
狭．入院医療
季狭稀横断的個別事項
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褥隰対策州見直手

➢ 入院患者周対殊柔褥隰対策叔推進殊柔観点灼従含褥隰対策州実施内容叔明確化殊柔岸
褥隰対策基準州見直手

令和狂年度診療報酬改定 狭．入院医療 季狭稀横断的個別事項

改定後
妓入院基本料及秀特定入院料周係柔褥隰対策宜
［施設基準］
狂 褥隰対策州基準
(1)～ (3) (略) 季変更収手稀
(4) 褥隰対策州診療計画周杓寂柔薬学的管理周関殊柔事項及秀栄養

管理周関殊柔事項周寿い樹修含当該患者州状態周応朱樹記載殊
柔惹需岸必要周応朱樹含薬剤師又修管理栄養士需連携手樹含当
該事項叔記載殊柔惹需岸収杓含診療所周杓い樹含薬学的管理及
秀栄養管理叔実施手樹い柔場合周寿い樹含当該事項叔記載手樹
杓く惹需爵望蹴手い岸

(5) 栄養管理周関殊柔事項周寿い樹修含栄養管理計画書叔酬呪樹記
載叔省略殊柔惹需爵綬酌柔惹需岸酒首手含惹州場合修含当該栄
養管理計画書周杓い樹含体重減少含浮腫等州有無等州別添矯州
別紙況周示殊褥隰対策周必要収事項叔記載手樹い柔惹需岸

(6)～ (8) (略) 季変更収手稀

現行
妓入院基本料及秀特定入院料周係柔褥隰対策宜
［施設基準］
狂 褥隰対策州基準
季新設稀

氏璈隣 殿璈＆璈男璈籗璈女璈＇ 璈璈璈璈璈烝璈璈璈璈鏤璈璈璈璈日璈生璈璈璈＆璈璈璈璈遁＇

：薬学的管理癉輸瘃矞宙奡＜ 暀璈対応癮必要無痮

：栄養管理癉輸瘃矞宙奡＜ 暀璈対応癮必要無痮 暀璈栄養管理計画書𤹪癮対応

評価日 璈璈璈烝璈璈璈璈鏤璈璈璈璈日

璈身体脉見

検査等

検査痮瘳い矞

場合癉ぇ載

栄養補給法

栄

養

管

理

計

画

栄

養

評

価

璈暀璈測定無痮

璈ヂロャ値＆璈璈璈＇gグュネ

璈測定日＆璈－璈＇

褥瘡対策削輸際傘診療計画書θǘχ

璈璈褥ē癮発症箛䅈祲癉影響砅諾え矞可能性疰あ矞薬剤癮使用

 暀無璈暀鐚璈＆ 催¦鎮静剤𤩍璈舩濁安剤𤩍璈麻薬𤩍璈解熱鎮痛消炎剤𤩍璈利椰剤𤩍璈腫瘍用薬𤩍璈副腎笮䈎筕ン剤𤩍

                   璈免疫抑制剤𤩍璈㾮癮直＆璈               璈璈＇ ＇

薬

学

的

管

理

計

画

：瘃𤹪癉褥ē砅鐚瘃矞患者＜璈薬剤滞留癮問巠璈暀無璈暀鐚

璈暀璈測定無痮

璈ドャ値璈＆璈璈璈＇gグュネ

璈測定日＆璈－璈＇

璈暀璈測定無痮

璈ツビP璈＆璈璈璈＇ヮgグュネ

璈測定日＆璈－璈＇

璈経口 籗 経57璈＆璈経口 籗 経鼻 籗 胃瘻 籗 57瘻璈＇籗 静脈 璈栄養補助食品癮使用璈＆璈無璈籗璈鐚璈＇

璈体重璈璈璈レg＆測定日璈－璈＇ 璈ッノナ璈璈璈璈レgグヮコ 璈体重減少璈＆璈無 籗 鐚璈＇

璈浮腫 璈＆璈無 籗 鐚璈＆璈胸水 籗 58水 籗 託キ璈＇籗 濁軛璈＇
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入退院支援州推進
入退院支援加算州評価・要件州見直手

改定後現行

妓入退院支援加算教及秀橋宜
［算定要件］
退院困難収要因
淑 悪性腫瘍含認知症又修誤嚥性肺炎等州急性呼吸器感染症州い狩汁灼綬あ柔惹需
縮 緊急入院綬あ柔惹需
塾 要介護状態綬あ柔需州疑い爵あ柔爵要介護認定爵未申請綬あ柔惹需季介護保険

法施行令季平成10年政令第412号稀第橋条各号周規定殊柔特定疾病叔有殊柔
40歳以上65歳未満州者及秀65歳以上州者周限柔岸稀

出 家族又修同居者灼従虐待叔受寂樹い柔又修腫州疑い爵あ柔惹需
述 生活困窮者綬あ柔惹需
俊 入院前周比舟蕎響局爵低下手含退院後州生活様式州再編爵必要綬あ柔惹需季必

要需推測取汁柔惹需岸稀
春 排泄周介助叔要殊柔惹需
竣 同居者州有無周関わ従狩含必要収養育又修介護叔十分周提供綬酌柔状況周収い

惹需
駿 退院後周医療処置季胃瘻等州経管栄養法叔含週岸稀爵必要収惹需
循 入退院叔繰戎返手樹い柔惹需
楯 腫州他患者州状況灼従判断手樹淑灼従循蹴綬周準狩柔需認酋従汁柔場合

妓入退院支援加算教及秀橋宜
［算定要件］
退院困難収要因
淑 悪性腫瘍含認知症又修誤嚥性肺炎等州急性呼吸器感染症州い狩汁灼綬あ柔惹需
縮 緊急入院綬あ柔惹需
塾 要介護状態綬あ柔需州疑い爵あ柔爵要介護認定爵未申請綬あ柔惹需季介護保険

法施行令季平成10年政令第412号稀第橋条各号周規定殊柔特定疾病叔有殊柔40
歳以上65歳未満州者及秀65歳以上州者周限柔岸稀

出 家族又修同居者灼従虐待叔受寂樹い柔又修腫州疑い爵あ柔惹需
述 生活困窮者綬あ柔惹需
俊 入院前周比舟蕎響局爵低下手含退院後州生活様式州再編爵必要綬あ柔惹需季必

要需推測取汁柔惹需岸稀
春 排泄周介助叔要殊柔惹需
竣 同居者州有無周関わ従狩含必要収養育又修介護叔十分周提供綬酌柔状況周収い

惹需
駿 退院後周医療処置季胃瘻等州経管栄養法叔含週岸稀爵必要収惹需
循 入退院叔繰戎返手樹い柔惹需
楯 入院治療叔行呪樹酬長期的収低栄養状態周収柔惹需爵見込蹴汁柔惹需
淳 家族周対殊柔介助や介護等叔日常的周行呪樹い柔児童等綬あ柔惹需
潤 児童等州家族灼従含介助や介護等叔日常的周受寂樹い柔惹需
純 腫州他患者州状況灼従判断手樹淑灼従潤蹴綬周準狩柔需認酋従汁柔場合

現行 改定後

妓入退院支援加算教宜
［算定要件］
縮 一般病棟入院基本料等州場合 700点
招 療養病棟入院基本料等州場合 1,300点
［施設基準］
・鬼連携機関亀州数爵25以上綬あ柔惹需岸
・腫汁趣汁州連携機関州職員爵年況回以上州頻度綬対面又修彰淑承順縮妾綬州
画像叔介手酒循奨少藷駿ー淳庄ン季鋤緒述通話稀爵可能収機器叔用い樹
面会手含情報州共有等叔行呪樹い柔惹需

妓入退院支援加算教宜
［算定要件］
縮 一般病棟入院基本料等州場合 600点
招 療養病棟入院基本料等州場合 1,200点

［施設基準］
・鬼連携機関亀州数爵20以上綬あ柔惹需岸
・腫汁趣汁州連携機関州職員爵年況回以上州頻度綬面会手含情報州共有等叔行呪

樹い柔惹需

➢ 入院時支援加算州対象周合わ珠樹明確化叔図柔酒酋含入退院支援加算教及秀橋州対象者周楯叔追加殊柔需需酬周含
小ン舜駿淑廠ー州実態叔踏蹴え含入退院支援加算教及秀橋州対象患者周淳及秀潤叔追加殊柔岸

➢ 質州高い入退院支援叔推進殊柔観点灼従含入退院支援加算教州評価及秀要件叔見直殊
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緒ー順提出周係柔届出叔要件需殊柔入院料州見直手
➢ 緒ー順周基授錫淑塾署俊妾評価叔推進殊柔観点灼従含緒ー順提出加算州要件州範囲叔拡大殊柔岸

許可病床数

病棟

200床通琢 200床鑷▕

急性期瀧般入院料／～４

特定機能病院入院基鑚料＆５対／𤩍10対／＇

専門病院入院基鑚料＆５対／𤩍10対／＇

地域包茯禡磕病棟入院料

回皖期箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン病棟入院料／～２

穧籞稛癮提出疰必須

回皖期箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン病棟３

療養病棟入院基鑚料

穧籞稛癮提出疰必須＆経過措置㙊＇

地域瀧般入院料／～１

専門病院入院基鑚料＆13対／＇

藴害者施設等入院基鑚料

特稗疾患入院諭療管理料

特稗疾患病棟入院料

z和禡磕病棟入院料

規定𤺋痮 → 穧籞稛癮提出疰必須

＆経過措置埞𤩍㙊＇

規定𤺋痮 → 穧籞稛癮提出疰必須

＆経過措置埰𤩍㙊＇

精神科救急急性期諭療入院料
規定𤺋痮 → 穧籞稛癮提出疰必須＆経過措置㙊𤩍埸＇

［経過措置］
Õ 令和狂年況月31日周杓い樹含現周地域一般入院基本料含専門病院入院基本料季13対教稀含障害者施設等入院基本料含特殊疾患入

院医療管理料含特殊疾患病棟入院料又修緩和駿淑病棟入院料周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関綬含許可病床数爵200床以上州
酬州周あ呪樹修令和狭年況月31日蹴綬州経過措置叔設寂柔岸

Ö 令和狂年況月31日周杓い樹含現周地域一般入院基本料含専門病院入院基本料季13対教稀含障害者施設等入院基本料含特殊疾患入
院医療管理料含特殊疾患病棟入院料又修緩和駿淑病棟入院料周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関綬含許可病床数爵200床未満州
酬州周あ呪樹修令和矯年況月31日蹴綬州経過措置叔設寂柔岸

× 令和狂年況月31日周杓い樹含病床数周十従狩含緒ー順提出加算州届出爵要件需収呪樹い柔入院料叔い狩汁酬有手樹い収い保険医
療機関綬あ呪樹含地域一般入院料含療養病棟入院基本料含専門病院入院基本料季13対教稀含障害者施設等入院基本料含特殊疾患入
院医療管理料含回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料狭含特殊疾患病棟入院料含緩和駿淑病棟入院料含精神科救急急性期医療入院
料州い狩汁灼叔有殊柔酬州州う儒含惹汁従州病棟州病床数州合計爵200床未満綬あ戎含灼寿含緒ー順提出加算州届出叔行う惹需爵
困難綬あ柔惹需周寿い樹正当収理由爵あ柔酬州周寿い樹修含当分州間含緒ー順提出加算周係柔要件叔満酒手樹い柔酬州需輯収殊岸

Ù 精神科救急急性期医療入院料周寿い樹修含令和矯年況月31日蹴綬州間周限戎含緒ー順提出加算周係柔要件叔満酒殊酬州需輯収殊岸
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画像診断情報等州適切収管理周十柔医療安全対策周係柔評価州新設

➢ 安心・安全綬質州高い医療州提供叔推進殊柔州観点灼従含医療機関州画像診断部門や病理診断部門爵
医療安全管理部門需連携手含画像診断報告書や病理診断報告書州確認漏汁等州対策叔講朱含診断又修
治療開始州遅延叔防止殊柔酒酋州体制叔整備手樹い柔場合州評価叔新設殊柔岸

季新稀 報告書管理体制加算季退院時教回稀 胸点

［算定要件］
組織的収医療安全対策州実施状況州確認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

保険医療機関周入院手樹い柔患者綬あ呪樹含当該入院中周第狂部画像診断又修第13部病理診断周掲弱柔診療料叔算定手酒酬州季第教節州
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報告書管理体制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退院時教回周限戎含所定点数周加算殊柔岸

［施設基準州概要］
季教稀 放射線科又修病理診断科叔標榜殊柔保険医療機関綬あ柔惹需岸
季橋稀 医療安全対策加算教又修橋州施設基準周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関綬あ柔惹需岸
季況稀 画像診断管理加算橋若手く修況又修病理診断管理加算教若手く修橋州施設基準周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関綬あ柔惹需岸
季狂稀 医療安全対策周係柔研修叔受寂酒専任州臨床検査技師又修専任州診療放射線技師等爵報告書確認管理者需手樹配置取汁樹い柔惹需岸
季狭稀 当該保険医療機関周杓い樹含報告書確認管理者含画像診断叔担当殊柔医師含病理診断叔担当殊柔医師含医療安全管理部門州医師等

灼従構成取汁柔報告書確認対策初ー妾爵設置取汁樹い柔惹需
季矯稀 報告書確認管理者爵行う業務季報告書管理周係柔企画立案含各部門需州調整含各部門臭州支援含報告書作成灼従概就橋週間後周主

治医等周十柔当該報告書州確認状況州確認含未確認報告書州把握含未確認報告書州う儒含医学的収対応爵必要需取汁柔酬州周寿
い樹対応状況州確認等稀

季胸稀 報告書確認対策初ー妾爵行う業務季各部門周杓寂柔報告書管理州実施状況州評価含報告書管理州酒酋州業務改善計画書州作成含報
告書管理叔目的需手酒院内研修叔少収く需酬年教回程度実施含報告書管理州評価周係柔俊ン傷宿抄ン潤州月教回程度開催等稀

季脅稀 医療事故爵発生手酒際周適切周報告殊柔体制叔整備手樹い柔惹需爵望蹴手い惹需岸
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病棟周杓寂柔栄養管理体制周対殊柔評価州新設
➢ 患者州病態・状態周応朱酒栄養管理叔推進殊柔観点灼従含特定機能病院周杓い樹含管理栄養士爵患

者州状態周応朱酒酌酋細灼収栄養管理叔行う体制周寿い樹含入院栄養管理体制加算叔新設殊柔岸
➢ 退院後州栄養食事管理周関殊柔指導叔行い含入院中州栄養管理周関殊柔情報叔他州保険医療機関等

周提供手酒場合周寿い樹評価殊柔岸
季新稀 入院栄養管理体制加算 270点季入院初日及秀退院時稀
［対象患者］

特定機能病院入院基本料叔算定手樹い柔患者
［算定要件］
季教稀特定機能病院入院基本料叔現周算定手樹い柔患者周対手樹含管理栄養士爵必要収栄養管理叔行呪酒場合周含入院初日及秀退院時周
腫汁趣汁教回周限戎所定点数周加算殊柔岸惹州場合周杓い樹含栄養楯唱ー署初ー妾加算及秀入院栄養食事指導料修別周算定綬酌収い岸

入院栄養管理体制加算周寿い樹修含病棟周常勤管理栄養士叔配置手樹患者州病態・状態周応朱酒栄養管理叔実施綬酌柔体制叔確保手樹
い柔惹需叔評価手酒酬州綬あ戎含病棟州管理栄養士修含次周掲弱柔管理叔実施殊柔岸

淑 入院前州食生活等州情報収集含入退院支援部門需州連携含入院患者周対殊柔栄養潤竣彰ー藷ン舜含食物淑抄承瞬ー州確認含栄養
状態州評価及秀栄養管理計画州策定叔行う岸

縮 当該病棟周入院手樹い柔患者周対手樹含栄養状態周関殊柔定期的収評価含必要周応朱酒奨ー承廠塾ン書含栄養食事指導又修当該
患者州病態等周応朱酒食事内容州調整等州栄養管理叔行う岸

塾 医師含看護師等需連携手含当該患者州栄養管理状況等周寿い樹共有叔行う岸

季橋稀別周厚生労働大臣爵定酋柔患者周対手樹含退院後州栄養食事管理周寿い樹指導殊柔需需酬周含入院中州栄養管理周関殊柔情報叔示
殊文書叔用い樹患者周説明手含惹汁叔他州保険医療機関含介護老人保健施設等又修指定障害者支援施設等若手錫修福祉型障害児入
所施設需共有手酒場合周含退院時教回周限戎含栄養情報提供加算需手樹50点叔更周所定点数周加算殊柔岸

［施設基準］
季教稀当該病棟周杓い樹含専従州常勤州管理栄養士爵1名以上配置取汁樹い柔惹需岸
季橋稀入院時支援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
季況稀栄養情報提供加算州対象患者修含疾病治療州直接手段需手樹含医師州発行殊柔食事箋周基授酌提供取汁酒適切収栄養量及秀内容叔

有殊柔特掲診療料州施設基準等別表第三周掲弱柔特別食叔必要需殊柔患者含爵夙患者含摂食機能若手錫修嚥下機能爵低下手酒患者
又修低栄養状態周あ柔患者綬あ柔惹需岸
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摂食嚥下支援加算州見直手Õ

➢ 中心静脈栄養や鼻腔栄養等叔実施手樹い柔患者州経口摂取回復周係柔効果的収取組叔更周推進殊柔
観点灼従含摂食嚥下支援加算周寿い樹含名称含要件及秀評価叔見直殊岸

摂食嚥下支援加算州見直手

改定後
季改稀妓摂食嚥下機能回復体制加算季摂食機能療法稀宜

摂食嚥下機能回復体制加算教 210点季週教回稀
摂食嚥下機能回復体制加算橋 190点季週教回稀
摂食嚥下機能回復体制加算況 120点季週教回稀

［算定要件］
Õ内視鏡下機能検査又修嚥下造影州結果周基授い樹含摂食嚥下支援計画書叔作成
Ö嚥下造影又修内視鏡下嚥下機能検査叔実施季月1回以上稀
×検査結果等叔踏蹴え俊ン傷宿抄ン潤叔実施季週1回以上稀
Ù俊ン傷宿抄ン潤州結果周基授酌含摂食嚥下支援計画書州見直手含嚥下調整食州見直

手等叔実施

［施設基準］

現行
妓摂食嚥下支援加算季摂食機能療法稀宜
摂食嚥下支援加算 200点季週教回稀

［算定要件］
・摂食嚥下支援初ー妾周十戎含内視鏡下嚥下
機能検査又修嚥下造影州結果周基授い樹含
摂食嚥下支援計画書叔作成

・内視鏡嚥下機能検査又修嚥下造影叔実施
季月教回以上稀
・検査結果叔踏蹴え含初ー妾俊ン傷宿抄ン潤
叔実施季週教回以上稀

・俊ン傷宿抄ン潤州結果周基授酌含摂食嚥下
支援計画書州見直手含嚥下調整食州見直手
等叔実施 等

［施設基準］
摂食嚥下支援初ー妾叔設置

入院時及秀退院時州嚥下機能州評価等周寿い
樹報告

加算／ 加算０ 加算１

摂食嚥託支援稸籞筁癮設置＆ST通外皕全員専任＇

籗諭師又皕歯科諭師𤩍適勉𤺋研修砅修了痮瘓看護師又

皕専従癮言語聴覚士𤩍管理栄養士

籗祊ン竴碻箵ン䅈癉参加８必要癉応痱瘳㾮癮直職種

専任癮諭師𤩍看護師又皕言語聴覚士

摂食機能療法癮算定可能諭療機輸 療養病棟入院基鑚料癮う瘜𤩍療養病棟入院

料／又皕入院料０砅算定痮瘳い矞病棟

籗鼻腔栄養𤩍胃瘻𤩍又皕中心

静脈栄養癮患者癮経口摂流

回皖率35％通琢

籗摂食機能又皕嚥託機能癉

逃矞療養癉瘨い瘳癮実績等

砅地方厚生楡長等癉報告

籗摂食機能又皕嚥託

機能癉逃矞療養癉瘨

い瘳実績等砅地方厚

生楡長等癉報告

籗中心静脈栄養砅実施痮瘳い矞患者癮う瘜𤩍

瓖嚥託機能評価砅実施癮琢𤩍嚥託箛䆴竌箛

穟籞种𥮲ン等砅行い𤩍嚥託機能疰回皖痮𤩍中

心静脈栄養砅終了痮瘓患者瓘疰／烝癉０人

通琢

籗摂食機能又皕嚥託機能癉逃矞療養癉瘨い

瘳癮実績等砅地方厚生楡長等癉報告

＊州職種修含俊ン傷宿抄ン潤州参加爵必須

➢ 専任州常勤医師又修常勤歯科医師 ＊
➢ 専任州常勤看護師季経験狭年灼寿研修修了稀＊
➢ 専任州常勤言語聴覚士 ＊
➢ 専任州常勤薬剤師＊
➢ 専任州常勤管理栄養士＊
➢ 専任州歯科衛生士
➢ 専任州理学療法士又修作業療法士
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摂食嚥下支援加算州見直手Ö
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摂食嚥託機能回皖体制加算／ 摂食嚥下機能回復体制加算０ 摂食嚥下機能回復体制加算１

算定要件 対象患者 摂食嚥託支援稸籞筁癉瞟矞摂食籗嚥託機能回皖癉逃矞流組癉瞟瘥瘳摂食機能又皕嚥託機能癮回皖疰見込𥆩矟矞患者

算定可能𤺋従宙者 ◆ 摂食嚥託支援稸籞筁癮設置＆ST通外皕全員専任＇

籗諭師又皕歯科諭師

籗適勉𤺋研修砅修了痮瘓看護師
※

専従癮言語聴覚士

＆※摂食籗嚥託藴害看護認定看護師𤩍脳卒中箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン看護認定看看護師＇

籗管理栄養士

◆ 祊ン竴碻箵ン䅈癉参加８㾮癮直職種睘

◆ 専任癮諭師𤩍看護師又皕言語聴覚士

算定対象㿉瘃矞諭

療秇籞竌䅈癮不容

埞不視鏡託機能検査又皕嚥託造影癮結果癉基瘼い瘳𤩍摂食嚥託支援計画書砅作成

埰嚥託造影又皕不視鏡託嚥託機能検査砅実施＆鏤1回通琢＇

㙊検査結果等砅踏𥆩え祊ン竴碻箵ン䅈砅実施＆逬1回通琢＇

埸祊ン竴碻箵ン䅈癮結果癉基瘼疷𤩍摂食嚥託支援計画書癮見直痮𤩍嚥託調整食癮見直痮等砅実施

日数籗回数癮要件 1回－逬

施設基準 対象病棟籗病床 摂食機能療法癮算定可能諭療機輸 療養病床入院基鑚料癮う瘜𤩍療養病棟入

院料／又皕入院料０砅算定痮瘳い矞病床

実績等 籗鼻腔栄養𤩍胃瘻𤩍又皕中心静脈

栄養癮患者癮経口摂流回皖率

35％通琢

籗実績＆FIM 及皨FOIS＇癮ぇ録＆全員籗鏤

癉／回通琢＇

籗実績＆FIM及皨FOIS＇癮ぇ録＆全員籗

鏤癉／回通琢＇

籗中心静脈栄養砅実施痮瘳い矞患者癮

う瘜𤩍瓖嚥託機能評価砅実施癮琢𤩍

嚥託箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン等砅行い𤩍

嚥託機能疰回皖痮𤩍中心静脈栄養砅

終了痮瘓患者瓘疰／烝癉2人通琢

籗実績＆FIM及皨FOIS＇癮ぇ録

＆全員籗鏤癉1回通琢＇

経過措置

現癉摂食嚥託支援加算砅算定痮瘳い矞諭療機輸癉瘨い瘳皕𤩍半烝間癉限瞤𤩍引疷62疷加算／砅算定𤹪疷矞璒

➢ 経口摂取回復周係柔効果的収取組叔更周推進殊柔観点灼従含要件及秀評価叔見直手含名称叔摂食嚥下
機能回復体制加算周変更殊柔岸

摂食嚥下機能回復体制加算
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摂食嚥下支援加算州見直手×
季経口摂取周回復取珠樹い柔割合州計算方法稀
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経口摂取周回復
手酒患者数

＋
＝ 栄養方法爵経口摂取州輯州状態周回復手酒患者季1灼月以上栄養方法爵経口摂取州輯州患者稀［教年以内注］

自院綬新酒周鬼鼻腔栄養導入亀含鬼胃瘻造設亀含鬼中心静脈栄養開始亀

妓新規届出州場合宜 直近2年州い狩汁灼州4月～6月周胃瘻等実施手酒患者州回復率綬届出可岸
季例稀

Õ令和狂年狂月～矯月周胃瘻等実施手酒患者州回復率綬届出可岸季令和況年狂月～矯月綬酬可稀
Ö継続修含令和狂年教月～12月周胃瘻等実施手酒患者州回復率綬判断季令和況年教月～12月綬酬可稀

狂月教日 矯月末 12月狂年教月

Õ惹州期間周
胃瘻等実施手酒患者 算定可能期間届出

季届出周関殊柔取戎扱い稀
妓通常州場合宜 前々年州教月～12月周胃瘻等実施手酒患者州回復率綬届出

況年教月教日 狭年況月末日橋年教月教日

惹州期間周胃瘻等叔実施手酒患者 算定可能期間届出

狂年教月教日

1年以内周経口摂取周
回復手酒割合

経口摂取周
回復手酒割合

狂年狂月

自院導入患者数
＋ 紹介患者数

注稀回復率修含鼻腔栄養導入含胃瘻造設手酒日又修中心静脈栄養叔開始手酒日灼従起算手樹教年以内周回復手酒酬州綬計算殊柔岸

季例稀

紹介取汁酒鬼鼻腔栄養亀含鬼胃瘻亀鬼中心静脈栄養亀州患者季鬼自院綬摂食機能療法叔実施手酒患者周限柔亀稀

狭年況月末日

分子及秀分母灼従除く酬州
Õ 教年以内※周死亡手酒患者 季酒首手含栄養方法爵経口摂取州輯州状態周回復手酒上綬死亡手酒患者修含分子分母周加え柔岸稀
Ö 教灼月以内※周経口摂取周回復手酒患者
× 教年以上※経過手樹灼従含他州保険医療機関灼従紹介取汁酒患者 ※ 鼻腔栄養叔導入手酒日含胃瘻叔造設手酒日又修中心静脈栄養叔開始手酒日灼従起算
Ù 減圧書抄薯ー準目的季消化器疾患等州患者綬胃瘻造設叔行う場合周限柔岸稀
Ú 成分栄養剤州経路目的季炎症性腸疾患州患者綬胃瘻造設叔行う場合周限柔岸稀
Û 食道含胃噴門部州狭窄等
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継続的収二次性骨折予防周係柔評価州新設
➢ 大腿骨近位部骨折州患者周対手樹含関係学会州峻縮書廠縮ン周沿呪樹継続的周骨粗鬆症州評価叔行

い含必要収治療等叔実施手酒場合州評価叔新設殊柔岸
季新稀 二次性骨折予防継続管理料

縮 二次性骨折予防継続管理料教 1,000点 季入院中教回・手術治療叔担う一般病棟周杓い樹算定稀

招 二次性骨折予防継続管理料橋 750点 季入院中教回・彰女鋤彰庶ー淳庄ン等叔担う病棟周杓い樹算定稀

女 二次性骨折予防継続管理料況 500点 季教年叔限度需手樹月周教回・外来周杓い樹算定稀

［対象患者］
縮：大腿骨近位部骨折叔発症手含手術治療叔担う保険医療機関州一般病棟周入院手樹い柔患者綬あ呪樹含骨粗鬆症州有無周関殊柔評価及秀必要収治療等叔実施手

酒酬州
招：縮叔算定手樹い酒患者綬あ呪樹含彰女鋤彰庶ー淳庄ン医療等叔担う病棟周杓い樹継続的周骨粗鬆症周関殊柔評価及秀治療等叔実施手酒酬州
女：縮叔算定手樹い酒患者綬あ呪樹含外来周杓い樹継続的周骨粗鬆症周関殊柔評価及秀治療等叔実施手酒酬州

［算定要件］
1. 縮周寿い樹修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保険医療機関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大腿骨近位部骨折周

対殊柔手術叔行呪酒酬州周対手樹含二次性骨折州予防叔目的需手樹含骨粗鬆症州計画的収評価及秀治療等叔行呪酒場合周含当該入院中教回周限戎算定殊柔岸
2. 招周寿い樹修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保険医療機関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他州保険医療機関周

杓い樹縮叔算定手酒酬州周対手樹含継続手樹骨粗鬆症州計画的収評価及秀治療等叔行呪酒場合周含当該入院中教回周限戎算定殊柔岸
3. 女周寿い樹修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入院中州患者以外州患者綬あ呪樹含縮叔算定手

酒酬州周対手樹含継続手樹骨粗鬆症州計画的収評価及秀治療等叔行呪酒場合周含初回算定日州属殊柔月灼従起算手樹教年叔限度需手樹含月教回周限戎算定殊柔岸
4. 縮周寿い樹修含関係学会十戎示取汁樹い柔鬼骨折彰出醇ン楯ー鋤潤季FLS稀竣彰藷俊承潤順ン処ー書亀及秀鬼骨粗鬆症州予防需治療峻縮書廠縮ン亀周沿呪酒適切収評価及秀治療等

爵実施取汁酒場合周算定殊柔岸
5. 招及秀女周寿い樹修含関係学会十戎示取汁樹い柔鬼骨折彰出醇ン楯ー鋤潤季FLS稀竣彰藷俊承潤順ン処ー書亀及秀鬼骨粗鬆症州予防需治療峻縮書廠縮ン亀周沿呪酒適切収評価及秀

骨粗鬆症州治療効果州判定等含必要収治療叔継続手樹実施手酒場合周算定殊柔岸
6. 診療周当酒呪樹修含骨量測定含骨代謝嘗ー俊－含脊椎出暑竣潤線写真等周十柔必要収評価叔行う惹需岸

［施設基準］
1. 骨粗鬆症州診療叔行う周寿酌十分収体制爵整備取汁樹い柔惹需岸
2. 当該体制周杓い樹含骨粗鬆症州診療叔担当殊柔医師含看護師及秀薬剤師爵適切周配置取汁樹い柔惹需岸収杓含薬剤師周寿い樹修含当該保険医療機関内周常勤州薬剤師爵配置取汁

樹い収い場合周限戎含地域州保険医療機関等需連携手含診療叔行う体制爵整備取汁樹い柔惹需綬差手支え収い岸
3. 縮州施設基準周係柔病棟周寿い樹修含急性期一般入院基本料含地域一般入院基本料又修胸対教入院基本料若手錫修10対教入院基本料季特定機能病院入院基本料季一般病棟周限

柔岸稀又修専門病院入院基本料周限柔岸稀周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関州病棟綬あ柔惹需岸
4. 招州施設基準周係柔病棟寿い樹修含地域包括駿淑病棟入院料含地域包括駿淑病棟入院医療管理料又修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保険医療機関

州病棟綬あ柔惹需岸
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医療資源州少収い地域周配慮手酒評価州見直手

➢ 入退院支援加算周杓寂柔医療資源州少収い地域周配慮手酒評価周係柔要件周寿い樹含常勤州看護師
又修社会福祉士州配置周代え樹含非常勤州看護師又修社会福祉士叔複数人配置手酒場合綬あ呪樹酬
当該要件叔満酒殊惹需需殊柔岸

入退院支援加算州見直手

改定後
妓入退院支援加算宜
［施設基準］
狭 入退院支援加算州鬼注狭亀周規定殊柔施設基準
(2) 当該入退院支援部門周含入退院支援周関殊柔十分収経験
叔有殊柔専任州看護師及秀専任州社会福祉士爵配置取汁樹い
柔惹需岸収杓含当該専任州看護師及秀専任州社会福祉士周寿
い樹修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専任州非常勤看
護師又修専任州非常勤社会福祉士季入退院支援周関殊柔十分
収経験叔有殊柔酬州周限柔岸稀叔腫汁趣汁橋名以上組輯合わ
珠柔惹需周十戎含常勤看護師又修常勤社会福祉士需同朱時間
帯周惹汁従州非常勤看護師又修非常勤社会福祉士爵配置取汁
樹い柔場合周修含当該要件叔満酒手樹い柔需輯収殊惹需爵綬
酌柔岸

現行

妓入退院支援加算宜
［施設基準］
狭 入退院支援加算州鬼注狭亀周規定殊柔施設基準
(2) 当該入退院支援部門周含入退院支援周関殊柔十分収経験
叔有殊柔専任州看護師及秀専任州社会福祉士爵配置取汁樹い
柔惹需
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○ 医療資源州少収い地域周杓い樹修含入院料州算定含人員配置基準含夜勤州要件含病床数州要件等爵一部緩和取汁樹い柔岸

医療資源州少収い地域周配慮手酒診療報酬上州要件緩和季概要稀

項目名 医療資源州少収い地域周配慮手酒主収要件緩和等 緩和州対象

蕎教挟挟 一般病棟入院基本料* 病棟主需周違う区分州入院基本料州算定爵可能 入院料州算定

蕎教挟脅 有床診療所入院基本料 入院基本料教～況州施設基準州一寿需手樹含医療資源州少収い地域季特定地域稀周所在殊柔有床診療所綬あ柔惹需 季入院料州要件稀

A橋挟胸 医師事務補助体制加算 20対教灼従100対教蹴綬周寿い樹含医療資源州少収い地域周所在殊柔医療機関綬あ汁愁含要件叔満酒殊季※稀惹需
需殊柔 施設基準州要件

蕎橋橋矯－橋 緩和駿淑診療加算* 医師・看護師・薬剤師州常勤要件州緩和及秀医師・看護師・薬剤師州専従要件等州緩和 人員配置

蕎橋況況－橋 栄養楯唱ー署初ー妾加算* 看護師・薬剤師・管理栄養士州常勤要件州緩和及秀医師・看護師・薬剤師・管理栄養士州専従要件等州緩和 人員配置

蕎橋況矯 褥隰女縮彰潤竣患者駿淑加算* 看護師等州専従要件州緩和 人員配置

蕎橋狂矯 入退院支援加算* 看護師・社会福祉士州要件州緩和 人員配置

蕎況挟脅－況 地域包括駿淑病棟入院料

看護職員配置爵15対教以上※教看護職員州最小必要数州狂割以上※橋爵看護師含理学療法士等州専従要件州緩和
※教 特定地域以外綬修13対教以上 ※橋 特定地域以外綬修胸割以上
許可病床数200床未満周限柔需取汁樹い柔基準周寿い樹含280床未満需殊柔
季地域包括駿淑病棟入院医療管理料教含橋含況及秀狂含地域包括駿淑病棟入院料教及秀況稀

人員配置

病床数

蕎況教胸 特定一般病棟入院料
一般病棟爵教病棟州輯季DPC対象病院叔除錫稀
看護職員配置爵13対教以上又修15対教以上
看護要員教人当酒戎州月平均夜勤72時間要件収手

人員配置
夜勤州要件

蕎橋狂脅 精神疾患診療体制加算 許可病床数80床以上季特定地域以外修許可病床数100床以上稀 病床数

A橋狂興 精神科急性期医師配置加算 許可病床数80床以上季特定地域以外修許可病床数100床以上稀 病床数

在宅療養支援病院 許可病床数280床未満季特定地域以外修許可病床数200床未満稀 病床数

在宅療養後方支援病院 許可病床数160床以上季特定地域以外修許可病床数200床以上稀 病床数

郷挟挟教 橋狂 外来緩和駿淑管理料* 医師・看護師州常勤要件州緩和及秀医師・看護師・薬剤師州専従要件等州緩和 人員配置

郷挟挟教 橋胸 糖尿病透析予防指導管理料* 医師・看護師又修保健師・管理栄養士州専任要件・常勤要件州緩和 人員配置

24時間対応体制加算季訪問看護管理療養費稀 複数州訪問看護潤庶ー淳庄ン爵連携手樹体制叔確保手酒場合州対象地域叔含医療資源州少収い地域周酬拡大 施設基準州要件

*医療資源州少収い地域周所在殊柔保険医療機関季特定機能病院含許可病床数爵400床以上州病院含DPC対象病院及秀急性期一般入院料教叔算定手樹い柔病院叔除錫稀州一般病棟爵対象岸
季※稀遠隔画像診断含処置州休日加算教含時間外加算教及秀深夜加算教含手術州休日加算教含時間外加算教及秀深夜加算教含保険医療機関間州連携周十柔病理診断季受診側稀含保険医療機関間州連携周杓

寂柔緒準順承病理画像周十柔術中迅速病理組織標本作製季受信側稀含保険医療機関間州連携周杓寂柔緒準順承病理画像周十柔迅速細胞診季受信側稀周寿い樹酬同様岸
注稀下線部周寿い樹修含令和狂年度診療報酬改定周杓い樹含見直手爵あ呪酒酬州岸 208
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矯．医療従事者 負担軽減
働 方改革 推進

季教稀地域医療体制確保加算 見直

季橋稀医師事務作業補助体制加算 評価 充実

季況稀勤務医 負担軽減 取組 推進

季狂稀夜間 看護配置 係 評価及び業務管理等 項目 見直

季狭稀特定行為研修修了者 活用 推進

季矯稀看護補助者 更 活用 係 評価 新設
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季教稀地域医療体制確保加算州見直手

➢ 地域医療州確保叔図戎含医師州働酌方改革叔実効的周進酋柔観点灼従含地域医療体制確保加算周寿
い樹対象需収柔医療機関叔追加殊柔需需酬周含医師労働時間短縮計画州作成叔要件周追加手含評価
叔見直殊岸

地域医療体制確保加算州見直手

令和狂年度診療報酬改定 矯．医療従事者州負担軽減・働酌方改革州推進

改定後

妓地域医療体制確保加算宜
地域医療体制確保加算 620点

［施設基準］
鬼医師労働時間短縮計画作成峻縮書廠縮ン亀周基授酌含鬼医師労働時間短縮
計画亀叔作成殊柔惹需岸

以下州淑灼従塾蹴綬州い狩汁灼叔満酒手樹い柔惹需岸
淑 救急医療周係柔実績需手樹含救急用州自動車又修救急医療用匠彰循勝

順ー周十柔搬送件数爵含年間綬2,000件以上綬あ柔惹需岸
縮 救急医療周係柔実績需手樹含救急用州自動車又修救急医療用匠彰循勝

順ー周十柔搬送件数爵含年間綬1,000件以上綬あ戎含灼寿含区分番号鬼蕎
橋況胸亀女縮彰潤竣分娩等管理加算季女縮彰潤竣分娩管理加算周限柔岸稀
若手く修区分番号鬼蕎況挟況亀総合周産期特定集中治療室管理料又修区分
番号鬼蕎況挟教－狂亀小児特定集中治療室管理料若手く修区分番号鬼蕎況
挟橋亀新生児特定集中治療室管理料周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関
綬あ柔惹需岸

塾 鬼疾病・事業及秀在宅医療周係柔医療提供体制周寿い樹亀季平成29年況
月31日医政地発0331第況号稀周規定殊柔総合周産期母子医療純ン順ー又
修地域周産期母子医療純ン順ー州い狩汁灼綬あ柔惹需岸

現行

妓地域医療体制確保加算宜
地域医療体制確保加算 520点

［施設基準］
鬼病院勤務医州負担州軽減及秀処遇州改善周資殊柔
計画亀叔作成殊柔惹需岸

救急医療周係柔実績需手樹含救急用州自動車又修救
急医療用匠彰循勝順ー周十柔搬送件数爵含年間綬
2,000件以上綬あ柔惹需岸
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➢ 医師州働酌方改革叔十戎実効的周進酋柔観点灼従含鬼医師労働時間短縮計画作成峻縮書廠縮ン亀周
基授錫含鬼医師労働時間短縮計画亀作成叔求酋柔惹需需手含 鬼実績亀鬼取込目標亀等州記載叔求酋
柔岸

季教稀地域医療体制確保加算州見直手

医師労働時間短縮計画周寿い樹

○労働時間需組織管理季共通記載事項稀
季教稀労働時間数

以下州全樹州項目周寿い樹含Õ前年度実績含Ö当年度目標及秀×計画期間終了年度州目標叔記載
・ 年間州時間外・休日労働時間数州平均・最長
・ 年間州時間外・休日労働時間数960 時間超～1,860 時間州人数・割合
・ 年間州時間外・休日労働時間数1,860 時間超州人数・割合

季橋稀労務管理・健康管理
以下州全樹州項目周寿い樹含Õ前年度州取組実績含Ö当年度州取組目標及秀×計画期間中州取組目標叔記載
・ 労働時間管理方法含宿日直許可州有無叔踏蹴え酒時間管理
・ 医師州研鑚州労働時間該当性叔明確化殊柔酒酋州手続等
・ 労使州話手合い含36 協定州締結
・ 衛生委員会含産業医等州活用含面接指導州実施体制
・ 追加的健康確保措置州実施(連続勤務時間制限含勤務間縮ン順ー序承含代償休息含面接指導等)

季況稀意識改革・啓発
以下州項目州う儒含最低教寿州取組周寿い樹含Õ前年度州取組実績含Ö当年度州取組目標及秀×計画期間中

州取組目標叔計画周記載
・ 管理者嘗助準娼ン署研修
・ 働酌方改革周関殊柔医師州意識改革
・ 医療叔受寂柔者や腫州家族等臭州医師州働酌方改革周関殊柔説明

○労働時間短縮周向寂酒取組季項目主需周任意州取組叔記載稀
⑴～⑸腫汁趣汁周杓い樹含最低教寿州取組周寿い樹Õ計画作成時点周杓寂柔取組実績需Ö計画期間中州取組

目標叔計画周記載
季教稀 順潤竣・淳傷署／淳熟淑
季橋稀 医師州業務州見直手
季況稀 腫州他州勤務環境改善(ICT活用含WLB推進等)

季狂稀副業・兼業叔行う医師州労働時間州管理
季狭稀鏡-教水準叔適用殊柔臨床研修医及秀専攻医州研修州効率化

＜参考＞現行州要件
(地域医療体制確保加算)

Õ 病院勤務医州負担州軽減及秀処遇州改善州酒酋含病
院勤務医州勤務状況州把握需腫州改善州必要性等周
寿い樹提言殊柔酒酋州責任者叔配置殊柔惹需岸

Ö 病院勤務医州勤務時間及秀当直叔含酋酒夜間州勤務
状況叔把握手樹い柔惹需岸

× 当該保険医療機関内周含多職種灼従収柔役割分担推
進州酒酋州委員会又修会議叔設置手含鬼病院勤務医
州負担州軽減及秀処遇州改善周資殊柔計画亀叔作成
殊柔惹需岸蹴酒含当該委員会等修含当該計画州達成
状況州評価叔行う際含腫州他適宜必要周応朱樹開催
手樹い柔惹需岸

Ù ×州計画修含現状州病院勤務医州勤務状況等叔把握
手含問題点叔抽出手酒上綬含具体的収取組輯内容需
目標達成年次等叔含酋酒病院勤務医州負担州軽減及
秀処遇州改善周資殊柔計画需殊柔需需酬周含定期的
周評価手含見直手叔行う惹需岸

Ú ×州計画州作成周当酒呪樹修含次周掲弱柔淑～春州
項目叔踏蹴え検討手酒上綬含必要収事項叔記載殊柔
惹需岸季※例示修省略稀

Û 病院勤務医州負担州軽減及秀処遇州改善周関殊柔取
組事項叔当該保険医療機関内周掲示殊柔等州方法綬
公開殊柔惹需岸

瓺経過措置𤭯痛和２烝７鏤１．日𥆩𤹪
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季橋稀医師事務作業補助体制加算州評価州充実

➢ 医師事務作業補助体制加算周寿い樹含評価叔見直殊岸
医師事務作業補助者州配置周係柔評価州充実

改定後現行

➢ 医師事務作業補助者爵実施可能収業務周係柔整理等叔踏蹴え含医師事務作業補助体制加算教及秀橋
周寿い樹含医師事務作業補助者州経験年数周着目手酒評価需殊柔岸

医師事務作業補助者州配置周係柔要件州見直手

改定後
医師事務作業補助体制加算教州施設基準
季削除稀

当該保険医療機関周杓寂柔況年以上州勤務経験叔有殊柔医師事務作業
補助者爵含腫汁趣汁州配置区分主需周狭割以上配置取汁樹い柔惹需岸
※ 医師事務作業補助体制加算橋周寿い樹修上記要件叔設寂収い

現行
医師事務作業補助体制加算教州施設基準
医師事務作業補助者州延舟勤務時間数州脅割以上州時間周杓い樹含医
師事務作業補助州業務爵病棟又修外来周杓い樹行わ汁樹杓戎含灼寿含
腫汁趣汁州配置区分主需周基準叔満酒手樹い柔惹需岸
季新設稀

諭師宙務作業補助者癮配置 加算／ 加算０

／３対／ ７５．珵 ７／．珵

０．対／ ５３６珵 ５／．珵

０３対／ ４１．珵 ３７．珵

１．対／ ３２３珵 ３／．珵

２．対／ ２３３珵 ２１．珵

３．対／ １５３珵 １３３珵

５３対／ ０７３珵 ０６．珵

／．．対／ ０２６珵 ０１６珵

諭師宙務作業補助者癮配置 加算／ 加算０

／３対／ ／＊．３．珵 ７５３珵

０．対／ ６１３珵 ５５．珵

０３対／ ５．３珵 ４２３珵

１．対／ ４／．珵 ３４．珵

２．対／ ３／．珵 ２５３珵

３．対／ ２１．珵 １７３珵

５３対／ １３．珵 １／３珵

／．．対／ １．．珵 ０４．珵

季※稀医師事務作業補助者州業務修含医師季歯科医師叔含週岸稀州指示州下周含診断書等州文書作成補助含診療記録臭州代行入力含医療州質州向上周資殊柔事務作業季診療周関殊柔緒ー順整理含院内爵
夙登録等州統計・調査含教育や研修・俊ン傷宿抄ン潤州酒酋州準備作業等稀含入院時州案内等州病棟周杓寂柔患者対応業務及秀行政上州業務季救急医療情報淳潤庶妾臭州入力含感染症楯ー升縮廠ン潤
事業周係柔入力等稀臭州対応周限定殊柔酬州綬あ柔惹需岸収杓含医師以外州職種州指示州下周行う業務含診療報酬州請求事務季響桐鏡州循ー緒祝ン舜周係柔業務叔含週岸稀含窓口・受付業務含医療機
関州経営含運営州酒酋州緒ー順収集業務含看護業務州補助及秀物品運搬業務等周寿い樹修医師事務作業補助者州業務需手収い惹需岸
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季況稀勤務医州負担軽減州取組州推進

➢ 手術及秀処置州休日加算教含時間外加算教及秀深夜加算教州要件周寿い樹含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州観点灼従含手術前日州当直回数周
加え含連続当直州回数周係柔上限叔追加殊柔需需酬周含診療科全体周杓寂柔当直回数灼従含医師教
人当酒戎州当直回数周要件叔変更殊柔岸

手術及秀処置州時間外加算教等周係柔要件州見直手

改定後
妓時間外加算教・休日加算教・深夜加算教宜
［施設基準］
手術州前日州夜勤時間帯季午後10時灼従翌日州午前狭時蹴
綬稀周当直含夜勤及秀緊急呼出手当番叔行呪酒日数及秀橋日
以上連続綬夜勤時間帯周当直叔行呪酒日数

(2)州淑州当直等叔行呪酒日爵含腫汁趣汁周寿い樹届出叔
行呪樹い柔診療科州各医師周寿い樹年間狂日以内綬あ戎含灼
寿含(2)州縮州橋日以上連続綬当直叔行呪酒回数爵含腫汁趣
汁周寿い樹届出叔行呪樹い柔診療科州各医師周寿い樹年間狂
回以内綬あ柔惹需岸

現行
妓時間外加算教・休日加算教・深夜加算教宜
［施設基準］
手術州前日州夜勤時間帯季午後10時灼従翌日州午前狭時蹴
綬稀周当直含夜勤及秀緊急呼出手当番叔行呪酒日数

届出叔行呪樹い柔診療科全体綬年間12日以内季酒首手含当直
医師叔毎日矯人以上季集中治療室等周勤務殊柔医師叔除
錫岸稀配置殊柔保険医療機関爵含全樹州診療科周寿い樹届出
叔行う場合周あ呪樹修年間24日以内稀綬あ柔惹需岸
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季狂稀夜間州看護配置周係柔評価及秀業務管理等州項目州見直手Õ

➢ 看護職員州夜間周杓寂柔看護業務州負担軽減叔一層促進殊柔観点灼従含業務管理等州項目叔見直殊岸
Õ鬼淑 11時間以上州勤務間隔州確保亀又修鬼塾 連続殊柔夜勤州回数爵橋回以下亀州い狩汁灼叔満酒手樹い柔

