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　本年４月１日から診療報酬が改定されます。本書は、今回の改定に関する資料をとり急ぎまとめた
ものです。今後、変更がありうるため、官報及び通知の内容を改めて確認する必要があることにご留
意ください。

令和２年３月５日公布・告示・発出の主な法令・通知 
〔省令〕保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改

正する省令（厚生労働省令第 24号） 
〔告示〕高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養
の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び高齢者の医療
の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及
び担当に関する基準の一部を改正する件の一部を改正する
告示（厚生労働省告示第 55 号） 

〔告示〕療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生
労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示（厚生
労働省告示第 56 号） 

〔通知〕医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の
算定項目の分かる明細書の交付について（保発 0305第２号） 

〔通知〕「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚
生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に
係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項
について」の一部改正について（保医発 0305第５号） 

〔告示〕診療報酬の算定方法の一部を改正する件（厚生労働省
告示第 57 号） 

〔通知〕診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意
事項について（保医発 0305 第１号） 

〔告示〕基本診療料の施設基準等の一部を改正する件（厚生労
働省告示第 58 号） 

〔通知〕基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続
きの取扱いについて（保医発 0305 第２号） 

〔告示〕特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件（厚生労
働省告示第 59 号） 

〔通知〕特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続
きの取扱いについて（保医発 0305 第３号） 

〔告示〕使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件（厚
生労働省告示第 60号） 

〔通知〕使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について（保
医発 0305 第６号） 

〔告示〕特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）
の一部を改正する件（厚生労働省告示第 61 号） 

〔通知〕特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項

について（保医発 0305 第９号） 
〔通知〕特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）
の一部改正に伴う特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の
算定について（保医発 0305 第 10号） 

〔通知〕特定診療報酬算定医療機器の定義等について（保医発
0305第 11号） 

〔通知〕特定保険医療材料の定義について（保医発 0305第 12
号） 

〔事務連絡〕特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書
（希望区分Ｂ）に記載する機能区分コードについて（事務連
絡） 

〔告示〕訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算
定方法の一部を改正する件（厚生労働省告示第 62 号） 

〔通知〕訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算
定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（保発
0305 第３号） 

〔告示〕訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準
等の一部を改正する件（厚生労働省告示第 63号） 

〔通知〕訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手
続きの取扱いについて（保医発 0305 第４号） 

〔省令〕健康保険法施行規則の一部を改正する省令（厚生労働
省令第 23 号） 

〔通知〕指定訪問看護の事業を行う事業所に係る健康保険法
第 88条第１項の規定に基づく指定等の取扱いについて（保
発 0305 第５号） 

〔省令〕指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の
一部を改正する省令（厚生労働省令第 25 号） 

〔通知〕指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に
ついて（保発 0305第４号） 

〔通知〕入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供た
る療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについ
て（保医発 0305第 13 号） 

〔通知〕入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療
養費に係る生活療養の実施上の留意事項について（保医発
0305第 14号） 

 



第１部
個別改定項目について

（令和２年２月７日・中央社会保険医療協議会資料）
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１ �　地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要
な救急医療体制等の評価 � � 4

　①�　地域の救急医療体制における重要な機能を
　　担う医療機関に対する評価の新設 � � 4
　②　救急医療体制の充実 � � 4
２ �　医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善
する取組の評価 � � 5

　①�　医師等の従事者の常勤配置及び専従要件に
　　関する要件の緩和 � � 5
　②　医療従事者の勤務環境改善の取組の推進 � � 6
　③　病棟薬剤業務実施加算の評価の見直し � � 7
　④　薬剤師の常勤配置に関する要件の緩和 � � 7
　⑤　夜間看護体制の見直し � � 8
　⑥　特定集中治療室管理料の見直し � � 8
　⑦　心停止後臓器提供に係る評価の見直し � � 9
　⑧　脳死臓器提供管理料の見直し � � 9
　⑨　入退院支援に係る人員配置の見直し � � 9
　⑩�　重症度、医療・看護必要度の測定に係る
　　負担の軽減 � �10
　⑪　医療機関における業務の効率化・合理化 � �10
３ �　タスク・シェアリング／タスク・シフティングの
ためのチーム医療等の推進 � �10

