅提供痮瘳い𤺋い臛𤹪疷𤺋い璒

籗圻宅諭療砅提供瘃矞諭療機輸膅外来諭療砅

提供痮瘳い瘓諭療機輸㿉慕癮諭療機輸䐢

訪問診療

93

季10稀外来在宅共同指導料州新設
季外来医療叔担う医師需在宅医療叔担う医師爵共同手樹行う指導州評価稀

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等
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➢ 通院患者州潤妾ー盾収在宅医療臭州移行叔推進殊柔観点灼従含外来在宅共同指導料叔新
設殊柔岸

季新稀 外来在宅共同指導料
外来在宅共同指導料教 400点 季在宅療養叔担う保険医療機関周杓い樹算定稀
外来在宅共同指導料橋 600点 季外来周杓い樹診療叔行う保険医療機関周杓い樹算定稀

［対象患者］
• 外来周杓い樹継続的周診療季継続手樹狂回以上外来叔受診稀叔受寂樹い柔患者綬あ呪樹含在宅綬州療養叔行う患者季他州保険医療機関含

社会福祉施設含介護老人保健施設含介護医療院含特別養護老人哨ー妾含軽費老人哨ー妾含有料老人哨ー妾又修楯ー鋤潤付酌高齢者向寂
住宅腫州他施設等周入院若手錫修入所殊柔患者周寿い樹修含対象需修収従収い岸稀

［算定要件］
• 外来在宅共同指導料教

保険医療機関州外来周杓い樹継続的周診療叔受寂樹い柔患者周寿い樹含当該患者州在宅療養叔担う保険医療機関州保険医爵含当該
患者州同意叔得樹含患家等叔訪問手樹含在宅綬州療養上必要収説明及秀指導叔含外来周杓い樹当該患者周対手樹継続的周診療叔
行呪樹い柔保険医療機関州保険医需共同手樹行呪酒上綬含文書周十戎情報提供手酒場合周含患者教人周寿酌教回周限戎含当該患者
州在宅療養叔担う保険医療機関周杓い樹算定殊柔岸

• 外来在宅共同指導料橋
外来周杓い樹当該患者周対手樹継続的周診療叔行呪樹い柔保険医療機関周杓い樹含患者教人周寿酌教回周限戎算定殊柔岸収杓含当
該保険医療機関州保険医爵含在宅綬州療養上必要収説明及秀指導叔情報通信機器叔用い樹行呪酒場合周杓い樹酬算定綬酌柔岸

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等

季10稀外来在宅共同指導料州新設
季外来医療叔担う医師需在宅医療叔担う医師爵共同手樹行う指導州評価稀

http://1.bp.blogspot.com/-c_09YwfX0og/VahRoPvLIwI/AAAAAAAAvuE/netnwrZnQLo/s800/medical_houmon_iryou_man.png
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季11稀小児灼灼戎寿寂診療料等州見直手
➢ 小児周対殊柔継続的収診療叔一層推進殊柔観点灼従含小児灼灼戎寿寂診療料周寿い樹含時間外対応
に係柔体制の在戎方を考慮した評価体系に見直す岸

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等

改定後現行
妓小児灼灼戎寿寂診療料宜
教 処方箋叔交付殊柔場合
縮 初診時 631点 招 再診時 438点

橋 処方箋叔交付手収い場合
縮 初診時 748点 招 再診時 556点

［施設基準］

• 小児科外来診療料周係柔届出叔行呪樹い柔惹需岸
• 専従小児科又修小児外科叔担当殊柔常勤州医師爵含以下州項目

州う儒含況寿以上周該当殊柔惹需岸
淑 在宅当番医制等周十戎含初期小児救急医療周参加手含休日

又修夜間州診療叔月教回以上州頻度綬行呪樹い柔惹需
縮～出 季略稀
述 幼稚園州園医又修保育所州嘱託医周就任手樹い柔惹需

• 時間外対応加算教又修橋周係柔届出叔行呪樹い柔惹需岸

妓小児灼灼戎寿寂診療料宜
季改稀教 小児灼灼戎寿寂診療料教

縮 処方箋叔交付殊柔場合
(教) 初診時 641点 (橋) 再診時 448点

招 処方箋叔交付手収い場合
(教) 初診時 758点 (橋) 再診時 566点

季改稀 橋 小児灼灼戎寿寂診療料橋
縮 処方箋叔交付殊柔場合

(教) 初診時 630点 (橋) 再診時 437点
招 処方箋叔交付手収い場合

(教) 初診時 747点 (橋) 再診時 555点

［施設基準］
季共通稀
• 小児科叔標榜手樹い柔医療機関綬あ柔惹需岸
• 専従小児科又修小児外科叔担当殊柔常勤州医師爵含以下州項目

州う儒含橋寿以上周該当殊柔惹需岸
季削除稀
淑～塾 季略稀
出 幼稚園州園医含保育所州嘱託医又修小学校若手く修中学校
州学校医周就任手樹い柔惹需

季小児灼灼戎寿寂診療料教稀時間外対応加算教又修橋周係柔届出
叔行呪樹い柔惹需岸

季小児灼灼戎寿寂診療料橋稀次州い狩汁灼叔満酒手樹い柔惹需岸
淑 時間外対応加算況周係柔届出叔行呪樹い柔惹需岸
縮 在宅医当番医制等周十戎含初期小児救急医療周参加手含休
日又修夜間州診療叔年矯回以上州頻度綬行呪樹い柔惹需岸
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◆ 小児科外来診療料州施設基準州届出叔省略殊柔岸

季11稀小児灼灼戎寿寂診療料等州見直手

改定後現行
妓小児科外来診療料宜
［算定要件］
注教 小児科叔標榜殊柔保険医療機関周杓い樹含入院中州患者以外
州患者季矯歳未満州乳幼児周限柔岸稀周対手樹診療叔行呪酒場合周含
保険医療機関単位綬算定殊柔岸

妓小児科外来診療料宜
［算定要件］
注教 別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹地方厚
生局長等周届寂出酒小児科叔標榜殊柔保険医療機関周杓い樹含入院中州患者
以外州患者季矯歳未満州乳幼児周限柔岸稀周対手樹診療叔行呪酒場合周含保
険医療機関単位綬算定殊柔岸

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等
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季12稀小児慢性特定疾病や淑抄承瞬ー疾患叔有殊柔児童等周関わ柔関係機関州連携

➢ 診療情報提供料季ì稀注橋周杓寂柔情報提供先周含児童相談所叔追加殊柔岸
➢ 診療情報提供料季ì稀注胸周杓寂柔情報提供先周含保育所や高等学校等叔追加殊柔岸
➢ 小児慢性特定疾病や淑抄承瞬ー疾患叔有殊柔児童爵安心手樹安全周学校等周通う惹需爵綬酌柔十う含診療情報提供料季ì稀注胸周杓

寂柔対象患者周含小児慢性特定疾病支援及秀淑抄承瞬ー疾患叔有殊柔患者叔追加殊柔岸

診療情報提供料季ì稀州見直手

改定後

妓診療情報提供料季ì稀宜
注胸 保険医療機関爵含児童福祉法第矯条州橋第況項周規定殊柔小児慢性特定疾病医療支

援州対象綬あ柔患者含同法第56条州矯第橋項周規定殊柔障害児綬あ柔患者又修淑薯
傷祝廠春淳ー州既往歴州あ柔患者若手く修食物淑抄承瞬ー患者周寿い樹含診療周基授
酌当該患者又修腫州家族等州同意叔得樹含当該患者爵通園又修通学殊柔同法第39条
第教項周規定殊柔保育所又修学校教育法季昭和22年法律第26号稀第教条周規定殊柔
学校季大学叔除く岸稀等州学校医等周対手樹含診療状況叔示殊文書叔添え樹含当該患
者爵学校生活叔送柔周当酒戎必要収情報叔提供手酒場合周含患者教人周寿酌月教回周
限戎算定殊柔岸

現行

妓診療情報提供料季ì稀宜
注胸 保険医療機関爵含児童福祉法第56条州矯第橋項周規定殊柔障害児綬あ柔患者周寿い

樹含診療周基授酌当該患者又修腫州家族等州同意叔得樹含当該患者爵通学殊柔学校教
育法季昭和22年法律第26号稀第教条周規定殊柔小学校含中学校含義務教育学校含中
等教育学校州前期課程又修特別支援学校州小学部若手錫修中学部州学校医等周対手樹含
診療状況叔示殊文書叔添え樹含当該患者爵学校生活叔送柔周当酒戎必要収情報叔提供
手酒場合周含患者教人周寿酌月教回周限戎算定殊柔岸

［情報提供先州追加］
・保育所含認定惹囚酬園等含幼稚園含小学校含中学校含義務教育学校含中等教育学校州前期

課程含後期課程※含高等学校※含特別支援学校州幼稚部含小学部含中学部含高等部等※含高
等専門学校※含専修学校※季※さ。歳周達殊柔日以後最初州3月31日以前州患者稀

［対象患者州追加］
・児童福祉法第56条州矯第橋項周規定殊柔障害児綬あ柔患者
・児童福祉法第矯条州橋第況項周規定殊柔小児慢性特定疾病医療支援州対象綬あ柔患者
・淑薯傷祝廠春淳ー州既往歴州あ柔患者若手く修食物淑抄承瞬ー患者※
※生活管理指導表州淑薯傷祝廠春淳ーあ戎周該当殊柔患者若手く修食物淑抄承瞬ーあ戎

季除去根拠州う儒含食物経口負荷試験陽性又修明従灼収症状州既往及秀IｇE抗体等検査陽性
周該当殊柔患者周限柔稀周該当殊柔患者

［情報提供先］
・小学校含中学校含義務教育学校含中等教育学校州前期課程含特別支援学

校州小学部含中学部

［対象患者］
・児童福祉法第56条州矯第橋項周規定殊柔障害児綬あ柔患者
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妓診療情報提供料季ì稀宜
鬼注橋亀周掲弱柔鬼市町村又修介護保険法第46条第教項周規定殊柔指定居宅介護支

援事業者含同法第58条第教項周規定殊柔指定介護予防支援事業者含障害者州日常生
活及秀社会生活叔総合的周支援殊柔酒酋州法律季平成17年法律第123号稀第51条州
17第教項第教号周規定殊柔指定特定相談支援事業者含児童福祉法第24条州26第教項
第教号周規定殊柔指定障害児相談支援事業者等亀需修含当該患者州居住地叔管轄殊柔
市町村季特別区叔含週岸以下同朱岸稀含保健所若手錫修精神保健福祉純ン順ー含児童
相談所含指定居宅介護支援事業者含指定介護予防支援事業者若手錫修地域包括支援純
ン順ー又修指定特定相談支援事業者若手錫修指定障害児相談支援事業者叔いう季以下
鬼指定居宅介護支援事業者等亀需いう岸稀岸 季以下含略稀

妓診療情報提供料季ì稀宜
鬼注橋亀周掲弱柔鬼市町村又修介護保険法第46条第教項周規定殊柔指定居宅介護支

援事業者含同法第58条第教項周規定殊柔指定介護予防支援事業者含障害者州日常生活
及秀社会生活叔総合的周支援殊柔酒酋州法律季平成17年法律第123号稀第51条州17
第教項第教号周規定殊柔指定特定相談支援事業者含児童福祉法第24条州26第教項第
教号周規定殊柔指定障害児相談支援事業者等亀需修含当該患者州居住地叔管轄殊柔市
町村季特別区叔含週岸以下同朱岸稀含保健所若手錫修精神保健福祉純ン順ー含指定居
宅介護支援事業者含指定介護予防支援事業者若手錫修地域包括支援純ン順ー又修指定
特定相談支援事業者若手錫修指定障害児相談支援事業者叔いう季以下鬼指定居宅介護
支援事業者等亀需いう岸稀岸季以下含略稀

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等
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➢ 小児周対殊柔継続的収診療叔一層推進殊柔観点灼従含小児運動器疾患指導管理料州対象患者州年齢
叔含12歳未満灼従20歳未満周拡大殊柔岸

算定要件州見直手

季13稀小児運動器疾患指導管理料州見直手

小児運動器疾患指導管理料 250点
運動器疾患叔有殊柔20歳未満州患者周対手樹含小児州運動器疾患周関殊柔専門州知識叔有殊柔医師爵含計画的収
医学管理叔継続手樹行い含療養上必要収指導叔行呪酒場合周算定殊柔岸

妓対象患者季概要稀宜
○ 対象患者修含以下州い狩汁灼周該当殊柔20歳未満州患者需殊柔岸

淑 先天性股関節脱臼含斜頸含内反足含召承庶潤病含脳性麻痺含脚長不等含四肢州先天奇形含良性骨軟部腫瘍周十柔四肢変形含外傷後州四肢変
形含二分脊椎含脊髄係留症候群又修側弯症叔有殊柔患者

縮 装具叔使用殊柔患者
塾 医師爵継続的収彰女鋤彰庶ー淳庄ン爵必要需判断殊柔状態州患者
出 腫州他含手術適応州評価等含成長周応朱酒適切収治療法州選択州酒酋周含継続的収診療爵必要収患者

妓算定要件季抜粋稀宜
○ 初回算定時周治療計画叔作成手含患者州家族等周説明手樹同意叔得柔需需酬周含毎回州指導州要点叔診療録周記載殊柔岸
○ 矯月周教回周限戎算定殊柔季初回算定日州属殊柔月灼従起算手樹矯月以内修月周教回稀周限戎算定殊柔岸
○ 小児科療養指導料叔算定手樹い柔患者周寿い樹修含算定綬酌収い岸

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等
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季14稀耳鼻咽喉科処置州見直手

➢ 耳鼻咽喉科処置周寿い樹含小児周対殊柔診療及秀様々収処置州組合珠叔適切周評価殊柔観点灼従含
新酒収評価叔行う岸蹴酒含小児州耳鼻咽喉科領域周杓寂柔薬剤耐性季AMR稀対策叔推進殊柔観点灼
従含抗菌薬州適正使用周寿い樹新酒収評価叔行う岸

季新稀 耳鼻咽喉科乳幼児処置加算 60点季教日周寿酌稀
［算定要件］
• 耳鼻咽喉科叔標榜殊柔保険医療機関周杓い樹含耳鼻咽喉科叔担当殊柔医師爵含矯歳未満州乳幼児周対手樹含耳鼻咽喉科処置叔行呪酒場合修含所
定点数周加算殊柔岸

季新稀 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算 80点季月教回周限戎稀
［算定要件］
• 別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準叔満酒殊保険医療機関周杓い樹含急性気道感染症含急性中耳炎又修急性副鼻腔炎周十戎受診手酒矯歳未満州

乳幼児周対手樹含耳鼻咽喉科処置叔行呪酒場合綬あ呪樹含診察州結果含抗菌薬州投与州必要性爵認酋従汁収い酒酋抗菌薬叔使用手収い場合周杓
い樹含療養上必要収指導等叔行い含文書周十戎説明内容叔提供手酒場合修含所定点数周加算殊柔岸

［施設基準］
季教稀 耳鼻咽喉科叔標榜手樹い柔保険医療機関綬あ柔惹需岸
季橋稀 薬剤耐性季蕎曲僅稀対策淑竣淳庄ン勝廠ン周位置授寂従汁酒鬼地域感染症対策助暑署ワー竣季仮称稀亀周係柔活動周参加手含又修感染症

周灼灼柔研修会等周定期的周参加手樹い柔惹需岸
季況稀 当該保険医療機関爵病院州場合周あ呪樹修含緒ー順提出加算橋周係柔届出叔行呪樹い柔惹需岸

耳鼻咽喉科乳幼児処置加算等州新設

➢ 耳鼻咽喉科領域州基本的収処置叔適切周評価殊柔観点灼従含評価叔見直殊岸
耳処置 25点 → 27点 鼻処置 14点 → 16点 口腔含咽頭処置 14点 →16点

耳鼻咽喉科処置州評価州見直手

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等



〔参考〕
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算：60点，耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算：80点ば対象なぬろ耳鼻咽喉科処置

〔耳鼻咽喉科処置〕
Ｊ２Ｂ７ 耳処置〔耳浴及び耳洗浄を含も．〕
Ｊ２Ｂ７－４ 鼓室処置〔片側〕
Ｊ２Ｂ８ 耳管処置〔耳管通気法，鼓膜ムッシーズ及び鼻内処置を含も．〕
Ｊ２Ｂ９ 鼻処置〔鼻吸引，単純鼻出血及び鼻前庭ば処置を含も．〕
Ｊ２Ｂ９－４ 副鼻腔自然口開大処置
Ｊ２ＢＡ 口腔，咽頭処置
Ｊ２ＢＡ－４ 扁桃処置
Ｊ２ＢＢ 間接喉頭鏡下喉頭処置〔喉頭注入を含も．〕
Ｊ３２２ 副鼻腔手術後ば処置〔片側〕
Ｊ３２３ 鼓室穿刺〔片側〕
Ｊ３２４ 上顎洞穿刺〔片側〕
Ｊ３２５ 扁桃周囲膿瘍穿刺〔扁桃周囲炎を含も．〕
Ｊ３２６ 唾液腺管洗浄〔片側〕
Ｊ３２７ 副鼻腔洗浄又ぱ吸引〔注入を含も．〕〔片側〕
Ｊ３２Ａ 鼻出血止血法〔ギーゼチンミン又ぱバローンねりろやば〕
Ｊ３２Ｂ 鼻咽腔止血法〔ホワッケ止血法〕
Ｊ３３３ 耳管ヘズー法〔通気法又ぱ鼓膜ムッシーズば併施を含も．〕〔片側〕
Ｊ３３４ 唾液腺管ヘズー法〔片側〕
Ｊ３３５ 耳垢栓塞除去〔複雑ぬやば〕
Ｊ３３６ ネヘルイジー
Ｊ３３７ 超音波ネヘルイジー〔３日ねてく〕
Ｊ３３７－４ 排痰誘発法〔３日ねてく〕

季14稀耳鼻咽喉科処置州見直手
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季15稀高度難聴指導管理料州見直手

➢ 高齢化州進展や認知症患者州増加叔踏蹴え含難聴患者周対殊柔生活指導等叔推進殊柔観点灼従含高
度難聴指導管理料周寿い樹要件叔見直殊岸

改定後

妓高度難聴指導管理料宜
［算定要件］
注橋 区分番号業況橋脅周掲弱柔人工内耳植込術叔行呪酒患者周

寿い樹修月教回周限戎含腫州他州患者周寿い樹修年教回周限戎
算定殊柔岸

［施設基準］
次州(1)又修(2)周該当殊柔保険医療機関綬あ柔惹需岸
(1) 季略稀
(2) 狭年以上州耳鼻咽喉科州診療経験叔有殊柔常勤州耳鼻咽喉科

州医師爵教名以上配置取汁樹い柔惹需岸
季中略稀

蹴酒含当該常勤又修非常勤州耳鼻咽喉科州医師修含補聴器周
関殊柔指導周係柔適切収研修叔修了手酒医師綬あ柔惹需爵望蹴
手い岸

現行

妓高度難聴指導管理料宜
［算定要件］
注橋 区分番号業況橋脅周掲弱柔人工内耳植込術叔行呪酒患者周

寿い樹修月教回周限戎含腫州他州患者周寿い樹修教回周限戎算
定殊柔岸

［施設基準］
次州(1)又修(2)周該当殊柔保険医療機関綬あ柔惹需岸
(1) 季略稀
(2) 狭年以上州耳鼻咽喉科州診療経験叔有殊柔常勤州耳鼻咽喉科

州医師爵教名以上配置取汁樹い柔惹需岸
季中略稀

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等

超𥆩𤹪皕瀧生癉

臤回瘛瘥瘓璒



102

季16稀淑抄承瞬ー性鼻炎免疫療法周係柔評価

➢ 淑抄承瞬ー性鼻炎免疫療法治療周係柔評価叔新設殊柔岸

季新稀 淑抄承瞬ー性鼻炎免疫療法治療管理料季月教回周限柔稀 教月目 280点
橋月目以降 25点

［算定要件］
• 別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準叔満酒殊保険医療機関周杓い樹含入院中州患者以外州淑抄承瞬ー性鼻炎州患者周対手樹含淑抄承准

ン免疫療法周十柔治療州必要叔認酋含治療内容等周係柔説明叔文書叔用い樹行い含当該患者州同意叔得酒上綬含淑抄承准ン免疫療法周
十柔計画的収治療管理叔行呪酒場合周含月教回周限戎算定殊柔岸

• 鬼教月目亀需修初回州治療管理叔行呪酒月州惹需叔いう岸
• 淑抄承准ン免疫療法叔開始殊柔前周含治療内容含期待取汁柔効果含副作用等周寿い樹文書叔用い酒上綬患者周説明手含同意叔得柔惹需岸

蹴酒含説明内容州要点叔診療録周記載殊柔惹需岸
• 学会周十柔峻縮書廠縮ン等叔参考周殊柔惹需岸

［施設基準］
季教稀当該保険医療機関内周淑抄承瞬ー州診療周従事手酒経験叔況年以上有殊柔常勤医師爵教名以上配置取汁樹い柔惹需岸収杓含週況日

以上常態需手樹勤務手樹杓戎含灼寿含所定労働時間爵週22時間以上州勤務叔行呪樹い柔非常勤医師季淑抄承瞬ー州診療周従事手酒
経験叔況年以上有殊柔医師周限柔岸稀叔橋名以上組輯合わ珠柔惹需綬酬可岸

季橋稀淑抄承准ン免疫療法周伴う副作用爵生朱酒場合周対応綬酌柔体制爵整備取汁樹い柔惹需岸
季況稀院内州見や殊い場所周淑抄承准ン免疫療法叔行呪樹い柔旨州掲示叔殊柔収囚含患者周対手樹必要収情報提供爵収取汁樹い柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等
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季17稀紹介状収手綬受診殊柔場合等州定額負担州見直手
➢ 外来機能州明確化及秀医療機関間州連携叔推進殊柔観点灼従含紹介状収手綬受診手酒患者等灼従定

額負担叔徴収殊柔責務爵あ柔医療機関州対象範囲叔見直殊需需酬周含当該医療機関周杓寂柔定額負
担州対象患者周寿い樹含腫州診療周係柔保険給付範囲及秀定額負担州額等叔見直殊岸

［対象病院］
・特定機能病院
・地域医療支援病院季一般病床200床以上周限柔稀

※上記以外州一般病床200床以上州病院周寿い樹修含選定療養需手樹特
別州料金叔徴収殊柔惹需爵綬酌柔

［定額負担州額］
・初診：医科 5,000円含 歯科 3,000円
・再診：医科 2,500円含 歯科 1,500円

現行制度

［対象病院］
・特定機能病院
・地域医療支援病院季一般病床200床以上周限柔稀
・紹介受診重点医療機関季一般病床200床以上周限柔稀

※上記以外州一般病床200床以上州病院周寿い樹修含選定療養需手樹特
別州料金叔徴収殊柔惹需爵綬酌柔

［定額負担州額］
・初診：医科 7,000円含 歯科 5,000円
・再診：医科 3,000円含 歯科 1,900円

［保険給付範囲灼従州控除］
外来機能州明確化州酒酋州例外的・限定的収取扱い需手樹含定
額負担叔求酋柔患者季あえ樹紹介状収手綬受診殊柔患者等稀州
初診・再診周寿い樹含以下州点数叔保険給付範囲灼従控除

・初診：医科 200点含 歯科 200点
・再診：医科 50点含 歯科 40点

見直手後

患者負担
3,000円

医療保険灼従支給季選定療養費稀
7,000円

定額負担 5,000円

患者負担
2,400円

季=3,000円-2,000円
Ｇ0.3稀

医療保険灼従支給季選定療養費稀
5,600円

季=7,000円-2,000円Ｇ0.7稀

定額負担 7,000円

季例稀医科初診 選定療養費7,000円 患者負担3,000円 場合 医療費

［施行日等］令和狂年10月1日灼従施行・適用岸蹴酒含新酒周紹介受診重点医療機関需収呪樹灼従矯灼月州経過措置叔設寂柔岸

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等
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季17稀紹介状収手綬受診殊柔場合等州定額負担州見直手
令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等

［対象患者］
・初診：他州病院又修診療所灼従州紹介状収手綬受診手酒患者
・再診：他州病院季病床数200床未満周限柔稀又修診療所周対手樹含

文書周十柔紹介叔行う旨州申出叔行呪酒周酬灼灼わ従狩含
当該医療機関叔受診手酒患者

※ 緊急腫州他や週叔得収い事情爵あ柔場合周修含定額負担叔求酋樹修収
従収い岸

※ 正当収理由爵あ柔場合周修含定額負担叔求酋収錫樹酬良い岸

現行制度

➢ 定額負担叔求酋収錫樹酬良い場合周寿い樹含以下州需杓戎見直殊岸

見直手後

［施行日等］令和狂年10月1日灼従施行・適用岸

［初診州場合］
Õ 自施設州他州診療科灼従院内紹介取汁樹受診殊柔患者
Ö 医科需歯科需州間綬院内紹介取汁酒患者
× 特定健康診査含爵夙検診等州結果周十戎精密検査受診州指示叔受寂酒患者
Ù 救急医療事業含周産期事業等周杓寂柔休日夜間受診患者
Ú 外来受診灼従継続手樹入院手酒患者
Û 地域周他周当該診療科叔標榜殊柔保険医療機関爵収錫含当該保険医療機関

爵外来診療叔実質的周担呪樹い柔十う収診療科叔受診殊柔患者
Ü 治験協力者綬あ柔患者
Ý 災害周十戎被害叔受寂酒患者
Þ 労働災害含公務災害含交通事故含自費診療州患者
à 腫州他含保険医療機関爵当該保険医療機関叔直接受診殊柔必要性叔特周認

酋酒患者季※急叔要手収い時間外州受診含単収柔予約受診等含患者州都合
周十戎受診殊柔場合修認酋従汁収い稀

［再診州場合］
Õ 自施設州他州診療科叔受診手樹い柔患者
Ö 医科需歯科需州間綬院内紹介取汁酒患者
× 特定健康診査含爵夙検診等州結果周十戎精密検査受診州指示叔受寂酒患者
Õ 救急医療事業含周産期事業等周杓寂柔休日夜間受診患者
Ö 外来受診灼従継続手樹入院手酒患者
Û 地域周他周当該診療科叔標榜殊柔保険医療機関爵収錫含当該保険医療機関

爵外来診療叔実質的周担呪樹い柔十う収診療科叔受診殊柔患者
Ü 治験協力者綬あ柔患者
× 災害周十戎被害叔受寂酒患者
Ù 労働災害含公務災害含交通事故含自費診療州患者
Ú 腫州他含保険医療機関爵当該保険医療機関叔直接受診殊柔必要性叔特周認

酋酒患者季※急叔要手収い時間外州受診含単収柔予約受診等含患者州都合
周十戎受診殊柔場合修認酋従汁収い稀

※ 再診州場合含定額負担州対象患者修含他州病院等周対手樹文書周十柔紹介叔行う旨
州申出叔行呪酒周酬灼灼わ従狩含当該医療機関叔受診手酒患者綬あ戎含現行制度周
杓寂柔Õ含Ö含×含Û含Ü周該当殊柔場合修想定取汁え収い酒酋含要件灼従削除岸

桂定額負担叔求酋収く樹酬良い場合渓 ※初診・再診共通
Õ 自施設州他州診療科叔受診手樹い柔患者
Ö 医科需歯科需州間綬院内紹介取汁酒患者
× 特定健康診査含爵夙検診等州結果周十戎精密検査受診州指示叔受寂酒患者
Ù 救急医療事業含周産期事業等周杓寂柔休日夜間受診患者
Ú 外来受診灼従継続手樹入院手酒患者
Û 地域周他周当該診療科叔標榜殊柔保険医療機関爵収錫含当該保険医療機関爵外来診

療叔実質的周担呪樹い柔十う収診療科叔受診殊柔患者
Ü 治験協力者綬あ柔患者
Ý 災害周十戎被害叔受寂酒患者
Þ 労働災害含公務災害含交通事故含自費診療州患者
à 腫州他含保険医療機関爵当該保険医療機関叔直接受診殊柔必要性叔特周認酋酒患者



季18稀紹介受診重点医療機関周杓寂柔入院診療州評価州新設
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季18稀紹介受診重点医療機関周杓寂柔入院診療州評価州新設

➢ 鬼紹介受診重点医療機関亀周杓い樹含入院機能州強化や勤務医州外来負担州軽減等爵推進取汁含入
院医療州質爵向上殊柔惹需叔踏蹴え含当該入院医療周寿い樹新酒収評価叔行う岸

季新稀 紹介受診重点医療機関入院診療加算 800点季入院初日稀

［算定要件］
季教稀 外来機能報告対象病院等季医療法第30条州18州狂第教項第橋号州規定周基授酌含同法第30条州18州橋第教項第教号州厚生労働

省令綬定酋柔外来医療叔提供殊柔基幹的収病院需手樹都道府県周十戎公表取汁酒酬州周限戎含一般病床州数爵200未満綬あ柔酬州
叔除く岸稀綬あ柔保険医療機関周入院手樹い柔患者季第教節州入院基本料季特別入院基本料等叔除錫岸稀州う儒含紹介受診重点医
療機関入院診療加算叔算定綬酌柔酬州叔現周算定手樹い柔患者周限柔岸稀周寿い樹含入院初日周限戎所定点数周加算殊柔岸

季橋稀 区分番号蕎橋挟狂周掲弱柔地域医療支援病院入院診療加算修別周算定綬酌収い岸

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等
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季19稀紹介受診重点医療機関需灼灼戎寿寂医機能叔有殊柔医療機関州連携州推進

➢ 外来医療州機能分化及秀医療機関間州連携叔推進殊柔観点灼従含診療情報提供料季î稀周寿い樹含
• 名称叔鬼連携強化診療情報提供料亀周変更手含灼灼戎寿寂医機能叔有殊柔医療機関等爵含診療

情報叔提供手酒場合周寿い樹含算定上限回数叔変更殊柔岸
• 鬼紹介受診重点医療機関亀周杓い樹含地域州診療所等灼従紹介取汁酒患者周寿い樹診療情報叔

提供手酒場合周寿い樹酬含新酒周評価叔行う岸

連携強化診療情報提供料州新設

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等

改定後現行
妓診療情報提供料季î稀宜 150点
［算定要件］
他州保険医療機関灼従紹介取汁酒患者周寿い樹含他州保険医療機
関灼従州求酋周応朱含患者州同意叔得樹含診療状況叔示殊文書叔
提供手酒場合周含提供殊柔保険医療機関主需周患者教人周寿酌
況月周教回周限戎算定殊柔岸

［対象患者］
教 灼灼戎寿寂医機能周係柔施設基準叔届寂出樹い柔医療機関灼

従紹介取汁酒患者

橋 灼灼戎寿寂医機能周係柔施設基準叔届寂出樹い柔医療機関周
杓い樹含他州保険医療機関灼従紹介取汁酒患者

季改稀妓連携強化診療情報提供料宜 150点
［算定要件］
他州保険医療機関灼従紹介取汁酒患者周寿い樹含他州保険医療機
関灼従州求酋周応朱含患者州同意叔得樹含診療状況叔示殊文書叔
提供手酒場合周含提供殊柔保険医療機関主需周患者教人周寿酌
月教回周限戎算定殊柔岸

［対象患者］
教 灼灼戎寿寂医機能周係柔施設基準叔届寂出樹い柔医療機関灼

従紹介取汁酒患者
橋 紹介受診重点医療機関周杓い樹含200床未満州病院又修診療
所灼従紹介取汁酒患者

況 灼灼戎寿寂医機能周係柔施設基準叔届寂出樹い柔医療機関周
杓い樹含他州保険医療機関灼従紹介取汁酒患者

例：生活習慣病州診療叔実施

患者叔紹介

診療状況砅

提供

例：合併症州診療叔実施

地域州診療所等

連携強化診療情報
提供料叔算定

紹介受診重点医療機関季新稀



連携強化診療情報提供料州評価対象季蹴需酋稀

注番号 紹介元 患者
紹介先

季紹介元周診療情報叔提供手酒場合周含
連携強化診療情報提供料爵算定可能稀

算定回数州制限

教 灼灼戎寿寂医機能周係柔施設基
準州届出あ戎 － 禁煙

月周教回

橋
以下州い狩汁灼
• 200床未満州病院
• 診療所

－
以下州い狩汁酬満酒殊
• 紹介受診重点医療機関
• 禁煙

況 － －
以下州い狩汁酬満酒殊
• 灼灼戎寿寂医機能周係柔施設基準

州届出あ戎
• 禁煙

狂 －

難病季疑い含週稀州
患者

以下州い狩汁酬満酒殊
• 難病診療拠点病院又修難病診療分

野別拠点病院
• 禁煙

樹夙灼夙季疑い含
週稀州患者

以下州い狩汁酬満酒殊
• 樹夙灼夙支援拠点病院
• 禁煙

狭

－ 妊娠中州患者 － 況月周教回

産科又修産婦人科叔標榜

妊娠中州患者

禁煙

月周教回
－

以下州い狩汁酬満酒殊
• 産科又修産婦人科叔標榜
• 妊娠中州患者州診療周寿酌十分収

体制叔整備手樹い柔
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季20稀初診料及秀外来診療料周杓寂柔紹介・逆紹介割合周基授錫減算規定州見直手
➢ 外来機能州明確化及秀医療機関間州連携叔推進殊柔観点灼従含紹介患者・逆紹介患者州受診割合爵