惹需叔必須化殊柔岸
Ö看護職員夜間配置加算季精神科救急急性期医療入院料及秀精神科救急・合併症入院料稀州施設基準周杓寂柔満酒

殊舟酌項目州数周寿い樹含橋項目以上灼従況項目以上周変更殊柔岸

夜間周杓寂柔看護業務州負担軽減周資殊柔業務管理等州項目州見直手

※教 況交代制勤務又修変則況交代勤務州病棟州輯爵対象
※橋 夜間30・50・100対教急性期看護補助体制加算州届出爵該当

看護職員夜間
配置加算
12対教加算教
16対教加算教

夜間看護体制
加算

急性期看護補助体制加算
州注加算

夜間看護体制
加算

看護補助加算州注加算

夜間看護体制
加算

障害者施設等入院基本料
州注加算

看護職員夜間
配置加算

精神科救急急性期医療入院料含
精神科救急・合併症入院料州

注加算

満酒殊必要爵あ柔項目数季淑又修塾叔含週惹需稀 狂項目以上 況項目以上 狂項目以上 狂項目以上 況項目以上
淑 11時間以上州勤務間隔州確保 ○ ○ ○ ○ ○

縮 正循環州交代周期州確保季※教稀 ○ ○ ○ ○ ○

塾 夜勤州連続回数爵橋連続季橋回稀蹴綬 ○ ○ ○ ○ ○

出 夜勤後州暦日州休日確保 ○ ○ ○ ○ ○

述 夜勤帯州藷ー盾周対応手酒柔軟収勤務体制州工夫 ○ ○ ○ ○ ○
俊 夜間叔含酋酒各部署州業務量叔把握・調整殊柔

淳潤庶妾州構築 ○ ○ ○ ○ ○

春 看護補助業務州う儒狭割以上爵療養生活上州世話 ○ ○

竣 看護補助者州夜間配置季※橋稀 ○

駿 輯収手看護補助者叔除い酒看護補助者比率狭割以上 ○ ○ ○ ○

循 夜間院内保育所州設置含夜勤従事者州利用実績
※酒首手含利用者爵い収い日州開所修求酋収い ○ ○ ○ ○ ○

楯 ICT含AI含IoT等州活用周十柔業務負担軽減 ○ ○ ○ ○ ○
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季狂稀夜間州看護配置周係柔評価及秀業務管理等州項目州見直手Ö

➢ 看護職員州夜間周杓寂柔看護業務州負担軽減叔一層促進殊柔観点灼従含夜間州看護配置周係柔評価
叔見直殊岸

夜間州看護配置周係柔評価州見直手

改定後現行

看
護
職
員
州
配
置
周

係
柔
加
算

妓看護職員夜間配置加算宜
看護職員夜間12対教配置加算教 105点
看護職員夜間12対教配置加算橋 85点
看護職員夜間16対教配置加算教 65点
看護職員夜間16対教配置加算橋 40点

妓注加算州看護職員夜間配置加算宜
地域包括駿淑病棟入院料 65点
精神科救急入院料 65点
精神科救急・合併症入院料 65点

看
護
補
助
者
州
配
置
周
係
柔
加
算

妓急性期看護補助体制加算宜
夜間30対教急性期看護補助体制加算 120点
夜間50対教急性期看護補助体制加算 115点
夜間100対教急性期看護補助体制加算 100点

妓看護補助加算宜
夜間75対教看護補助加算 50点

夜間看護加算季療養病棟入院基本料州注加算稀 45点
看護補助加算季障害者施設等入院基本料州注加算稀

縮 14日以内州期間 141点
招 15日以上30日以内州期間 116点

夜間看護配置加算季有床診療所入院基本料州注加算稀
女 夜間看護配置加算教 100点
藷 夜間看護配置加算橋 50点

看
護
職
員
州
配
置
周

係
柔
加
算

妓看護職員夜間配置加算宜
看護職員夜間12対教配置加算教 110点
看護職員夜間12対教配置加算橋 90点
看護職員夜間16対教配置加算教 70点
看護職員夜間16対教配置加算橋 45点

妓注加算州看護職員夜間配置加算宜
地域包括駿淑病棟入院料 70点
精神科救急急性期医療入院料 70点
精神科救急・合併症入院料 70点

看
護
補
助
者
州
配
置
周
係
柔
加
算

妓急性期看護補助体制加算宜
夜間30対教急性期看護補助体制加算 125点
夜間50対教急性期看護補助体制加算 120点
夜間100対教急性期看護補助体制加算 105点

妓看護補助加算宜
夜間75対教看護補助加算 55点

夜間看護加算季療養病棟入院基本料州注加算稀 50点
看護補助加算季障害者施設等入院基本料州注加算稀

縮季教稀14日以内州期間 146点
季橋稀15日以上30日以内州期間 121点

夜間看護配置加算季有床診療所入院基本料州注加算稀
女 夜間看護配置加算教 105点
藷 夜間看護配置加算橋 55点
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季狭稀特定行為研修修了者州活用州推進

➢ 精神科彰出醇ン初ー妾加算含栄養楯唱ー署初ー妾加算含褥隰女縮彰潤竣患者駿淑加算含 呼吸駿淑
初ー妾加算州算定周係柔適切収研修周含特定行為周係柔研修叔追加殊柔岸

研修要件州見直手

現行
妓精神科彰出醇ン初ー妾加算宜
［施設基準］
淑 国又修医療関係団体等爵主催殊柔研修綬あ柔惹需季600時間以

上州研修期間綬あ呪樹含修了証爵交付取汁柔酬州稀岸

改定後
妓精神科彰出醇ン初ー妾加算宜
［施設基準］
淑 国又修医療関係団体等爵主催殊柔600 時間以上州研修季修了

証爵交付取汁柔酬州稀又修保健師助産師看護師法季昭和23 年法
律第203 号稀第37 条州橋第橋項第狭号州規定周十柔指定研修機
関周杓い樹行わ汁柔研修綬あ柔惹需岸

※妓栄養楯唱ー署初ー妾加算宜妓褥隰女縮彰潤竣患者駿淑加算宜妓呼吸駿淑初ー妾加算宜周寿い樹酬同様
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季矯稀看護補助者州更収柔活用周係柔評価州新設Õ

季新稀 看護補助体制充実加算季教日周寿酌稀
［施設基準］

・看護職員州負担州軽減及秀処遇州改善周資殊柔十分収体制爵整備取汁樹い柔惹需岸

看護補助者州更収柔活用周係柔評価州新設
➢ 看護職員及秀看護補助者州業務分担・協働叔更周推進殊柔観点灼従含看護職員及秀看護補助者周対

手樹十戎充実手酒研修叔実施手酒場合等周寿い樹含新酒収評価叔行う岸

妓急性期看護補助体制加算宜
季新稀 看護補助体制充実加算需手樹含1日周寿酌5点叔更周所定点数周加算

25対教急性期看護補助体制加算季看護補助者狭割以上稀 245点
25対教急性期看護補助体制加算季看護補助者狭割未満稀 225点
50対教急性期看護補助体制加算 205点
75対教急性期看護補助体制加算 165点

妓看護補助加算宜
季新稀 看護補助体制充実加算需手樹含1日周寿酌狭点叔更周所定点数周加算

看護補助加算教 146点
看護補助加算橋 121点
看護補助加算況 93点

縮 夜間看護加算季療養病棟入院基本料州注加算稀 50点
季新稀招 看護補助体制充実加算 55点

縮 看護補助加算季障害者施設等入院基本料州注加算稀
季教稀14日以内州期間 146点
季橋稀15日以上30日以内州期間 121点

季新稀招 看護補助体制充実加算
季教稀14日以内州期間 151点
季橋稀15日以上30日以内州期間 126点

縮 看護補助者配置加算季地域包括駿淑病棟入院料州注加算) 160点
季新稀招 看護補助体制充実加算 165点

改定後
妓急性期看護補助体制加算宜

25対教急性期看護補助体制加算季看護補助者狭割以上 240点
25対教急性期看護補助体制加算季看護補助者狭割未満稀 220点
50対教急性期看護補助体制加算 200点
75対教急性期看護補助体制加算 160点

現行

妓看護補助加算宜

看護補助加算教 141点
看護補助加算橋 116点
看護補助加算況 88点

夜間看護加算季療養病棟入院基本料州注加算稀 45点

看護補助加算季障害者施設等入院基本料州注加算稀
季教稀14日以内州期間 141点
季橋稀15日以上30日以内州期間 116点

看護補助者配置加算季地域包括駿淑病棟入院料州注加算) 160点
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季矯稀看護補助者州更収柔活用周係柔評価州新設Ö
看護補助者州更収柔活用周係柔評価州新設
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研修対象 研修不容

看護師長等 脉定癮研修
※／

砅修了痮瘳い矞痝㿉璒

看護職員

全瘳癮看護職員疰𤩍脉定癮研修砅修了痮瘳い矞痝㿉璒

研修皕𤩍講義及皨演習癉瞟瞤𤩍逗癮奡目砅行う研修𤹪あ矞痝㿉璒

磹＆磹＇看護補助者㿉癮協働癮必要性

＆箼＇看護補助者癮制燵的𤺋哲置瘼痏

＆䆴＇看護補助者㿉協働瘃矞看護業務癮基鑚的𤺋考え方

＆窊＇看護補助者㿉癮協働癮瘓𥇍癮禴筿筦窊禡籞种𥮲ン

＆笮＇自施設癉疢痏矞看護補助者癉逃矞規定及皨運用

看護補助者

現行癮研修不容
※０

癮う瘜𤩍礐＆日常生活癉㽷㽷わ矞業務＇癉瘨い瘳業務

不容搆癉業務範噬𤩍実施手奭𤩍留意宙奡等癉瘨い瘳示痮瘓業務䇳窊筦

磕䈎砅作成痮𤩍㾮矟砅用い瘳研修砅実施瘃矞痝㿉璒

※教季縮稀国含都道府県又修医療関係団体等爵主催殊柔研修綬
あ柔惹需季狭時間程度稀

季招稀講義及秀演習周十戎含次州項目叔行う研修綬あ柔惹需
Õ 看護補助者州活用周関殊柔制度等州概要
Ö 看護職員需州連携需業務整理
× 看護補助者州育成・研修・能力評価
Ù 看護補助者州雇用形態需処遇等

※橋 淑 医療制度州概要及秀病院州機能需組織州理解
縮 医療初ー妾及秀看護初ー妾州一員需手樹州看護補助

業務州理解
塾 看護補助業務叔遂行殊柔酒酋州基礎的収知識・技術
出 日常生活周灼灼わ柔業務
述 守秘義務含個人情報州保護
俊 看護補助業務周杓寂柔医療安全需感染防止 等
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胸．在宅医療 訪問看護
季教稀継続診療加算 見直 季在宅療養移行加算稀

季橋稀外来在宅共同指導料 新設季再掲稀

季況稀在宅 提出加算 新設

季狂稀在支診 在支病 施設基準 見直

季狭稀小児 対 在宅医療 評価 見直

季矯稀訪問看護 評価
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➢ 継続診療加算周寿い樹含名称叔在宅療養移行加算周変更殊柔岸
➢ 従来州継続診療加算周加え樹含市町村や地域医師会需州協力周十戎含往診爵必要収患者周対手含当

該医療機関又修連携殊柔他州医療機関爵往診叔提供殊柔体制叔有手樹い柔場合州評価叔新設殊柔岸

在宅療養移行加算州新設

令和狂年度診療報酬改定 胸．在宅医療・訪問看護

改定後

季新稀妓在宅療養移行加算宜
在宅療養移行加算教 216点
在宅療養移行加算橋 116点

［施設基準］
在宅療養移行加算教

淑 24時間州往診体制及秀24時間州連絡体制
縮 訪問看護爵必要収患者周対手含訪問看護潤庶ー淳庄ン

爵訪問看護叔提供殊柔体制叔確保手樹い柔
塾 当該医療機関又修連携殊柔医療機関州連絡担当者州氏

名含診療時間内及秀診療時間外州連絡先電話番号等含
緊急時州注意事項等並秀周往診担当医州氏名等周寿い
樹含患者又修患者州家族周文書周十戎提供手含説明

在宅療養移行加算橋
淑 当該医療機関又修連携殊柔他州医療機関爵往診叔提供殊柔

体制叔有手樹い柔惹需岸
縮 24時間州連絡体制叔有手樹い柔惹需
塾 訪問看護爵必要収患者周対手含訪問看護潤庶ー淳庄ン

爵訪問看護叔提供殊柔体制叔確保手樹い柔
出 当該医療機関又修連携殊柔医療機関州連絡担当者州氏

名含診療時間内及秀診療時間外州連絡先電話番号等含
緊急時州注意事項等並秀周往診担当医州氏名等周寿い
樹含患者又修患者州家族周文書周十戎提供手含説明

現行

妓継続診療加算宜
継続診療加算 216点

［施設基準］
継続診療加算

淑 24時間州往診体制及秀24時間州連絡体制叔有手樹い
柔惹需
縮 訪問看護爵必要収患者周対手含訪問看護潤庶ー淳庄ン

爵訪問看護叔提供殊柔体制叔確保手樹い柔
塾 当該医療機関又修連携殊柔医療機関州連絡担当者州氏

名含診療時間内及秀診療時間外州連絡先電話番号等含
緊急時州注意事項等並秀周往診担当医州氏名等周寿い
樹含患者又修患者州家族周文書周十戎提供手含説明

季教稀継続診療加算州見直手
季在宅療養支援診療所以外州診療所州訪問診療周対殊柔評価稀
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24迯間要件

往診砅行う体制 訪問看護砅行う体制 連絡砅溜痏矞体制

単† 連携 単† 連携 単† 連携

圻宅療養支援

診療脉

機能強化型

単†型 桌 × ○ 桌 ×

連携型 ○
＆：10＇

○
＆：10＇

○
＆：10＇

㾮癮直 ○ ○ 桌 ×

圻宅療養支援

病院

機能強化型

単†型 桌 × ○ 桌 ×

連携型 ○
＆：10＇

○
＆：10＇

○
＆：10＇

㾮癮直 桌 × ○ 桌 ×

＆新＇圻宅療養移行加算／ ○
※／

＋ ○
※／

＆新＇圻宅療養移行加算０ ※０ ＋ ○
※／

○：囚儒従綬酬十い
◎：必狩満酒殊必要爵あ柔
✕：要件叔満酒取収い
－：施設基準上州要件綬修収い

※教：地域医師会等州協力叔得樹規定殊柔体制叔確保殊柔惹需綬酬差手支え収い岸季協力手樹酬十い旨叔明記手樹い柔州輯綬あ戎含24時間州体制修在支診等
需同様周満酒殊必要爵あ柔岸稀

※橋：鬼橋狂時間体制州往診叔行う体制亀修求酋収い爵含市町村や地域医師会需州協力周十戎含往診爵必要収患者周対手含当該医療機関又修連携殊柔他州医
療機関爵往診叔提供殊柔体制叔有手樹い柔惹需叔要件需殊柔岸

＜10：連携医療機関数爵10未満綬あ柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 胸．在宅医療・訪問看護

季教稀継続診療加算州見直手
季在宅療養支援診療所以外州診療所州訪問診療周対殊柔評価稀
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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 胸．在宅医療・訪問看護

季橋稀外来在宅共同指導料州新設季再掲稀
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
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➢ 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

［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

令和狂年度診療報酬改定 胸．在宅医療・訪問看護

季況稀在宅緒ー順提出加算州新設
季外来医療等周杓寂柔緒ー順提出周係柔評価州新設季再掲稀稀
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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季再掲稀

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

令和狂年度診療報酬改定 胸．在宅医療・訪問看護
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➢ 機能強化型州在支診及秀在支病周寿い樹含市町村爵実施殊柔在宅医療・介護連携推進事業等周杓い樹在宅療養支
援診療所以外州診療所等需連携殊柔惹需や含地域周杓い樹24時間体制綬州在宅医療州提供周係柔積極的役割叔担
う惹需爵望蹴手い旨叔施設基準周明記殊柔岸

機能強化型在支診・在支病等州地域需州協力推進

改定後
妓在宅療養支援病院宜
［施設基準］季抜粋・例稀
(1) 病院綬あ呪樹含当該病院単独綬以下州要件州い狩汁周酬該当手含緊

急時州連絡体制及秀24時間往診綬酌柔体制等叔確保手樹い柔惹需
淑～楯 季略稀
淳 以下州い狩汁灼州要件叔満酒殊惹需岸
• 過去教年間州緊急州往診州実績叔10件以上有殊柔惹需岸
• 在支診等灼従州要請周十戎患者州受入汁叔行う病床叔常周確保手含

在宅療養支援診療所等灼従州要請周十戎患者州緊急州受入汁叔行呪
酒実績爵過去教年間綬31件以上あ柔惹需岸

• 地域包括駿淑病棟入院料・管理料教又修況叔届寂出樹い柔惹需岸
潤 季略稀

現行
妓在宅療養支援病院宜
［施設基準］季抜粋・例稀
(1) 病院綬あ呪樹含当該病院単独綬以下州要件州い狩汁周酬該当手含緊急

時州連絡体制及秀24時間往診綬酌柔体制等叔確保手樹い柔惹需岸
淑～楯 季略稀
淳 過去教年間州緊急州往診州実績叔10件以上有殊柔惹需岸
潤 季略稀

➢ 全樹州在支診・在支病周寿い樹含厚生労働省鬼人生州最終段階周杓寂柔医療・駿淑州決定勝招純潤周関殊柔峻縮
書廠縮ン亀等州内容叔踏蹴え酒適切収意思決定支援周係柔指針叔作成手樹い柔惹需叔要件需殊柔岸

適切収意思決定支援州推進

妓経過措置宜
令和狂年況月31日時点周杓い樹在宅療養支援診療所等綬あ柔酬州周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含当該基準叔満酒殊酬州需輯収殊岸

➢ 在宅医療叔支え柔入院機能州充実叔図柔観点灼従含機能強化型在宅療養支援病院州要件叔見直手含緊急州往診州
実績周代え樹含後方升暑書州確保及秀緊急州入院患者州受入実績又修地域包括駿淑病棟入院料・入院医療管理料
教若手錫修況州届出周十戎要件叔満酒殊惹需需殊柔岸

機能強化型在支病州要件州見直手
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機能強化型在支診・在支病
在支診・
在支病

季参考稀在宅療養
後方支援病院単独型 連携型

診療所 病院 診療所 病院

全樹州在支
診・在支病

州基準

Õ 24時間連絡叔受寂柔体制州確保 Ö 24時間州往診体制
× 24時間州訪問看護体制 Ù 緊急時州入院体制
Ú 連携殊柔医療機関等臭州情報提供 Û 年周教回含看取戎数等叔報告手樹い柔
Ü 適切収意思決定支援周係柔指針叔作成手樹い柔惹需

○ 許可病床数200床
以上

○ 在宅医療叔提供殊
柔医療機関需連携手含
24時間連絡叔受寂
柔体制叔確保

○ 連携医療機関州求
酋周応朱樹入院希望
患者州診療爵24時
間可能収体制叔確保
季病床州確保叔含
週稀
※ や週叔得狩当該

病院周入院取珠柔
惹需爵綬酌収灼呪
酒場合修含対応可
能収病院叔探手紹
介殊柔惹需

○ 連携医療機関需州
間綬含況月周教回以
上含患者州診療情報
州交換叔行い含入院
希望患者州一覧表叔
作成

全樹州在支
病州基準

鬼在宅療養支援病院亀州施設基準修含上記周加え含以下州要件叔満酒殊惹需岸
季教稀許可病床200床未満※綬あ柔惹需又修当該病院叔中心需手酒半径狂km以内周診療所爵存在手収い惹需
季橋稀往診叔担当殊柔医師修含当該病院州当直体制叔担う医師需別綬あ柔惹需

※ 医療資源州少収い地域周所在殊柔保険医療機関周あ呪樹修280床未満

機能強化型
在支診・在
支病州基準

Ü 在宅医療叔担当殊柔常勤州医師
況人以上

Ü 在宅医療叔担当殊柔常勤州医師
連携内綬況人以上

Ý 過去教年間州緊
急往診州実績
10件以上

Ý 次州う儒い狩汁灼教寿
・過去教年間州緊急往診州実績

10件以上
・在宅療養支援診療所等灼従州要

請周十戎患者州受入叔行う病
床叔常周確保手樹い柔惹需及
秀在宅支援診療所等灼従州要
請周十戎患者州緊急受入叔
行呪酒実績爵直近教年間綬31
件以上

・地域包括駿淑病棟入院料・入院
医療管理料教又修況叔届寂出
樹い柔

Ý 過去教年間州
緊急往診州実績
連携内綬10件以
上
各医療機関綬狂
件以上

Ý 次州う儒い狩汁灼教寿
・過去教年間州緊急往診州実績

10件以上各医療機関綬狂件
以上

・在宅療養支援診療所等灼従州
要請周十戎患者州受入叔行う
病床叔常周確保手樹い柔惹需
及秀在宅支援診療所等灼従州
要請周十戎患者州緊急受入叔
行呪酒実績爵直近教年間綬
31件以上

・地域包括駿淑病棟入院料・入
院医療管理料教又修況叔届寂
出樹い柔

Þ 過去教年間州看取戎州実績又修超・準超重症児州医学
管理州実績
い狩汁灼狂件以上

Þ 過去教年間州看取戎州実績
連携内綬狂件以上
灼寿含各医療機関周杓い樹含看取戎州実績又修超・
準超重症児州医学管理州実績
い狩汁灼橋件以上

➉ 市町村爵実施殊柔在宅医療・介護連携推進事業等周杓い樹在宅療養支援診療所以外州診療所等需連携殊柔惹需や含
地域周杓い樹24時間体制綬州在宅医療州提供周係柔積極的役割叔担う惹需爵望蹴手い

※：青字修令和狂年度診療報酬改定周杓寂柔変更点
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季狂稀在支診・在支病州施設基準季参考稀
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➢ 在宅医療周杓寂柔小児爵夙診療州藷ー盾爵高蹴呪樹い柔惹需叔踏蹴え含在宅爵夙医療総合診療料周
寿い樹小児周係柔加算叔新設殊柔岸

在宅爵夙医療総合診療料
季新稀 小児加算 1,000点季週周教回周限柔稀

［算定要件］
15歳未満州小児季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場合修含20歳未満州者稀周対手樹

総合的収医療叔提供手酒場合周算定殊柔岸

➢ 緊急往診加算周寿い樹含小児周対殊柔在宅医療叔適切周評価殊柔観点灼従含緊急往診加算周寿い樹
要件叔見直手含小児特有州速や灼収往診爵必要収場合叔明確周殊柔岸

緊急往診加算州見直手

改定後
妓入退院支援加算況宜
［施設基準］
緊急周行う往診需修含患者又修現周腫州看護周当酒呪樹い柔者灼
従州訴え周十戎含速や灼周往診手収寂汁愁収従収い需判断手酒場
合叔いい含具体的周修含往診州結果含急性心筋梗塞含脳血管障害含
急性腹症等爵予想取汁柔場合季15歳未満州小児季児童福祉法第矯
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
場合修含20歳未満州者稀周寿い樹修含惹汁周加え樹含低体温含寂
い汁夙含意識障害含急性呼吸不全等爵予想取汁柔場合稀叔いう岸

現行

妓往診料宜
［施設基準］
緊急周行う往診需修含患者又修現周腫州看護周当酒呪樹い柔者灼
従州訴え周十戎含速や灼周往診手収寂汁愁収従収い需判断手酒場
合叔いい含具体的周修含往診州結果含急性心筋梗塞含脳血管障害含
急性腹症等爵予想取汁柔場合叔いう岸

在宅爵夙医療総合診療料州見直手
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季狭稀小児周対殊柔在宅医療州評価州見直手
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在宅爵夙医療総合診療料 季教日周寿酌稀
教 機能強化型州在支診・在支病

縮 病床叔有殊柔場合
(1) 処方箋叔交付殊柔場合 1,800点
(2) 処方箋叔交付手収い場合 2,000点

縮 病床叔有手収い場合
(1) 処方箋叔交付殊柔場合 1,650点
(2) 処方箋叔交付手収い場合 1,850点

橋 機能強化型以外州在支診・在支病
縮 処方箋叔交付殊柔場合 1,495点
招 処方箋叔交付手収い場合 1,685点

［算定要件］季抜粋稀
○ 在宅綬州療養叔行呪樹い柔末期州悪性腫瘍州患者綬あ呪樹通院爵困難収酬州周寿い樹算定殊柔岸
○ 計画的収医学管理州下周含次周掲弱柔基準州い狩汁周酬該当殊柔総合的収医療叔提供手酒場合周含教週間叔単位需手樹当該基準叔全樹

満酒手酒日周算定殊柔岸
淑 当該患者周対手含訪問診療又修訪問看護叔行う日爵合わ珠樹週狂日以上綬あ柔惹需岸
縮 訪問診療州回数爵週教回以上綬あ柔惹需岸
塾 訪問看護州回数爵週教回以上綬あ柔惹需岸

［施設基準］季抜粋稀
○ 居宅周杓い樹療養叔行呪樹い柔末期州悪性腫瘍患者綬あ呪樹通院爵困難収酬州周対手樹含計画的収医学管理州下周

総合的収医療叔提供綬酌柔惹需岸
○ 患者周対手含定期的周訪問診療及秀訪問看護叔実施綬酌柔体制爵あ柔惹需岸
○ 患者州症状急変等周十戎含患者等灼従求酋爵あ呪酒場合周含常時対応爵綬酌柔体制爵あ柔惹需岸

※小児加算修15歳未満州小児季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場合修含20歳未満州者稀
周寿い樹算定岸

小児加算
1,000点(週周教回)

季狭稀小児周対殊柔在宅医療州評価州見直手
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➢ 利用者爵安心手樹24時間対応叔受寂従汁柔体制州整備叔促進殊柔観点灼従含複数州訪問看護潤庶ー淳庄ン爵連携
殊柔惹需綬24時間対応体制加算叔算定綬酌柔場合州要件周寿い樹含自治体や医療関係団体等爵整備殊柔地域州連
携体制周参画手樹い柔場合叔追加殊柔岸

複数州訪問看護潤庶ー淳庄ン周十柔24時間対応体制州見直手

改定後
妓24時間対応体制加算季訪問看護管理療養費稀宜
［算定要件］

橋寿州訪問看護潤庶ー淳庄ン爵連携殊柔惹需周十呪樹24時間対応体制加算叔算定綬酌柔場合
• 特別地域周所在殊柔訪問看護潤庶ー淳庄ン
• 医療叔提供手樹い柔爵医療資源州少収い地域周所在殊柔訪問看護潤庶ー淳庄ン
• 業務継続計画叔策定手酒上綬自然災害等州発生周備え酒地域州相互支援助暑署ワー竣周参画手樹

い柔訪問看護潤庶ー淳庄ン
自然災害等州発生周備え酒地域州相互支援助暑署ワー竣修次州い狩汁周酬該当殊柔酬州

淑 都道府県含市町村又修医療関係団体等季塾周杓い樹鬼都道府県等亀需いう岸稀爵主催殊柔事業
縮 自然災害や感染症等州発生周十戎業務継続爵困難収事態叔想定手樹整備取汁酒事業
塾 都道府県等爵当該事業州調整等叔行う事務局叔設置手含当該事業周参画殊柔訪問看護潤庶ー

淳庄ン等州連絡先叔管理手樹い柔

現行

妓24時間対応体制加算
季訪問看護管理療養費稀宜
［算定要件］

橋寿州訪問看護庶ー淳庄ン爵連
携殊柔惹需周十呪樹24時間対応
体制加算叔算定綬酌柔場合
• 特別地域周所在殊柔訪問看護

潤庶ー淳庄ン
• 医療叔提供手樹い柔爵医療資

源州少収い地域周所在殊柔訪
問看護潤庶ー淳庄ン

➢ 感染症や災害爵発生手酒場合綬あ呪樹酬含必要収訪問看護楯ー鋤潤爵継続的周提供綬酌柔体制叔構築殊柔観点灼
従含訪問看護潤庶ー淳庄ン周杓寂柔業務継続周向寂酒計画等州策定含研修州実施含訓練季淳奨少抄ー淳庄ン稀州
実施等叔義務化殊柔岸

妓指定訪問看護州事業州人員及秀運営周関殊柔基準宜
季業務継続計画州策定等稀
第二十二条州二 指定訪問看護事業者修含感染症及秀非常災害州発生時周杓い樹含利用者周対殊柔指定訪問看護州提供叔継続的周実施殊柔酒酋州含
及秀非常時州体制綬早期州業務再開叔図柔酒酋州計画季以下惹州条周杓い樹鬼業務継続計画亀需いう岸稀叔策定手含当該業務継続計画周従い必要収
措置叔講朱収寂汁愁収従収い岸
橋 指定訪問看護事業者修含看護師等周対手含業務継続計画周寿い樹周知殊柔需需酬周含必要収研修及秀訓練叔定期的周実施手収寂汁愁収従収い岸
況 指定訪問看護事業者修含定期的周業務継続計画州見直手叔行い含必要周応朱樹業務継続計画州変更叔行う酬州需殊柔岸

業務継続周向寂酒取組強化州推進
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季矯稀妓訪問看護宜利用者爵安心手樹24時間対応等叔受寂従汁柔体制州整備
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➢ 機能強化型訪問看護療養費教及秀橋周寿い樹含他州訪問看護潤庶ー淳庄ン等周対殊柔研修等州実施
及秀相談州対応実施叔必須州要件需殊柔需需酬周含評価叔見直殊岸

機能強化型訪問看護管理療養費州見直手

➢ 機能強化型訪問看護管理療養費教灼従況蹴綬周寿い樹含専門州研修叔受寂酒看護師爵配置取汁樹い
柔惹需爵望蹴手い惹需需手樹含要件周追加殊柔岸

改定後現行

妓機能強化型訪問看護管理療養費教及秀橋宜
機能強化型訪問看護管理療養費教 12,530円
機能強化型訪問看護管理療養費橋 9,500円
［施設基準］
淑～春 略
竣 地域住民等周対殊柔情報提供や相談含人材育成州酒酋州研修

叔実施手樹い柔惹需爵望蹴手い岸

妓機能強化型訪問看護管理療養費教 及秀橋宜
季改稀機能強化型訪問看護管理療養費教 12,830円
季改稀機能強化型訪問看護管理療養費橋 9,800円

［施設基準］
淑～春 略
竣 直近教年間周含人材育成州酒酋州研修等叔実施手樹い柔惹需岸
駿 直近教年間周含地域州保険医療機関含訪問看護潤庶ー淳庄ン又

修住民等周対手樹含訪問看護周関殊柔情報提供又修相談周応朱樹
い柔実績爵あ柔惹需岸

［経過措置］
令和狂年況月31日周杓い樹現周機能強化型訪問看護管理療養費教

又修橋叔届寂出樹い柔酬州周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州
間周限戎含当該基準叔満酒殊酬州需輯収殊岸

改定後
妓機能強化型訪問看護管理療養費宜
［施設基準］
循 専門州研修叔受寂酒看護師爵配置取汁樹い柔惹需爵望蹴手い岸

令和狂年度診療報酬改定 胸．在宅医療・訪問看護

季矯稀妓訪問看護宜機能強化型訪問看護潤庶ー淳庄ン州見直手
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機能強化型教 機能強化型橋 機能強化型況

順ー奨薯承駿淑州実施や含重症児州受入汁等叔積極的周行う手厚い体制叔評価 地域州訪問看護州人材育成等州役割叔評価

月州初日州額※教 12,830円 9,800円 8,470円

看護職員州数・割合※橋 常勤胸人以上季教人修常勤換算可稀含矯割以上 狭人以上季教人修常勤換算可稀含矯割以上 狂人以上含矯割以上

24時間対応 24時間対応体制加算州届出 ＋ 休日含祝日等酬含酋酒計画的収訪問看護州実施

重症度州高い利用者州
受入汁 別表胸州利用者 月10人以上 別表胸州利用者 月7人以上 別表胸・脅州利用者含精神科重症患者又修複数州訪

看ST爵共同手樹訪問殊柔利用者 月10人以上

順ー奨薯承駿淑州実施含
重症児州受入汁※況

以下州い狩汁灼
・順ー奨薯承 前年度20件以上
・順ー奨薯承 前年度15件以上

＋ 重症児 常時狂人以上
・重症児 常時矯人以上

以下州い狩汁灼
・順ー奨薯承 前年度15件以上
・順ー奨薯承 前年度10件以上

＋ 重症児 常時況人以上
・重症児 常時狭人以上

介護・障害楯ー鋤潤州
計画作成

以下州い狩汁灼
・居宅介護支援事業所叔同一敷地内周設置

＋特周医療的収管理爵必要収利用者州教割程度周寿い樹含介護楯ー鋤潤等計画又修介護予防
楯ー鋤潤計画叔作成

・特定相談支援事業所又修障害児相談支援事業所叔同一敷地内周設置
＋楯ー鋤潤等利用計画又修障害児支援利用計画州作成爵必要収利用者州教割程度周寿い樹含

計画叔作成

地域周杓寂柔
人材育成等

以下州い狩汁酬満酒殊
・人材育成州酒酋州研修等州実施
・地域州医療機関含訪看ST含住民等周対殊柔情報提供又修相談州実績

以下州い狩汁酬満酒殊
・地域州医療機関や訪看ST叔対象需手酒研修 年橋回
・地域州訪看STや住民等臭州情報提供・相談州実績
・地域州医療機関州看護職員州一定期間州勤務実績

医療機関需州共同
以下州い狩汁酬満酒殊
・退院時共同指導州実績
・併設医療機関以外州医師叔主治医需殊柔利用者爵

教割以上

専門州研修叔受寂酒看
護師州配置 専門州研修叔受寂酒看護師爵配置取汁樹い柔惹需季望蹴手い稀

令和狂年度診療報酬改定 胸．在宅医療・訪問看護

季矯稀妓訪問看護宜機能強化型訪問看護潤庶ー淳庄ン州要件等季参考稀
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➢ 訪問看護情報提供療養費教周寿い樹含情報提供先周指定特定相談支援事業者及秀指定障害児相談支
援事業者叔追加殊柔岸

自治体等臭州情報提供州見直手

改定後
妓訪問看護情報提供療養費教宜
［算定要件］
・市町村 ・都道府県
・指定特定相談支援事業者 ・指定障害児相談支援事業者
周対手樹含当該市町村等灼従州求酋周応朱樹含当該利用者周係柔保健福
祉楯－鋤潤周必要収情報叔提供
［算定対象］
季教稀特掲診療料州施設基準等別表第胸周掲弱柔疾病等州者
季橋稀特掲診療料州施設基準等別表第脅周掲弱柔者
季況稀精神障害叔有殊柔者又修腫州家族等
季狂稀18歳未満州児童

現行

➢ 訪問看護情報提供療養費橋周寿い樹含情報提供先周高等学校等叔追加殊柔岸
学校等臭州情報提供州見直手

改定後
妓訪問看護情報提供療養費橋宜
［算定要件］
・保育所等季※稀・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・高等学校
・義務教育校 ・中等教育学校 ・特別支援学校 ・高等専門学校
・専修学校
臭通園又修通学殊柔利用者周寿い樹含当該学校等灼従州求酋周応朱樹含
必要収情報叔提供
［算定対象］
季教稀18歳未満州超重症児又修準超重症児
季橋稀18歳未満州特掲診療料州施設基準等別表第胸周掲弱柔疾病等州者
季況稀18歳未満州特掲診療料州施設基準等別表第脅周掲弱柔者

現行
妓訪問看護情報提供療養費橋宜
［算定要件］
・保育所等季※稀・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・義務教育校
・中等教育学校季前期課程稀・特別支援学校季小学部含中学部稀
臭通園又修通学殊柔利用者周寿い樹含当該学校等灼従州求酋周応朱樹含
必要収情報叔提供
［算定対象］
季教稀15歳未満州超重症児又修準超重症児
季橋稀15歳未満州特掲診療料州施設基準等別表第胸周掲弱柔疾病等州者
季況稀15歳未満州特掲診療料州施設基準等別表第脅周掲弱柔者

妓訪問看護情報提供療養費教宜
［算定要件］
・市町村 ・都道府県

周対手樹含当該市町村等灼従州求酋周応朱樹含当該利用者周係柔保健福
祉楯－鋤潤周必要収情報叔提供
［算定対象］
季教稀特掲診療料州施設基準等別表第胸周掲弱柔疾病等州者
季橋稀特掲診療料州施設基準等別表第脅周掲弱柔者
季況稀精神障害叔有殊柔者又修腫州家族等
季狂稀15歳未満州小児

季※稀保育所含認定惹囚酬園含家庭的保育事業叔行う者含小規模保育事業叔行う者含事業所内保育事業叔行う者

令和狂年度診療報酬改定 胸．在宅医療・訪問看護

季矯稀妓訪問看護宜訪問看護周係柔関係機関需州連携強化
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季※教稀保育所等：保育所含認定惹囚酬園含家庭的保育事業叔行う者含小規模保育事業叔行う者含事業所内保育事業叔行う者
季※橋稀主治医爵利用者州入院・入所殊柔保険医療機関等周対手樹情報提供叔行う周あ酒戎含訪問看護潤庶ー淳庄ン灼従主治医周対手樹情報提供叔行う

情報提供療養費教 情報提供療養費橋 情報提供療養費況

対象者
情報提供先

・別表第胸該当者
・別表第脅該当者
・精神障害叔有殊柔者含

腫州家族等
・18歳未満州児童

・18歳未満州超重症児含
準超重症児

・18歳未満州別表第胸該当者
・18歳未満州別表第脅該当者

・入院・入所殊柔利用者

市町村・都道府県 ○ ー ー
指定特定相談支援事業者 Ｇ⇒○ ー ー
指定障害児相談支援事業者 Ｇ⇒○ ー ー

保育所等季※教稀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季前期課程稀含
特別支援学校季小学部含中学部稀

ー ○ ー

特別支援学校季幼稚部含高等部稀含高等学
校含中等教育学校季後期課程稀含高等専門
学校含専修学校

ー Ｇ⇒○ ー

保険医療機関季※橋稀 ー ー ○
介護老人保健施設季※橋稀 ー ー ○
介護医療院季※橋稀 ー ー ○

令和狂年度診療報酬改定 胸．在宅医療・訪問看護

季矯稀妓訪問看護宜訪問看護情報提供療養費周杓寂柔情報提供先季参考稀
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➢ 複数名訪問看護加算季複数名訪問看護・指導加算稀周杓寂柔看護補助者爵同行殊柔場合州加算周寿
い樹含看護師等爵同行殊柔場合酬算定可能需殊柔岸

複数名訪問看護加算州見直手

改定後

妓複数名訪問看護加算宜
［算定要件］
訪問看護潤庶ー淳庄ン州看護職員爵含当該訪問看護潤庶ー淳庄ン
州他州看護師等又修看護補助者需同時周指定訪問看護叔行呪酒場
合周算定
縮 看護師等
招 准看護師
女 腫州他職員季別表胸･脅含特別指示以外稀
藷 腫州他職員季別表胸･脅含特別指示稀

［算定対象］
縮 特掲診療料州施設基準等別表第胸周掲弱柔疾病等州者
招 特掲診療料州施設基準等別表第脅周掲弱柔者
女 特別訪問看護指示書周係柔指定訪問看護叔受寂樹い柔者
藷 暴力行為含著手い迷惑行為含器物破損行為等爵認酋従汁柔者
哨 利用者州身体的理由周十戎一人州看護師等周十柔訪問看護爵

困難需認酋従汁柔者季訪問看護基本療養費州注12州女周該当
殊柔場合周限柔岸稀

臭 腫州他利用者州状況等灼従判断手樹含縮灼従哨蹴綬州い狩汁
灼周準狩柔需認酋従汁柔者季訪問看護基本療養費州注12州女
周該当殊柔場合周限柔岸稀

現行

妓複数名訪問看護加算宜
［算定要件］
訪問看護潤庶ー淳庄ン州看護職員爵含当該訪問看護潤庶ー淳庄ン
州他州看護師等又修看護補助者需同時周指定訪問看護叔行呪酒場
合周算定
縮 看護師等
招 准看護師
女 看護補助者季別表胸･脅含特別指示以外稀
藷 看護補助者季別表胸･脅含特別指示稀

［算定対象］
縮 特掲診療料州施設基準等別表第胸周掲弱柔疾病等州者
招 特掲診療料州施設基準等別表第脅周掲弱柔者
女 特別訪問看護指示書周係柔指定訪問看護叔受寂樹い柔者
藷 暴力行為含著手い迷惑行為含器物破損行為等爵認酋従汁柔者
哨 利用者州身体的理由周十戎一人州看護師等周十柔訪問看護爵

困難需認酋従汁柔者季看護職員爵看護補助者需同時周指定訪問
看護叔行う場合周限柔岸稀

臭 腫州他利用者州状況等灼従判断手樹含縮灼従哨蹴綬州い狩汁
灼周準狩柔需認酋従汁柔者季看護職員爵看護補助者需同時周指
定訪問看護叔行う場合周限柔岸稀

※在宅患者訪問看護・指導料州注胸及秀同一建物居住者訪問看護・指導料州注狂周規定殊柔複数名訪問看護・指導加算周寿い樹酬同様

※腫州他職員：看護師等又修看護補助者

季矯稀妓訪問看護宜複数名訪問看護加算州見直手
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➢ 医師州指示周基授酌含医療的藷ー盾州高い利用者周対殊柔理学療法士等周十柔訪問看護爵適切周提
供取汁柔十う含理学療法士等爵訪問看護州一環需手樹実施殊柔彰女鋤彰庶ー淳庄ン周係柔訪問看護
指示書州記載欄叔見直殊岸

訪問看護指示書州記載欄州見直手

改定後

現行

訪 問 看 護 指 示 書
在 宅 患 者 訪 問 点 滴 注 射 指 示 書

í 教．彰女鋤彰庶ー淳庄ン
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士爵訪問看護州一環需手樹行う酬州周寿い樹

教日あ酒戎20･40･60･( )分叔週( )回季注：介護保険州訪問看護叔行う場合周記載稀

橋．褥隰州処置等
況．装着・使用医療機器等州操作援助・管理
狂．腫州他

í 教．理学療法士・作業療法士・言語聴覚士爵行う訪問看護
教日あ酒戎季 稀分叔週季 稀回

橋．褥隰州処置等
況．装着・使用医療機器等州操作援助・管理
狂．腫州他

季抜粋稀
θ慕紙様式 16χ 

訪 問 o 護 指 示 書 

圻宅患者訪問点滴注射指示書 

※ゅ当際傘指示書燦○埼囲殺こ碕 

訪問o護指示期間 θ    烝 鏤 日 ～    烝 鏤 日χ 

点滴注射指示期間 θ    烝 鏤 日 ～    烝 鏤 日χ 

患者氏名  生烝鏤日          烝    鏤    日 

θ     歳χ 

患者住所  

電やθ   χ   Ḿ     

主た傘傷病名 θǖχ          θǘχ          θǚχ 

現

圻

昨

状

況

釃

ゅ

当

項

目

に

○

等

釄 

病 状 質 治 療 

状 態 

 

投諾中昨薬剤 

昨用量質用法 

ǖḿ                   ǘḿ 

ǚḿ                   ǜḿ 

Ąḿ                   Ľḿ 

日 常 生 活 

自 立 度 

寝 た 済 三 度 Ńǖ Ńǘ źǖ źǘ żǖ żǘ Ŕǖ Ŕǘ 

認知症昨状況 レ   ロa    ロb    ヮa    ヮb    ワ    Ř 

要 介 護 認 定 昨 状 況 要支援θ ǖ ǘ χ 要介護θ ǖ ǘ ǚ ǜ Ą χ 

褥 瘡 昨 深 さ ĂĹＳĎＧŰ分類 Ăǚ Ăǜ ĂĄ   ŰＰＵźＰ分類 ヮ度 ワ度 

装 着 質 使 用 

諭 療 機 器 等 

ǖḿ自動腹膜灌流装置  ǘḿ透析液供給装置  ǚḿ酸素療法θ       ｌǸminχ 

ǜḿ吸引器       Ąḿ中心静脈栄養    Ľḿ輸液ポンプ 

Śḿ経管栄養   θ 経鼻 質 胃瘻 Ź サ使枝              腰    日にǖ回交換χ 

Şḿ留置カテ実テ識θ 部位Ź     サ使枝          腰    日にǖ回交換χ 

Ťḿ人工呼吸器    θ 陽坎式 質 陰坎式 Ź設定                      χ 

10ḿ気管カニュ実鴫θサ使枝          χ 

11ḿ人工肛門      12ḿ人工膀胱     13ḿそ昨他θ               χ 

留意宙項及び指示宙項 

レ 療養生活指導琢昨留意宙項 

ロ ǖḿ式ハビ式テ実斯ョン 

理学療法士質作業療法士質言語聴覚士歳訪問o護昨一環碕裁崎行う雑昨につい崎 

ǖ日あた三 20質40質60質θ   χ分燦週θ   χ回θ注Ź介護保険昨訪問o護燦行う場合に記載χ 

  ǘḿ褥瘡昨処置等 

  ǚḿ装着質使用諭療機器等昨操作援助質管理 

  ǜḿそ昨他 

圻宅患者訪問点滴注射に関際傘指示θ投諾薬剤質投諾量質投諾方法等χ 

 

緊急時昨連絡先 

濁圻時昨対応 

特記際冊済留意宙項θ注Ź薬昨相互作用質副作用につい崎昨留意点腰薬物仔鴫識子実昨既往腰定期巡回質随時対応型訪問介護o護及び複合型サ実ビ旨利用

時昨留意宙項等歳あ参柵記載裁崎託さい甑χ 

 

他昨訪問o護旨テ実斯ョン匙昨指示 

 θ 無  鐚 Ź 指定訪問o護旨テ実斯ョン名                         χ 

た珊昨吸引等実施昨た薩昨訪問介護宙業所匙昨指示 

 θ 無  鐚 Ź 訪問介護宙業所名                              χ 

琢記昨碕お三腰指示いた裁擦際甑 

  烝   鏤   日 

諭療機関名 

住   所 

電   や 

θF A Xḿχ 

諭師氏名                                印 

宙業所                         殿 
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季矯稀妓訪問看護宜専門性州高い看護師周十柔訪問看護州評価州推進

➢ 褥隰駿淑周係柔専門州研修周特定行為研修叔追加殊柔岸
専門性州高い看護師周十柔同行訪問州見直手

改定後
妓訪問看護基本療養費がìき・がíき宜
［施設基準］
褥隰駿淑周係柔専門州研修
• 国又修医療関係団体等爵主催殊柔研修綬あ呪樹含必要収褥隰等

州創傷駿淑知識・技術爵習得綬酌柔600時間以上州研修期間
• 特定行為研修季創傷管理関連稀

現行

妓訪問看護基本療養費がìき・がíき宜
［施設基準］
褥隰駿淑周係柔専門州研修
• 国又修医療関係団体等爵主催殊柔研修綬あ呪樹含必要収褥隰等

州創傷駿淑知識・技術爵習得綬酌柔600時間以上州研修期間

※在宅患者訪問看護・指導料況含同一建物居住者訪問看護・指導料況周寿い樹酬同様

➢ 専門州研修叔受寂酒看護師爵含専門的収管理叔含週訪問看護叔実施殊柔場合州評価叔新設殊柔岸
季新稀 専門管理加算 2,500円季教月周教回稀
［算定要件］

別周厚生労働大臣爵定酋柔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訪問看護潤庶ー淳庄ン州緩和駿淑含褥隰駿淑若手
錫修人工肛門駿淑及秀人工膀胱駿淑周係柔専門州研修叔受寂酒看護師又修特定行為研修叔修了手酒看護師爵含指定訪問看護州実施周関殊
柔計画的収管理叔行呪酒場合周修含所定額周加算殊柔岸

［算定対象］
縮 緩和駿淑含褥隰駿淑又修人工肛門駿淑及秀人工膀胱駿淑周係柔専門州研修叔受寂酒看護師爵計画的収管理叔行呪酒場合
・ 悪性腫瘍州鎮痛療法若手錫修化学療法叔行呪樹い柔利用者 ・真皮叔越え柔褥隰州状態周あ柔利用者
・ 人工肛門若手錫修人工膀胱叔造設手樹い柔者綬管理爵困難収利用者

招 特定行為研修叔修了手酒看護師爵計画的収管理叔行呪酒場合
・手順書加算叔算定殊柔利用者
※対象州特定行為：気管俊藷少ー抄州交換含胃渋う俊庶ー庶承若手錫修腸渋う俊庶ー庶承又修胃渋う商順ン州交換含膀胱渋う俊庶ー庶承州交換含褥隰又修

慢性創傷州治療周杓寂柔血流州収い壊死組織州除去含創傷周対殊柔陰圧閉鎖療法含持続点滴中州高俊招彰ー輸液州投与量州調整含脱水
症状周対殊柔輸液周十柔補正 ※在宅患者訪問看護・指導料含同一建物居住者訪問看護・指導料周寿い樹酬同様

専門性州高い看護師周十柔訪問看護周杓寂柔専門的収管理州評価州新設

令和狂年度診療報酬改定 胸．在宅医療・訪問看護
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➢ 質州高い訪問看護州提供叔推進殊柔観点灼従含訪問看護潤庶ー淳庄ン等州看護師周対手樹含医師爵
特定行為州実施周係柔手順書叔交付手酒場合州評価叔新設殊柔岸

季新稀 手順書加算 教狭挟点季矯月周教回稀

［算定要件］
当該患者周対殊柔診療叔担う保険医療機関州保険医爵含診療周基授酌含特定行為季訪問看護周杓い樹専門州管理叔必要需殊柔酬州周限

柔岸稀周係柔管理州必要叔認酋含当該患者州同意叔得樹当該患者州選定殊柔訪問看護潤庶ー淳庄ン等州看護師季指定研修機関周杓い樹行
わ汁柔研修叔修了手酒者周限柔岸稀周対手樹含手順書叔交付手酒場合周含所定点数周加算殊柔岸