　①　医師事務作業補助体制加算の評価の充実 � �10
　②　麻酔科領域における医師の働き方改革の推進
　　� �11
　③�　看護職員と看護補助者との業務分担・協働の
　　推進 � �12
　④　栄養サポートチーム加算の見直し � �12
４ 　業務の効率化に資するＩＣＴの利活用の推進 � �13
　①　医療機関における業務の効率化・合理化 � �13
　②　情報通信機器を用いたカンファレンス等の
　　推進 � �14
　③�　外来栄養食事指導（情報通信機器の活用）の
　　見直し � �15

１ 　かかりつけ機能の評価 � �15
　①　地域包括診療加算の見直し � �15
　②　小児かかりつけ診療料の見直し � �15
　③　外来患者への重複投薬解消に対する取組の
　　評価 � �16
　④　かかりつけ薬剤師指導料等の評価 � �16
　⑤　同一薬局の利用推進 � �17
２ 　患者にとって必要な情報提供や相談支援の推進
　� �17
　①　機能強化加算の見直し � �17
　②　診療情報の提供に対する評価の新設 � �17
　③　医療的ケア児に関わる主治医と学校医との
　　連携 � �18
　④　明細書発行の推進 � �18
３ 　地域との連携を含む多職種連携の取組の強化 � �19
　①　質の高い外来がん化学療法の評価 � �19
　②　外来化学療法での栄養管理の評価 � �19

　③　精神病棟における退院時共同指導の評価 � �19
　④�　精神科外来における多職種による相談支援・
　　指導への評価 � �20
　⑤�　腹膜透析と血液透析を併用する場合の要件の
　　見直し � �21
　⑥　栄養サポートチーム加算の見直し � �22
　⑦�　多職種チームによる摂食嚥下リハビリテーション
の評価 � �22

　⑧　個別栄養食事管理加算の見直し � �23
　⑨　周術期等専門的口腔衛生処置等の見直し � �23
４ 　重症化予防の取組の推進 � �23
　①　生活習慣病重症化予防推進に係る要件の
　　見直し � �23
　②　移植を含めた腎代替療法情報提供の評価 � �24
　③　分娩後の糖尿病及び妊娠糖尿病管理の推進 � �25
　④　歯科疾患管理料の見直し � �25
　⑤　歯周病重症化予防の推進 � �25
　⑥�　健康増進法の一部を改正する法律の施行に
　　伴う見直し � �26
５ 　治療と仕事の両立に資する取組の推進 � �26
　①　治療と仕事の両立に向けた支援の充実 � �26
６ 　アウトカムにも着目した評価の推進 � �27
　①　回復期リハビリテーション病棟入院料の
　　見直し � �27
　②　データ提出加算の見直し � �28
７ － １ 　緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価 � �29
　①　がん拠点病院加算の見直し � �29
　②�　遺伝子パネル検査に係る遺伝カウンセリング
　　の評価の見直し � �30
　③　緩和ケア病棟入院料の見直し � �31
　④　質の高い外来がん化学療法の評価 � �31
　⑤　外来化学療法での栄養管理の評価 � �32
　⑥　がん患者に対する薬局での薬学的管理等の
　　評価 � �32
　⑦�　遺伝性乳がん卵巣がん症候群に対する治療等
　　の評価 � �33
　⑧　介護老人保健施設におけるがん診療の充実
　　� �35
７ － ２ 　認知症患者に対する適切な医療の評価 � �35
　①　認知症ケア加算の見直し � �35
７ �－ ３ 　地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高
い精神医療の評価 � �36

　①　精神病棟における退院時共同指導の評価 � �36
　②�　精神科外来における多職種による相談支援・
　　指導への評価 � �36
　③　精神科在宅患者に対する適切な支援の評価
　　� �37
　④　地域移行機能強化病棟の継続と要件の見直し
　　� �38
　⑤　精神科急性期医師配置加算の見直し � �39
　⑥�　精神療養病棟入院料等における持続性抗
　　精神病注射薬剤の取り扱いの見直し � �41
　⑦�　精神科急性期病棟におけるクロザピンの普及
　　推進 � �41
　⑧　精神科救急入院料の見直し � �42
　⑨　精神疾患を有する妊産婦に対する診療の充実
　　� �43
　⑩　ハイリスク妊産婦連携指導料の見直し � �43