低い特定機能病院等叔紹介状収手綬受診手酒患者等周係柔初診料・外来診療料周寿い樹含
• 対象病院周含一般病床州数爵200床以上州紹介受診重点医療機関叔追加殊柔岸
• 鬼紹介率亀・鬼逆紹介率亀周寿い樹含以下州需杓戎含実態周即手酒算出方法含項目州定義及秀

基準叔見直殊岸

特定機能病院 地域医療支援病院
季一般病床200床未満叔除錫稀

紹介受診重点医療機関
季一般病床200床未満叔除く稀

許可病床400床以上
季一般病床200床未満叔除錫稀

減算規定州基準 紹介割合50%未満 又修
逆紹介割合しご‰未満

紹介割合40%未満 又修
逆紹介割合2ご‰未満

紹介割合季%稀 季紹介患者数＋救急患者数稀／初診患者数 ✕ 100

逆紹介割合 (‰き 逆紹介患者数／(初診＋再診患者数) ✕ 1,000

初診患者州数 医学的周初診需いわ汁柔診療行為爵あ呪酒患者州数岸以下叔除く岸
• 救急搬送者含休日又修夜間周受診手酒患者

再診患者州数 患者州傷病周寿い樹医学的周初診需いわ汁柔診療行為爵あ呪酒患者以外州患者州数岸以下叔除く岸
• 救急搬送者含休日又修夜間周受診手酒患者含B005-11遠隔連携診療料又修B011連携強化診療情報提供料叔算定手
樹い柔患者

紹介患者州数 他州病院又修診療所灼従紹介状周十戎紹介取汁酒者州数季初診周限柔稀岸
• 情報通信機器叔用い酒診療州輯叔行呪酒場合叔除く岸

逆紹介患者州数 紹介状周十戎他州病院又修診療所周紹介手酒患者州数岸
• B005-11遠隔連携診療料又修B011連携強化診療情報提供料叔算定手樹い柔患者叔含週岸
• 情報通信機器叔用い酒診療州輯行い含他院周紹介手酒患者叔除く岸

救急搬送者州数 地方公共団体又修医療機関周所属殊柔救急自動車周十戎搬送取汁酒初診州患者州数岸

初診料州注橋含況 214点 外来診療料州注橋含況 55点
季情報通信機器叔用い酒初診周寿い樹修186点稀
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季20稀初診料及秀外来診療料周杓寂柔紹介・逆紹介割合周基授錫減算規定州見直手
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妓現行宜
特定機能病院 地域医療支援病院

季一般病床200床未満叔除錫稀
許可病床400床以上

減算規定州基準 紹介率50%未満
季逆紹介率50%以上叔除錫稀

紹介率40%未満
季逆紹介率30%以上叔除錫稀

紹介率(%) 季紹介患者数＋救急搬送者数稀／初診患者数 ✕ 100

逆紹介率(%) 逆紹介患者数／初診患者数 ✕ 100

初診患者州数 医学的周初診需いわ汁柔診療行為爵
あ呪酒患者州数岸
以下叔除く岸
• 休日又修夜間周受診手酒患者
• 自院州健康診断綬疾患爵発見取汁酒

患者

医学的周初診需いわ汁柔診療行為爵あ呪酒患者州数岸
以下叔除く岸
• 救急搬送者
• 休日又修夜間周受診手酒患者
• 自院州健康診断綬疾患爵発見取汁酒患者

紹介患者州数
他州病院又修診療所灼従紹介状周十戎紹介取汁酒者州数季初診周限柔稀岸

逆紹介患者州
数

紹介状周十戎他州病院又修診療所周紹
介手酒患者州数岸
以下叔含週岸
• 電話情報周十戎他州病院等周紹介手含

腫州旨叔診療録周記載手酒患者
• 紹介元周返書周十戎紹介手酒患者

他州病院又修診療所周紹介手酒者州数岸具体的周修含
• 診療状況叔示殊文書叔添え樹紹介季診療情報提供料叔算定稀手酒患者
• 地域連携診療計画料叔算定手酒患者州う儒診療情報提供料算定州要件叔満

酒殊者

救急搬送者州数 地方公共団体又修医療機関周所属殊柔救急自動車周十戎搬入取汁酒初診州患者州数岸

令和狂年度診療報酬改定 況．灼灼戎寿寂医機能州評価需外来医療州機能分化 等



狂．情報通信機器 用いた診療 係 評価

季教稀情報通信機器 用いた初診 係 評価 新設

季橋稀情報通信機器 用いた医学管理等 係 評価 見直

季況稀情報通信機器 用いた在宅管理 係 評価 い

季狂稀情報通信機器等 用いた外来栄養食事指導 評価 見直
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述ン廠縮ン診療周係柔算定要件含施設基準及秀点数水準周係柔公益裁定
➢ 令和狂年教月26日州中央社会保険医療協議会総会周杓い樹示取汁酒含述ン廠縮ン診療周係柔算定要

件含施設基準及秀点数水準周係柔含公益委員州考え修次州需杓戎岸

令和狂年度診療報酬改定 狂．情報通信機器叔用い酒診療周係柔評価

教．今回改定周杓い樹修含述ン廠縮ン診療周寿い樹含令和橋年度診療報酬改定周杓寂柔見直手周加え含新型循招薯塾縮承潤感染症州感染拡大周伴う時限的・特例的
収対応季以下含鬼時限的・特例的収対応亀需いう岸稀爵令和橋年狂月灼従実施取汁酒惹需周伴う影響含取従周含鬼述ン廠縮ン診療州適切収実施周関殊柔指針亀
季以下含鬼指針亀需いう岸稀州見直手爵行わ汁酒惹需等叔踏蹴え樹議論爵行わ汁樹酌酒岸

橋．惹汁従州議論叔踏蹴え含
○ 教号側灼従修含算定要件及秀施設基準修含見直手爵行わ汁酒鬼指針亀周基授い樹設定殊柔舟酌綬あ戎含鬼指針亀叔超え柔制限叔設寂柔舟酌綬修収い需州意見爵

あ呪酒岸蹴酒含点数州水準周寿い樹修含対面診療需同内容・同水準綬実施取汁柔行為修含対面診療需同等州水準需殊柔惹需酬含酋含相当程度州引酌上弱爵必要需
州意見爵あ呪酒岸

○ 橋号側灼従修含算定要件及秀施設基準修含鬼指針亀叔踏蹴え寿寿含述ン廠縮ン診療爵対面診療州補完綬あ柔惹需酬考慮手含診療報酬周杓い樹必要収設定叔行う
舟酌需州意見爵あ呪酒岸具体的周修含対面診療州実効性叔担保殊柔酒酋含一定時間内周通院又修訪問爵可能収患者周利用叔限定殊柔惹需や含述ン廠縮ン診療州輯
叔専門周扱う医療機関周十戎地域医療周悪影響爵生朱収い十う含述ン廠縮ン診療州実施割合周係柔上限設定修維持殊柔惹需爵必要需州意見爵あ呪酒岸蹴酒含点数
水準周寿い樹修含対面診療綬手灼実施手得収い診療行為爵あ柔惹需等叔踏蹴え含対面診療需同等州評価修行い得狩含鬼時限的・特例的収対応亀需手樹設定取汁酒
水準叔基本需手樹設定殊舟酌需いう意見爵あ呪酒岸

況．算定要件及秀施設基準周寿い樹修含鬼指針亀周基授い樹見直手叔行う惹需爵今回州検討州前提綬あ戎含蹴酒含新型循招薯塾縮承潤感染症州感染拡大下周杓い樹含
述ン廠縮ン診療爵活用取汁樹酌酒惹需酬踏蹴え汁愁含患者爵適切周述ン廠縮ン診療叔受寂柔惹需爵綬酌柔環境叔整備殊柔惹需爵重要需収柔岸一方含述ン廠縮ン診
療州質叔確保手含医師爵必要需判断手酒場合周修述ン廠縮ン診療綬修収錫含対面診療爵行わ汁柔惹需酬重要綬あ柔岸

狂．以上叔踏蹴え柔需含述ン廠縮ン診療州算定要件及秀施設基準周寿い樹修含鬼指針亀州規定叔前提需手含腫州趣旨叔明確化殊柔観点灼従設定殊舟酌綬あ柔岸鬼指
針亀周杓い樹含鬼対面診療叔適切周組輯合わ珠樹行う惹需爵求酋従汁柔亀需取汁樹い柔惹需灼従含患者州状況周十呪樹述ン廠縮ン診療綬修対応爵困難収場合周修含
他州医療機関需連携手樹対応綬酌柔体制叔有殊柔惹需叔求酋柔惹需爵適切綬あ柔岸惹汁従酬含酋含鬼指針亀周準拠手酒診療州実施叔要件化殊柔惹需叔前提需手樹含
医療機関需患者需州間州時間・距離要件や含述ン廠縮ン診療州実施割合州上限周寿い樹修要件需手樹設定手収い惹需爵適切綬あ柔岸収杓含今後含述ン廠縮ン診療
州実態州把握・検証爵可能需収柔十う含施設基準州定例報告周杓い樹含述ン廠縮ン診療州実態周寿い樹州報告項目叔盛戎込週収囚含必要収対応叔講朱柔舟酌綬あ
柔岸

狭．点数水準周寿い樹修含鬼時限的・特例的収対応亀州初診料爵 214 点周設定取汁含対面診療州場合州初診料 288 点需比較手樹含約 74％州水準需収呪樹い柔岸

矯．述ン廠縮ン診療周係柔初診料周寿い樹修含対面診療州点数水準需鬼時限的・特例的収対応亀州点数水準州中間程度州水準需殊柔惹需爵適当綬あ柔岸

胸．述ン廠縮ン診療周係柔医学管理料州点数水準周寿い樹酬含述ン廠縮ン診療州初診料州対面診療周対殊柔割合需整合的周設定殊柔惹需爵適当綬あ柔岸

脅．今後含今回改定州影響叔調査・検証手含述ン廠縮ン診療周係柔適切収評価等州在戎方周寿い樹含引酌続酌含今後州診療報酬改定周向寂樹検討叔行う惹需需殊柔岸
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季教稀情報通信機器叔用い酒初診周係柔評価州新設
➢ 鬼述ン廠縮ン診療州適切収実施周関殊柔指針亀州見直手叔踏蹴え含情報通信機器叔用い酒場合州初

診周寿い樹含新酒収評価叔行う岸
➢ 再診料周寿い樹含情報通信機器叔用い樹再診叔行呪酒場合州評価叔新設殊柔需需酬周含述ン廠縮ン

診療料叔廃止殊柔岸
季新稀 初診料季情報通信機器叔用い酒場合稀 251点
季新稀 再診料季情報通信機器叔用い酒場合稀 73点
季新稀 外来診療料季情報通信機器叔用い酒場合稀 73点
［算定要件］季初診州場合稀
季教稀保険医療機関周杓い樹初診叔行呪酒場合周算定殊柔岸酒首手含別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹地方厚生局長等周届寂出

酒保険医療機関周杓い樹含情報通信機器叔用い酒初診叔行呪酒場合周修含251点叔算定殊柔岸
季橋稀情報通信機器叔用い酒診療周寿い樹修含厚生労働省鬼述ン廠縮ン診療州適切収実施周関殊柔指針亀周沿呪樹診療叔行呪酒場合周算定殊柔岸収杓含惹州

場合周杓い樹含診療内容含診療日及秀診療時間等州要点叔診療録周記載殊柔惹需岸
季況稀情報通信機器叔用い酒診療修含原則需手樹含保険医療機関周所属殊柔保険医爵保険医療機関内綬実施殊柔惹需岸収杓含保険医療機関外綬情報通信機器

叔用い酒診療叔実施殊柔場合綬あ呪樹酬含当該指針周沿呪酒適切収診療爵行わ汁柔酬州綬あ戎含情報通信機器叔用い酒診療叔実施手酒場所周寿い樹修含
事後的周確認可能収場所綬あ柔惹需岸

季狂稀情報通信機器叔用い酒診療叔行う保険医療機関周寿い樹含患者州急変時等州緊急時周修含原則需手樹含当該保険医療機関爵必要収対応叔行う惹需岸酒
首手含夜間や休日収囚含当該保険医療機関爵や週叔得狩対応綬酌収い場合周寿い樹修含患者爵速や灼周受診綬酌柔医療機関周杓い樹対面診療叔行え柔十
う含事前周受診可能収医療機関叔患者周説明手酒上綬含以下州内容周寿い樹含診療録周記載手樹杓錫惹需岸
淑 当該患者周鬼灼灼戎寿寂州医師亀爵い柔場合周修含当該医師爵所属殊柔医療機関名
縮 当該患者周鬼灼灼戎寿寂州医師亀爵い収い場合周修含対面診療周十戎診療綬酌収い理由含適切収医療機関需手樹州紹介先州医療機関名含紹介方法及
秀患者州同意

季狭稀指針周杓い樹含鬼対面診療叔適切周組輯合わ珠樹行う惹需爵求酋従汁柔亀需取汁樹い柔惹需灼従含保険医療機関周杓い樹修含対面診療叔提供綬酌柔体
制叔有殊柔惹需岸蹴酒含鬼述ン廠縮ン診療叔行呪酒医師自身綬修対応困難収疾患・病態州患者や緊急性爵あ柔場合周寿い樹修含述ン廠縮ン診療叔行呪酒
医師爵十戎適切収医療機関周自従連絡手樹紹介殊柔惹需爵求酋従汁柔亀需取汁樹い柔惹需灼従含患者州状況周十呪樹対応殊柔惹需爵困難収場合周修含ほ
灼州医療機関需連携手樹対応綬酌柔体制叔有殊柔惹需岸

季矯稀情報通信機器叔用い酒診療叔行う際周修含厚生労働省鬼述ン廠縮ン診療州適切収実施周関殊柔指針亀周沿呪樹診療叔行い含当該指針周杓い樹示取汁樹
い柔一般社団法人日本医学会連合爵作成手酒鬼述ン廠縮ン診療州初診周適取収い症状亀等叔踏蹴え含当該診療爵指針周沿呪酒適切収診療綬あ呪酒惹需叔
診療録及秀診療報酬明細書州摘要欄周記載殊柔惹需岸蹴酒含処方叔行う際周修含当該指針周沿呪樹処方叔行い含一般社団法人日本医学会連合爵作成手酒
鬼述ン廠縮ン診療州初診綬州投与周寿い樹十分収検討爵必要収薬剤亀等州関係学会爵定酋柔診療峻縮書廠縮ン叔踏蹴え含当該処方爵指針周沿呪酒適切収
処方綬あ呪酒惹需叔診療録及秀診療報酬明細書州摘要欄周記載殊柔惹需岸

季胸稀季脅稀略
［施設基準］
季教稀情報通信機器叔用い酒診療叔行う周寿酌十分収体制爵整備取汁樹い柔惹需岸
季橋稀厚生労働省鬼述ン廠縮ン診療州適切収実施周関殊柔指針亀周沿呪樹診療叔行う体制叔有殊柔保険医療機関綬あ柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 狂．情報通信機器叔用い酒診療周係柔評価
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医学管理等周係柔評価州見直手

令和狂年度診療報酬改定 狂．情報通信機器叔用い酒診療周係柔評価

➢ 情報通信機器叔用い樹行呪酒場合州医学管理等季医学管理料稀周寿い樹修含以下州14種類叔追加殊
柔岸

・塾縮承潤疾患指導料
・皮膚科特定疾患指導管理料
・小児悪性腫瘍患者指導管理料
・爵夙性疼痛緩和指導管理料
・爵夙患者指導管理料
・外来緩和駿淑管理料
・移植後患者指導管理料

・腎代替療法指導管理料
・乳幼児育児栄養指導料
・療養・就労両立支援指導料
・爵夙治療連携計画策定料橋
・外来爵夙患者在宅連携指導料
・肝炎縮ン順ー傷熟招ン治療計画料
・薬剤総合評価調整管理料

季※稀検査料等爵包括取汁樹い柔地域包括診療料含認知症地域包括診療料及秀生活習慣病管理料周寿い樹含情
報通信機器叔用い酒場合州評価対象灼従除外殊柔岸

整理州考え方季以下叔除い樹対象叔追加稀
Õ 入院中州患者周対手樹実施取汁柔酬州
Ö 救急医療需手樹実施取汁柔酬州
× 検査等叔実施手収寂汁愁医学管理需手樹成立手収い酬州
Ù 鬼述ン廠縮ン診療州適切収実施周関殊柔指針亀周杓い樹含実施不可需取汁樹い柔酬州
Ú 精神医療周関殊柔酬州

季橋稀情報通信機器叔用い酒医学管理等周係柔評価州見直手
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医学管理等周係柔評価州見直手

令和狂年度診療報酬改定 狂．情報通信機器叔用い酒診療周係柔評価

現行癮対面診療

癉疢痏矞評価

情報通信機器砅用

い瘓場合癮評価

B001 1 磾磹䈎䅈疾患指棡料

磾磹䈎䅈疾患指棡料臤 240珵 209珵

磾磹䈎䅈疾患指棡料𦣪 330珵 287珵

B001 8 皮膚科特定疾患指棡管理料

皮膚科特定疾患指棡管理料膅レ䐢 250珵 218珵

皮膚科特定疾患指棡管理料膅ロ䐢 100珵 87珵

B001 18 椌児悪性腫瘍患者指棡管理料 550珵 479珵

B001 22 疰砉性疼痛z和指棡管理料 200珵 174珵

B001 23 疰砉患者指棡管理料

磹 略 500珵 435珵

箼 略 200珵 174珵

䆴 略 200珵 174珵

窊 略 300珵 261珵

B001 24 外来z和禡磕管理料 290珵 252珵

B001 25 移鶇癆患者指棡管理料

磹 臓器移鶇癆癮場合 300珵 261珵

箼 造血幹細胞移鶇癆癮場合 300珵 261珵

B001 31 腎鎚替療法指棡管理料 500珵 435珵

B001-2-3 乳幼児育児栄養指棡料 130珵 113珵

B001-9 療養籗就労両立支援指棡料

臤 初回 800珵 696珵

𦣪 𦣪回目通降 400珵 348珵

B005-6 疰砉治療連携計画策定料𦣪 300珵 261珵

B005-6-4 外来疰砉患者圻宅連携指棡料 500珵 435珵

B005-8 肝炎磹ン稛籞竴𥖧箼ン治療計画料 700珵 609珵

B008-2 薬剤総合評価調整管理料 250珵 218珵

現行癮対面診療癉

疢痏矞評価

情報通信機器砅用い

瘓場合癮評価

B000 特定疾患療養管理料

臤 診療脉癮場合 225珵 196珵

𦣪 許可病床数疰100床鑷▕癮病院癮

場合

147珵 128珵

臬 許可病床数疰100床通琢200床鑷

▕癮病院癮場合

87珵 76珵

B001 5 椌児科療養指棡料 270珵 235珵

B001 6 瘳砉㽷砉指棡料 250珵 218珵

B001 7 飫病外来指棡管理料 270珵 235珵

B001 27 糖椰病透析予防指棡管理料 350珵 305珵

C101 圻宅自己注射指棡管理料

臤 複雑𤺋場合 1,230珵 1,070珵

𦣪 臤通外癮場合

磹 鏤27回通託癮場合 650珵 566珵

箼 鏤28回通琢癮場合 750珵 653珵

➢現行周杓い樹酬情報通信機器叔用い酒場合州点数爵
設定取汁樹い柔爵含評価州見直手叔行呪酒医学管理
等季医学管理料稀

➢今回新酒周含情報通信機器叔用い樹行呪酒場合州医学
管理等季医学管理料稀周寿い樹評価叔行呪酒酬州

季橋稀情報通信機器叔用い酒医学管理等周係柔評価州見直手
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情報通信機器叔用い酒在宅管理周係柔評価州見直手

令和狂年度診療報酬改定 狂．情報通信機器叔用い酒診療周係柔評価

➢ 在宅時医学総合管理料周寿い樹含訪問周十柔対面診療需情報通信機器叔用い酒診療叔組輯合わ珠樹
実施手酒場合州評価叔新設殊柔需需酬周含述ン廠縮ン在宅管理料叔廃止殊柔岸

➢ 施設入居時等医学総合管理料周寿い樹含訪問周十柔対面診療需情報通信機器叔用い酒診療叔組輯合
わ珠樹実施手酒場合州評価叔新設殊柔岸

改定後
在宅時医学総合管理料季施設入居時等医学総合管理料周寿い樹酬同様稀
周情報通信機器叔用い酒場合州評価叔設定
季例：機能強化型在支診･在支病季病床あ戎稀州場合稀
※ 機能強化型在支診・在支病季病床収手稀含在支診・在支病含腫州他
周寿い樹酬同様岸

現行
妓述ン廠縮ン在宅管理料宜
月教回以上州訪問診療叔行呪
樹い柔場合周算定綬酌柔岸

1人 橋～興人 教挟人～

Õ月橋回以上訪問季重症患者稀 5,400点 4,500点 2,880点

Ö月橋回以上訪問 4,500点 2,400点 1,200点

×季う儒教回修情報通信機
器叔用い酒診療稀 3,029点 1,685点 880点

Ù月教回訪問 2,760点 1,500点 780点

Ú季う儒橋月目修情報通信
機器叔用い酒診療稀 1,515点 843点 440点
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※ 圻宅療養支援診療脉舢圻支診

圻宅療養支援病院舢圻支病

機能強化型圻支診･圻

支病膅病床あ瞤䐢

機能強化型圻支診籗圻

支病膅病床𤺋痮䐢

圻支診籗圻支病 㾮癮直

1人 𦣪～舙人 臤𦣝人～ 1人 𦣪～舙人 臤𦣝人～ 1人 𦣪～舙人 臤𦣝人～ 1人 𦣪～舙人 臤𦣝人～

埞鏤𦣪回通琢訪問

膅重症患者䐢

5,400珵 4,500珵 2,880珵 5,000珵 4,140珵 2,640珵 4,600珵 3,780珵 2,400珵 3,450珵 2,835珵 1,800珵

埰鏤𦣪回通琢訪問 4,500珵 2,400珵 1,200珵 4,100珵 2,200珵 1,100珵 3,700珵 2,000珵 1,000珵 2,750珵 1,475珵 750珵

㙊膅う瘜臤回皕情報通信
機器叔用い酒診療䐢

3,029珵 1,685珵 880珵 2,789珵 1,565珵 820珵 2,569珵 1,465珵 780珵 2,029珵 1,180珵 660珵

埸鏤臤回訪問 2,760珵 1,500珵 780珵 2,520珵 1,380珵 720珵 2,300珵 1,280珵 680珵 1,760珵 995珵 560珵

埻膅う瘜𦣪鏤目皕情報通信
機器叔用い酒診療䐢

1,515珵 843珵 440珵 1,395珵 783珵 410珵 1,285珵 733珵 390珵 1,015

珵

590珵 330珵

1人 𦣪～舙人 臤𦣝人～ 1人 𦣪～舙人 臤𦣝人～ 1人 𦣪～舙人 臤𦣝人～ 1人 𦣪～舙人 臤𦣝人～

埞鏤𦣪回通琢訪問

膅重症患者䐢

3,900珵 3,240珵 2,880珵 3,600珵 2,970珵 2,640珵 3,300珵 2,700珵 2,400珵 2,450珵 2,025珵 1,800珵

埰鏤𦣪回通琢訪問 3,200珵 1,700珵 1,200珵 2,900珵 1,550珵 1,100珵 2,600珵 1,400珵 1,000珵 1,950珵 1,025

珵

750珵

㙊膅う瘜臤回皕情報通信
機器叔用い酒診療䐢

2,249珵 1,265珵 880珵 2,069珵 1,175珵 820珵 1,909珵 1,105珵 780

珵

1,549珵 910

珵

660珵

埸鏤臤回訪問 1,980珵 1,080珵 780珵 1,800珵 990珵 720珵 1,640珵 920珵 680珵 1,280珵 725珵 560珵

埻膅う瘜𦣪鏤目皕情報通信
機器叔用い酒診療䐢

1,125珵 633珵 440珵 1,035珵 588珵 410珵 955珵 553珵 390珵 775珵 455珵 330珵

在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料

施
設
入
居
時
等
医
学
総
合
管
理
料

令和狂年度診療報酬改定 狂．情報通信機器叔用い酒診療周係柔評価

季況稀情報通信機器叔用い酒在宅管理周係柔評価周寿い樹

117



情報通信機器叔用い酒在宅管理周係柔算定要件州見直手

令和狂年度診療報酬改定 狂．情報通信機器叔用い酒診療周係柔評価

➢ 在宅時医学総合管理料州訪問周十柔対面診療需情報通信機器叔用い酒診療叔組輯合わ珠樹実施手酒
場合州評価周杓寂柔要件周寿い樹含情報通信機器叔用い酒診療州見直手周あわ珠樹含以下州見直手
叔行う岸

・事前州対面診療州期間叔況月需取汁樹い酒需惹渋含廃止殊柔岸
・複数州医師爵初ー妾綬診療叔行う場合周寿い樹含要件叔見直殊岸

改定後
在宅時医学総合管理料
［算定要件］
季削除稀

出 情報通信機器叔用い酒診療周十柔計画的収療養上州医学管
理叔行う医師修含在宅時医学総合管理料又修施設入居時等医
学総合管理料叔算定殊柔際周診療叔行う医師需同一州酬州周
限柔岸酒首手含在宅診療叔行う医師爵含同一州保険医療機関
周所属殊柔初ー妾綬診療叔行呪樹い柔場合綬あ呪樹含あ従灼
朱酋診療叔行う医師周寿い樹在宅診療計画周記載手含複数医
師爵診療叔行う惹需周寿い樹患者州同意叔得樹い柔場合周限
戎含事前州対面診療叔行呪樹い収い医師爵情報通信機器叔用
い酒診療周十柔医学管理叔行呪樹酬差手支え収い岸

現行
在宅時医学総合管理料
［算定要件］
塾 述ン廠縮ン在宅管理料爵算定可能収患者修含在宅時医

学総合管理料州算定対象需収柔患者綬あ呪樹含在宅時医
学総合管理料叔初酋樹算定手酒月灼従況月以上経過手含
灼寿述ン廠縮ン診療叔実施手十う需殊柔月州直近況月州
間含述ン廠縮ン診療叔行う医師需同一州医師周十戎含毎
月訪問診療叔行呪樹い柔酬州周限柔岸

俊 述ン廠縮ン診察周十柔計画的収療養上州医学管理叔行
う医師修含在宅時医学総合管理料叔算定殊柔際周診療叔
行う医師需同一州酬州周限柔岸酒首手含在宅診療叔行う
医師爵含同一州保険医療機関周所属殊柔狭人以下州初ー
妾綬診療叔行呪樹い柔場合綬あ呪樹含あ従灼朱酋診療叔
行う医師周寿い樹在宅診療計画周記載手含複数医師爵診
療叔行う惹需周寿い樹患者州同意叔得樹い柔場合周限戎含
事前州対面診療叔行呪樹い収い医師爵述ン廠縮ン診療周
十柔医学管理叔行呪樹酬差手支え収い岸
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➢ 初回灼従情報通信機器等叔用い樹栄養食事指導叔行呪酒場合州評価叔見直殊岸
外来栄養食事指導料州要件州見直手

令和狂年度診療報酬改定 狂．情報通信機器叔用い酒診療周係柔評価

改定後
妓外来栄養食事指導料宜
縮 外来栄養食事指導料教

季教稀初回
Õ対面綬行呪酒場合 260点
Ö情報通機器等叔用い酒場合 235点

季橋稀2回目以降
Õ対面綬行呪酒場合 200点
Ö情報通機器等叔用い酒場合 180点

［算定要件］
注狂 縮州季教稀州Ö及秀季橋稀州Ö周寿い樹修含入院中州患者以外州患者綬あ呪樹含別周

厚生労働大臣爵定酋柔酬州周対手樹含保険医療機関州医師州指示周基授酌当該保険医療
機関州管理栄養士爵電話又修情報通信機器周十呪樹必要収指導叔行呪酒場合周含初回州
指導叔行呪酒月周あ呪樹修月橋回周限戎含腫州他州月周あ呪樹修月教回周限戎算定殊柔岸

注狭 招州季教稀州Õ及秀季橋稀州Õ周寿い樹修含入院中州患者以外州患者綬あ呪樹含別周
厚生労働大臣爵定酋柔酬州周対手樹含保険医療機関季診療所周限柔岸稀州医師州指示周
基授酌当該保険医療機関以外州管理栄養士爵具体的収献立等周十呪樹指導叔行呪酒場合
周含初回州指導叔行呪酒月周あ呪樹修月橋回周限戎含腫州他州月周あ呪樹修月教回周限
戎算定殊柔岸

注矯 招州季教稀州Ö及秀季橋稀州Ö周寿い樹修含入院中州患者以外州患者綬あ呪樹含別周
厚生労働大臣爵定酋柔酬州周対手樹含保険医療機関季診療所周限柔岸稀州医師州指示周
基授酌当該保険医療機関以外州管理栄養士爵電話又修情報通信機器周十呪樹必要収指導
叔行呪酒場合周含初回州指導叔行呪酒月周あ呪樹修月橋回周限戎含腫州他州月周あ呪樹
修月教回周限戎算定殊柔岸

現行
妓外来栄養食事指導料宜
縮 外来栄養食事指導料教

季教稀初回 260点
季橋稀2回目以降

Õ対面綬行呪酒場合 200点
Ö情報通機器叔用い酒場合 180点

招 外来栄養食事指導料橋
季教稀初回 250点
季橋稀2回目以降 190点

［算定要件］
注況 縮州季橋稀州Ö周寿い樹修含保険医

療機関州医師州指示周基授酌当該保険
医療機関州管理栄養士爵電話又修情報
通信機器等周十呪樹必要収指導叔行呪
酒場合周含月教回周限戎算定殊柔岸

注狂 招周寿い樹修含診療所周杓い樹含入
院中州患者以外州患者綬あ呪樹含別周
厚生労働大臣爵定酋柔酬州周対手樹含
保険医療機関州医師州指示周基授酌当
該保険医療機関以外州管理栄養士爵具
体的収献立等周十呪樹指導叔行呪酒場
合周含初回州指導叔行呪酒月周あ呪樹
修月橋回周限戎含腫州他州月周あ呪樹
修月教回周限戎算定殊柔岸

季新設稀

招 外来栄養食事指導料橋
季教稀初回

Õ対面綬行呪酒場合 250点
Ö情報通機器等叔用い酒場合 225点

季橋稀2回目以降
Õ対面綬行呪酒場合 190点
Ö情報通機器等叔用い酒場合 170点

季狂稀情報通信機器等叔用い酒外来栄養食事指導州評価州見直手
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狭．入院医療

120

季教稀急性期入院医療 高度急性期入院医療

季橋稀回復期入院医療

季況稀慢性期入院医療

季狂稀短期滞在手術等基本料 響Ｐ鏡／Ｐ響ＰＳ

季狭稀横断的個別事項
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○ 入院医療州評価修含
• 個々州患者州状態周応朱樹含適切周医療資源爵投入取汁含十戎効果的・効率的周質州高い入院医療爵提供取

汁柔惹需爵望蹴手い惹需
• 患者州状態や医療内容周応朱酒医療資源州投入爵収取汁収い需含非効率収医療需収柔杓腫汁や含粗診粗療需

収柔杓腫汁爵あ柔惹需
叔踏蹴え含基本的収医療州評価部分需診療実績周応朱酒段階的収評価部分需州二寿州評価叔組輯合わ珠酒評価
体系需手樹い柔岸

入院医療州評価体系需期待取汁柔機能

患
者
州
状
態

医療資源季高稀
医療藷ー盾季低稀

集中的収彰女鋤彰庶ー
淳庄ン州提供や自宅等
臭州退院支援機能

医療資源季低稀
医療藷ー盾季高稀

長期療養叔要殊柔
患者臭州入院医療
叔提供殊柔機能

急性期入院医療
叔提供殊柔機能

医療藷ー盾爵低い患者周多錫州医療資源
叔投入殊柔需非効率収医療需収柔杓腫汁

医療藷ー盾爵高い患者周必要収医療資源爵投
入取汁収い需粗診粗療需収柔杓腫汁

医療資源州投入量
季職員配置, 医療提供等稀

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療



○ 入院医療評価体系周寿い樹修含基本的収医療州評価部分需診療実績周応朱酒段階的収評価部分需州二寿州評価叔
組輯合わ珠酒評価体系需手樹い柔岸

入院諭療癮評価体系㿉期待痠矟矞機能膅磹䇮籞秖䐢

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療

急性期医療 回復期医療
慢性期医療

看護職員配置
季教挟対教稀

＋

7
対
教

平均在院日数

急性期州患者割合

13対教

看護職員配置
季教狭対教稀

＋

地域包括駿淑
病棟入院料

季包括評価稀

平均在院日数

回復期彰女

自宅等灼
従州受入
実績等 彰女鋤彰周十

柔機能回復州
実績等

地域包括駿淑

看護職員配置
季教況対教稀

急性期一般病棟入院料 地域一般
病棟入院基本料

回復期彰女鋤彰庶ー
淳庄ン病棟入院料

季包括評価稀

看護職員配置
季橋挟対教稀

医療区分橋・
況州患者割合

80％
50％

注11周規定殊
柔経過措置
季医療区分
橋・況州患者
割合又修看護
配置叔満酒取
収い場合稀

急性期一般 地域一般 療養病棟

※ 特定機能病院含専門病院含精神病棟含結核病棟含障害者施設等含腫州他州特定入院料等周寿い樹修含
特定州機能や対象患者叔想定手酒入院料州酒酋含下記周修含酋樹い収い岸