※訪問看護周杓い樹専門州管理叔必要需殊柔酬州
• 気管俊藷少ー抄州交換
• 胃渋う俊庶ー庶承若手錫修腸渋う俊庶ー庶承又修胃渋う商順ン州交換
• 膀胱渋う俊庶ー庶承州交換
• 褥隰又修慢性創傷州治療周杓寂柔血流州収い壊死組織州除去
• 創傷周対殊柔陰圧閉鎖療法
• 持続点滴中州高俊招彰ー輸液州投与量州調整
• 脱水症状周対殊柔輸液周十柔補正

令和狂年度診療報酬改定 胸．在宅医療・訪問看護
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➢ 退院日州利用者州状態及秀訪問看護州提供状況周応朱酒評価叔行う観点灼従含退院日周看護師等爵
長時間州退院支援指導叔行呪酒場合州評価叔新設殊柔岸

退院支援指導加算州見直手

改定後
妓退院支援指導加算季訪問看護管理療養費稀宜
［算定要件］

指定訪問看護叔受寂十う需殊柔者爵含退院支援指導叔要殊柔者
需手樹別周厚生労働大臣爵定酋柔者周該当殊柔場合周含保険医療
機関灼従退院殊柔周当酒呪樹含訪問看護潤庶ー淳庄ン州看護師等
季准看護師叔除錫岸稀爵含退院日周当該保険医療機関以外周杓い
樹療養上必要収指導叔行呪酒需酌周修含退院支援指導加算需手樹含
退院日州翌日以降初日州指定訪問看護爵行わ汁酒際周6,000円
季区分番号挟教州注10周規定殊柔別周厚生労働大臣爵定酋柔長時
間州訪問叔要殊柔者周対手含長時間周わ酒柔療養上必要収指導叔
行呪酒需酌周あ呪樹修含8,400円稀叔加算殊柔岸

現行

妓退院支援指導加算季訪問看護管理療養費稀宜
［算定要件］

指定訪問看護叔受寂十う需殊柔者爵含退院支援指導叔要殊柔者
需手樹別周厚生労働大臣爵定酋柔者周該当殊柔場合周含保険医療
機関灼従退院殊柔周当酒呪樹含訪問看護潤庶ー淳庄ン州看護師等
季准看護師叔除錫岸稀爵含退院日周当該保険医療機関以外周杓い
樹療養上必要収指導叔行呪酒需酌周修含退院支援指導加算需手樹含
退院日州翌日以降初日州指定訪問看護爵行わ汁酒際周6,000円叔加
算殊柔岸

長時間州訪問看護叔要殊柔利用者綬あ呪樹含次州い狩汁灼周該当殊柔酬州
・ 15歳未満州超重症児又修準超重症児
・ 特掲診療料州施設基準等別表第脅周掲弱柔者
・ 特別訪問看護指示書又修精神科特別訪問看護指示書周係柔指定訪問看護叔受寂樹い柔者

季参考稀別周厚生労働大臣爵定酋柔長時間州訪問叔要殊柔者
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➢ 死亡日及秀死亡日前14日以内周橋回以上実施殊柔惹需需手樹い柔訪問看護周寿い樹含退院日州退院
支援指導叔含酋樹判断綬酌柔惹需需殊柔岸

訪問看護順ー奨薯承駿淑療養費州見直手

改定後
妓訪問看護順ー奨薯承駿淑療養費宜
［算定要件］

訪問看護基本療養費及秀精神科訪問看護基本療養費叔算定殊舟
酌指定訪問看護叔行呪樹い柔訪問看護潤庶ー淳庄ン州看護師等爵含
在宅綬死亡手酒利用者又修特別養護老人哨ー妾等綬死亡手酒利用
者周対手樹含腫州主治医州指示周十戎含腫州死亡日及秀死亡日前
14日以内周含橋回以上指定訪問看護季区分番号挟橋州注胸周規定
殊柔退院支援指導加算州算定周係柔療養上必要収指導叔含週岸稀
叔実施手含灼寿含訪問看護周杓寂柔順ー奨薯承駿淑周係柔支援体
制周寿い樹利用者及秀腫州家族等周対手樹説明手酒上綬順ー奨薯
承駿淑叔行呪酒場合周算定殊柔岸

※教回叔退院支援指導加算需殊柔場合修含退院日周順ー奨薯承駿
淑周係柔療養上必要収指導叔行呪樹い柔惹需岸

現行

妓訪問看護順ー奨薯承駿淑療養費宜
［算定要件］

訪問看護基本療養費及秀精神科訪問看護基本療養費叔算定殊舟
酌指定訪問看護叔行呪樹い柔訪問看護潤庶ー淳庄ン州看護師等爵含
在宅綬死亡手酒利用者又修特別養護老人哨ー妾等綬死亡手酒利用
者周対手樹含腫州主治医州指示周十戎含腫州死亡日及秀死亡日前
14日以内周含橋回以上指定訪問看護叔実施手含灼寿含訪問看護周
杓寂柔順ー奨薯承駿淑周係柔支援体制周寿い樹利用者及秀腫州家
族等周対手樹説明手酒上綬順ー奨薯承駿淑叔行呪酒場合周算定殊
柔岸

令和狂年度診療報酬改定 胸．在宅医療・訪問看護
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季矯稀妓訪問看護宜 ICT叔活用手酒遠隔死亡診断州補助周対殊柔評価州新設

➢ 医師爵行う死亡診断等周寿い樹含ICT叔活用手酒在宅綬州看取戎周関殊柔研修叔受寂酒看護師爵補
助手酒場合州評価需手樹含訪問看護順ー奨薯承駿淑療養費周遠隔死亡診断補助加算叔新設殊柔岸

季新稀 遠隔死亡診断補助加算 1,500円

［算定要件］
別周厚生労働大臣爵定酋柔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訪問看護潤庶ー淳庄ン州情報通信機器叔用い酒在

宅綬州看取戎周係柔研修叔受寂酒看護師爵含医科点数表州区分番号鏡挟挟教州注脅季区分番号鏡挟挟教－橋州注矯州規定周十戎準用殊柔
場合叔含週岸稀周規定殊柔死亡診断加算叔算定殊柔利用者季別周厚生労働大臣爵定酋柔地域周居住殊柔利用者周限柔岸稀周寿い樹含腫州
主治医州指示周基授酌含情報通信機器叔用い樹医師州死亡診断州補助叔行呪酒場合修含遠隔死亡診断補助加算需手樹含所定額周加算殊柔岸

［施設基準］
情報通信機器叔用い酒在宅綬州看取戎周係柔研修叔受寂酒看護師爵配置取汁樹い柔惹需

鏡挟挟教 在宅患者訪問診療料(レ)
注脅 死亡診断加算 200点

以下州要件叔満酒手樹い柔場合綬あ呪樹含鬼情報通信機器季尭鏡均稀叔利用手酒死亡診断等峻縮書廠縮
ン季平成29 年興月厚生労働省稀亀周基授酌含尭鏡均叔利用手酒看護師需州連携周十柔死亡診断叔行う場
合周修含往診又修訪問診療州際周死亡診断叔行呪樹い収い場合綬酬含死亡診断加算州輯叔算定可能岸
淑 当該患者周対手樹定期的・計画的収訪問診療叔行呪樹い酒惹需岸
縮 正当収理由州酒酋周含医師爵直接対面綬州死亡診断等叔行う蹴綬周12 時間以上叔要殊柔惹需爵見込

蹴汁柔状況綬あ柔惹需岸
塾 特掲診療料州施設基準等州第四州四州三州三周規定殊柔地域周居住手樹い柔患者綬あ呪樹含連携殊

柔他州保険医療機関周杓い樹区分番号鬼鏡挟挟狭亀在宅患者訪問看護・指導料州在宅順ー奨薯承駿淑
加算若手錫修鬼鏡挟挟狭－教－橋亀同一建物居住者訪問看護・指導料又修連携殊柔訪問看護潤庶ー
淳庄ン周杓い樹訪問看護順ー奨薯承駿淑療養費叔算定手樹い柔惹需岸

季参考稀死亡診断加算季在宅患者訪問診療料稀

令和狂年度診療報酬改定 胸．在宅医療・訪問看護
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脅．不妊治療 保険適用

季教稀不妊治療 保険適用 概要

季橋稀先進医療 検討状況

季況稀不妊治療 必要 医薬品へ 対応状況

季狂稀移行期 け 助成金 取扱い
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季教稀不妊治療州保険適用州概要
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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

＆参考＇ 痛和２烝燵診療報酬改定癉瘨い瘳

令和狂年度診療報酬改定 脅．不妊治療州保険適用



季教稀不妊治療州保険適用州概要
季不妊治療州保険適用周係柔政府方針稀

令和狂年度診療報酬改定 脅．不妊治療州保険適用

季不妊治療等臭州支援稀
○ 不妊治療周係柔経済的負担州軽減等

・ 不妊治療州経済的負担州軽減叔図柔酒酋含高額州医療費爵灼灼柔不妊治療季体外受精含顕微授精稀周要殊柔費用周対殊柔助成叔
行う需需酬周含適応症需効果爵明従灼収治療周修広錫医療保険州適用叔検討手含支援叔拡充殊柔岸腫州酒酋含蹴狩修2020年度周調
査研究等叔通朱樹不妊治療周関殊柔実態把握叔行う需需酬周含効果的収治療周対殊柔医療保険州適用州在戎方叔含酋含不妊治療州
経済的負担州軽減叔図柔方策等周寿い樹州検討州酒酋州調査研究叔行う岸あわ珠樹含不妊治療周杓寂柔安全管理州酒酋州体制州確
保爵図従汁柔十う周殊柔岸

少子化社会対策大綱季令和2年5月29日閣議決定稀季抄稀

狂．少子化周対処手安心州社会保障叔構築
喫緊州課題綬あ柔少子化周対処手含誰酬爵安心綬酌柔社会保障制度叔構築殊柔酒酋改革周取戎組週岸腫州酒酋含不妊治療臭州保険

適用叔実現手含保育楯ー鋤潤州拡充周十戎含待機児童問題叔終わ従珠樹含安心手樹子囚酬叔生輯育樹従汁柔環境叔寿錫柔岸取従周含
制度州不公平・非効率叔是正手含次世代周制度叔引酌継い綬い錫岸

菅内閣州基本方針季令和橋年興月16日閣議決定稀季抄稀
※ 全世代型社会保障検討会議 第橋次中間報告季令和橋年矯月25日 全世代型社会保障検討会議決定稀周杓い樹酬同様州記載あ戎

子供叔持儒酒い需いう方々州気持儒周寄戎添い含不妊治療臭州保険適用叔早急周実現殊柔岸具体的周修含令和況年度季2021年
度稀中周詳細叔決定手含令和狂年度季2022年度稀当初灼従保険適用叔実施殊柔惹需需手含工程表周基授酌含保険適用蹴綬州作業叔
進酋柔岸保険適用蹴綬州間含現行州不妊治療州助成制度周寿い樹含所得制限州撤廃や助成額州増額季教回30万円稀等含対象拡大叔前
提周大幅収拡充叔行い含経済的負担州軽減叔図柔岸蹴酒含不育症州検査や爵夙治療周伴う不妊周寿い樹酬含新酒収支援叔行う岸

全世代型社会保障改革州方針季令和橋年12月15日閣議決定稀季抄稀
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季教稀不妊治療州保険適用州概要
季不妊治療州全体像稀

第三者州精子提供周十柔
人工授精季AID稀

精液叔注入器綬直接子宮周注入手含妊娠叔図柔技術岸主周含夫側州
精液州異常含性交障害等州場合周用い従汁柔岸比較的安価岸

第三者州卵子・胚提供

代理懐胎

鬼生殖補助医療州提供等及秀惹汁周十戎出生手酒子州親子関係周
関殊柔民法州特例周関殊柔法律亀季令和況年況月11日施行稀州附
則第況条周基授酌含配偶子又修胚州提供及秀あ呪珠夙周関殊柔規
制等州在戎方等周寿い樹国会周杓い樹議論爵収取汁樹い柔需惹渋
綬あ柔酒酋含保険適用州対象外岸

原因不明州不妊や治療爵奏功手収い酬州妓令和狂年狂月灼従新酒周保険適用宜※令和狂年況月蹴綬修保険適用外

顕微授精

精子需卵子叔採取手酒上綬体外綬受精取珠季淳将ー抄
上綬受精叔促殊収囚稀含子宮周戻手樹妊娠叔図柔技術岸

体外受精州う儒含卵子周注射針等綬精子叔注入殊柔収
囚人工的収方法綬受精取珠柔技術岸

射精爵困難収場合等周含手術用顕微鏡叔用い樹精巣内十戎精子叔回収
殊柔技術季精巣内精子採取術季TESE稀稀等岸→顕微授精周寿収爵柔

体外受精

男性不妊
州手術

検査(原因検索)

原因疾患臭州治療

Õ男性不妊含Ö女性不妊含×原因爵分灼従収い機能性不妊周大別取汁柔岸
診察所見含精子州所見含画像検査や血液検査等叔用い樹診断殊柔岸

Õ男性側周原因

Ö女性側周原因

精管閉塞含先天性州形態異常含逆行性射精含造精機能障害収囚岸
手術療法や薬物療法爵行わ汁柔岸

子宮奇形や含感染症周十柔卵管州癒着含子宮内膜症周十柔癒着含哨承宵ン州
異常周十柔排卵障害や無月経収囚岸手術療法や薬物療法爵行わ汁柔岸

第三者州精子･卵子等
叔用い酒生殖補助医療

生殖補助医療

※令和狂年況月蹴綬修助成
金州対象岸助成金事業綬修
鬼特定不妊治療亀需いう名
称叔使用

令和狂年況月以前灼従保険適用

排卵州順縮奨ン舜周合わ珠樹性交叔行う十う指導殊柔岸

胚移植州段階綬含
以下周分灼汁柔
・新鮮胚移植
・凍結胚移植

一般不妊治療
陰芋ﾐ運ｸ雲法

人工授精

令和狂年度診療報酬改定 脅．不妊治療州保険適用
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➢ 一般不妊治療管理料
➢ 人工授精

季教稀不妊治療州保険適用州概要

➢ 子囚酬叔持儒酒い需いう方々周対手樹有効綬安全収不妊治療叔提供殊柔観点灼従含以下州需杓戎含
不妊治療周係柔医療技術等州評価叔新設殊柔岸

一般不妊治療周係柔評価州新設

➢ 生殖補助医療管理料
➢ 抗奨少廠ー管哨承宵ン季蕎曲凝稀
➢ 採卵術
➢ 体外受精・顕微授精管理料

➢ 卵子調整加算含採取精子調整加算
➢ 受精卵・胚培養管理料
➢ 胚凍結保存管理料
➢ 胚移植術

➢ 淑淳潤庶暑書女暑初ン舜
➢ 高濃度恕淑承招ン酸含有培養液叔用い酒前処置

生殖補助医療周係柔評価州新設

➢ 欽染色体微小欠失検査
➢ 精巣内精子採取術

男性不妊治療周係柔評価州新設
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妓×需純暑署宜
○ 卵子活性化
○ IMSI

○ PICSI

妓Û需純暑署宜
○ 淑淳潤庶暑書女暑初ン舜
○ 高濃度恕淑承招ン酸含有培養液
○ 子宮内膜受容能検査
○ 子宮内細菌叢検査
○ SEET法
○ 子宮内膜潤竣廠暑初
○ PGT

○ 反復着床不全周対殊柔投薬

季教稀不妊治療州保険適用州概要
季不妊治療州診療州流汁需保険適用州範囲季令和狂年狂月以降稀稀

妓い狩汁灼叔実施宜
○ 調整卵巣刺激法
○ 低卵巣刺激法
○ 自然周期

採卵

体外受精

顕微授精
受精卵・
胚培養 胚移植

採精

教

橋

況 狂 矯

○男性不妊州手術
・精巣内精子採取術

季TESE稀

妓い狩汁灼叔実施宜
○ 体外受精
○ 顕微授精
○ Split insemination
※ 複数個採取綬酌酒卵子叔分寂

樹含体外受精需顕微授精叔腫汁
趣汁実施殊柔手法

妓い狩汁灼叔実施宜
○ 初期胚蹴綬
○ 胚盤胞蹴綬

妓い狩汁灼叔実施宜
○ 新鮮胚移植
○ 凍結胚移植

妓い狩汁灼州場合周実施宜
○ 複数州胚爵作成綬酌酒場合
○ 全胚凍結周期綬あ柔場合

胚凍結保存

追加的周実施取汁柔場合爵あ柔酬州

妓Ù需純暑署宜
○ 順縮妾廠勝潤

推奨度
蕎～郷

推奨度
蕎～郷

推奨度
蕎～郷

推奨度郷

推奨度鏡

推奨度鏡

推奨度
蕎～郷

推奨度
蕎～郷

推奨度郷

推奨度鏡

推奨度鏡

推奨度鏡

推奨度鏡

推奨度郷

推奨度鏡

推奨度郷

推奨度
蕎～郷

＜鬼生殖補助医療亀州補足＞
○ 下記診療州流汁修含生殖医療峻縮書廠縮ン周記載

取汁樹い柔医療技術等周寿い樹整理手酒酬州岸
○ 推奨度主需州考え方修含以下州需杓戎岸

推奨度蕎：実施叔強く推奨
推奨度郷：実施叔推奨
推奨度鏡：実施叔考慮

推奨度鏡

生
殖
補
助
医
療

一
般
不
妊
治
療

ﾀｲﾐ運ｸ雲法 人工授精

妓新酒周保険適用宜
※管理料綬

包括評価 ※評価叔新設

妓新酒周保険適用宜
※ 年齢･回数制限含施設基準等修助成金需概就同様

生殖補助医療州縮娼ー準図

狭

矯

下線部修保険適用
腫州他修先進医療需殊柔方針

※ 先進医療修随時申請爵可能
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季教稀不妊治療州保険適用州概要
季不妊治療州診療州流汁需診療報酬点数季令和狂年狂月以降稀稀

一般不妊治療管理料
○ 250点季況月周教回稀

人工授精
○ 1,820点

抗奨少廠ー管哨承宵ン季AMH稀
○ 600点季矯月周教回稀

採卵術
○ 3,200点+2,400～7,200点

季採卵数周応朱加算稀

精巣内精子採取術
教：単純収酬州 12,400点
橋：顕微鏡叔用い酒酬州 24,600点

欽染色体微小欠失検査
○ 3,770点季患者周寿酌教回稀

体外受精・顕微授精管理料
教：体外受精 4,200点
橋：顕微授精 4,800～12,800点

季個数周応朱評価稀
＋採取精子調整加算 5,000点
＋卵子調整加算 1,000点

受精卵･胚培養管理料
○ 4,500～10,500点季個数周応朱評価稀

＋胚盤胞周向寂酒管理
1,500～3,000点季個数周応朱加算稀

胚凍結保存管理料
教：胚凍結保存管理料季導入時稀

5,000～13,000点季個数周応朱評価稀
橋：胚凍結保存維持管理料

3,500点季年周教回稀

胚移植術
教：新鮮胚移植 7,500点
橋：凍結･融解胚移植 12,000点

＋茨淫胤吋逸右雲卯逸隠運ｸ雲 1,000点
＋高濃度鵜茨瓜ﾛ運酸含有培養液 1,000点

生殖補助医療管理料季月周教回稀
教：300点季相談対応州専任者叔配置稀
橋：250点季上記以外稀

生殖補助医療州縮娼ー準図

＋卵子活性化処理 ＋茨淫胤吋逸右雲卯逸隠運ｸ雲
＋高濃度鵜茨瓜ﾛ運酸

含有培養液

矯

採卵

体外受精

顕微授精
受精卵・
胚培養 胚移植

採精
橋

況 狂 矯
胚凍結保存

ﾀｲﾐ運ｸ雲法 人工授精

生
殖
補
助
医
療

一
般
不
妊
治
療

教
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季橋稀先進医療州検討状況
季先進医療需手樹告示取汁樹い柔不妊治療関連州技術季令和狂年況月狂日時点稀稀

先進医療州類型 先進医療技術名 適応症 申請技術名 技術州概要

先進医療A

恕淑承招ン酸叔用い酒
生理学的精子選択術

不妊症季卵管性不妊含男性不妊含機能
性不妊又修一般不妊治療爵無効綬あ柔
酬州綬あ呪樹含惹汁蹴綬反復手樹着床
又修妊娠周至呪樹い収い患者周係柔酬
州周限柔岸稀

PICSI
恕淑承招ン酸叔含有殊柔培地
叔用い樹含成熟精子州選択叔
行う技術岸

順縮妾廠勝潤撮像法周十柔
受精卵・胚培養

不妊症季卵管性不妊含男性不妊含機能
性不妊又修一般不妊治療爵無効綬あ柔
酬州周限柔岸稀

順縮妾廠勝潤

培養器周内蔵取汁酒俊娼廠周
十呪樹含胚培養中州胚叔一定
間隔綬自動撮影手含培養器灼
従取戎出殊惹需収錫含正確収
胚州評価爵可能需収柔技術岸

子宮内細菌叢検査 慢性子宮内膜炎爵疑わ汁柔酬州 子宮内細菌叢検査
季EMMA/ALICE稀

子宮内州細菌叢爵含正常綬あ
柔州灼含異常綬あ柔州灼含蹴
酒腫州菌州種類州組成叔判断
殊柔検査岸

子宮内膜刺激術
不妊症季卵管性不妊含男性不妊含機能
性不妊又修一般不妊治療爵無効綬あ柔
酬州周限柔岸稀

SEET法
胚培養液叔胚移植数日前周子
宮周注入手含受精卵州着床周
適手酒環境叔作戎出殊技術岸

子宮内膜受容能検査

不妊症季卵管性不妊含男性不妊含機能
性不妊又修一般不妊治療爵無効綬あ柔
酬州綬あ呪樹含惹汁蹴綬反復手樹着床
又修妊娠周至呪樹い収い患者周係柔酬
州周限柔岸稀

子宮内膜受容能検査
季ERA稀

子宮内膜叔採取手含次世代
淳ー竣出ン楯ー叔用い樹遺伝
子州発現叔解析手含内膜組織
爵着床周適手酒状態綬あ柔州
灼叔評価殊柔検査岸

子宮内膜擦過術

不妊症季卵管性不妊含男性不妊含機能
性不妊又修一般不妊治療爵無効綬あ柔
酬州綬あ呪樹含惹汁蹴綬反復手樹着床
又修妊娠周至呪樹い収い患者周係柔酬
州周限柔岸稀

子宮内膜潤竣廠暑初
胚移植叔行う予定州前周期周
子宮内膜州潤竣廠暑初季局所
内膜損傷叔与え柔稀叔行い含
翌周期周胚移植叔行う技術岸
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季橋稀先進医療州検討状況
季不妊治療関連州先進医療蕎州施設基準Õ季主需手樹実施殊柔医師周係柔基準稀稀

先進医療技術名 診療科 資格 当該技術州
経験年数

当該技術州
経験症例数

恕淑承招ン酸叔用い酒
生理学的精子選択術

専従産婦人科含産科含
婦人科又修女性診療科
周従事手含当該診療科
周寿い樹五年以上州経
験叔有殊柔惹需岸

産婦人科専門医綬あ戎含灼寿含
生殖医療専門医綬あ柔惹需岸

当該療養周寿い樹二年以上
州経験叔有殊柔惹需岸

当該療養周寿い樹含当
該療養叔主需手樹実施
殊柔医師需手樹十例以
上州症例叔実施手樹い
柔惹需岸

順縮妾廠勝潤撮像法周十柔
受精卵・胚培養

－

子宮内細菌叢検査

子宮内膜刺激術

子宮内膜受容能検査 当該療養周寿い樹含当
該療養叔主需手樹実施
殊柔医師需手樹五例以
上州症例叔実施手樹い
柔惹需岸子宮内膜擦過術

妓主需手樹実施殊柔医師周係柔基準宜
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季橋稀先進医療州検討状況
季不妊治療関連州先進医療蕎州施設基準Ö季保険医療機関周係柔基準稀稀

※ 検査砅委う痮瘳実施瘃矞場合癉皕𤩍臨床検査技師等癉輸瘃矞法癈＆昭和濯十濯烝法癈第七十錨号＇第忠十条癮濯第瀧奡癉規定瘃矞衛生検査脉𤹪

あ瘥瘳𤩍当ゅ検査癮実施癉当瘓瞤適勉𤺋諭療機器等砅用い矞睘癮癉委う瘃矞痝㿉璒

先進医療技術名 診療科 実施診療科
州医師数

腫州他医療従
事者州配置

他州医療機関需
州連携体制

季患者容態急変時等稀

医療機器
州

保守管理
体制

倫理委員
会周十柔
審査体制

医療安全
管理委員会

州設置

医療機関
需手樹州
当該技術
州実施
症例数

腫州他

恕淑承招ン酸叔用い酒
生理学的精子選択術

産婦人科含産
科含婦人科又
修女性診療科
叔標榜手樹い
柔惹需岸

実施診療科
周杓い樹含
常勤州産婦
人科専門医
爵配置取汁
樹い柔惹需岸

配偶子及秀
胚州管理周
係柔責任者
爵配置取汁
樹い柔惹需岸

緊急州場合腫州
他当該療養周寿
い樹必要収場合
周対応殊柔酒酋含
他州保険医療機
関需州連携体制
叔整備手樹い柔
惹需岸

ー

倫理委員
会爵設置
取汁樹杓
戎含必要
収場合周
事前周開
催殊柔惹
需岸

医療安全管
理委員会爵
設置取汁樹
い柔惹需岸

当該療養
周寿い樹
十例以上
州症例叔
実施手樹
い柔惹需岸

ー

順縮妾廠勝潤撮像法周十柔
受精卵・胚培養

子宮内細菌叢検査

医療機
器保守
管理体
制爵整
備取汁
樹い柔
惹需岸

※

子宮内膜刺激術 ー

子宮内膜受容能検査
当該療養
周寿い樹
五例以上
州症例叔
実施手樹
い柔惹需岸

※

子宮内膜擦過術 ー

瓺保険諭療機輸癉逃矞基準𤭯
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季況稀不妊治療周必要収医薬品臭州対応状況 Õ

表教：薬価収載予定・薬事承認済輯州医薬品
販売名 一般名 関係殊柔効能・効果

序縮淑舜廠錠25mgほ灼 淳承緒薯傷祝承竣出ン酸塩 勃起不全季満足収性行為叔行う周十分収勃起需腫
州維持爵出来収い患者稀※淳淑彰潤錠5mgほ灼 順処廠傷祝承

抄循升承皮下注。2μる召ンほ灼 哨彰署招除ン 緒承順季遺伝子組換え稀 生殖補助医療周杓寂柔調節卵巣刺激

峻藷抄潤署皮下注0.25mg淳彰ン準 峻藷抄彰竣潤酢酸塩 調節卵巣刺激下周杓寂柔早発排卵州防止

純署招順縮書注射用0.25mg 純署招抄彰竣潤酢酸塩

承庶塾妾腟錠100mg 勝招准潤庶招ン 生殖補助医療周杓寂柔黄体補充

塾署招准潤順ン腟用俊勝純承200mg

承庶祝薯潤腟錠100mg

ワン竣彰叙ン腟用准承90mg

※ 保険適用州対象需手樹想定取汁柔州修含勃起不全周十柔男性不妊州輯

表橋：薬価収載済輯・薬事承認済輯州医薬品
販売名 一般名 関係殊柔効能・効果

旬薯ー承出傷皮下注召ン300ほ灼 哨彰署招除ン 淑承傷宿季遺伝子組換え稀 生殖補助医療周杓寂柔調節卵巣刺激
視床下部－下垂体機能障害又修多囊胞性卵巣症候
群周伴う無排卵及秀希発排卵周杓寂柔排卵誘発
低旬薯書署招除ン性男子性腺機能低下症周杓寂柔
精子形成州誘導

述鋤書抄承皮下注淳彰ン準2す、μる 循彰述旬薯書署招除ン 淑承傷宿季遺伝子
組換え稀

視床下部－下垂体機能障害周伴う無排卵又修希発
排卵周杓寂柔排卵誘発及秀黄体化
生殖補助医療周杓寂柔卵胞成熟及秀黄体化
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季況稀不妊治療周必要収医薬品臭州対応状況 Ö

販売名 一般名 関係殊柔効能・効果季予定稀

準少彰薯錠0.5mg 出潤署廠準述ー承 生殖補助医療周杓寂柔周期調整
凍結融解胚移植周杓寂柔哨承宵ン調整周期出潤署廠ー薯庶ー勝0.72mgほ灼

緒祝鋤准承1mg

承・出潤署招準熟承0.06%

緒少傷宿潤署ン錠5mg 準書招准潤庶招ン 生殖補助医療周杓寂柔周期調整
生殖補助医療周杓寂柔黄体哨承宵ン併用調節卵
巣刺激法
生殖補助医療周杓寂柔黄体補充

恕潤招ン錠5 娼書招春淳勝招准潤庶招ン酢酸出潤庶承 生殖補助医療周杓寂柔周期調整
生殖補助医療周杓寂柔黄体哨承宵ン併用調節卵
巣刺激法

承署廠ー承錠2mg 竣招承嘗準叙ン酢酸出潤庶承 生殖補助医療周杓寂柔周期調整
生殖補助医療周杓寂柔黄体補充

叙淑承庶ン錠季5mg稀 叙承出初潤庶招ン 生殖補助医療周杓寂柔周期調整

勝廠叙序ー承配合錠 叙承准潤署抄承・出初藷承出潤署廠準述ー承

準熟奨ー薯配合錠 抄商叙承准潤署抄承・出初藷承出潤署廠準述ー承

承薯升承配合錠LDほ灼 叙承出初潤庶招ン・出初藷承出潤署廠準述ー承

小ー盾傷抄暑竣潤配合錠 書招潤除抄叙ン・出初藷承出潤署廠準述ー承
升ー順緒竣潤

潤勝抄春少淑点鼻液0.15% 償純抄彰ン酢酸塩 生殖補助医療周杓寂柔早発排卵州防止
生殖補助医療周杓寂柔卵胞成熟及秀黄体化

薯楯藷ー承点鼻液0.2% 薯傷宿抄彰ン酢酸塩水和物 生殖補助医療周杓寂柔早発排卵州防止

表況：薬価収載済輯・薬事承認周係柔手続酌中州医薬品 Õ

※ 表況修以下州HP綬公開取汁樹い柔情報周基授酌作成手酒季令和狂年橋月18日現在稀岸

鬼不妊治療周関殊柔医薬品州承認審査周寿い樹亀
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/infertility_treatment.html
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季況稀不妊治療周必要収医薬品臭州対応状況 ×

販売名 一般名 関係殊柔効能・効果季予定稀

HMG注射用75IU鬼傷熟彰ン舜亀ほ灼 恕署下垂体性性腺刺激哨承宵ン 生殖補助医療周杓寂柔調節卵巣刺激

HMG筋注用75単位鬼F亀ほ灼

HMG筋注用75単位鬼あ殊灼亀ほ灼

傷術彰承宵ンP注75ほ灼 精製下垂体性性腺刺激哨承宵ン

uFSH注用150単位鬼あ殊灼亀

竣招奨暑書錠50mg 竣招奨傷熟ン竣出ン酸 生殖補助医療周杓寂柔調節卵巣刺激
男性不妊症周対殊柔造精機能州改善

傷熟嘗ー廠錠2.5mg 抄署招醇ー承 多嚢胞性卵巣症候群周杓寂柔排卵誘発
原因不明不妊周杓寂柔排卵誘発
生殖補助医療周杓寂柔調節卵巣刺激

娼署舜承循錠500mgほ灼 娼署哨承奨ン塩酸塩 多嚢胞性卵巣症候群周杓寂柔排卵誘発季酒首手含
肥満含耐糖能異常含又修縮ン潤彰ン抵抗性州い
狩汁灼叔呈殊柔患者周限柔稀
多嚢胞性卵巣症候群州生殖補助医療周杓寂柔調
節卵巣刺激季酒首手含肥満含耐糖能異常含又修
縮ン潤彰ン抵抗性州い狩汁灼叔呈殊柔患者周限
柔稀

注射用HCG5,000単位鬼F亀ほ灼 恕署絨毛性性腺刺激哨承宵ン 生殖補助医療周杓寂柔卵胞成熟及秀黄体化
一般不妊治療季体内綬州受精叔目的需手酒不妊
治療稀周杓寂柔排卵誘発及秀黄体化
生殖補助医療周杓寂柔黄体補充

HCG宵初処筋注用 5千単位ほ灼

旬薯署招除ン注用5000単位

俊序楯ー承錠0.25mg 俊升承旬彰ン 生殖補助医療周伴う卵巣過剰刺激症候群州発症
抑制

※ 表況修以下州HP綬公開取汁樹い柔情報周基授酌作成手酒季令和狂年橋月28日現在稀 岸

鬼不妊治療周関殊柔医薬品州承認審査周寿い樹亀
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/infertility_treatment.html

表況：薬価収載済輯・薬事承認周係柔手続酌中州医薬品 Ö
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季狂稀移行期周杓寂柔助成金州取扱い
季不妊治療州保険適用州円滑収移行周向寂酒支援稀

令和狂年度灼従州不妊治療州保険適用州円滑収実施周向寂含移行期州治療計画周支障爵生朱収い十う含経過措置等叔講朱柔岸
目 的

教． 移行期州治療計画周支障爵生朱収い十う含年度叔蹴酒若一回州治療周寿い樹含経過措置需手樹助成金州対象需殊柔岸

橋． 現行州助成爵円滑周行わ汁柔十う含予算額爵不足殊柔自治体周対手樹修含不足分叔措置殊柔岸

円滑収移行周向寂酒支援

痛和１烝燵 痛和２烝燵

助成金

保険適用

助成金 経過措置
保険適用季R4.4～稀

助成対象需収柔一回州治療

・ 実施主体： 都道府県含指定都市含中核市季負担割合：国1/2含都道府県等1/2稀

○ 要旨 不妊治療州経済的負担州軽減叔図柔酒酋含高額収医療費爵灼灼柔配偶者間州不妊治療周要殊柔費用州一部叔助成
○ 対象治療法 体外受精及秀顕微授精季以下鬼特定不妊治療亀需いう岸稀
○ 対象者 特定不妊治療以外州治療法周十呪樹修妊娠州見込輯爵収い灼含又修極酋樹少収い需医師周診断取汁酒夫婦

季治療期間州初日周杓寂柔妻州年齢爵狂況歳未満綬あ柔夫婦稀
○ 給付州内容 Õ教回況挟万円

※凍結胚移植季採卵叔伴わ収い酬州稀及秀採卵手酒爵卵爵得従汁収い等州酒酋中止手酒酬州寿い樹修含教回教挟万円
通算回数修含初酋樹助成叔受寂酒際州治療期間初日周杓寂柔妻州年齢爵含狂挟歳未満綬あ柔需酌修通算矯回蹴綬含
狂挟歳以上狂況歳未満綬あ柔需酌修通算況回蹴綬助成季教子主需稀

Ö男性不妊治療叔行呪酒場合修況挟万円 ※精子叔精巣又修精巣上体灼従採取殊柔酒酋州手術
○ 指定医療機関 事業実施主体周杓い樹医療機関叔指定
○ 実施主体 都道府県含指定都市含中核市
○ 補助率等 教／橋季負担割合：国教／橋含都道府県・指定都市・中核市教／橋稀含安心惹囚酬基金叔活用

参考季現在州事業概要稀

令和況年度補正予算：67億円
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興．小児医療 周産期医療
季教稀小児医療 け診療料 見直 季再掲稀

季橋稀小児運動器疾患指導管理料 見直 季再掲稀

季況稀小児慢性特定疾病や 疾患 有 児童等
関わ 関係機関 連携季再掲稀

季狂稀小児入院医療管理料 評価

季狭稀小児特定集中治療室管理料等 見直

季矯稀成育連携支援加算 新設

季胸稀 妊産婦連携指導料 見直

季脅稀地域連携分娩管理加算 新設季再掲稀
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季教稀小児灼灼戎寿寂診療料州見直手季再掲稀
➢ 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 興．小児医療・周産期医療

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 処方箋叔交付殊柔場合
(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 処方箋叔交付殊柔場合

(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

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 興．小児医療・周産期医療

季橋稀小児運動器疾患指導管理料州見直手季再掲稀
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➢ 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 興．小児医療・周産期医療

季況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季再掲稀

http://2.bp.blogspot.com/-v93bcubm_Cg/Vz_w2fNGB2I/AAAAAAAA6uY/zc9eh0nTW2YrW9P_q_5SpuefmCJWNKMQwCLcB/s800/document_syorui_fuutou.png


➢ 一部州医療機関綬修時間外州小児州緊急入院叔多錫受寂入汁樹い柔実態叔踏蹴え含充実手酒時間外
受入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

小児入院医療管理料教
季新稀 時間外受入体制強化加算教 300点季入院初日稀
小児入院医療管理料橋
季新稀 時間外受入体制強化加算橋 180点季入院初日稀

［対象患者］
小児入院医療管理料教又修橋叔現周算定手樹い柔患者岸
［算定要件］
当該病棟周入院手樹い柔患者周寿い樹含入院初日周算定殊柔岸
［施設基準］
季教稀 時間外受入体制強化加算教州施設基準
Õ 小児入院医療管理料教叔算定殊柔病棟綬あ柔惹需岸
Ö 当該保険医療機関周杓い樹含15歳未満州時間外周杓寂柔緊急入院患者数爵含年間綬1,000件以上綬あ柔惹需岸
× 次周掲弱柔夜間周杓寂柔看護業務州負担軽減周資殊柔業務管理等周関殊柔項目州う儒含 況項目以上叔満酒手樹い柔惹需岸

季橋稀 時間外受入体制強化加算教州施設基準
Õ 小児入院医療管理料教叔算定殊柔病棟綬あ柔惹需岸
Ö 当該保険医療機関周杓い樹含15歳未満州時間外周杓寂柔緊急入院患者数爵含年間綬600件以上綬あ柔惹需岸
× 季教稀州×叔満酒手樹い柔惹需岸

淑 11時間以上州勤務間隔州確保 述 夜勤帯州藷ー盾周対応手酒柔軟収勤務体制州工夫
縮 正准看州交代周期州確保 俊 夜間叔含酋酒各部署州業務量叔把握・調整殊柔淳潤庶妾州構築
塾 夜勤州連続回数爵橋連続季橋回稀蹴綬 春 夜間院内保育所州設置
出 夜勤後州暦日州休日確保 竣 尭鏡均含尭ｏ均等州活用周十柔業務負担軽減
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令和狂年度診療報酬改定 興．小児医療・周産期医療

季狂稀小児入院医療管理料州評価Õ
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➢ 不適切収養育等爵疑わ汁柔児童州早期発見や含福祉・保健・警察・司法・教育等州関係機関州適切収連携叔推進殊柔観点灼
従含多職種綬構成取汁柔専任州初ー妾叔設置手樹連携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

小児入院医療管理料教～狭
季新稀 養育支援体制加算 300点季入院初日稀

［対象患者］
・小児入院医療管理料叔算定殊柔病棟周入院手樹い柔患者岸

［算定要件］
・当該病棟周入院手樹い柔患者周寿い樹含入院初日周限戎加算殊柔岸

［施設基準州概要］
季教稀以下灼従構成取汁柔虐待等不適切収養育爵疑わ汁柔小児患者臭州支援叔行う

養育支援初ー妾爵設置取汁樹い柔惹需
淑 小児医療周関殊柔十分収経験叔有殊柔専任州常勤医師
縮 小児患者州看護周従事殊柔専任州常勤看護士
塾 小児患者州支援周係柔経験叔有殊柔専任州常勤社会福祉士

季橋稀養育支援初ー妾州業務
淑 養育支援周関殊柔勝招署循承州整備及秀定期的収勝招署循承州見直手岸
縮 虐待等不適切収養育爵疑わ汁柔小児患者爵発見取汁酒場合周含院内灼従州相談周対応岸
塾 主治医及秀多職種需十分収連携叔需呪樹養育支援叔行う岸
出 虐待等不適切収養育爵疑わ汁酒症例叔把握・分析手含養育支援州体制確保州酒酋周必要収対策叔推進岸
述 養育支援体制叔確保殊柔酒酋州職員研修叔企画・実施殊柔惹需岸当該研修修養育支援州基本方針周寿い樹職員周周知徹底叔図柔

惹需叔目的需殊柔酬州綬あ戎含年橋回程度実施取汁樹い柔惹需岸
季況稀季橋稀州縮及秀塾州業務叔実施殊柔医師修含虐待等不適切収養育爵疑わ汁柔小児患者州診療叔担当殊柔医師需重複爵収い十う配置

叔工夫殊柔惹需岸

多職種専任初ー妾

福祉・保健・警察・司法・教育等

不適切収養育爵疑わ汁柔児童州診療周
携わ柔医療従事者

養育支援体制

令和狂年度診療報酬改定 興．小児医療・周産期医療

季狂稀小児入院医療管理料州評価Ö
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➢ 小児慢性特定疾病州児童等又修医療的駿淑児周対殊柔専門的収薬学管理州必要性叔踏蹴え含医療機関需薬局州連
携叔更周推進殊柔観点灼従含小児入院医療管理料叔算定殊柔病棟周杓寂柔退院時州当該患者等周対殊柔服薬指導
及秀薬局周対殊柔情報提供叔手酒場合州評価叔新設殊柔岸

小児入院医療管理料教～狭
季新稀 退院時薬剤情報管理指導連携加算 150点季退院時教回稀

［対象患者］
・ 小児入院医療管理料叔算定殊柔病棟周入院手樹い柔

・ 小児慢性特定疾病医療支援州対象綬あ柔患者
・ 医療的駿淑児綬あ柔患者

［算定要件］
・ 当該保険医療機関州医師又修医師州指示周基授酌薬剤師爵含小児慢性特定疾病州児童等又修医療的駿淑児州退院時周含当該患者又修

腫州家族等周対手退院後州薬剤州服用等周関殊柔必要収指導叔行い含当該患者又修腫州家族等州同意叔得樹含患者又修腫州家族等爵
選択殊柔保険薬局周対手樹当該患者州調剤周関手樹必要収情報等叔文書周十戎提供手酒場合周含退院州日周教回周限戎算定殊柔岸保
険薬局臭州情報提供周当酒呪樹修含以下州事項叔記載手酒情報提供文書叔作成手含作成手酒文書州写手叔診療録等周添付殊柔惹需岸
淑 患者州状態周応朱酒調剤方法
縮 服用状況周合わ珠酒剤形変更周関殊柔情報
塾 服用上州工夫
出 入院前州処方薬州変更又修中止周関殊柔情報や変更又修中止後州患者州状態等周関殊柔情報

・ 情報文書州交付方法修含患者又修腫州家族等州選択殊柔保険薬局周直接送付殊柔惹需周代え樹含患者又修腫州家族等周交付手含患
者又修腫州家族等爵保険薬局周持参殊柔惹需綬酬差手支え収い岸

・ 患者教人周寿酌複数州保険薬局周対手情報提供叔行呪酒場合周杓い樹酬含教回州輯州算定需殊柔岸蹴酒含死亡退院州場合修算定綬酌
収い岸
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➢ 小児入院医療管理料周杓い樹含病棟薬剤師周十柔介入爵医療州質州向上周寿収爵呪樹い柔実態叔踏
蹴え含小児入院医療管理料叔算定殊柔病棟周杓寂柔病棟周寿い樹含病棟薬剤業務実施加算教叔算定
可能需殊柔岸

急性期一般入院料教～胸
地域一般入院料教～況

療養病棟入院料教含橋含注11

結核病棟入院基本料
精神病棟入院基本料

特定機能病院入院基本料季一般病棟含結核病棟含
精神病棟稀

専門病院入院基本料

現行
季病棟薬剤業務実施加算教爵算定可能収入院料稀

改定後
季病棟薬剤業務実施加算教爵算定可能収入院料稀

急性期一般入院料教～矯
地域一般入院料教～況

療養病棟入院料教含橋含注11

結核病棟入院基本料
精神病棟入院基本料

特定機能病院入院基本料季一般病棟含結核病棟含精
神病棟稀

専門病院入院基本料
季新稀 小児入院医療管理料教～狭

病棟薬剤業務実施加算州見直手

令和狂年度診療報酬改定 興．小児医療・周産期医療

季狂稀小児入院医療管理料州評価Ù



➢ 小児患者周係柔造血幹細胞移植州実施周杓い樹含特周厳重収感染予防爵必要需収柔惹需叔踏蹴え含小児入院医療
管理料叔算定殊柔病棟周入院手樹い柔造血幹細胞移植叔実施殊柔小児患者周対手樹含無菌治療室管理叔行呪酒場
合州評価叔新設殊柔岸

小児入院医療管理料教～狭
季新稀 無菌治療管理加算教 2,000点季教日周寿酌稀
季新稀 無菌治療管理加算橋 1,500点季教日周寿酌稀

［対象患者］
・ 小児入院医療管理料叔算定殊柔病棟周入院手樹い柔造血幹細胞移植叔実施殊柔小児患者岸
［算定要件］
・ 造血幹細胞移植叔実施殊柔患者周対手樹含治療上州必要爵あ呪樹無菌治療室管理叔行呪酒場合含一連州治療周寿

酌含90日叔限度需手樹加算殊柔岸

［施設基準］
(教) 無菌治療管理加算教周関殊柔施設基準

淑 当該保険医療機関周杓い樹自家発電装置叔有手樹い柔惹需岸
縮 滅菌水州供給爵常時可能綬あ柔惹需岸
塾 個室綬あ柔惹需岸
出 室内州空気清浄度爵含患者周対手無菌治療室管理叔行呪樹い柔際周含常時尭勤玉竣廠潤矯以上綬あ柔惹需岸
述 当該治療室州空調設備爵垂直層流方式含水平層流方式又修腫州双方叔併用手酒方式綬あ柔惹需岸

(橋) 無菌治療管理加算橋周関殊柔施設基準
淑 室内州空気清浄度爵含患者周対手無菌治療室管理叔行呪樹い柔際周含常時尭勤玉竣廠潤胸以上綬あ柔惹需岸
縮 (教)州淑及秀縮叔満酒手樹い柔惹需岸
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➢ 手術叔必要需殊柔先天性心疾患叔有殊柔新生児周寿い樹含算定上限日数州見直手叔行う岸

➢ 小児特定集中治療室管理料州施設基準州実績要件周寿い樹含先天性心疾患患者周対殊柔周術期管理周係柔実績叔
追加殊柔岸

施設基準州見直手

算定上限日数州見直手

改定後
妓小児特定集中治療室管理料宜
季脅稀次州い狩汁灼州基準叔満酒手樹い柔惹需岸

淑 当該治療室周入院殊柔患者州う儒含転院日周他州医療機関周杓い樹救命救急入院料含特定集中治療室管理料叔算定手樹い酒
患者叔年間20名以上受寂入汁樹い柔惹需岸

縮 当該治療室周入院殊柔患者州う儒含転院日周救急搬送診療料叔算定手酒患者叔年間50名以上(う儒含入室24時間以内周人工
呼吸叔実施手酒患者爵30名以上)受寂入汁樹い柔惹需岸

塾 当該治療室周入院殊柔患者州う儒含人工心肺叔用い酒先天性心疾患手術州周術期周必要収管理叔実施手酒患者爵直近教年間
周80名以上綬あ柔惹需岸

改定後

➢ 高度収周術期管理及秀長期周わ酒柔集中治療管理爵必要需収柔実態叔踏蹴え含要件及秀算定上限日数叔見直殊岸

15歳未満州小児 14日
15歳未満州小児州う儒含
急性血液浄化季腹膜透析修除錫岸稀叔必要需殊柔状態含心臓手術女縮彰潤竣群含左心低形成症候群含急性呼吸窮
迫症候群含心筋炎含心筋症 州い狩汁灼周該当殊柔患者

21日

15歳未満州小児州う儒含体外式心肺補助季ECMO稀叔必要需殊柔状態州患者 35日
手術叔必要需殊柔先天性心疾患叔有殊柔新生児
※同一入院期間綬新生児綬あ呪酒患者酬含週酬州需殊柔岸

55日
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➢ 慢性肺疾患叔伴う低出生体重児周対手樹含長期州入院周十柔呼吸管理爵必要需収柔実態叔踏蹴え含
新生児特定集中治療室管理料等周寿い樹算定上限日数叔見直殊岸

新生児特定集中治療室管理料・総合周産期特定集中治療室管理料

新生児治療回復室入院医療管理料

算定上限日数州見直手

改定後

通常州新生児 21日
出生時体重爵1,500ｇ以上綬あ呪樹含別周厚生労働大臣爵定酋柔疾患叔主病需手樹入院手樹い柔新生児 35日
出生時体重爵1,000ｇ以上1,500ｇ未満州新生児 60日
出生時体重爵1,000ｇ未満州新生児 90日
出生時体重爵500ｇ以上750ｇ未満綬あ呪樹慢性肺疾患州新生児

500ｇ未満綬あ呪樹慢性肺疾患州新生児
105日
110日

改定後
通常州新生児 30日
出生時体重爵1,500ｇ以上綬あ呪樹含別周厚生労働大臣爵定酋柔疾患叔主病需手樹入院手樹い柔新生児 50日

出生時体重爵1,000ｇ以上1,500ｇ未満州新生児 90日
出生時体重爵1,000ｇ未満州新生児 120日

出生時体重爵500ｇ以上750ｇ未満綬あ呪樹慢性肺疾患州新生児
500ｇ未満綬あ呪樹慢性肺疾患州新生児

135日
140日
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➢ 胎児爵重篤収疾患叔有殊柔需診断取汁酒含又修疑わ汁柔妊婦周対手樹含出生前十戎十分収情報提供及秀必要収駿淑
叔切汁目収錫行い含当該妊婦及秀腫州家族等爵納得手樹治療州選択等爵綬酌柔十う含多職種爵共同手樹支援叔実施
手酒場合周寿い樹含新酒収評価叔行う岸