Ⅰ�　医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の
推進

Ⅱ�　患者・国民にとって身近であって、安心・安全
で質の高い医療の実現
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　⑪　児童思春期の精神疾患等に対する支援の充実
　　� �43
　⑫�　クロザピンを投与中の患者に対するヘモグロビン
Ａ 1ｃの測定に係る要件の見直し � �44

　⑬　精神科身体合併症管理加算の見直し � �44
　⑭�　精神療養病棟におけるリハビリテーションの
　　推進 � �45
　⑮　ギャンブル依存症に対する治療の評価 � �45
７ － ４ 　難病患者に対する適切な医療の評価 � �46
　①　難病患者に対する適切な医療の評価 � �46
７ － ５ 　小児医療、周産期医療、救急医療の充実
　� �47
　①　小児かかりつけ診療料の見直し � �47
　②　小児科外来診療料の見直し � �47
　③　小児運動器疾患指導管理料の見直し � �48
　④　小児抗菌薬適正使用支援加算の見直し � �48
　⑤　児童思春期の精神疾患等に対する支援の充実
　　� �49
　⑥　精神疾患を有する妊産婦に対する診療の充実
　　� �49
　⑦　ハイリスク妊産婦連携指導料の見直し � �49
　⑧　妊婦加算の扱い � �50
　⑨�　地域の救急医療体制における重要な役割を
　　担う医療機関に対する評価 � �50
　⑩　救急医療管理加算の見直し � �50
　⑪　救急医療体制の充実 � �51
　⑫　超急性期脳卒中加算の見直し � �51
７ － ６ 　感染症対策、薬剤耐性対策の推進 � �52
　①　抗菌薬適正使用支援加算の見直し � �52
　②　小児抗菌薬適正使用支援加算の見直し � �52
　③　歯科外来診療における院内感染防止対策の
　　推進 � �53
　④　中心静脈栄養の適切な管理の推進 � �53
７ �－ ７ 　患者の早期機能回復のための質の高いリハビ
リテーション等の評価 � �54

　①　回復期リハビリテーション病棟入院料の
　　見直し � �54
　②　疾患別リハビリテーション料の見直し � �54
　③　呼吸器リハビリテーション料の見直し � �55
　④　難病患者リハビリテーション料の見直し � �55
　⑤　外来リハビリテーション診療料の見直し � �56
　⑥　疾患別リハビリテーションの取扱について � �56
　⑦　脳血管疾患等リハビリテーション料の見直し
　　� �57
　⑧　がん患者リハビリテーション料の見直し � �57
　⑨�　リンパ浮腫指導管理料及びリンパ浮腫複合的
　　治療料の見直し � �58
　⑩�　多職種チームによる摂食嚥下リハビリテーション
の評価 � �58

８ �　医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーショ
ン等の新たな技術を含む先進的な医療技術の適切な
評価と着実な導入 � �58

　①　小児の在宅呼吸管理における材料の評価 � �58
　②�　在宅自己導尿における特殊カテーテル加算の
　　見直し � �59
　③�　トレッドミル等による負荷心肺機能検査の
　　評価の見直し � �59
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第2部

点数表 新旧対照表
　令和 ２年 １月１5日付け厚生労働省発保0１１5第 １ 号を
もって諮問のあった件について、別紙 １から別紙 ８ま
での改正案〔編注：本書第 ２部参照〕を答申する。
　なお、答申に当たっての本協議会の意見は、別添の
とおりである。

� （別添）

（全般的事項）
１ �　近年、診療報酬体系が複雑化していることを踏ま
え、患者をはじめとする関係者にとって分かりやす
いものとなるよう検討すること。

（働き方改革）
２ �　医師・医療従事者の働き方改革を推進し、地域医
療を確保するための取組に係る今回改定での対応に
ついて、その効果等を検証・調査するとともに、適
切な評価の在り方について引き続き検討すること。

（入院医療）
３ �　一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料等の入
院基本料や、特定集中治療室管理料、地域包括ケア
病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料
等の特定入院料に係る、入院患者のより適切な評価
指標や測定方法等について、引き続き検討すること。
４ �　救急医療管理加算の見直しの影響を調査・検証
し、患者の重症度等に応じた救急医療の適切な評価
の在り方について引き続き検討すること。

（ＤＰＣ／ＰＤＰＳ）
5 �　急性期の医療の標準化をすすめるため、病院ごと
の診療実態を把握するとともに、医療資源投入量等
の指標とその活用方法について引き続き検討するこ
と。