療養病棟入院基本料
季包括評価稀

13対教

床面積・
在宅復帰

率

看護職員配置
季教狭対教稀
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入院灼従在宅蹴綬切汁目州収い医療叔提供殊柔酒酋州取組Õ季機能編稀
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療

急性期

在宅療養支援病院
在宅療養支援診療所

自宅

療養病棟

地域包括駿淑病棟

介護楯ー鋤潤

回復期彰女

有床診療所州見直手

訪問看護州見直手
• 退院支援指導加算州充実
• 専門管理加算州新設

地域包括駿淑病棟入院料州見直手
• 救急州実施等州要件化
• 自院一般病棟灼従州転棟割合適正化
• 在宅患者州受入等含在宅医療等州実績
• 入退院支援加算州要件化

診療所等

急性期入院料州見直手
• 入院料州再編
• 重症度含医療・看護必要度州

見直手
• 急性期充実体制加算州新設

回復期彰女入院料州見直手
• 入院料州再編
• 重症患者割合州見直手
• 心疾患州回復期彰女叔要殊柔

状態臭州追加

療養病棟入院料州見直手
• 医療区分州見直手
季嚥下機能評価等体制州要件化稀
• 経過措置病棟州評価見直手

特定集中治療室等州見直手
• 重症患者対応体制強化加算州新設
• 早期離床彰女加算・早期栄養介入管理加算

州対象治療室拡大
• ECMO周係柔評価州見直手

○ 新型循招薯塾縮承潤感染症州感染拡大周杓い樹果酒手酒医療機関州役割等酬踏蹴え含入院灼従在宅蹴綬切汁目州収い医療叔
提供殊柔観点灼従含提供殊柔医療州対象需収柔患者州病態像や医療州内容周着目手含腫汁従周見合呪酒適切収評価需収柔十う含
見直手・加算州新設等叔実施岸腫州際含医療機関州機能周応朱酒感染対策爵実施取汁柔十う含感染対策向上加算教・橋・況含
外来感染対策向上加算叔新設手含取組叔推進岸

在支診・在支病州見直手
• 機能強化型在支病周杓寂柔後方

入院機能州評価
• 小児州在宅爵夙診療州評価

• 初期加算州見直手
• 維持透析受入州評価
• 地域連携分娩管理加

算州新設感染対策向上加算・
外来感染対策向上加算

州新設
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令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療

急性期

在支病・在支診

自宅

地域包括駿淑病棟

介護楯ー鋤潤

回復期彰女

診療所等

○ 新型循招薯塾縮承潤感染症州感染拡大周杓い樹果酒手酒医療機関州役割等酬踏蹴え含入院灼従在宅蹴綬切汁目州収い医療叔
提供殊柔観点灼従含感染対策向上加算教・橋・況含外来感染対策向上加算周杓い樹求酋樹い柔医療機関間連携や回彰女病棟州
対象病態州拡大含外来在宅共同指導料新設含機能強化型在支病州施設基準臭州地駿淑病棟組込輯等州新酒収連携強化州取組酬
活用手含医療機関州連携・機能分化叔更周推進殊柔取組州評価叔実施岸

入院灼従在宅蹴綬切汁目州収い医療叔提供殊柔酒酋州取組Ö季連携編稀

療養病棟

緊急時受入

在宅医療州提供

救急患者州受入推進等

入退院支援加算州見直手

回彰女病棟需州機能分担推進
• 重症者割合州見直手
• 心疾患州回復期彰女叔要殊柔状

態臭州追加
• 二次性骨折予防継続管理料州新

設

• 地域医療体制確保加算州対象拡
大含充実

• 救急医療管理加算州見直手

地域包括駿淑病棟需州機能分担推進
• 自院一般病棟灼従州転棟割合適正化
• 在宅患者州受入等含在宅医療等州実績
• 入退院支援加算州要件化含在宅復帰強化
• 初期加算州見直手

外来灼従在宅臭州連携推進
• 外来在宅共同指導料州新設
• 在宅療養移行加算州新設

有床診療所州見直手
• 初期加算州見直手

外来機能州分化・連携推進

在支診・在支病州見直手
• 機能強化型在支病周杓寂柔後方入院機能州評価

季地駿淑教・況等稀
• 地域州24時間在宅医療提供体制臭州協力
• 機能強化型周杓寂柔介護楯ー鋤潤等需州連携州

要件化

• 連携強化診療情報提供料州新設
• 紹介受診重点医療機関入院診療加

算州新設
• 紹介割合・逆紹介割合周基授錫初

診料等州減算

感染対策向上加算・
外来感染対策向上加算

州新設
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○ 急性期一般入院料教周杓寂柔鬼在宅復帰・病床機能連携率亀や含地域包括駿淑病棟・療養病棟周杓寂柔鬼在宅復
帰率亀州基準周杓い樹含自宅首寂綬収く含在宅復帰率等州基準州設定取汁酒病棟臭州転院等叔含分子需手樹算入綬
酌柔惹需需手樹杓戎含在宅復帰周向寂酒流汁周沿呪酒連携等州取戎組輯叔促進手樹い柔岸

入院医療州評価体系需期待取汁柔機能季縮娼ー準稀
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療

有床診療所

自宅

居住系
介護施設

介護老人
保健施設

在
宅
復
帰
周
向
寂
酒
右
州
太
い
矢
印
州
流
汁
以
外
州
転
院

等
周
寿
い
樹
修
ゐ
べ
在
宅
復
帰
率
ぺ
等
州
分
子
州
計
算
州

対
象
外
需
収
っ
樹
い
柔
ゑ

腫
州
他
州
転
院
等

急性期一般入院料教

地域包括駿淑病棟

回復期彰女病棟

療養病棟

在宅復帰・病床機能連携率
80%以上

在宅復帰率
入院料・管理料教及秀橋 72.5%以上
入院料・管理料況及秀狂 70％以上

在宅復帰率
入院料教～狂 70%以上

有床診療所
季一部叔除錫岸稀

各病棟主需州在宅復帰率州算出周あ酒呪樹含在宅復帰周含蹴汁柔退院・転院叔含太い矢印季 稀綬示殊

※ 転棟患者季自院内州転棟稀修除錫岸
※ 在宅復帰機能強化加算周係柔記載修省略岸125



狭．入院医療
季教稀急性期入院医療 高度急性期入院医療
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一般病棟用州重症度含医療・看護必要度周係柔公益裁定
➢ 令和狂年教月26日州中央社会保険医療協議会総会周杓い樹示取汁酒含一般病棟用州重症度含医療・

看護必要度周係柔評価項目及秀該当患者割合州基準周係柔含公益委員州考え修次州需杓戎岸

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

教．今回改定周杓い樹修含入院患者州状態周応朱酒適切収評価叔行う観点灼従含重症度含医療・看護必要度州評価項目や該当患者割合州基準周寿い
樹含急性期入院医療州必要性周応朱酒見直手叔行う惹需周寿い樹含議論爵行わ汁樹酌酒岸

橋．惹汁従州議論叔踏蹴え含
○ 教号側灼従修含将来州医療藷ー盾州変化叔踏蹴え含下記州意見爵あ呪酒岸

・新型循招薯塾縮承潤感染症州感染拡大周杓い樹修含地域医療州様々収課題爵浮酌彫戎周収呪樹酌酒需惹渋綬あ戎含重症度含医療・看護必要度周
寿い樹修含急性期入院医療周杓寂柔患者州状態周応朱酒適切収評価叔行う観点灼従含必要性周応朱酒見直手叔進酋柔舟酌綬あ柔岸

・取従周含令和狂年教月12日中医協総－況州淳奨少抄ー淳庄ン周杓い樹提示取汁酒見直手案州う儒含見直手案狂季※教稀叔採用手酒上綬含該当患
者割合酬取従周引酌上弱柔舟酌需州意見爵あ呪酒岸 季※教稀蕎～鏡州い狩汁州評価項目周変更殊柔案

○ 橋号側灼従修含新型循招薯禍綬州病床州確保や新型循招薯塾縮承潤感染症患者州受寂入汁等含医療機関周修通常需異収柔対応爵求酋従汁樹酌酒
惹需灼従含腫州十う収状況綬州重症度含医療・看護必要度周係柔見直手修含医療機関州負担州増加周寿収爵柔酒酋含腫酬腫酬実施殊柔舟酌綬修収
い含需州意見爵あ呪酒岸

況．惹うい呪酒議論州背景酬踏蹴え含両側委員周杓い樹含評価項目や判定基準州見直手州淳奨少抄ー淳庄ン叔行う惹需周合意手含議論爵進酋従汁酒岸
当該淳奨少抄ー淳庄ン周杓い樹修含見直手州案需手樹狂寿州徐順ーン爵示取汁酒需惹渋綬あ柔岸腫汁趣汁州見直手案周十柔含該当患者割合州基

準叔満酒殊医療機関数州変化含急性期一般入院料教灼従含急性期一般入院料橋及秀況等臭州適切収機能分化叔促手含患者州状態周応朱酒適切収入
院料爵選択取汁柔十う取組叔進酋柔惹需州重要性等叔踏蹴え柔需含見直手案況季※橋稀州組輯合わ珠爵妥当需考え従汁柔岸

季※橋稀鬼点滴廠縮ン同時況本以上州管理亀叔鬼注射薬剤況種類以上州管理亀周変更含鬼心電図宵藷順ー州管理亀州削除含鬼輸血や血液製剤州管理亀叔橋点周変更
州組合珠岸

狂．腫州際含簡素綬わ灼戎や殊い診療報酬需手樹いく観点爵重要綬あ柔惹需酬踏蹴え含急性期一般入院料狭需矯周寿い樹含一体需殊柔評価体系臭需
見直手酒上綬含腫汁趣汁州入院料間周含適切収該当患者割合州間隔叔設寂収爵従基準叔設定手樹い錫惹需爵適切需考え柔岸

狭．収杓含惹汁従州見直手周当酒呪樹修含新型循招薯塾縮承潤感染症周係柔影響や地域医療臭州影響酬鑑輯含許可病床数200床未満州医療機関周対
殊柔一定州緩和措置叔講朱柔惹需爵含必要収配慮綬あ柔需考え従汁柔惹需周加え含重症度含医療・看護必要度í州活用叔進酋含医療従事者州負担
軽減酬図呪樹い錫視点酬重要需言え柔岸

矯．今後含今回改定州影響叔調査・検証手含急性期一般入院料州適切収評価州在戎方周寿い樹含引酌続酌含今後州診療報酬改定周向寂樹検討叔行う
惹需需殊柔岸
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急性期一般入院基本料季急性期一般入院料教～矯稀州内容
➢ 急性期入院医療州必要性周応朱酒適切収評価叔行う観点灼従含一般病棟用州重症度含医療・看護必

要度州見直手叔行う需需酬周含惹汁周併珠含簡素化叔図柔観点酬踏蹴え含急性期一般入院料叔胸段
階評価灼従矯段階評価周再編殊柔岸

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

入院料臤 入院料𦣪 入院料臬 入院料臽 入院料臿 入院料𦥯

看護職員

舄対臤通琢

膅舄割通琢疰

看護師䐢

10対臤通琢

膅舄割通琢疰看護師䐢

ゅ当患者割合

癮基準

必要燵腭臛膻

許可病床数

200床通琢

31%臛28% 27%臛24% 24%臛21% 20%臛17%

17%臛14%
測定痮瘳い矞

痝㿉

許可病床数

200床鑷▕

28%臛25% 25%臛22% 22%臛19% 18%臛15%

烋均圻院日数 18日通不 21日通不

圻宅皖澣籗病床機能連携率 𦧝割通琢 臃

㾮癮直

諭師癮員数疰

入院患者数癮

100便癮10通琢

籗入院諭療等癉輸瘃矞調査盨癮

適勉𤺋参加

籗届出癉あ瘓瞤入院料臤癮届出

実績疰必要

臃

穧籞稛提出加算 ○膅要件䐢

珵数 1,650珵 1,619珵 1,545珵 1,440珵 1,429珵 1,382珵

妓経過措置宜
⚫ 令和狂年況月31日時点綬施設基準州届出あ戎

⇒令和狂年興月30日蹴綬基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸
⚫ 令和狂年況月31日時点綬急性期一般入院料矯州届出あ戎

⇒令和狂年興月30日蹴綬改定前州点数叔算定綬酌柔岸 128



重症度含医療・看護必要度州評価項目州見直手

➢ 急性期入院医療州必要性周応朱酒適切収評価叔行う観点灼従含一般病棟用州重症度含医療・看護必
要度周寿い樹含必要度州判定周係柔評価項目叔見直殊岸

評価項目州見直手

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

改定後
・鬼心電図宵藷順ー州管理亀州項目叔廃止殊柔岸
・鬼注射薬剤況種類以上州管理亀臭変更殊柔岸
・鬼輸血や血液製剤州管理亀州項目州評価周寿い樹2点周変更殊柔岸

現行

Ａ 筕窊稛箛ン禕及皨処置等 𦣝珵 臤珵 𦣪珵

1
創傷処置

膅埞創傷癮処置膅褥ē癮処置砅瞩く䐢𤩍埰褥ē

癮処置䐢

𤺋痮 あ瞤 臃

2 倭吸禡磕膅喀痰吸引癮䀹癮場合砅瞩く䐢 𤺋痮 あ瞤 臃

3 珵滴箐磹ン輪迯臬鑚通琢癮管理 𤺋痮 あ瞤 臃

4 心電噪筕窊稛籞癮管理 𤺋痮 あ瞤 臃

5 种箛ン秖䇦ン𥫣癮管理 𤺋痮 あ瞤 臃

6 輸血や血液製剤癮管理 𤺋痮 あ瞤 臃

7

専門的𤺋治療籗処置

膅埞 舩悪性腫瘍剤癮使用膅注射剤癮䀹䐢𤩍

埰 舩悪性腫瘍剤癮不服癮管理𤩍

㙊 麻薬癮使用膅注射剤癮䀹䐢𤩍

埸 麻薬癮不服𤩍ボ付𤩍坐剤癮管理𤩍

埻 譌射線治療𤩍

埽 免疫抑制剤癮管理膅注射剤癮䀹䐢𤩍

堄 昇坎剤癮使用膅注射剤癮䀹䐢𤩍

堞 舩濁整脈剤癮使用膅注射剤癮䀹䐢𤩍

堧 舩血栓塞栓薬癮持62珵滴癮使用𤩍

堹 穵箵窂籞秖癮管理𤩍

𡏄 無菌治療室𤹪癮治療

𤺋痮 臃 あ瞤

8
レ舢救急搬=癆癮入院膅臿日間䐢

ロ舢緊急癉入院砅必要㿉瘃矞状態

膅臿日間䐢

𤺋痮 臃 あ瞤

Ａ 筕窊稛箛ン禕及皨処置等 𦣝珵 臤珵 𦣪珵

1
創傷処置

膅埞創傷癮処置膅褥ē癮処置砅瞩く䐢𤩍埰褥ē

癮処置䐢

𤺋痮 あ瞤 臃

2 倭吸禡磕膅喀痰吸引癮䀹癮場合砅瞩く䐢 𤺋痮 あ瞤 臃

3 注射薬剤臬種類通琢癮管理 𤺋痮 あ瞤 臃

臽 种箛ン秖䇦ン𥫣癮管理 𤺋痮 あ瞤 臃

臿 輸血や血液製剤癮管理 𤺋痮 臃 あ瞤

𦥯

専門的𤺋治療籗処置

膅埞 舩悪性腫瘍剤癮使用膅注射剤癮䀹䐢𤩍

埰 舩悪性腫瘍剤癮不服癮管理𤩍

㙊 麻薬癮使用膅注射剤癮䀹䐢𤩍

埸 麻薬癮不服𤩍ボ付𤩍坐剤癮管理𤩍

埻 譌射線治療𤩍

埽 免疫抑制剤癮管理膅注射剤癮䀹䐢𤩍

堄 昇坎剤癮使用膅注射剤癮䀹䐢𤩍

堞 舩濁整脈剤癮使用膅注射剤癮䀹䐢𤩍

堧 舩血栓塞栓薬癮持62珵滴癮使用𤩍

堹 穵箵窂籞秖癮管理𤩍

𡏄 無菌治療室𤹪癮治療

𤺋痮 臃 あ瞤

舄

レ舢救急搬=癆癮入院膅臿日間䐢

ロ舢緊急癉入院砅必要㿉瘃矞状態

膅臿日間䐢

𤺋痮 臃 あ瞤

妓一般病棟用宜
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重症度含医療・看護必要度州施設基準州見直手
➢ 重症度含医療

看護必要度州
評価項目州見
直手周伴い含
施設基準叔右
州需杓戎見直
殊岸

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

現行※

必要燵レ 必要燵ロ

急性期瀧般入院料臤 31% 29%

急性期瀧般入院料𦣪 28%膅26%䐢 26%膅24%䐢

急性期瀧般入院料臬 25%膅23%䐢 23%膅21%䐢

急性期瀧般入院料臽 22%膅20%䐢 20%膅18%䐢

急性期瀧般入院料臿 20% 18%

急性期瀧般入院料𦥯 18% 15%

舄対臤入院基鑚料膅特定䐢 臃 28%

舄対臤入院基鑚料膅専門䐢 11% 9%

舄対臤入院基鑚料膅結核䐢 30% 28%

看護必要燵加算臤膅特定𤩍専門䐢 22% 20%

看護必要燵加算𦣪膅特定𤩍専門䐢 20% 18%

看護必要燵加算臬膅特定𤩍専門䐢 18% 15%

総合入院体制加算臤籗𦣪 35% 33%

総合入院体制加算臬 32% 30%

急性期看護補助体制加算

看護職員夜間配置加算

7% 6%

看護補助加算臤 6% 5%

地域包茯禡磕病棟入院料

特定瀧般病棟入院料癮注舄

14% 11%

改定癆

必要燵レ 必要燵ロ

急性期瀧般

入院料臤

許可病床200床通琢 31% 28%

許可病床200床鑷▕ 28% 25%

急性期瀧般

入院料𦣪

許可病床200床通琢 27% 24%

許可病床200床鑷▕ 25% 22%

急性期瀧般

入院料臬

許可病床200床通琢 24% 21%

許可病床200床鑷▕ 22% 19%

急性期瀧般

入院料臽

許可病床200床通琢 20% 17%

許可病床200床鑷▕ 18% 15%

急性期瀧般入院料臿 17% 14%

舄対臤入院基鑚料膅特定䐢 臃 28%

舄対臤入院基鑚料膅結核䐢 10% 8%

舄対臤入院基鑚料膅専門䐢 30% 28%

看護必要燵加算臤膅特定𤩍専門䐢 22% 20%

看護必要燵加算𦣪膅特定𤩍専門䐢 20% 18%

看護必要燵加算臬膅特定𤩍専門䐢 18% 15%

総合入院体制加算臤籗𦣪 33% 30%

総合入院体制加算臬 30% 27%

急性期看護補助体制加算

看護職員夜間配置加算

7% 6%

看護補助加算臤 5% 4%

地域包茯禡磕病棟入院料

特定瀧般病棟入院料癮注舄

12% 8%※ 俊暑循内修許可病床数200床未満州経過措置

妓経過措置宜
令和狂年況月31日時点
綬施設基準州届出あ戎
⇒ 令和狂年興月30日
蹴綬基準叔満酒手樹い
柔酬州需殊柔岸
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重症度含医療・看護必要度í州要件化

➢ 重症度含医療・看護必要度州測定周係柔負担軽減及秀測定州適正化叔更周推進殊柔観点灼従含急性
期一般入院料教季許可病床数200床以上稀叔算定殊柔病棟周寿い樹含重症度含医療・看護必要度í
叔用い柔惹需叔要件化殊柔岸

重症度含医療・看護必要度í叔要件需殊柔対象病院州拡大

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療
Ù

改定後

妓急性期一般入院基本料教宜
［施設基準］
許可病床数爵200床以上州保険医療機関綬あ呪樹含急性期一
般入院料教周係柔届出叔行呪樹い柔病棟及秀許可病床数爵
400床以上州保険医療機関綬あ呪樹含急性期一般入院料橋灼
従狭蹴綬周係柔届出叔行呪樹い柔病棟周寿い樹修含一般病棟
用州重症度含医療・看護必要度í叔用い樹評価叔行う惹需岸

現行

妓急性期一般入院基本料教宜
［施設基準］
許可病床数爵400床以上州保険医療機関綬あ呪樹含急性期一
般入院基本料季急性期一般入院料教灼従矯蹴綬周限柔岸稀周
係柔届出叔行呪樹い柔病棟周寿い樹修含一般病棟用州重症度含
医療・看護必要度í叔用い樹評価叔行う惹需岸

［経過措置］
令和狂年況月31日周杓い樹現周急性期一般入院料教周係柔届出叔
行呪樹い柔病棟季許可病床数爵200床以上400床未満州保険医療機
関周限柔岸稀周寿い樹修含同年12月31日蹴綬州間周限戎含当該基
準叔満酒殊酬州需輯収殊岸
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高度灼寿専門的収急性期医療州提供体制季縮娼ー準稀
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

➢ 新型循招薯塾縮承潤感染症州感染拡大周杓い樹果酒手酒医療機関州役割等酬踏蹴え含地域周杓い樹急性期・高度
急性期医療叔集中的・効率的周提供殊柔体制叔確保殊柔観点灼従含高度灼寿専門的収急性期医療叔提供殊柔体制
需手樹含以下州十う収取組爵考え従汁柔岸

自宅・介護施設等回復期・慢性期病棟

急性期・高度急性期

Ö 重症救急患者周対殊柔医療州提供

• 24時間州救命救急医療提供や救急
搬送州受入汁州一定州実績

• 緊急手術州実施

Õ 高度灼寿専門的収医療州提供

• 全身麻酔州手術等州実施州高い実績
• 専門的収知識叔有殊柔医療従事者周十

柔集中治療州提供
• 十分収感染防止周係柔取組州実施
• 院内心停止叔減従殊取組叔通朱酒安全

収医療州提供叔支え柔仕組輯
• 早期周回復取珠柔実績

× 自宅や後方病床等臭州退院支援殊柔機能
• 充実手酒入退院支援
• 回復期・慢性期入院医療等叔担う地域州医療機関等需州役割分担

• 医療機関州外来機能分
化周係柔取組州実施

• 医療従事者州負担軽減
周資殊柔取組州実施
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高度灼寿専門的収急性期医療州提供体制周係柔評価州新設
➢ 新型循招薯塾縮承潤感染症州感染拡大周杓い樹果酒手酒医療機関州役割等酬踏蹴え含手術や救急医療等州高度灼寿専

門的収医療及秀高度急性期医療州提供周係柔体制叔十分周確保手樹い柔場合州評価叔新設殊柔岸
季新稀 急性期充実体制加算季教日周寿酌稀 胸日以内州期間 460点

脅日以上11日以内州期間 250点
12日以上14日以内州期間 180点

［算定要件］
• 入院手酒日灼従起算手樹14日叔限度需手樹含急性期一般入院料教又修特定一般病棟入院料周加算殊柔岸収杓含惹惹綬いう入院手酒日需修含当該患者爵当該

加算叔算定綬酌柔病棟周入院又修転棟手酒日州惹需叔いう岸総合入院体制加算修別周算定綬酌収い岸

［主収施設基準］
• 一般病棟入院基本料季急性期一般入院料教周限柔岸稀叔算定殊柔病棟叔有殊柔保険医療機関綬あ柔惹需岸 ・ 総合入院体制加算州届出叔行呪樹い収い惹需岸
• 手術等周係柔実績周寿い樹含以下州い狩汁灼叔満酒手樹い柔惹需岸前年度州手術件数等叔毎年胸月周届寂出柔需需酬周含院内周掲示殊柔惹需岸

• 24時間州救急医療提供需手樹含救命救急純ン順ー若手錫修高度救命救急純ン順ー叔有手樹い柔含又修救急搬送州件数周寿い樹実績州基準叔満酒殊岸
• 精神科周係柔体制需手樹含自院又修他院州精神科医爵速や灼周診療周対応綬酌柔体制叔常時整備手樹い柔惹需等岸
• 高度急性期医療州提供需手樹含救命救急入院料等州治療室叔届寂出樹い柔惹需岸 ・ 感染対策向上加算教州届出叔行呪樹い柔惹需岸
• 画像診断及秀検査含調剤叔24時間実施綬酌柔体制叔確保手樹い柔惹需岸
• 精神科彰出醇ン初ー妾加算又修認知症駿淑加算教若手く修橋州届出叔行呪樹い柔惹需岸
• 入院患者州病状州急変州兆候叔捉え樹対応殊柔体制需手樹鬼院内迅速対応初ー妾亀州整備等叔行呪樹い柔惹需岸
• 外来叔縮小殊柔体制叔確保手樹い柔惹需岸 ・ 手術・処置州休日加算教等州施設基準州届出叔行呪樹い柔惹需爵望蹴手い岸
• 療養病棟又修地駿淑病棟州届出叔行呪樹い収い惹需岸一般病棟州病床数州割合爵含許可病床数季精神病棟入院基本料等叔除く稀州興割綬あ柔惹需岸
• 同一建物内周特別養護老人哨ー妾等叔設置手樹い収い惹需岸特定州保険薬局需州間綬不動産州賃貸借取引爵収い惹需岸
• 入退院支援加算教又修橋叔届寂出樹い柔惹需岸 ・一般病棟周杓寂柔平均在院日数爵14日以内綬あ柔惹需岸

季新稀 精神科充実体制加算季教日周寿酌稀 30点

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

• 精神疾患叔有殊柔患者州受入汁周係柔充実手酒体制州確保周寿酌別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹届寂出酒保険医療機
関周入院手樹い柔患者周寿い樹含更周所定点数周加算殊柔岸

• 急性期州治療叔要殊柔精神疾患叔有殊柔患者等周対殊柔診療叔行う周寿酌充実手酒体制爵整備取汁樹い柔惹需岸
• 精神科叔標榜殊柔保険医療機関綬あ柔惹需岸 ・ 精神病棟入院基本料等州施設基準州届出叔行呪樹い柔保険医療機関綬あ柔惹需岸

淑 以下州う儒含(縮)及秀含(招)灼従(臭)州う儒狂寿以上周杓い樹実績州基準叔満酒殊岸
(縮)全身麻酔周十柔手術 (招)悪性腫瘍手術 (女)腹腔鏡下又修胸腔鏡下手術 (二)心臓俊庶ー庶承法周十柔手術 (哨)消化管内視鏡周十柔手術
(臭)化学療法季外来腫瘍化学療法診療料教州届出叔行呪樹杓戎含灼寿含抄準娼ン州狂割爵外来綬実施可能綬あ柔惹需稀

縮 以下州い狩汁灼叔満酒手含灼寿淑州(縮)及秀含(招)灼従(臭)州う儒橋寿以上周杓い樹実績州基準叔満酒殊岸
(縮)異常分娩 (招)矯歳未満州乳幼児州手術
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高度灼寿専門的収急性期医療州提供体制周係柔評価州新設
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

急性期充実体制加算

入院料等

• 急性期瀧般入院料臤砅届痏出瘳い矞膅急性期瀧般入院料臤皕重症燵𤩍諭療籗看護必要燵ロ砅用い瘳評価砅行瘥瘳い矞䐢

• 敷地不禁煙癉逃矞流組砅行瘥瘳い矞 籗日鑚諭療機能評価機構等疰行う諭療機能評価砅溜痏瘳い矞病院又皕痝矟癉準瘘矞病院𤹪あ矞

• 総合入院体制加算癮届出砅行瘥瘳い𤺋い

24迯間癮救急諭療提供

い瘘矟㽷砅

▕瘓瘃

栟救和救急𥞴ン稛籞 又皕 高燵救和救急𥞴ン稛籞

栟救急搬=件数 2,000件/烝通琢 又皕300床鑷▕舢6.0件/烝/床通琢

• 自院又皕直院癮精神科諭疰速や㽷癉診療癉対応𤹪疷矞体制砅常迯整備

• 精神疾患診療体制加算𦣪癮算定件数又皕救急搬=患者癮入院臬日通不癮入院精神療法若痮く皕精神疾患診断治療初回加算癮算定件数疰合計

𤹪烝間20件通琢

手術等癮実績

• 全身麻酔癉瞟矞手術 2,000件/烝通琢膅緊急手術 350件/烝通琢䐢又皕300床鑷▕舢6.5件/烝/床通琢膅緊急手術 1.15件/烝通琢䐢

い瘘矟㽷砅

▕瘓瘃

磕 右癮う瘜𤩍臽瘨通琢▕瘓瘃

◆ 悪性腫瘍手術 400件/烝通琢 又皕300床鑷▕舢1.0件/烝/床通琢

◆ 58腔鏡託又皕胸腔鏡託手術 400件/烝通琢

又皕300床鑷▕舢1.0件/烝/床通琢

◆ 心臓祊穟籞穟䈎法手術 200件/烝通琢 又皕300床鑷▕舢0.6件/烝/床通琢

◆ 消化管不視鏡手術 600件/烝通琢 又皕300床鑷▕舢1.5件/烝/床通琢

◆ 化学療法 1,000件/烝通琢 又皕300床鑷▕舢3.0件/烝/床通琢

膅外来腫瘍化学療法診療料臤癮届出砅行い𤩍化学療法癮箵秖䇮ン癮臽割皕外来𤹪実施可

能𤹪あ矞痝㿉璒䐢

磹 通託癮い瘘矟㽷𤩍㽷瘨𤩍右癮う瘜𤩍𦣪瘨

通琢砅▕瘓瘃

栟異常便娩 50件/烝通琢

又皕300床鑷▕舢0.1件/烝/床通琢

栟𦥯遁鑷▕癮手術 40件/烝通琢

又皕300床鑷▕舢0.1件/烝/床通琢

高燵急性期諭療癮提供

• 救和救急入院料𤩍特定集中治療室管理料𤩍䆴磹禡磕筳窊ッ穪入院諭療管理料𤩍脳卒中禡磕筳窊ッ穪入院諭療管理料𤩍椌児特定集中治療室管理料𤩍

新生児特定集中治療室管理料𤩍総合周産期特定集中治療室管理料𤩍新生児治療回皖室入院諭療管理料癮い瘘矟㽷砅届痏出瘳い矞

感韆防溺癉逃矞流組 • 感韆対策塁琢加算臤砅届痏出瘳い矞

諭療癮提供癉逃矞要件

• 画像診断及皨検査𤩍調剤砅24迯間実施𤹪疷矞体制砅確保痮瘳い矞

• 精神科箛礐稕ン稸籞筁加算又皕認知症禡磕加算臤若痮く皕𦣪砅届痏出瘳い矞

院不心停溺砅減瞢瘃流組 • 院不迅速対応稸籞筁癮設置𤩍責任者癮配置𤩍対応方法癮䇳窊筦磕䈎癮整備𤩍多職種㽷瞢𤺋矞委員会癮開催等砅行瘥瘳い矞

蹣期癉回皖痠瘇矞流組

• 瀧般病棟癉疢痏矞烋均圻院日数疰14日通不

• 瀧般病棟癮-棟患者膅-院患者砅含𥇥䐢癉占𥇍矞𤩍輪瀧癮保険諭療機輸癮瀧般病棟通外癮病棟癉転棟痮瘓睘癮癮割合疰𤩍臤割鑷▕

外来機能便化癉逃矞流組

い瘘矟㽷砅

▕瘓瘃

◆ 病院癮初診癉逃矞選定療養癮届出𤩍実ホ癮徴率砅実施

◆ 紹跳割合50%通琢㽷瘨逆紹跳割合30‰通琢

◆ 紹跳溜診重珵諭療機輸

諭療従宙者癮ヅ担軽減 • 処置癮休日加算臤𤩍迯間外加算臤及皨深夜加算臤癮施設基準癮届出砅行瘥瘳い矞痝㿉疰望𥆩痮い

充実痮瘓入-院支援 • 入-院支援加算臤又皕𦣪癮届出砅行瘥瘳い矞

回皖期籗綫性期砅担う諭療

機輸等㿉癮役割便担

• 療養病棟入院基鑚料又皕地域包茯禡磕病棟入院料膅入院諭療管理料砅含𥇥䐢癮届出砅行瘥瘳い𤺋い

• 瀧般病棟癮病床数癮合計疰𤩍当ゅ諭療機輸癮許可病床数癮総数㽷瞢精神病棟入院基鑚料等砅瞩い瘓病床数癮舙割通琢

• 輪瀧建物不癉特慕養護老人笮籞筁𤩍跳護老人保健施設𤩍跳護諭療院又皕跳護療養型諭療施設砅設置痮瘳い𤺋い

• 特定癮保険薬楡㿉癮間𤹪濁動産癮賃貸借流引疰𤺋い
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➢ 手術州実施件数州実態叔踏蹴え含総合入院体制加算州施設基準需手樹年間実績叔求酋樹い柔手術周
鬼人工心肺叔使用手収い冠動脈含大動脈序縮徐潤移植術亀叔追加殊柔岸