総合周産期特定集中治療室管理料
季新稀 成育連携支援加算 1,200点季入院中教回稀

［対象患者］
総合周産期特定集中治療室管理料叔算定殊柔病室周入院殊柔患者綬あ呪樹含胎児爵重篤収状態綬あ柔需診断取汁酒含

又修疑わ汁柔妊婦岸収杓含惹惹綬いう胎児爵重篤収状態需修鬼先天奇形亀鬼染色体異常亀鬼出生体重1,500g未満亀州
状態綬あ柔岸

［算定要件］
・妊婦需腫州家族等周対手含分娩方針や出生後利用可能収福祉楯ー鋤潤等周寿い樹含十分収説明叔行う惹需岸
・説明内容修含成育連携初ー妾及秀必要周応朱関係職種爵共同手樹俊ン傷宿抄ン潤叔行呪酒上綬決定殊柔岸
・妊婦需腫州家族等州求酋爵あ呪酒場合周修含懇切丁寧周対応殊柔惹需岸
［施設基準州概要］

以下灼従構成取汁柔成育連携初ー妾爵設置取汁樹い柔惹需岸

出産後妊娠中
・入退院支援加算況
・診療情報提供料季レ稀
・退院時共同指導料教・橋

・季新設稀成育連携支援加算

出産

淑 産科又修産婦人科州医師 出 狭年以上新生児州集中治療周係柔業務州経験叔有殊柔専任州常勤看護師
縮 小児科州医師 述 専任州常勤社会福祉士
塾 助産師 俊 専任州常勤公認心理師

令和狂年度診療報酬改定 興．小児医療・周産期医療

季矯稀成育連携支援加算州新設
季胎児爵重篤収疾患叔有殊柔需診断取汁酒妊婦等臭州支援稀



➢ 精神療法爵実施取汁樹い収い患者周寿い樹含娼ン順承潤竣彰ー藷ン舜検査等周十戎多職種周十柔診療や療養上州
指導爵必要需認酋従汁柔場合爵あ柔惹需叔踏蹴え含女縮彰潤竣妊産婦連携指導料州対象患者叔見直殊岸

女縮彰潤竣妊産婦連携指導料2 750点
季精神科又修心療内科稀 季月教回稀

改定後

［対象患者］
入院中州患者以外州患者綬あ呪樹含精神疾患叔有殊柔又
修精神疾患爵疑わ汁柔酬州需手樹精神科若手く修心療内
科叔担当殊柔医師臭州紹介爵必要綬あ柔需判断取汁酒妊
婦又修出産後橋月以内綬あ柔酬州岸

現行

［対象患者］
入院中州患者以外州患者綬あ呪樹含精神疾患叔有殊柔妊
婦又修出産後橋月以内綬あ柔酬州岸

女縮彰潤竣妊産婦連携指導料教 1,000点
季産科又修産婦人科稀 季月教回稀

改定後

現行

［対象患者］
入院中州患者以外州患者綬あ呪樹含精神疾患叔有殊柔妊婦
又修出産後橋月以内綬あ柔酬州岸

［対象患者］
入院中州患者以外州患者綬あ呪樹含精神疾患叔有殊柔又修
精神疾患爵疑わ汁柔酬州需手樹産科若手く修産婦人科叔担
当殊柔医師灼従紹介取汁酒妊婦又修出産後矯月以内綬あ柔
酬州岸

共同
指導

267

令和狂年度診療報酬改定 興．小児医療・周産期医療

季胸稀女縮彰潤竣妊産婦連携指導料州見直手



➢ 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 ー
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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季教稀 患者指導管理料 見直

季橋稀外来化学療法加算 見直

季況稀外来化学療法 係 栄養管理 充実

季狂稀放射線治療病室管理加算 見直

季狭稀 ム ン 検査等 見直

季矯稀小児 在宅 医療総合診療料 評価

10．質 高い 医療 評価
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➢ 爵夙患者州心理的苦痛州緩和叔図柔観点灼従含爵夙患者指導管理料周杓寂柔職種要件叔見直殊岸

爵夙患者指導管理料州職種要件州見直手

改定後

妓爵夙患者指導管理料宜
縮 季略稀
招 医師含看護師又修公認心理師爵心理的不安叔軽減殊柔酒酋州

面接叔行呪酒場合 200点
女～二季略稀

現行

妓爵夙患者指導管理料宜
縮 季略稀
招 医師又修看護師爵心理的不安叔軽減殊柔酒酋州

面接叔行呪酒場合 200点
女～二季略稀

令和狂年度診療報酬改定 10．質州高い爵夙医療州評価

➢ 爵夙患者指導管理料縮周寿い樹含末期州悪性腫瘍州患者周対手樹含当該患者州診療方針等周関殊柔意
思決定支援叔実施手酒場合周酬算定可能需殊柔需需酬周含医療機関爵適切収意思決定支援周係柔指針
叔作成手樹い柔惹需叔要件需殊柔岸

爵夙患者指導管理料州算定要件州見直手

改定後

妓爵夙患者指導管理料宜
［算定要件］
注教 縮周寿い樹修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爵夙需
診断取汁酒患者綬あ呪樹継続手樹治療叔行う酬州周対手樹含当該患者州
同意叔得樹含当該保険医療機関州保険医爵看護師需共同手樹含診療方針
等周寿い樹十分周話手合い含腫州内容叔文書等周十戎提供手酒場合又修
入院中州患者以外州末期州悪性腫瘍州患者周対手樹含当該患者州同意叔
得樹含当該保険医療機関州保険医爵看護師需共同手樹含診療方針等周寿
い樹十分周話手合呪酒上綬含当該診療方針等周関殊柔当該患者州意思決
定周対殊柔支援叔行い含腫州内容叔文書等周十戎提供手酒場合周季略稀
算定殊柔岸

現行

妓爵夙患者指導管理料宜
［算定要件］
注教 縮周寿い樹修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爵夙需診断取汁酒患者綬あ呪樹継続手
樹治療叔行う酬州周対手樹含当該患者州同意叔得樹含当該
保険医療機関州保険医爵看護師需共同手樹含診療方針等周
寿い樹十分周話手合い含腫州内容叔文書等周十戎提供手酒
場合周季略稀算定殊柔岸
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季教稀爵夙患者指導管理料州見直手
季爵夙患者州心理的不安叔軽減殊柔酒酋州体制州充実稀



招州抗悪性腫瘍剤州投与
腫州他必要収治療管理叔

行呪酒場合叔算定

縮州抗悪性腫瘍
剤叔投与手酒場合叔

算定

➢ 悪性腫瘍州患者周対殊柔外来周杓寂柔安心・安全収化学療法州実施叔推進殊柔観点灼従含必要収診療体制叔整備手酒
上綬外来化学療法叔実施殊柔場合州評価叔新設殊柔岸

［算定要件］
• 悪性腫瘍叔主病需殊柔患者綬含入院中州患者以外州患者周対手樹含注射周十柔化学療法州実施及秀実施周伴う腫州他必要収治療管理季副作用等周係柔診

療等叔含週稀叔行呪酒場合周含縮周寿い樹修抗悪性腫瘍剤叔投与手酒日周含月況回周限戎含招周寿い樹修抗悪性腫瘍剤州投与腫州他州必要収治療管理叔
行呪酒場合周週教回周限戎算定殊柔岸

• 招周規定殊柔点数修含注射周十柔外来化学療法州実施腫州他必要収治療管理叔実施中州期間周含当該外来化学療法又修治療周伴う副作用等綬来院手酒患
者周対手含診察季身体診察叔含週稀州上含必要周応朱樹速や灼周検査含投薬等叔行う体制叔評価手酒酬州綬あ柔岸

• 患者州心理状態周十分配慮取汁酒環境綬含抗悪性腫瘍剤州効能・効果含投与計画含副作用州種類需腫州対策等周寿い樹文書周十戎説明叔行う岸

［施設基準］
• 専任州医師又修看護師又修薬剤師爵院内周常時教人以上配置取汁含本診療料叔算定手樹い柔患者灼従州副作用等周係柔問い合わ珠・相談周24時間対応綬

酌柔連絡体制爵整備取汁樹い柔惹需岸 ・ 急変時等周当該患者爵入院綬酌柔体制爵確保取汁樹い柔惹需岸
• 外来化学療法叔実施殊柔酒酋州治療室叔有手樹い柔惹需岸 ・ 化学療法州経験叔有殊柔専任州医師含看護師含薬剤師爵勤務手樹い柔惹需岸
• 季外来腫瘍化学療法診療料教州輯稀化学療法州抄準娼ン州妥当性叔評価・承認殊柔委員会叔開催手樹い柔惹需岸

妓算定州縮娼ー準季抗悪性腫瘍剤況週毎投与州場合州一例稀宜

Day 1 Day 22

改定後
(教)州

抗悪性腫瘍剤叔
注射手酒場合叔算定

現行
縮 外来化学療法加算教

季教稀 抗悪性腫瘍剤叔注射手酒場合
Õ 15歳未満 820点
Ö 15歳以上 600点

招 外来化学療法加算橋
季教稀抗悪性腫瘍剤叔注射手酒場合

Õ 15歳未満 740点
Ö 15歳以上 470点

改定後
季新稀教 外来腫瘍化学療法診療料教

縮 抗悪性腫瘍剤叔投与手酒場合 700点
招 抗悪性腫瘍剤州投与腫州他必要収治療管理叔行呪酒場合 400点

季新稀橋 外来腫瘍化学療法診療料橋
縮 抗悪性腫瘍剤叔投与手酒場合 570点
招 抗悪性腫瘍剤州投与腫州他必要収治療管理叔行呪酒場合 270点

季新稀注 15歳未満州小児州場合 200点叔加算

通常州再診料等
叔算定

Day 1 Day 22

外来化学療法実施中州
副作用周十柔予定外受診等

(教)州
抗悪性腫瘍剤叔

注射手酒場合叔算定

縮州抗悪性腫瘍
剤叔投与手酒場合叔

算定
外来化学療法実施中州

副作用周十柔予定外受診等
抗悪性腫瘍剤州

投与
抗悪性腫瘍剤州

投与
抗悪性腫瘍剤州

投与
抗悪性腫瘍剤州

投与

現行
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季橋稀外来化学療法加算州見直手
季悪性腫瘍州治療周杓寂柔安心・安全収外来化学療法州評価州新設稀



➢ 外来化学療法叔実施殊柔爵夙患者州治療周杓い樹含専門的収知識叔有殊柔管理栄養士爵患者州状態
周応朱酒質州高い指導叔実施手酒場合周寿い樹含新酒収評価叔行う岸

外来栄養食事指導料州要件州見直手

改定後
妓外来栄養食事指導料宜
［算定要件］
注3 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
関周杓い樹含外来化学療法叔実施手樹い柔悪性腫瘍州患者周対手樹含医師州指示周基授酌当該保険医療機
関州専門的収知識叔有殊柔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限戎含月教回周限戎
260点叔算定殊柔岸

［留意事項］
専門的収知識叔有手酒管理栄養士爵医師州指示周基授酌含外来化学療法叔実施手樹い柔悪性腫瘍州患者

主需周腫州生活条件含手好叔勘案手酒食事計画案等叔必要周応朱樹交付手含療養州酒酋必要収指導叔行呪
酒場合周算定殊柔岸

［施設基準］
(教) 悪性腫瘍州栄養管理周関殊柔研修叔修了手含灼寿含栄養管理季悪性腫瘍患者周対殊柔酬州叔含週岸稀

周係柔況年以上州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
(橋) (教)周掲弱柔悪性腫瘍州栄養管理周関殊柔研修需修含次州事項周該当殊柔研修州惹需叔いう岸

淑 医療関係団体等爵実施殊柔300時間以上州研修綬あ柔惹需岸
縮 悪性腫瘍州栄養管理州酒酋州専門的収知識・技術叔有殊柔管理栄養士州養成叔目的需手酒研修綬あ柔

惹需岸

現行
妓外来栄養食事指導料宜
縮 外来栄養食事指導料教

［算定要件］
季新設稀

［施設基準］
季新設稀

栄養指導
季初回稀

260点

狂週 狂週 狂週

栄養指導
季教回目稀

算定州例
栄養指導

季橋回目稀

※：患者州状態周合わ珠酒指導州酒酋周必要収時間・回数叔個別周設定殊柔惹需綬十い

260点260点

栄養指導
季橋回目稀

栄養指導
季教回目稀

栄養指導
季狂回目稀

栄養指導
季況回目稀
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季況稀外来化学療法周係柔栄養管理州充実

http://1.bp.blogspot.com/-WK8bF0PScz0/Ugsxcg6jwHI/AAAAAAAAXXY/e9VZyoP23zw/s800/job_doctor_woman.png


➢ 放射線治療病室管理加算周寿い樹含治療用放射性同位元素又修密封小線源周十柔治療爵行わ汁酒患
者周対殊柔放射線治療病室管理叔腫汁趣汁評価殊柔需需酬周含放射線治療病室周係柔施設基準叔設
寂柔岸

改定後

妓放射線治療病室管理加算宜
季改稀 放射線治療病室管理加算季教日周寿酌稀

教 治療用放射性同位元素周十柔治療州場合 6,370点
橋 密封小線源周十柔治療州場合 2,200点

［施設基準］
教 治療用放射性同位元素周十柔治療州場合州施設基準

(教) 以下州い狩汁酬満酒手樹い柔惹需岸
淑 医療法施行規則第30条州12周規定殊柔放射線治療病室又修特別措置病室綬あ柔惹需岸

収杓含当該病室州画壁等州外側周杓寂柔実効線量爵一週間周寿酌一奨彰淳ー升承署以
下周収柔十う周画壁等腫州他必要収遮蔽物叔設寂柔惹需岸酒首手含当該病室州画壁等
州外側爵含人爵通行又修停在殊柔惹需州収い場所綬あ柔場合修含惹州限戎綬収い岸

縮 当該病室内又修病室付近周必要収放射線測定器季放射性同位元素周十柔汚染州検査
周係柔酬州稀含器材季放射性同位元素周十柔汚染州除去周係柔酬州稀及秀洗浄設備並
秀周更衣設備叔設置手樹い柔惹需岸酒首手含当該病室爵特別措置病室綬あ柔場合周修含
更衣設備州設置周代え樹含作業衣叔備え柔惹需叔酬呪樹含当該基準叔満酒手樹い柔酬
州需手樹差手支え収い岸

塾 当該病室爵放射線治療病室又修特別措置病室綬あ柔旨叔掲示手樹い柔惹需岸

橋 密封小線源周十柔治療州場合州施設基準
(教) 以下州い狩汁酬満酒手樹い柔惹需岸

淑 医療法施行規則第30条州12周規定殊柔放射線治療病室又修特別措置病室綬あ柔惹需岸
収杓含当該病室州画壁等州外側周杓寂柔実効線量爵一週間周寿酌一奨彰淳ー升承署以
下周収柔十う周画壁等腫州他必要収遮蔽物叔設寂柔惹需岸酒首手含当該病室州画壁等
州外側爵含人爵通行又修停在殊柔惹需州収い場所綬あ柔場合修含惹州限戎綬収い岸

縮 当該病室爵放射線治療病室又修特別措置病室綬あ柔旨叔掲示手樹い柔惹需岸

現行

妓放射線治療病室管理加算宜
放射線治療病室管理加算季教日周寿酌稀 2,500点

［施設基準］
季新設稀

出典：QST量子医科学研究所東達也先生提供資料

放射線治療病室州一例季京都大学附属病院稀
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季狂稀放射線治療病室管理加算州見直手



➢ 爵夙准叙妾勝招傷宿縮彰ン舜検査叔適切周推進殊柔観点灼従含当該検査州実態周即手樹評価州在戎方叔見直手含
検査結果州解釈・説明等州評価需手樹爵夙准叙妾勝招傷宿縮彰ン舜評価提供料叔新設殊柔岸

季新稀 爵夙准叙妾勝招傷宿縮彰ン舜評価提供料 12,000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区分番号響挟挟矯－19周掲弱柔爵夙准叙妾勝招傷宿縮彰ン舜検査周十戎得従
汁酒包括的収准叙妾勝招傷宿縮承州結果周寿い樹含当該検査結果叔医学的周解釈殊柔酒酋州爵夙薬物療法又修遺伝医学周関殊柔専門的収知識及秀技
能叔有殊柔医師含遺伝俊塾ン純彰ン舜技術叔有殊柔者等周十柔検討会綬州検討叔経酒上綬患者周提供手含灼寿含治療方針等周寿い樹文書叔用い樹当
該患者周説明手酒場合周含患者教人周寿酌教回周限戎算定殊柔岸
［施設基準］

当該検査綬得従汁酒包括的収准叙妾勝招傷宿縮承州結果周寿い樹含患者爵予期珠狩死亡手酒場合腫州他や週叔得収い場合叔除酌含出春潤徐ー署徐
助承綬州検討叔経酒上綬含全樹州対象患者周提供手含治療方針等周寿い樹文書叔用い樹説明手樹い柔惹需岸

現行
爵夙准叙妾勝招傷宿縮彰ン舜検査

教 検体提出時 8,000点
橋 結果説明時 48,000点

改定後
季改稀爵夙准叙妾勝招傷宿縮彰ン舜検査

44,000点
季新稀爵夙准叙妾勝招傷宿縮彰ン舜評価提供料

12,000点
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爵夙准叙妾勝招傷宿縮彰ン舜検査州見直手

➢ 質州高い無菌製剤処理州適切収評価叔推進殊柔観点灼従含無菌製剤処理料州対象需収柔施設周診療所叔追加殊柔岸

無菌製剤処理料州対象施設州見直手

季改稀爵夙准叙妾勝招傷宿縮彰ン舜検査 季新稀爵夙准叙妾勝招傷宿縮彰ン舜評価提供料
44,000点 12,000点
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治
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C-CAT※
※ がんゲノム情報管理センター

医療機関

爵夙准叙妾勝招傷宿縮彰ン舜検査 妓現行宜
季検体提出時稀 季結果説明時稀8,000点 48,000点

令和狂年度診療報酬改定 10．質州高い爵夙医療州評価

季狭稀爵夙准叙妾勝招傷宿縮彰ン舜検査等州見直手
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在宅爵夙医療総合診療料 季教日周寿酌稀
教 機能強化型州在支診・在支病

縮 病床叔有殊柔場合
(1) 処方箋叔交付殊柔場合 1,800点
(2) 処方箋叔交付手収い場合 2,000点

縮 病床叔有手収い場合
(1) 処方箋叔交付殊柔場合 1,650点
(2) 処方箋叔交付手収い場合 1,850点

橋 機能強化型以外州在支診・在支病
縮 処方箋叔交付殊柔場合 1,495点
招 処方箋叔交付手収い場合 1,685点

［算定要件］季抜粋稀
○ 在宅綬州療養叔行呪樹い柔末期州悪性腫瘍州患者綬あ呪樹通院爵困難収酬州周寿い樹算定殊柔岸
○ 計画的収医学管理州下周含次周掲弱柔基準州い狩汁周酬該当殊柔総合的収医療叔提供手酒場合周含教週間叔単位需手樹当該基準叔全樹

満酒手酒日周算定殊柔岸
淑 当該患者周対手含訪問診療又修訪問看護叔行う日爵合わ珠樹週狂日以上綬あ柔惹需岸
縮 訪問診療州回数爵週教回以上綬あ柔惹需岸
塾 訪問看護州回数爵週教回以上綬あ柔惹需岸

［施設基準］季抜粋稀
○ 居宅周杓い樹療養叔行呪樹い柔末期州悪性腫瘍患者綬あ呪樹通院爵困難収酬州周対手樹含計画的収医学管理州下周

総合的収医療叔提供綬酌柔惹需岸
○ 患者周対手含定期的周訪問診療及秀訪問看護叔実施綬酌柔体制爵あ柔惹需岸
○ 患者州症状急変等周十戎含患者等灼従求酋爵あ呪酒場合周含常時対応爵綬酌柔体制爵あ柔惹需岸

※小児加算修15歳未満州小児季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場合修含20歳未満州者稀周
寿い樹算定岸

小児加算
1,000点(週周教回)

令和狂年度診療報酬改定 10．質州高い爵夙医療州評価

季矯稀小児州在宅爵夙医療総合診療料州評価季再掲稀



11．難病患者 対 適切 医療 評価

季教稀指定難病 診断 必要 遺伝学的検査 評価

季橋稀遠隔連携遺伝 ンセ ン 新設

季況稀生体移植時 け 適切 検査 実施

季狂稀知的障害 有 患者 診療 係 遠隔連携診療料 見直

季狭稀難病患者又 患者 診療 け 医療機関間 情報共有 連携 推進
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➢ 難病患者周対殊柔診断州酒酋州検査叔充実取珠柔観点灼従含診断周当酒戎遺伝学的検査州実施爵必
須需取汁柔指定難病綬あ呪樹含分析的妥当性爵関係学会等周十戎確認取汁酒酬州周寿い樹含遺伝学
的検査州対象疾患周追加殊柔季53疾患稀岸

令和狂年度診療報酬改定 11．難病患者周対殊柔適切収医療州評価

出 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
季支稀局長周届寂出酒保険医療機関周
杓い樹検査爵行わ汁柔場合周算定綬酌
柔酬州

述 臨床症状や他州検査等綬修診断爵寿灼収い場合周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季支稀局長周届寂出酒保険医療機関周杓い樹検査爵行わ汁柔場合
周算定綬酌柔酬州

教 処理爵容易収
酬州
季3,880点稀

廠縮遵醇ー妾病季妾循多糖症レ型含妾
循多糖症ロ型含旬ー淳熟病含傷宿償彰
病及秀唱ン召病叔含週岸稀含脆弱欣症
候群

TNF受容体関連周期性症候群含中條－西村症候群含家族性地中海熱含升潤抄妾奨述徐初ー含過剰
自己貪食叔伴う欣連鎖性奨述徐初ー含非準潤署招傷祝ー性奨述署藷ー症候群含遺伝性周期性四肢
麻痺含禿頭需変形性脊椎症叔伴う常染色体劣性白質脳症含結節性硬化症含肥厚性皮膚骨膜症

橋 処理爵複雑収
酬州
季5,000点稀

勝彰述ン病含竣彰述除彰ン関連周期熱
症候群季中略稀含響欽均11準潤署藷淑
／曲響勤含響欽均12／僅響桐／蕎凝鏡
／鏡蕎桐玉勤含徐ン署庶ン酸春薯ー巡
関連神経変性症／極郷尭蕎教含根性点
状軟骨異形成症教型含家族性部分性脂
肪萎縮症

遵署潤症候群含鏡桐均橋欠損症季中略稀含先天性勝招庶縮ン鏡欠乏症含先天性勝招庶縮ン勤欠乏
症含先天性淑ン初署招ン鋤ン欠乏症含筋萎縮性側索硬化症含家族性特発性基底核石灰化症含縁取
戎空砲叔伴う遠位型奨述徐初ー含淳少ワ承曙・小ン召承症候群含肥大型心筋症含家族性高循抄潤
庶招ー承血症含先天性奨述徐初ー含皮質下梗塞需白質脳症叔伴う常染色体優性脳動脈症含神経軸
索潤傷熟招縮書形成叔伴う遺伝性秀蹴夙性白質脳症含先天性無痛無汗症含家族性良性慢性天疱隰含
那須・女循廠病含俊ー藷ー複合含召承述春淳遵ー妾形成異常症含召承述春淳遵ー妾β酸化系酵素
欠損症含勝廠潤嘗招ー准ン合成酵素欠損症含淑俊順廠純奨淑含原発性高淳少塾酸尿症レ型含抄傷
楯妾病含先天性葉酸吸収不全症含異型唱承傷祝彰ン症含先天性骨髄性唱承傷祝彰ン症含急性間欠
性唱承傷祝彰ン症含赤芽球性勝招署唱承傷祝彰ン症含欣連鎖優性勝招署唱承傷祝彰ン症含遺伝性
循勝招唱承傷祝彰ン症含晩発性皮膚唱承傷祝彰ン症含肝性骨髄性唱承傷祝彰ン症含原発性高俊縮
招奨竣招ン血症含無β彰唱順ン徐竣血症含順薯署傷術彰暑竣骨異形成症含遺伝性膵炎含嚢胞性線
維症含淑暑淳将ー症候群季順縮勝教含順縮勝橋含順縮勝況稀含俊薯序ン病含先天性舜彰循淳承哨
潤傷宿初準承縮叙淳署ー承欠損症含大理石骨病含脳竣抄淑初ン欠乏症候群含助傷招ン癆含家族性
低β彰唱順ン徐竣血症教季哨宵接合体稀含進行性家族性肝内胆汁う呪滞症

況 処理爵極酋樹
複雑収酬州
季8,000点稀

神経有棘赤血球症含先天性筋無力症候
群季中略稀含血管型出ー廠潤処ン招潤
症候群季血管型稀含遺伝性自己炎症疾
患含出勝潤順縮ン症候群

書廠升症候群含循傷祝ン・淳彰潤症候群含歌舞伎症候群含肺胞蛋白症季自己免疫性又修先天性稀含
諸ー薯ン症候群含骨形成不全症含脊髄小脳変性症季多系統萎縮症叔除錫稀含古典型出ー廠潤・処
ン招潤症候群含非典型溶血性尿毒症症候群含淑承唱ー署症候群含傷宿ン循藷貧血含遺伝性鉄芽球
性貧血含淑廠準ー承症候群含承鋤ン淳少順縮ン・庶縮鋤症候群含奨署循ン書彰淑病

季教稀指定難病州診断周必要収遺伝学的検査州評価
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➢ 難病領域周杓い樹含個別州疾患州診断・治療周関殊柔知識等叔有殊柔医師爵必狩手酬十分周修存在
手収い惹需叔踏蹴え含遺伝俊塾ン純彰ン舜加算周寿い樹含患者周対面診療叔行う医師需当該疾患周
関殊柔十分収知識等叔有殊柔医師爵連携手含情報通信機器叔用い樹遺伝俊塾ン純彰ン舜叔実施手酒
場合酬算定可能需殊柔岸

妓検体検査判断料宜 遺伝俊塾ン純彰ン舜加算 1,000点
注矯 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難病周関殊柔検査季区分番号響

挟挟矯－狂周掲弱柔遺伝学的検査及秀区分番号響挟挟矯－20周掲弱柔角膜準潤署招傷祝ー遺伝子検査叔いう岸以下同朱岸稀又修遺伝性腫瘍周関殊
柔検査季区分番号響挟挟矯－19周掲弱柔爵夙准叙妾勝招傷宿縮彰ン舜検査叔除錫岸稀叔実施手含腫州結果周寿い樹患者又修腫州家族等周対手遺伝
俊塾ン純彰ン舜叔行呪酒場合周修含遺伝俊塾ン純彰ン舜加算需手樹含患者教人周寿酌月教回周限戎含1,000点叔所定点数周加算殊柔岸酒首手含遠隔
連携遺伝俊塾ン純彰ン舜季情報通信機器叔用い樹含他州保険医療機関需連携手樹行う遺伝俊塾ン純彰ン舜季難病周関殊柔検査周係柔酬州周限柔岸稀
叔いう岸稀叔行う場合修含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行う場合周限戎算定殊柔岸

［算定要件］季概要・一部抜粋稀
• 患者周対面診療叔行呪樹い柔保険医療機関州医師修含他州保険医療機関州医師周診療情報州提供叔行い含連携手樹診療叔行う惹需周寿い樹含あ従灼

朱酋患者周説明手同意叔得柔惹需岸
• 当該他州保険医療機関州医師修含厚生労働省州定酋柔情報通信機器叔用い酒診療周係柔指針周沿呪樹診療叔行う惹需岸蹴酒含個人州遺伝情報叔適切

周扱う観点灼従含当該他州保険医療機関内周杓い樹診療叔行う惹需岸
• 当該他州保険医療機関修本区分州鬼注矯亀遺伝俊塾ン純彰ン舜加算州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綬

あ柔惹需岸

保険医療機関A 保険医療機関B

主治医
●●症候群疑い需判断手含
検査叔実施岸

●●症候群州専門家遠隔連携
遺伝俊塾ン純彰ン舜

遺伝俊塾ン純彰ン舜加算周係柔施設基準州届出叔行呪樹い柔医療機関 遺伝俊塾ン純彰ン舜加算周係柔施設基準州届出叔行呪樹い柔医療機関

遠隔連携遺伝俊塾ン純彰ン舜州新設

令和狂年度診療報酬改定 11．難病患者周対殊柔適切収医療州評価

季橋稀遠隔連携遺伝俊塾ン純彰ン舜州新設
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➢ HTLV－1陽性患者州生体移植後周杓い樹含指定難病綬あ柔HTLV－1関連脊髄症州発症彰潤竣爵高い
需州報告叔踏蹴え含 HTLV－教核酸検出州要件及秀生体移植時周杓寂柔臓器等提供者周係柔感染症
検査州取扱い叔見直殊 岸

算定要件州見直手

改定後
妓微生物核酸同定・定量検査宜
［算定要件］
(18) 凝均局錦－教核酸検出
鬼14亀州凝均局錦－教核酸検出修含区分番号鬼響挟教橋亀感染症免疫学的検査州鬼50亀州凝
均局錦－ì抗体季塾出潤順ン償招暑署法及秀廠縮ン償招暑署法稀周十呪樹判定保留需収呪酒
妊婦含移植者季生体部分肺移植含生体部分肝移植含生体腎移植又修生体部分小腸移植州場合
周限柔岸稀又修臓器等提供者季生体部分肺移植含生体部分肝移植含生体腎移植又修生体部分
小腸移植州場合周限柔岸稀叔対象需手樹測定手酒場合周州輯算定殊柔岸季中略稀

妓第10部 手術宜
［算定要件］
＜通則＞
20 臓器等移植周杓寂柔組織適合性試験及秀臓器等提供者周係柔感染症検査州取扱い
(1) 季略稀
(2) 臓器等提供者周係柔感染症検査
淑 臓器等提供者周係柔感染症検査需修含凝郷s抗原含凝郷c抗体半定量・定量含凝鏡錦抗体定
性・定量含凝尭錦－教抗体含凝尭錦－橋抗体定性・定量含凝均局Ｖ－ì抗体定性含凝均局Ｖ
－ì抗体半定量含凝均局錦－ì抗体含凝均局Ｖ－ì抗体季塾出潤順ン償招暑署法及秀廠縮ン
償招暑署法稀含凝均局Ｖ－教核酸検出含梅毒署抄唱助ー嘗抗体半定量含梅毒署抄唱助ー嘗抗
体定量又修楯縮署娼峻招塾縮承潤抗体州全部又修一部叔いう季同一検査綬定性及秀定量測定
爵あ柔場合修含い狩汁灼教寿州検査周限戎含凝均局Ｖ－ì抗体定性含凝均局Ｖ－ì抗体半定
量及秀凝均局Ｖ－ì抗体周寿い樹修含惹州う儒い狩汁灼教寿州検査周限柔岸稀岸酒首手含凝
均局Ｖ－ì抗体季塾出潤順ン償招暑署法及秀廠縮ン償招暑署法稀及秀凝均局Ｖ－教核酸検出
周寿い樹修含生体部分肺移植含生体部分肝移植含生体腎移植又修生体部分小腸移植州場合綬
あ呪樹含凝均局Ｖ－教感染州診断指針周基授酌実施取汁酒場合周限柔岸
縮～出 季略稀

現行
妓微生物核酸同定・定量検査宜
［算定要件］
(18) 凝均局錦－教核酸検出
鬼14亀州凝均局錦－教核酸検出修含区分番号
鬼響挟教橋亀感染症免疫学的検査州鬼50亀州
凝均局錦－ì抗体季塾出潤順ン償招暑署法及
秀廠縮ン償招暑署法稀周十呪樹判定保留需
収呪酒妊婦叔対象需手樹測定手酒場合周州輯
算定殊柔岸季中略稀

妓第10部 手術宜
［算定要件］
＜通則＞
20 臓器等移植周杓寂柔組織適合性試験及秀臓
器等提供者周係柔感染症検査州取扱い
(1) 季略稀
(2) 臓器等提供者周係柔感染症検査
淑 臓器等提供者周係柔感染症検査需修含凝郷s
抗原含凝郷c抗体半定量・定量含凝鏡錦抗体定
性・定量含凝尭錦－教抗体含凝尭錦－橋抗体
定性・定量含凝均局錦－ì抗体含梅毒署抄唱
助ー嘗抗体半定量含梅毒署抄唱助ー嘗抗体定
量又修楯縮署娼峻招塾縮承潤抗体季同一検査
綬定性及秀定量測定爵あ柔場合修含い狩汁灼
教寿州検査周限柔岸稀州全部又修一部叔いう岸
縮～出 季略稀

令和狂年度診療報酬改定 11．難病患者周対殊柔適切収医療州評価

季況稀生体移植時周杓寂柔適切収検査州実施
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➢ 遠隔連携診療料州対象患者周含知的障害叔有殊柔樹夙灼夙患者爵含蹴汁柔惹需叔明確化手含知的障
害叔有殊柔樹夙灼夙患者周寿い樹含灼灼戎寿寂医需樹夙灼夙診療拠点病院等州医師爵連携手樹当該
患者周対殊柔診療叔継続殊柔場合州評価叔新設殊柔岸

改定後

妓遠隔連携診療料宜
季改稀教 診断叔目的需殊柔場合 750点
季改稀橋 腫州他州場合 500点

［算定要件］
注教 略

橋 橋周寿い樹修含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樹夙灼夙季知的障害
叔有殊柔者周係柔酬州周限柔岸稀州治療叔行う惹需叔
目的需手樹含患者州同意叔得樹含樹夙灼夙周関殊柔専
門的収診療叔行呪樹い柔他州保険医療機関州医師周事
前周診療情報提供叔行呪酒上綬含当該患者州来院時周含
情報通信機器叔用い樹含当該他州保険医療機関州医師
需連携手樹診療叔行呪酒場合周含当該診療料叔最初周
算定手酒日灼従起算手樹教年叔限度需手樹含況月周教
回周限戎算定殊柔岸

［施設基準］
(2) 遠隔連携診療料州対象患者

縮 季略稀
招 樹夙灼夙季外傷性州樹夙灼夙及秀知的障害叔有殊柔

者周係柔酬州叔含週岸稀州疑い爵あ柔患者

現行

妓遠隔連携診療料宜
500点

［算定要件］
注教 略
季新設稀

［施設基準］
(2) 遠隔連携診療料州対象患者

縮 季略稀
招 樹夙灼夙季外傷性州樹夙灼夙叔含週岸稀州疑い爵あ柔

患者

遠隔連携診療料州評価等州見直手

令和狂年度診療報酬改定 11．難病患者周対殊柔適切収医療州評価

季狂稀知的障害叔有殊柔樹夙灼夙患者州診療周係柔遠隔連携診療料州見直手
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➢ 地域州診療所等爵含指定難病患者又修樹夙灼夙患者季当該疾病爵疑わ汁柔患者叔含週岸稀叔専門州
医療機関周紹介手含紹介先州医療機関周杓い樹酬継続的周当該患者周対殊柔診療叔行う場合綬あ呪
樹含紹介元州診療所等灼従州求酋周応朱樹含診療情報叔提供手酒場合州評価叔新設殊柔岸

季新稀連携強化診療情報提供料 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］
• 他州保険医療機関灼従紹介取汁酒指定難病州患者又修樹夙灼夙州患者季当該疾病爵疑わ汁柔患者叔含週岸稀

［施設基準］
• 当該保険医療機関州敷地内周杓い樹喫煙爵禁止取汁樹い柔惹需岸
• 次州い狩汁灼州指定叔受寂樹い柔保険医療機関綬あ柔惹需岸

Õ難病診療連携拠点病院又修難病診療分野別拠点病院季指定難病州患者周係柔場合周限柔岸稀
Ö樹夙灼夙支援拠点病院季樹夙灼夙州患者周係柔場合周限柔岸稀

例：日常診療叔実施

指定難病州
患者叔紹介

診療状況叔
提供

例：専門的収診療叔実施

地域州医療機関

連携強化診療情報
提供料叔算定

難病診療連携拠点病院又修
難病診療分野別拠点病院

例：日常診療叔実施

樹夙灼夙州
患者叔紹介

診療状況叔
提供

例：専門的収診療叔実施

地域州医療機関

連携強化診療情報
提供料叔算定

樹夙灼夙支援拠点病院
Õ Ö

令和狂年度診療報酬改定 11．難病患者周対殊柔適切収医療州評価

季狭稀難病患者又修樹夙灼夙患者州診療周杓寂柔医療機関間州情報共有・連携州推進



12． ビ ョン

季教稀疾患別 ビ ョン料 見直

季橋稀運動器 ビ ョン料 見直

季況稀 ビ ョン 提出加算 新設
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彰女鋤彰庶ー淳庄ン州役割分担季縮娼ー準稀
令和狂年度診療報酬改定 12.彰女鋤彰庶ー淳庄ン

急性期 回復期 維持期・生活期
心身機能 改善 改善 維持・改善
ADL 向上 向上 維持・向上
活動・参加 再建 再建 再建・維持・向上
QOL － － 維持・向上
内容 早期離床・早

期彰女周十柔
廃用症候群州
予防

集中的彰女周十柔機能回復・ADL向
上

彰女専門職州輯収従狩含多職種周十呪樹構成取汁柔
初ー妾淑勝招ー初周十柔生活機能州維持・向上含自
立生活州推進含介護負担州軽減含QOL州向上

主周医療保険 主周介護保険役割分担

季資料出所稀日本彰女鋤彰庶ー淳庄ン病院・施設協会鬼高齢者彰女鋤彰庶ー淳庄ン医療州舜廠ン書緒殉縮ン亀季青海社稀十戎厚生労働省老人保健課周杓い樹作成

外来

脳卒中等州発症

安定化

病院含診療所含介護老人保健施設含介護医療院

訪問看護潤庶ー淳庄ン
訪
問

通
所入院

維持期・生活期回復期

診断・治療

急性期

身
体
機
能

病院含診療所含老人保健施設含介護医療院
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疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン料州概要Õ
➢ H000心大血管疾患彰女鋤彰庶ー淳庄ン料含H001脳血管疾患等彰女鋤彰庶ー淳庄ン料含H001-2

廃用症候群彰女鋤彰庶ー淳庄ン料含H002運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料含H003呼吸器彰女鋤彰
庶ー淳庄ン料叔蹴需酋樹含鬼疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン料亀需いう岸

項目名 点数 実施時間 標準的算定日数 対象疾患季抜粋稀

心大血管疾患
彰女鋤彰庶ー淳庄ン料

心大血管疾患彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季ì稀 205点
心大血管疾患彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季í稀 125点

教単位
20分 150日

○ 急性心筋梗塞含狭心症含開心術後含大
血管疾患含慢性心不全綬左室駆出率40%
以下 等

脳血管疾患等
彰女鋤彰庶ー淳庄ン料

脳血管疾患等彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季ì稀 245点
脳血管疾患等彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季í稀 200点
脳血管疾患等彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季î稀 100点

教単位
20分 180日 ○ 脳梗塞含脳腫瘍含脊髄損傷含徐ー春ン

遵ン病含高次脳機能障害 等

廃用症候群
彰女鋤彰庶ー淳庄ン料

廃用症候群彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季ì稀 180点
廃用症候群彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季í稀 146点
廃用症候群彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季î稀 77点

教単位
20分 120日 ○ 急性疾患等周伴う安静周十柔廃用症候

群

運動器
彰女鋤彰庶ー淳庄ン料

運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季ì稀 185点
運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季í稀 170点
運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季î稀 85点

教単位
20分 150日 ○ 上・下肢州複合損傷含脊椎損傷周十柔

四肢麻痺含運動器州悪性腫瘍 等

呼吸器
彰女鋤彰庶ー淳庄ン料

呼吸器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季ì稀 175点
呼吸器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季í稀 85点

教単位
20分 90日

○ 肺炎・無気肺含肺腫瘍含肺塞栓含慢性
閉塞性肺疾患綬あ呪樹重症度分類í以上
州状態 等

令和狂年度診療報酬改定 12.彰女鋤彰庶ー淳庄ン
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疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン料州概要Ö
➢ 疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン料周係柔主収施設基準修含以下州需杓戎岸

項目名 医師※教 療法士全体 理学療法士
季PT※橋稀

作業療法士
季OT※橋稀

言語聴覚士
季ST※橋含※

況稀
専有面積

季内法周十柔稀
器械・

器具具備

心大血管疾患
彰女鋤彰庶ー淳庄ン

料

季ì稀

循環器科又修心臓血管
外科州医師爵実施時間

帯周常時勤務
専任常勤教名以上

－
専従常勤PT及秀
専従常勤看護師

合わ珠樹橋名以上等

必要周応朱樹配置 － 病院 30m2以上
診療所 20m2以上 要

季í稀
実施時間帯周上記州医
師及秀経験叔有殊柔医
師季い狩汁酬非常勤叔
含週稀教名以上勤務

－ 専従州PT又修看護師
い狩汁灼教名以上

脳血管疾患等
彰女鋤彰庶ー淳庄ン

料

季ì稀 専任常勤橋名以上※狂 専従従事者
合計10名以上※狂

専従常勤PT
狭名以上※狂

専従常勤OT
況名以上※狂

季言語聴覚療法
叔行う場合稀
専従常勤ST
教名以上※狂

160m2以上※狂 季言語聴覚療
法叔行う場

合稀
専用室季脅m2

以上稀教室以
上

要季í稀 専任常勤教名以上 専従従事者
合計狂名以上※狂

専従常勤PT
教名以上

専従常勤OT
教名以上

病院 100m2以上
診療所 45m2以上

季î稀 専任常勤教名以上 専従州常勤PT含常勤OT又修常勤ST州い狩汁灼教名以上 病院 100m2以上
診療所 45m2以上

廃用症候群
彰女鋤彰庶ー淳庄ン

料

季ì稀
～

季î稀
脳血管疾患等彰女鋤彰庶ー淳庄ン料周準朱柔

運動器
彰女鋤彰庶ー淳庄ン

料

季ì稀

専任常勤教名以上

専従常勤PT又修専従常勤OT合わ珠樹狂名以上

－
病院 100m2以上
診療所 45m2以上 要季í稀 専従常勤PT橋名又修専従常勤OT橋名以上あ柔い修専従常勤PT及秀専

従常勤OT合わ珠樹橋名以上

季î稀 専従常勤PT又修専従常勤OT教名以上 45m2以上

呼吸器
彰女鋤彰庶ー淳庄ン

料

季ì稀
専任常勤教名以上

専従常勤PT教名叔含週常勤PT含常勤OT又修常勤ST合わ珠樹橋名以上
－

病院 100m2以上
診療所 45m2以上 要

季í稀 専従常勤PT含専従常勤OT又修上記ST教名以上 45m2以上
※教 常勤医師修含週況日以上灼寿週22時間以上州勤務叔行呪樹い柔複数州非常勤医師叔組輯合わ珠酒常勤換算綬酬配置可能
※橋 常勤PT・常勤OT・常勤ST修含週況日以上灼寿週22時間以上州勤務叔行呪樹い柔複数州非常勤職員叔組輯合わ珠酒常勤換算綬酬配置可能季酒首手含橋名以上州常勤職員爵要件州酬州周寿い樹含常勤職員爵配置取汁樹い柔惹需需輯収殊惹需

爵綬酌柔州修含一定州人数蹴綬稀
※況 言語聴覚士周寿い樹修含各項目綬兼任可能
※狂 脳血管疾患等彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季ì稀周杓い樹含言語聴覚療法州輯叔実施殊柔場合修含上記規定周十従狩含以下叔満酒殊場合周算定可能

○ 医師：専任常勤教名以上 ○ 専従常勤ST況名以上季※橋州適用あ戎稀 ○ 専用室及秀器械・器具州具備あ戎
蹴酒含脳血管疾患等彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季í稀周寿い樹含言語聴覚療法州輯叔実施殊柔場合含以下叔満酒殊場合周算定可能
○ 医師：専任常勤教名以上 ○ 専従常勤ST橋名以上季※橋州適用あ戎稀 ○ 専用室及秀器械・器具州具備あ戎

令和狂年度診療報酬改定 12.彰女鋤彰庶ー淳庄ン
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➢ 質州高い彰女鋤彰庶ー淳庄ン叔更周推進殊柔観点灼従含標準的算定日数叔超え樹彰女鋤彰庶ー淳庄
ン叔行う場合周含月周教回以上機能的自立度評価法季FIM稀叔測定手樹い柔惹需叔要件化殊柔岸

疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン料州算定要件州見直手

改定後

妓彰女鋤彰庶ー淳庄ン宜
［算定要件］季概要稀
• 教灼月周教回以上含驚尭曲季機能的自立度評価法稀州測定周十戎当該患者州彰女鋤彰庶ー淳庄ン州必要性叔判断殊柔
• 彰女鋤彰庶ー淳庄ン実施計画書叔作成手含患者又修腫州家族等周説明州上交付殊柔需需酬周含腫州写手叔診療録周添付
• 鬼特掲診療料州施設基準等及秀腫州届出周関殊柔手続酌州取扱い周寿い樹亀州鬼別添橋亀州様式周基授酌含教年間周当該疾患別彰女

鋤彰庶ー淳庄ン料叔算定手酒患者州人数含驚尭曲等周寿い樹報告叔行う惹需需殊柔
季酒首手含驚尭曲州測定周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周あ呪樹修惹州限戎綬修収い岸稀

★疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン料州点数周寿い樹季縮娼ー準稀
季脳血管彰女鋤彰庶ー淳庄ン料季ì稀州場合稀

赤枠州部分季標準的算定日数叔超え酒場合綬あ呪樹含医学的
周彰女鋤彰庶ー淳庄ン叔継続手樹行う惹需爵必要綬あ柔需認
酋従汁酒場合稀周寿い樹含月周教回以上機能的自立度評価法
季FIM稀叔測定手樹い柔惹需叔要件化殊柔岸
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➢ 医学的収理由周十戎頻回州彰女鋤彰庶ー淳庄ン計画書等州作成爵必要収場合周杓い樹含質州高い彰
女鋤彰庶ー淳庄ン叔推進手寿寿事務手続州簡素化叔図柔観点灼従含疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン料周
杓寂柔彰女鋤彰庶ー淳庄ン実施計画書周係柔要件叔以下州需杓戎見直殊岸

疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン料州算定要件州見直手

妓彰女鋤彰庶ー淳庄ン宜
［算定要件］季概要稀
• 彰女鋤彰庶ー淳庄ン実施計画書及秀彰女鋤彰庶ー淳庄ン実施総合計画書周寿い樹修含計画書周患者自従署名殊柔惹需爵困難綬あ戎含

灼寿含遠方周居住手樹い柔等州理由周十戎患者州家族爵署名殊柔惹需爵困難綬あ柔場合周修含疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン叔当該患者
周対手樹初酋樹実施殊柔場合季新酒収疾患爵発症手含新酒周他州疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン叔要殊柔状態需収呪酒場合綬あ呪樹含新
酒収疾患州発症日等叔酬呪樹他州疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン州起算日需手樹当該他州疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン叔実施殊柔場合叔含
週岸稀叔除酌含家族等周情報通信機器等叔用い樹計画書州内容等叔説明手酒上綬含説明内容及秀彰女鋤彰庶ー淳庄ン州継続周寿い樹
同意叔得酒旨叔診療録周記載殊柔惹需周十戎含患者又修腫州家族等州署名叔求酋収く樹酬差手支え収い岸酒首手含腫州場合綬あ呪樹
酬含患者又修腫州家族等臭州計画書州交付爵必要綬あ柔惹需等周留意殊柔惹需岸

＆慕㊎様式コゲ＇

計画評価実施日 璈＆璈璈璈璈璈烝璈璈璈鏤璈璈璈日＇

発症日籗手術日 璈＆璈璈璈璈璈烝璈璈璈鏤璈璈璈日＇

箛䆴開始日 璈＆璈璈璈璈璈烝璈璈璈鏤璈璈璈日＇

暀 理学療法 暀 作業療法 暀 言語療法

暀 意識藴害＆ ニツピ 籗 トツピ 璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇ 暀 輸節可動域制限 ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇

暀 倭吸機能藴害 暀 拘縮籗変形 ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇

＋ 暀 酸素療法＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇ネグヮiワ 暀 気勉 暀 人溷倭吸器 暀 筋力徹託 ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇

暀 皓環藴害 暀 運動機能藴害

＋ 暀 テデ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇% 暀 濁整脈＆ 鐚 籗 無 ＇ ＆暀 麻痺璈暀 濁⺿意運動璈暀 運動失調璈暀 ﾊﾝｰｵﾛｿﾆｽﾜﾑ＇

暀 危険因子 暀 筋緊張異常 ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇

暀 高血坎症 暀 脂質異常症 暀 糖椰病 暀 喫煙 暀 感覚機能藴害＆暀 聴覚璈暀 視覚璈暀 表圻覚璈暀 深部覚＇

暀 肥▕ 暀 高椰酸血症 暀 綫性腎臓病 暀 家族頓 暀 音廖籗発や藴害

暀 ‡心症 暀 陳蹠性心筋梗塞 暀 㾮癮直 ＆暀 構音璈暀 失語璈暀 厘音璈暀 㾮癮直＆璈璈璈璈璈璈＇＇

暀 摂食嚥託藴害 ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇ 暀 高逗脳機能藴害＆暀 ぇ憶璈暀 注意璈暀 失行璈暀 失認璈暀 遂行＇

暀 栄養藴害 ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇ 暀 精神行動藴害 ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇

暀 排泄機能藴害 ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇ 暀 見当識藴害 ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇

暀 褥ē ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇ 暀 ぇ憶藴害 ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇

暀 疼痛 ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇ 暀 発遉藴害

暀 㾮癮直 ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇ ＆暀 自閉ｽﾍﾝｶﾄﾗﾑ症璈暀 学習藴害璈暀 注意靭祀多動性藴害＇

暀 寝返瞤 ＆暀 自立璈暀 瀧部跳助璈暀 跳助璈暀 非実施＇ 暀 燼哲保持 ＆暀 自立璈暀 瀧部跳助璈暀 跳助璈暀 非実施＇

暀 起疷琢疰瞤 ＆暀 自立璈暀 瀧部跳助璈暀 跳助璈暀 非実施＇ 暀 立哲保持 ＆暀 自立璈暀 瀧部跳助璈暀 跳助璈暀 非実施＇

暀 立瘜琢疰瞤 ＆暀 自立璈暀 瀧部跳助璈暀 跳助璈暀 非実施＇ 暀 㾮癮直 ＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇

食宙 → →

整容 → →

清茫籗入浴 → →

更衣＆琢半身＇ →

更衣＆託半身＇ →

穪磹箵 → →

排椰禴ン穪箼籞䈎 → →

排便禴ン穪箼籞䈎 → →

→

穪磹箵 → →

浴槽籗种筹ワ籞 →

歩行

＆杖籗装具８ ＇ → →

車椅子

艹段 → →

→ →

理解 →

表出 →

社会的交流 →

問巠解決 →

ぇ憶 →

→

→

基礎情報 暀 身長＆（／＇８璈＆璈璈璈璈璈璈＇ヤヮ 暀 体重８璈＆璈璈璈璈璈璈＇レg 暀 ッノナ＆（／＇８璈＆璈璈璈璈璈璈＇レgグ㎡

栄養補給方法＆複数選択可＇ 暀 経口８璈＆暀 食宙璈暀 補助食品＇ 暀 経管栄養 暀 静脈栄養８璈＆暀 鑽梢璈暀 中心＇ 暀 胃矤う

嚥託調整食癮必要性８璈＆暀 無璈璈暀 鐚８＆学会便類禴籞穵璈璈璈璈＇＇

栄養状態癮評価８ 暀 問巠𤺋痮 暀 徹栄養 暀 徹栄養箛䅈祲 暀 過栄養 暀 㾮癮直璈＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈＇

瓺琢ぇ𤹪瓖問巠𤺋痮瓘通外癉ゅ当痮瘓場合癉ぇ載𤭯

必要栄養量 熱量８璈＆璈璈璈璈璈璈＇レヤモロ 稛ン窾祲質量璈＆璈璈璈璈璈璈＇g

総摂流栄養量＆経口籗経57籗経静脈栄養癮合計＆（０＇＇ 熱量８璈＆璈璈璈璈璈璈＇レヤモロ 稛ン窾祲質量璈＆璈璈璈璈璈璈＇g

（／８身長測定疰困飫𤺋場合皕省略可 （０８入院直癆等𤹪濁軛𤺋場合皕総提供栄養量𤹪睘可

暀 要跳護状態癒便等 暀 身体藴害者手帳 暀 精神藴害者 暀 療育手帳籗愛護手帳 暀 㾮癮直＆飫病等＇

暀 申請中 暀 要支援状態癒便＆暀 ／璈暀 ０＇ 保健福祉手帳

暀 要跳護状態癒便＆暀 ／璈暀 ０璈暀 １璈暀 ２璈暀 ３＇ 種 ㊏ ㊏ 藴害程燵

暀 予定入院期間＆璈璈璈璈璈璈璈璈＇

暀 -院菱＆璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈 ＇

暀 長期的籗6162的癉禡磕疰必要

箛䆴担当諭 主治諭 説軛砅溜痏瘓人８鑚人𤩍家族＆璈璈璈＇ 説軛日８璈璈璈烝璈璈璈璈鏤璈璈璈璈日

理学療法士 作業療法士

言語聴覚士 看護師 署隣

管理栄養士 社会福祉士

説軛者署隣

栄養＆※回皖期箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン病棟入院料／砅算定瘃矞場合皕必瘘ぇ入＇

箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン実施計画書

患者氏隣 性慕璈＆璈男璈籗璈女璈＇ 烝齢璈＆璈璈璈璈璈璈遁＇

併斂疾患籗合併症 安静燵籗箛䅈祲 禁忌籗特ぇ宙奡

排泄

移知

笽ッ穵𤩍椅子𤩍車椅子

ゲケ籗３籗．

治療不容算定病隣

心身機能籗構造璈※輸連瘃矞奡目癮䀹ぇ載

基鑚動作

FIM BI

得珵璈璈開始迯→現圻

奡目

ゲケ籗３籗．

璈椌計 ＆デナノ ザ-ゴザ＇

ゲケ籗３籗．

ゲザ籗ゲケ

籗３籗．

使用用具及皨

跳助不容等

日常生活活動＆動作＇ ＆実行状況＇璈※ッナ𥆩瘓皕デナノ癮い瘘矟㽷砅必瘘ぇ載

ゲケ籗３籗．

３籗．

３籗．

ゲケ籗３籗．

ゲケ籗３籗．

ゲケ籗３籗．

璈椌計 ＆デナノ ゲゴ-ズゲ𤩍ッナ ケ-ゲケケ＇

運

動

ゲザ籗ゲケ

籗３籗．

ゲケ籗３籗．

３籗．

３籗．𥞴䈎竴

禡磕

合計 ＆デナノ ゲス-ゲコシ＇

禴筿筦窊禡籞

种𥮲ン

認

知

移動

社会認識

治療方針＆箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン実施方針＇ 治療不容＆箛䆴竌箛穟籞种𥮲ン実施不容＇

ゲケ籗３籗． →

ゲケ籗３籗．

ゲケ籗３籗．

ゲザ籗ゲケ

籗３籗．

社会保藴秇籞竌䅈癮申請状況璈※ゅ当あ矞睘癮癮䀹

ゲケ籗３籗．

ゲザ籗ゲケ

籗３籗．

目標＆終了迯＇目標＆／ヶ鏤＇

○ 計画書周含署名欄爵設寂従汁樹杓戎含患者又修腫州家族灼従含署
名又修記名・押印爵必要綬あ柔岸

〇 や週叔得収い理由爵あ柔場合周限戎含計画書州内容等叔説明手酒
上綬含説明内容及秀彰女鋤彰庶ー淳庄ン州継続周寿い樹同意叔得
酒旨叔診療録周記載殊柔惹需周十戎含患者又修腫州家族等州署名
叔求酋収く樹酬差手支え収い惹需需殊柔岸

説軛砅溜痏瘓人８鑚人𤩍家族＆璈璈璈＇ 説軛日８璈璈璈烝璈璈璈璈鏤璈璈璈璈日

署隣
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➢ 運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料周寿い樹含対象需収柔疾患周鬼糖尿病足病変亀爵含蹴汁柔惹需叔明確
化殊柔岸

運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料州算定要件州見直手

改定後現行
妓運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料宜
［算定要件］
(橋) 運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料州対象需収柔患者修含特

掲診療料州施設基準等別表第九州六周掲弱柔患者綬あ呪
樹含以下州い狩汁灼周該当殊柔酬州叔いい含医師爵個別
周運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン爵必要綬あ柔需認酋柔酬州
綬あ柔岸

淑 急性発症手酒運動器疾患又修腫州手術後州患者需
修含上・下肢州複合損傷季骨含筋・腱・靭帯含神経含
血管州う儒況種類以上州複合損傷稀含脊椎損傷周十柔
四肢麻痺季教肢以上稀含体幹・上・下肢州外傷・骨折含
切断・離断季義肢稀含運動器州悪性腫瘍等州酬州叔い
う岸
縮 慢性州運動器疾患周十戎含一定程度以上州運動機
能及秀日常生活能力州低下叔来手樹い柔患者需修含関
節州変性疾患含関節州炎症性疾患含熱傷隴痕周十柔関
節拘縮含運動器不安定症等州酬州叔いう岸

妓運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料宜
［算定要件］
(橋) 運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料州対象需収柔患者修含特

掲診療料州施設基準等別表第九州六周掲弱柔患者綬あ呪
樹含以下州い狩汁灼周該当殊柔酬州叔いい含医師爵個別
周運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン爵必要綬あ柔需認酋柔酬州
綬あ柔岸

淑 急性発症手酒運動器疾患又修腫州手術後州患者需
修含上・下肢州複合損傷季骨含筋・腱・靭帯含神経含
血管州う儒況種類以上州複合損傷稀含脊椎損傷周十柔
四肢麻痺季教肢以上稀含体幹・上・下肢州外傷・骨折含
切断・離断季義肢稀含運動器州悪性腫瘍等州酬州叔い
う岸
縮 慢性州運動器疾患周十戎含一定程度以上州運動機
能及秀日常生活能力州低下叔来手樹い柔患者需修含関
節州変性疾患含関節州炎症性疾患含熱傷隴痕周十柔関
節拘縮含運動器不安定症含糖尿病足病変等州酬州叔い
う岸

令和狂年度診療報酬改定 12.彰女鋤彰庶ー淳庄ン

季橋稀運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料州見直手
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➢ 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

［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

令和狂年度診療報酬改定 12.彰女鋤彰庶ー淳庄ン

季況稀彰女鋤彰庶ー淳庄ン緒ー順提出加算州新設
季外来医療等周杓寂柔緒ー順提出周係柔評価州新設季再掲稀稀



290

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 季再掲稀

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

令和狂年度診療報酬改定 12.彰女鋤彰庶ー淳庄ン



13．精神医療
季教稀療養 就労両立支援指導料 見直 季再掲稀

季橋稀ここ 連携指導料 新設季再掲稀

季況稀依存症患者 対 医療 充実

季狂稀摂食障害治療 体制及び対象患者 見直

季狭稀通院 在宅精神療法 見直

季矯稀精神科在宅患者支援管理料 見直

季胸稀精神科救急医療体制 整備 推進

季脅稀自殺企図者等へ 治療等 評価 見直

季興稀認知症専門診断管理料 見直
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季教稀療養・就労両立支援指導料州見直手季再掲稀

➢ 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

令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

➢ 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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季橋稀惹惹渋州連携指導料州新設季再掲稀
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

➢ 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 13.精神医療

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

連携㽷㽷瞤瘨痏諭
精神科籗心療不科



季況稀依存症患者周対殊柔医療州充実
令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

➢ 重度淑承循ー承依存症入院医療管理加算周寿い樹含入院治療爵必要収薬物依存症州患者叔対象患
者周追加殊柔需需酬周含名称叔依存症入院医療管理加算周変更殊柔岸

改定後
季改稀妓依存症入院医療管理加算季教日周寿酌稀宜
教 30日以内 200点
橋 31日以上60日以内 100点

［対象患者］
入院治療爵必要収淑承循ー承依存症州患者又修薬物依存症
州患者

現行
妓重度淑承循ー承依存症入院医療管理加算季教日周寿酌稀宜
教 30日以内 200点
橋 31日以上60日以内 100点

［対象患者］
入院治療爵必要収淑承循ー承依存症州患者

➢ 依存症集団療法周寿い樹含淑承循ー承依存症州患者周対殊柔集団療法州実施周係柔評価叔新設
殊柔岸 改定後

妓依存症集団療法季教回周寿酌稀宜
［対象疾患］
教 季略稀
橋 季略稀
季新稀況 淑承循ー承依存症州場合 300点
［算定要件］
淑承循ー承依存症州患者綬あ呪樹含入院中州患者以外州酬州
周対手樹含集団療法叔実施手酒場合周含週教回灼寿計10回
周限戎算定殊柔岸

現行
妓依存症集団療法季教回周寿酌稀宜
［対象疾患］
教 薬物依存症州場合 340点
橋 瞬将ン償承依存症州場合 300点
(新設)
［算定要件］
季新設稀

依存症入院医療州充実

依存症外来医療州充実
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季狂稀摂食障害治療州体制及秀対象患者州見直手
季摂食障害入院医療管理加算及秀精神科身体合併症管理加算州見直手稀

令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

➢ 摂食障害入院医療管理加算州実績要件周杓寂柔摂食障害州年間新規入院患者数周寿い樹緩和殊柔岸

摂食障害入院医療管理加算州実績要件州見直手

改定後

妓摂食障害入院医療管理加算宜
［施設基準］
季教稀摂食障害州年間新規入院患者数季入院期間爵通算取汁柔再

入院州場合叔除錫岸稀爵教人以上綬あ柔惹需岸

現行

妓摂食障害入院医療管理加算宜
［施設基準］
季教稀摂食障害州年間新規入院患者数季入院期間爵通算取汁柔再

入院州場合叔除錫岸稀爵10人以上綬あ柔惹需岸

➢ 摂食障害州治療周杓寂柔体制整備周係柔適切収評価叔推進殊柔酒酋含摂食障害入院医療管理加算州
要件及秀精神科身体合併症管理加算州対象患者叔見直殊岸

➢ 精神科身体合併症管理加算州対象患者州う儒含重篤収栄養障害州患者州範囲周寿い樹緩和殊柔岸

精神科身体合併症管理加算州対象患者州見直手

改定後

妓精神科身体合併症管理加算宜

［施設基準］
別表第七州二 精神科身体合併症管理加算州対象患者
重篤収栄養障害季Body Mass Index 15未満州摂食障害稀州
患者

現行

妓精神科身体合併症管理加算宜

［施設基準］
別表第七州二 精神科身体合併症管理加算州対象患者
重篤収栄養障害季Body Mass Index 13未満州摂食障害稀州
患者
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季狭稀通院・在宅精神療法州見直手
季精神保健指定医州評価等稀

➢ 通院精神療法及秀在宅精神療法周寿い樹含精神保健指定医爵行呪酒場合需腫汁以外州場合周区分手含
腫汁趣汁州評価叔設寂柔岸

令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

改定後

妓通院精神療法宜(在宅精神療法周寿い樹酬同様)

現行

妓通院精神療法宜
診療時間 点数

矯挟分以上季初診州輯稀 狭狂挟点
況挟分以上 狂挟挟点
況挟分未満 況況挟点

診療時間 実施者 点数
矯挟分以上季初診州輯稀 指定医 狭矯挟点

腫汁以外 狭狂挟点
況挟分以上 指定医 狂教挟点

腫汁以外 況興挟点
況挟分未満 指定医 況況挟点

腫汁以外 況教狭点
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季狭稀通院・在宅精神療法州見直手
季精神疾患叔有殊柔者州地域定着周向寂酒多職種周十柔支援州評価稀

➢ 精神疾患患者州地域定着叔推進殊柔観点灼従含精神科外来臭州通院及秀重点的収支援叔要殊柔患者
周対手樹含多職種周十柔包括的支援嘗助準娼ン署周基授い酒相談・支援等叔実施手酒場合周寿い樹含
新酒収評価叔行う岸

季新稀 療養生活継続支援加算 350点季月教回稀 ※ 教年叔限度

［算定要件］
季教稀通院・在宅精神療法州教叔算定殊柔患者綬含重点的収支援叔要殊柔患者周寿い樹含精神科叔担当殊柔医師州指示州下含専門州研修

叔受寂酒看護師又修精神保健福祉士爵含当該患者又修腫州家族等周対手含医療機関等周杓寂柔対面周十柔橋挟分以上州面接叔含週
支援叔行う需需酬周含当該月内周保健所含市町村含指定特定相談支援事業者含障害福祉楯ー鋤潤事業者腫州他州関係機関需連絡調
整叔行呪酒場合周含教年叔限度需手樹含月教回周限戎算定綬酌柔岸

季橋稀実施周当酒呪樹修含以下州要件叔い狩汁酬満酒殊惹需岸
淑 対象需収柔鬼重点的収支援叔要殊柔患者亀修含平成 28～30年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業周杓い樹
研究班爵作成手酒含鬼包括的支援嘗助準娼ン署 実践峻縮書亀周杓寂柔鬼包括的支援嘗助準娼ン署 導入基準亀叔教寿以上満酒殊者綬
あ柔惹需岸

縮 当該患者叔担当殊柔専門州研修叔受寂酒看護師又修精神保健福祉士爵含患者州状況叔把握手酒上綬含初回州支援灼従橋週間以内
周含多職種需共同手樹鬼療養生活環境州整備周関殊柔支援計画書亀季支援計画書稀叔作成殊柔岸支援計画書州作成周当酒呪樹修含
平成28～30 年度厚生労働行政推進調査事業州研究班爵作成手酒含鬼包括的支援嘗助準娼ン署実践峻縮書亀叔参考周殊柔惹需岸

塾 当該患者叔担当殊柔専門州研修叔受寂酒看護師又修精神保健福祉士修含患者等周対手含縮周杓い樹作成手酒支援計画書州内容叔
説明手含灼寿含当該支援計画書州写手叔交付手酒上綬含療養生活継続州酒酋州支援叔行う岸蹴酒含市町村含指定特定相談支援事業
者含障害福祉楯ー鋤潤事業者腫州他州関係機関需州連絡調整周当酒呪樹修含関係機関灼従州求酋爵あ呪酒場合又修腫州他必要収場
合周含患者又修腫州家族州同意叔得樹含支援計画周係柔情報提供叔行う惹需岸

［施設基準］
季教稀当該保険医療機関内周含当該指導周専任州精神保健福祉士爵教名以上勤務手樹い柔惹需岸

(橋)  当該看護師又修精神保健福祉士爵同時周担当殊柔療養生活継続支援州対象患者州数修教人周寿酌80人以下綬あ柔惹需岸蹴酒含
腫汁趣汁州看護師又修精神保健福祉士爵担当殊柔患者州一覧叔作成手樹い柔惹需岸

季況稀 季略稀

令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療
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季狭稀通院・在宅精神療法州見直手
季児童思春期精神科専門管理加算州見直手稀

令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

改定後

妓児童思春期精神科専門管理加算季通院・在宅精神療稀宜
縮 16歳未満州患者周通院・在宅精神療法叔行呪酒場合

(1) 当該保険医療機関州精神科叔最初周受診手酒日灼従橋
年以内州期間周行呪酒場合 500点

季新稀(2) (1)以外州場合 300点

現行

妓児童思春期精神科専門管理加算季通院・在宅精神療法稀宜
縮 16歳未満州患者周通院・在宅精神療法叔行呪酒場合

(1) 当該保険医療機関州精神科叔最初周受診手酒日灼従橋
年以内州期間周行呪酒場合 500点

➢ 児童・思春期精神医療州外来診療周寿い樹含橋年以上診療爵継続手樹い柔場合周寿い樹酬算定綬酌
柔十う見直殊岸



299

妓精神科在宅患者支援管理料宜
鬼教亀鬼橋亀州対象患者

季矯稀精神科在宅患者支援管理料州見直手
季継続的収精神医療州提供叔要殊柔者周対殊柔訪問支援州充実稀

➢ 在宅周杓い樹継続的収精神医療州提供爵必要収者周対手樹適切収医療叔提供殊柔観点灼従含精神科
在宅患者支援管理料周寿い樹含洲酌惹酬戎状態周あ柔患者や精神疾患州未治療者含医療中断者等叔
対象患者周追加殊柔岸

精神科在宅患者支援管理料州見直手

令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

改定後現行

妓精神科在宅患者支援管理料宜
鬼教亀鬼橋亀州対象患者
縮 集中的収

支援叔必要
需殊柔重症
患者等

○以下州全樹周該当殊柔患者季初回州算定日灼従
矯月以内周限柔稀
淑 教年以上州入院歴叔有殊柔者含措置入院又修緊

急措置入院叔経樹退院手酒患者綬都道府県等爵作
成殊柔退院後支援計画周基授錫支援機関周あ柔患
者又修入退院叔繰戎返殊者

縮 統合失調症含統合失調症型障害若手錫修妄想性
障害含気分季感情稀障害又修重度認知症州状態綬含
退院時又修算定時州GAF尺度爵40以下州者

招 重症患者
等

○上記州淑又修縮周該当殊柔患者季初回州算定日
灼従矯月以内周限柔稀

縮 集中的収
支援叔必要
需殊柔重症
患者等

季略稀

招 重症患者
等

○季略稀

○以下州全樹周該当殊柔患者季初回州算定日灼従
矯月以内周限柔稀
淑 洲酌惹酬戎状態又修精神科州未受診若手く

修受診中断等叔理由需殊柔行政機関等州保健
師腫州他州職員周十柔家庭訪問州対象者

縮 行政機関等州要請叔受寂含精神科叔標榜殊
柔保険医療機関州精神科医爵訪問手診療叔
行呪酒結果含計画的収医学管理爵必要需判断
取汁酒者

塾 当該管理料叔算定殊柔日周杓い樹GAF尺度
周十柔判定爵40以下州者
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季胸稀精神科救急医療体制州整備州推進
令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

現行
精神科救急入院料教

縮 30日以内 3,579点
招 31日以上 3,145点

精神科救急入院料橋
縮 30日以内 3,372点
招 31日以上 2,938点

精神科救急医療周係柔入院周寿い樹州評価州見直手

改定後
＜季教稀手厚い救急急性期医療体制＞

季改稀精神科救急急性期
医療入院料

30日以内 2,400点 ・病院常勤州指定医爵狂名以上
・常時精神科救急外来診療爵可能
・全樹州入院形式州患者受入汁爵可能
・時間外含休日・深夜州入院件数爵年間30件以上
又修人口教万人当酒戎0.37件以上綬あ戎含う儒
矯件以上又修橋割以上修含精神科救急情報純ン
順ー等灼従州依頼

・緒ー順提出加算周係柔届出叔行呪樹い柔保険医
療機関

31日以上60日以内 2,100点

61日以上90日以内 1,900点

＜季橋稀緊急州患者周対応殊柔体制＞

季新稀精神科救急医療体
制加算

教 身体合併症対応 600点 ・精神科救急急性期医療入院料叔算定
・精神科救急体制整備事業周十柔指定
・病院常勤州指定医爵狭名以上
・時間外含休日・深夜州入院件数爵年間40件以上

又修人口教万人当酒戎0.5件以上綬あ戎含う儒脅
件以上又修橋割以上修含精神科救急情報純ン順ー
等灼従州依頼

橋 常時対応型 590点

況 病院群輪番型 500点

＜季況稀医師州配置需竣招殉除ン使用体制＞

季改稀精神科急性期医師
配置加算

教 600点 ・竣招殉除ン導入矯件／年以上
・病棟常勤指定医橋名以上

況 400点 ・新規竣招殉除ン導入況件／年以上

➢ 精神科救急入院料叔精神科救急急性期医療入院料需手含手厚い救急急性期医療体制含緊急州患者周
対応殊柔体制及秀医師州配置等叔腫汁趣汁評価殊柔岸

➢ 精神科救急・急性期医療周杓寂柔役割周応朱酒評価体系需殊柔岸
➢ 精神科救急急性期周係柔入院料州評価叔含入院期間周応朱酒況区分周見直殊岸



301

季胸稀精神科救急医療体制州整備州推進
令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

➢ 精神科救急や急性期医療周係柔病棟州病床数周寿い樹含上限叔見直殊岸

［施設基準］
妓精神科救急入院料宜
・当該保険医療機関州精神病床数爵300床以下州場合周修60床
以下
・当該保険医療機関州精神病床数爵300床叔超え柔場合周修腫
州橋割以下

酒首手含平成30年況月31日時点綬含現周当該基準叔超え樹病
床叔有殊柔保険医療機関周あ呪樹修含令和狂年況月31日蹴綬州
間含当該時点綬現周届寂出樹い柔病床数叔維持殊柔惹需爵綬酌
柔岸

妓精神科急性期治療病棟入院料宜
・当該保険医療機関州精神病床数爵300床以下州場合周修60床
以下
・当該保険医療機関州精神病床数爵300床叔超え柔場合周修腫
州橋割以下

改定後
［施設基準］
季改稀 妓精神科救急急性期医療入院料宜
・当該保険医療機関周杓寂柔精神科救急急性期医療入院料又修精神科急性

期治療病棟入院料叔算定殊柔病床数州合計爵300床以下

妓精神科急性期治療病棟入院料宜
・当該病棟州病床数修含130床以下

季新稀妓精神科救急医療体制加算宜
・精神科救急急性期医療入院料叔算定手樹い柔病棟
・病棟州病床単位綬届出含120床以下
・旧精神科救急入院料州届出叔行呪樹い柔病棟周寿い樹含地域周杓寂柔医

療提供体制や医療計画上州必要性等爵確認綬酌柔場合修含120床叔超え樹
届出叔行う惹需爵綬酌含60/100周相当殊柔点数叔算定綬酌柔岸

［経過措置］
旧精神科救急入院料周係柔届出叔行呪樹い柔病棟周寿い樹修含令和狂年興
月30日蹴綬州間周限戎含当該病棟周杓寂柔病床数爵120床以下綬あ柔惹需
周該当殊柔酬州需輯収殊岸

現行

改定後現行
季教日周寿酌稀 30日以内 31日以上

精神科急性期治療病棟入院料教 1,997点 1,665点

精神科急性期治療病棟入院料橋 1,883点 1,554点

精神科救急・合併症入院料 3,579点 3,145点

季教日周寿酌稀 30日以内 31日以上
60日以内

61日以上
90日以内

精神科急性期治療病棟入院料教 2,000点 1,700点 1,500点

精神科急性期治療病棟入院料橋 1,885点 1,600点 1,450点

精神科救急・合併症入院料 3,600点 3,300点 3,100点

➢ 合併症や急性期周係柔入院料州評価叔含入院期間周応朱酒況区分周見直殊岸
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入院期間周応朱酒区分州見直手

病床数上限州見直手



季胸稀精神科救急医療体制州整備州推進
精神科救急・合併症入院料州見直手

令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

➢ 指定医州配置含時間外含休日・深夜周杓寂柔外来診療件数含地域州入院需要周対殊柔要件叔見直殊岸
改定後

妓精神科救急・合併症入院料宜
［施設基準］
・病棟周常勤州指定医爵橋名以上配置取汁樹い柔惹需岸
・常時精神科救急外来診療爵可能綬あ柔惹需岸

季削除稀

・以下州地域周杓寂柔直近教年間周杓寂柔措置入院含緊急措置入
院及秀応急入院周係柔新規入院患者州う儒含原則需手樹狂分州教
以上又修狭件以上州患者叔当該病棟周杓い樹受寂入汁樹い柔惹需岸

現行
妓精神科救急・合併症入院料宜
［施設基準］
・病棟周常勤州指定医爵況名以上配置取汁樹い柔惹需岸
・常時精神科救急外来診療爵可能綬あ戎含精神疾患周係柔時間外含
休日又修深夜周杓寂柔診療季電話等再診叔除錫岸稀件数州実績爵
年間200件以上含又修次州地域周杓寂柔人口教万人当酒戎2.5 件
以上綬あ柔惹需岸

・以下州地域周杓寂柔直近教年間周杓寂柔措置入院含緊急措置入
院及秀応急入院周係柔新規入院患者州う儒含原則需手樹狂分州教
以上又修20件以上州患者叔当該病棟周杓い樹受寂入汁樹い柔惹需岸

➢ 精神科身体合併症管理加算や心大血管疾患彰女鋤彰庶ー淳庄ン料等叔包括評価州範囲灼従除外殊柔岸
改定後

妓精神科救急・合併症入院料宜
○精神科救急・合併症入院料周包括取汁収い診療

第橋節周規定殊柔臨床研修病院入院診療加算含妊産婦緊急搬送入院
加算含医師事務作業補助体制加算含地域加算含離島加算含精神科措置
入院診療加算含精神科措置入院退院支援加算含精神科応急入院施設管
理加算含医療安全対策加算含感染防止対策加算含患者楯唱ー署体制充
実加算含褥隰女縮彰潤竣患者駿淑加算含精神科救急搬送患者地域連携
紹介加算含緒ー順提出加算含薬剤総合評価調整加算含排尿自立支援加
算及秀地域医療体制確保加算含第橋章第教部医学管理等州区分番号郷
挟教狭周掲弱柔精神科退院時共同指導料橋含第脅部精神科専門療法含
第10部手術含第11部麻酔及秀第12部放射線治療並秀周除外薬剤・注
射薬周係柔費用

妓精神科救急・合併症入院料宜
○精神科救急・合併症入院料周包括取汁収い診療

現行州項目季左記稀周加え含以下州項目
精神科身体合併症管理加算含依存症入院医療管理加算含摂食障害入院医

療管理加算含第胸部彰女鋤彰庶ー淳庄ン州区分番号凝挟挟挟周掲弱柔心大
血管疾患彰女鋤彰庶ー淳庄ン料含凝挟挟教周掲弱柔脳血管疾患等彰女鋤彰
庶ー淳庄ン料含凝挟挟教－橋周掲弱柔廃用症候群彰女鋤彰庶ー淳庄ン料含
凝挟挟橋周掲弱柔運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料含凝挟挟況周掲弱柔呼吸器
彰女鋤彰庶ー淳庄ン料含区分番号凝挟挟狂周掲弱柔摂食機能療法含区分番
号凝挟挟胸周掲弱柔障害児季者稀彰女鋤彰庶ー淳庄ン料及秀区分番号凝挟
挟胸－橋周掲弱柔爵夙患者彰女鋤彰庶ー淳庄ン料含第興部処置州区分番号
暁挟況脅周掲弱柔人工腎臓含区分番号暁挟狂橋周掲弱柔腹膜灌流含区分番
号暁狂挟挟周掲弱柔特定保険医療材料季区分番号暁挟況脅周掲弱柔人工腎
臓又修区分番号暁挟狂橋周掲弱柔腹膜灌流周係柔酬州周限柔岸稀

現行
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季胸稀精神科救急医療体制州整備州推進
精神科急性期医師配置加算州施設基準州見直手

令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

➢ 加算州対象需収柔病棟需手樹含精神科救急急性期医療入院料叔加え柔岸
改定後現行

精神科急性期医師配置加算

教 精神科急性期治療病棟教 600点

橋州縮 精神病棟入院基本料等 500点

橋州招 精神科急性期治療病棟教 500点

況 精神科急性期治療病棟教 450点

・当該病棟州常勤医師配置爵16:1以上

精神科急性期医師配置加算

教 精神科救急急性期医療入院料又修精神科急性期治療病棟入院料教 600点

橋州縮 精神病棟入院基本料等 500点

橋州招 精神科急性期治療病棟教 450点

況 精神科救急急性期医療入院料又修精神科急性期治療病棟入院料教 400点

・当該病棟州常勤医師配置爵16:1以上 ・加算教：病棟常勤指定医橋名以上

加算教 加算橋州招 加算況 加算橋州縮

新規入院患者州
自宅等臭州3灼月以内州移行率 矯割以上 矯割以上 狂割以上 • 内科含外科含耳鼻科含眼科含整形外科及秀精神科叔標榜

• 入院叔要殊柔季第二次稀救急医療体制含救命救急純ン順ー含高度救
命救急純ン順ー又修総合周産期母子医療純ン順ー叔設置

• 精神科彰出醇ン初ー妾加算叔届出樹い柔
• 直近況灼月間州新規入院患者州狭％以上爵入院時周精神科身体合併

症管理加算州対象需収柔患者
• 精神科医爵救急車等綬搬送取汁酒患者綬あ呪樹含身体疾患又修負傷

需需酬周精神疾患又修珠夙妄・抑う寿叔有殊柔者叔12時間以内周毎
月狭人以上診察

竣招殉除ン新規導入患者数 矯件／年以上 ー 況件／年以上

時間外 外来診療 20件／年以上 20件／年以上 20件／年以上

時間外 入院 矯件／年以上 矯件／年以上 矯件／年以上

季参考稀精神科急性期医師配置加算州施設基準周杓寂柔要件一覧

［経過措置］
令和四年三月三十一日周杓い樹旧医科点数表州精神科救急入院料周係柔届出叔行呪樹い柔病棟及秀精神科急性期医師配置加算教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五年三月三十一蹴綬州間周限戎含病棟常勤指定医橋名以上州要件周該当殊柔酬州需輯収殊岸
令和狂年況月31日時点綬精神科救急入院料州届出叔行呪樹い柔病棟綬あ呪樹含同日後周精神科救急急性期医療入院料叔算定殊柔酬州周寿い樹修含令
和矯年況月31日蹴綬州間周限戎含竣招殉除ン導入周関殊柔基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸
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季胸稀精神科救急医療体制州整備州推進
季精神科急性期病棟等周杓寂柔竣招殉除ン州普及推進稀

令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

➢ 竣招殉除ン州普及推進州酒酋含竣招殉除ン州新規導入患者周寿い樹含当該保険医療機関州他州病院灼従転院殊柔
場合綬あ呪樹酬含精神科救急急性期医療入院料含精神科急性期治療病棟入院料及秀精神科救急・合併症入院料叔
算定綬酌柔十う見直殊岸

現行

妓精神科救急入院料宜
［算定要件］
淑 況月以内周精神病棟周入院手酒惹需爵収い患者
縮 他病棟入院患者州急性増悪例
塾 竣招殉除ン叔新規周導入殊柔惹需叔目的需手樹転棟

殊柔患者季※教稀

改定後

妓精神科救急急性期医療入院料宜
季精神科急性期治療病棟入院料含精神科救急・合併症入院料
周寿い樹酬同様稀
［算定要件］
淑 況月以内周精神病棟周入院手酒惹需爵収い患者
縮 他病棟入院患者州急性増悪例
塾 竣招殉除ン叔新規周導入殊柔惹需叔目的需手樹転棟又

修転院殊柔患者季※教稀

※教 竣招殉除ン州投与叔開始手酒日灼従起算手樹況月叔限度需手樹算定殊柔岸



季脅稀自殺企図者等臭州治療等州評価州見直手
季救命救急医療周杓寂柔自殺企図患者等周対殊柔治療等周係柔評価州見直手稀

➢ 救命救急入院料叔算定殊柔自殺企図等州重篤収精神疾患患者周対手樹含当該患者州指導周係柔一定
州要件叔満酒手酒上綬届出叔行呪酒保険医療機関爵治療等叔行呪酒場合州評価叔新設殊柔需需酬周含
当該患者周対手含生活上州課題等州確認及秀退院周向寂酒淑純潤娼ン署等叔行呪酒場合州更収柔評
価叔設寂柔岸

精神疾患診断治療初回加算等州新設

令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

改定後
妓救命救急入院料季教日周寿酌稀宜
［算定要件］
注橋 自殺企図等周十柔重篤収患者綬あ呪樹精神疾患叔有殊柔酬州又修腫

州家族等灼従州情報等周基授い樹含当該保険医療機関州精神保健指定医
又修精神科州医師爵含当該患者州精神疾患周灼灼わ柔診断治療等叔行呪
酒場合含精神疾患診断治療初回加算需手樹含当該精神保健指定医等周十
柔最初州診療時周限戎含次周掲弱柔点数叔腫汁趣汁所定点数周加算岸惹
州場合周杓い樹含区分番号蕎橋狂脅周掲弱柔精神疾患診療体制加算修別
周算定不可岸
縮 施設基準周適合手樹い柔場合 7,000点
招 縮以外州場合 3,000点

教挟 注橋州縮周該当殊柔場合綬あ呪樹含当該患者周対手含生活上州課
題又修精神疾患州治療継続上州課題叔確認手含助言又修指導叔行呪酒場
合修含当該患者州退院時周教回周限戎含2,500点叔更周所定点数周加算
殊柔岸

［施設基準］
二 救命救急入院料州施設基準等
(4) 救命救急入院料州注橋州縮周規定殊柔厚生労働大臣爵定酋柔施設基準
適切収研修叔受寂酒専任州常勤医師教名及秀専任州常勤精神保健福祉士等
教名爵適切周配置取汁樹い柔惹需岸

現行
妓救命救急入院料季教日周寿酌稀宜
［算定要件］
注橋 自殺企図等周十柔重篤収患者綬あ呪樹精

神疾患叔有殊柔酬州又修腫州家族等灼従州情
報等周基授い樹含当該保険医療機関州精神保
健指定医又修精神科州医師爵含当該患者州精
神疾患周灼灼わ柔診断治療等叔行呪酒場合含
当該精神保健指定医等周十柔最初州診療時周
限戎含3,000点叔所定点数周加算岸収杓含精
神疾患診療体制加算修同時周算定不可岸

季新設稀

［施設基準］
季新設稀
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季脅稀自殺企図者等臭州治療等州評価州見直手
季救急患者精神科継続支援料州見直手稀

➢ 救急患者精神科継続支援料周寿い樹含十戎充実手酒人員配置叔求酋柔観点灼従含精神保健福祉士州
配置叔必須化殊柔需需酬周含更収柔評価叔行う岸

救急患者精神科継続支援料州要件及秀評価州見直手

令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

改定後
妓救急患者精神科継続支援料宜
教 入院中州患者 900点
橋 入院中州患者以外 300点

［算定要件］
注橋 入院中州患者周寿い樹修含入院手酒日灼従起算手樹矯月以内州

期間周週教回周限戎算定殊柔岸
況 入院中州患者以外州患者周寿い樹修含退院後含電話等綬継続的

収指導等叔行呪酒場合周含退院後24週叔限度需手樹含週教回周
限戎算定殊柔岸

［施設基準］
教 救急患者精神科継続支援料周関殊柔施設基準

(3) 自殺企図等綬入院手酒患者臭生活上州課題等周寿い樹指導等
叔行う酒酋州適切収研修叔修了手酒専任州常勤精神保健福祉士
及秀専任州常勤看護師含専任州常勤作業療法士含専任州常勤公
認心理師又修専任州常勤社会福祉士爵含教名以上配置岸

橋 届出周関殊柔事項
(1) 専任州常勤医師含専任州常勤精神保健福祉士及秀専任州常勤

看護師等周寿い樹修含研修修了叔証明殊柔書類叔添付季当該研
修州名称含実施主体含修了日及秀修了者州氏名等叔記載手酒一
覧綬酬可稀岸

(2) 令和狂年況月31日時点綬救急患者精神科継続支援料州施設
基準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教州(3)州基準叔満酒手樹い柔酬
州岸

現行
妓救急患者精神科継続支援料宜
教 入院中州患者 435点
橋 入院中州患者以外 135点
［算定要件］
注橋 入院中州患者周寿い樹修含入院手酒日灼従起算手樹矯月以内州

期間周月教回周限戎算定殊柔岸
況 入院中州患者以外州患者周寿い樹修含退院後含電話等綬継続的

収指導等叔行呪酒場合周含退院後矯月叔限度需手樹含計矯回周限
戎算定殊柔岸

［施設基準］
教 救急患者精神科継続支援料周関殊柔施設基準

(3) 自殺企図等綬入院手酒患者臭生活上州課題等周寿い樹指導等
叔行う酒酋州適切収研修叔修了手酒専任州常勤看護師含専任州
常勤作業療法士含専任州常勤精神保健福祉士含専任州常勤公認
心理師又修専任州常勤社会福祉士爵含教名以上配置岸

橋 届出周関殊柔事項
専任州常勤医師及秀専任州常勤看護師等周寿い樹修含研修修了叔

証明殊柔書類叔添付岸



307

季興稀認知症専門診断管理料州見直手

➢ 認知症専門診断管理料橋州対象需収柔医療機関周含連携型州認知症疾患医療純ン順ー叔追加殊柔岸

令和狂年度診療報酬改定 13.精神医療

改定後

妓認知症専門診断管理料宜
教 季略稀
橋 認知症専門診断管理料橋

縮 基幹型又修地域型州場合 300点
招 連携型州場合 280点

［施設基準］
教 認知症専門診断管理料周関殊柔施設基準

鬼認知症疾患医療純ン順ー運営事業実施要綱周寿い樹亀
季平成26年胸月興日老発0709第況号)州別添橋認知症疾
患医療純ン順ー運営事業実施要綱周杓寂柔認知症疾患医
療純ン順ー綬あ柔惹需岸

季削除稀

橋 季略稀

現行

妓認知症専門診断管理料宜
教 季略稀
橋 認知症専門診断管理料橋 300点

［施設基準］
教 認知症専門診断管理料教周関殊柔施設基準

鬼認知症疾患医療純ン順ー運営事業実施要綱周寿い樹亀
季平成26年胸月興日老発0709第況号)州別添橋認知症疾患
医療純ン順ー運営事業実施要綱周杓寂柔認知症疾患医療純
ン順ー綬あ柔惹需岸

橋 認知症専門診断管理料橋周関殊柔施設基準
教州認知症疾患医療純ン順ー州う儒含基幹型又修地域型綬
あ柔惹需岸

況 季略稀



14．医療技術 評価
季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応

季橋稀手術等州医療技術州適切収評価

季況稀質州高い臨床検査州適切収評価

季狂稀勝招舜廠妾医療機器周係柔評価州新設

季狭稀実勢価格等叔踏蹴え酒検体検査等州評価州適正化

季矯稀透析医療
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➢ 学会灼従提案州あ呪酒医療技術周寿い樹含医療技術評価分科会周杓寂柔検討結果等叔踏蹴え含医
療技術州評価及秀再評価叔行い含優先的周保険導入殊舟酌需取汁酒新規技術季先進医療需手樹実施取
汁樹い柔技術叔含週岸稀周寿い樹新酒収評価叔行う需需酬周含既存技術州評価州見直手等叔行う岸

医療技術評価分科会周杓寂柔
評価対象需収柔技術

季733件稀

Õ う儒含
学会等灼従提案州あ呪酒医療技術

714件※教 ※況

※教 先進医療需手樹実施中州技術含及秀学会等灼
従提案州あ呪酒技術周関連手樹医療技術評価
分科会周杓い樹検討叔行呪酒技術叔含週岸

※橋 先進医療会議周杓寂柔評価結果周寿い樹先進
医療会議十戎報告取汁酒医療技術周限柔岸

※況 う儒含胸件修Õ及秀Ö周該当殊柔岸

Ö う儒含
先進医療需手樹実施取汁樹い柔医療技術

19件※橋※況先
進
医
療
会
議
周
杓
寂
柔
評
価
結
果
州
報
告

医療技術評価分科会周杓寂柔評価州対象需手収い
提案含又修中央社会保険医療協議会総会周杓い樹

一部若手錫修全部爵議論取汁酒提案
188件

学
会
灼
従
州
提
案
技
術

先
進
医
療
技
術

医療技術評価分科会周杓寂柔
医療技術州評価

医療技術評価分科会需手樹修含
今回改定綬修対応叔行わ収い技術

558件
季新規206件含既存352件稀

診療報酬改定周杓い樹
対応殊柔優先度爵高い技術

175件※狂

季新規77件含既存98件稀

中
医
協
総
会
周
杓
寂
柔
検
討

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応

※狂 う儒含提案書州鬼峻縮書廠縮ン等綬州位
置授寂亀州欄周杓い樹含鬼峻縮書廠縮ン
等綬州記載あ戎亀需取汁酒酬州修113件
季新規36件含既存77件稀綬あ呪酒岸

今後含適切周医療技術州評価・再評価叔行う観点灼従含医療技
術評価分科会周杓寂柔検討結果叔分析殊柔需需酬周含診療峻縮
書廠縮ン州改訂や抄準潤署彰等州彰淑承ワー承書緒ー順州解析
結果叔含当該分科会周杓い樹把握綬酌柔十う含医療技術評価提
案書州提出周係柔勝招純潤叔見直殊岸
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➢ 現在保険収載取汁樹い収い手術や検査等州う儒含医療技術評価分科会綬州評価叔踏蹴え含有効性及
秀安全性等爵確立手樹い柔酬州周寿い樹項目州新設等叔行う岸

［新酒周保険収載取汁柔手術州例］

季新稀 脛骨近位骨切戎術 28,300点
季新稀 不整脈手術 狂 左心耳閉鎖術 招 胸腔鏡下周十柔酬州 37,800点
季新稀 再建胃管悪性腫瘍手術 教 頸部含胸部含腹部州操作周十柔酬州 112,190点
季新稀 女ン薯型間質性膀胱炎手術季経尿道稀 9,930点
季新稀 内視鏡下脳腫瘍摘出術 100,000点

［新酒周保険収載取汁柔検査州例］
季新稀 関節液検査 50点
季新稀 鋤緒述匠暑書縮ン徐承潤検査 300点
季新稀 超音波減衰法検査 200点

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

新規技術州保険導入
季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
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璻新規癉保険率載痠矟矞検査埞璺

区分番号 項目名 点数
D0概割 穿刺液・採取液検査

⻆ 関節液検査 e`点
D概概鎌－轄 染色体検査運全廓穫費用鞄含梶禾雲

杮 舘㐂虐㐂法鞄用いた場合
⻆ そ穫他穫場合

b,eec点
b,eec点

D⻆杮轄－割 超音波減衰法検査 b``点
D⻆轄概 平衡機能検査

鎌 缶汗苅観桓澗鴨ン簡岩寛検査 c``点

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

璻新規癉保険率載痠矟矞圻宅諭療璺

区分番号 項目名 点数
C107-3 在宅竿鴨肝贋ー幹癌翰ー指導管理料 b，d``点
C150 血糖自己測定器加算

注割 血中勘漢ン体自己測定器加算 d`点
C1苅杮－隔 在宅竿鴨肝贋ー幹癌翰ー材料加算 a``点
C174 在宅竿鴨肝贋ー幹癌翰ー装置加算 a，f``点
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璻新規癉保険率載痠矟矞検査埰璺

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応

区分番号 項目名 点数
D隔杮概 小腸内視鏡検査

注⻆ 内視鏡的留置術加算 ⻆鎌概点
D隔杮隔 大腸内視鏡検査

注隔 管岩ーン内視鏡加算
注割 内視鏡的留置術加算

割轄概点
⻆鎌概点

D割杮隔 前立腺針生検法
杮 期喫㐂撮影及び超音波検査融合画像殻渇褐潟穫 寒,⻆杮概点

D割15－4 経気管肺生検法運仮想気管支鏡鞄用いた場合雲
注 乾鴨澗ー完寛加算 轄概概点

璻新規癉保険率載痠矟矞画像診断璺

区分番号 項目名 点数
E⻆概⻆ 磁気共鳴巻ン翰ュー憾ー断層撮影運期喫㐂撮影雲運一連殻嚇凱雲

注杮概 肝粥癌寛漢刊癌肝噛加算 鎌概概点

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価



313

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
璻前回改定癆癉準用痠矟𤩍超回改定𤹪新設痠矟瘓技術璺

区分番号 項目名 点数
B100 禁煙治療補助完寛歓陥指導管理加算

注2 禁煙治療補助完寛歓陥加算
140点
2，割概概点

C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料 810点
C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料 900点
C121 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料

注2 導入初期加算 500点

D概概鎌－⻆3 在宅抗菌薬吸入療法用監艦癌鴨姦加算
杮 1月目
⻆ ⻆月目以降

7，480点
1，800点

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価
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季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
璻前回改定癆癉準用痠矟𤩍超回改定𤹪新設痠矟瘓検査埞璺

区分番号 項目名 点数
D00杮 尿中特殊物質定性定量検査

杮概 漢眼莞完看ー勧ン⻆運尿雲 杮05点
D0概鎌 血液形態・機能検査

苅 DNA含有赤血球計数検査 40点
D概概鎌－隔 缶還喫－緩缶旣杮

⻆ 暁𣘺⺩近具 缶還喫－緩缶旣 暁喫機緩
鴨 診断穫補助殻用い褐潟穫
贋 館環憾眼ン刊殻用い褐潟穫

⻆,轄⻆概点
⻆,轄⻆概点

D概概鎌－⻆⻆ 喫緩虐遺伝子検査運血漿雲 苅,轄概概点
D概概鎌－⻆3 遺伝子相同組換え修復欠損検査 隔⻆,⻆概概点
D006－24 肺癌関連遺伝子多項目同時検査 杮概,概概概点
D0概6－⻆轄 還Ｙ飢⻆還環遺伝子多型 ⻆,概隔苅点
D0概鎌－26 染色体構造変異解析 寒,概概概点
D概概鎌－⻆苅 悪性腫瘍遺伝子検査運血液・血漿雲

杮 喫起虐杮融合遺伝子検査
⻆ 緩旣幾融合遺伝子検査
隔 期韓逆ｅｘ杮割遺伝子検査
割 機逆喫幾融合遺伝子検査

⻆,轄概概点
⻆,轄概概点
轄,概概概点
轄,概概概点

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価
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季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
璻前回改定癆癉準用痠矟𤩍超回改定𤹪新設痠矟瘓検査埰璺

区分番号 項目名 点数
D概概苅 血液化学検査

轄苅 贋鴨完ン眼桓敢ご⻆刊眼巻莞贋歓鴨ン
鎌隔 血管内皮増殖因子運Ｖ韓危舘雲

⻆苅鎌点
割鎌概点

D概概寒 内分泌学的検査
轄隔 翫莞敢ン 杮,概概概点

D009 腫瘍閑ー瓦ー
⻆苅 莞贋寛歓ー漢観岩寛鴨ン汗桓寒寛運俱𣘺𣘺雲 281点

D概杮⻆ 感染症免疫学的検査
46 百日咳菌抗原定性
47 赤痢鎌韓ー管抗原定性
49 白癬菌抗原定性
58 HIV-1特異抗体・HIV-2特異抗体
鎌概 鳥特異的㐂槁危抗体
鎌杮 抗鎌汗看随伴茅鴨岩寛環型運緩緩Ｖ環雲抗体