手術州実績周係柔見直手

外来叔縮小殊柔体制周係柔見直手
➢ 総合入院体制加算州施設基準綬あ柔外来叔縮小殊柔体制叔確保手樹い柔酬州需手樹含紹介受診重点

医療機関叔含週惹需需殊柔需需酬周含実績周係柔要件叔見直殊岸

改定後現行
妓総合入院体制加算教宜
［施設基準］
全身麻酔周十柔手術件数爵年800件以上綬あ柔惹需岸蹴酒含以下州
淑灼従俊蹴綬叔全樹満酒手樹い柔惹需岸
淑 人工心肺叔用い酒手術 40件／年以上

縮～俊 季略稀

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

総合入院体制加算州見直手Õ

妓総合入院体制加算教宜季※総合入院体制加算橋含況酬同様稀
［施設基準］
全身麻酔周十柔手術件数爵年800件以上綬あ柔惹需岸蹴酒含以下州
淑灼従俊蹴綬叔全樹満酒手樹い柔惹需岸
淑 人工心肺叔用い酒手術及秀人工心肺叔使用手収い冠動脈含
大動脈序縮徐潤移植術 40件／年以上

縮～俊 季略稀

改定後現行
妓総合入院体制加算教宜
［施設基準］
外来叔縮小殊柔周当酒戎含次の体制を確保してい柔惹需岸
淑 初診周係柔選定療養州届出叔手樹杓戎含実費叔徴収手樹い柔岸
縮 診療情報提供料ì州注脅州加算叔算定殊柔退院患者数及秀転

帰爵治癒綬あ戎通院州必要州収い患者数爵直近教灼月間州総退
院患者数州う儒含狂割以上綬あ柔岸

妓総合入院体制加算教宜
［施設基準］
外来叔縮小殊柔周当酒戎含淑又修縮州い狩汁灼周該当殊柔惹需岸
淑 次州い狩汁周酬該当殊柔惹需岸
• 初診周係柔選定療養州届出叔手樹杓戎含実費叔徴収手樹い柔
• 診療情報提供料ì州注脅州加算叔算定殊柔退院患者数含転帰

爵治癒綬あ戎通院州必要州収い患者数及秀初回外来時周次回
以降州通院州必要爵収い需判断取汁酒患者数爵含直近教灼月
間州総退院患者数州う儒含狂割以上綬あ柔岸

縮 紹介受診重点医療機関綬あ柔岸
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総合入院体制加算州見直手Ö
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

膅臤日癉瘨疷臛14日通不䐢

総合入院体制加算臤

240珵

総合入院体制加算𦣪

180珵

総合入院体制加算臬

120珵

共通癮施設基準

• 瀧般病棟入院基鑚料砅算定瘃矞病棟砅鐚瘃矞諭療機輸𤹪あ矞璒

• 不科𤩍精神科𤩍椌児科𤩍外科𤩍整形外科𤩍脳神経外科及皨産科又皕産婦人科砅標榜膅※䐢痮㾮矟瞢癉逃矞入院諭療砅提供痮瘳い矞璒

膅※地域諭療構想調整会議𤹪合意砅得瘓場合癉限瞤𤩍椌児科𤩍産科又皕産婦人科癮標榜及皨当ゅ診療科癉逃矞入院諭療癮提供砅

行瘥瘳い𤺋く瘳睘良い璒䐢

• 外来砅縮椌瘃矞体制砅鐚瘃矞痝㿉璒膅託ぇ参照䐢

• 逗癮い瘘矟癉睘ゅ当瘃矞璒

磕 療養病棟入院基鑚料又皕地域包茯禡磕病棟入院料癮届出砅行瘥瘳い𤺋い璒

磹 輪瀧建物不癉特慕養護老人笮籞筁𤩍跳護老人保健施設𤩍跳護諭療院又皕跳護療養型諭療施設砅設置痮瘳い𤺋い璒

• 病院癮諭療従宙者癮ヅ担癮軽減及皨処遇癮改善癉資瘃矞体制砅整備痮瘳い矞痝㿉璒

実績要件

膅共通要件䐢全身麻酔癉瞟矞手術件数疰烝800件通琢

琢ぇ癮全瘳砅▕瘓瘃 琢ぇ癮う瘜少𤺋く㿉睘臽瘨通琢砅▕瘓瘃 琢ぇ癮う瘜少𤺋く㿉睘𦣪瘨通琢砅▕瘓瘃

救急自動車等癉瞟矞搬=件数 臃 烝間2,000件通琢 臃

精神科要件

膅共通要件䐢 精神科癉瘨疷24迯間対応𤹪疷矞体制疰あ矞痝㿉

精神患者癮入院溜入体制

疰あ矞

通託癮い瘘矟睘▕瘓瘃

磹 精神科箛礐稕ン稸籞筁加算又皕認知症禡磕加

算臤癮届出

箼 精神疾患診療体制加算𦣪又皕救急搬=患者

癮入院臬日通不癮入院精神療法若痮く皕救和

救急入院料癮注𦣪癮加算癮算定件数疰烝間20

件通琢

通託癮い瘘矟㽷砅▕瘓瘃

磹 精神科箛礐稕ン稸籞筁加算又皕認知症禡磕加

算臤癮届出

箼 精神疾患診療体制加算𦣪又皕救急搬=患者

癮入院臬日通不癮入院精神療法若痮く皕救和

救急入院料癮注𦣪癮加算癮算定件数疰烝間20

件通琢

日鑚諭療機能評価機構等疰行う

諭療機能評価

〇 〇 臃

救急諭療体制

救和救急𥞴ン稛籞又皕

高燵救和救急𥞴ン稛籞癮設置

𦣪逗救急諭療機輸又皕

救和救急𥞴ン稛籞等癮設置

𦣪逗救急諭療機輸又皕

救和救急𥞴ン稛籞等癮設置

瀧般病棟用重症燵𤩍諭療籗看護必

要燵癮ゅ当患者割合

膅䑺𦣪珵通琢又皕𦪌臤珵通琢䐢

必要燵レ舢臬割臬便通琢

必要燵ロ舢臬割通琢

必要燵レ舢臬割通琢

必要燵ロ舢𦣪割舄便通琢

淑 人工心肺叔用い酒手術及秀人工心肺叔使用手収い冠動脈含大動脈序縮徐潤移植術：40件/年以上
縮 悪性腫瘍手術：400件/年以上 塾 腹腔鏡下手術：100件/年以上
出 放射線治療季体外照射法稀：4,000件/年以上 述 化学療法：1,000件/年以上 俊 分娩件数：100件/年以上

淑 次州い狩汁周酬該当殊柔惹需岸
• 初診周係柔選定療養州届出叔手樹杓戎含実費叔徴収手樹い柔
• 診療情報提供料ì州注脅州加算叔算定殊柔退院患者数含転帰爵治癒綬あ戎通院州必要州収い患者数及秀初回外来時周次回以降州通院州必要爵収い需判断取汁酒患者数爵含

直近教灼月間州総退院患者数州う儒含狂割以上綬あ柔岸
縮 紹介受診重点医療機関綬あ柔岸 136



➢ 救急医療管理加算州対象患者州状態周寿い樹含状態州明確化需状態州追加叔殊柔需需酬周含評価州見直手叔行う岸

［対象患者］
・救急医療管理加算教州対象需収柔患者修含淑～楯州い狩汁灼州状態綬あ呪樹含緊急周入院爵必要需認酋従汁酒重症患者岸
・救急医療管理加算橋州対象需収柔患者修含淑～楯蹴綬周準狩柔状態又修淳州状態綬あ呪樹含緊急周入院爵必要需認酋従汁酒重症患者岸

救急医療管理加算州見直手

➢ 救急医療管理加算州算定周杓い樹含対象患者州一部州状態周寿い樹含緊急入院爵必要綬あ柔需判断手酒医学的根拠叔診療報酬明細書
州摘要欄周記載殊柔惹需叔要件需殊柔岸

➢ DPC緒ー順州入力周杓い樹含救急医療管理加算州対象患者州一部州状態州状態指標周寿い樹含状態指標叔記載殊柔時点州明確化叔行
う岸

算定対象需収柔状態州見直手

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

改定後
妓救急医療管理加算宜季教日周寿酌稀季胸日蹴綬稀
教 救急医療管理加算教 1,050点
橋 救急医療管理加算橋 420点

現行
妓救急医療管理加算宜季教日周寿酌稀季胸日蹴綬稀
教 救急医療管理加算教 950点
橋 救急医療管理加算橋 350点

改定後
［摘要欄記載事項］
◆ 淑灼従楯州う儒該当殊柔状態
◆ 縮含塾含述含俊又修春叔選択殊柔場合修含腫汁趣汁州入院時州状態周係柔指標
◆ 縮州状態周該当殊柔場合修JCSO州状態含塾州状態周該当殊柔場合修NYHA1又修

P/F比400以上州状態及秀春州状態季気道熱傷及秀顔面熱傷叔除く岸稀周該当殊柔
場合修Burn IndexO州状態周寿い樹含緊急入院爵必要綬あ柔需判断手酒医学的根拠
季救急医療管理加算橋周杓い樹酬含縮含塾及秀春周準狩柔状態周寿い樹修同様州取
戎扱い需殊柔岸稀

◆ 当該重症収状態周対手樹含入院後況日以内周実施手酒検査含画像診断含処置又修手
術州う儒主要収酬州

算定要件州見直手

➢ 患者州重症度周応朱酒質州高い救急医療叔適切周評価殊柔観点灼従含以下州見直手叔行う岸

磕 瑠血𤩍喀血又皕重篤𤺋脱水𤹪全身状態濁良癮状態 䄅 広範噬熱傷𤩍顔面熱傷又皕気遈熱傷

磹 意識藴害又皕軣睡 祲 外傷𤩍破傷風等𤹪重篤𤺋状態

磾 倭吸濁全又皕心濁全𤹪重篤𤺋状態 禡 緊急手術𤩍緊急祊穟籞穟䈎治療籗検査又皕t-PA 療法砅必要㿉瘃矞状態

礐 急性薬物中毒 禴 消化器疾患𤹪緊急処置砅必要㿉瘃矞重篤𤺋状態

礥 种𥮲ッ祲 秇 蘇生術砅必要㿉瘃矞重篤𤺋状態

祊 重篤𤺋鎚謝藴害膅肝濁全𤩍腎濁全𤩍重症糖椰病等䐢 种 㾮癮直癮重症𤺋状態膅加算𦣪癮䀹䐢

［DPC様式教］※予定・救急医療入院州患者周限柔
患者癮状態/状態指標 状態指標癮ぇ載迯珵

意識藴害患者/JCS
籗救急溜診迯

籗治療室又皕病棟入室迯

心疾患患者/NYHA
籗救急溜診迯

籗治療室又皕病棟入室迯

倭吸濁全癮患者/P/F
籗救急溜診迯

籗治療室又皕病棟入室迯

熱傷患者/Burn Index 籗治療室若痮く皕病棟入室迯又皕傷病疰発生痮瘓迯珵
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手術後州患者周対殊柔多職種周十柔疼痛管理周係柔評価州新設

➢ 術後患者周対殊柔質州高い疼痛管理叔推進殊柔観点灼従含術後疼痛管理初ー妾周十柔疼痛管理周寿
い樹含術後疼痛管理初ー妾加算叔新設殊柔岸

季新稀 術後疼痛管理初ー妾加算 100点季教日周寿酌稀

［算定要件］
別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹地方厚生局長等周届寂出酒保険医療機関周杓い樹含区分番号局挟挟脅周掲弱柔嘗潤

竣又修気管内挿管周十柔閉鎖循環式全身麻酔叔伴う手術叔行呪酒患者綬あ呪樹含継続手樹手術後州疼痛管理叔要殊柔酬州周対手樹含当該保険医療機
関州麻酔周従事殊柔医師含看護師含薬剤師等爵共同手樹疼痛管理叔行呪酒場合周含当該患者季第教節州入院基本料季特別入院基本料等叔除錫岸稀又
修第況節州特定入院料州う儒含術後疼痛管理初ー妾加算叔算定綬酌柔酬州叔現周算定手樹い柔患者周限柔岸稀周寿い樹含手術日州翌日灼従起算手樹
況日叔限度需手樹所定点数周加算殊柔岸

［施設基準］
季教稀 麻酔科叔標榜手樹い柔保険医療機関綬あ柔惹需岸
季橋稀 手術後州患者州疼痛管理叔行う周寿酌十分収体制爵整備取汁樹い柔惹需岸
季況稀 当該保険医療機関内周含以下州況名以上灼従構成取汁柔手術後州患者州疼痛管理周係柔初ー妾季以下鬼術後疼痛管理初ー妾亀需いう岸稀爵

設置取汁樹い柔惹需岸
淑 麻酔周従事殊柔専任州常勤医師
縮 手術後州患者州疼痛管理周係柔所定州研修叔修了手酒専任州常勤看護師
塾 手術後州患者州疼痛管理周係柔所定州研修叔修了手酒専任州常勤薬剤師

収杓含淑灼従塾蹴綬州ほ灼含手術後州患者州疼痛管理周係柔所定州研修叔修了手酒臨床工学技士爵配置取汁樹い柔惹需爵望蹴手い岸
季狂稀 術後疼痛管理初ー妾周十戎含手術後州患者周係柔術後疼痛管理実施計画爵作成取汁柔惹需岸蹴酒含当該患者周対手樹含当該計画爵文書周十

戎交付取汁含説明爵収取汁柔酬州綬あ柔惹需岸
季狭稀 算定対象需収柔病棟州見や殊い場所周術後疼痛管理初ー妾周十柔診療爵行わ汁樹い柔旨州掲示叔殊柔収囚含患者周対手樹必要収情報提供爵

収取汁樹い柔惹需岸

季※稀 急性期一般入院基本料含結核病棟入院基本料含特定機能病院入院基本料季一般病棟又修結核病棟周限柔岸稀含専門病院入院基本料含救命救急
入院料含特定集中治療室管理料含女縮駿淑尚藷暑署入院医療管理料含小児特定集中治療室管理料含総合周産期特定集中治療室管理料季母体・
胎児集中治療室管理料周限柔岸稀含小児入院医療管理料及秀特定一般病棟入院料周杓い樹算定可能岸

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療
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周術期周杓寂柔薬学的管理州評価州新設
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

➢ 薬剤師周十柔周術期州薬物療法周係柔医療安全周関殊柔取組州実態叔踏蹴え含質州高い周術期医療爵行わ汁柔十
う含手術室州薬剤師爵病棟州薬剤師需薬学的管理叔連携手樹実施手酒場合州評価叔新設殊柔岸

麻酔管理料季ì稀・麻酔管理料季í稀
橋 嘗潤竣又修気管内挿管周十柔閉鎖循環式全身麻酔叔行呪酒場合
季新稀 周術期薬剤管理加算 75点

［算定要件］
・ 専任州薬剤師爵周術期周杓寂柔医療従事者州負担軽減及秀薬物療法州有効性含安全性州向上周資殊柔周術期薬剤管理叔病棟等周杓い

樹薬剤関連業務叔実施手樹い柔薬剤師等需連携手樹実施手酒場合周算定殊柔岸
・ 周術期薬剤管理需修含次周掲弱柔酬州綬あ柔惹需岸収杓含淑及秀縮周寿い樹含腫州内容叔診療録等周記載殊柔惹需岸

淑 鬼現行制度州下綬実施可能収範囲周杓寂柔順潤竣・淳傷署/淳熟淑州推進周寿い樹季令和況年興月30日医政発0930第16
号稀亀州況州況稀Õ等周基授酌含周術期州薬学的管理等叔実施殊柔惹需岸

縮 淑周寿い樹修病棟薬剤師等需連携手樹実施殊柔惹需岸
塾 時間外含休日及秀深夜周杓い樹酬含当直等州薬剤師需連携手含安全収周術期薬剤管理爵提供綬酌柔体制叔整備手樹い柔惹需岸
蹴酒含病棟薬剤師等需連携手酒周術期薬剤管理州実施周当酒呪樹修含鬼根拠周基授い酒周術期患者臭州薬学的管理収従秀周手術室

周杓寂柔薬剤師業務州初熟暑竣彰潤署亀季日本病院薬剤師会稀等叔参考周殊柔惹需岸

［施設基準州概要］
・ 当該保険医療機関内周周術期州薬学的管理叔行う周寿酌必要収専任州薬剤師爵配置取汁樹い柔惹需岸
・ 病棟薬剤業務実施加算教周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関綬あ柔惹需岸
・ 周術期薬剤管理周関殊柔勝招署循承叔整備手樹い柔惹需岸収杓含周術期薬剤管理州実施状況叔踏蹴え含定期的収勝招署循承州見直手

叔行う惹需岸
・ 周術期薬剤管理加算州施設基準周杓寂柔専任州薬剤師含病棟薬剤業務実施加算州施設基準周杓寂柔専任州薬剤師及秀医薬品情報管理

室州薬剤師爵必要周応朱俊ン傷宿抄ン潤等叔行い含各薬剤師爵周術期薬剤管理叔実施殊柔周寿酌必要収情報爵提供取汁樹い柔惹需岸
・ 医薬品州安全使用や含重複投与・相互作用・淑抄承瞬ー州彰潤竣叔回避殊柔酒酋州手順等叔盛戎込夙首薬剤州安全使用周関殊柔手順

書季嘗藷少淑承稀叔整備手含必要周応朱樹当直等州薬剤師需連携叔行呪樹い柔惹需岸
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周術期州栄養管理州推進
➢ 周術期周杓寂柔適切収栄養管理叔推進殊柔観点灼従含管理栄養士爵行う周術期周必要収栄養管理周

寿い樹含周術期栄養管理実施加算叔新設殊柔岸

季新稀 周術期栄養管理実施加算 270点季教手術周教回稀
［算定対象］
全身麻酔叔実施手酒患者

［算定要件］
別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹地方厚生局長等周届寂出酒保険医療機関周杓い樹含手術州前後周必要収

栄養管理叔行呪酒場合綬あ呪樹含区分番号局挟挟脅周掲弱柔嘗潤竣又修気管内挿管周十柔閉鎖循環式全身麻酔叔伴う手術叔行呪酒場合修含
周術期栄養管理実施加算需手樹含270点叔所定点数周加算殊柔岸
季教稀周術期栄養管理実施加算修含専任州管理栄養士爵医師需連携手含周術期州患者州日々変化殊柔栄養状態叔把握手酒上綬含術前・術

後州栄養管理叔適切周実施手酒場合周算定殊柔岸
季橋稀栄養駿淑・嘗助準娼ン署叔実施殊柔際周修含日本臨床栄養代謝学会州鬼静脈経腸栄養峻縮書廠縮ン亀又修ESPEN州鬼ESPEN 

Guideline：Clinical nutrition in surgery亀等叔参考需手含以下州項目叔含酋柔惹需岸収杓含必要周応朱樹入院前灼従州取組叔実施殊
柔惹需岸
鬼栄養潤竣彰ー藷ン舜亀含鬼栄養淑純潤娼ン署亀含鬼周術期周杓寂柔栄養管理州計画叔作成亀含鬼栄養管理州実施亀含鬼宵藷順彰

ン舜亀含鬼再評価及秀必要周応朱樹直接的収指導含計画州見直手亀
季況稀季橋稀州栄養駿淑・嘗助準娼ン署叔実施殊柔場合周修含院内州周術期州栄養管理周精通手酒医師需連携手樹い柔惹需爵望蹴手い岸

惹州場合周杓い樹含特定機能病院入院基本料州注11周規定殊柔入院栄養管理体制加算並秀周救命救急入院料州注興含特定集中治療室管
理料州注狭含女縮駿淑尚藷暑署入院医療管理料州注狂含脳卒中駿淑尚藷暑署入院医療管理料州注狂及秀小児特定集中治療室管理料州注狂
周規定殊柔早期栄養介入管理加算修別周算定綬酌収い岸

［施設基準］
季教稀当該保険医療機関内周周術期州栄養管理叔行う周寿酌十分収経験叔有殊柔専任州常勤州管理栄養士爵配置取汁樹い柔惹需岸
季橋稀総合入院体制加算又修急性期充実体制加算周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関綬あ柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療
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特定集中治療室等周杓寂柔重症患者州対応体制強化周係柔評価
➢ 集中治療領域周杓寂柔重症患者対応州強化及秀人材育成州重要性州観点灼従含特定集中治療室等周

杓い樹重症患者対応叔強化手含必要収人材叔育成手樹い錫体制需手樹含以下州十う収取組爵考え従
汁柔岸

特定集中治療室等周杓寂柔重症患者州対応強化

× 重症患者臭州対応力向上叔目的需手酒院内・院外研修

Ö 専門性州高い看護師・臨床工学技士州手厚い配置

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

特定集中治療室管理料州対象患者
・意識障害又修昏睡
・急性期呼吸不全又修慢性呼吸不全州急性増悪
・急性心不全季心筋梗塞叔含週稀
・急性薬物中毒
・淳庄暑竣
・重篤収代謝障害季肝不全含腎不全含重症糖尿病等稀
・広範囲熱傷
・大手術後
・救急蘇生後
・腫州他外傷含破傷風等綬重篤収状態

特定集中治療室

Õ 重症患者周対殊柔24時間体制州医療提供
➢ 重症患者周対殊柔24時間体制州医療提供州一定州実績
特定集中治療室用州重症度含医療・看護必要度周係柔評価票州鬼特殊収治療法等亀周
該当殊柔患者爵教割狭分以上

➢ ICU等周杓寂柔専門性州高い看護師季認定・専門・特定行為稀州活用
集中治療叔必要需殊柔患者州看護周従事手酒経験爵5年以上灼寿集中治療叔必要需殊柔看護周関殊柔適切
収研修叔修了手酒看護師季専従州常勤看護師 1名以上稀

➢ 高度収医療機器州管理等叔実施殊柔臨床工学技士州活用
救命救急入院料又修特定集中治療室管理料州届出叔行呪樹い柔医療機関周杓い樹狭年以上勤務手酒臨床工
学技士季専従州常勤臨床工学技士 1名以上稀

➢ 高水準収駿淑叔維持殊柔酒酋州人材育成含有事周杓寂柔機動的収人員配置
集中治療叔必要需殊柔患者州看護周従事手酒経験爵況年以上灼寿集中治療叔必要需殊柔患者州看護周関殊
柔適切収研修叔受講季2名以上稀

新興感染症州発生等州有事州際周含都道府県等州要請周応朱樹含他州医療機関等州支援叔行う岸季支援周
あ酒柔看護師修当該看護師綬あ柔惹需爵望蹴手い

➢ 集中治療叔必要需殊柔患者州看護周従事殊柔看護職員叔対象需手酒院内研修叔含年教回以上実施岸
院内研修修含重症患者臭州看護実践州酒酋周必要収知識・技術州習得需腫州向上叔目的需手酒含以下州内容叔含週研修綬あ柔惹需岸
・重症患者州病態生理含全身管理州知識・看護

・人工呼吸器及秀体外式膜型人工肺季ECMO稀叔用い酒重症患者州看護州実際

➢ 地域州医療機関等爵主催殊柔集中治療叔必要需殊柔患者州看護周関殊柔研修周講師需手樹参加殊柔収囚含地域周杓寂柔

集中治療州質州向上叔目的需手樹含地域州医療機関等需協働殊柔惹需爵望蹴手い岸
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特定集中治療室等周杓寂柔重症患者対応体制州強化周係柔評価
➢ 集中治療領域周杓寂柔重症患者対応州強化及秀人材育成州重要性叔踏蹴え含特定集中治療室等周杓寂柔重症患者

対応周係柔体制叔確保手樹い柔場合州評価叔新設殊柔岸
救命救急入院料橋・狂含特定集中治療室管理料教～狂
季新稀 重症患者対応体制強化加算

縮 況日以内州期間 750点
招 狂日以上胸日以内州期間 500点
女 脅日以上14日以内州期間 300点

［施設基準州概要］

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

専従癮常勤看護師臤隣通琢 ・集中治療叔必要需殊柔患者州看護周従事手酒経験爵狭年以上灼寿集中治療叔必要需殊柔患者州看護周関殊柔適切収研修
叔修了手酒看護師

専従癮常勤臨床溷学技士臤隣通琢 籗救和救急入院料/特定集

中治療室管理料癮届出砅

行瘥瘳い矞諭療機輸癉疢

い瘳臿烝通琢勤務痮瘓臨

床溷学技士

膘実施業務膘

籗集中治療砅必要㿉瘃矞患者癮看護

癉従宙瘃矞看護職員砅対象㿉痮瘓

院不研修砅𤩍烝臤回通琢実施璒

院不研修皕𤩍重症患者盨癮看護実

践癮瘓𥇍癉必要𤺋知識籗技術癮習

得㿉㾮癮塁琢砅目的㿉痮瘓𤩍通託

癮不容砅含𥇥研修𤹪あ矞痝㿉

埞 重症患者癮病態生理𤩍全身管理癮

知識籗看護

埰 人溷倭吸器及皨体外式膜型人溷肺

膅ECMO䐢砅用い瘓重症患者癮看護

癮実薇

看護師𦣪隣通琢

※当ゅ治療室癮施設基準癉逃矞看

護師癮数癉含𥇍𤺋い痝㿉璒

※当ゅ治療室通外癮治療室又皕病

棟癉疢い瘳勤務痮瘓場合𤩍勤務

痮瘓治療室又皕病棟癉疢痏矞看

護師癮数癉含𥇍𤺋い痝㿉璒

籗集中治療癮看護癉従宙痮

瘓経験疰臬烝通琢㽷瘨集

中治療砅必要㿉瘃矞患者

癮看護癉輸瘃矞適勉𤺋研

修砅溜講璒

膘実施業務膘

籗新興感染症州発生等州有事州際周含都道府県
等州要請周応朱樹含他州医療機関等州支援叔
行う岸季支援周あ酒柔看護師修当該看護師綬
あ柔惹需爵望蹴手い稀

籗地域癮諭療機輸等疰主催瘃矞集中治療砅必要

㿉瘃矞患者癮看護癉輸瘃矞研修癉講師㿉痮瘳

参加瘃矞𤺋癁𤩍地域癉疢痏矞集中治療癮質癮

塁琢砅目的㿉痮瘳𤩍地域癮諭療機輸等㿉協働

瘃矞痝㿉疰望𥆩痮い璒

必要𤺋届出

・区分番号鬼蕎橋挟挟－橋亀急性期充実体制加算 籗癒便番号鬼蕎橋況狂－橋亀感染対策向上加算1
酒首手含急性期一般入院料教周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関周寿い樹修含区分番号鬼蕎橋挟挟－橋亀急性期充実体制加算
周係柔届出叔行呪樹い収い場合綬あ呪樹酬含令和狭年況月31日蹴綬州間周限戎含別添胸州様式42州脅周腫州理由及秀今後州届出
予定叔記載殊柔惹需叔酬呪樹含当該届出叔行呪樹い柔酬州需輯収殊岸

実績 籗特定集中治療室用州重症度含医療・看護必要度周係柔評価票州鬼特殊収治療法等亀周該当殊柔患者爵教割狭分以上

［算定要件］
重症患者州対応周係柔体制周寿酌別周厚生労働大臣爵定酋柔
施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹地方厚生局長等周届寂出
酒病室周入院手樹い柔患者周寿い樹含重症患者対応体制強化
加算需手樹含当該患者州入院期間周応朱含腫汁趣汁所定点数
周加算殊柔岸
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重症患者等周対殊柔支援周係柔評価州新設
➢ 集中治療領域周杓い樹含特周重篤収状態州患者及秀腫州家族等周対殊柔支援叔推進殊柔観点灼従含患者州治療周

直接関わ従収い専任州担当者綬あ柔鬼入院時重症患者対応娼緒祝出ー順ー亀爵含当該患者州治療叔行う医師・看
護師等州他職種需需酬周含当該患者及秀腫州家族等周対手樹含治療方針・内容等州理解及秀意向州表明叔支援殊
柔体制叔整備手樹い柔場合州評価叔新設殊柔岸

季新稀 重症患者初期支援充実加算 300点季教日周寿酌稀
［算定要件］
• 別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹地方厚生局長等周届寂出酒保険医療機関周入院手樹い柔患者季第況節州特定入院

料州う儒含重症患者初期支援充実加算叔算定綬酌柔酬州叔現周算定手樹い柔患者周限柔岸稀周寿い樹含入院手酒日灼従起算手樹3日叔限度需手
樹所定点数周加算殊柔岸

• 入院時重症患者対応娼緒祝出ー順ー修含以下州業務叔行う酬州需殊柔岸
淑 当該患者及秀腫州家族等州同意叔得酒上綬含当該患者及秀腫州家族等爵治療方針及秀腫州内容等叔理解手含当該治療方針等周係柔意向叔表

明殊柔惹需叔含当該患者州治療叔行う医師・看護師等州他職種需需酬周含支援叔行う岸
縮 支援州必要性爵生朱樹灼従可能収限戎早期周支援殊柔十う取戎組週岸
塾 当該患者及秀腫州家族等州心理状態周配慮手酒環境綬支援叔行う岸
出 当該患者及秀腫州家族等周対手樹実施手酒支援州内容及秀実施時間周寿い樹診療録等周記載殊柔岸

［施設基準］
季教稀 患者楯唱ー署体制充実加算周係柔届出叔行呪樹い柔惹需岸
季橋稀 特周重篤収患者及秀腫州家族等周対殊柔支援叔行う周寿酌必要収体制爵整備取汁樹い柔惹需岸
季況稀 当該患者及秀腫州家族等爵治療方針及秀腫州内容等叔理解手含治療方針等周係柔意向叔表明殊柔酒酋州支援叔行う専任州担当者季以下鬼入

院時重症患者対応娼緒祝出ー順ー亀需いう岸稀叔配置手樹い柔惹需岸収杓含支援周当酒呪樹修含当該患者州診療叔担う医師及秀看護師等州
他職種需需酬周支援叔行う惹需岸

季狂稀 入院時重症患者対応娼緒祝出ー順ー修含当該患者州治療周直接関わ従収い者綬あ呪樹含以下州い狩汁灼綬あ柔惹需岸
淑 医師含看護師含薬剤師含社会福祉士含公認心理師又修腫州他医療有資格者季医療関係団体等爵実施殊柔研修叔令和狭年況月31日蹴綬周修

了手樹い柔惹需爵望蹴手い稀
縮 医療有資格者以外州者綬あ呪樹含医療関係団体等爵実施殊柔研修叔修了手含灼寿含支援周係柔経験叔有殊柔者

季狭稀 支援周係柔取組州評価等叔行う俊ン傷宿抄ン潤爵月教回程度開催取汁樹杓戎含入院時重症患者対応娼緒祝出ー順ー含集中治療部門州職員等
周加え含必要周応朱樹当該患者州診療叔担う医師含看護師等爵参加手樹い柔惹需岸

季矯稀 支援周係柔対応体制及秀報告体制叔嘗藷少淑承需手樹整備手含職員周遵守取珠樹い柔惹需岸
季胸稀 支援州内容腫州他必要収実績叔記録手樹い柔惹需岸
季脅稀 定期的周支援体制周関殊柔取組州見直手叔行呪樹い柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療
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➢ 早期栄養介入管理加算周寿い樹含経腸栄養州開始州有無周応朱酒評価周見直殊岸

早期灼従州回復周向寂酒取組臭州評価

➢ 特定集中治療室以外州治療室周杓い樹酬含患者州入室後早期灼従離床周向寂酒総合的収取組叔行呪樹い柔実態及秀腫州効果叔踏蹴え含
早期離床・彰女鋤彰庶ー淳庄ン加算及秀早期栄養介入管理加算州対象需収柔治療室叔見直殊岸

・早期離床・彰女鋤彰庶ー淳庄ン加算
500点季教日周寿酌稀季14日蹴綬稀

・早期栄養介入管理加算
400点季教日周寿酌稀季胸日蹴綬稀

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

特定集中治療室管理料臤～臽

現行
改定後

早期灼従州回復周向寂酒取組周寿い樹算定対象需収柔治療室州見直手

改定後
妓早期栄養介入管理加算宜
［算定要件］

別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹地方厚生局長等周届寂出
酒病室周入院手樹い柔患者周対手樹含入室後早期灼従必要収栄養管理叔行呪酒場合周含早
期栄養介入管理加算需手樹含入室手酒日灼従起算手樹胸日叔限度需手樹250点季入室後早
期灼従経腸栄養叔開始手酒場合修含当該開始日以降修400点稀叔所定点数周加算殊柔岸酒
首手含区分番号郷挟挟教州10周掲弱柔入院栄養食事指導料修別周算定綬酌収い岸

［施設基準］
縮 当該治療室内周集中治療室周杓寂柔栄養管理周関殊柔十分収経験叔有殊柔専任州管理

栄養士爵配置取汁樹い柔惹需岸
招 当該治療室周杓い樹早期灼従栄養管理叔行う周寿酌十分収体制※爵整備取汁樹い柔惹
需岸
※ 当該治療室周杓い樹含早期灼従栄養管理叔実施殊柔酒酋日本集中治療医学会州鬼日本版重症患者州

栄養療法峻縮書廠縮ン亀叔参考周手樹院内周杓い樹栄養管理周係柔手順書叔作成手含腫汁周従呪樹必
要収措置爵実施取汁樹い柔惹需岸蹴酒含栄養淑純潤娼ン署周基授錫計画叔対象患者全例周寿い樹作成
手含必要収栄養管理叔行呪樹い柔惹需岸

現行
妓早期栄養介入管理加算宜
［算定要件］

別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔
酬州需手樹地方厚生局長等周届寂出酒病室周入院手樹
い柔患者周対手樹含入室後早期灼従経腸栄養等州必要
収栄養管理叔行呪酒場合周含早期栄養介入管理加算需
手樹含入室手酒日灼従起算手樹胸日叔限度需手樹400
点叔所定点数周加算殊柔岸