217点
223点
233点
660点
寒苅隔点
杮⻆,寒轄概点

D014 自己抗体検査
28 抗瓦岩官苅眼翰ン㐂槁危抗体禍抗瓦岩官苅眼翰ン㐂槁期抗体禍

抗ざ⻆刊眼巻莞贋歓鴨ン謂㐂槁危抗体禍抗ざ⻆刊眼巻莞贋歓鴨
ン謂㐂槁期抗体

45 抗飢Ｆ𠮷型電位依存性瓦岩完茅陥敢舘監岩抗体運抗飢Ｆ𠮷
型Ｖ危還還抗体雲

226点

1,000点

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価
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季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
璻前回改定癆癉準用痠矟𤩍超回改定𤹪新設痠矟瘓検査㙊璺

区分番号 項目名 点数
D概杮轄 血漿蛋白免疫学的検査

17 鴨ン憾ー贋鴨侃ン鎌運IL-6雲
⻆鎌 虐還還緩⻆
⻆寒 鴨ン憾ー肝萱贋ン－λ隔運㐂舘機－λ隔雲禍虞舘饗空－杮Ｆ飢杮危舘比

170点
隔概概点
隔割概点

D概⻆隔 微生物核酸同定・定量検査
12 肺炎寒癌関官鎌核酸検出
杮寒 堪鴨漢韓乾贋茅鴨岩寛核酸定量

360点
450点

D⻆概鎌 心臓瓦歓ー歓岩法殻渇褐諸検査運一連穫検査殻嚇い廓雲
注轄 冠動脈血流予備能測定検査加算運循環動態解析装置雲 苅,⻆概概点

D⻆杮苅 骨塩定量検査
⻆ 喫韓期虐法運腰椎雲
注 大腿骨同時検査加算

杮割概点
轄轄点

D隔杮概 小腸内視鏡検査
⻆ 寛簡鴨癌岩内視鏡殻渇褐潟穫 鎌,寒概概点

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価



璻新規癉保険率載痠矟矞処置璺

317

区分番号 項目名 点数
通則 苅 耳鼻咽喉科乳幼児処置加算運杮日殻嚇凱雲

寒 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算運月杮回雲
鎌概点
寒概点

J00概－2 下肢創傷処置
杮 足部運踵鞄除く禾雲穫浅い潰瘍
⻆ 足趾穫深い潰瘍又覚踵部穫浅い潰瘍
隔 足部運踵鞄除く禾雲穫深い潰瘍又覚踵部穫深い潰瘍

杮隔轄点
杮割苅点
⻆苅概点

㐂0概隔 局所陰圧閉鎖処置運入院雲運杮日殻嚇凱雲
注隔 新生児局所陰圧閉鎖加算Ｆ乳幼児局所陰圧閉鎖加算

Ｆ幼児局所陰圧閉鎖加算
所定点数の
300/100
100/100
50/100

J0割5 人工呼吸
隔 轄時間鞄超えた場合運杮日殻嚇凱雲

鴨 杮割日目樫拡
贋 杮轄日目以降

注隔 覚醒試験加算運杮割日鞄限度雲
注割 離脱試験加算

環轄概点
寒杮轄点
杮概概点
鎌概点

J概鎌寒-2 陰唇癒合剥離 ⻆環概点

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価



璻新規癉保険率載痠矟矞手術埞璺

318

区分番号 項目名 点数
K002 汗艦眼ー澗閑ン

注轄 超音波式汗艦眼ー澗閑ン加算 ⻆,轄概概点

K019－2 自家脂肪注入
杮 轄概暁L未満
⻆ 轄概暁L以上杮概概暁L未満
隔 杮概概暁L以上

⻆⻆,環概概点
隔概,轄隔概点
隔寒,杮鎌概点

K0割鎌 骨折観血的手術
注 緊急整復固定加算 割,概概概点

K概轄割－2 脛骨近位骨切葛術 ⻆寒,隔概概点
K概寒概－割 関節鏡下肩腱板断裂手術

⻆ 簡単核潟穫運上腕二頭筋腱穫固定鞄伴う潟穫雲 隔苅,割環概点
K概寒概－苅 上腕二頭筋腱固定術

杮 観血的殻行う潟穫
⻆ 関節鏡下拡行う潟穫

杮寒,概寒概点
⻆隔,隔苅概点

K081 人工骨頭挿入術
注 緊急挿入加算 割,概概概点

K14⻆－寒 顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 ⻆割,轄鎌概点
K1割轄－2 皮下髄液貯溜槽留置術 轄,⻆環概点

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価



璻新規癉保険率載痠矟矞手術埰璺

319

区分番号 項目名 点数
K杮鎌環－2 内視鏡下脳腫瘍生検術 寒概,概概概点
K杮鎌環－隔 内視鏡下脳腫瘍摘出術 杮概概,概概概点
K杮苅割 水頭症手術

隔 完舘ン漢再建術
鴨 頭側穫潟穫
贋 腹側穫潟穫
竿 頭側及び腹側穫潟穫

杮轄,寒轄概点
鎌，鎌概概点
杮環，杮轄概点

K杮苅鎌 脳動脈瘤流入血管寒眼桓翰ン刊運開頭し廓行う潟穫雲
注杮 贋ー肝贋ー管鴨簡寛術併用加算
注⻆ 竿鴨肝贋ー管鴨簡寛術併用加算

杮鎌,概鎌概点
隔概,概概概点

K1寒寒－隔 癒着性脊髄く潟膜炎手術運脊髄く潟膜剥離操作鞄行う潟穫雲 隔寒,苅環概点
K⻆杮苅 眼瞼内反症手術

隔 眼瞼下制筋前転法 割,⻆隔概点
K⻆⻆轄－割 角結膜悪性腫瘍切除術 鎌,⻆環概点
K⻆割⻆ 斜視手術

鎌 調節糸法 杮⻆,概鎌概点

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価



璻新規癉保険率載痠矟矞手術㙊璺

320

区分番号 項目名 点数
K⻆鎌寒 緑内障手術

⻆ 流出路再建術
鴨 眼内法
贋 そ穫他穫潟穫

苅 濾過胞再建術運needle法雲
杮割,割環概点
杮環,概⻆概点
隔,割割概点

K隔杮環－⻆ 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術
杮 上鼓室開放鞄伴わ核い潟穫
⻆ 上鼓室・乳突洞開放鞄伴う潟穫

割概,鎌隔概点
轄⻆,環環概点

K隔割隔－⻆ 経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術運頭蓋底郭清禍再建鞄伴う
潟穫雲 杮杮概,環轄概点

K隔寒寒－隔 内喉頭筋内注入術運鑑棺眼甘寛毒素殻渇褐潟穫雲 杮,轄概概点
K割環割－⻆ 胸腔鏡下胸腔内運胸膜内雲血腫除去術 杮隔,轄概概点
K轄杮割－⻆ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術

割 気管支形成鞄伴う肺切除 寒杮,割⻆概点
K轄29－割 再建胃管悪性腫瘍手術

杮 頸部禍胸部禍腹部穫操作殻渇褐潟穫
⻆ 頸部禍腹部穫操作殻渇褐潟穫

杮杮⻆,杮環概点
杮概杮,鎌苅概点

K轄33－3 内視鏡的胃静脈瘤組織接着剤注入術 寒,環環概点

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価
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区分番号 項目名 点数
K鎌概杮－⻆ 体外式膜型人工肺運杮日殻嚇凱雲

杮 初日
⻆ ⻆日目以降

隔概,杮轄概点
隔,概概概点

K鎌杮苅 下肢静脈瘤手術
割 静脈瘤切除術 杮,寒⻆概点

K鎌2苅－⻆ 腹腔鏡下眼ン簡節群郭清術
割 側方 割杮,概環概点

K鎌轄隔－鎌 内視鏡的逆流防止粘膜切除術 杮⻆,概概概点

K鎌轄苅 胃全摘術
隔 悪性腫瘍手術運空腸嚢作製術鞄伴う潟穫雲 苅環,鎌苅概点

K鎌轄苅－⻆ 腹腔鏡下胃全摘術
隔 悪性腫瘍手術運空腸嚢作製術鞄伴う潟穫雲 環割,苅寒概点

K鎌苅轄－⻆ 腹腔鏡下胆囊悪性腫瘍手術運胆囊床切除鞄伴う潟穫雲 苅概,⻆⻆概点

K鎌苅苅 胆管悪性腫瘍手術
隔 肝外胆道切除術殻渇褐潟穫 轄概,概概概点

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価
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区分番号 項目名 点数
K鎌環苅－4 移植用部分肝採取術運生体雲

杮 腹腔鏡殻渇褐潟穫
⻆ そ穫他穫潟穫

杮概轄,概概概点
寒⻆,寒概概点

K苅⻆杮 内視鏡的大腸間眼ー莞・粘膜切除術
注杮 消化管間眼間ー完寛加算
注⻆ 管岩ーン内視鏡加算

轄,概概概点
割轄概点

K苅⻆杮－隔 内視鏡的結腸異物摘出術
注 管岩ーン内視鏡加算 割轄概点

K苅⻆杮－割 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
注 管岩ーン内視鏡加算 割轄概点

K苅⻆杮－轄 内視鏡的小腸間眼ー莞切除術 杮杮,寒概概点
K苅割概 直腸切除・切断術

注⻆ 片側側方眼ン簡節郭清加算
両側側方眼ン簡節郭清加算

割,⻆轄概点
鎌,隔寒概点

K苅40－⻆ 腹腔鏡下直腸切除・切断術
隔 超低位前方切除術
割 経肛門吻合鞄伴う切除術
注⻆ 片側側方眼ン簡節郭清加算

両側側方眼ン簡節郭清加算

環杮,割苅概点
杮概概,割苅概点
割,⻆轄概点
鎌,隔寒概点

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価
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区分番号 項目名 点数
K寒概概－割 竿ン潅型間質性膀胱炎手術運経尿道雲 環,環隔概点
K寒⻆隔－苅 膀胱頸部形成術運膀胱頸部吊上術以外雲 隔苅,鎌環概点
K寒⻆寒－隔 埋没陰茎手術 苅,苅鎌概点
K寒割杮－⻆ 経尿道的翫ー姦ー前立腺切除・蒸散術

⻆ 棺眼茅陥翫ー姦ー鞄用い褐潟穫 杮寒,杮環概点
K寒鎌0－隔 腹腔鏡下膣断端挙上術 割隔,寒苅概点
K寒寒⻆－隔 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 隔⻆,⻆環概点
K環杮概－鎌 臍帯穿刺 隔,寒概概点
K環杮鎌 体外式膜型人工肺管理料運杮日殻嚇凱雲

杮 苅日目樫拡
⻆ 寒日目以降杮割日目樫拡
隔 杮轄日目以降
注 導入時加算

割,轄概概点
割,概概概点
隔,概概概点
轄,概概概点

K環⻆杮－隔 末梢血単核球採取運一連殻嚇凱雲
杮 採取穫橿鞄行う場合
⻆ 採取禍細胞調製及び凍結保存鞄行う場合

杮割,割寒概点
杮環,割杮概点

K環⻆⻆－隔 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与運一連殻嚇凱雲 ⻆⻆,⻆寒概点

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価
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璻新瘓癉保険率載痠矟矞麻酔璺

区分番号 項目名 点
L概概環 麻酔管理料運謂雲

注轄 周術期薬剤管理加算 苅轄点
L概杮概 麻酔管理料運違雲

注⻆ 周術期薬剤管理加算 苅轄点

璻新瘓癉保険率載痠矟矞譌射線治療璺

区分番号 項目名 点
M概概概－⻆ 放射性同位元素内用療法管理料

鎌 神経内分泌腫瘍殻対す褐潟穫
苅 褐色細胞腫殻対す褐潟穫

⻆,鎌鎌概点
杮,寒⻆概点

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価
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区分番号 項目名 点数

K杮鎌環 頭蓋内腫瘍摘出術
注隔 術中期喫㐂撮影加算 隔,環環概点

K杮苅杮-2
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術

注 術中期喫㐂撮影加算 隔,環環概点
K1環概－寒 舌下神経電気刺激装置植込術 ⻆寒,概隔概点
K⻆轄環－⻆ 自家培養上皮移植術 轄⻆,鎌概概点
K305－2 植込型骨導補聴器運直接振動型雲植込術 ⻆割,割環概点
K隔概寒－隔 耳管用補綴材挿入術 杮寒,杮概概点
K割苅概－⻆ 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 ⻆⻆,杮概概点

K轄轄轄－⻆ 経瓦歓ー歓岩弁置換術
隔 経皮的肺動脈弁置換術 隔環,概鎌概点

K5環割
不整脈手術

割 左心耳閉鎖術
贋 胸腔鏡下殻渇褐潟穫 隔苅,寒概概点

K鎌杮鎌－苅 寛歓ン漢刊癌肝漢内挿術運完舘ン漢雲 杮⻆,概概概点

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価
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区分番号 項目名 点数
K鎌杮鎌－寒 吸着式潰瘍治療法運杮日殻嚇凱雲 杮,鎌寒概点

K苅⻆⻆ 小腸結腸内視鏡的止血術
注⻆ 寛簡鴨癌岩内視鏡加算 隔,轄概概点

K苅隔轄－⻆ 小腸・結腸狭窄部拡張術運内視鏡殻渇褐潟穫雲
注⻆ 寛簡鴨癌岩内視鏡加算 隔,轄概概点

K苅46－隔 痔瘻手術運注入療法雲 杮,鎌鎌概点

K苅轄轄－隔
副腎腫瘍癌官苅波焼灼療法運一連撹し廓雲

杮 杮幹ン敢韓ー漢岩未満
⻆ 杮幹ン敢韓ー漢岩以上

杮鎌,概概概点
⻆⻆,環鎌概点

K寒割杮－鎌 経尿道的前立腺吊上術 杮⻆,隔概概点
K環隔環－環 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算 轄,杮環概点
M概概杮－轄 還茅素中性子捕捉療法運一連殻嚇凱雲

注⻆ 還茅素中性子捕捉療法適応判定加算
注隔 還茅素中性子捕捉療法医学管理加算
注割 体外照射用固定器具加算

杮寒苅,轄概概点
割概,概概概点
杮概,概概概点
杮,概概概点

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価
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➢ 直腸癌州手術周杓い樹含側方彰ン徐節郭清叔併珠樹行呪酒場合州加算叔新設殊柔岸

季新稀 片側側方彰ン徐節郭清加算 4,250点
季新稀 両側側方彰ン徐節郭清加算 6,380点

妓対象需収柔手術宜
直腸切除・切断術
腹腔鏡下直腸切除・切断術

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

緑：側方彰ン徐節季郭清部位稀
日本臨床外科学会提出資料十戎引用

術中所見季右側方彰ン徐節稀

新規技術州保険導入

［施設基準］
(教) 産科又修産婦人科叔標榜手樹い柔保険医療機関綬あ柔惹需岸
(橋) 産科又修産婦人科周寿い樹狭年以上州経験叔殊柔常勤州医師爵教名以上配置取汁樹い柔惹需岸
(況) 当該保険医療機関周杓い樹腹腔鏡手術爵年間20例以上実施取汁樹い柔惹需岸
(狂) 腹腔鏡叔用い柔手術周寿い樹十分収経験叔有殊柔医師爵配置取汁樹い柔惹需岸
(狭) 実施診療科周杓い樹常勤州医師爵橋名以上配置取汁樹い柔惹需岸
(矯) 麻酔科標榜医爵配置取汁樹い柔惹需岸

日本臨床外科学会提出資料十戎引用

➢ 帝王切開創子宮隴痕部州修復周係柔腹腔鏡手術叔新設殊柔岸

季新稀 腹腔鏡下子宮隴痕部修復術 32,290点

日本産科婦人科内視鏡学会提出資料十戎引用

新規技術州保険導入

［算定要件］
帝王切開創子宮隴痕部叔原因需殊柔以下州疾患

周対手樹実施手酒場合周限戎算定殊柔岸
(教) 続発性不妊症
(橋) 過長月経
(況) 器質性月経困難症

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応



328

➢ 有効性及秀安全性爵確認取汁酒招商暑署支援下内視鏡手術周寿い樹含術式叔追加殊柔岸

妓新酒周含内視鏡手術用支援機器叔用い樹行呪酒場合周杓い樹酬算定綬酌柔術式宜
・鏡視下咽頭悪性腫瘍手術季軟口蓋悪性腫瘍手術叔含週岸稀
・鏡視下喉頭悪性腫瘍手術
・腹腔鏡下総胆管拡張症手術
・腹腔鏡下肝切除術
・腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術
・腹腔鏡下副腎摘出術
・腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術季褐色細胞腫稀
・腹腔鏡下腎季尿管稀悪性腫瘍手術

［内視鏡手術用支援機器叔用い樹行う場合州施設基準州概要］
・当該手術及秀関連殊柔手術周関殊柔実績叔有殊柔惹需岸
・当該手術叔実施殊柔患者周寿い樹含関連学会需連携州上含治療方針州決定及秀術後州管理等叔行呪樹い柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

新規技術州保険導入

➢ 家族性大腸腺腫症州適切収治療州提供周係柔評価叔推進殊柔観点灼従含内視鏡手術叔行呪酒場合周寿い樹新酒収
評価叔行う岸

季新稀 消化管唱彰唱ー淳潤加算 5,000点
［算定要件］
・以下州い狩汁酬満酒殊家族性大腸腺腫症患者周対手樹内視鏡的大腸唱彰ー勝・粘膜切除術叔行呪酒場合含年教回周限戎算定綬酌柔岸

淑 16歳以上綬あ柔惹需岸
縮 大腸周腺腫爵100個以上あ柔惹需岸収杓含手術又修内視鏡周十戎摘除取汁酒大腸州腺腫州数叔合算手樹酬差手支え収い岸
塾 大腸切除州手術爵実施取汁酒場合周杓い樹修含大腸爵10㎝以上残存手樹い柔惹需岸
出 大腸州三分州一以上爵密生型綬修収い惹需岸収杓含密生型需修含大腸内視鏡所見周杓い樹含十分周進展取珠酒大腸粘膜叔観察手含正常粘膜十戎酬腺腫州占拠

面積爵大酌い場合叔いう岸
・長径教㎝叔超え柔大腸州唱彰ー勝叔基本的周全樹摘除殊柔惹需岸

新規技術州保険導入

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
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令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

➢ 結晶性関節炎州疑い爵あ柔患者周対手樹含適切収診断需治療叔行う観点灼従含
偏光顕微鏡叔用い酒関節液州検査周係柔評価叔新設殊柔岸

季新稀 関節液検査 50点

［算定要件］
(教) 関節水腫叔有殊柔患者綬あ呪樹含結晶性関節炎爵疑わ汁柔者周対手樹実施

手酒場合含一連周寿酌教回周限戎算定殊柔岸
(橋) 当該検査需区分番号鬼響挟教胸亀排泄物含滲出物又修分泌物州細菌顕微鏡

検査叔併珠樹実施手酒場合修含主酒柔酬州州輯算定殊柔岸

尿酸
薯署彰塾妾結晶

除招彰ン酸
俊承淳塾妾結晶

出典：日本彰塾嘗初学会提案書十戎引用

新規技術州保険導入

➢ 脂肪性肝疾患州患者綬あ呪樹慢性肝炎又修肝硬変州疑い爵あ柔患者周対手含
適切収診断需治療叔行う観点灼従含超音波減衰法周十柔肝脂肪化定量周係柔
評価叔新設殊柔岸

季新稀 超音波減衰法検査 200点
［技術州概要］
○ 肝脂肪化診断州標準法修肝生検需取汁樹い柔爵含超音波減衰法検査修肝脂肪量爵多い程肝

組織内綬州超音波減衰爵大酌錫収柔惹需叔用い樹含肝脂肪量叔非侵襲的周評価殊柔惹需爵綬
酌柔岸

［算定要件］
○ 脂肪性肝疾患州患者綬あ呪樹慢性肝炎又修肝硬変州疑い爵あ柔者周対手含肝臓州脂肪量叔評価手酒場合周含況月周教回周限戎算定

殊柔岸

出典：日本肝臓学会提案書十戎引用出典：日本肝臓学会提案書十戎引用

新規技術州保険導入
季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
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➢ 下肢潰瘍州状態周応朱酒適切収処置及秀腫州管理叔推進殊柔観点灼従含下肢州潰瘍州処置及秀腫州
管理周係柔評価叔新設殊柔岸

季新稀 下肢創傷処置
教 足部季踵叔除く岸稀州浅い潰瘍 135点
橋 足趾州深い潰瘍又修踵州浅い潰瘍 147点
況 足部季踵叔除く岸稀州深い潰瘍又修踵州深い潰瘍 270点

［算定要件］
・ 下肢創傷処置州対象需収柔部位修含足部含足趾又修踵綬あ呪樹含浅い潰瘍需修潰瘍州深取爵腱含筋含骨又修関節州い狩汁周酬至従

収い酬州叔いい含深い潰瘍需修潰瘍州深取爵腱含筋含骨又修関節州い狩汁灼周至柔酬州叔いう岸
・ 下肢創傷処置叔算定殊柔場合修含創傷処置含爪甲除去季麻酔叔要手収い酬州稀及秀穿刺排膿後薬液注入修併珠樹算定綬酌収い岸
・ 複数州下肢創傷爵あ柔場合修主酒柔酬州州輯算定殊柔岸

季新稀 下肢創傷処置管理料 500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入院中州患者以

外州患者綬含下肢州潰瘍叔有殊柔酬州周対手樹含下肢創傷処置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
行い含灼寿含療養上必要収指導叔行呪酒場合周含区分番号暁挟挟挟－橋周掲弱柔下肢創傷処置叔算定手酒日州属殊柔月周杓い樹含
月教回周限戎算定殊柔岸酒首手含区分番号郷挟挟教州20周掲弱柔糖尿病合併症管理料修含別周算定綬酌収い岸

・ 初回算定時周治療計画叔作成手含患者及秀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］
・ 整形外科含形成外科含皮膚科含外科含心臓血管外科又修循環器内科州診療周従事手酒経験叔狭年以上有手含下肢創傷処置周関殊柔

適切収研修叔修了手樹い柔常勤州医師爵教名以上勤務手樹い柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
新規技術州保険導入
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➢ 高齢者州大腿骨近位部骨折周対殊柔適切収治療叔評価殊柔観点灼従含骨折観血的手術季大腿稀周対殊柔緊急整復
固定加算及秀人工骨頭挿入術季股稀周対殊柔緊急挿入加算叔新設殊柔岸

季新稀 緊急整復固定加算 じ,ごごご点
季新稀 緊急挿入加算 じ,ごごご点
［算定要件］
が教き せす歳以上州大腿骨近位部骨折患者周対手含適切収周術期州管理叔行い含骨折後じ。時間以内周骨折部位州

整復固定叔行呪酒場合周含所定点数周加算殊柔岸
が橋き 一連州入院期間周杓い樹区分番号鬼郷挟挟教亀州鬼しじ亀州鬼縮亀二次性骨折予防継続管理料教叔算定殊柔

場合周教回周限戎算定殊柔岸
が況き 当該手術後修含早期離床周努酋柔需需酬周含関係学会爵示手樹い柔峻縮書廠縮ン叔踏蹴え樹適切収二次

性骨折州予防叔行う惹需岸
が狂き 診療報酬明細書州摘要欄周骨折手酒日時及秀手術叔開始手酒日時叔記載殊柔惹需岸

［施設基準］
が教き 整形外科含内科及秀麻酔科叔標榜手樹い柔病院綬あ柔惹需岸
が橋き 整形外科周寿い樹狭年以上州経験叔有殊柔常勤州医師爵橋名以上配置取汁樹い柔惹需岸
が況き 麻酔科標榜医爵配置取汁樹い柔惹需岸
が狂き 常勤州内科州医師爵教名以上配置取汁樹い柔惹需岸
が狭き 緊急手術爵可能収体制叔有手樹い柔惹需岸
が矯き 大腿骨近位部骨折患者周対殊柔含前年州区分番号鬼業挟狂矯 骨折観血的手術亀及秀鬼業挟脅教 人工骨頭挿入術亀州算定回数州合計爵ずご回

以上綬あ柔惹需岸
が胸き 当該施設周杓寂柔大腿骨近位部骨折後じ。時間以内周手術叔実施手酒前年州実績周寿い樹含院内掲示殊柔惹需岸
が脅き 関係学会等需連携州上含手術適応等州治療方針州決定及秀術後州管理等叔行呪樹い柔惹需岸
が興き 多職種連携叔目的需手酒含大腿骨近位部骨折患者周対殊柔院内峻縮書廠縮ン及秀嘗藷少淑承叔作成殊柔惹需岸
が。、き 速や灼収術前評価叔目的需手酒院内州内科受診基準叔作成殊柔惹需岸
が。。き 運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料がìき又修運動器彰女鋤彰庶ー淳庄ン料がíき州施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹地方厚生季支稀局長周届寂出樹

い柔惹需岸
が。2き 二次性骨折予防継続管理料教州施設基準周適合手樹い柔酬州需手樹地方厚生季支稀局長周届寂出樹い柔惹需岸
が。しき 関係学会灼従示取汁樹い柔峻縮書廠縮ン等周基授酌含当該手術爵適切周実施取汁樹い柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

新規技術州保険導入

出典：日本整形外科学会哨ー妾召ー準十戎引用

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
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➢ 変形性膝関節症周対殊柔適切収手術加療叔評価殊柔観点灼従含
脛骨近位骨切戎術叔新設殊柔岸

季新稀 脛骨近位骨切戎術 28,300点
［算定要件］

変形性膝関節症患者又修膝関節骨壊死患者州膝関節周対手樹含関節外側又修内側臭州
負荷州移行叔目的需手樹含脛骨近位部州骨切戎叔実施手酒場合周算定殊柔岸

手術前
O脚

手術後
僅灼収X脚

出典：日本関節鏡・膝・潤唱ー曙整形外科学会提案書十戎引用

➢ 上腕二頭筋長頭腱損傷周対殊柔適切収手術加療叔評価殊柔観点灼従含
上腕二頭筋腱固定術叔新設殊柔岸

季新稀 上腕二頭筋腱固定術
教 観血的周行う酬州 18,080点
橋 関節鏡下周行う酬州 23,370点

［算定要件］
上腕二頭筋腱固定術修含上腕二頭筋長頭腱損傷季保存的治療爵奏功手収い酬州周限柔岸稀

周対手含縮ン順ー傷宿抄ン潤潤竣彰少ー叔用い樹固定叔行呪酒場合周算定殊柔岸 出典：日本肩関節学会提案書十戎引用

手術前 手術後

➢ 腰部脊柱管狭窄症等周対殊柔適切収手術加療叔評価殊柔観点灼従含
顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術叔新設殊柔岸

季新稀 顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 24,560点
出典：日本脊髄外科学会提案書十戎引用

新規技術州保険導入
季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

新規技術州保険導入

新規技術州保険導入
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➢ 神経内分泌腫瘍及秀褐色細胞腫周対殊柔放射性同位元素内用療法周係柔管理料叔新設殊柔岸

放射性同位元素内用療法管理料
季新稀神経内分泌腫瘍周対殊柔酬州 2,660点
季新稀褐色細胞腫周対殊柔酬州 1,820点

［算定留意事項］
・鬼神経内分泌腫瘍周対殊柔酬州亀修含遵嘗署潤順初ン受容体陽性州切除不能又修遠隔転移叔有殊柔神経内分泌腫瘍州患者周対手樹行呪酒場合周算

定殊柔岸
・鬼褐色細胞腫周対殊柔酬州亀修含MIBG爵集積殊柔悪性褐色細胞腫・徐廠峻ン舜彰述ー嘗州患者周対手樹行呪酒場合周算定殊柔岸

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
令和狂年度診療報酬改定 。じ．医療技術州評価

➢ 膀胱頸部形成不全周対手樹含人工物叔使用珠狩膀胱頸部叔形成・再建殊柔術式叔新設殊柔岸

季新稀 膀胱頸部形成術季膀胱頸部吊上術以外稀 37,690点

➢ 埋没陰茎周対殊柔手術叔新設殊柔岸

季新稀 埋没陰茎手術 7,760点

新規技術州保険導入

新規技術州保険導入



➢ 胃癌周係柔内視鏡手術用支援機器叔用い樹行呪酒手術周寿い樹含既存州腹腔鏡下手術周比舟優越性
爵示取汁酒惹需灼従含評価叔見直殊岸

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

改定後
妓腹腔鏡下胃切除術宜

橋 悪性腫瘍手術 64,120点
況 悪性腫瘍手術季内視鏡手術用支援機器叔用い柔酬州稀 73,590点

妓腹腔鏡下噴門側胃切除術宜
橋 悪性腫瘍切除術 75,730点
況 悪性腫瘍手術季内視鏡手術用支援機器叔用い柔酬州稀 80,000点

妓腹腔鏡下胃全摘術宜
橋 悪性腫瘍手術 83,090点
況 季略稀
狂 悪性腫瘍手術季内視鏡手術用支援機器叔用い柔酬州稀 98,850点

現行
妓腹腔鏡下胃切除術宜

橋 悪性腫瘍手術 64,120点

妓腹腔鏡下噴門側胃切除術宜
橋 悪性腫瘍切除術 75,730点

妓腹腔鏡下胃全摘術宜
橋 悪性腫瘍手術 83,090点

改定後

［施設基準］
(1) 季略稀
季削除稀

(2)～(8) 季略稀

現行

妓胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術州場合宜
［施設基準］
(1) 季略稀
(2) 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術季内視鏡手術用支援機器叔用い柔場合稀叔
術者需手樹狭例以上実施手酒経験叔有殊柔常勤州医師爵教名以上配置取汁
樹い柔惹需岸
(3)～(9) 季略稀

➢ 食道癌含胃癌及秀直腸癌周係柔内視鏡手術用支援機器叔用い樹行呪酒手術州施設基準周寿い樹含術
者州経験症例数需術後合併症州発生周有意収違い爵示取汁収灼呪酒需いう抄準潤署彰州解析結果周
基授酌見直殊岸

334

既存技術州見直手

既存技術州見直手

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
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➢ 招ー鋤準庄ン検査判断料周寿い樹含施設基準叔見直殊岸

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

改定後

妓招ー鋤準庄ン検査判断料宜
［施設基準］

厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会季眼鏡等
適合判定医師研修会稀季以下鬼視覚障害者用補装具適合判定医師研
修会亀需いう岸稀叔修了手酒眼科叔担当殊柔常勤州医師爵教名以上
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
師季視覚障害者用補装具適合判定医師研修会叔修了手酒医師周限
柔岸稀叔橋名以上組輯合わ珠柔惹需周十戎含常勤医師州勤務時間帯
需同朱時間帯周惹汁従州非常勤医師爵配置取汁樹い柔場合周修含当
該基準叔満酒手樹い柔惹需需輯収殊惹需爵綬酌柔岸

現行

妓招ー鋤準庄ン検査判断料宜
［施設基準］

厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会季眼鏡
等適合判定医師研修会稀叔修了手酒眼科叔担当殊柔常勤州医師爵
教名以上配置取汁樹い柔惹需岸

➢ 処ー宵潤循除ー周寿い樹含対象疾患叔追加殊柔岸

既存技術州見直手

既存技術州見直手

改定後
妓処ー宵潤循除ー宜
［算定要件］

処ー宵潤循除ー修含悪性黒色腫含基底細
胞癌含商ー出ン病含色素性母斑含老人性色
素斑含脂漏性角化症含出竣彰ン汗孔腫含血
管腫等州色素性皮膚病変含円形脱毛症若手
く修日光角化症州診断又修経過観察州目的
綬行呪酒場合周含検査州回数又修部位数周
灼灼わ従狩狂月周教回周限戎算定殊柔岸

現行
妓処ー宵潤循除ー宜
［算定要件］

処ー宵潤循除ー修含悪性黒色腫含基底細
胞癌含商ー出ン病含色素性母斑含老人性色
素斑含脂漏性角化症含出竣彰ン汗孔腫含血
管腫等州色素性皮膚病変州診断又修経過観
察州目的綬行呪酒場合周含検査州回数又修
部位数周灼灼わ従狩狂月周教回周限戎算定
殊柔岸

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
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令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

➢ 小児食物淑抄承瞬ー負荷検査周寿い樹含対象患者及秀算定回数州見直手叔行う岸

出典：日本肝臓学会提案書十戎引用

改定後

妓小児食物淑抄承瞬ー負荷検査宜
注教 別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合殊柔酬州需手樹

地方厚生局長等周届寂出酒保険医療機関周杓い樹含16歳未満
州患者周対手樹食物淑抄承瞬ー負荷検査叔行呪酒場合周含年
況回周限戎算定殊柔岸

橋 小児食物淑抄承瞬ー負荷検査周係柔投薬含注射及秀処置州
費用修含所定点数周含蹴汁柔酬州需殊柔岸

現行

妓小児食物淑抄承瞬ー負荷検査宜
注教 別周厚生労働大臣爵定酋柔施設基準周適合殊柔酬州需手樹

地方厚生局長等周届寂出酒保険医療機関周杓い樹含興歳未満
州患者周対手樹食物淑抄承瞬ー負荷検査叔行呪酒場合周含年
橋回周限戎算定殊柔岸

橋 小児食物淑抄承瞬ー負荷検査周係柔投薬含注射及秀処置州
費用修含所定点数周含蹴汁柔酬州需殊柔岸

➢ 腹腔鏡下直腸切除・切断術周超低位前方切除術及秀経肛門吻合叔伴う切除術叔追加殊柔岸

出典：日本肝臓学会提案書十戎引用

改定後

妓腹腔鏡下直腸切除・切断術宜
教 切除術 75,460点
橋 低位前方切除術 83,930点
況 超低位前方切除術 91,470点
狂 経肛門吻合叔伴う切除術 100,470点
狭 切断術 83,930点

現行

妓腹腔鏡下直腸切除・切断術宜
教 切除術 75,460点
橋 低位前方切除術 83,930点
況 切断術 83,930点

既存技術州見直手

既存技術州見直手

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
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➢ 画像診断管理加算況州施設基準周杓い樹含人工知能技術叔用い酒画像診断補助遵傷署塾熟淑州管理
周係柔要件叔追加手含評価叔見直殊岸

改定後

妓画像診断管理加算況宜
画像診断管理加算況 340点

［施設基準州概要］
・放射線科叔標榜手樹い柔特定機能病院
・画像診断叔専従担当殊柔常勤州医師爵矯名以上配置
・核医学診断含鏡均撮影及秀曲僅尭撮影周係柔画像情報州管理州実施
・核医学診断及秀循ン除少ー順ー断層診断州う儒含少収錫需酬脅割以

上州読影結果爵含翌診療日蹴綬周当該患者州診療叔担当殊柔医師臭
報告

・夜間及秀休日周読影叔行う体制州整備
・核医学診断含鏡均撮影及秀曲僅尭撮影周寿い樹含夜間及秀休日叔除

錫検査前州画像診断管理州実施
・当該保険医療機関以外州施設周読影又修診断叔委託手樹い収い岸
・鬼医療情報淳潤庶妾州安全管理周関殊柔峻縮書廠縮ン亀叔遵守手含

安全収通信環境州確保
・関係学会州定酋柔指針叔遵守手含曲僅尭装置州適切収安全管理州実

施
・関係学会州定酋柔指針周基授錫適切収被愁錫線量管理州実施
・関連学会州定酋柔指針周基授く人工知能技術叔用い酒画像診断補助

遵傷署塾熟淑周係柔管理州実施
・人工知能技術叔用い酒画像診断補助遵傷署塾熟淑周係柔管理周あ酒

戎含画像診断叔専従担当殊柔医師叔管理者需手樹配置

令和狂年度診療報酬改定 。じ．医療技術州評価

現行

妓画像診断管理加算況宜
画像診断管理加算況 300点

［施設基準州概要］
・放射線科叔標榜手樹い柔特定機能病院
・画像診断叔専従担当殊柔常勤州医師爵矯名以上配置
・核医学診断含鏡均撮影及秀曲僅尭撮影周係柔画像情報州管理州実施
・核医学診断及秀循ン除少ー順ー断層診断州う儒含少収錫需酬脅割以

上州読影結果爵含翌診療日蹴綬周当該患者州診療叔担当殊柔医師臭
報告

・夜間及秀休日周読影叔行う体制州整備
・核医学診断含鏡均撮影及秀曲僅尭撮影周寿い樹含夜間及秀休日叔除

錫検査前州画像診断管理州実施
・当該保険医療機関以外州施設周読影又修診断叔委託手樹い収い岸
・鬼医療情報淳潤庶妾州安全管理周関殊柔峻縮書廠縮ン亀叔遵守手含

安全収通信環境州確保
・関係学会州定酋柔指針叔遵守手含曲僅尭装置州適切収安全管理州実

施
・関係学会州定酋柔指針周基授錫適切収被愁錫線量管理州実施

季新設稀

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
既存技術州見直手
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➢ 血流予備量比循ン除少ー順ー断層撮影周寿い樹含使用実態等叔踏蹴え施設基準叔見直殊岸

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

改定後

妓血流予備量比循ン除少ー順ー断層撮影宜
［施設基準州概要］
(教) 64 列以上州嘗承初潤廠縮潤型州鏡均叔有殊柔惹需岸
(橋) 画像診断管理加算橋又修況周関殊柔施設基準叔満酒殊惹需岸
(況) 次州い狩汁周酬該当殊柔惹需岸

・ 許可病床数爵200 床以上州病院
・ 循環器内科含心臓血管外科及秀放射線科叔標榜手樹い柔保険医療機関
・ 狭年以上州循環器内科州経験叔有殊柔常勤州医師爵橋名以上配置取汁

樹杓戎含狭年以上州心臓血管外科州経験叔有殊柔常勤州医師爵教名以上
配置取汁樹い柔惹需岸

・ 狭年以上州心血管縮ン順ー升ン淳庄ン治療州経験叔有殊柔常勤州医師
爵教名以上配置取汁樹い柔惹需岸

・ 経皮的冠動脈形成術叔年間100例以上実施手樹い柔惹需岸

季削除稀

季削除稀

・ 血流予備量比循ン除少ー順ー断層撮影周十戎冠動脈狭窄爵認酋従汁酒
周酬灼灼わ従狩含経皮的冠動脈形成術又修冠動脈序縮徐潤手術州い狩汁
酬行わ収灼呪酒症例爵前年周10例以上あ柔惹需岸

・ 日本循環器学会及秀日本心血管縮ン順ー升ン淳庄ン治療学会州研修施
設周該当殊柔惹需岸

現行
妓血流予備量比循ン除少ー順ー断層撮影宜
［施設基準州概要］
(教) 64 列以上州嘗承初潤廠縮潤型州鏡均叔有殊柔惹需岸
(橋) 画像診断管理加算橋又修況周関殊柔施設基準叔満酒殊惹需岸
(況) 次州い狩汁周酬該当殊柔惹需岸

・ 許可病床数爵200 床以上州病院
・ 循環器内科含心臓血管外科及秀放射線科叔標榜手樹い柔

保険医療機関
・ 狭年以上州循環器内科州経験叔有殊柔常勤州医師爵橋名

以上配置取汁樹杓戎含狭年以上州心臓血管外科州経験叔有
殊柔常勤州医師爵教名以上配置取汁樹い柔惹需岸

・ 狭年以上州心血管縮ン順ー升ン淳庄ン治療州経験叔有殊柔
常勤州医師爵教名以上配置取汁樹い柔惹需岸

・ 経皮的冠動脈形成術叔年間100例以上実施手樹い柔惹需岸
・ 画像診断叔専従担当殊柔常勤州医師爵況名以上配置取汁

樹い柔惹需岸
・ 放射線治療周専従州常勤州医師爵教名以上配置取汁樹い

柔惹需岸

(新設)

・ 日本循環器学会州研修施設含日本心血管縮ン順ー升ン
淳庄ン治療学会州研修施設及秀日本医学放射線学会州総合
修練機関州い狩汁周酬該当殊柔惹需岸

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
施設基準州見直手



➢ 超急性期脳卒中加算周寿い樹含医療資源州少収い地域周杓い樹修含脳卒中診療周杓寂柔遠隔医療州体制叔構築殊
柔惹需叔要件周含施設基準叔見直殊岸

改定後
妓超急性期脳卒中加算宜
［施設基準］
が教き次州い狩汁灼叔満酒手樹い柔惹需岸

淑 略
縮 次州い狩汁酬満酒手樹い柔惹需岸
季縮稀鬼基本診療料州施設基準等亀別表第六州二周掲弱柔地域周所在殊柔保険医療機

関綬あ呪樹含超急性期脳卒中加算周係柔届出叔行呪樹い柔他州保険医療機関需
州連携体制爵構築取汁樹い柔惹需岸

季招稀日本脳卒中学会爵定酋柔鬼脳卒中診療周杓寂柔遠隔医療季へら」らイtィん「ら稀峻縮書
廠縮ン亀周沿呪酒情報通信機器叔用い酒診療叔行う体制爵整備取汁樹い柔惹需岸

季女稀日本脳卒中学会等州関係学会爵行う脳梗塞ｔ－Ｐ蕎適正使用周係柔講習会叔受
講手樹い柔常勤州医師爵教名以上配置取汁樹い柔惹需岸

現行
妓超急性期脳卒中加算宜
［施設基準］
(教) 当該保険医療機関周杓い樹含専従

脳卒中州診断及秀治療叔担当殊柔常勤
州医師季専従脳卒中州診断及秀治療叔
担当手酒経験叔10年以上有殊柔酬州周
限柔岸稀爵教名以上配置取汁樹杓戎含
日本脳卒中学会等州関係学会爵行う脳
梗塞矩－桐蕎適正使用周係柔講習会叔
受講手樹い柔惹需岸(橋) 脳外科的処
置爵迅速周行え柔体制爵整備取汁樹い
柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応

➢ 遺伝性乳癌卵巣癌症候群周対殊柔乳房切除術周寿い樹含施設基準叔見直殊岸
改定後

妓遺伝性乳癌卵巣癌症候群周対殊柔手術宜
［施設基準］季抜粋稀

乳房切除術叔行う施設周杓い樹修乳房曲僅尭加算州施設基準周係柔届出叔行呪樹い柔惹需岸酒首手含
次州項目叔い狩汁酬満酒殊場合周杓い樹修含当該施設基準叔満酒殊酬州需手樹差手支え収い岸

淑 画像診断管理加算橋又修況周関殊柔施設基準叔満酒殊惹需岸
縮 関係学会十戎乳癌州専門的収診療爵可能需手樹認定取汁酒施設綬あ柔惹需岸
塾 遺伝性乳癌卵巣癌症候群州患者州診療周当酒戎含1.5 庶潤廠以上州曲僅尭装置叔有殊柔他州保険

医療機関需連携手含当該患者周対手樹曲僅尭撮影爵綬酌柔等含乳房曲僅尭撮影加算州施設基準叔満
酒殊保険医療機関需同等州診療爵綬酌柔惹需岸収杓含当該連携周寿い樹文書周十柔契約爵締結取汁
樹杓戎含届出州際周当該文書叔提出殊柔惹需岸

現行
妓遺伝性乳癌卵巣癌症候群周対殊柔手術宜
［施設基準］季抜粋稀

乳房切除術叔行う施設周杓い樹修乳房曲僅尭
加算州施設基準周係柔届出叔行呪樹い柔惹需岸

施設基準州見直手

施設基準州見直手
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令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

出典：日本肝臓学会提案書十戎引用

➢ 歩行運動処置季招商暑署潤ー曙周十柔酬州稀季教日周寿酌稀周寿い樹含評価叔見直殊岸

妓歩行運動処置季招商暑署潤ー曙周十柔酬州稀季教日周寿酌稀宜
歩行運動処置季招商暑署潤ー曙周十柔酬州稀季教日周寿酌稀 1,100点

妓歩行運動処置季招商暑署潤ー曙周十柔酬州稀季教日周寿酌稀宜
歩行運動処置季招商暑署潤ー曙周十柔酬州稀季教日周寿酌稀 900点

現行 改定後

既存技術州見直手

出典：日本肝臓学会提案書十戎引用

➢ 病理診断料及秀病理判断料周寿い樹含評価叔見直殊岸
既存技術州見直手

妓病理診断料宜
教 組織診断料 520点

妓病理判断料宜
病理判断料 130点

妓病理診断料宜
教 組織診断料 450点

妓病理判断料宜
病理判断料 150点

現行 改定後

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応

➢ 乳癌州放射線治療周係柔一回線量増加加算州評価叔見直殊需需酬周含前立腺癌州放射線治療周寿い樹含寡分割照射叔行呪酒場合州評
価叔見直殊岸

出典：日本肝臓学会提案書十戎引用

改定後

妓体外照射宜
高出助承瞬ー放射線治療

注橋 教回州線量爵2.5仰ｙ以上州全乳房照射叔行呪酒場合
修含一回線量増加加算需手樹含690点叔所定点数周加算
殊柔岸

強度変調放射線治療季尭曲僅均稀
注橋 教回州線量爵況仰ｙ以上州前立腺照射叔行呪酒場合修含

一回線量増加加算需手樹含1,400点叔所定点数周加算殊柔岸

現行

妓体外照射宜
高出助承瞬ー放射線治療

注橋 教回州線量爵2.5仰ｙ以上州全乳房照射叔行呪酒場合修含
教回線量増加加算需手樹含460点叔所定点数周加算殊柔岸

強度変調放射線治療季尭曲僅均稀
注橋 教回州線量爵2.5仰ｙ以上州前立腺照射叔行呪酒場合修含

教回線量増加加算需手樹含1,000点叔所定点数周加算殊柔岸

既存技術州見直手



現 行

Ｂ０１５ 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

Ｂ０６０＋２ 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

Ｂ０７／＋０ 椌児食物磕箵䈎祧籞ヅ荷検査８／,．．．珵

注／ 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７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

０回癉限瞤算定瘃矞璒

Ｂ２．． 血液採流＆／日癉瘨疷＇

／ 静脈８１３珵

注０ ４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０３珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

Ｂ２／７ 㾮癮直癮検体採流

１ 動脈血採流＆／日癉瘨疷＇８３．珵

注０ ４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／３珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

４ 鼻腔籗咽頭茫い液採流８３珵

改 定

Ｂ０１５ 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ＡＮ？Ｎ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

Ｂ０６０＋２ 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

Ｂ０７／＋０ 椌児食物磕箵䈎祧籞ヅ荷検査８／,．．．珵

注／ 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

／４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１回癉限瞤算定瘃矞璒

Ｂ２．． 血液採流＆／日癉瘨疷＇

／ 静脈８１５珵

注０ ４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１．珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

Ｂ２／７ 㾮癮直癮検体採流

１ 動脈血採流＆／日癉瘨疷＇８３３珵

注０ ４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１．珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

４ 鼻腔籗咽頭茫い液採流８０３珵

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応

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稀季再掲稀
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現 行

Ｅ．．． 皮不𤩍皮託及皨筋肉注射＆／回癉瘨疷＇８０．珵

Ｅ．．／ 静脈不注射＆／回癉瘨疷＇８１０珵

注０ ４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２３珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

Ｅ．．２ 珵滴注射＆／日癉瘨疷＇

／ ４遁鑷▕癮乳幼児癉対瘃矞睘癮＆／日便癮注射量疰100mL通

琢癮場合＇８７７珵

０ ／癉掲痓矞者通外癮者癉対瘃矞睘癮＆／日便癮注射量疰500mL

通琢癮場合＇８７６珵

１ 㾮癮直癮場合＆入院中癮患者通外癮患者癉限矞璒＇８２７珵

注０ ４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２３珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

H．．０ 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＆義キ＇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

Ｈ．７３ 耳処置＆耳浴及皨耳洗浄砅含𥇥璒＇８０３珵

Ｈ．７５ 鼻処置＆鼻吸引𤩍単純鼻出血及皨鼻前庭癮処置砅含𥇥璒＇

８／２珵

Ｈ．７６ 口腔𤩍咽頭処置８／２珵

改 定

Ｅ．．． 皮不𤩍皮託及皨筋肉注射＆／回癉瘨疷＇８００珵

Ｅ．．／ 静脈不注射＆／回癉瘨疷＇８１２珵

注０ ４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２６珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

Ｅ．．２ 珵滴注射＆／日癉瘨疷＇

／ ４遁鑷▕癮乳幼児癉対瘃矞睘癮＆／日便癮注射量疰100mL通

琢癮場合＇８／．／珵

０ ／癉掲痓矞者通外癮者癉対瘃矞睘癮＆／日便癮注射量疰500mL

通琢癮場合＇８７７珵

１ 㾮癮直癮場合＆入院中癮患者通外癮患者癉限矞璒＇８３．珵

注０ ４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２４珵砅脉定珵数癉加算瘃矞璒

H．．０ 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

Ｈ．７３ 耳処置＆耳浴及皨耳洗浄砅含𥇥璒＇８０５珵

Ｈ．７５ 鼻処置＆鼻吸引𤩍単純鼻出血及皨鼻前庭癮処置砅含𥇥璒＇

８／４珵

Ｈ．７６ 口腔𤩍咽頭処置８／４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

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
既存技術州見直手季医師州基礎的収技術州再評価Ö稀季再掲稀

令和狂年度診療報酬改定 。じ．医療技術州評価
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➢ 粒子線治療州対象疾患周含既存州X 線治療等需比較手樹生存率等州改善爵確認取汁酒以下州疾患叔追
加殊柔岸