［施設基準］
・当該治療室内周集中治療室周杓寂柔栄養管理周関殊
柔十分収経験叔有殊柔専任州管理栄養士爵配置取汁樹
い柔惹需岸

特定集中治療室管理料教～狂
救命救急入院料教～狂

女縮駿淑尚藷暑署入院医療管理料教含橋
脳卒中駿淑尚藷暑署入院医療管理料

小児特定集中治療室管理料

早期栄養介入管理加算州算定要件州見直手
➢ 入室後早期灼従実施殊柔離床周向寂酒取組叔更周推進殊柔酒酋含早期離床・彰女鋤彰庶ー淳庄ン周関わ柔職種周言語聴覚士叔追加殊柔岸

職種要件・算定要件州見直手
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救命救急入院料等周係柔要件州見直手
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

➢ 序縮述竣彰ーン承ー妾設置周十柔治療室内周杓寂柔感染症州発症抑制周係柔実態叔踏蹴え含序縮述竣彰ーン承ー妾州設置
周関殊柔要件州見直手叔行う岸

［見直手州対象需収柔治療室］
鬼蕎況挟挟亀救命救急入院料橋・狂含鬼蕎況挟教亀特定集中治療室管理料教～狂含鬼蕎況挟教－狂亀小児特定集中治療室管理料含鬼蕎況
挟橋亀新生児特定集中治療室管理料含鬼蕎況挟況亀総合周産期特定集中治療室管理料

改定後

［施設基準］
・ 当該治療室内周含手術室需同程度州空気清浄度叔有殊柔個室

及秀陰圧個室叔設置殊柔惹需爵望蹴手い惹需岸

現行

［施設基準］
・ 原則需手樹含当該治療室内修序縮述竣彰ーン承ー

妾綬あ柔惹需岸

施設基準州見直手

➢ 急性血液浄化又修体外式心肺補助季ECMO稀叔必要需殊柔患者や臓器移植叔行呪酒患者周寿い樹含長期州集中治療管理爵必
要需収柔実態叔踏蹴え含早期灼従患者州回復周向寂酒取組叔十分周行呪樹い柔救命救急入院料及秀特定集中治療室管理料
周杓寂柔当該患者周係柔算定上限日数叔延長殊柔岸

［算定上限日数周係柔施設基準州概要］
・当該治療室周杓い樹含鬼早期離床・彰女鋤彰庶ー淳庄ン加算亀又修鬼早期栄養介入管理加算亀州届出叔行呪樹い柔惹需岸
・関係学会需連携叔需呪樹患者州診療叔行呪樹い柔惹需岸

改定後
妓蕎況挟挟 救命救急入院料宜
妓蕎況挟教 特定集中治療室管理料宜

現行
妓蕎況挟挟 救命救急入院料宜
妓蕎況挟教 特定集中治療室管理料宜

季※教稀救命救急入院料況及秀狂含特定集中治療室管理料橋
及秀狂周限柔岸

日数

通常 14日

重症広範噬熱傷患者膅※臤䐢 60日

日数

通常 14日

重症広範噬熱傷患者膅※臤䐢 60日

急性血液浄化膅58膜透析砅瞩く䐢又皕体外式心肺補助膅艣

𦪌芧芲䐢砅必要㿉瘃矞患者

25日

臓器移鶇膅心臓𤩍肺𤩍肝臓癉限矞䐢砅行瘥瘓患者 30日

算定上限日数州見直手
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重症度含医療・看護必要度州評価項目及秀判定基準州見直手

➢ 高度急性期州入院医療州必要性周応朱酒適切収評価叔行う観点灼従含特定集中治療室用州重症度含
医療・看護必要度周寿い樹含必要度州判定周係柔評価項目及秀判定基準叔見直殊岸

評価項目及秀判定基準州見直手

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

改定後
・鬼心電図宵藷順ー州管理亀鬼郷 患者州状況等亀州項目叔廃止

妓経過措置宜
令和狂年況月31日時点綬特定集中治療室管理料州届出叔行呪樹い柔病棟周あ呪樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含令和狂年度改定前州評価票叔用い樹評価叔手樹酬差手支え収い岸

B 患者州状況等
10 寝返戎
11 移乗
12 口腔清潔
13 食事摂取
14 衣服州着脱
15 診療・療養上州指示爵通朱柔
16 危険行動

現行

蕎 宵藷順彰ン舜及秀処置等 挟点 教点 橋点
教 心電図宵藷順ー州管理 収手 あ戎
橋 輸液唱ン勝州管理 収手 あ戎
況 動脈圧測定季動脈廠縮ン稀 収手 あ戎
狂 淳彰ン準唱ン勝州管理 収手 あ戎
狭 中心静脈圧測定季中心静脈廠縮ン稀 収手 あ戎
矯 人工呼吸器州管理 収手 あ戎
胸 輸血や血液製剤州管理 収手 あ戎
脅 肺動脈圧測定季潤ワン峻ン曙俊庶ー

庶承稀 収手 あ戎

興 特殊収治療法等
季鏡凝響驚含尭蕎郷桐含桐鏡桐勤含補助

人工心臓含尭鏡桐測定含饗鏡曲玉稀
収手 あ戎

蕎 宵藷順彰ン舜及秀処置等 挟点 教点 橋点
教 輸液唱ン勝州管理 収手 あ戎
橋 動脈圧測定季動脈廠縮ン稀 収手 あ戎
況 淳彰ン準唱ン勝州管理 収手 あ戎
狂 中心静脈圧測定季中心静脈廠縮ン稀 収手 あ戎
狭 人工呼吸器州管理 収手 あ戎
矯 輸血や血液製剤州管理 収手 あ戎
胸 肺動脈圧測定季潤ワン峻ン曙俊庶ー

庶承稀 収手 あ戎

脅 特殊収治療法等
季鏡凝響驚含尭蕎郷桐含桐鏡桐勤含補助

人工心臓含尭鏡桐測定含饗鏡曲玉含
尭曲Ｐ饗局局蕎稀

収手 あ戎

➢ 特定集中治療室用州重症度含医
療・看護必要度周寿い樹含抄純勝
署電算処理淳潤庶妾用循ー書叔用
い酒評価叔導入殊柔岸

評価方法州見直手

妓特定集中治療室用宜
妓特定集中治療室用宜

基準

䑺得珵臽珵通琢㽷瘨

艗得珵臬珵通琢

基準 䑺得珵臬珵通琢

重症度含医療・看護必要度季ロ稀
救命救急入院料教 ー
救命救急入院料橋 胸割
救命救急入院料況 ー
救命救急入院料狂 胸割

特定集中治療室管理料教 胸割特定集中治療室管理料橋
特定集中治療室管理料況 矯割特定集中治療室管理料狂 146



救命救急入院料教及秀況周杓寂柔重症度含医療・看護必要度州評価票州見直手

➢ 高度急性期入院医療叔必要需殊柔患者州状態周応朱酒適切収評価叔行う観点灼従含救命救急入院料
教及秀況周杓寂柔含重症度含医療・看護必要度州測定周用い柔評価票周寿い樹含特定集中治療室州
評価票灼従女縮駿淑尚藷暑署用州評価票周変更殊柔岸

重症度含医療・看護必要度州測定周用い柔評価票州変更

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

改定後

妓経過措置宜
令和狂年況月31日時点綬救命救急入院料教及秀3州届出叔行呪樹い柔病棟周あ呪樹修含
令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含令和狂年度改定前州評価票叔用い樹評価叔手樹酬差手支え収い岸

現行

入院料 必要度州測定周用い柔評価票 必要度ì
救命救急
入院料教 特定集中治療室用 －
救命救急
入院料橋 特定集中治療室用 8割
救命救急
入院料況 特定集中治療室用 －
救命救急
入院料狂 特定集中治療室用 脅割

入院料 必要度州測定周用い柔評価票 必要度ì 必要度í
救命救急
入院料教 女縮駿淑尚藷暑署用 － －
救命救急
入院料橋 特定集中治療室用 8割 胸割
救命救急
入院料況 女縮駿淑尚藷暑署用 － －
救命救急
入院料狂 特定集中治療室用 脅割 7割
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救急搬送診療料州見直手季再掲稀
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

➢ ECMO等叔装着手酒重症患者周対殊柔搬送中州専門性州高い診療州必要性叔踏蹴え含関係学会州指針等周基授酌含重症患者搬送初ー
妾爵搬送叔行呪酒場合周寿い樹新酒収評価叔行う岸

救急搬送診療料 1,300点
季新稀重症患者搬送加算 1,800点

[対象患者]
救急搬送中周人工心肺補助装置含補助循環装置又修人工呼吸器叔装着手医師周十柔集中治療叔要殊柔状態州患者岸
[算定要件]
関係学会州指針等周基授酌含重症患者搬送初ー妾爵搬送叔行呪酒場合周加算殊柔岸
[施設基準州概要]
季教稀当該保険医療機関内周含以下灼従構成取汁柔重症患者搬送初ー妾爵設置取汁樹い柔惹需岸

淑 集中治療州経験叔狭年以上有殊柔医師 縮 看護師 塾 臨床工学技士
季橋稀季教稀州淑州医師修含重症州小児患者叔搬送殊柔場合含小児州特定集中治療州経験叔狭年以上有殊柔惹需爵望蹴手い岸
季況稀季教稀州縮州看護師修含集中治療叔必要需殊柔患者州看護周従事手酒経験叔狭年以上有手含適切収研修叔修了手酒看護師綬あ柔惹需爵望蹴手い岸
季狂稀季教稀州塾州臨床工学技士修含救命救急入院料等叔届寂出酒病棟叔有殊柔保険医療機関綬狭年以上州経験叔有殊柔惹需爵望蹴手い岸
季狭稀関係学会周十戎認定取汁酒施設綬あ柔惹需岸
季矯稀日本集中治療医学会爵定酋柔指針等周基授酌含重症患者搬送爵適切周実施取汁樹い柔惹需岸
季胸稀重症患者搬送初ー妾周十戎含重症患者搬送周関殊柔研修叔定期的周実施殊柔惹需岸

重症患者搬送周係柔診療臭州評価州新設

➢ 入院患者叔転院搬送殊柔際周含救急搬送診療料爵算定可能収場合叔明確化殊柔岸
救急搬送診療料 1,300点

算定要件州見直手

改定後

現行

・当該保険医療機関州入院患者叔他州保険医療機
関周搬送手酒場合含救急搬送診療料修算定綬酌
収い岸

・ 救急搬送診療料修含救急用州自動車等周同乗手樹診療叔行呪酒医師州所属殊柔保険
医療機関周杓い樹算定殊柔岸

・ 入院患者叔他州保険医療機関周搬送手酒場合含救急搬送診療料修算定綬酌収い岸酒
首手含以下州い狩汁灼周該当殊柔場合周杓い樹修含入院患者周寿い樹酬救急搬送診療
料叔算定殊柔惹需爵綬酌柔岸

淑 搬送元保険医療機関以外州保険医療機関州医師爵含救急用州自動車等周同乗手樹診
療叔行呪酒場合

縮 救急搬送中周人工心肺補助装置含補助循環装置又修人工呼吸器叔装着手医師周十柔
集中治療叔要殊柔状態州患者周寿い樹含関係学会州指針等周基授酌含患者州搬送叔行
う場合
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人工呼吸州評価州見直手季再掲稀
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

➢ 人工呼吸叔実施殊柔患者周寿い樹含開始灼従州日数周応朱酒評価需殊柔需需酬周含自発呼吸署廠縮
淑承及秀自発呼吸署廠縮淑承叔実施手酒場合州評価叔新設殊柔岸

改定後
妓人工呼吸宜
況 狭時間叔超え酒場合季教日周寿酌稀
縮 14日目蹴綬 950点
招 15日目以降 815点

［算定要件］
季教稀鬼況亀周寿い樹含他院周杓い樹人工呼吸器周十柔管理爵行わ汁樹い酒患

者周寿い樹修含人工呼吸州算定期間叔通算殊柔岸
季橋稀鬼況亀周寿い樹含自宅等周杓い樹人工呼吸器爵行わ汁樹い酒患者周寿い

樹修含治療期間周灼灼わ従狩含鬼招亀州所定点数叔算定殊柔岸

現行
妓人工呼吸宜
況 狭時間叔超え酒場合季教日周寿酌稀 819点

［算定要件］
季新設稀

季新稀 覚醒試験加算 100点季教日周寿酌稀
［算定要件季抜粋稀］
注況 気管内挿管爵行わ汁樹い柔患者周対手樹含意識状態周係柔

評価叔行呪酒場合修含覚醒試験加算需手樹含当該治療州開始
日灼従起算手樹14日叔限度需手樹含教日周寿酌100点叔所
定点数周加算殊柔岸

季教稀鬼注況亀州覚醒試験加算修含人工呼吸器叔使用手樹い柔患
者州意識状態周係柔評価需手樹含以下州全樹叔実施手酒場合
周算定殊柔惹需爵綬酌柔岸収杓含実施周当酒呪樹修含関係学
会爵定酋柔勝招署循承等叔参考需殊柔惹需岸
淑 自発覚醒試験叔実施綬酌柔状態綬あ柔惹需叔確認殊柔惹需岸
縮 当該患者州意識状態叔評価手含自発的周覚醒爵得従汁柔灼確認

殊柔惹需岸腫州際含必要周応朱樹含鎮静薬叔中止又修減量殊柔惹
需岸収杓含観察時間修含30分灼従狂時間程度叔目安需殊柔岸

塾 意識状態州評価周当酒呪樹修含Richmond Agitation-
Sedation Scale(RASS)等州指標叔用い柔惹需岸

出 評価日時及秀評価結果周寿い樹含診療録周記載殊柔惹需岸

［算定要件季抜粋稀］
注狂 注況州場合周杓い樹含当該患者周対手樹人工呼吸器灼従州離脱州酒酋周必要収評価叔

行呪酒場合修含離脱試験加算需手樹含教日周寿酌60点叔更周所定点数周加算殊柔岸
季教稀鬼注狂亀州離脱試験加算修含人工呼吸器州離脱州酒酋周必要収評価需手樹含以下州全樹

叔実施手酒場合周算定殊柔惹需爵綬酌柔岸収杓含実施周当酒呪樹修含関係学会爵定酋柔勝
招署循承等叔参考需殊柔惹需岸
淑 自発覚醒試験州結果含自発呼吸試験叔実施綬酌柔意識状態綬あ柔惹需叔確認殊柔惹需岸
縮 以下州い狩汁周酬該当殊柔惹需岸

(芋) 原疾患爵改善手樹い柔又修改善傾向周あ柔惹需岸(ﾛ) 酸素化爵十分綬あ柔惹需岸 等
塾 人工呼吸器州設定叔以下州い狩汁灼周変更手含30分間経過手酒後含患者州状態叔評価殊柔惹需岸

(芋) 吸入酸素濃度季驚尭玉橋稀50%以下含CPAP季PEEP稀≦すcm「2び灼寿PS≦すcm「2び
(ﾛ) 驚尭玉橋50%以下相当灼寿均除ー潤

出 塾州評価周当酒呪樹修含以下州全樹叔評価殊柔惹需岸
(芋) 酸素化州悪化州有無 (ﾛ) 血行動態州悪化州有無 等

述 塾州評価州結果含異常爵認酋従汁酒場合周修含腫州原因周寿い樹検討手含対策叔講朱柔惹需岸
俊 評価日時及秀評価結果周寿い樹含診療録周記載殊柔惹需岸

季新稀 離脱試験加算 60点季教日周寿酌稀

人工呼吸州評価州見直手
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令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季教稀急性期入院医療・高度急性期入院医療

➢ ECMO叔用い酒重症患者州治療管理周寿い樹含処置周係柔評価叔新設手含取扱い叔明確化殊柔岸
季新稀 体外式膜型人工肺季教日周寿酌稀

教 初日 30,150点
橋 橋日目以降 3,000点

➢ ECMO叔用い酒重症患者州治療管理周寿い樹含治療管理周係柔評価叔新設殊柔岸
季新稀 体外式膜型人工肺管理料季教日周寿酌稀

教 胸日目蹴綬 4,500点
橋 脅日目以降14日目蹴綬 4,000点
況 15日目以降 3,000点

［算定要件］
季教稀急性呼吸不全又修慢性呼吸不全州急性増悪綬あ呪樹含人工呼吸器綬対応綬酌収い患者周対手樹含体外式膜型人工肺叔使用手酒場合周算定殊柔岸
季橋稀実施州酒酋周血管叔露出手含俊藷少ー抄含俊庶ー庶承等叔挿入手酒場合州手技料修含所定点数周含蹴汁含別周算定綬酌収い岸

※あわ珠樹含人工心肺周係柔算定要件叔整理岸

［算定要件］
季教稀急性呼吸不全又修慢性呼吸不全州急性増悪綬あ呪樹含人工呼吸器

綬対応綬酌収い患者周対手樹含体外式膜型人工肺叔用い樹呼吸管
理叔行呪酒場合周算定殊柔岸

季橋稀治療開始時周杓い樹修含導入時加算需手樹含初回周限戎5,000
点叔所定点数周加算殊柔岸

季況稀体外式膜型人工肺管理料修含区分番号業矯挟教－橋周掲弱柔体外
式膜型人工肺叔算定殊柔場合周限戎算定殊柔岸

［施設基準］
季教稀次州い狩汁灼周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関綬あ柔惹需岸

淑 区分番号蕎況挟挟周掲弱柔救命救急入院料
縮 区分番号蕎況挟教周掲弱柔特定集中治療室管理料
塾 区分番号蕎況挟教－狂周掲弱柔小児特定集中治療室管理料

季橋稀当該保険医療機関内周専任州臨床工学技士爵常時一名以上配置取汁
樹い柔惹需岸

ECMO州評価州見直手

ECMO州治療管理周係柔評価州新設

経皮的動脈血酸素飽和度測定膅臤日癉瘨疷䐢 30珵

改定後現行
35珵

経皮的動脈血酸素飽和度測定州評価州見直手

ECMO季体外式膜型人工肺稀叔用い酒診療等周係柔評価州見直手季再掲稀
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狭．入院医療
季橋稀回復期入院医療

Õ地域包括 病棟入院料 入院医療管理料
Ö回復期 ビ ョン病棟入院料
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入院料教 入院料橋 入院料況 入院料狂

・在宅復帰率
(72.5％)

・室面積

実績

実績

・在宅復帰率
(72.5％)
・室面積

季基本部分稀
看護職員配置 1況対教

在宅復帰周係柔職員州配置
彰女鋤彰庶ー淳庄ン周係柔職員州配置

救急医療季一般病床州場合稀
在宅復帰率 胸割

妓実績部分宜
・自宅等灼従州入棟患者割合 橋割以上
・自宅等灼従州緊急患者州受入汁興人以上
・在宅医療等州提供等 橋項目以上

2,076点

2,285点
2,620点

2,809点
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地域包括駿淑病棟入院料州施設基準季縮娼ー準稀
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季橋稀回復期入院医療

(基本的収実績部分)
重症度含医療・看護必要度

自院州一般病棟灼従転棟手酒患者割合



入院料教 管理料教 入院料橋 管理料橋 入院料況 管理料況 入院料狂 管理料狂
看護職員 教況対教以上季胸割以上爵看護師稀

彰女鋤彰専門職 病棟又修病室叔有殊柔病棟周常勤州理学療法士含作業療法士又修言語聴覚士叔教名以上配置

彰女鋤彰庶ー淳庄ン実施 彰女鋤彰庶ー淳庄ン叔提供殊柔患者周寿い樹修教日平均橋単位以上提供手樹い柔惹需

意思決定支援州指針 適切収意思決定支援周係柔指針叔定酋樹い柔惹需

救急州実施 一般病床周杓い樹届寂出柔場合周修含第二次救急医療機関又修救急病院等叔定酋柔省令周基授く認定取汁酒救急病院綬あ柔惹需
季酒首手含200床未満州場合修救急外来叔設置手樹い柔惹需又修24時間州救急医療提供叔行呪樹い柔惹需綬要件叔満酒殊岸稀

届出単位 病棟 病室 病棟 病室 病棟 病室 病棟 病室
許可病床数200床未満 ○ － ○ ○ － ○

室面積 6.4平方娼ー署承以上 ー

自宅等灼従入棟手酒
患者割合

橋割以上
季管理料州場合含10床未満修

況月綬脅人以上稀 い狩汁灼教寿以上
季満酒取収い場合90／100周減算稀

季鬼在宅医療等州実績亀周寿い樹修矯寿
州う儒教寿以上叔満酒珠愁十い稀

橋割以上
季管理料州場合含10床未満修

況月綬脅人以上稀 い狩汁灼教寿以上
季満酒取収い場合90／100周減算稀

季鬼在宅医療等州実績亀周寿い樹修矯寿
州う儒教寿以上叔満酒珠愁十い稀

自宅等灼従州
緊急患者州受入 況月綬興人以上 況月綬興人以上

在宅医療等州実績 ○季橋寿以上稀 ○季橋寿以上稀

点数季生活療養稀 2,809点季2,794点稀 2,620点季2,605点稀 2,285点季2,270点稀 2,076点季2,060点稀

在宅復帰率 胸割橋分狭厘以上 胸割以上季満酒取収い場合90／100周減算稀

入退院支援部門等
入退院支援及秀地域連携業務叔担う部門爵設置取汁樹い柔惹需

入院料及秀管理料州教・橋周寿い樹修入退院支援加算教叔届寂出樹い柔惹需季許可病床数100床以上州場合稀
季満酒取収い場合90／100周減算稀

• 療養病床周寿い樹修95/100州点数叔算定殊柔岸酒首手含救急告示あ戎／自宅等灼従入棟手酒患者割合爵矯割以上／自宅等灼従州緊急患者受寂入汁況月綬況挟
人以上州い狩汁灼叔満酒殊場合修100/100

重症患者割合 重症度含医療・看護必要度ì 12%以上 又修 重症度含医療・看護必要度í 脅%以上

自院州一般病棟灼従転棟
手酒患者割合 －

矯割未満
季許可病床数200床

以上州場合稀
季満酒取収い場合85
／100周減算稀

－ －
矯割未満

季許可病床数200床
以上州場合稀

季満酒取収い場合85
／100周減算稀

－

地域包括駿淑病棟入院料周係柔施設基準
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季橋稀回復期入院医療
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地域包茯禡磕病棟入院料籗入院諭療管理料癮施設基準

埞当ゅ保険諭療機輸癉疢い瘳圻宅患者訪問診療料膅レ䐢及皨膅ロ䐢癮算定回数疰直近臬㽷鏤間𤹪30回通琢𤹪あ矞痝㿉璒

埰当ゅ保険諭療機輸癉疢い瘳圻宅患者訪問看護籗指棡料𤩍輪瀧建物居撤者訪問看護籗指棡料又皕精神科訪問看護籗指棡料レ癮算定回数疰直近臬㽷鏤間𤹪60回通琢𤹪あ矞痝㿉璒

㙊輪瀧敷地不又皕隣接瘃矞敷地不癉哲置瘃矞訪問看護䅈穟籞种𥮲ン癉疢い瘳訪問看護基鑚療養ホ又皕精神科訪問看護基鑚療養ホ癮算定回数疰直近臬㽷鏤間𤹪300回通琢𤹪あ矞痝㿉璒

埸当ゅ保険諭療機輸癉疢い瘳圻宅患者訪問箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン指棡管理料癮算定回数疰直近臬㽷鏤間𤹪30回通琢𤹪あ矞痝㿉璒

埻輪瀧敷地不又皕隣接瘃矞敷地不癉哲置瘃矞宙業脉疰𤩍訪問跳護𤩍訪問看護𤩍訪問箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン𤩍跳護予防訪問看護又皕跳護予防訪問箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン癮提供実績砅鐚痮瘳い矞痝㿉璒

埽当ゅ保険諭療機輸癉疢い瘳-院迯共輪指棡料𦣪癮算定回数疰直近臬㽷鏤間𤹪𦥯回通琢𤹪あ矞痝㿉璒

入院料臤 管理料臤 入院料𦣪 管理料𦣪 入院料臬 管理料臬 入院料臽 管理料臽

看護職員

臤臬対臤通琢

膅舄割通琢疰看護師䐢

重症患者割合 重症燵𤩍諭療籗看護必要燵レ 14%通琢 又皕 重症燵𤩍諭療籗看護必要燵ロ 11%通琢

入-院支援部門 入-院支援及皨地域連携業務砅担う部門疰設置痠矟瘳い矞痝㿉

箛䆴竌箛専門職 病棟又皕病室砅鐚瘃矞病棟癉常勤癮理学療法士𤩍作業療法士又皕言語聴覚士砅臤隣通琢配置

箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン実施

患者癮入棟迯癉測定痮瘓ADL䅈禴磕等砅参考癉箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン癮必要性砅墓断籗説軛籗ぇ録瘃矞痝㿉

箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン砅提供瘃矞患者癉瘨い瘳皕臤日烋均𦣪単哲通琢提供痮瘳い矞痝㿉

意思決定支援癮指針 適勉𤺋意思決定支援癉逃矞指針砅定𥇍瘳い矞痝㿉

圻宅皖澣率 舄割通琢 臃

瀧般病棟㽷瞢転棟痮瘓

患者割合
※臤

臃

𦥯割鑷▕

膅許可病床数400

床通琢癮場合䐢

臃 臃

𦥯割鑷▕

膅許可病床数400

床通琢癮場合䐢

臃

自宅等㽷瞢入棟痮瘓

患者割合

臤割臿便通琢

膅管理料癮場合𤩍10床鑷▕皕

臬鏤𤹪𦥯人通琢䐢

臃

臤割臿便通琢

膅管理料癮場合𤩍10床鑷▕皕

臬鏤𤹪𦥯人通琢䐢

臃

自宅等㽷瞢癮

緊急患者癮溜入

臬鏤𤹪𦥯人通琢 臃 臬鏤𤹪𦥯人通琢 臃

地域包茯禡磕癮実績
※𦣪

○ 臃 ○ 臃

届出単哲 病棟 病室 病棟 病室 病棟 病室 病棟 病室

許可病床数200床鑷▕癮

䀹疰対象

○ 臃 ○ ○ 臃 ○

珵数膅生活療養䐢 2,809珵膅2,794珵䐢 2,620珵膅2,605珵䐢 2,285珵膅2,270珵䐢 2,076珵膅2,060珵䐢

※𦣪 通託癮埞～埽癮う瘜少𤺋く㿉睘𦣪瘨砅▕瘓痮瘳い矞痝㿉

令和橋年度診療報酬改定 狭．入院医療 季橋稀回復期入院医療

※臤 ▕瘓瘇𤺋い睘癮㿉痮瘳届痏出瘓場合皕入院料癮脉定珵数癮100便癮90癉相当瘃矞珵数砅算定

実

績

部

便

参考
令和橋年度改定
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地域包括駿淑病棟入院料周係柔施設基準
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季橋稀回復期入院医療

Õ 当該保険医療機関周杓い樹在宅患者訪問診療料季ì稀及秀季í稀州算定回数爵直近況灼月間綬30
回以上綬あ柔惹需岸

Ö 当該保険医療機関周杓い樹在宅患者訪問看護・指導料含同一建物居住者訪問看護・指導料又修精
神科訪問看護・指導料ì州算定回数爵直近況灼月間綬60回以上綬あ柔惹需岸

× 同一敷地内又修隣接殊柔敷地内周位置殊柔訪問看護潤庶ー淳庄ン周杓い樹訪問看護基本療養費又
修精神科訪問看護基本療養費州算定回数爵直近況灼月間綬300回以上綬あ柔惹需岸

Ù 当該保険医療機関周杓い樹在宅患者訪問彰女鋤彰庶ー淳庄ン指導管理料州算定回数爵直近況灼月
間綬30回以上綬あ柔惹需岸

Ú 同一敷地内又修隣接殊柔敷地内周位置殊柔事業所爵含訪問介護含訪問看護含訪問彰女鋤彰庶ー
淳庄ン含介護予防訪問看護又修介護予防訪問彰女鋤彰庶ー淳庄ン州提供実績叔有手樹い柔惹需岸

Û 当該保険医療機関周杓い樹退院時共同指導料橋及秀外来在宅共同指導料教州算定回数爵直近況灼
月間綬矯回以上綬あ柔惹需岸

在宅医療等州実績
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➢ 重症患者割合州見直手
⚫ 重症度含医療・看護必要度州割合周寿い樹含必要度ì州割合修教割橋分以上含必要度í州割合修挟割脅分以

上臭見直殊岸

➢ 自院一般病棟灼従州転棟割合州見直手
⚫ 入院料橋及秀狂周杓寂柔自院州一般病棟灼従転棟手酒患者割合周係柔要件周寿い樹含許可病床数爵200床以

上400床未満州医療機関周寿い樹酬要件化殊柔需需酬周含当該要件叔満酒手樹い収い場合修含所定点数州
100分州85周相当殊柔点数叔算定殊柔惹需需殊柔岸

地域包括駿淑病棟入院料周係柔見直手Õ
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季橋稀回復期入院医療

改定後
妓地域包括駿淑病棟入院料宜
季抜粋・概要稀
一般病棟用州重症度含医療・看護必要度ì州割合 教割橋分以上
一般病棟用州重症度含医療・看護必要度í州割合 挟割脅分以上

現行
妓地域包括駿淑病棟入院料宜
季抜粋・概要稀
一般病棟用州重症度含医療・看護必要度ì州割合 教割狂分以上
一般病棟用州重症度含医療・看護必要度í州割合 教割教分以上

妓地域包括駿淑病棟入院料宜
200床以上州保険医療機関綬あ呪樹鬼入院患者周占酋柔含当該保険医
療機関州一般病棟灼従転棟手酒酬州州割合爵矯割未満綬あ柔惹需亀叔
満酒取収い場合修所定点数州100分州85周相当殊柔点数叔算定殊柔岸

妓地域包括駿淑病棟入院料宜
400床以上州保険医療機関綬あ呪樹鬼入院患者周占酋柔含当該保険医
療機関州一般病棟灼従転棟手酒酬州州割合爵矯割未満綬あ柔惹需亀叔
満酒取収い場合修所定点数州100分州90周相当殊柔点数叔算定殊柔岸

改定後現行

➢ 救急体制周係柔評価州見直手
⚫ 一般病床周杓い樹地域包括駿淑病棟入院料又修地域包括駿淑病棟管理料叔算定殊柔場合周寿い樹修含第二次

救急医療機関綬あ柔惹需又修救急病院等叔定酋柔省令周基授酌認定取汁酒救急病院綬あ柔惹需叔要件需殊柔岸
※ 酒首手含200床未満州保険医療機関周寿い樹修含当該保険医療機関周救急外来叔有手樹い柔惹需又修24時間州救急医療提供叔行呪樹い柔惹
需綬要件叔満酒殊惹需需殊柔岸

実績要件州見直手Õ

実績要件州見直手Õ
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➢ 自宅等灼従入棟手酒患者割合及秀自宅等灼従州緊急患者州受入数州見直手
1. 入院料教・況含管理料教・況周杓寂柔自宅等灼従入院手酒患者割合州要件周寿い樹含教割狭分以上灼従橋割以

上周変更殊柔需需酬周含自宅等灼従州緊急州入院患者州況月州受入汁人数周寿い樹含矯人以上灼従興人以上周
変更殊柔岸

2. 入院料橋・狂含管理料橋・狂周杓寂柔自宅等灼従入院手酒患者割合州要件周寿い樹含以下州い狩汁灼教寿以上
叔満酒殊惹需叔追加殊柔岸季※教稀

3. 在宅医療等州実績周杓寂柔退院時共同指導料橋州算定回数州実績要件周寿い樹含外来在宅共同指導料教州実績
叔加え樹酬十い惹需需殊柔岸

➢ 在宅復帰率州見直手
⚫ 入院料教・橋含管理料教・橋周杓寂柔在宅復帰率州要件周寿い樹含胸割以上灼従胸割橋分狭厘以上周変更殊柔岸

入院料況・狂含管理料況・狂周寿い樹含胸割以上綬あ柔惹需叔要件周追加殊柔岸季※橋稀

地域包括駿淑病棟入院料周係柔見直手Ö
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季橋稀回復期入院医療

妓地域包括駿淑病棟入院料教・況含管理料教・況宜
女 当該病棟周杓い樹含入院患者周占酋柔含自宅等灼従入院手酒酬州

州割合爵橋割以上綬あ柔惹需岸季酒首手含病床数爵10未満州酬
州周あ呪樹修含自宅等灼従入院手酒患者爵脅人以上綬あ柔惹需岸稀

二 当該病棟周杓寂柔自宅等灼従州緊急州入院患者州受入汁人数爵含
前況月間周杓い樹興人以上綬あ柔惹需岸

妓地域包括駿淑病棟入院料教・況含管理料教・況宜
女 当該病棟周杓い樹含入院患者周占酋柔含自宅等灼従入院手酒酬州州

割合爵教割狭分以上綬あ柔惹需岸季酒首手含病床数爵10未満州酬州
周あ呪樹修含自宅等灼従入院手酒患者爵矯以上綬あ柔惹需岸稀

二 当該病棟周杓寂柔自宅等灼従州緊急州入院患者州受入汁人数爵含前
況月間周杓い樹矯人以上綬あ柔惹需岸

妓地域包括駿淑病棟入院料教・橋含管理料教・橋宜
招 当該病棟周杓い樹含退院患者周占酋柔含在宅等周退院殊柔酬州州

割合爵胸割橋分狭厘以上綬あ柔惹需岸
妓地域包括駿淑病棟入院料況・狂含管理料況・狂宜
招 当該病棟周杓い樹含退院患者周占酋柔含在宅等周退院殊柔酬州州

割合爵胸割以上綬あ柔惹需岸

妓地域包括駿淑病棟入院料教・橋含管理料教・橋宜
招 当該病棟周杓い樹含退院患者周占酋柔含在宅等周退院殊柔酬州州割

合爵胸割以上綬あ柔惹需岸
妓地域包括駿淑病棟入院料況・狂含管理料況・狂宜
季新設稀

改定後現行

淑 自宅等灼従入棟手酒患者割合爵橋割以上綬あ柔惹需
縮 自宅等灼従州緊急患者州受入汁爵況月綬興人以上綬あ柔惹需
塾 在宅医療等州実績叔教寿以上有殊柔惹需

実績要件州見直手Ö

季※橋稀 当該要件叔満酒手樹い収い場合修含所定点数州100分州90周相当殊柔点数叔算定殊柔惹需需殊柔岸

季※教稀当該要件叔満酒手樹い収い場合修含所定点数州100
分州90周相当殊柔点数叔算定殊柔惹需需殊柔岸
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➢ 地域包括駿淑病棟入院料州初期加算周寿い樹含評価叔見直殊岸

現行

瓺急性期病棟㽷瞢溜入矟瘓患者𤭯

当ゅ病棟又皕病室癉入院痮瘳い矞患者癮う瘜𤩍急性期諭療砅担う直癮保

険諭療機輸癮瀧般病棟㽷瞢転院痮瘓患者又皕当ゅ保険諭療機輸膅急性

期諭療砅担う保険諭療機輸癉限矞璒䐢癮瀧般病棟㽷瞢転棟痮瘓患者癉瘨

い瘳皕𤩍転院又皕転棟痮瘓日㽷瞢起算痮瘳14日砅限燵㿉痮瘳𤩍急性期患者

支援病床初期加算㿉痮瘳𤩍臤日癉瘨疷150珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

瓺圻宅㽷瞢溜入矟瘓患者𤭯

当ゅ病棟又皕病室癉入院痮瘳い矞患者癮う瘜𤩍跳護老人保健施設𤩍跳護

諭療院𤩍特慕養護老人笮籞筁𤩍軽ホ老人笮籞筁𤩍鐚料老人笮籞筁等又皕

自宅㽷瞢入院痮瘓患者癉対痮𤩍治療方針癉輸瘃矞患者又皕㾮癮家族等癮

意思決定癉対瘃矞支援砅行瘥瘓場合癉𤩍入院痮瘓日㽷瞢起算痮瘳14日砅

限燵㿉痮瘳𤩍圻宅患者支援病床初期加算㿉痮瘳𤩍臤日癉瘨疷300珵砅脉定

珵数癉加算瘃矞璒

改定癆

当ゅ病棟又皕病室癉入院痮瘳い矞患者癮う瘜𤩍急性期諭療砅担う直癮保険諭療機輸癮瀧

般病棟㽷瞢転院痮瘓患者又皕当ゅ保険諭療機輸膅急性期諭療砅担う保険諭療機輸癉限

矞璒䐢癮瀧般病棟㽷瞢転棟痮瘓患者癉瘨い瘳皕𤩍急性期患者支援病床初期加算㿉痮瘳𤩍跳

護老人保健施設𤩍跳護諭療院𤩍特慕養護老人笮籞筁𤩍軽ホ老人笮籞筁𤩍鐚料老人笮籞筁

等又皕自宅㽷瞢入院痮瘓患者癉瘨い瘳皕𤩍治療方針癉輸瘃矞患者又皕㾮癮家族癮意思

決定癉対瘃矞支援砅行瘥瘓場合癉𤩍圻宅患者支援病床初期加算㿉痮瘳𤩍転棟若痮く皕転

院又皕入院痮瘓日㽷瞢起算痮瘳14日砅限燵㿉痮瘳𤩍逗癉掲痓矞珵数砅㾮矟𤸎矟臤日癉瘨疷

脉定珵数癉加算瘃矞璒

膅改䐢磹 急性期患者支援病床初期加算

膅1䐢 許可病床数疰400床通琢癮保険諭療機輸癮場合

埞 直癮保険諭療機輸膅当ゅ保険諭療機輸㿉特慕癮輸逃癉あ矞睘癮砅

瞩く璒䐢癮瀧般病棟㽷瞢転棟痮瘓患者癮場合 150珵

埰 埞癮患者通外癮患者癮場合 50珵

膅2䐢 許可病床数400床鑷▕癮保険諭療機輸

埞 直癮保険諭療機輸膅当ゅ保険諭療機輸㿉特慕癮輸逃癉あ矞睘癮砅

瞩く璒䐢癮瀧般病棟㽷瞢転棟痮瘓患者癮場合 250珵

埰 埞癮患者通外癮患者癮場合 125珵

膅改䐢箼 圻宅患者支援病床初期加算

埞 跳護老人保健施設㽷瞢入院痮瘓患者癮場合 500珵

埰 跳護諭療院𤩍特慕養護老人笮籞筁𤩍軽ホ老人笮籞筁𤩍鐚料老人

笮籞筁等又皕自宅㽷瞢入院痮瘓患者癮場合 400珵

急性期患者支
援病床初期加

算

算定殊柔医療機関爵
400床以上

州地駿淑州場合

自院等州一般病棟 50点
他院州一般病棟 150点

算定殊柔医療機関
400床未満

州地駿淑州場合

自院等州一般病棟 125点
他院州一般病棟 250点

在宅患者支援
病床初期加算

老人保健施設 500点
自宅・腫州他施設 400点

地域包括駿淑病棟入院料州初期加算州見直手
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季橋稀回復期入院医療

改定後現行
急性期病棟灼従受入汁酒患者：急性期患者支援病床初期加算

150点 季14日叔限度需殊柔岸稀
在宅灼従受入汁酒患者：在宅患者支援病床初期加算

300点 季14日叔限度需殊柔岸稀
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地域包括駿淑病棟入院料周係柔見直手×
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季橋稀回復期入院医療

➢ 医療法上州病床種別周係柔評価叔見直殊岸
• 地域包括駿淑病棟入院料・入院医療管理料叔算定殊柔病棟又修病室周係柔病床爵療養病床綬あ

柔場合周修含所定点数州100分州95周相当殊柔点数叔算定殊柔惹需需殊柔岸
• 酒首手含当該病棟又修病室周寿い樹以下州う儒い狩汁灼叔満酒殊場合含所定点数季100分州

100稀叔算定殊柔岸

医療法上州病床種別周係柔評価州見直手

Õ 自宅等灼従州入院患者州受入汁爵矯割以上

Ö 自宅等灼従州緊急州入院患者州受入実績爵前況月綬30人以上綬あ柔場合

× 救急医療叔行う周寿酌必要収体制爵届出叔行う保険医療機関周杓い樹整備取汁樹い柔場合
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回皖期箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン病棟入院料癮施設基準膅磹䇮籞秖䐢

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季橋稀回復期入院医療

入院料教 入院料橋

実績指数
狂挟

入院料教・
橋州実績

入院料教・
橋州実績

妓入院料教・橋州実績宜
・ 重症割合狂割以上
・ 重症者州狂点以上回復

爵況割以上
・ 自宅等退院 胸割以上

2,129点

2,066点

入院料況 入院料狂

実績指数
況狭

入院料
況・狂
州実績

入院料
況・狂
州実績

1,899点

1,841点

入院料狭

1,678点

入院料狭周寿い樹修含
届出灼従橋年間周限戎
届出可

新規届出

妓基本部分宜
・看護職員配置 教狭対教
・桐均橋名含玉均教名

実績要件叔満酒手届出

妓入院料況・狂州実績宜
・ 重症割合況割以上
・ 重症者州況点以上回復

爵況割以上
・ 自宅等退院 胸割以上

妓入院料教・橋州体制宜
・看護職員13対教
・社会福祉士教名
・PT況名含OT橋名含ST教名
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回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料季施設基準稀
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季橋稀回復期入院医療

入院料臤 入院料𦣪 入院料臬 入院料臽

入院料臿

膅※臤䐢

諭師 専任常勤臤隣通琢

看護職員 臤臬対臤通琢膅舄割通琢疰看護師䐢 臤臿対臤通琢膅臽割通琢疰看護師䐢

看護補助者 臬𦣝対臤通琢

箛䆴竌箛専門職

専従常勤癮芴苨臬隣通琢𤩍

芲苨𦣪隣通琢𤩍苢苨臤隣通琢

専従常勤癮

芴苨𦣪隣通琢𤩍芲苨臤隣通琢

社会福祉士 専任常勤臤隣通琢 臃

管理栄養士 専任常勤臤隣 専任常勤臤隣癮配置疰望𥆩痮い

※教：入院料狭周寿い樹修含届出灼従橋年間周限戎届寂出柔惹需爵綬酌柔岸
収杓含令和狂年況月31日時点周杓い樹含回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料狭又修矯州届出叔行呪樹い柔病棟周寿い樹修含教年間含改定前州医科診療報
酬点数表周十戎回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料狭又修矯叔算定手含腫州後教年間含新入院料狭叔算定殊柔惹需爵綬酌柔岸

第三者評価 受寂樹い柔惹需爵望
蹴手い － 受寂樹い柔惹需爵望

蹴手い － －

彰女鋤彰庶ー淳庄ン実績指数等州
院内掲示等周十柔公開 ○

緒ー順提出加算州届出 ○ ○
休日彰女鋤彰庶ー淳庄ン ○ －
新規入院患者州う儒州含

重症州患者州割合 況割以上→狂割以上 橋割以上→況割以上 －

入院時周重症綬あ呪酒患者周杓寂柔
退院時州日常生活機能評価

季稀内修FIM総得点
況割以上爵狂点季16点稀以上改善 況割以上爵況点季12点稀以上改善 －

自宅等周退院殊柔割合 胸割以上 －
彰女鋤彰庶ー淳庄ン実績指数 40以上 － 35以上 － －

点数
季稀内修生活療養叔受寂柔場合

2,129点
季2,115点稀

2,066点
季2,051点稀

1,899点
季1,884点稀

1,841点
季1,827点稀

1,678点
季1,664点稀
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回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料周係柔見直手
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季橋稀回復期入院医療

➢ 重症州患者割合州見直手
⚫ 回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料教灼従狂蹴綬周係柔施設基準周杓寂柔新規入院患者州う儒州含重症州患者州割合叔見直

手含回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料教及秀橋周寿い樹修狂割以上含回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料況及秀狂周寿
い樹修況割以上需殊柔岸

重症州患者割合周係柔要件州見直手

➢ 回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料叔再編手含入院料狭叔廃止殊柔需酬周含現行州入院料矯叔新
酒収入院料狭需手樹位置付寂柔

⚫ 新酒周改定後州回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料狭叔算定殊柔場合修含算定叔開始手酒日灼従橋年間周限戎算定殊柔惹需
爵綬酌柔惹需需殊柔岸

入院料州評価体系州再編

妓経過措置宜
令和狂年況月31日時点周杓い樹回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料狭又修矯州届出叔行呪樹い柔病棟周寿い樹修含令和狭年況月31日蹴綬州間含改定
前州医科診療報酬点数表周十戎回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料狭又修矯叔算定綬酌柔惹需需殊柔岸

妓経過措置宜
令和狂年況月31日時点周杓い樹回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料教含橋含況又修狂州届出叔行呪樹い柔病棟周寿い樹修含同年興月30日蹴綬州間含
当該基準叔満酒殊酬州需輯収殊岸

➢ 第三者評価周寿い樹
⚫ 回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料教又修況周寿い樹含公益財団法人日本医療機能評価機構等周十柔第三者州評価叔受寂樹

い柔惹需爵望蹴手い惹需需殊柔岸

医療機関州体制周係柔要件等州見直手

改定後
妓回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料宜
［算定要件］季概要稀
季新稀狭 回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料狭 1,678点
季削除稀

現行
妓回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料宜
［算定要件］季概要稀
狭 回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料狭 1,736点
矯 回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料矯 1,678点
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回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料周係柔見直手
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季橋稀回復期入院医療

➢ 回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン叔要殊柔状態周寿い樹含鬼急性心筋梗塞含狭心症発作腫州他急性発症手
酒心大血管疾患又修手術後州状態亀叔追加手含算定上限日数叔90日以内需殊柔岸

回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン叔要殊柔状態州見直手

回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン叔要殊柔状態 算定上限日数

回復期彰女鋤
彰庶ー淳庄ン
病棟入院料周
入院殊柔患者

教 脳血管疾患含脊髄損傷含頭部外傷含錫酬膜下出血州淳将ン署手術後含脳腫瘍含脳炎含急
性脳症含脊髄炎含多発神経炎含多発性硬化症含腕神経叢損傷等州発症後若手錫修手術後州
状態又修義肢装着訓練叔要殊柔状態

○ 算定開始日灼従起算手樹150日以内
○ 高次脳機能障害叔伴呪酒重症脳血管

障害含重度州頸髄損傷及秀頭部外傷叔
含週多部位外傷州場合修含算定開始日
灼従起算手樹180日以内

橋 大腿骨含骨盤含脊椎含股関節若手錫修膝関節州骨折又修橋肢以上州多発骨折州発症後又
修手術後州状態 ○ 算定開始日灼従起算手樹90日以内

況 外科手術後又修肺炎等州治療時州安静周十戎廃用症候群叔有手樹杓戎含手術後又修発症
後州状態 ○ 算定開始日灼従起算手樹90日以内

狂 大腿骨含骨盤含脊椎含股関節又修膝関節州神経含筋又修靱帯損傷後州状態 ○ 算定開始日灼従起算手樹60日以内

狭 股関節又修膝関節州置換術後州状態 ○ 算定開始日灼従起算手樹90日以内

季新稀 6 急性心筋梗塞含狭心症発作腫州他急性発症手酒心大血管疾患
又修手術後州状態

○ 算定開始日灼従起算手樹90日
以内
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特定機能病院周杓寂柔彰女鋤彰庶ー淳庄ン州評価
➢ 令和狂年況月31日叔酬呪樹廃止予定綬あ呪酒特定機能病院周杓寂柔回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料周寿い

樹含現周届出爵収取汁樹い柔特定機能病院州病棟周杓い樹一定程度州役割叔果酒手樹い柔惹需爵確認取汁柔惹需
灼従含特定機能病院周杓寂柔彰女鋤彰庶ー淳庄ン周係柔役割叔明確化殊柔惹需需手含鬼特定機能病院彰女鋤彰
庶ー淳庄ン病棟入院料亀需位置付寂含当該入院料周係柔施設基準叔見直殊岸

季新稀 特定機能病院彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料 2,129点 (生活療養叔受寂柔場合周あ呪樹修2,115点稀

［算定要件］季概要稀
主需手樹回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン叔行う病棟周関殊柔別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹保険医療機関季特定機能病院
周限柔岸稀爵地方厚生局長等周届寂出酒病棟周入院手樹い柔患者綬あ呪樹含別周厚生労働大臣爵定酋柔回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン叔要殊柔状態周あ
柔酬州周寿い樹含当該病棟周入院手酒日灼従起算手樹含腫汁趣汁州状態周応朱樹別周厚生労働大臣爵定酋柔日数叔限度需手樹所定点数叔算定殊柔岸

［施設基準］季概要・一部抜粋稀
• 心大血管疾患彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季ì稀含脳血管疾患等彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季ì稀含運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季ì稀及秀呼吸器彰女鋤彰
庶ー淳庄ン料季ì稀周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関綬あ柔惹需岸

• 専従州常勤医師爵教名以上配置取汁樹い柔惹需岸
• 教日周看護叔行う看護職員州数修含常時含当該病棟州入院患者州数爵10又修腫州端数叔増殊主需周教以上綬あ柔惹需岸
• 当該病棟周杓い樹含看護職員州最小必要数州胸割以上爵看護師綬あ柔惹需岸
• 当該病棟周専従州常勤州理学療法士爵況名以上含専従州常勤州作業療法士爵橋名以上含専従州常勤州言語聴覚士爵教名以上含専従州常勤州管理栄
養士爵教名以上含在宅復帰支援叔担当殊柔専従州常勤州社会福祉士等爵教名以上配置取汁樹い柔惹需岸

• 特定機能病院綬あ柔惹需岸季当分州間修含令和狂年況月31日周杓い樹現周回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料周係柔届出叔行呪樹い柔酬州周限
柔岸稀

• 休日叔含酋含週胸日間彰女鋤彰庶ー淳庄ン叔提供綬酌柔体制叔有手樹い柔惹需岸
• 当該病棟周杓い樹含新規入院患者州う儒狭割以上爵重症州患者綬あ柔惹需岸
• 当該病棟周杓い樹含退院患者州う儒他州保険医療機関臭転院手酒者等叔除く者州割合爵胸割以上綬あ柔惹需岸
• 彰女鋤彰庶ー淳庄ン州効果周係柔実績州指数爵40以上綬あ柔惹需岸
• 他州保険医療機関需州連携体制爵確保取汁樹い柔惹需岸
• 早期離床・彰女鋤彰庶ー淳庄ン加算及秀早期栄養介入管理加算周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関綬あ柔惹需岸
• 教病棟周限戎届出叔行う惹需爵綬酌柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季橋稀回復期入院医療
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狭．入院医療
季況稀慢性期入院医療

Õ療養病棟入院基本料
Ö障害者施設等入院基本料
×緩和 病棟入院料
Ù有床診療所
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療養病棟入院基本料
令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季況稀慢性期入院医療

妓施設基準宜
Õ看護配置：橋挟：教以上 Ö医療区分橋・況州患者爵脅割以上

療養病棟入院料 教 療養病棟入院料 橋妓施設基準宜
Õ看護配置橋挟：教以上 Ö医療区分橋・況州患者爵狭割以上

医療区分

奡目 支援癮箵笽䈎

a 笽ッ穵琢癮可動性 𦣝～𦥯

b 移知 𦣝～𦥯

C 食宙 𦣝～𦥯

d 穪磹箵癮使用 𦣝～𦥯

膅合計珵䐢 𦣝～𦣪臽

ADL区分

当日叔含週過去況日間州全勤務帯周杓寂柔患者周対殊柔支
援州抄升承周寿い樹，下記州狂項目周挟～矯州範囲綬最酬近
い酬州叔記入手合計殊柔岸
新入院季転棟稀州場合修，入院季転棟稀後州状態周寿い樹評
価殊柔岸

季 挟．自立含教．準備州輯含橋．観察含況．部分的援助含
狂．広範収援助含狭．最大州援助含矯．全面依存 稀

ADL区分況： 23点以上
ADL区分橋： 11点以上～23点未満
ADL区分教： 11点未満

諭療癒便臬 諭療癒便𦣪 諭療癒便臤

䑺艜芓癒便臬 臤臁舄臽𦧝珵 臤臁臬臽舙珵 舙𦣝臬珵

䑺艜芓癒便𦣪 臤臁𦥯舙臽珵 臤臁臬𦣪𦣪珵 𦧝臿臿珵

䑺艜芓癒便臤 臤臁臽𦣝𦥯珵 臤臁臤𦥯舄珵 舄臿臤珵

諭療癒便臬 諭療癒便𦣪 諭療癒便臤

䑺艜芓癒便臬 臤臁𦧝臤臬珵 臤臁臽臤臽珵 舙𦥯𦧝珵

䑺艜芓癒便𦣪 臤臁舄臿𦧝珵 臤臁臬𦧝𦥯珵 舙𦣪𦣝珵

䑺艜芓癒便臤 臤臁臽舄臤珵 臤臁𦣪臬𦣪珵 𦧝臤臿珵

諭

療

癒

便

臬

瓺疾患籗状態𤭯

籗䅈筕ン

籗諭師及皨看護師癉瞟瞤𤩍常迯監視籗管理砅実施痮瘳い矞状態膅直癉諭療癒便𦣪又皕臬癉ゅ当瘃矞奡目疰あ矞場合䐢

瓺諭療処置𤭯

籗𦣪臽迯間持62珵滴

籗中心静脈栄養膅摂食機能又皕嚥託機能癮回皖癉必要𤺋体制砅鐚痮瘳い𤺋い場合癉疢い瘳皕𤩍療養病棟入院基鑚料癮

諭療癒便臬癮場合癮珵数癉鎚え瘳𤩍諭療癒便𦣪癮場合癉相当瘃矞珵数砅算定䐢

籗人溷倭吸器使用 籗穵箵籞ン法 籗胸58腔洗浄

籗発熱砅伴う場合癮気管勉開𤩍気管不挿管 籗感韆隔頹室癉疢痏矞管理

籗酸素療法膅常迯流量臬L/便通琢砅必要㿉瘃矞状態等䐢

諭

療

癒

便

𦣪

瓺疾患籗状態𤭯

籗筋秖䅈穪箼竴磦籞 籗多発性硬化症 籗筋萎縮性側索硬化症 籗窾籞䄅ン稊ン病輸連疾患

籗㾮癮直癮飫病膅䅈筕ン砅瞩く䐢

籗脊髄損傷膅頸髄損傷䐢 籗綫性閉塞性肺疾患膅COPD䐢

籗疼痛禴ン穪箼籞䈎疰必要𤺋悪性腫瘍 籗肺炎 籗椰路感韆症

籗箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン疰必要𤺋疾患疰発症痮瘳㽷瞢30日通不膅経過措置注11癮病棟癉入院瘃矞患者癉瘨い瘳皕𤩍

FIM癮測定砅行瘥瘳い𤺋い場合皕𤩍諭療癒便臤癮場合癉相当瘃矞珵数砅算定䐢

籗脱水㽷瘨発熱砅伴う状態

籗体不出血 籗頻回癮嘔瑠㽷瘨発熱砅伴う状態 籗褥ē 籗鑽梢皓環藴害癉瞟矞託キ鑽端開譌創

籗瘇砉妄 籗う瘨状態 籗暴行疰搆日䀹瞢矟矞状態膅原因籗治療方針砅諭師砅含𥇍検討䐢

籗諭師及皨看護師癉瞟瞤𤩍常迯監視籗管理砅実施痮瘳い矞状態膅直癉諭療癒便𦣪又皕臬癉ゅ当瘃矞奡目

疰𤺋い場合䐢

瓺諭療処置𤭯

籗透析 籗発熱又皕嘔瑠砅伴う場合癮経57栄養 籗喀痰吸引膅臤日𦧝回通琢䐢

籗気管勉開籗気管不挿管癮禡磕 籗頻回癮血糖検査

籗創傷膅皮膚潰瘍 籗手術創 籗創傷処置䐢

籗酸素療法膅諭療癒便臬癉ゅ当瘃矞睘癮通外癮睘癮䐢

諭療癒便臤 諭療癒便𦣪籗臬癉ゅ当痮𤺋い者
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療養病棟入院基鑚料癮見直痮埞

➢ 療養病棟周杓寂柔中心静脈栄養叔実施手樹い柔状態周あ柔患者周寿い樹含患者州摂食機能又修嚥下
機能州回復周必要収体制叔有手樹い収い場合周杓い樹修含療養病棟入院基本料州医療区分況州場合
州点数周代え樹含医療区分橋州場合周相当殊柔点数叔算定殊柔惹需需殊柔岸

医療区分州見直手

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季況稀慢性期入院医療

改定後
妓療養病棟入院基本料宜
［算定要件］季概要・抜粋稀
注教 教又修橋州入院料蕎含郷又修鏡叔算定殊柔場合綬あ呪樹含当該病棟周杓い樹中心静脈栄養叔実施手樹い柔状態周あ柔者州摂
食機能又修嚥下機能州回復周必要収体制爵確保取汁樹い柔需認酋従汁収い場合周修含腫汁趣汁教又修橋州入院料響含饗又修驚叔算
定

妓経過措置宜
• 令和狂年況月31日周杓い樹現周療養病棟入院料教又修橋周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関周寿い樹修含同年興月30日蹴綬州間周限戎含摂食機能

又修嚥下機能州回復周必要収体制爵確保取汁樹い柔酬州需輯収殊岸
• 令和狂年況月31日周杓い樹現周療養病棟入院料教又修橋叔算定手樹い柔患者綬あ呪樹含医療区分況州う儒鬼中心静脈注射叔実施手樹い柔状態亀周該

当手樹い柔酬州周寿い樹修含当該患者爵入院手樹い柔病棟周杓寂柔摂食機能又修嚥下機能州回復周必要収体制州確保州状況周灼灼わ従狩含当該状態爵
継続手樹い柔間周限戎含医療区分況周該当殊柔場合州点数叔算定綬酌柔岸
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療養病棟入院基鑚料癮見直痮埰

➢ 療養病棟入院基本料州注11周規定殊柔経過措置季所定点数州100分州85稀周寿い樹含医療療養病床
周係柔医療法上州人員配置標準州経過措置州見直手方針及秀届出状況叔踏蹴え含評価叔見直手酒上
綬含経過措置期間叔橋年間延長殊柔岸

療養病棟入院基本料季注11周規定殊柔経過措置稀州評価州見直手

改定後

妓療養病棟入院基本料宜
［算定要件］季概要稀
注11 療養病棟入院料橋州腫汁趣汁州所定点数州100分州
75周相当殊柔点数叔算定殊柔岸

現行

妓療養病棟入院基本料宜
［算定要件］季概要稀
注11 療養病棟入院料橋州腫汁趣汁州所定点数州100分州85
周相当殊柔点数叔算定殊柔岸

➢ 療養病棟入院基本料州注11周規定殊柔経過措置周杓い樹含以下州見直手叔行う岸
⚫ 疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン料叔算定殊柔患者周対手樹含 FIM季機能的自立度評価法稀州測定叔月周教回以上

行呪樹い収い場合修含教日周寿酌橋単位蹴綬出来高綬州算定需殊柔岸

⚫ 医療区分橋州患者綬あ呪樹含疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン料叔算定殊柔患者周対手樹含FIM州測定叔行呪樹い
収い場合周杓い樹修含医療区分教州場合周相当殊柔点数叔算定殊柔惹需需殊柔岸

療養病棟入院基本料季注11周規定殊柔経過措置稀周杓寂柔彰女鋤彰庶ー淳庄ン周寿い樹

妓経過措置宜
• 令和狂年況月31日周杓い樹現周療養病棟入院基本料周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関周寿い樹修含同年興月30日蹴綬州間周限戎含FIM州測定叔

行呪樹い柔酬州需輯収殊岸
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医療区分周寿い樹季参考稀

諭

療

癒

便

臬

瓺疾患籗状態𤭯

籗䅈筕ン

籗諭師及皨看護師癉瞟瞤𤩍常迯監視籗管理砅実施痮瘳い矞状態膅直癉諭療癒便𦣪又皕臬癉ゅ当瘃矞奡目疰あ矞場合䐢

瓺諭療処置𤭯

籗𦣪臽迯間持62珵滴

籗中心静脈栄養膅摂食機能又皕嚥託機能癮回皖癉必要𤺋体制砅鐚痮瘳い𤺋い場合癉疢い瘳皕𤩍療養病棟入院基鑚料癮諭療癒便臬癮

場合癮珵数癉鎚え瘳𤩍諭療癒便𦣪癮場合癉相当瘃矞珵数砅算定䐢

籗人溷倭吸器使用 籗穵箵籞ン法 籗胸58腔洗浄

籗発熱砅伴う場合癮気管勉開𤩍気管不挿管 籗感韆隔頹室癉疢痏矞管理

籗酸素療法膅常迯流量臬L/便通琢砅必要㿉瘃矞状態等䐢

諭

療

癒

便

𦣪

瓺疾患籗状態𤭯

籗筋秖䅈穪箼竴磦籞 籗多発性硬化症 籗筋萎縮性側索硬化症 籗窾籞䄅ン稊ン病輸連疾患

籗㾮癮直癮飫病膅䅈筕ン砅瞩く䐢

籗脊髄損傷膅頸髄損傷䐢 籗綫性閉塞性肺疾患膅COPD䐢

籗疼痛禴ン穪箼籞䈎疰必要𤺋悪性腫瘍 籗肺炎 籗椰路感韆症

籗箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン疰必要𤺋疾患疰発症痮瘳㽷瞢30日通不膅経過措置注11癮病棟癉入院瘃矞患者癉瘨い瘳皕𤩍FIM癮測定砅

行瘥瘳い𤺋い場合皕𤩍諭療癒便臤癮場合癉相当瘃矞珵数砅算定䐢

籗脱水㽷瘨発熱砅伴う状態

籗体不出血 籗頻回癮嘔瑠㽷瘨発熱砅伴う状態 籗褥ē 籗鑽梢皓環藴害癉瞟矞託キ鑽端開譌創

籗瘇砉妄 籗う瘨状態 籗暴行疰搆日䀹瞢矟矞状態膅原因籗治療方針砅諭師砅含𥇍検討䐢

籗諭師及皨看護師癉瞟瞤𤩍常迯監視籗管理砅実施痮瘳い矞状態膅直癉諭療癒便𦣪又皕臬癉ゅ当瘃矞奡目

疰𤺋い場合䐢

瓺諭療処置𤭯

籗透析 籗発熱又皕嘔瑠砅伴う場合癮経57栄養 籗喀痰吸引膅臤日𦧝回通琢䐢

籗気管勉開籗気管不挿管癮禡磕 籗頻回癮血糖検査

籗創傷膅皮膚潰瘍 籗手術創 籗創傷処置䐢

籗酸素療法膅諭療癒便臬癉ゅ当瘃矞睘癮通外癮睘癮䐢

諭療癒便臤 諭療癒便𦣪籗臬癉ゅ当痮𤺋い者

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季況稀慢性期入院医療
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療養病棟入院基本料州点数季参考稀

妓施設基準宜
Õ看護配置：橋挟：教以上
Ö医療区分橋・況州患者爵脅割以上

療養病棟入院料 教 療養病棟入院料 橋
妓施設基準宜

Õ看護配置橋挟：教以上
Ö医療区分橋・況州患者爵狭割以上

諭療癒便

臬

諭療癒便

𦣪

諭療癒便

臤

䑺艜芓

癒便臬

臤臁舄臽𦧝珵 臤臁臬臽舙珵 舙𦣝臬珵

䑺艜芓

癒便𦣪

臤臁𦥯舙臽珵 臤臁臬𦣪𦣪珵 𦧝臿臿珵

䑺艜芓

癒便臤

臤臁臽𦣝𦥯珵 臤臁臤𦥯舄珵 舄臿臤珵

諭療癒便

臬

諭療癒便

𦣪

諭療癒便

臤

䑺艜芓

癒便臬

臤臁𦧝臤臬珵 臤臁臽臤臽珵 舙𦥯𦧝珵

䑺艜芓

癒便𦣪

臤臁舄臿𦧝珵 臤臁臬𦧝𦥯珵 舙𦣪𦣝珵

䑺艜芓

癒便臤

臤臁臽舄臤珵 臤臁𦣪臬𦣪珵 𦧝臤臿珵
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障害者施設等入院基本料・特殊疾患病棟入院料等州主収施設基準等
藴害者施設等

入院基鑚料1

藴害者施設等

入院基鑚料2～4

特稗疾患病棟

入院料臤

特稗疾患病棟入

院料𦣪

特稗疾患入院

諭療管理料

療養病棟

入院料1

療養病棟

入院料2

看護配置 舄対臤通琢

10対臤通琢～

15対臤通琢

20対1通琢 臃 20対1通琢 20対1通琢

癁

瘜

瞢

㽷

瀧

方

砅

▕

瘓

瘃

施設

諭療型藴害児入脉施設又皕

指定諭療機輸(児童福祉法)
臃

諭療型藴害児入

脉施設又皕指定

諭療機輸(児童

福祉法)

臃

両

方

砅

▕

瘓

瘃

患者像 臃

重燵癮キ体濁自ょ

児膅者䐢𤩍脊髄損傷

等癮重傷藴害者𤩍

重燵癮意識藴害者𤩍

筋秖䅈穪箼竴磦籞患

者𤩍飫病患者等疰

概㿗舄割通琢

脊鶫損傷等癮

重燵藴害者𤩍重

燵癮意識藴害

者𤩍筋秖䅈穪箼

竴磦籞患者及皨

飫病患者等疰

概㿗𦧝割通琢

重燵癮キ体濁自

ょ児(者)𤩍重燵

癮藴害者(脊髄

損傷等砅瞩く)疰

概㿗𦧝割通琢

脊鶫損傷等癮重

燵藴害者𤩍重燵

癮意識藴害者𤩍

筋秖䅈穪箼竴磦籞

患者及皨飫病患

者等疰概㿗𦧝割

通琢

諭療癒便𦣪𤩍

臬癮患者疰

𦧝割通琢

諭療癒便𦣪𤩍臬

癮患者疰臿割通

琢

看護要員 臃 10対1通琢

10対1通琢

(う瘜𤩍看護職員5

割通琢)