妓粒子線治療季一連周寿酌稀宜
［算定要件］季概要稀
教 希少収疾病周対手樹実施手酒場合 187,500点

・ 陽子線治療： 季改稀肝細胞癌※季長径狂純ン初娼ー署承以上州酬州周限柔岸稀含
肝内胆管癌※ 含局所進行性膵癌※ 含
局所大腸癌※ 季手術後周再発手酒酬州周限柔岸稀
小児腫瘍季限局性州固形悪性腫瘍周限柔岸稀含
限局性州骨軟部腫瘍※ 含
頭頸部悪性腫瘍季口腔・咽喉頭州扁平上皮癌叔除錫岸稀

・ 重粒子線治療： 季改稀肝細胞癌※ 季長径狂純ン初娼ー署承以上州酬州周限柔岸稀含
肝内胆管癌※ 含局所進行性膵癌※ 含
局所大腸癌※ 季手術後周再発手酒酬州周限柔岸稀
局所進行性子宮頸部線癌※ 含
限局性州骨軟部腫瘍※ 含
頭頸部悪性腫瘍季口腔・咽喉頭州扁平上皮癌叔除錫岸稀

橋 希少収疾病以外州特定州疾病周対手樹実施手酒場合 110,000点
・ 陽子線治療 ：限局性及秀局所進行性前立腺癌季転移叔有殊柔酬州叔除錫岸稀
・ 重粒子線治療：限局性及秀局所進行性前立腺癌季転移叔有殊柔酬州叔除錫岸稀

例８肝細胞癌癉対瘃矞陽子線治療

[加算]
Õ粒子線治療適応判定加算

40,000点
季春将ン楯ー商ー書周十柔適応判定周

関殊柔体制整備叔評価稀

Ö粒子線治療医学管理加算
10,000点

季照射計画叔三次元的周確認殊柔収囚
州医学的管理叔評価稀

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

※ 手術周十柔根治的収治療法爵困難綬あ柔酬州周限柔岸

先進医療需手樹実施取汁酒技術州保険導入
季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
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➢ 染色体検査州対象疾患周含流産検体叔用い酒染色体検査叔追加殊柔岸

➢ 血漿交換療法州対象疾患周含難治性高循抄潤庶招ー承血症周伴う重度尿蛋白叔呈殊柔糖尿病性腎症周
対殊柔局響局淑傷熟抄淳潤療法叔追加殊柔岸

➢ 前立腺生検法周杓い樹含曲僅尭撮影及秀超音波検査融合画像周十柔場合叔追加殊柔岸

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

先進医療需手樹実施取汁酒技術州保険導入

妓染色体検査季全樹州費用叔含週岸稀宜
教 驚尭勤凝法叔用い酒場合 2,553点
橋 腫州他州場合 2,553点

注教 分染法叔行呪酒場合修含分染法加算需手樹含397点叔所定点数周加算殊柔岸
季改稀 橋 橋周寿い樹修含流産検体叔用い酒絨毛染色体検査叔行う場合修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行う場合周限戎算定殊柔岸

妓血漿交換療法季教日周寿酌稀宜
血漿交換療法季教日周寿酌稀 4,200点

注教 血漿交換療法叔夜間周開始手含午前挟時以降周終了手酒場合修含教日需手樹算定殊柔岸
季改稀 橋 難治性高循抄潤庶招ー承血症周伴う重度尿蛋白叔呈殊柔糖尿病性腎症周対殊柔局響局淑傷熟抄淳潤療法

周寿い樹修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行わ汁柔場合周限戎算定殊柔岸

妓前立腺針生検法宜
季新稀 教 曲僅尭撮影及秀超音波検査融合画像周十柔酬州 8,210点

季教稀医療技術評価分科会州評価叔踏蹴え酒対応
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季橋稀手術等州医療技術州適切収評価
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

➢ 眼瞼内反症周係柔手術周寿い樹術式叔追加殊柔岸

季新稀 眼瞼内反症手術 眼瞼下制筋前転法 4,230点

➢ 角結膜悪性腫瘍周対殊柔手術叔新設殊柔岸

季新稀 角結膜悪性腫瘍切除術 6,290点

➢ 斜視周係柔手術周寿い樹術式叔追加殊柔岸

季新稀 斜視手術季調節糸法稀 12,060点

➢ 緑内障周対殊柔手術周寿い樹術式叔追加殊柔岸

季新稀 緑内障手術 流出路再建術季眼内法稀 14,490点
季新稀 緑内障手術 濾過胞再建術季needle法稀 3,440点

扁平上皮癌

切除需再建範囲

妓眼瞼内反症手術 眼瞼下制筋前転法宜

日本眼科学会提出資料灼従引用

妓緑内障手術 流出路再建術季眼内法稀宜

日本眼科学会提出資料灼従引用

日本緑内障学会提出資料灼従引用

妓角結膜悪性腫瘍切除術宜

新規技術州保険導入
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季新稀 副腎腫瘍廠準述波焼灼療法季一連需手樹稀
教 教純ン初娼ー署承未満 さず,ごごご点
橋 教純ン初娼ー署承以上 22,そずご点

［技術州概要］
○ 片側性淑承書潤庶招ン過剰分泌周十柔原発性淑承書潤庶招ン症州患者

州副腎腫瘍周対手樹含廠準述波帯州高周波電流叔流手含組織叔凝固殊柔岸
○ 深鎮静州下含鏡均峻縮書下周樹副腎腫瘍叔穿刺手含治療叔行う岸

季橋稀手術等州医療技術州適切収評価
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

妓経俊庶ー庶承弁置換術宜
季新稀 経皮的肺動脈弁置換術 39,060点
［技術州概要］
○ 先天性心疾患手術後州肺動脈弁機能不全州患者周対手樹含経皮的周人工弁叔留置殊柔岸

［関連殊柔特定保険医療材料］
182 経俊庶ー庶承人工生体弁純暑署

季教稀序承ーン拡張型人工生体弁純暑署 4,510,000円
215 経俊庶ー庶承人工生体弁純暑署季潤庶ン署舜廠傷署付酌稀 5,270,000円

新規保険医療材料等周係柔技術料州新設

新規保険医療材料等周係柔技術料州新設

出典：企業提出資料

出典：企業提出資料

腎臓

腎臓
副腎 腺腫

＜鏡均画像＞

➢ 鏡橋区分需手樹保険収載取汁含現在準用点数綬行わ汁樹い柔特定保険医療材料等周係柔
技術周寿い樹含新酒周技術料叔新設殊柔岸
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季新稀 自家培養上皮移植術 52,600点

［技術州概要］
○ 角膜上皮幹細胞疲弊症患者周対手樹含患者自身十戎採取手酒角膜輪部組織

又修口腔粘膜組織灼従分離手酒角膜上皮細胞又修口腔粘膜上皮細胞叔淳ー署
状周培養手含患者州眼表面周移植殊柔岸

［関連殊柔特定保険医療材料］
150 恕署自家移植組織

季況稀 自家培養角膜上皮 Õ 採取・培養春暑署 4,280,000円
Ö 調製・移植春暑署 5,470,000円

季狂稀 自家培養口腔粘膜上皮 Õ 採取・培養春暑署 4,280,000円
Ö 調製・移植春暑署 5,470,000円

季橋稀手術等州医療技術州適切収評価
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

季新稀 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 22,100点
［技術州概要］
○ 切除不能収局所進行又修局所再発州頭頸部癌患者周対手樹含光感受性物質爵結合手酒抗

体綬あ柔純曙春淳嘗償楯招順招俊ン薯署彰塾妾叔投与手含腫瘍細胞周抄ー殉ー光叔照射殊
柔局所療法岸

○ 抄ー殉ー光周十戎腫瘍細胞周結合手酒光感受性物質爵励起取汁含腫瘍細胞爵傷害取汁柔岸

［関連殊柔特定保険医療材料］
187 半導体抄ー殉ー用勝招ー償 229,000円
216 抄ー殉ー光照射用藷ー書承俊庶ー庶承 1,990円

新規保険医療材料等周係柔技術料州新設

新規保険医療材料等周係柔技術料州新設

出典：企業提出資料

出典：企業提出資料

純曙春淳嘗償
楯招順招俊ン薯署彰塾妾
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妓小腸内視鏡検査宜
季新稀 潤徐縮廠承内視鏡周十柔酬州 6,800点
妓小腸結腸内視鏡的止血術宜
妓小腸・結腸狭窄部拡張術宜
季新稀 潤徐縮廠承内視鏡加算 3,500点
［技術州概要］
○ 電動回転可能収潤徐縮廠承形状州述ー序ー初少ー償需組輯合わ珠含傷祝ン叔電動綬回転取珠柔

惹需周十戎含小腸叔手繰戎寄珠収爵従挿入殊柔小腸内視鏡検査岸
○ 区分番号鬼業胸橋橋亀小腸結腸内視鏡的止血術又修区分番号鬼業胸況狭－橋亀小腸・結腸狭窄

部拡張術周寿い樹含潤徐縮廠承内視鏡叔用い樹実施手酒場合修含潤徐縮廠承内視鏡加算叔加算殊柔岸 出典：企業提出資料

季新稀 禁煙治療補助淳潤庶妾指導管理加算 140点
季新稀 禁煙治療補助淳潤庶妾加算 2,400点
［技術州概要］
○ 序抄藷竣彰ン叔使用手樹禁煙治療叔行う藷循初ン依存症

患者周対手樹含淑勝彰や呼気一酸化炭素濃度測定器叔併用
州上含標準禁煙治療勝招舜廠妾叔実施殊柔岸

［算定要件］季概要稀
○ 区分番号郷挟挟教－況－橋周掲弱柔藷循初ン依存症管理

料州教州縮又修橋叔算定殊柔患者周対手樹含禁煙治療補助
淳潤庶妾周係柔指導管理叔行呪酒場合周含当該管理料叔算定手酒日周教回周限戎加算殊柔岸

○ 禁煙治療補助淳潤庶妾叔使用手酒場合修含禁煙治療補助淳潤庶妾加算需手樹含2,400点叔更周所定点数周加算殊柔岸

季橋稀手術等州医療技術州適切収評価
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

新規保険医療材料等周係柔技術料州新設

新規保険医療材料等周係柔技術料州新設

出典：企業提出資料

藷循初ン依存症州理解及秀禁煙周関殊
柔行動変容州定着叔促殊娼暑純ー準や
動画等叔提供

患者淑勝彰

患者淑勝彰州進捗州確認等診療州楯唱ー署
医師淑勝彰

呼気CO濃度叔測定手含患者淑勝彰周送信

CO初熟暑俊ー
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［技術州概要］
○ 純ン楯ー叔上腕州後渋側周装着手含彰ー処ー等綬純ン楯ー叔

潤春将ン殊柔惹需綬含皮下間質液中州舜承循ー潤値叔表示殊柔
惹需爵綬酌含蹴酒含 連続舜承循ー潤値州舜廠傷叔表示殊柔惹
需爵綬酌柔岸

季新稀 経尿道的前立腺吊上術 12,300点

［技術州概要］
○ 前立腺肥大症周伴う排尿障害州患者周対手樹含経尿道的周前立腺州内側季尿道側稀組織需外側季被

膜側稀組織叔貫通手樹縮勝廠ン署叔留置殊柔惹需綬含内側組織需外側組織叔近授寂樹保持手含尿道開
口部叔広弱柔惹需綬含排尿障害叔改善殊柔岸

［関連殊柔特定保険医療材料］
214 前立腺用縮ン勝廠ン署 97,900円

季橋稀手術等州医療技術州適切収評価
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

新規保険医療材料等周係柔技術料州新設

新規保険医療材料等周係柔技術料州見直手

出典：企業提出資料

改定後現行
妓血糖自己測定器加算宜

間歇潤春将ン式持続血糖測定器周十柔酬州
注況 胸周寿い樹修含入院中州患者以外州患者綬あ呪樹含強化縮

ン潤彰ン療法叔行呪樹い柔酬州又修強化縮ン潤彰ン療法叔
行呪酒後周混合型縮ン潤彰ン製剤叔教日橋回以上使用手樹い
柔酬州周対手樹含血糖自己測定値周基授錫指導叔行う酒酋含
間歇潤春将ン式持続血糖測定器叔使用手酒場合周含況月周況
回周限戎含第教款州所定点数周加算殊柔岸

出典：企業提出資料

純ン楯ー 彰ー処ー 潤嘗ー署傷術ン淑勝彰

妓血糖自己測定器加算宜
間歇潤春将ン式持続血糖測定器周十柔酬州

注況 胸周寿い樹修含縮ン潤彰ン製剤州自己注射叔教日周教回以
上行呪樹い柔入院中州患者以外州患者周対手樹含血糖自己測
定値周基授錫指導叔行う酒酋含間歇潤春将ン式持続血糖測定
器叔使用手酒場合周含況月周況回周限戎含第教款州所定点数
周加算殊柔岸
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季橋稀手術等州医療技術州適切収評価

季新稀 哨塾素中性子捕捉療法 187,500点

［対象需収柔疾患］
切除不能収局所進行又修局所再発州頭頸部癌

［技術州概要］
○ 哨塾素叔付加手酒薬剤季商招傷宿廠ン稀叔爵夙細胞周取戎込蹴珠含

体外灼従低出助承瞬ー中性子線叔照射殊柔放射線治療州一種綬あ柔岸
○ 哨塾素需熱中性子需州核反応周十戎発生殊柔淑承傷宿線需彰初塾妾

原子核周十戎爵夙細胞叔破壊殊柔岸

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

出典：企業提出資料

新規保険医療材料等周係柔技術料州新設

[加算]
Õ哨塾素中性子捕捉療適応判定加算 40,000点 ※ 春将ン楯ー商ー書周十柔適応判定周関殊柔体制整備叔評価
Ö哨塾素中性子捕捉療医学管理加算 10,000点 ※ 照射計画叔三次元的周確認殊柔収囚州医学的管理叔評価

α 粒子

eV

熱中性子

μ

μ

ホウ素

℡ ☎

即発ガンマ線

原子核

薬剤投与 中性子照射

α粒子

彰初塾妾
原子核

哨塾素

爵夙細胞
破壊

中性子



区分番号 手術名 現行点数 改定点数
K000 創傷処理

1 筋肉禍臓器殻達す褐潟穫運長径轄cm未満雲 1,250点 1,400点
謁 筋肉禍臓器殻達す褐潟穫運長径轄cm以上悦駅cm未満雲 1,680点 1,880点
3 筋肉禍臓器殻達す褐潟穫運長径10cm以上雲

鴨 頭頸部穫潟穫運長径20cm以上穫潟穫殻限褐禾雲 8,600点 9,630点
贋 そ穫他穫潟穫 2,400点 2,690点

4 筋肉禍臓器殻達し核い潟穫運長径轄cm未満雲 470点 530点
5 筋肉禍臓器殻達し核い潟穫運長径轄cm以上10cm未満雲 850点 950点
6 筋肉禍臓器殻達し核い潟穫運長径10cm以上雲 1,320点 1,480点

K000-2 小児創傷処理運鎌歳未満雲
1 筋肉禍臓器殻達す褐潟穫運長径2.5cm未満雲 1,250点 1,400点
2 筋肉禍臓器殻達す褐潟穫運長径2.5cm以上5cm未満雲 1,400点 1,540点
3 筋肉禍臓器殻達す褐潟穫運長径5cm以上10cm未満雲 2,220点 2,490点
4 筋肉禍臓器殻達す褐潟穫運長径10cm以上雲 3,430点 3,840点
5 筋肉禍臓器殻達し核い潟穫運長径2.5cm未満雲 450点 500点
6 筋肉禍臓器殻達し核い潟穫運長径2.5cm以上5cm未満雲 500点 560点
7 筋肉禍臓器殻達し核い潟穫運長径5cm以上10cm未満雲 950点 1,060点
8 筋肉禍臓器殻達し核い潟穫運長径10cm以上雲 1,740点 1,950点
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➢ 外科系学会社会保険委員会連合鬼外保連試案2022亀周杓い樹含実態調査叔踏蹴え樹緒ー順爵更新取汁酒手術周寿
い樹含手術州技術度や必要収医師数等叔参考周含技術料州見直手叔行う岸

季橋稀手術等州医療技術州適切収評価
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価



区分番号 手術名 現行点数 改定点数
K001 皮膚切開術

1 長径10cm未満 570点 640点
2 長径10cm以上20cm未満 990点 1,110点
3 長径20cm以上 1,770点 1,980点

K002 汗艦眼ー澗閑ン
1 100cm2未満 1,260点 1,410点
2 100cm2以上3,000cm2未満 4,300点 4,820点
3 3,000cm2以上 10,030点 11,230点

K017 遊離皮弁術運顕微鏡下血管柄付凱穫潟穫雲
1 乳房再建術穫場合 89,880点 100,670点
2 そ穫他穫場合 94,460点 105,800点

K023 筋膜切離術禍筋膜切開術 840点 940点
K04轄 骨折経皮的鋼線刺入固定術

隔 鎖骨禍膝蓋骨禍手禍足禍指運手禍足雲そ穫他 杮,環環0点 ⻆,杮90点
K049 骨部分切除術 2 前腕禍下腿 4,410点 4,940点
K053 骨悪性腫瘍手術 1 肩甲骨禍上腕禍大腿 32,550点 36,460点
K057 変形治癒骨折矯正手術 2 前腕禍下腿 27,550点 30,860点
K066 関節滑膜切除術 3 肩鎖禍指運手禍足雲 7,930点 8,880点
K101 合指症手術 1 軟部形成穫橿穫潟穫 8,720点 9,770点
K124-2 寛骨臼骨折観血的手術 52,540点 58,840点
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区分番号 手術名 現行点数 改定点数
K13割-隔 人工椎間板置換術運頸椎雲 隔鎌,780点 割概,割鎌0点
K136 脊椎禍骨盤悪性腫瘍手術 90,470点 101,330点
K142 脊椎固定術禍椎弓切除術禍椎弓形成術運多椎間又覚多椎弓穫場合鞄含梶雲

1 前方椎体固定 37,240点 41,710点
4 前方後方同時固定 66,590点 74,580点

K151-2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 193,060点 216,230点
K189 脊髄澗翫潅ー官術 408点 460点
K220 結膜縫合術 1,260点 1,410点
K299 小耳症手術 1 軟骨移植殻渇褐耳介形成手術 56,140点 62,880点
K386 気管切開術 3,080点 3,450点
K394 喉頭悪性腫瘍手術 2 全摘 63,710点 71,360点

K4概割

抜歯手術
2 前歯
隔 臼歯
割 埋伏歯
注杮
注隔

杮轄轄点
⻆鎌轄点
杮,概轄割点
⻆杮概点
杮⻆概点

杮鎌概点
⻆苅概点
杮概寒概点
⻆隔概点
杮隔概点

K414-2 甲状舌管嚢胞摘出術 8,970点 10,050点
K415 舌悪性腫瘍手術 2 亜全摘 75,070点 84,080点
K419 頬禍口唇禍舌小帯形成手術 560点 630点
K421 口唇腫瘍摘出術 1 粘液嚢胞摘出術 910点 1,020点
K425 口腔禍顎禍顔面悪性腫瘍切除術 108,700点 121,740点
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区分番号 手術名 現行点数 改定点数
K444 下顎骨形成術 1 開撹貝い形成穫場合 7,780点 8,710点
K450 唾石摘出術運一連殻嚇凱雲 1 表在性穫潟穫 640点 720点
K50環-⻆ 気管支肺胞洗浄術 4,寒概0点 轄,隔概0点
K529-2 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 2 胸部禍腹部穫操作殻渇褐潟穫 109,190点 122,290点
K530-隔 内視鏡下筋層切開術 杮杮,隔割0点 杮2,4苅0点
K532 食道・胃静脈瘤手術 2 食道離断術鞄主撹す褐潟穫 37,620点 42,130点
K552 冠動脈禍大動脈管鴨簡寛移植術 1 1吻合穫潟穫 71,570点 80,160点
K553-2 左室形成術禍心室中隔穿孔閉鎖術禍左室自由壁破裂修復術 1 単独穫潟穫 114,300点 128,020点
K560 大動脈瘤切除術運吻合又覚移植鞄含梶禾雲

1 上行大動脈 竿 自己弁温存型大動脈基部置換術 148,860点 166,720点
K566 体動脈肺動脈短絡手術運艦癌贋桓寒手術禍茅刈－憾ー寛漢ン手術雲 44,670点 50,030点
K570 肺動脈狭窄症禍純型肺動脈弁閉鎖症手術

2 右室流出路形成又覚肺動脈形成鞄伴う潟穫 74,460点 83,400点
K586 単心室症又覚三尖弁閉鎖症手術 1 両方向性刊翫ン手術 71,570点 80,160点
K596 体外貫ー寛韓ー侃ン刊術 3,370点 3,770点
K597 貫ー寛韓ー瓦ー移植術 1 心筋電極穫場合 15,060点 16,870点
K607-2 血管縫合術運簡単核潟穫雲 3,760点 4,210点
K614 血管移植術禍管鴨簡寛移植術

3 腹腔内動脈 56,560点 63,350点
4 頭禍頸部動脈 55,050点 61,660点
5 下腿禍足部動脈 62,670点 70,190点
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区分番号 手術名 現行点数 改定点数
K61轄 血管塞栓術運頭部禍胸腔禍腹腔内血管等雲 隔 そ穫他穫潟穫 杮寒,鎌⻆0点 2概,割寒0点
K616-3 経皮的胸部血管拡張術運先天性心疾患術後殻限褐禾雲 24,550点 27,500点
K627 眼ン簡節群郭清術

6 鼠径部及び股部 8,710点 9,760点
7 後腹膜 41,380点 46,350点

K637 限局性腹腔膿瘍手術 4 そ穫他穫潟穫 9,270点 10,380点
K642 大網禍腸間膜禍後腹膜腫瘍摘出術 1 腸切除鞄伴わ核い潟穫 14,290点 16,000点
K643 後腹膜悪性腫瘍手術 48,510点 54,330点
K645 骨盤内臓全摘術 120,980点 135,500点
K675 胆囊悪性腫瘍手術

1 胆囊殻限局す褐潟穫運眼ン簡節郭清鞄含梶禾雲 45,520点 50,980点
2 肝切除運亜区域切除以上雲鞄伴う潟穫 57,790点 64,720点

K677 胆管悪性腫瘍手術 3 そ穫他穫潟穫 よ 割 そ穫他穫潟穫 84,700点 94,860点
K677-2 肝門部胆管悪性腫瘍手術 1 血行再建あ葛 180,990点 202,710点
K695 肝切除術 2 亜区域切除 56,280点 63,030点
K702 膵体尾部腫瘍切除術

1 膵尾部切除術穫場合 鴨 脾同時切除穫場合 24,000点 26,880点
3 周辺臓器運胃禍結腸禍腎禍副腎等雲穫合併切除鞄伴う腫瘍切除術穫場合 52,730点 59,060点
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区分番号 手術名 現行点数 改定点数
K703 膵頭部腫瘍切除術

1 膵頭十二指腸切除術穫場合 81,620点 環杮,410点
2 眼ン簡節・神経叢郭清等鞄伴う腫瘍切除術穫場合又覚十二指腸温存膵
頭切除術穫場合 86,810点 97,230点

3 周辺臓器運胃禍結腸禍腎禍副腎等雲穫合併切除鞄伴う腫瘍切除術穫場合 86,810点 97,230点
K704 膵全摘術 103,030点 115,390点
K719 結腸切除術 3 全切除禍亜全切除又覚悪性腫瘍手術 35,680点 39,960点
K725 腸瘻禍虫垂瘻造設術 8,830点 9,890点
K729 腸閉鎖症手術 1 腸管切除鞄伴わ核い潟穫 12,190点 13,650点
K769-2 腹腔鏡下腎部分切除術 43,930点 49,200点
K772 腎摘出術 18,760点 21,010点
K803 膀胱悪性腫瘍手術

4 全摘運回腸又覚結腸導管鞄利用し廓尿路変更鞄行う潟穫雲 107,800点 120,740点
鎌 経尿道的手術 鴨 電解質溶液利用穫潟穫 1⻆,隔00点 1隔,轄隔0点
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区分番号 手術名 現行点数 改定点数

K803-2
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 1 全摘運腸管等鞄利用し廓尿路変更鞄行わ核
い潟穫雲 76,880点 86,110点

K828 包茎手術 1 背面切開術 740点 830点
K8隔轄 陰嚢水腫手術 杮 交通性陰嚢水腫手術 よ 1 鼠径部切開殻渇褐潟穫 隔,鎌⻆0点 3,環寒0点
K879 子宮悪性腫瘍手術 62,000点 69,440点
K888-2 卵管全摘除術禍卵管腫瘤全摘除術禍子宮卵管留血腫手術運両側雲

1 開腹殻渇褐潟穫 12,460点 13,960点
K895 会陰運陰門雲切開及び縫合術運分娩時雲 1,530点 1,710点
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季橋稀手術等州医療技術州適切収評価
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価



358

季新稀 勤鏡鏡蕎橋 300点
［算定要件］季概要稀
○ 15歳以下州小児周杓寂柔淑署除ー性皮膚炎州重症度評価叔行う惹需叔目的需手樹含饗局尭勤蕎法周十戎測定手酒場合周含月教回叔

限度需手樹算定殊柔岸

季新稀 楯縮署娼峻招塾縮承潤核酸定量 450点
［算定要件］季概要稀
○ 楯縮署娼峻招塾縮承潤感染症州診断又修治療効果判定叔目的需手樹含臓器移植後若手錫修造血幹細胞移植後州患者含凝尭錦感染者

又修高度細胞性免疫不全州患者周対手含血液叔検体需手樹彰淑承順縮妾桐鏡僅法周十戎楯縮署娼峻招塾縮承潤響極蕎叔測定手酒場合
周算定殊柔岸

季況稀質州高い臨床検査州適切収評価
令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

季新稀 僅蕎勤遺伝子検査季血漿稀 7,500点
［算定要件］季概要稀
○ 僅蕎勤遺伝子検査季血漿稀修含大腸癌患者州血漿叔検体需手含抗悪性腫瘍剤周十柔治療法州選択叔目的需手樹含高感度緒準順承桐

鏡僅法需傷招ー楯縮署娼署彰ー法叔組輯合わ珠酒方法周十戎行呪酒場合周含患者教人周寿酌教回周限戎算定綬酌柔岸
○ 酒首手含再度治療法叔選択殊柔必要爵あ柔場合周酬算定綬酌柔岸
○ 医学的収理由周十戎含大腸癌州組織叔検体需手樹含区分番号鬼響挟挟狂－橋亀悪性腫瘍組織検査州鬼教亀州鬼縮亀処理爵容易収酬

州州鬼ά亀医薬品州適応判定州補助等周用い柔酬州州う儒含大腸癌周杓寂柔僅蕎勤遺伝子検査又修区分番号鬼響挟挟狂－橋亀悪性腫
瘍組織検査州鬼教亀州鬼縮亀処理爵容易収酬州州鬼ὰ亀腫州他州酬州州う儒含大腸癌周杓寂柔業－狗ａ玖遺伝子検査叔行う惹需爵困
難収場合周限柔岸

新規体外診断用医薬品周係柔検査料州新設

➢ 質州高い臨床検査州適正収評価叔進酋柔酒酋含饗況区分綬保険適用取汁酒新規体外診断
用医薬品周寿い樹含検査料叔新設殊柔岸
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季狂稀勝招舜廠妾医療機器周係柔評価州新設

➢ 勝招舜廠妾医療機器州評価叔明確化殊柔観点灼従含医科診療報酬点数表州医学管理等州部周含勝招
舜廠妾医療機器叔使用手酒場合州評価周係柔節叔新設殊柔岸

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

改定後

［目次］
第橋章 特掲診療料

第教部 医学管理等
第教節 医学管理料等
第橋節 勝招舜廠妾医療機器等医学管理加算
第況節 特定保険医療材料料

妓第教部 医学管理等宜
通則
教 医学管理等州費用修含第教節州各区分州所定点数周十戎算定殊柔岸
橋 医学管理等周当酒呪樹含勝招舜廠妾医療機器等州使用周係柔医学管理叔行呪酒場合又修別

周厚生労働大臣爵定酋柔保険医療材料季以下惹州部周杓い樹鬼特定保険医療材料亀需い
う岸稀叔使用手酒場合修含前号周十戎算定手酒点数及秀第橋節又修第況節州各区分州所定点
数叔合算手酒点数周十戎算定殊柔岸

医学管理料等 勝招舜廠妾医療機器等医学管理加算 特定保険医療材料料and/or
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血液峻潤分析 139点
血液化学検査 10項目以上 109点
縮ン傷承出ン殉塾縮承潤抗原定性 139点

季狭稀実勢価格等叔踏蹴え酒検体検査等州評価州適正化

➢ 衛生検査所検査料金調査周十戎得従汁酒実勢価格周基授酌含保険償還価格需実勢価格州乖離爵大酌
い検査周寿い樹含評価叔見直殊岸

検体検査州評価州見直手

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

改定後現行
135点
106点
136点

慢性維持透析患者外来医学管理料 2,250点

➢ 慢性維持透析患者外来医学管理料周修所定州検査周係柔評価爵包括取汁樹い柔惹需灼従含実勢価格
等叔踏蹴え酒各検査周係柔診療報酬上州評価州変更叔当該管理料州評価周反映殊柔岸

医学管理料州評価州見直手

改定後現行
2,211点

在宅療養指導管理材料加算州評価州見直手
➢ 材料加算需手樹評価取汁樹い柔材料等周寿い樹含実勢価格及秀当該材料州使用実態等叔踏蹴え含評

価叔見直殊岸

呼吸同調式緒嘗ン書序承償加算 300点
排痰補助装置加算 1,800点

改定後現行
291点

1,829点



季矯稀人工腎臓州評価州見直手

➢ 包括取汁柔医薬品州実勢価格や含HIF-PH阻害剤州使用実態等叔踏蹴え含人工腎臓周寿い樹評価州在
戎方叔見直殊岸

人工腎臓州評価州見直手

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

改定後

［算定要件］
・鬼教亀灼従鬼況亀蹴綬州場合季鬼注13亀州加算叔算定殊柔場合叔含

週岸稀周修含透析液季灌流液稀含血液凝固阻止剤含生理食塩水含出彰潤
招唱出初ン製剤含処承升唱出初ン製剤含出唱出初ン升ー順召旬承製剤及
秀凝尭驚－桐凝阻害剤州費用修所定点数周含蹴汁樹杓戎含別周算定綬酌
収い岸

・鬼教亀灼従鬼況亀蹴綬州場合季鬼注13亀州加算叔算定殊柔場合叔含
週岸稀周寿い樹修含凝尭驚－Ｐ凝阻害剤修当該医療機関周杓い樹院内処
方殊柔惹需爵原則綬あ柔岸収杓含同一州患者周対手樹含同一診療日周凝
尭驚－桐凝阻害剤州輯叔院内周杓い樹投薬殊柔場合周修含区分番号鬼驚
狂挟挟亀処方箋料州(9)州規定周灼灼わ従狩含他州薬剤叔院外処方箋周十
戎投薬殊柔惹需需手樹差手支え収い岸

［施設基準］
・人工腎臓周規定殊柔薬剤

出彰潤招唱出初ン含処承升唱出初ン含出唱出初ン升ー順召旬承含凝尭驚
－桐凝阻害剤

現行

［算定要件］
・鬼教亀灼従鬼況亀蹴綬州場合季鬼注13亀州加算叔算定殊柔場合叔含

週岸稀周修含透析液季灌流液稀含血液凝固阻止剤含生理食塩水含出彰
潤招唱出初ン製剤含処承升唱出初ン製剤含出唱出初ン升ー順召旬承製
剤及秀凝尭驚－桐凝阻害剤州費用季凝尭驚－桐凝阻害剤修鬼縮亀灼従
鬼女亀蹴綬州場合周限柔岸稀修所定点数周含蹴汁樹杓戎含別周算定綬
酌収い岸

・ 鬼教亀灼従鬼況亀蹴綬州う儒含鬼藷亀灼従鬼匠亀蹴綬州場合季鬼注
13亀州加算叔算定殊柔場合叔含週岸稀周修含凝尭驚－桐凝阻害剤州服
薬状況周寿い樹含診療録周記載殊柔惹需岸

［施設基準］
・人工腎臓周規定殊柔患者

凝尭驚－桐凝阻害剤叔院外処方手樹い柔患者以外州患者
・人工腎臓周規定殊柔薬剤

出彰潤招唱出初ン含処承升唱出初ン含出唱出初ン升ー順召旬承含凝尭驚
－桐凝阻害剤季院内処方取汁酒酬州周限柔岸稀

慢性維持透析叔行呪酒場合

場合教 場合橋 場合況

狂時間未満
別周定酋柔患者州場合 1,924点 1,884点 1,844点

腫汁以外州場合 1,798点 1,758点 1,718点

狂時間以上
狭時間未満

別周定酋柔患者州場合 2,084点 2,044点 1,999点

腫汁以外州場合 1,958点 1,918点 1,873点

狭時間以上
別周定酋柔患者州場合 2,219点 2,174点 2,129点

腫汁以外州場合 2,093点 2,048点 2,003点

慢性維持透析叔行呪酒場合

場合教 場合橋 場合況

狂時間未満 1,885点 1,845点 1,805点

狂時間以上
狭時間未満 2,045点 2,005点 1,960点

狭時間以上 2,180点 2,135点 2,090点

妓人工腎臓宜 妓人工腎臓宜
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季矯稀人工腎臓周係柔導入期加算州見直手

➢ 慢性腎臓病患者周対殊柔移植叔含週腎代替療法周関殊柔情報提供叔更周推進殊柔観点灼従含人工腎臓州導入期加
算周寿い樹要件及秀評価叔見直殊岸

人工腎臓 導入期加算州見直手

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

改定後
妓人工腎臓宜
導入期加算教 200点
導入期加算橋 400点
季新稀導入期加算況 800点
［施設基準］
(1) 導入期加算教州施設基準

淑 関連学会州作成手酒資料又修腫汁従叔参考周作成手酒資料周基授酌含患者主需州適応周応朱樹含腎代
替療法周寿い樹含患者周対手十分収説明叔行呪樹い柔惹需岸

縮 腎代替療法周係柔所定州研修叔修了手酒者爵配置取汁樹い柔惹需爵望蹴手い岸
(2) 導入期加算橋州施設基準

次州殊舟樹叔満酒手樹い柔惹需岸
淑 (1)州淑叔満酒手樹い柔惹需岸
縮 腎代替療法周係柔所定州研修叔修了手酒者爵配置取汁樹い柔惹需岸
塾 腎代替療法周係柔所定州研修叔修了手酒者爵含導入期加算況叔算定手樹い柔施設爵実施殊柔腎代替療

法周係柔研修叔定期的周受講手樹い柔惹需岸
出 区分番号鬼鏡教挟橋亀在宅自己腹膜灌流指導管理料叔過去教年間綬24回以上算定手樹い柔惹需岸
述 腎移植周寿い樹含患者州希望周応朱樹適切周相談周応朱樹杓戎含灼寿含腎移植周向寂酒手続酌叔行呪

酒患者爵前年周橋人以上い柔惹需岸
(3) 導入期加算況州施設基準
次州殊舟樹叔満酒手樹い柔惹需岸

淑 (1)州淑及秀(2)州縮叔満酒手樹い柔惹需岸
縮 腎臓移植実施施設需手樹含日本臓器移植助暑署ワー竣周登録取汁酒施設綬あ戎含移植医需腎代替療法

周係柔所定州研修叔修了手酒者爵連携手樹診療叔行呪樹い柔惹需岸
塾 導入期加算教又修橋叔算定手樹い柔施設需連携手樹含腎代替療法周係柔研修叔実施手含必要周応朱樹含

当該連携施設周対手樹移植医療等周係柔情報提供叔行呪樹い柔惹需岸
出 区分番号鬼鏡教挟橋亀在宅自己腹膜灌流指導管理料叔過去教年間綬36回以上算定手樹い柔惹需岸
述 腎移植周寿い樹含患者州希望周応朱樹適切周相談周応朱樹杓戎含灼寿含腎移植周向寂酒手続酌叔行呪

酒患者爵前年周狭人以上い柔惹需岸
俊 当該保険医療機関周杓い樹献腎移植又修生体腎移植叔実施手酒患者爵前年周橋人以上い柔惹需岸

現行
妓人工腎臓宜
導入期加算教 200点
導入期加算橋 500点

［施設基準］
(1) 導入期加算教州施設基準

関連学会州作成手酒資料又修腫
汁従叔参考周作成手酒資料周基授
酌含患者主需州適応周応朱樹含腎
代替療法周寿い樹含患者周対手十
分収説明叔行呪樹い柔惹需岸
(2) 導入期加算橋州施設基準

次州殊舟樹叔満酒手樹い柔惹需岸
淑 導入期加算教州施設基準叔満

酒手樹い柔惹需岸
縮 区分番号鬼鏡教挟橋亀在宅自

己腹膜灌流指導管理料叔過去教
年間綬12回以上算定手樹い柔
惹需岸

塾 腎移植周寿い樹含患者州希望
周応朱樹適切周相談周応朱樹杓
戎含灼寿含腎移植周向寂酒手続
酌叔行呪酒患者爵前年周況人以
上い柔惹需岸
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季矯稀透析中州運動指導周係柔評価州新設

➢ 人工腎臓叔算定手樹い柔患者周対手樹含透析中周当該患者州病状及秀療養環境等叔踏蹴え酒療養上
必要収訓練等叔行呪酒場合州評価叔新設殊柔岸

人工腎臓
季新稀 透析時運動指導等加算 75点 季指導開始灼従90日叔限度需殊柔岸稀

［対象患者］
人工腎臓叔実施手樹い柔患者

［算定要件］季概要稀
○ 透析患者州運動指導周係柔研修叔受講手酒医師含理学療法士含作業療法士又修医師周具体的指示叔受寂酒当該研

修叔受講手酒看護師爵教回州血液透析中周含連続手樹20分以上患者州病状及秀療養環境等叔踏蹴え療養上必要収
指導等叔実施手酒場合周算定

○ 日本腎臓彰女鋤彰庶ー淳庄ン学会鬼腎臓彰女鋤彰庶ー淳庄ン峻縮書廠縮ン亀等州関係学会周十柔峻縮書廠縮ン叔
参照殊柔惹需

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価
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季矯稀在宅腹膜灌流周係柔遠隔宵藷順彰ン舜州評価州新設

➢ 腹膜透析叔実施手樹い柔患者周対殊柔効果的収治療叔推進殊柔観点灼従含在宅自己連続携行式腹膜
灌流叔行呪樹い柔患者周対手含継続的収遠隔宵藷順彰ン舜叔行い含来院時周当該宵藷順彰ン舜叔踏
蹴え酒療養方針周寿い樹必要収指導叔行呪酒場合周遠隔宵藷順彰ン舜加算叔新設殊柔岸

季新稀 遠隔宵藷順彰ン舜加算 115点季月教回周限柔稀

［算定要件］
遠隔宵藷順彰ン舜加算修含以下州全樹叔実施殊柔場合周算定殊柔岸
淑 自動腹膜灌流用装置周搭載取汁酒情報通信機能周十戎含注液量含排液量含除水量含体重含血圧含体温等州状態周寿い樹継続的収宵

藷順彰ン舜叔行う惹需岸
縮 宵藷順彰ン舜州状況周応朱樹含適宜患者周来院叔促殊等州対応叔行う惹需岸
塾 当該加算叔算定殊柔月周あ呪樹修含宵藷順彰ン舜周十戎得従汁酒所見等及秀行呪酒指導管理州内容叔診療録周記載殊柔惹需岸
出 宵藷順彰ン舜州実施周当酒呪樹修含厚生労働省州定酋柔鬼医療情報淳潤庶妾州安全管理周関殊柔峻縮書廠縮ン亀等周対応殊柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価

＆58膜透析治療𤹪得瞢矟瘓水便瞩去量＇

自動58膜灌流用装置

＆血坎＇＆体重＇
出典：序竣潤順ー株式会社HP
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季矯稀在宅血液透析指導管理料州見直手

➢ 在宅血液透析患者周対殊柔適切収治療管理叔推進殊柔観点灼従含在宅血液透析指導管理料周寿い樹
要件及秀評価叔見直殊岸

在宅血液透析指導管理料州見直手

改定後

妓在宅血液透析指導管理料宜 10,000点
［算定要件］
(5) 日本透析医会爵作成手酒鬼在宅血液透析管理嘗藷少淑

承亀周基授い樹患者及秀介助者爵医療機関周杓い樹十分
収教育叔受寂含文書周杓い樹在宅血液透析周係柔説明及
秀同意叔受寂酒上綬含在宅血液透析爵実施取汁樹い柔惹
需岸蹴酒含当該嘗藷少淑承周基授い樹在宅血液透析周関
殊柔指導管理叔行う惹需岸

現行

妓在宅血液透析指導管理料宜 8,000点
［算定要件］
(5) 関係学会州峻縮書廠縮ン周基授い樹患者及秀介助者爵医

療機関周杓い樹十分収教育叔受寂含文書周杓い樹在宅血液
透析周係柔説明及秀同意叔受寂酒上綬含在宅血液透析爵実
施取汁樹い柔惹需岸蹴酒含当該峻縮書廠縮ン叔参考周在宅
血液透析周関殊柔指導管理叔行う惹需岸

➢ 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

季矯稀有床診療所周杓寂柔評価州見直手季再掲稀
慢性維持透析患者州受寂入汁周係柔評価州新設

令和狂年度診療報酬改定 14．医療技術州評価



15．医療 け ICT 利活用
化へ 対応

季教稀情報通信機器 用いた ン ン 等 係 要件 見直

季橋稀事務 簡素化 効率化

季況稀外来医療等 け 提出 係 評価 新設

季狂稀 提出加算 要件化 拡大

季狭稀診療録管理体制加算 見直

366



367

改定後現行 季例：在宅患者訪問看護・指導料稀

➢ 医療従事者等周十戎実施取汁柔俊ン傷宿抄ン潤等周寿い樹含鋤緒述通話爵可能収機器叔用い樹実施
殊柔場合州入退院支援加算等州要件叔緩和殊柔岸

改定後現行 季例：入退院支援加算稀

情報通信機器叔用い酒俊ン傷宿抄ン潤等周係柔要件州見直手

令和狂年度診療報酬改定 15．医療周杓寂柔ICT州利活用・緒準順承化臭州対応

原則対面季ICT活用周制限稀 彰淑承順縮妾州画像叔介手酒循奨少藷駿ー淳庄ン季鋤緒
述通話稀爵可能収機器叔用い樹実施手樹酬差手支え収い岸

関係者全員爵患家周赴酌実施殊柔惹需爵原則綬あ柔爵含要
件叔満酒殊場合修含関係者州う儒い狩汁灼爵鋤緒述通話爵
可能収機器叔用い樹参加殊柔惹需爵綬酌柔岸

教者以上爵患家周赴酌俊ン傷宿抄ン潤叔行う場合周修含腫
州他州関係者修鋤緒述通話爵可能収機器叔用い樹参加殊柔
惹需爵綬酌柔岸

季教稀情報通信機器叔用い酒俊ン傷宿抄ン潤等周係柔要件州見直手
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➢ 医療機関等周杓寂柔業務州効率化及秀医療従事者州事務負担軽減叔推進殊柔観点灼従含施設基準州
届出及秀抄純勝署請求周係柔事務等叔見直殊岸

◆ 施設基準州届出州際周添付叔求酋樹い柔研修修了証州写手等周寿い樹含添付資料州低減等叔行う岸
◆ 訪問看護潤庶ー淳庄ン州基準周係柔届出周寿い樹含当該基準州適合性州有無周影響爵生朱収い場合

州届出叔不要需殊柔岸蹴酒含同一建物内州利用者州人数周応朱酒評価区分叔設寂樹い柔訪問看護療
養費等州加算周寿い樹含同朱金額州評価区分叔統合殊柔岸

◆ 小児科外来診療料等州施設基準州届出叔省略殊柔岸

◆ 抄純勝署摘要欄周記載叔求酋樹い柔事項州う儒含薬剤等周寿い樹選択式記載需殊柔岸蹴酒含一部州
検査等州診療行為周寿い樹含抄純勝署請求時周あ従灼朱酋検査値州記載叔求酋含審査支払機関灼従
州抄純勝署返戻周十柔医療機関州再請求周係柔事務負担軽減叔図柔岸

事務州簡素化・効率化

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

33 点滴注射 95X 1

庶純ン署彰竣点滴静注1200mg 44,886 X 1

施設要件 淑
医師要件 縮
併用投与 淑

紀抄純勝署表示縮娼ー準徽
循ー書 抄純勝署表示文言

8201xxxxx 施設要件 淑

8201xxxxx 施設要件 縮

季略稀 塾～述季略稀

妓例：庶純ン署彰竣点滴静注840mg・同1200mg叔請求殊柔場合周記載叔求酋樹い柔項目宜
・鬼施設要件淑亀灼従鬼施設要件述亀蹴綬州う儒該当殊柔酬州叔記載殊柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 15．医療周杓寂柔ICT州利活用・緒準順承化臭州対応

季橋稀事務州簡素化・効率化
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➢ 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

［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

令和狂年度診療報酬改定 15．医療周杓寂柔ICT州利活用・緒準順承化臭州対応

季況稀外来医療等周杓寂柔緒ー順提出周係柔評価州新設季再掲稀
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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季再掲稀

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

令和狂年度診療報酬改定 15．医療周杓寂柔ICT州利活用・緒準順承化臭州対応
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➢ 緒ー順周基授錫淑塾署俊妾評価叔推進殊柔観点灼従含緒ー順提出加算州要件州範囲叔拡大殊柔岸
許可病床数

病棟
200床以上 200床未満

急性期一般入院料教～矯
特定機能病院入院基本料季胸対教含10対教稀
専門病院入院基本料季胸対教含10対教稀
地域包括駿淑病棟入院料
回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料教～狂

緒ー順州提出爵必須

回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟狭
療養病棟入院基本料 緒ー順州提出爵必須季経過措置×稀
地域一般入院料教～況
専門病院入院基本料季13対教稀
障害者施設等入院基本料
特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料
緩和駿淑病棟入院料

規定収手 → 緒ー順州提出爵必須
季経過措置Õ含×稀

規定収手 → 緒ー順州提出爵必須
季経過措置Ö含×稀

精神科救急急性期医療入院料 規定収手 → 緒ー順州提出爵必須季経過措置×含Ù稀

［経過措置］
Õ 令和狂年況月31日周杓い樹含現周地域一般入院基本料含専門病院入院基本料季13対教稀含障害者施設等入院基本料含特殊疾患入

院医療管理料含特殊疾患病棟入院料又修緩和駿淑病棟入院料周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関綬含許可病床数爵200床以上州
酬州周あ呪樹修令和狭年況月31日蹴綬州経過措置叔設寂柔岸

Ö 令和狂年況月31日周杓い樹含現周地域一般入院基本料含専門病院入院基本料季13対教稀含障害者施設等入院基本料含特殊疾患入
院医療管理料含特殊疾患病棟入院料又修緩和駿淑病棟入院料周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関綬含許可病床数爵200床未満州
酬州周あ呪樹修令和矯年況月31日蹴綬州経過措置叔設寂柔岸

× 令和狂年況月31日周杓い樹含病床数周十従狩含緒ー順提出加算州届出爵要件需収呪樹い柔入院料叔い狩汁酬有手樹い収い保険医
療機関綬あ呪樹含地域一般入院料含療養病棟入院基本料含専門病院入院基本料季13対教稀含障害者施設等入院基本料含特殊疾患入
院医療管理料含回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料狭含特殊疾患病棟入院料含緩和駿淑病棟入院料含精神科救急急性期医療入院
料州い狩汁灼叔有殊柔酬州州う儒含惹汁従州病棟州病床数州合計爵200床未満綬あ戎含灼寿含緒ー順提出加算州届出叔行う惹需爵
困難綬あ柔惹需周寿い樹正当収理由爵あ柔酬州周寿い樹修含当分州間含緒ー順提出加算周係柔要件叔満酒手樹い柔酬州需輯収殊岸

Ù 精神科救急急性期医療入院料周寿い樹修含令和矯年況月31日蹴綬州間周限戎含緒ー順提出加算周係柔要件叔満酒殊酬州需輯収殊岸

令和狂年度診療報酬改定 15．医療周杓寂柔ICT州利活用・緒準順承化臭州対応

季狂稀緒ー順提出加算州要件化州拡大季再掲稀
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➢ 適切収診療記録州管理叔推進殊柔観点灼従含鬼医療情報淳潤庶妾州安全管理周関殊柔峻縮書廠縮
ン亀叔踏蹴え含要件叔見直殊岸

➢ 取従周含医療情報淳潤庶妾州序暑竣淑暑勝体制州確保爵望蹴手い惹需叔要件周加え柔需需酬周含定
例報告周杓い樹含当該体制州確保状況周寿い樹報告叔求酋柔惹需需殊柔岸

診療録管理体制加算州見直手

改定後
妓診療録管理体制加算宜
［施設基準］
許可病床数爵400床以上州保険医療機関周寿い樹修含以下州要件
叔加え柔岸
• 専任州医療情報淳潤庶妾安全管理責任者叔配置殊柔惹需
• 当該責任者修含職員叔対象需手樹含少収く需酬年教回程度含定

期的周必要収情報純春少彰庶祝研修叔実施手樹い柔惹需

現行

妓診療録管理体制加算宜
［施設基準］
季新設稀

改定後
妓診療録管理体制加算宜
［施設基準］
許可病床数爵400床以上州保険医療機関周寿い樹修含非常時周備
え酒医療情報淳潤庶妾州序暑竣淑暑勝体制叔確保殊柔惹需爵望蹴
手い岸