10対1通琢 看護補助者 20対1通琢

㾮癮直

瀧般病棟

瀧般又皕

精神病棟

瀧般病棟癮病室 療養病棟

超重症𤩍準超重症

児(者)3割通琢

臃 褥ē癮評価

珵数

通常 1,615珵 1,356～995珵 2,070珵 1,675珵 2,070珵

1,813～815

珵

1,748～751珵

重燵癮意識藴害者

膅脳卒中患者䐢

1,496, 1,358珵 1,496～1,107珵 1,910, 1,745珵 1,657, 1,491珵 1,909, 1,743珵

琢ぇ通外癮脳卒中

患者

1,345, 1,221珵 1,207～995珵 1,717, 1,569珵 1,490, 1,341珵 1,717, 1,569珵

包茯

範噬

通常 出来高 瀧部癮入院基鑚料等加算籗薬剤等砅瞩疷包茯 検査籗投薬𤩍注射(瀧部砅瞩く)籗

病理診断籗X線写{等籗瀧部癮

処置等皕包茯脳卒中患者 療養病棟入院基鑚料㿉輪様癮流扱
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患者癮状態癉応痱瘓入院諭療癮評価癉瘨い瘳

➢ 障害者病棟周入院殊柔重度州意識障害叔有取収い脳卒中州患者周寿い樹含療養病棟入院料州評価体系
叔踏蹴え酒評価周見直殊岸蹴酒含特殊疾患病棟入院料周寿い樹酬同様州取扱い需殊柔岸

障害者施設等入院基本料等周杓寂柔脳卒中患者州評価

改定後
妓障害者施設等入院基本料宜
［算定要件］季重度州意識障害叔有取収い脳卒中州患者州場合稀
注12 縮 胸対教入院基本料又修10対教入院基本料

季教稀 医療区分橋州患者周相当殊柔酬州 1,345点
季橋稀 医療区分教州患者周相当殊柔酬州 1,221点

招 13対教入院基本料
季教稀 医療区分橋州患者周相当殊柔酬州 1,207点
季橋稀 医療区分教州患者周相当殊柔酬州 1,084点

女 15対教入院基本料
季教稀 医療区分橋州患者周相当殊柔酬州 1,118点
季橋稀 医療区分教州患者周相当殊柔酬州 995点

現行

妓障害者施設等入院基本料宜
［算定要件］季抜粋・例稀
教 胸対教入院基本料 1,615点
橋 10対教入院基本料 1,356点
況 13対教入院基本料 1,138点
狂 15対教入院基本料 995点

妓特殊疾患入院医療管理料宜
［算定要件］季抜粋・例稀

特殊疾患入院医療管理料 2,070点

妓特殊疾患入院医療管理料宜
［算定要件］季重度州意識障害叔有取収い脳卒中州患者州場合稀
注矯 縮 医療区分橋州患者周相当殊柔酬州 1,717点

招 医療区分教州患者周相当殊柔酬州 1,569点

妓特殊疾患病棟入院料宜
［算定要件］季抜粋・例稀
教 特殊疾患病棟入院料教 2,070点
橋 特殊疾患病棟入院料橋 1,675点

妓特殊疾患病棟入院料宜
［算定要件］季重度州意識障害叔有取収い脳卒中州患者州場合稀
注矯 縮 特殊疾患病棟入院料教

季教稀 医療区分橋州患者周相当殊柔酬州 1,717点
季橋稀 医療区分教州患者周相当殊柔酬州 1,569点

招 特殊疾患病棟入院料橋
季教稀 医療区分橋州患者周相当殊柔酬州 1,490点
季橋稀 医療区分教州患者周相当殊柔酬州 1,341点

➢ 栄養楯唱ー署初ー妾加算叔算定綬酌柔病棟周含障害者施設等入院基本料叔算定殊柔病棟叔加え柔岸
栄養楯唱ー署初ー妾加算州見直手
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緩和駿淑病棟入院料州見直手

➢ 緩和駿淑病棟入院料周寿い樹含患者州状態周応朱酒入院医療州提供叔更周推進殊柔観点灼従含疼痛
州評価等叔実施手酒場合州評価叔新設殊柔岸
緩和駿淑病棟入院料

季新稀 緩和駿淑疼痛評価加算 100点
［算定要件］季概要稀

緩和駿淑病棟入院料叔算定殊柔病棟周入院手樹い柔疼痛叔有殊柔患者周対手樹含鬼爵夙疼痛薬物療法峻縮書廠縮ン亀季日本緩和医療学
会稀含鬼新版 爵夙緩和駿淑峻縮書償暑竣亀季日本医師会監修 厚生労働科学特別研究事業鬼適切収緩和駿淑提供州酒酋州緩和駿淑峻縮書
償暑竣州改訂周関殊柔研究亀班亀稀等州緩和駿淑周関殊柔峻縮書廠縮ン叔参考需手樹含疼痛州評価腫州他州療養上必要収指導叔行呪酒場
合周緩和駿淑疼痛評価加算需手樹含教日周寿酌100点叔所定点数周加算殊柔岸

➢ 緩和駿淑病棟入院料周寿い樹含加算州新設周あわ珠樹評価州見直手叔行う岸
改定後

妓緩和駿淑病棟入院料宜
［算定要件］
教 緩和駿淑病棟入院料教

縮 30日以内州 5,107点
招 31日以上60日以内州期間 4,554点
女 61日以上州期間 3,350点

橋 緩和駿淑病棟入院料橋
縮 30日以内州期間 4,870点
招 31日以上60日以内州期間 4,401点
女 61日以上州期間 3,298点

現行
妓緩和駿淑病棟入院料宜
［算定要件］
教 緩和駿淑病棟入院料教

縮 30日以内州 5,207点
招 31日以上60日以内州期間 4,654点
女 61日以上州期間 3,450点

橋 緩和駿淑病棟入院料橋
縮 30日以内州期間 4,970点
招 31日以上60日以内州期間 4,501点
女 61日以上州期間 3,398点

心血管疾患

疼痛州強取叔NRS季Numerical Rating Scale稀綬表手樹酬従う岸
現在州強取含24時間叔平均手酒場合州強取含教日州う儒最小・
最大州強取叔聞錫岸一般的周挟～況点叔軽度州疼痛含狂～矯 点
叔中等度州疼痛含胸 点以上叔強い疼痛需考え柔岸

評価州例

出典： 瓖新版疰砉z和禡磕祘磹穵𥫤ッ祲瓘膅日鑚諭師会監修𤩍厚生労働科学特慕研究宙業瓖適勉𤺋z和禡磕提供癮瘓𥇍癮z和禡磕祘磹穵𥫤ッ祲癮改訂癉輸瘃矞研究瓘班䐢
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緩和駿淑病棟入院料州概要
➢ 緩和駿淑病棟修含主需手樹苦痛州緩和叔必要需殊柔悪性腫瘍及秀後天性免疫不全症候群州患者叔入院取珠含緩

和駿淑叔行う需需酬周含外来や在宅臭州円滑収移行酬支援殊柔病棟綬あ戎含当該病棟周入院手酒緩和駿淑叔要
殊柔悪性腫瘍及秀後天性免疫不全症候群州患者周寿い樹算定殊柔岸

➢ 悪性腫瘍州患者及秀後天性免疫不全症候群州患者以外州患者爵含当該病棟周入院手酒場合周修含一般病棟入院
基本料州特別入院基本料叔算定殊柔岸

〇 z和禡磕病棟入院料臤

30日通不 5,107珵 31日通琢60日通不 4,554珵 61日通琢 3,350珵

〇 z和禡磕病棟入院料𦣪

30日通不 4,870珵 31日通琢60日通不 4,401珵 61日通琢 3,298珵

［入院料教州施設基準］
入院料橋州施設基準周加え含以下州要件叔満酒手樹い柔惹需季一部抜粋稀岸
○ 以下州淑又修縮叔満酒手樹い柔惹需

淑稀当該病棟州入院患者周寿い樹含入院州待機周係柔期間州平均爵14日未満綬あ柔惹需
縮稀直近教年間周杓い樹含退院患者州う儒含他州保険医療機関周転院手酒患者等以外州患者爵15％以上綬あ柔惹需岸

○ 次州い狩汁灼周係柔届出叔行呪樹い柔惹需岸
Õ 緩和駿淑診療加算※教

Ö 外来緩和駿淑管理料※教

× 在宅爵夙医療総合診療料※橋

［入院料橋州施設基準］
○ 看護配置胸対教含緩和駿淑叔担当殊柔常勤州医師叔教名以上配置
○ 爵夙診療州拠点需収柔病院若手く修公益財団法人日本医療機能評価機構等爵行う医療機能評価叔受寂樹い柔病院又修惹汁従周準狩柔病院綬

あ柔惹需 等

※教 悪性腫瘍等綬身体症状等叔持寿入院患者又修外来患者周寿い樹含緩和駿淑初ー妾周十柔診療爵行わ汁酒場合周算定殊柔岸
※橋 在宅綬州療養叔行呪樹い柔通院爵困難収悪性腫瘍州患者周含往診及秀訪問看護周十戎24時間対応綬酌柔体制叔確保手含総合的収医療叔提供手酒場合周算定殊柔岸

緩和駿淑疼痛評価加算 100点
緩和駿淑病棟入院料叔算定殊柔病棟周入院手樹い柔疼痛叔有殊柔患者周対手樹含疼痛州評価腫州他州療養上必要収指導叔行呪酒場合周緩和駿
淑疼痛評価加算需手樹含教日周寿酌100点叔所定点数周加算殊柔岸
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有床診療所周杓寂柔評価州見直手

➢ 有床診療所一般病床初期加算及秀救急・在宅等支援療養病床初期加算周寿い樹含急性期医療叔担う他州医療機関灼
従州患者州受入汁需含在宅灼従州患者州受入汁叔区別手樹評価殊柔岸

有床診療所入院基本料等州見直手

A108 有床診療所入院基本料
注況 有床診療所一般病床初期加算季14日叔限度稀150点
入院手樹い柔患者州う儒含急性期医療叔担う他州保険医療機関州一般病棟
灼従転院手酒患者又修介護老人保健施設含介護医療院含特別養護老人哨ー
妾含軽費老人哨ー妾含有料老人哨ー妾等若手錫修自宅灼従入院手酒患者周
寿い樹含転院又修入院手酒日灼従起算手樹胸日叔限度需手樹加算殊柔岸

A109 有床診療所療養病床入院基本料
注矯 救急・在宅等支援療養病床初期加算季14日叔限度稀 150点
入院手樹い柔患者州う儒含急性期医療叔担う他州保険医療機関州一般病棟
灼従転院手酒患者又修介護老人保健施設含介護医療院含特別養護老人哨ー
妾含軽費老人哨ー妾含有料老人哨ー妾等若手錫修自宅灼従入院手酒患者周
寿い樹含転院又修入院手酒日灼従起算手樹14日叔限度需手樹加算殊柔岸

改定癆

鐚床診療脉急性期患者支援病床初期加算膅21日砅限燵䐢150珵

瓺急性期病棟㽷瞢溜入矟瘓患者𤭯

急性期諭療砅担う直癮保険諭療機輸癮瀧般病棟㽷瞢転院痮瘓患者㽷瞢癉瘨い瘳皕𤩍転院痮瘓日

㽷瞢起算痮瘳21日砅限燵㿉痮瘳加算瘃矞璒

鐚床診療脉圻宅患者支援病床初期加算膅21日砅限燵䐢300珵

瓺圻宅㽷瞢溜入矟瘓患者𤭯

跳護老人保健施設𤩍跳護諭療院𤩍特慕養護老人笮籞筁𤩍軽ホ老人笮籞筁𤩍鐚料老人笮籞筁等又

皕自宅㽷瞢入院痮瘓患者癉対痮𤩍治療方針癉輸瘃矞患者又皕㾮癮家族等癮意思決定癉対瘃矞支

援砅行瘥瘓場合膅※䐢癉𤩍入院痮瘓日㽷瞢起算痮瘳21日砅限燵㿉痮瘳加算瘃矞璒

改定癆

鐚床診療脉急性期患者支援療養病床初期加算膅21日砅限燵䐢300珵

瓺急性期病棟㽷瞢溜入矟瘓患者𤭯

急性期諭療砅担う直癮保険諭療機輸癮瀧般病棟㽷瞢転院痮瘓患者癉瘨い瘳皕𤩍転院痮瘓日㽷瞢

起算痮瘳21日砅限燵㿉痮瘳加算瘃矞璒

鐚床診療脉圻宅患者支援療養病床初期加算膅21日砅限燵䐢350珵

瓺圻宅㽷瞢溜入矟瘓患者𤭯

跳護老人保健施設𤩍跳護諭療院𤩍特慕養護老人笮籞筁𤩍軽ホ老人笮籞筁𤩍鐚料老人笮籞筁等又

皕自宅㽷瞢入院痮瘓患者癉対痮𤩍治療方針癉輸瘃矞患者又皕㾮癮家族等癮意思決定癉対瘃矞支

援砅行瘥瘓場合膅※䐢癉𤩍入院痮瘓日㽷瞢起算痮瘳21日砅限燵㿉痮瘳加算瘃矞璒

季※稀当該診療所周杓い樹含適切収意思決定支援周関殊柔指針叔定酋樹
い柔惹需叔施設基準需手樹求酋柔岸

➢ 慢性維持透析患者叔受寂入汁柔病床州確保叔推進殊柔観点灼従含有床診療所療養病床入院基本料叔算定殊柔診療所
周杓い樹慢性維持透析叔実施手酒場合周寿い樹含新酒収評価叔行う岸

有床診療所療養病床入院基本料
季新稀 慢性維持透析管理加算 100点季教日当酒戎稀

［対象患者］
• 有床診療所療養病床入院基本料叔算定殊柔診療所綬あ柔保険医療機関周入院手樹い柔患者州う儒含当該保険医療機関周杓い樹含区分番号暁挟況脅周掲弱柔人工腎臓含暁挟況脅－橋周

掲弱柔持続緩徐式血液濾過含暁挟況興周掲弱柔血漿交換療法又修暁挟狂橋周掲弱柔腹膜灌流叔行呪樹い柔患者

慢性維持透析患者州受寂入汁周係柔評価州新設
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専門機関需州連携分娩管理州評価州新設

➢ 妊産婦周対殊柔十戎安全収分娩管理叔推進殊柔観点灼従含有床診療所周杓い樹含医療機関爵地域周産期母
子医療純ン順ー等需連携手樹適切収分娩管理叔実施手酒場合周寿い樹含新酒収評価叔行う岸

女縮彰潤竣分娩等管理加算季教日周寿酌稀季脅日蹴綬稀
教 女縮彰潤竣分娩管理加算 3,200点

季新稀橋 地域連携分娩管理加算 3,200点
［対象患者］
次周掲弱柔疾患等州妊産婦綬あ呪樹含保険医療機関州医師爵地域連携分娩管理州必要性叔認酋酒酬州岸

［算定要件］
・ 地域連携分娩管理加算州算定周当酒呪樹修含分娩叔伴う入院前周含当該保険医療機関灼従含連携叔行呪樹い柔地域周産期母子医療純

ン順ー等周当該患者叔紹介手含受診取珠収寂汁愁収従収い岸
・ 対象患者周該当殊柔妊産婦綬あ呪樹酬含当該患者爵複数州疾患等叔有殊柔場合周杓い樹修含当該加算修算定綬酌収い岸
［施設基準州概要］
季教稀当該保険医療機関内周専従産婦人科又修産科周従事殊柔常勤医師爵況名以上配置取汁樹い柔惹需岸
季橋稀当該保険医療機関内周常勤州助産師爵況名以上配置取汁樹い柔惹需岸収杓含腫州う儒1名以上爵含医療関係団体灼従認証取汁酒助産

師綬あ柔惹需岸
季況稀一年間州分娩実施件数爵120件以上綬あ戎含灼寿含腫州実施件数等叔当該保険医療機関州見や殊い場所周掲示手樹い柔惹需岸
季狂稀周産期医療周関殊柔専門州保険医療機関需州連携周十戎含分娩管理叔行う周寿酌十分収体制爵整備取汁樹い柔惹需岸
季狭稀公益財団法人日本医療機能評価機構爵定酋柔産科医療補償制度標準補償約款需同一州産科医療補償約款周基授錫補償叔実施手樹い

柔惹需岸

40歳以上州初産婦綬あ柔患者 籞

子宮内胎児発育遅延州患者 重度州子宮内胎児発育遅延州患者以外州患者綬あ呪樹含地域周産期母子医療純ン順ー等灼従当該保険医療機
関周対手樹診療情報爵文書周十戎提供取汁樹い柔酬州周限柔岸

糖尿病州患者 橋型糖尿病又修妊娠糖尿病州患者季食事療法州輯綬血糖循ン署招ー承爵可能収酬州周限柔岸稀綬あ呪樹含専
門医又修専門医療機関灼従当該保険医療機関周対手樹診療情報爵文書周十戎提出取汁樹い柔酬州周限柔岸

精神疾患州患者 他州保険医療機関周杓い樹精神療法叔実施手樹い柔者綬あ呪樹当該保険医療機関周対手樹診療情報爵文書周
十戎提供取汁樹い柔酬州周限柔岸

地域連携分娩管理加算州新設
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狭．入院医療
季狂稀短期滞在手術等基本料 響Ｐ鏡／Ｐ響ＰＳ
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短期滞在手術等基本料州評価州見直手Õ

➢ 麻酔叔伴う手術州実施状況等叔踏蹴え含評価及秀麻酔科医州配置周係柔要件叔見直殊岸
短期滞在手術等基本料教州見直手

短期滞在手術等基本料橋州見直手

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季狂稀短期滞在手術等基本料含響桐鏡／桐響桐勤

➢ 短期滞在手術等基本料橋周寿い樹含実態叔踏蹴え含評価叔廃止殊柔岸

改定後
妓短期滞在手術等基本料教宜
短期滞在手術等基本料教季日帰戎州場合稀
季改稀縮 麻酔叔伴う手術叔行呪酒場合 2,947点
季改稀招 縮以外州場合 2,718点

［施設基準］
短期滞在手術等基本料周灼灼柔手術季全身麻酔叔伴う酬州周限
柔岸稀爵行わ汁樹い柔日周杓い樹含麻酔科医爵勤務手樹い柔惹需岸

現行

妓短期滞在手術等基本料教宜
短期滞在手術等基本料教季日帰戎州場合稀 2,947点

［施設基準］
短期滞在手術等基本料周灼灼柔手術爵行わ汁樹い柔日周杓い樹含
麻酔科医爵勤務手樹い柔惹需岸

改定後

季削除稀

現行

妓短期滞在手術等基本料橋宜
短期滞在手術等基本料橋季教泊橋日州場合稀 5,075点
季生活療養叔受寂柔場合周あ呪樹修含 5,046点稀

➢ 短期滞在手術等基本料況州対象手術等州う儒含入院外綬州実施割合州高い酬州周寿い樹含短期
滞在手術等基本料教州対象需殊柔季15項目→38項目稀岸

➢ 平均在院日数や重症度含医療・看護必要度州評価周杓い樹含短期滞在手術等基本料教州対象手
術等叔実施手酒場合叔含評価州対象灼従除外殊柔岸
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短期滞在手術等基本料州評価州見直手Ö

➢ 疾病州治療法需手樹類型化取汁酒手術等叔伴う入院医療州う儒含在院日数や医療資源州投入量爵一
定州範囲周収斂手樹い柔酬州爵あ柔惹需叔踏蹴え含以下州38項目州手術等周寿い樹含短期滞在手術
等基本料況州対象周追加殊柔季19項目→57項目稀岸既存州手術等周寿い樹修含実態叔踏蹴え含評価
叔見直殊岸

短期滞在手術等基本料況州見直手

追加殊柔手術等
響橋況胸 終夜睡眠唱彰舜廠傷祝ー 況 教及秀橋以外州場合 縮 安全精度

管理下綬行う酬州
響橋況胸 終夜睡眠唱彰舜廠傷祝ー 況 教及秀橋以外州場合 招 腫州他州

酬州
響橋況胸－橋 反復睡眠潜時試験季曲勤局均稀
響橋脅胸 内分泌負荷試験 教 下垂体前葉負荷試験 縮 成長哨承宵ン季仰

凝稀季一連需手樹稀
業挟挟胸－橋 経皮的放射線治療用金属嘗ー俊ー留置術
業挟況挟 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 橋 手含足季手周限柔岸稀
業挟狂矯 骨折観血的手術 橋 前腕含下腿含手舟状骨季手舟状骨周限柔岸稀
業挟狂脅 骨内異物季挿入物叔含週岸稀除去術 況 前腕含下腿季前腕周限

柔岸稀
業挟狂脅 骨内異物季挿入物叔含週岸稀除去術 狂 鎖骨含膝蓋骨含手含足含

指季手含足稀腫州他季鎖骨周限柔岸稀
業挟狂脅 骨内異物季挿入物叔含週岸稀除去術 狂 鎖骨含膝蓋骨含手含足含

指季手含足稀腫州他季手周限柔岸稀
業挟胸挟 峻ン舜彰述ン摘出術 教 手含足含指季手含足稀季手周限柔岸稀
業橋挟橋 涙管初少ー償挿入術 教 涙道内視鏡叔用い柔酬州
業橋教胸 眼瞼内反症手術 橋 皮膚切開法
業橋教興 眼瞼下垂症手術 教 眼瞼挙筋前転法
業橋教興 眼瞼下垂症手術 況 腫州他州酬州
業橋橋狂 翼状片手術季弁州移植叔要殊柔酬州稀
業橋狂橋 斜視手術 橋 後転法
業橋狂橋 斜視手術 況 前転法及秀後転法州併施
業橋狭狂 治療的角膜切除術 教 出春淳嘗抄ー殉ー周十柔酬州季角膜準潤署

招傷祝ー又修帯状角膜変性周係柔酬州周限柔岸稀

業橋矯脅 緑内障手術 矯 水晶体再建術併用眼内書抄ーン挿入術
業橋脅橋 水晶体再建術 橋 眼内抄ン盾叔挿入手収い場合季片側稀
業橋脅橋 水晶体再建術 橋 眼内抄ン盾叔挿入手収い場合季両側稀
業況教脅 鼓膜形成手術
業況況況 鼻骨骨折整復固定術
業況脅興 喉頭・声帯唱彰ー勝切除術 橋 直達喉頭鏡又修傷宿縮序ー潤

循ー勝周十柔酬州
業狂胸狂 乳腺腫瘍摘出術 橋 長径狭純ン初娼ー署承以上
業矯教胸－橋 大伏在静脈抜去術
業矯教胸－狂 下肢静脈瘤血管内焼灼術
業矯教胸－矯 下肢静脈瘤血管内塞栓術
業胸狂胸 肛門良性腫瘍含肛門唱彰ー勝含肛門尖圭循ン準招ー妾切除術季肛

門唱彰ー勝切除術周限柔岸稀
業胸狂胸 肛門良性腫瘍含肛門唱彰ー勝含肛門尖圭循ン準招ー妾切除術季肛

門尖圭循ン準招ー妾切除術周限柔岸稀
業脅橋況－矯 尿失禁手術季商曙彰諸潤毒素周十柔酬州稀
業脅況狂－況 顕微鏡下精索静脈瘤手術
業脅胸橋－況 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術含子宮内膜唱彰ー勝切除術

教 電解質溶液利用州酬州
業脅胸橋－況 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術含子宮内膜唱彰ー勝切除術

橋 腫州他州酬州
業脅胸況 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 教 電解質溶液利用州酬州
業脅胸況 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 橋 腫州他州酬州
業脅興挟－況 腹腔鏡下卵管形成術
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➢ DPC対象病院州場合

➢ DPC対象病院以外州場合

短期滞在手術等基本料州評価州見直手季参考稀
短期滞在手術等基本料州取扱い

短期滞圻手術等基鑚料癮

算定可否

烋均圻院日数 重症燵𤩍諭療籗看護必要燵

短期滞圻臤癮対象手術等砅

実施瘃矞入院患者

○ 対象 → 対象外 対象 → 対象外

短期滞圻臬癮対象手術等砅

実施瘃矞入院患者

膅短期滞圻手術等癮要件砅▕瘓瘃場合䐢

×膅DPC/PDPS𤹪算定䐢

※ヅPツ対象病院𤹪皕DPC/PDPS

癉瞟矞評価砅優菱瘃矞瘓𥇍

対象外 対象外

短期滞圻臬癮対象手術等砅

実施瘃矞入院患者

季短期滞在手術等州要件叔満酒取収い場合稀
×膅DPC/PDPS𤹪算定䐢 対象 対象

短期滞圻手術等基鑚料癮

算定可否

烋均圻院日数 重症燵𤩍諭療籗看護必要燵

短期滞圻臤癮対象手術等砅

実施瘃矞入院患者

○ 対象 → 対象外 対象 → 対象外

短期滞圻臬癮対象手術等砅

実施瘃矞入院患者

膅短期滞圻手術等癮要件砅▕瘓瘃場合䐢

○膅原則𤩍短期滞圻臬砅算

定瘃矞䐢

対象外 対象外

短期滞圻臬癮対象手術等砅

実施瘃矞入院患者

季短期滞在手術等州要件叔満酒取収い場合稀
× 対象 対象
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短期滞在手術等基本料州対象手術等季参考稀

響橋脅胸 内分泌負荷試験 教 下垂体前葉負荷試験 縮 成長哨承宵ン季仰凝稀季一連需手樹稀
響橋興教―橋 小児食物淑抄承瞬ー負荷検査
業挟挟狭 皮膚含皮下腫瘍摘出術季露出部稀 況 長径四純ン初娼ー署承以上季六歳未満周限柔岸稀
業挟挟矯 皮膚含皮下腫瘍摘出術季露出部以外稀 況 長径六純ン初娼ー署承以上十二純ン初娼ー署承未満季六歳未満周限柔岸稀
業挟挟矯 皮膚含皮下腫瘍摘出術季露出部以外稀 狂 長径十二純ン初娼ー署承以上季六歳未満周限柔岸稀
業挟挟脅 腋臭症手術
業挟況挟 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 橋 手含足季手周限柔岸稀
業挟狂脅 骨内異物季挿入物叔含週岸稀除去術 狂 鎖骨含膝蓋骨含手含足含指季手含足稀腫州他季手周限柔岸稀
業挟矯脅 半月板切除術
業挟矯脅―橋 関節鏡下半月板切除術
業挟胸挟 峻ン舜彰述ン摘出術 教 手含足含指季手含足稀季手周限柔岸稀
業挟興況 手根管開放手術
業挟興況―橋 関節鏡下手根管開放手術
業橋挟橋 涙管初少ー償挿入術 教 涙道内視鏡叔用い柔酬州
業橋教胸 眼瞼内反症手術 橋 皮膚切開法
業橋教興 眼瞼下垂症手術 教 眼瞼挙筋前転法
業橋教興 眼瞼下垂症手術 況 腫州他州酬州
業橋橋狂 翼状片手術季弁州移植叔要殊柔酬州稀
業橋狭狂 治療的角膜切除術 教 出春淳嘗抄ー殉ー周十柔酬州季角膜準潤署招傷祝ー又修帯状角膜変性周係柔酬州周限柔岸稀
業橋矯脅 緑内障手術 矯 水晶体再建術併用眼内書抄ーン挿入術
業橋脅橋 水晶体再建術
業狂胸狂 乳腺腫瘍摘出術
業狭挟脅 気管支狭窄拡張術季気管支鏡周十柔酬州稀
業狭教挟 気管支腫瘍摘出術季気管支鏡又修気管支傷宿縮序ー潤循ー勝周十柔酬州稀
業矯教矯―狂 経皮的淳将ン署拡張術・血栓除去術 教 初回
業矯教矯―狂 経皮的淳将ン署拡張術・血栓除去術 橋 教州実施後況月以内周実施殊柔場合
業矯教胸 下肢静脈瘤手術 教 抜去切除術
業矯教胸 下肢静脈瘤手術 橋 硬化療法季一連需手樹稀
業矯教胸 下肢静脈瘤手術 況 高位結紮術
業矯教胸―狂 下肢静脈瘤血管内焼灼術
業矯教胸―矯 下肢静脈瘤血管内塞栓術
業矯狭況 内視鏡的胃含十二指腸唱彰ー勝・粘膜切除術 教 早期悪性腫瘍粘膜切除術
業胸橋教 内視鏡的大腸唱彰ー勝・粘膜切除術 教 長径二純ン初娼ー署承未満
業胸狂況 痔核手術季脱肛叔含週岸稀 橋 硬化療法季四段階注射法周十柔酬州稀
業胸狂胸 肛門良性腫瘍含肛門唱彰ー勝含肛門尖圭循ン準招ー妾切除術季肛門唱彰ー勝含肛門尖圭循ン準招ー妾切除術周限柔岸稀
業脅橋況―矯 尿失禁手術季商曙彰諸潤毒素周十柔酬州稀
業脅況狂―況 顕微鏡下精索静脈瘤手術
業脅狂教―橋 経尿道的抄ー殉ー前立腺・蒸散術

短期滞在手術等基本料教州対象手術等季38項目稀
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短期滞在手術等基本料州対象手術等季参考稀

響橋況胸 終夜睡眠唱彰舜廠傷祝ー 況 教及秀橋以外州場合 縮 安全精度管理
下綬行う酬州

響橋況胸 終夜睡眠唱彰舜廠傷祝ー 況 教及秀橋以外州場合 招 腫州他州酬州
響橋況胸－橋 反復睡眠潜時試験季曲勤局均稀
響橋脅胸 内分泌負荷試験 教 下垂体前葉負荷試験 縮 成長哨承宵ン季仰凝稀

季一連需手樹稀
響橋興教－橋 小児食物淑抄承瞬ー負荷検査
響狂教況 前立腺針生検法 橋 腫州他州酬州
業挟挟胸－橋 経皮的放射線治療用金属嘗ー俊ー留置術
業挟況挟 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術州 橋 手含足季手周限柔岸稀
業挟狂矯 骨折観血的手術 橋 前腕含下腿含手舟状骨季手舟状骨周限柔岸稀
業挟狂脅 骨内異物季挿入物叔含週岸稀除去術 況 前腕含下腿季前腕周限柔岸稀
業挟狂脅 骨内異物季挿入物叔含週岸稀除去術 狂 鎖骨含膝蓋骨含手含足含指

季手含足稀腫州他季鎖骨周限柔岸稀
業挟狂脅 骨内異物季挿入物叔含週岸稀除去術 狂 鎖骨含膝蓋骨含手含足含指

季手含足稀腫州他季手周限柔岸稀
業挟胸挟 峻ン舜彰述ン摘出術 教 手含足含指季手含足稀季手周限柔岸稀
業挟興況－橋 関節鏡下手根管開放手術
業教興矯－橋 胸腔鏡下交感神経節切除術季両側稀
業橋挟橋 涙管初少ー償挿入術 教 涙道内視鏡叔用い柔酬州
業橋教胸 眼瞼内反症手術州 橋 皮膚切開法
業橋教興 眼瞼下垂症手術 教 眼瞼挙筋前転法
業橋教興 眼瞼下垂症手術州 況 腫州他州酬州
業橋橋狂 翼状片手術季弁州移植叔要殊柔酬州稀
業橋狂橋 斜視手術 橋 後転法
業橋狂橋 斜視手術 況 前転法及秀後転法州併施
業橋狭狂 治療的角膜切除術 教 出春淳嘗抄ー殉ー周十柔酬州季角膜準潤署招

傷祝ー又修帯状角膜変性周係柔酬州周限柔岸稀
業橋矯脅 緑内障手術 矯 水晶体再建術併用眼内書抄ーン挿入術
業橋脅橋 水晶体再建術 教 眼内抄ン盾叔挿入殊柔場合 招 腫州他州酬州季片

側稀
業橋脅橋 水晶体再建術 教 眼内抄ン盾叔挿入殊柔場合 招 腫州他州酬州季両

側稀
業橋脅橋 水晶体再建術 橋 眼内抄ン盾叔挿入手収い場合季片側稀
業橋脅橋 水晶体再建術 橋 眼内抄ン盾叔挿入手収い場合季両側稀
業況教脅 鼓膜形成手術
業況況況 鼻骨骨折整復固定術
業況脅興 喉頭・声帯唱彰ー勝切除術 橋 直達喉頭鏡又修傷宿縮序ー潤循ー勝周

十柔酬州

短期滞在手術等基本料況州対象手術等季57項目稀
業狂胸狂 乳腺腫瘍摘出術 教 長径狭純ン初娼ー署承未満
業狂胸狂 乳腺腫瘍摘出術 橋 長径狭純ン初娼ー署承以上
業矯教矯－狂 経皮的淳将ン署拡張術・血栓除去術 教 初回
業矯教矯－狂 経皮的淳将ン署拡張術・血栓除去術 橋 教州実施後況月以内周

実施殊柔患者
業矯教胸 下肢静脈瘤手術 教 抜去切除術
業矯教胸 下肢静脈瘤手術 橋 硬化療法季一連需手樹稀
業矯教胸 下肢静脈瘤手術 況 高位結紮術
業矯教胸－橋 大伏在静脈抜去術
業矯教胸－狂 下肢静脈瘤血管内焼灼術
業矯教胸－矯 下肢静脈瘤血管内塞栓術
業矯況況 匠承藷淑手術 狭 鼠径匠承藷淑季況歳未満周限柔岸稀
業矯況況 匠承藷淑手術 狭 鼠径匠承藷淑季況歳以上矯歳未満周限柔岸稀
業矯況況 匠承藷淑手術 狭 鼠径匠承藷淑季矯歳以上15歳未満周限柔岸稀
業矯況況 匠承藷淑手術 狭 鼠径匠承藷淑季15歳以上周限柔岸稀
業矯況狂 腹腔鏡下鼠径匠承藷淑手術季両側稀季況歳未満周限柔岸稀
業矯況狂 腹腔鏡下鼠径匠承藷淑手術季両側稀季況歳以上矯歳未満周限柔岸稀
業矯況狂 腹腔鏡下鼠径匠承藷淑手術季両側稀季矯歳以上15歳未満周限柔岸稀
業矯況狂 腹腔鏡下鼠径匠承藷淑手術季両側稀季15歳以上周限柔岸稀
業胸橋教 内視鏡的大腸唱彰ー勝・粘膜切除術 教 長径橋純ン初娼ー署承未満
業胸橋教 内視鏡的大腸唱彰ー勝・粘膜切除術 橋 長径橋純ン初娼ー署承以上
業胸狂況 痔核手術季脱肛叔含週岸稀州鬼橋亀硬化療法(四段階注射法周十柔酬