毎年胸月周杓い樹含医療情報淳潤庶妾州序暑竣淑暑勝体制等周寿
い樹含別添様式周十戎届寂出柔惹需岸

届出内容季例稀
・序暑竣淑暑勝対象州淳潤庶妾
・序暑竣淑暑勝州頻度含保管方式

現行
妓診療録管理体制加算宜
［施設基準］
季新設稀

季新設稀

令和狂年度診療報酬改定 15．医療周杓寂柔ICT州利活用・緒準順承化臭州対応

季狭稀診療録管理体制加算州見直手
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➢ 医療機関間等州情報共有及秀連携爵効率的・効果的周行わ汁柔十う含標準規格州導入周係柔取組叔
推進殊柔観点灼従含電子俊承庶州導入状況及秀HL7 International周十呪樹作成取汁酒医療情報交換
州次世代標準傷抄ー妾ワー竣綬あ柔HL7 FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)州導
入状況周寿い樹報告叔求酋柔惹需需殊柔岸

診療録管理体制加算州見直手

改定後

医療州診療記録等州緒ー順州ほ灼含医療関連州管理業務周
関殊柔緒ー順含公衆衛生周係柔緒ー順及秀研究緒ー順酬含酋含
医療関連情報州交換叔可能周殊柔十う周設計取汁酒含
HL7 International周十柔
医療情報交換州次世代標準傷抄ー妾ワー竣岸

参考：HL7 FHIR需修

医療情報 取 寄せ

医療情報 閲覧

医療機関B

電子 b

医療機関A
電子 a

あ 医療情報
閲覧可能 く

外部出力機能
出力 構造化
ウ コ

標準コ へ 変換

標準化 進 い 所

ョ

(RDB)

NoSQL

様々 格納方式 採用可能

標
準

ー
マ
ッ

出
力

A

P

I
第教回 健康・医療・介護情報利活用検討会
医療情報助暑署ワー竣州基盤周関殊柔斤仰

季令和況年11月10日稀資料教 (抜粋)

妓診療録管理体制加算季入院初日稀宜
［施設基準］
況 届出周関殊柔事項
(1) 診療録管理体制加算州施設基準周係柔届出修含別添胸州様式17叔用い柔惹需岸
(2) 毎年胸月周杓い樹含標準規格州導入周係柔取組状況等周寿い樹含別添様式周十戎届寂出柔惹需岸

令和狂年度診療報酬改定 15．医療周杓寂柔ICT州利活用・緒準順承化臭州対応

季狭稀診療録管理体制加算州見直手季標準規格州導入周係柔取組州推進稀



16．後発医薬品や 後続品 促進
医薬品 給付 適正化

季教稀医療機関 け 後発医薬品 使用促進

季橋稀 後続品 係 情報提供 評価

季況稀医薬品 給付 適正化季湿布薬稀
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後発医薬品使用体制加算州要件州見直手

令和狂年度診療報酬改定 16.後発医薬品や序縮述後続品州促進含医薬品州給付州適正化

改定後現行

後発医薬品使用体制加算教季90％以上稀 47点
後発医薬品使用体制加算橋季85％以上稀 42点
後発医薬品使用体制加算況季75％以上稀 37点

後発医薬品使用体制加算教季85％以上稀 47点
後発医薬品使用体制加算橋季80％以上稀 42点
後発医薬品使用体制加算況季70％以上稀 37点

改定後現行

外来後発医薬品使用体制加算教季90％以上稀5点
外来後発医薬品使用体制加算橋季85％以上稀4点
外来後発医薬品使用体制加算況季75％以上稀2点

外来後発医薬品使用体制加算教季85％以上稀5点
外来後発医薬品使用体制加算橋季75％以上稀4点
外来後発医薬品使用体制加算況季70％以上稀2点

外来後発医薬品使用体制加算州要件州見直手

➢ 後発医薬品州使用数量割合爵高い医療機関周重点叔置い酒評価需殊柔酒酋含後発医薬品使用体制
加算及秀外来後発医薬品使用体制加算周寿い樹含後発医薬品州使用数量割合州基準叔引酌上弱柔岸

季教稀医療機関周杓寂柔後発医薬品州使用促進

※後発医薬品ば製造販売業者ぎ業務停止命令を受けちこなぬにね伴い，後発医薬品ば供給停止や出荷調整ぎ頻発す，入手ぎ困難な
ぬづといろこなを踏まえ，一部ば品目ねていとぱ『後発医薬品使用体制加算』等ば要件ば『後発医薬品ば使用割合』を算出せろ際，
算出対象きる除外すとも差す支えぬいなせろ取扱いぎ示さゎといろ．〔次ボーズ参照〕
今後もこば取扱いぎ継続さゎろななもね，対象品目ば見直すも予定さゎといろ．



妓参考宜後 発 医 薬 品 州 出 荷 停 止 等 叔 踏 蹴 え 酒 診 療 報 酬 上 州 臨 時 的 収 取 扱 い 周 寿 い 樹
季 令 和 況 年 興 月 2 1日 事 務 連 絡 稀

○ 後発医薬品州製造販売業者爵業務停止命令叔受寂酒惹需収囚周伴い含後発医薬品州供給停止や出荷調整爵頻発手含惹汁従
州製品叔使用手樹い酒医療機関・薬局叔中心周含代替品叔入手殊柔惹需爵困難需収呪樹い柔惹需叔踏蹴え含臨時的収診療報
酬州取扱い叔実施季R3.9.21～R4.3.31稀

• 対象州供給停止品目季下記稀需同一成分・同一投与形態州医薬品周寿い樹修含鬼後発医薬品使用体制加算亀等州要件州鬼後
発医薬品州使用季調剤稀割合亀叔算出殊柔際含算出対象灼従除外手樹酬差手支え収い惹需需殊柔岸※

※ 対象州全樹州品目季先発叔含週稀叔割合州算出対象灼従除外殊柔惹需需殊柔季一部州成分州品目州輯叔除外殊柔惹需修不可稀

鬼 後 発 医 薬 品 使 用 体 制 加 算 亀 等 周 杓 寂 柔 後 発 医 薬 品 州 使 用 割 合 州 取 扱 い

1. 淑署承序潤順初ン俊承淳塾妾水和物季高血圧稀
2. 淑妾招準除ン升淳承酸塩・淑署承序潤順初ン俊承淳塾妾水和物季高血圧稀
3. 縮承升楯承順ン季高血圧稀
4. 出徐承抄潤順暑署季糖尿病性神経障害稀
5. 出除薯潤初ン塩酸塩季抗淑抄承瞬ー稀
6. 出ン順俊唱ン季徐ー春ン遵ン病稀
7. 出ン庶俊鋤承水和物季B型慢性肝炎稀
8. 述招徐順準ン塩酸塩季抗淑抄承瞬ー稀
9. 俊ン緒楯承順ン淳抄春純初承・淑妾招準除ン升淳承酸塩季高血圧稀
10. 竣廠彰潤招嘗縮淳ン季抗菌稀
11. 舜彰娼除彰書季糖尿病稀
12. 竣招除書舜抄承硫酸塩季抗血小板稀
13. 醇承除緒妾酒石酸塩季睡眠導入稀
14. 署廠藷廠潤署季抗淑抄承瞬ー稀

15. 署彰淑醇廠妾季睡眠導入稀
16. 薯庶舜彰藷書季糖尿病稀
17. 藷俊承準除ン塩酸塩季高血圧稀
18. 序承楯承順ン・淑妾招準除ン升淳承酸塩季高血圧稀
19. 除承淳俊縮藷書塩酸塩水和物季不整脈稀
20. 傷熟春遵傷熟薯準ン塩酸塩季抗淑抄承瞬ー稀
21. 勝廠ン承俊潤署水和物季喘息稀
22. 娼楯廠準ン季潰瘍性大腸炎稀
23. 廠招春淳傷熟ン塩酸塩季骨粗鬆症稀
24. 彰淳叙勝彰承水和物季高血圧稀
25. 彰潤召彰書ン季抗精神病稀
26. 彰承嘗殉哨ン塩酸塩水和物季睡眠導入稀
27. 招楯承順ン俊彰塾妾・恕書招竣招招初淑準書季高血圧稀

対 象 成 分 一 覧 ：27成分1025品目季先発：87品目含後発：938品目稀 注稀い狩汁酬内服薬周限柔岸括弧内修主収効能等岸
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妓 参 考 宜 後 発 医 薬 品 州 出 荷 停 止 等 叔 踏 蹴 え 酒 診 療 報 酬 上 州 臨 時 的 収 取 扱 い 周 寿 い 樹
季 令 和 狂 年 況 月 狂 日 事 務 連 絡 稀

○ 後発医薬品州製造販売業者爵業務停止命令叔受寂酒惹需収囚周伴い含後発医薬品州供給停止や出荷調整爵頻発手含惹汁従州
製品叔使用手樹い酒医療機関・薬局叔中心周含代替品叔入手殊柔惹需爵困難需収呪樹い柔惹需叔踏蹴え含令和況年興月灼従
令和狂年況月蹴綬臨時的収診療報酬州取扱い叔講朱樹い酒需惹渋岸

○ 依然需手樹後発医薬品州供給停止や出荷調整爵続酌含代替後発医薬品州入手爵困難収状況需収呪樹い柔惹需叔踏蹴え含令和
狂年狂月以降周杓い樹酬引酌続酌臨時的収診療報酬州取扱い叔実施季R4.狂.教～R4.興.30稀

• 対象州供給停止品目季下記稀需同一成分・同一投与形態州医薬品周寿い樹修含鬼後発医薬品使用体制加算亀等州要件州鬼後
発医薬品州使用季調剤稀割合亀叔算出殊柔際含算出対象灼従除外手樹酬差手支え収い惹需需殊柔岸※

※ 対象州全樹州品目季先発叔含週稀叔割合州算出対象灼従除外殊柔惹需需殊柔季一部州成分州品目州輯叔除外殊柔惹需修不可稀

鬼 後 発 医 薬 品 使 用 体 制 加 算 亀 等 周 杓 寂 柔 後 発 医 薬 品 州 使 用 割 合 州 取 扱 い

1. 淑署承序潤順初ン俊承淳塾妾水和物季高脂血症稀
2. 淑妾招準除ン升淳承酸塩季高血圧稀
3. 淑妾招準除ン升淳承酸塩・淑署承序潤順初ン俊承淳塾妾

水和物季高血圧稀
4. 淑彰除勝廠醇ー承季抗精神病稀
5. 出署書廠竣季非潤庶招縮書稀
6. 出薯廠勝彰承嘗抄縮ン酸塩季高血圧稀
7. 出徐承抄潤順暑署季糖尿病性神経障害稀
8. 出除薯潤初ン塩酸塩季抗淑抄承瞬ー稀
9. 出召彰醇ン塩酸塩季鎮痙稀
10. 出ン順俊唱ン季徐ー春ン遵ン病稀
11. 述娼勝廠醇ー承季胃潰瘍稀
12. 述招徐順準ン塩酸塩季抗淑抄承瞬ー稀
13. 竣淑巡徐妾季睡眠障害稀
14. 竣廠彰潤招嘗縮淳ン季抗菌稀
15. 舜彰娼除彰書季糖尿病稀
16. 竣招除書舜抄承硫酸塩季抗血小板稀
17. 純初彰準ン塩酸塩季抗淑抄承瞬ー稀
18. 純傷俊召ン 除商春淳承塩酸塩水和物季抗菌稀
19. 醇庶除ン季抗精神稀

20. 醇承除緒妾酒石酸塩季睡眠導入稀
21. 順承初抄彰ン水和物季運動失調稀
22. 順ン書潤除招ン竣出ン酸塩季抗不安稀
23. 初淑勝彰書塩酸塩季抗精神病稀
24. 初殉藷準ン塩酸塩季筋弛緩稀
25. 庶承鋤薯傷祝ン塩酸塩季抗真菌稀
26. 署廠藷廠潤署季抗淑抄承瞬ー稀
27. 署彰淑醇廠妾季睡眠導入稀
28. 書招春淳書徐季徐ー春ン遵ン病稀
29. 薯庶舜彰藷書季糖尿病稀
30. 藷俊承準除ン塩酸塩季高血圧稀
31. 藷殉初準ン季胃酸分泌抑制稀
32. 序承楯承順ン・淑妾招準除ン升淳承酸塩季高血圧稀
33. 徐招春純初ン塩酸塩水和物季抗う寿稀
34. 傷熟春遵傷熟薯準ン塩酸塩季抗淑抄承瞬ー稀
35. 勝廠序潤順初ン薯署彰塾妾季高脂血症稀
36. 傷廠商春楯ー署塩酸塩季頻尿稀
37. 勝廠奨召春遵ー承塩酸塩水和物季徐ー春ン遵ン病稀
38. 勝廠ン承俊潤署水和物季喘息稀
39. 償彰ン醇廠奨書季眼圧降下稀

40. 傷承商春楯奨ン嘗抄縮ン酸塩季抗う寿稀
41. 償招初醇廠妾季睡眠障害稀
42. 勝招除升彰ン塩酸塩季頻尿稀
43. 召招潤除招ン塩酸塩水和物季抗精神病稀
44. 嘗勝招初彰ン塩酸塩季抗う寿稀
45. 奨承薯淳勝廠ン塩酸塩季抗う寿稀
46. 娼春淳抄初ン塩酸塩季不整脈稀
47. 娼楯廠準ン季潰瘍性大腸炎稀
48. 廠招春淳傷熟ン塩酸塩季骨粗鬆症稀
49. 廠ン遵勝廠醇ー承季胃潰瘍稀
50. 彰淳叙勝彰承水和物季高血圧稀
51. 彰潤召彰書ン季抗精神病稀
52. 彰承嘗殉哨ン塩酸塩水和物季睡眠導入稀
53. 抄商純初彰準ン塩酸塩季抗淑抄承瞬ー稀
54. 抄商書徐・俊承鋤書徐水和物季徐ー春ン遵ン病稀
55. 招春淳潤招嘗縮淳ン季抗菌稀
56. 招楯承順ン俊彰塾妾季高血圧稀
57. 招除藷招ー承塩酸塩季徐ー春ン遵ン病稀
58. 招召廠奨書塩酸塩季下痢稀

対 象 成 分 一 覧 ：58成分1,936品目季先発：187品目含後発：1,749品目稀 注稀い狩汁酬内服薬周限柔岸括弧内修主収効能等岸
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季参考稀対象品目一覧

1. 淑署承序潤順初ン俊承淳塾妾水和物季高脂血症稀
2. 淑妾招準除ン升淳承酸塩・淑署承序潤順初ン俊承淳塾妾水和物季高血圧稀
3. 縮承升楯承順ン季高血圧稀
4. 出徐承抄潤順暑署季糖尿病性神経障害稀
5. 出除薯潤初ン塩酸塩季抗淑抄承瞬ー稀
6. 出ン順俊唱ン季徐ー春ン遵ン病稀
7. 出ン庶俊鋤承水和物季B型慢性肝炎稀
8. 述招徐順準ン塩酸塩季抗淑抄承瞬ー稀
9. 俊ン緒楯承順ン淳抄春純初承・淑妾招準除ン升淳承酸塩季高血圧稀
10. 竣廠彰潤招嘗縮淳ン季抗菌稀
11. 舜彰娼除彰書季糖尿病稀
12. 竣招除書舜抄承硫酸塩季抗血小板稀
13. 醇承除緒妾酒石酸塩季睡眠導入稀
14. 署廠藷廠潤署季抗淑抄承瞬ー稀

15. 署彰淑醇廠妾季睡眠導入稀
16. 薯庶舜彰藷書季糖尿病稀
17. 藷俊承準除ン塩酸塩季高血圧稀
18. 序承楯承順ン・淑妾招準除ン升淳承酸塩季高血圧稀
19. 除承淳俊縮藷書塩酸塩水和物季不整脈稀
20. 傷熟春遵傷熟薯準ン塩酸塩季抗淑抄承瞬ー稀
21. 勝廠ン承俊潤署水和物季喘息稀
22. 娼楯廠準ン季潰瘍性大腸炎稀
23. 廠招春淳傷熟ン塩酸塩季骨粗鬆症稀
24. 彰淳叙勝彰承水和物季高血圧稀
25. 彰潤召彰書ン季抗精神病稀
26. 彰承嘗殉哨ン塩酸塩水和物季睡眠導入稀
27. 招楯承順ン俊彰塾妾・恕書招竣招招初淑準書季高血圧稀

前 回 灼 従 継 続 ：22成分 注稀い狩汁酬内服薬周限柔岸括弧内修主収効能等岸取消線修今回除外対象灼従外汁酒酬州

1. 淑妾招準除ン升淳承酸塩季高血圧稀
2. 淑彰除勝廠醇ー承季抗精神病稀
3. 出署書廠竣季非潤庶招縮書稀
4. 出薯廠勝彰承嘗抄縮ン酸塩季高血圧稀
5. 出召彰醇ン塩酸塩季鎮痙稀
6. 述娼勝廠醇ー承季胃潰瘍稀
7. 竣淑巡徐妾季睡眠障害稀
8. 純初彰準ン塩酸塩季抗淑抄承瞬ー稀
9. 純傷俊召ン 除商春淳承塩酸塩水和物季抗菌稀
10. 醇庶除ン季抗精神稀
11. 順承初抄彰ン水和物季運動失調稀
12. 順ン書潤除招ン竣出ン酸塩季抗不安稀
13. 初淑勝彰書塩酸塩季抗精神病稀
14. 初殉藷準ン塩酸塩季筋弛緩稀
15. 庶承鋤薯傷祝ン塩酸塩季抗真菌稀
16. 書招春淳書徐季徐ー春ン遵ン病稀
17. 藷殉初準ン季胃酸分泌抑制稀
18. 徐招春純初ン塩酸塩水和物季抗う寿稀

19. 勝廠序潤順初ン薯署彰塾妾季高脂血症稀
20. 傷廠商春楯ー署塩酸塩季頻尿稀
21. 勝廠奨召春遵ー承塩酸塩水和物季徐ー春ン遵ン病稀
22. 償彰ン醇廠奨書季眼圧降下稀
23. 傷承商春楯奨ン嘗抄縮ン酸塩季抗う寿稀
24. 償招初醇廠妾季睡眠障害稀
25. 勝招除升彰ン塩酸塩季頻尿稀
26. 召招潤除招ン塩酸塩水和物季抗精神病稀
27. 嘗勝招初彰ン塩酸塩季抗う寿稀
28. 奨承薯淳勝廠ン塩酸塩季抗う寿稀
29. 娼春淳抄初ン塩酸塩季不整脈稀
30. 廠ン遵勝廠醇ー承季胃潰瘍稀
31. 抄商純初彰準ン塩酸塩季抗淑抄承瞬ー稀
32. 抄商書徐・俊承鋤書徐水和物季徐ー春ン遵ン病稀
33. 招春淳潤招嘗縮淳ン季抗菌稀
34. 招楯承順ン俊彰塾妾季高血圧稀
35. 招除藷招ー承塩酸塩季徐ー春ン遵ン病稀
36. 招召廠奨書塩酸塩季下痢稀

新 規 ：36成分 注稀い狩汁酬内服薬周限柔岸括弧内修主収効能等岸
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➢ 序縮述後続品周係柔患者臭州適切収情報提供叔推進殊柔観点灼従含外来化学療法叔実施手樹い柔患
者周対手樹含序縮述後続品叔導入手酒場合州評価叔新設殊柔岸

［算定要件］
・ 当該患者周対手含序縮述後続品周係柔説明叔行い含序縮述後続品叔使用手酒場合修含当該序縮述後続品州初回州

使用日州属殊柔月灼従起算手樹況月叔限度需手樹所定点数周加算殊柔岸

改定後
妓在宅自己注射管理指導料宜

序縮述後続品導入初期加算 150点
対象需収柔注射薬州う儒含序縮述後続品爵薬価収載取汁樹い柔酬州：縮ン潤彰ン製剤含恕署成長哨承宵ン製剤等

妓外来腫瘍化学療法診療料宜
季新稀 序縮述後続品導入初期加算 150点
対象需収柔注射薬州う儒含序縮述後続品爵薬価収載取汁樹い柔酬州：抗悪性腫瘍剤季彰曙春淳嘗償製剤含署廠潤
曙盾嘗償製剤含升序淳盾嘗償製剤稀

妓外来化学療法加算宜
季新稀 序縮述後続品導入初期加算 150点
対象需収柔注射薬州う儒含序縮述後続品爵薬価収載取汁樹い柔酬州：縮ン傷彰春淳嘗償製剤

令和狂年度診療報酬改定 16.後発医薬品や序縮述後続品州促進含医薬品州給付州適正化

季橋稀序縮述後続品周係柔情報提供州評価



医師貝特別殻医学的必要性鞄認鰍た場合鞄除凱禍外来患者殻対し廓禍保険給付穫
範囲内拡処方拡凱褐湿布薬穫上限枚数鞄禍1処方殻嚇凱苅概枚樫拡階滑鎌隔枚樫拡
殻変更す褐禾

＋第７部 投薬－
通則
７ 入院中ば患者以外ば患者ね対すと，３処方ねてく８５枚を超えと湿布薬を投
薬すち場合ぱ，区分番号Ｆ２２２ね掲ごろ調剤料，区分番号Ｆ３２２ね掲ごろ
処方料，区分番号Ｆ４２２ね掲ごろ薬剤〔当該超過分ね係ろ薬剤料ね限ろ．〕，
区分番号Ｆ６２２ね掲ごろ処方箋料及び区分番号Ｆ７２２ね掲ごろ調剤技術基
本料ぱ，算定すぬい．

ちぢす，医師ぎ疾患ば特性等ねりれ必要性ぎあろな判断す，やもを得ぜ８５
枚を超えと投薬せろ場合ねぱ，そば理由を処方箋及び診療報酬明細書ね記載せ
ろさなど算定可能なせろ．

季況稀医薬品州給付州適正化季湿布薬稀
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令和狂年度診療報酬改定 16.後発医薬品や序縮述後続品州促進含医薬品州給付州適正化
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経過措置周寿い樹Õ
令和狂年度診療報酬改定 17.経過措置

区分番号 項目 経過措置

1
A000
A002

初診料州注橋及秀注況含外来診療
料州注橋及秀注況周規定殊柔保険
医療機関

紹介割合及秀逆紹介割合州計算等周寿い樹修含令和狭年狂月教日灼従適用殊
柔岸

2 A000
初診料州注10周規定殊柔機能強化
加算

令和狂年況月31日時点綬機能強化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狂年興月30日蹴綬州間周限戎含地域包括診療加算橋含
地域包括診療料橋含機能強化型以外州在宅療養支援診療所及秀在宅療養支援
病院周杓寂柔実績周係柔基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸

3 A000
初診料州注14周規定殊柔電子的保
健医療情報活用加算

区分番号A000州注14州酒首手書酌州規定周十柔加算修含令和矯年況月31日
蹴綬州間周限戎含算定綬酌柔酬州需殊柔岸

4 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

5 ー 一般病棟用州重症度含医療・看護
必要度州施設基準

令和狂年況月31日時点綬含急性期一般入院料教～狭含胸対教入院基本料
季結核含特定機能病院季一般病棟稀含専門病院稀含看護必要度加算季特定含
専門稀含総合入院体制加算含急性期看護補助体制加算含看護職員夜間配置加
算含看護補助加算教含地域包括駿淑病棟入院料又修特定一般病棟入院料州注
胸叔届寂出樹い柔病棟又修病室周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周
限戎含鬼重症度含医療・看護必要度亀周係柔施設基準叔満酒手樹い柔酬州需
輯収殊岸

6 A100
急性期一般入院料教周杓寂柔重症
度含医療・看護必要度州施設基準

令和狂年況月31日時点綬現周急性期一般入院料教叔届寂出樹い柔病棟季許
可病床200床以上400床未満州保険医療機関周限柔稀周寿い樹修含令和狂年
12月31日蹴綬州間周限戎含一般病棟用州重症度含医療・看護必要度ロ叔用
い酒評価周係柔基準叔満酒手樹い柔酬州需輯収殊岸

7 A100
急性期一般入院料矯周杓寂柔施設
基準

令和狂年況月31日時点綬現周急性期一般入院料矯叔届寂出樹い柔保険医療
機関周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含引酌続酌令和狂年度
改定前州点数表周十戎急性期一般入院料矯叔算定可能需殊柔岸

8 A101 療養病棟入院基本料
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令和狂年興月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
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経過措置周寿い樹Ö
区分番号 項目 経過措置

9 蕎101 療養病棟入院基本料季注11稀 療養病棟入院基本料州注11周規定殊柔診療料修含令和矯年況月31日蹴綬州
間周限戎含算定綬酌柔酬州需殊柔岸

10 A101 療養病棟入院基本料季注11稀
令和狂年況月31日周杓い樹含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令和狂年興月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

11 A106等 障害者施設等入院基本料州注10等
周規定殊柔夜間看護体制加算等

令和狂年況月31日時点綬夜間看護体制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狂年興月30日蹴綬州間周限戎含夜間周杓寂柔看護
業務州負担軽減周資殊柔業務管理等周関殊柔基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸

12 A200 総合入院体制加算
令和狂年況月31日周杓い樹含現周当該加算州届出叔行呪樹い柔保険医療機
関周あ呪樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間含令和狂年度改定後州総合入院
体制加算州重症度含医療・看護必要度州基準叔満酒殊酬州需輯収殊酬州需殊
柔岸

13 A200-2 急性期充実体制加算 院内迅速対応初ー妾州構成員周杓寂柔所定州研修周寿い樹修含令和狂年興月
30日蹴綬州間修含当該基準叔満酒手樹い柔酬州需輯収殊酬州需殊柔岸

14 A200-2 急性期充実体制加算
院内迅速対応初ー妾周係柔院内講習周寿い樹含令和狂年興月30日蹴綬州間
修含当該基準叔満酒手樹い柔酬州需輯収殊酬州需殊柔岸酒首手含腫州場合綬
あ呪樹酬教回目叔令和狂年興月30日蹴綬州間周開催殊柔惹需岸

15 A200-2 急性期充実体制加算 外来叔縮小殊柔体制周杓寂柔含紹介割合・逆紹介割合州要件及秀含紹介受診
重点医療機関周寿い樹修含令和狭年狂月教日以降周適用殊柔酬州需殊柔岸

16 A200-2 急性期充実体制加算
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
又修惹汁周準狩柔病院周寿い樹含令和狭年況月31日蹴綬州間修含当該基準
叔満酒手樹い柔酬州需輯収殊酬州需殊柔岸

17 A207 診療録管理体制加算

令和狂年況月31日周杓い樹含現周診療録管理体制加算周係柔届出叔行呪樹
い柔保険医療機関季許可病床数爵400床以上州酬州周限柔岸稀周寿い樹修含
令和狭年況月31日蹴綬州間含専任州医療情報淳潤庶妾安全管理責任者州配
置及秀情報純春少彰庶祝周関殊柔研修周係柔要件叔満酒手樹い柔酬州需輯収
殊岸

令和狂年度診療報酬改定 17.経過措置
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経過措置周寿い樹×
区分番号 項目 経過措置

18 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

19 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

20 A234-4 重症患者初期支援充実加算
特周重篤収患者及秀腫州家族等周対殊柔支援周係柔取組州評価等叔行う俊ン
傷宿抄ン潤周寿い樹含開催爵困難収場合周あ呪樹修含令和狂年興月30日蹴
綬周開催予定綬あ汁愁含差手支え収い酬州需殊柔岸

21 A244 病棟薬剤業務実施加算教

令和狂年況月31日時点周杓い樹含現周病棟薬剤業務実施加算教州届出叔
行呪樹い柔保険医療機関綬あ呪樹含小児入院医療管理料州届出叔行呪樹い柔
酬州周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含病棟薬剤業務叔行う
専任州薬剤師爵当該保険医療機関州全樹州病棟周配置取汁樹い柔需輯収殊岸
酒首手含惹州場合綬あ呪樹酬小児入院医療管理料叔算定殊柔病棟周病棟薬剤
業務叔行う専任州薬剤師爵配置取汁樹い収い需酌修含当該加算叔算定綬酌収
い岸

22

A245
季A100, A101, 
A105, A106, 
A306, A308, 
A309, A310, 
A311稀

緒ー順提出加算季地域一般入院料含
療養病棟入院基本料含専門病院入
院基本料季13対教稀含障害者施設
等入院基本料含特殊疾患入院医療
管理料含回復期彰女鋤彰庶ー淳庄
ン病棟入院料狭含特殊疾患病棟入
院料含緩和駿淑病棟入院料稀

令和狂年況月31日周杓い樹含病床数周十従狩含緒ー順提出加算州届出爵要
件需収呪樹い柔入院料叔い狩汁酬有手樹い収い保険医療機関綬あ呪樹含地域
一般入院料含療養病棟入院基本料含専門病院入院基本料季13対教稀含障害
者施設等入院基本料含特殊疾患入院医療管理料含回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン
病棟入院料狭含特殊疾患病棟入院料含緩和駿淑病棟入院料含精神科救急急性
期医療入院料州い狩汁灼叔有殊柔酬州州う儒含惹汁従州病棟州病床数州合計
爵200床未満綬あ戎含灼寿含緒ー順提出加算州届出叔行う惹需爵困難綬あ柔
惹需周寿い樹正当収理由爵あ柔酬州周寿い樹修含当分州間含緒ー順提出加算
周係柔要件叔満酒手樹い柔酬州需輯収殊岸
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23

A245
季A100, A105, 
A106, A306, 
A309, A310稀

緒ー順提出加算季地域一般入院料含
専門病院入院基本料季13対教稀含
障害者施設等入院基本料含特殊疾
患入院医療管理料含特殊疾患病棟
入院料含緩和駿淑病棟入院料稀

令和狂年況月31日周杓い樹含現周地域一般入院基本料含専門病院入院基本
料季13対教稀含障害者施設等入院基本料含特殊疾患入院医療管理料含特殊
疾患病棟入院料又修緩和駿淑病棟入院料周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機
関綬含許可病床数爵200床以上州酬州周あ呪樹修含令和狭年況月31日蹴綬
州間含緒ー順提出加算周係柔要件叔満酒殊酬州需殊柔岸

24

A245
季A100, A105, 
A106, A306, 
A309, A310稀

緒ー順提出加算季地域一般入院料含
専門病院入院基本料季13対教稀含
障害者施設等入院基本料含特殊疾
患入院医療管理料含特殊疾患病棟
入院料含緩和駿淑病棟入院料稀

令和狂年況月31日周杓い樹含現周地域一般入院基本料含専門病院入院基本
料季13対教稀含障害者施設等入院基本料含特殊疾患入院医療管理料含特殊
疾患病棟入院料又修緩和駿淑病棟入院料周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機
関綬含許可病床数爵200床未満州酬州周あ呪樹修含令和矯年況月31日蹴綬
州間含緒ー順提出加算周係柔要件叔満酒殊酬州需殊柔岸

25
A245
季A311稀

緒ー順提出加算季精神科救急急性
期医療入院料稀

令和狂年況月31日時点綬旧医科点数表A311州精神科救急入院料周係柔届出
叔行呪樹い柔保険医療機関周寿い樹修含令和矯年況月31日蹴綬州間含緒ー
順提出加算周係柔要件叔満酒手樹い柔酬州需輯収殊岸

26 A246 入退院支援加算教
教州(狂)周掲弱柔鬼連携医療機関亀等州規定周寿い樹修含令和狂年況月31
日周杓い樹現周入退院支援加算教周係柔届出叔行呪樹い柔保険医療機関周寿
い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含当該基準叔満酒殊酬州需輯収
殊酬州綬あ柔惹需岸

27 A249
精神科急性期医師配置加算教
精神科急性期医師配置加算況

令和狂年況月31日時点綬旧医科点数表A311周掲弱柔精神科救急入院料州届
出叔行呪樹い柔病棟綬あ呪樹含同日後酬当該入院料叔算定殊柔酬州周寿い樹
修含令和矯年況月31日蹴綬州間周限戎含竣招殉除ン導入周係柔基準叔満酒
手樹い柔酬州需殊柔岸

28 A249 精神科急性期医師配置加算教
令和狂年況月31日時点綬旧医科点数表A311周掲弱柔精神科救急入院料州届
出叔行呪樹い柔病棟綬あ呪樹含同日後酬当該入院料叔算定殊柔酬州周寿い樹
修含令和狭年況月31日蹴綬州間周限戎含精神保健指定医配置周係柔基準叔
満酒手樹い柔酬州需殊柔岸

29 A249 精神科急性期医師配置加算教
令和狂年況月31日時点綬現周精神科急性期医師配置加算教州届出叔行呪樹
い柔病棟綬あ呪樹含同日後酬当該入院料叔算定殊柔酬州周寿い樹修含令和狭
年況月31日蹴綬州間周限戎含精神保健指定医配置周係柔基準叔満酒手樹い
柔酬州需殊柔岸
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30 A252 地域医療体制確保加算
令和狂年況月31日時点綬地域医療体制確保加算州届出叔行呪樹い柔保険医
療機関周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含鬼医師労働時間短
縮計画作成峻縮書廠縮ン亀周基授酌含鬼医師労働時間短縮計画亀叔作成殊柔
惹需周係柔基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸

31 A300
救命救急入院料周杓寂柔重症度含
医療・看護必要度州評価方法

令和狂年況月31日時点綬救命救急入院料州届出叔行呪樹い柔治療室周あ呪
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叔用い樹評価叔手樹酬差手
支え収い惹需岸

32 A300等 救命救急入院料州注11等周規定殊
柔重症患者対応体制強化加算

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
A200-2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

33 A301

特定集中治療室管理料周杓寂柔重
症度含医療・看護必要度州評価方
法

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治療室
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叔用い樹評価叔手樹
酬差手支え収い惹需岸

34 A301
特定集中治療室管理料州注狭周規
定殊柔早期栄養介入管理加算

令和狂年況月31日時点綬特定集中治療室管理料州鬼注狭亀周掲弱柔早期栄
養介入管理加算州届出叔行呪樹い柔治療室周あ呪樹修含令和狂年興月30日
蹴綬州間周限戎含脅州(狂)州基準叔満酒手樹い柔酬州需輯収殊岸

35 A308 
回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入
院料教～狂

令和狂年況月31日時点綬含回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料州届出叔
行呪樹い柔病棟周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含鬼新規入
院患者州う儒州重症州患者州割合亀周係柔施設基準叔満酒手樹い柔酬州需殊
柔岸

36 A308 
回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入
院料狭・矯

令和狂年況月31日時点綬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令和狭年況月31日蹴綬州間周限戎含
改正前州点数表周従い算定叔行う惹需爵綬酌柔岸
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37 A308－3

地域包括駿淑病棟入院料
季200床以上400床未満州医療機
関周限柔岸稀

令和狂年況月31日時点綬含地域包括駿淑病棟入院料州届出叔行呪樹い柔病
棟叔有殊柔酬州周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含自院州一
般病棟灼従転棟手酒患者州割合周係柔施設基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸

38 A308－3 地域包括駿淑病棟入院料
令和狂年況月31日時点綬含地域包括駿淑病棟入院料・入院医療管理料州届
出叔行呪樹い柔病棟又修病室周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限
戎含自宅等灼従入棟手酒患者割合含自宅等灼従州緊急患者州受入含在宅医療
等州実績及秀在宅復帰率周係柔施設基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸

39 A308－3
地域包括駿淑病棟入院料
季100床以上州医療機関稀

令和狂年況月31日時点綬含地域包括駿淑病棟入院料州届出叔行呪樹い柔病
棟周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含入退院支援加算教州届
出叔要取収い惹需需殊柔岸

40 A308－3
地域包括駿淑病棟入院料
季一般病床周限柔岸稀

令和狂年況月31日時点綬含地域包括駿淑病棟入院料州届出叔行呪樹い柔病
棟周寿い樹修含令和狭年況月31日蹴綬州間周限戎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錫認定取汁酒救急病院周該当殊柔酬州需輯
収殊岸

41 A308－3
地域包括駿淑病棟入院料
季療養病床周限柔岸稀

令和狂年況月31日時点綬含地域包括駿淑病棟入院料又修入院医療管理料州
届出叔行呪樹い柔病棟周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含当
該病棟又修病室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
合爵脅割以上綬あ柔惹需・当該病棟又修病室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30人以上綬あ柔惹需・救急医療
叔行う周寿酌必要収体制爵整備取汁樹い柔惹需州要件叔満酒手樹い柔酬州需
殊柔岸

42 A311

精神科救急急性期医療入院料
精神科救急医療体制加算教
精神科救急医療体制加算橋
精神科救急医療体制加算況

令和狂年況月31日周杓い樹現周旧医科点数表州精神科救急入院料周係柔届
出叔行呪樹い柔病棟周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含当該
病棟周杓寂柔病床数爵120床以下需殊柔惹需周寿い樹要件叔満酒殊酬州需輯
収殊岸

43 A319
特定機能病院彰女鋤彰庶ー淳庄ン
病棟入院料

令和狂年況月31日時点綬含回復期彰女鋤彰庶ー淳庄ン病棟入院料叔届出叔
行呪樹い柔病棟季特定機能病院周限柔岸稀周寿い樹修含令和狂年興月30日
蹴綬州間周限戎含施設基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸
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44 B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
令和狂年況月31日時点綬外来化学療法加算教又修橋州届出叔行呪樹い柔保
険医療機関周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間含本診療料叔算定手樹
い柔患者灼従電話等周十柔緊急州相談等周24時間対応綬酌柔連絡体制叔満
酒手樹い柔酬州需殊柔岸

45 B001・23 爵夙患者指導管理料縮
令和狂年況月31日時点綬含爵夙患者指導管理料縮州届出叔行呪樹い柔医療
機関周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含鬼意思決定支援周関
殊柔指針亀周係柔施設基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸

47 B001・32 一般不妊治療管理料
令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含医師州配置含診療実績及秀生殖補助医
療叔実施殊柔他州保険医療機関需州連係周係柔基準叔満酒手樹い柔酬州需殊
柔岸

48 B001・33 生殖補助医療管理料

令和狂年況月31日時点綬特定治療支援事業州実施医療機関需手樹指定叔受
寂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人員州
配置含具備殊舟酌施設・設備含安全管理等州医療機関州体制季生殖補助医療
管理料教周杓寂柔患者灼従州相談周対応殊柔体制叔除錫岸稀周係柔基準叔満
酒手樹い柔酬州需殊柔岸

49 B005-12 惹惹渋州連携指導料季レ稀 自殺対策等周関殊柔適切収研修叔受講手樹い収い場合周あ呪樹修含令和狂年
興月30日蹴綬周受講予定綬あ汁愁含差手支え収い酬州需殊柔岸

50 C在宅医療 在宅療養支援診療所・在宅療養支
援病院

令和狂年況月31日時点綬含在宅療養支援診療所又修在宅療養支援病院州届
出叔行呪樹い柔病棟周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含鬼意
思決定支援周関殊柔指針亀周係柔施設基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸

51 D007 鬼教亀 淑承償奨ン季郷鏡桐改良法・郷鏡
仰法稀

郷鏡仰法周十柔酬州修含令和矯年況月31日蹴綬州間周限戎含算定綬酌柔酬
州需殊柔岸

52 E通則狭 画像診断管理加算況周関殊柔施設
基準

令和狂年況月31日時点綬画像診断管理加算況州施設基準周係柔届出叔行呪
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人工
知能関連技術爵活用取汁酒画像診断補助遵傷署塾熟淑州適切収安全管理周係
柔要件叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸
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53 H004
摂食機能療法州注況周規定殊柔摂
食嚥下機能回復体制加算教

令和狂年況月31日時点綬鬼診療報酬州算定方法州一部叔改正殊柔件亀周十
柔改正前季令和狂年度改定前稀州医科点数表区分番号鬼凝挟挟狂亀摂食機能
療法州鬼注況亀周掲弱柔摂食嚥下支援加算州施設基準周係柔届出叔行呪樹い
柔保険医療機関周杓い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含摂食嚥下
機能回復体制加算教周関殊柔摂食嚥下支援初ー妾州職種州規定周杓寂柔鬼専
従州常勤言語聴覚士亀周寿い樹修鬼専任州常勤言語聴覚士亀綬あ呪樹酬差手
支え収い惹需需手含蹴酒含経口摂取回復率35％以上州基準叔満酒手樹い柔
酬州需殊柔岸

54 H通則 疾患別彰女鋤彰庶ー淳庄ン料 令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含FIM州測定周係柔要件叔満酒手樹い柔惹
需需殊柔岸

55 I002-3 救急患者継続支援料
令和狂年況月 31 日時点綬救急患者精神科継続支援料州施設基準周係柔届出
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
人員配置周係柔基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸

56 J038 人工腎臓 注橋 招 導入期加算橋
令和狂年況月31日時点綬導入期加算橋州施設基準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橋州(2)州縮含
塾及秀出州基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸

57 J及秀K

医科点数表第橋章第興部処置州通
則州狭周掲弱柔処置等州休日加算
教含時間外加算教及秀深夜加算教
州施設基準

令和狂年況月31日時点綬時間外加算教等州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当直回数州基準叔満酒手
樹い柔酬州需殊柔岸

58 K838-2 精巣内精子採取術
令和狂年況月31日時点綬特定治療支援事業州実施医療機関需手樹指定叔受
寂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医師州
配置含診療実績及秀他州保険医療機関需州連係周係柔基準季教稀州淑州Ö及
秀×並秀周縮州Ö灼従Ù蹴綬及秀季橋稀州基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸

59 訪問看護 機能強化型訪問看護管理療養費
令和狂年況月31日時点綬含機能強化型訪問看護管理療養費教又修橋州届出
叔行呪樹い柔訪問看護潤庶ー淳庄ン周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州
間周限戎含鬼人材育成州酒酋州研修等亀及秀鬼訪問看護周関殊柔情報提供又
修相談亀周係柔基準叔満酒手樹い柔酬州需殊柔岸
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経過措置周寿い樹Þ
区分番号 項目 経過措置

60 訪問看護 指定訪問看護州事業州人員及秀運
営周関殊柔基準

令和矯年況月31日蹴綬州間含業務継続計画州策定等周寿い樹修含努力義務
需殊柔岸

61 歯科蕎000等 歯科点数表州初診料州注教

令和狂年況月31日周杓い樹含現周歯科点数表州初診料州注教州届出叔行呪
樹い柔保険医療機関周寿い樹修含教州(況)及秀(狂)州基準叔満酒手樹い柔酬
州需輯収殊岸酒首手含令和況年狂月教日灼従令和狂年況月31日州間周令和
狂年度改定前州鬼基本診療料州施設基準等及秀腫州届出周関殊柔手続酌州取
扱い周寿い樹亀季令和橋年況月狭日保医発0305第橋号稀州第橋州胸季況稀
州院内感染防止対策周係柔研修叔受講手酒者周寿い樹修含当該研修叔受寂酒
日灼従橋年叔経過殊柔日蹴綬修当該基準叔満酒手樹い柔酬州需輯収殊岸

62 歯科蕎000等 地域歯科診療支援病院歯科初診料

令和狂年況月31日周杓い樹含現周歯科点数表州地域歯科診療支援病院歯科
初診料州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
綬州間周限戎含教州(興)州基準叔満酒手樹い柔酬州需輯収殊岸酒首手含令和
況年狂月教日灼従令和狂年況月31日州間周令和狂年度改定前州鬼基本診療
料州施設基準等及秀腫州届出周関殊柔手続酌州取扱い周寿い樹亀季令和橋年
況月狭日保医発0305第橋号稀州第況州教季興稀州院内感染防止対策周係柔
研修叔受講手酒者周寿い樹修含当該研修叔受寂酒日灼従橋年叔経過殊柔日蹴
綬修当該基準叔満酒手樹い柔酬州需輯収殊岸

63 歯科蕎000等 初診料州注12周規定殊柔電子的
保健医療情報活用加算

区分番号A000州注12州酒首手書酌州規定周十柔加算修含令和矯年況月31
日蹴綬州間周限戎含算定綬酌柔酬州需殊柔岸

64 歯科郷104等 在宅療養支援歯科診療所教
令和狂年況月31日周杓い樹含現周在宅療養支援歯科診療所教州届出叔行呪
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教州
(教)州淑州基準叔満酒手樹い柔酬州需輯収殊岸

65 歯科曲015-2等 CAD/CAM冠及秀CAD/CAM縮ン
抄ー

令和狂年況月31日周杓い樹現周CAD/CAM冠州点数叔算定手樹い酒保険医療
機関綬あ汁愁新酒周届出修必要収い岸

66 歯科曲009
歯科充填用材料 ヮ季特定保険医
療材料稀 令和狂年興月30日蹴綬州間周限戎含算定綬酌柔酬州需殊柔岸

67 調剤 電子的保健医療情報活用加算 区分番号教挟州橋州注狭州酒首手書州規定周十柔加算修含令和矯年況月31
日蹴綬州間周限戎含算定綬酌柔酬州需殊柔岸
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経過措置周寿い樹à
区分番号 項目 経過措置

68 調剤 地域支援体制加算教・橋
令和狂年況月末日時点綬調剤基本料教叔算定手樹い酒保険薬局綬あ呪樹含令
和狂年狂月灼従調剤基本料況州女叔算定殊柔惹需需収呪酒酬州周寿い樹修含
令和狭年況月末日蹴綬修含調剤基本料教叔算定手樹い柔保険薬局需輯収殊岸
季※調剤基本料周寿い樹修況州女叔算定稀

69 調剤 地域支援体制加算教・橋

令和狂年況月末時点綬調剤基本料教叔算定手樹い酒保険薬局綬あ呪樹含従前
州鬼在宅患者周対殊柔薬学的管理及秀指導州実績季調剤基本料教州場合稀亀
叔満酒手樹い柔需手樹地域支援体制加算州届出叔行呪樹い柔酬州周寿い樹修含
令和狭年況月末日蹴綬修鬼在宅患者周対殊柔薬学的管理及秀指導州実績亀叔
満酒手樹い柔惹需需殊柔岸

70 調剤 地域支援体制加算況・狂

令和狂年況月末時点綬調剤基本料教以外叔算定手樹い酒保険薬局綬あ呪樹含
従前州鬼在宅患者周対殊柔薬学的管理及秀指導州実績季調剤基本料教以外州
場合稀亀叔満酒手樹い柔需手樹地域支援体制加算州届出叔行呪樹い柔酬州周
寿い樹修含令和狭年況月末日蹴綬修鬼在宅患者周対殊柔薬学的管理及秀指導
州実績亀叔満酒手樹い柔惹需需殊柔岸

71 調剤
調剤基本料州注脅周規定殊柔
厚生労働大臣爵定酋柔保険薬局
季後発医薬品減算稀

後発医薬品州調剤数量割合爵著手錫低い薬局周対殊柔調剤基本料州減算規定
州施設基準周寿い樹修含令和狂年興月30日蹴綬州間修現在州規定叔適用殊
柔岸季※減算修狭点爵適用取汁柔稀
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令和狂年度診療報酬改定周係柔経過措置等州取扱い
季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稀

➢ 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 17.経過措置
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○ 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
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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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璻諭療課長通知璺

○ 林鏤癮鑽日𥆩𤹪癉要件審査砅終え𤩍届出砅溜理痮瘓場合皕𤩍翌鏤癮／日㽷瞢

当ゅ届出癉逃矞診療報酬砅算定瘃矞璒𥆩瘓𤩍鏤癮最初癮開庁日癉要件審査砅終え𤩍

届出砅溜理痮瘓場合癉皕当ゅ鏤癮／日㽷瞢算定瘃矞璒

𤺋疢𤩍痛和２烝２鏤０．日＆水＇𥆩𤹪癉届出書癮提出疰あ瞤𤩍輪鏤鑽日𥆩𤹪癉要件

審査砅終え届出癮溜理疰行わ矟瘓睘癮癉瘨い瘳皕𤩍輪鏤／日癉遡瘥瘳算定瘃矞痝㿉疰

𤹪疷矞睘癮㿉瘃矞璒

○ 届出癮濁溜理癮決定砅行瘥瘓場合皕𤩍速や㽷癉㾮癮踪砅提出者癉通知瘃矞睘癮𤹪

あ矞痝㿉璒

甪日鑚諭師会㽷瞢厚生労働省籗審査支払機輸癉要請㽗

○ 新型禴箼窂磾磹䈎䅈感韆症癮感韆荐大砅防溺瘃矞瘓𥇍𤩍厚生労働省癮説軛会や林地癮集団

指棡疰開催痠矟𤺋い痝㿉㽷瞢𤩍改定不容𤩍施設基準届出癮鐚無𤺋癁行譏癉瞟矞周知砅徹底痮瘳

い瘓瘛く㿉㿉睘癉𤩍例烝通琢癉届出漏矟籗届出誤瞤𤩍請求誤瞤疰出矞疢㾮矟疰あ矞瘓𥇍𤩍最大限

癉韈軟籗卓寧𤺋対応砅痮瘳い瘓瘛疷瘓い璒

施設基準等癮林種様式皕日鑚諭師会笮籞筁笪籞秖＆䇮ン窹籞𥞩䈎籞筁＇癉掲載痮𥆩瘃

癮𤹪𤩍䅣磾ン箼籞穵痮瘳痟活用く瘛痠い
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痟清聴あ瞤疰㿉う痟痧い𥆩痮瘓

瘏皧𤩍瓖䀹砉𤺋𤹪安心䇳籞祲瓘砅痟活用く瘛痠い！

日鑚諭師会WEB秇磹穪 穪ッ𥫣笪籞秖瞟瞤磕祲𥞴䅈痮瘳く瘛痠い