州)
業胸狂胸 肛門良性腫瘍含肛門唱彰ー勝含肛門尖圭循ン準招ー妾切除術季肛門唱

彰ー勝切除術周限柔岸稀
業胸狂胸 肛門良性腫瘍含肛門唱彰ー勝含肛門尖圭循ン準招ー妾切除術季肛門尖

圭循ン準招ー妾切除術周限柔岸稀
業胸矯脅 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術季一連周寿酌稀
業脅橋況－矯 尿失禁手術季商曙彰諸潤毒素周十柔酬州稀
業脅況狂－況 顕微鏡下精索静脈瘤手術
業脅矯胸 子宮頸部(腟部)切除術
業脅胸橋－況 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術含子宮内膜唱彰ー勝切除術 教

電解質溶液利用州酬州
業脅胸橋－況 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術含子宮内膜唱彰ー勝切除術 橋

腫州他州酬州
業脅胸況 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 教 電解質溶液利用州酬州
業脅胸況 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 橋 腫州他州酬州
業脅興挟－況 腹腔鏡下卵管形成術
曲挟挟教－橋 峻ン嘗薯縮傷周十柔定位放射線治療
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1. 基礎係数季医療機関群稀：現行州況寿州医療機関群州設定方法需含狂寿州評価基準季DPC特定病院群稀叔維持殊柔岸
2. 機能評価係数ì：従前州評価方法叔維持殊柔岸
3. 機能評価係数í：従前州矯寿州評価項目叔維持殊柔岸地域医療指数周杓寂柔体制評価指数修含医療計画周係柔取組等叔踏蹴

え含以下州需杓戎見直殊岸

4. 激変緩和係数：診療報酬改定周伴う激変緩和周対応手酒含激変緩和係数叔設定殊柔季改定年度州教年間州輯稀岸

DPC/PDPS州見直手
➢ 医療機関別係数州見直手

改定後
妓体制評価指数宜
• 従前州興項目周感染症叔追加

＜災害＞郷鏡Ｐ州策定季災害拠点病院以外稀
＜臭酌地＞鬼臭酌地医療拠点病院州指定灼寿主要況事業叔年12回以
上亀又修鬼社会医療法人認可周杓寂柔臭酌地医療州要件叔満酒手樹い柔
惹需亀
鬼臭酌地医療拠点病院州指定季主要況事業叔年12回以上実施手樹い柔場合叔除錫岸稀亀
＜感染症＞新型縮ン傷承出ン殉対策

新型循招薯塾縮承潤感染症対策季病床確保含仰曲尭勤稀

現行

妓体制評価指数宜
• 爵夙含脳卒中含心血管疾患含精神疾患含災害含周産期含臭酌地含

救急含腫州他州興項目綬評価
＜災害＞季新設稀
＜臭酌地＞鬼臭酌地医療拠点病院州指定亀又修鬼社会医療法人認可周杓
寂柔臭酌地医療州要件叔満酒手樹い柔惹需亀

＜腫州他＞新型縮ン傷承出ン殉対策

臤臖短期滞圻手術等基鑚料臬癉ゅ当瘃矞診断群便類等癉瘨い瘳𤩍DPC/PDPS癮珵数設定方式D癉瞟瞤設定瘃矞璒

𦣪臖疾患癮頻燵疰高く𤩍諭療不容癮標準化疰逭砉𤹪い矞㿉考え瞢矟矞疾患𤹪𤩍手術疰定義痠矟瘳い𤺋い診断群便類癉瘨い瘳𤩍諭療資源投入量癮相遊

砅踏𥆩え𤩍直院㽷瞢癮転院癮鐚無癉瞟瞤評価砅癒慕瘃矞璒

臬臖入院初期癮諭療資源投入量疰増加傾塁𤹪あ矞痝㿉砅踏𥆩え𤩍珵数設定方式A癉瘨い瘳𤩍入院初期砅瞟瞤重珵的癉評価瘃矞体系癉見直瘃璒

臤臖入院諭療砅担う諭療機輸癮機能や役割砅便析籗評価瘃矞瘓𥇍𤩍診療行琦や薬闍料等疰包茯痠矟瘳い矞外来診療癉逃矞評価癉瘨い瘳𤩍実施痠矟瘓

診療行琦砅外来EF竴碻磹䈎𤹪提出瘃矞痝㿉㿉瘃矞璒

𦣪臖調査奡目癮見直痮等癮必要𤺋措置砅講瘘矞璒

➢ 算定承ー承州見直手

➢ 退院患者調査州見直手
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医療機関別係数州見直手

➢ 現行州設定方法叔維持手含医療機関群等叔設定殊柔岸
➢ 実績要件周寿い樹含大学病院本院群州最低値季外汁値叔除錫稀十戎高い医療機関叔DPC特定病院群需殊柔岸

※ 診療密度修含外的要因州補正州酒酋含後発医薬品州あ柔医薬品周寿い樹修後発医薬品州最酬安価収酬州周置酌換え樹算出
※ 外保連手術指数及秀特定内科診療州内容修最新版叔反映

基礎係数季医療機関群稀

➢ 現行州評価手法叔維持手含医科点数表州改定周応朱樹機能評価係数ì周反映殊柔岸
・ 各項目州評価州見直手周伴う対応

機能評価係数ì

➢ 現行州矯寿州係数季保険診療係数含効率性係数含複雑性係数含俊序ー率係数含救急医療係数含地域医療係数稀叔
維持手含令和橋年10月1日灼従令和況年9月30日蹴綬州実績等叔基周設定殊柔岸

➢ 地域医療係数州一部州項目周寿い樹含評価項目州実態等叔踏蹴え酒要件叔見直手や項目州新設叔実施殊柔岸

機能評価係数í

➢ 現行州設定方法叔維持手含診療報酬改定爵あ柔年度周寿い樹修改定周伴う変動周関手樹含推計診療報酬変動率
季出来高部分酬含週稀爵2％叔超え樹変動手収い十う激変緩和係数叔設定殊柔岸

激変緩和係数

諭療機輸群 施設数 基礎逃数

DPC標準病院群 1,501 1.0395

大学病院鑚院群 82 1.1249

DPC特定病院群 181 1.0680
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機能評価係数í州評価内容Õ
指数 評価不容

保険診療指数 瓺適勉𤺋DPC穧籞稛癮作成𤭯

籗瓖部哲濁軛籗ゆ細濁軛禴籞穵瓘癮使用割合疰10%通琢癮場合𤩍0.05珵減算瘃矞璒

籗DPC穧籞稛癮様式間癮ぇ載矛盾癮あ矞穧籞稛癮件数疰全体癮1％通琢癮場合𤩍0.05珵減算瘃矞璒

様式臤癮親様式籗子様式間膅穧籞稛属性等膅郵便番号𤩍性慕𤩍生烝鏤日等䐢𤩍様式臤㿉EF竴碻磹䈎間膅入院日数入院料癮算定回数癮

矛盾䐢𤩍様式臽㿉EF竴碻磹䈎膅諭科保険情報㿉菱逭諭療等情報癮矛盾䐢𤩍D竴碻磹䈎㿉EF竴碻磹䈎膅ぇ入痠矟瘳い矞入院料等癮矛盾䐢

籗鑷禴籞穵化傷病隣𤹪あ矞傷病隣癮割合疰2％通琢癮場合𤩍0.05珵減算瘃矞璒膅様式臤𤹪評価䐢

瓺病院情報癮苗表𤭯 自院癮笮籞筁笪籞秖𤹪苗表痮瘓場合癉0.05珵加算瘃矞璒

膅瓺保険診療癮質的改善癉塁痏瘓流組䀹𤭯舢痛和6烝燵㽷瞢癮評価砅検討䐢

地域諭療指数 体制評価指数舢5疾病5宙業等癉疢痏矞急性期入院諭療砅評価

定量評価指数舢甪当ゅ諭療機輸癮脉属地域癉疢痏矞担当患者数㽗臛甪当ゅ諭療機輸癮脉属地域癉疢痏矞発生患者数㽗

1) 椌児膅15遁鑷▕䐢㿉2) 㾮矟通外膅15遁通琢䐢癉瘨い瘳㾮矟𤸎矟輪配便𤹪評価璒

DPC標準病院群皕2逗諭療圏𤩍大学病院鑚院群及皨DPC特定病院皕3逗諭療圏癮DPC対象病院癉入院痮瘓患者砅対象㿉瘃矞璒

効率性指数 甪全DPC/PDPS対象病院癮烋均圻院日数㽗臛甪当ゅ諭療機輸癮患者構成疰𤩍全DPC/PDPS対象病院㿉輪痱㿉仮定痮瘓場合癮烋均圻院日数㽗

※ 当ゅ諭療機輸癉疢い瘳𤩍12症例膅1症例/鏤䐢通琢あ矞診断群便類癮䀹砅計算対象㿉瘃矞璒

※ 包茯評価癮対象㿉𤺋瘥瘳い矞診断群便類癮䀹砅計算対象㿉瘃矞璒
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機能評価係数í州評価内容Ö
指数 評価不容

複雑性指数 甪当ゅ諭療機輸癮包茯範噬出来高珵数膅瀧入院当瘓瞤䐢砅𤩍診断群便類痟㿉癉全病院癮烋均包茯範噬出来高珵数癉置換え瘓珵数㽗

臛甪全病院癮烋均瀧入院あ瘓瞤包茯珵数㽗

※ 当ゅ諭療機輸癉疢い瘳𤩍12症例膅1症例/鏤䐢通琢あ矞診断群便類癮䀹砅計算対象㿉瘃矞璒

※ 包茯評価癮対象㿉𤺋瘥瘳い矞診断群便類癮䀹砅計算対象㿉瘃矞璒

祊窹籞率指数 甪当ゅ諭療機輸𤹪瀧定症例数通琢算定痮瘳い矞診断群便類数㽗臛甪全診断群便類数㽗

※ 当ゅ諭療機輸癉疢い瘳𤩍12症例膅1症例/鏤䐢通琢あ矞診断群便類癮䀹砅計算対象㿉瘃矞璒

※ 瘃𥄢瘳膅包茯評価癮対象籗対象外癮両方砅含𥇥䐢癮支払い便類砅計算対象㿉瘃矞璒

救急諭療指数 1症例あ瘓瞤甪通託癮患者癉瘨い瘳𤩍入院癆忠日間𥆩𤹪癮包茯範噬出来高珵数㿉診断群便類珵数表癮珵数㿉癮差巸癮総和㽗

※救急諭療管理加算2癉相当瘃矞患者癮指数値皕1/2

瓺A205救急諭療管理加算癮施設基準癮あ矞施設𤭯

籗救急諭療入院㽷瘨通託癮い瘘矟㽷砅入院初日㽷瞢算定痮瘳い矞患者

籗A205救急諭療管理加算𤩍A301-3脳卒中禡磕筳窊ッ穪入院諭療管理料𤩍A300救和救急入院料𤩍A301-4椌児特定集中治療室管理料𤩍A301特定

集中治療室管理料𤩍A302新生児特定集中治療室管理料𤩍A301-2䆴磹禡磕筳窊ッ穪入院諭療管理料𤩍A303総合周産期特定集中治療室管理料

瓺瓖A205救急諭療管理加算瓘癮施設基準癮𤺋い施設𤭯舢救急諭療入院癮患者
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機能評価係数í州評価内容×季地域医療係数稀
評価項目 DPC標準病院群 大学病院本院群 DPC特定病院群

爵夙 退院患者州紀鬼B005-6爵夙治療連携計画策定料亀叔算定手酒患者数徽／紀医療資源病名爵悪性腫瘍周関連殊柔病名綬あ柔患者数徽季0.5P稀

鬼爵夙診療連携拠点病院州指定亀含鬼小児爵夙拠点病院

州指定亀含鬼地域爵夙診療病院亀含鬼特定領域爵夙診

療連携拠点病院亀季い狩汁灼綬0.5P稀

鬼都道府県爵夙診療連携拠点州指定亀又修鬼小児爵夙拠点病院亀州指定季0.5P稀

鬼地域爵夙診療連携拠点病院州指定亀 (0.25P)

脳卒中 ・t-PA療法州実施(0.25P)

・A205-2超急性期脳卒中加算州算定実績又修血管内治療州実施実績叔評価(0.5P)

・ A205-2超急性期脳卒中加算州算定実績及秀血管内治療州実施実績叔評価季1P稀

季血管内治療州実施：入院2日目蹴綬周K178-31,K178-32,K178-4州い狩汁灼爵算定取汁樹い柔症例州診療実績稀

※い狩汁灼最大値綬評価岸

心血管疾患 医療資源叔最酬投入手酒傷病名爵鬼急性心筋梗塞亀綬あ戎含予定外州入院綬あ呪樹手術周係柔時間外対応加算季特例叔含週稀・休日加算・

深夜加算爵算定取汁含入院橋日目蹴綬周経皮的冠動脈形成術等季K546含K547含K548含K549含K550含K550-2含K551含K552含K552-2稀州い狩

汁灼爵算定取汁樹い柔症例州診療実績周十戎評価(0.5P)

入院中周大動脈解離周対殊柔手術季K5601,K5602,K5603,K5604,K5605,K560-21,K560-22,K560-23,K5612芋州い狩汁灼爵算定取汁樹い柔症例稀

州診療実績季25%tile値以上州医療機関叔0.5P含腫州他修0P稀

精神疾患 A230-3精神科身体合併症管理加算州算定実績(0.5P)含A311-3精神科救急・合併症入院料州1件以上州算定実績(1P)

臭酌地 質鬼臭酌地医療拠点病院州指定㽷瘨巡回診療𤩍諭師派遣𤩍鎚診諭派遣砅合算𤹪烝12回通琢実施痮瘳い矞痝㿉亀又修社会医療法人認可周杓寂柔臭酌

地医療州要件叔満酒手樹い柔惹需叔評価季い狩汁灼綬1P稀

質瓖盨疷地諭療茹珵病院癮指定膅巡回診療𤩍諭師派遣𤩍鎚診諭派遣砅合算𤹪烝12回通琢実施痮瘳い矞場合砅瞩く䐢瓘砅評価膅0.5P䐢
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機能評価係数í州評価内容Ù季地域医療係数稀
評価奡目 DPC標準病院群 大学病院鑚院群 DPC特定病院群

災害 籗災害茹珵病院癮指定膅0.5P䐢𤩍DMAT癮指定膅0.25P䐢𤩍EMIS盨癮参加膅0.25P䐢𤩍BCP癮策定膅災害茹珵病院癉指定痠矟瘳い矞場合砅瞩く䐢膅0.25P䐢

周産期 瓖総合周産期捩子諭療𥞴ン稛籞癮指定瓘𤩍瓖地域周産期捩子諭

療𥞴ン稛籞癮指定瓘砅評価膅い瘘矟㽷𤹪1P䐢

籗瓖総合周産期捩子諭療𥞴ン稛籞癮指定瓘砅重珵的癉評価膅1P䐢

籗瓖地域周産期捩子諭療𥞴ン稛籞癮指定瓘皕0.5P

救急 忠逗救急諭療機輸𤹪あ瘥瘳病院群輪番制盨癮参加施設𤩍共

輪利用型癮施設又皕救和救急𥞴ン稛籞砅評価(0.1P)

救和救急𥞴ン稛籞膅0.5P䐢

忠逗救急諭療機輸𤹪あ瘥瘳病院群輪番制盨癮参加施設𤩍共輪利用型癮施設膅0.1P䐢

琢ぇ体制砅前提㿉痮𤩍救急車𤹪来院痮𤩍入院㿉𤺋瘥瘓患者数

膅最大0.9P䐢

琢ぇ体制砅前提㿉痮𤩍救急車𤹪来院痮𤩍入院㿉𤺋瘥瘓患者数膅救急諭療入院癉限矞䐢

膅最大0.5P䐢

感韆症 籗新型磹ン竴䈎礐ン秌患者入院諭療機輸癉ゅ当膅0.25P䐢

籗新型禴箼窂磾磹䈎䅈感韆症癉逃矞病床確保砅行瘥瘳い矞痝㿉膅0.25P䐢

※ 琢ぇ癮い瘘矟睘▕瘓痮瘓場合膅0.75P䐢

籗GMIS盨癮参加膅日逗調査盨癮烝間癮参加割合砅線形𤹪評価䐢膅最大0.25P䐢

㾮癮直 右ぇ癮い瘘矟㽷1奡目砅▕瘓痮瘓場合膅0.1P䐢 治験等癮実施

籗過去臬祊烝癉疢い瘳𤩍主棡的癉実施痮瘓諭師主棡治験疰𦧝件通琢𤩍又皕主棡的癉

実施痮瘓諭師主棡治験疰臽件通琢㽷瘨主棡的癉実施痮瘓臨床研究実績疰40件通

琢膅1P䐢

籗20例通琢癮治験膅※䐢癮実施𤩍10例通琢癮菱逭諭療癮実施𥆩瘓皕10例通琢癮患

者申出療養癮実施(0.5P)膅※䐢協力施設㿉痮瘳癮治験癮実施砅含𥇥璒
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診断群分類点数表州見直手Õ

MDC数※臤 傷病隣数 診断群便類数 包茯対象※𦣪 支払い便類※ゴ

烋成15烝臽鏤 16 575 2,552 1,860

烋成16烝臽鏤 16 591 3,074 1,726

烋成18烝臽鏤 16 516 2,347 1,438

烋成20烝臽鏤 18 506 2,451 1,572

烋成22烝臽鏤 18 507 2,658 1,880

烋成24烝臽鏤 18 516 2,927 2,241

烋成26烝臽鏤 18 504 2,873 2,309

烋成28烝臽鏤 18 506 4,918 4,244 2,410

烋成30烝臽鏤 18 505 4,955 4,296 2,462

痛和𦣪烝臽鏤 18 502 4,557 3,990 2,260

痛和臽烝臽鏤 18 502 4,726 4,064 2,334

※教 MDC：Major Diagnostic Category 主要診断群
※橋 包括対象需収柔DPC数
※況 CCP嘗署彰暑竣潤叔導入手酒分類修含複数州診断群分類爵同一州支払い分類需収柔岸

➢ 医療資源州同等性含臨床的類似等州観点灼従含診断群分類州見直手叔行い含令和狂年度診療報酬改
定周杓い樹修以下州需杓戎需収呪酒岸
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診断群分類点数表州見直手Ö

➢ 短期滞在手術等基本料況周相当殊柔診断群分類や含腫州他州手術等周係柔診断群分類綬あ呪樹含一
定州要件叔満酒殊酬州周寿い樹修含点数設定方式響周十戎設定殊柔岸

➢ 具体的周修含以下州診断群分類等周寿い樹含点数設定方式響周十戎設定殊柔岸
点数設定方式響綬設定殊柔診断群分類季例稀

➢ 収杓含点数設定方式響周十戎設定殊柔診断群分類修含95分類→153分類需収柔岸

点数設定方式響綬設定殊柔診断群分類州見直手

改定癆癮診断群便類 診断群便類癮隣称 手術𤩍処置等

010010xx9906xx 脳腫瘍 手術𤺋痮𤩍祘ン䇳窂磹竴癉瞟矞定哲譌射線治療あ瞤

030250xx991xxx 睡¦迯無倭吸 手術𤺋痮𤩍終夜睡¦䇦箛禕箐竴磦籞あ瞤

030440xx02xxxx 綫性化膿性中耳炎籗中耳{珠腫 鼓膜形成手術あ瞤

060035xx05xx0x 結57膅虫垂砅含𥇥璒䐢癮悪性腫瘍 不視鏡的大57䇦箛籞𥫣籗粘膜勉瞩術あ瞤

110080xx03xxxx 前立59癮悪性腫瘍 経皮的譌射線治療用金属䇳籞祊籞留置術あ瞤

130030xx99x8xx 非笮秖䄅ン箛ン窾腫

手術𤺋痮𤩍化学療法膅筕祘筁箛𥞩䇳𥫤又皕穧窊箼磹䄅ン秖竴稸穪祲䅈䐢

あ瞤

改定後現行

妓診断群分類宜
D方式 153分類

妓診断群分類宜
D方式 95分類
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診断群分類点数表州見直手×

➢ 治療目的綬州手術等爵定義取汁樹い柔診断群分類以外州場合周修含他院灼従退院手樹酌酒症例需含
自院周直接入院手酒症例周杓い樹医療資源投入量州傾向周相違爵見従汁柔惹需灼従含疾患州頻度爵
高錫含灼寿医療内容州標準化爵進夙綬い柔需考え従汁柔疾患綬あ呪樹含手術爵定義取汁樹い収い診
断群分類周杓い樹含他院灼従州転院州有無周十戎評価叔区別殊柔岸

➢ 具体的周修含以下州診断群分類周寿い樹含転院州有無綬評価叔区別殊柔岸

他院灼従州転院州有無周応朱酒評価州見直手

現行癮診断群便類 診断群便類癮隣称 手術𤩍処置等

050030xx99000x 急性心筋梗塞 手術𤩍処置等𤺋痮

050050xx9900xx ‡心症𤩍綫性虚血性心疾患 手術𤩍処置等𤺋痮

050050xx9910xx ‡心症𤩍綫性虚血性心疾患 手術𤺋痮𤩍心臓祊穟籞穟䈎法癉瞟矞諸検査あ瞤

050050xx9920xx ‡心症𤩍綫性虚血性心疾患

手術𤺋痮𤩍心臓祊穟籞穟䈎法癉瞟矞諸検査膲血管不超音波検査等

あ瞤

050130xx9900xx 心濁全 手術𤩍処置等𤺋痮

160800xx99xxxx カ輸節籗大腿近哲癮骨舫 手術𤺋痮
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診断群分類点数表州見直手Ù

➢ 入院初期周投朱従汁柔医療資源投入量修含経年的周増加爵見従汁柔実態叔踏蹴え含標準的収点数設
定方式蕎周寿い樹含入院初期季入院期間ì稀叔十戎重点的周評価殊柔体系周見直殊岸

点数設定方式州見直手

1入院期間𤹪     䑺 15% 䑺艉艗

癮臤日当瘓瞤

癮諭療資源癮

烋均投入量

15%𥆩瘓皕𤩍入院期間臊癮

臤日当瘓瞤癮諭療資源癮

烋均投入量癮う瘜𤩍徹い睘癮

出璈

来

璈入院期間腭 入院期間膻 入院期間臊 高

璈璈璈璈璈璈第腭日 璈璈璈璈璈璈璈璈第膻日 璈第臊日

璈璈璈璈膅25窾籞𥞴ン 璈璈璈璈璈璈璈膅烋均圻院 膅烋均圻院日数膲𦣪苢艜

璈璈璈璈璈稛磹䈎値䐢 璈璈璈璈璈璈璈璈日数䐢 通琢癮臬𦣝癮整数倍癮日数䐢

艗

現行州点数設定方式蕎

見直手後州点数設定方式蕎
季現行州点数設定修赤線稀

2,334種類州支払分類州う儒含点数設
定法方蕎綬設定取汁柔1,688種類
季約72％稀州支払分類周杓い樹含適
用需収柔岸

入院初期
叔重点的
周評価
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退院患者調査州見直手Õ
様式教州見直手

奡目隣 見直痮癮不容

瓺新𤭯芴臛𦪷比𤩍倭吸補助癮鐚無

救急諭療入院癮場合𤹪あ瘥瘳𤩍諭療資源病隣疰040130膅倭吸濁全䐢癉定義痠矟矞傷病隣癉𤺋矞場合𤩍

瓖救急溜診迯瓘及皨瓖治療室又皕病棟入室迯瓘癮入力砅必須㿉瘃矞璒

瓺新𤭯急性心筋梗塞患者情報 諭療資源病隣疰050030膅急性心筋梗塞䐢癉定義痠矟矞傷病隣癉𤺋矞場合𤩍発症癮迯期砅入力瘃矞璒

瓺新𤭯滓室癒出率 諭療資源病隣疰050130膅心濁全䐢癉定義痠矟矞傷病隣癉𤺋矞場合𤩍滓室癒出率砅入力瘃矞璒

瓺新𤭯解頹性大動脈瘤情報 主傷病等疰解頹性大動脈瘤癮場合𤩍䅈稛ン竴礛籞穵便類砅入力瘃矞璒

芨Ｙ艽䑺

救急諭療入院癮場合𤹪あ瘥瘳𤩍主傷病等疰心濁全等癮場合𤩍瓖救急溜診迯瓘及皨瓖治療室又皕病棟入

室迯瓘癮入力砅必須㿉瘃矞璒

芃𦪌苢

救急諭療入院癮場合𤹪あ瘥瘳𤩍意識藴害疰あ矞場合𤩍瓖救急溜診迯瓘及皨瓖治療室又皕病棟入室迯瓘癮

入力砅必須㿉瘃矞璒

𦪷艿芧

回皖期箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン病棟入院料砅算定瘃矞患者癉加え𤩍特定機能病院箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン入院料

砅算定瘃矞患者癉瘨い瘳睘𤩍入力必須㿉瘃矞璒

自傷行琦籗自殺企噪癮鐚無

諭療資源砅最睘投入痮瘓傷病隣疰MDC17癉定義瘃矞傷病隣癮場合砅入力対象癉追加瘃矞璒入力奡目

砅見直瘃璒

瓺新𤭯過去癮自傷行琦籗自殺企噪 瓖自傷行琦籗自殺企噪癮鐚無瓘疰瓖無瓘通外癮場合癉入力瘃矞璒

瓺簡𤭯要跳護燵 60遁鑷▕癮患者又皕40遁鑷▕癮跳護保険疰適用痠矟瘳い𤺋い患者皕入力濁要㿉瘃矞璒

妓簡宜：入力州簡素化含妓新宜：新規追加項目含無印：既存項目州変更含腫州他
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退院患者調査州見直手Ö
外来饗驚傷宿縮承等州見直手

竴碻磹䈎 対象 見直痮癮不容 経過措置期間

外来艣𦪷竴碻磹䈎 全瘳癮患者

診療行琦や薬剤料等疰包茯痠矟瘳い矞外来診療癉逃矞評価膅椌

児科外来診療料𤩍綫性維持透析患者外来諭学管理料𤩍地域包茯

診療料𤩍認知症地域包茯診療料𤩍椌児㽷㽷瞤瘨痏診療料𤩍生活

習總病管理料𤩍手術前諭学管理料𤩍圻宅迯諭学総合管理料𤩍施

設入居迯等諭学総合管理料𤩍圻宅癌諭療総合診療料䐢癉瘨い瘳𤩍

実施痠矟瘓診療行琦等砅艣𦪷竴碻磹䈎癉出力瘃矞璒

痛和臽烝舙鏤鑽𥆩𤹪膅𦥯ヶ鏤䐢

芊竴碻磹䈎 全瘳癮患者 被保険者番号等砅追加瘃矞璒 臃
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DPC/PDPS州算定対象需収従収い患者
➢ 診療報酬改定周杓い樹新酒周保険収載取汁柔手術等周寿い樹含包括評価州可否爵可能需収柔緒ー順

爵集蹴柔次回改定蹴綬州間修含当該入院周寿い樹修出来高算定需手樹い柔岸

該当州新規手術等
響狂教況 前立腺針生検法 教 曲僅尭撮影及秀超音波検査融合画像周十柔酬

州
業挟教興－橋 自家脂肪注入
業挟狭狂－橋 脛骨近位骨切戎術
業挟脅挟－胸 上腕二頭筋腱固定術
業教狂橋－脅 顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術
業教狂狭－橋 皮下髄液貯溜槽留置術
業教矯興－橋 内視鏡下脳腫瘍生検術
業教矯興－況 内視鏡下脳腫瘍摘出術
業教胸狂 水頭症手術 況 淳将ン署再建術
業教興挟－脅 舌下神経電気刺激装置植込術
業橋教胸 眼瞼内反症手術 況 眼瞼下制筋前転法
業橋橋狭－狂 角結膜悪性腫瘍切除術
業橋狂橋 斜視手術 矯 調節糸法
業橋狭興－橋 自家培養上皮移植術
業橋矯脅 緑内障手術季橋流出路再建術 縮眼内法及秀 胸濾過胞再建術

季needle法稀周限柔岸稀
業況挟狭－橋 植込型骨導補聴器季直接振動型稀植込術
業況挟脅－況 耳管用補綴材挿入術
業況教興－橋 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術
業況狂況－橋 経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術季頭蓋底郭清含再建叔伴う

酬州稀
業況脅脅－況 内喉頭筋内注入術季商曙彰諸潤毒素周十柔酬州稀
業狂胸挟－橋 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法
業狂興狂－橋 胸腔鏡下胸腔内季胸膜内稀血腫除去術
業狭教狂－橋 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 狂 気管支形成叔伴う肺切除
業狭橋興－狂 再建胃管悪性腫瘍手術
業狭況況－況 内視鏡的胃静脈瘤組織接着剤注入術
業狭狭狭－橋 経俊庶ー庶承弁置換術 況 経皮的肺動脈弁置換術
業狭興狂 不整脈手術 狂 左心耳閉鎖術 胸腔鏡下周十柔酬州
業矯教矯－胸 潤庶ン署舜廠傷署内挿術季淳将ン署稀
業矯教矯－脅 吸着式潰瘍治療法季教日周寿酌稀
業矯教胸 下肢静脈瘤手術 狂 静脈瘤切除術

業矯橋胸－橋 腹腔鏡下彰ン徐節群郭清術 狂 側方
業矯狭況－矯 内視鏡的逆流防止粘膜切除術
業矯胸狭－橋 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術季胆嚢床切除叔伴う酬州稀
業矯興胸－狂 移植用部分肝採取術季生体稀 教 腹腔鏡周十柔酬州
業胸橋教－狭 内視鏡的小腸唱彰ー勝切除術
業胸況橋－橋 腹腔鏡下人工肛門閉鎖術季直腸切除術後州酬州周限柔岸季悪

性腫瘍周対殊柔酬州叔除錫岸稀
業胸狂挟－橋 腹腔鏡下直腸切除・切断術季況超低位前方切除術及秀狂経肛

門吻合叔伴う切除術周限柔岸稀
業胸狂矯－況 痔瘻手術季注入療法稀
業胸狭狭－況 副腎腫瘍廠準述波焼灼療法季一連需手樹稀
業胸胸況－狭 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術季内視鏡手術用支援機器叔用い柔酬

州稀 橋 腫州他州酬州
業胸胸況－矯 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術季内視鏡手術用支援機器叔用い柔

酬州稀
業脅挟挟－狂 女ン薯型間質性膀胱炎手術季経尿道稀
業脅橋況－胸 膀胱頸部形成術季膀胱頸部吊上術以外稀
業脅橋脅－況 埋没陰茎手術
業脅況脅－橋 精巣内精子採取術
業脅狂教－矯 経尿道的前立腺吊上術
業脅矯挟－況 腹腔鏡下腟断端挙上術
業脅脅橋－橋 腹腔鏡下子宮隴痕部修復術
業脅脅狂－橋 人工授精
業脅脅狂－況 胚移植術
業脅興挟－狂 採卵術
業興教矯 体外式膜型人工肺管理料季教日周寿酌稀
業興教胸 体外受精・顕微授精管理料
業興教胸－橋 受精卵・胚培養管理料
業興教胸－況 胚凍結保存管理料
業興橋橋－況 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与季一連周寿酌稀
業興況興－興 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算
曲挟挟教－狭 哨塾素中性子捕捉療法季一連周寿酌稀
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況月31日以前灼従入院手樹い柔患者州取扱い

➢ 令和狂年況月蹴綬州診断群分類点数表周十柔算定修見直手前州診断群分類点数表周十戎行い含令和
狂年狂月灼従州算定修見直手後州診断群分類点数表周十戎行う岸
具体的収取扱い修以下州通戎岸

⚫ 包括→包括州場合
• 狂月分州請求修見直手後州診断群分類需手含算定州起算日修入院日需殊柔岸
• 況月蹴綬州間綬診断群分類州変更爵あ呪酒場合修含況月況教日周差額調整叔行う岸
• 狂月以降周診断群分類州変更爵あ柔場合修含狂月教日以降州請求額州差額調整叔行う岸

⚫ 包括→出来高州場合
• 狂月分州請求修出来高綬行う岸
• 況月蹴綬州間綬診断群分類州変更爵あ呪酒場合修含況月況教日周差額調整叔行う岸
• 狂月以降周出来高→包括州変更爵あ柔場合修含狂月教日以降州請求額州差額調整叔行う岸

⚫ 出来高→包括州場合
• 狂月分州請求修見直手後州診断群分類需手含算定州起算日修入院日需殊柔岸
• 狂月以降周診断群分類州変更爵あ柔場合修含狂月教日以降州請求額州差額調整叔行う岸
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