（かかりつけ機能、精神医療、生活習慣病等）
６ �　かかりつけ医機能を有する医療機関との連携の評
価の新設等の影響を調査・検証すること。また、か
かりつけ医機能を有する医療機関と専門医療機関と
の機能分化・連携強化に資する評価の在り方につい
て引き続き検討すること。
７ �　地域における質の高い在宅医療と訪問看護の提供
体制の確保に資する評価の在り方について、引き続
き検討すること。
８ �　妊産婦に対する診療の適切な評価について引き続
き検討すること。
９ �　地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精

答申書附帯意見

神医療の評価について引き続き検討すること。
１0�　依存症に対する管理料等の評価の見直しの影響を
調査・検証し、適切な評価の在り方について引き続
き検討すること。

１１�　オンライン診療料の見直しや、オンライン服薬指
導の評価の新設に係る影響を調査・検証し、ＩＣＴ
を活用した診療や薬学的管理等の評価の在り方につ
いて引き続き検討すること。

（医薬品の適正使用）
１２�　重複投薬、ポリファーマシー及び残薬等への対応
に関して、影響を調査・検証し、引き続き検討する
こと。

１３�　ＡＭＲアクションプランの進捗状況及び抗微生物
薬適正使用の手引きの見直し状況等を踏まえ、外来
における抗菌薬の処方状況等について把握・分析
し、抗菌薬の適正使用のための新たな方策を講ずる
等抗菌薬の使用量の更なる削減を推進すること。

１４�　病院内における医学的妥当性や経済性の視点も踏
まえた処方の取組について、院内における実施体制
や実施方法等の実態把握や分析等を進めること。

（歯科診療報酬）
１5�　院内感染防止対策に係る初診料・再診料の見直し
の影響を把握し、院内感染防止対策の推進に資する
評価の在り方について引き続き検討すること。

１６�　口腔疾患の長期的な管理を含めた継続的管理の実
施状況等を調査・検証するとともに、診診連携及び
病診連携の在り方等について引き続き検討すること。

（調剤報酬）
１７�　調剤基本料、調剤料及び薬学管理料の評価の見直
しによる影響や、かかりつけ薬剤師・薬局の取組状
況を調査・検証し、薬局の地域におけるかかりつけ
機能に応じた適切な評価、対物業務から対人業務へ
の構造的な転換を推進するための調剤報酬の在り方
について引き続き検討すること。

（後発医薬品の使用促進）
１８�　バイオ後続品を含む後発医薬品使用の更なる推進
のために、医療機関や薬局における使用状況を調
査・検証し、薬価の在り方や診療報酬における更な
る使用促進策について引き続き検討すること。

（医療技術の評価）
１９�　医療技術の高度化や専門化に対応して、費用対効
果の観点を踏まえつつ、イノベーションの評価等が
より適切となるよう引き続き検討すること。

（その他）
２0�　医療機関と関係機関との連携の下で提供される医
療について、その実態に応じた報酬の在り方につい
て引き続き検討すること。

厚生労働大臣　
　加藤　勝信　殿
� 中央社会保険医療協議会
� 　会長　田辺　国昭

答　申　書
（令和２年度診療報酬改定について）

� 令和 ２ 年 ２ 月 ７日
資料③



Ⅰ 医科診療報酬点数表 新旧対照表

第�章 基本診療料

第�部 初・再診料

通則

� 健康保険法第63条第�項第�号及び高齢者

医療確保法第64条第�項第�号の規定による

初診及び再診の費用は、第�節又は第�節の

各区分の所定点数により算定する。ただし、

同時に�以上の傷病について初診を行った場

合又は再診を行った場合には、区分番号Ａ

000に掲げる初診料の注�のただし書、区分

番号Ａ001に掲げる再診料の注�及び区分番

号Ａ002に掲げる外来診療料の注�に規定す

る場合を除き、初診料又は再診料（外来診療

料を含む。）は、�回として算定する。

� 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて

行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び

歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に初

診料又は再診料（外来診療料を含む。）を算

定する。

【通則の見直し】 � 入院中の患者（第�部第�節に規定する短

期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。）

に対する再診の費用（区分番号Ａ001に掲げ

る再診料の注�及び注�に規定する加算並び

に区分番号Ａ002に掲げる外来診療料の注�

及び注	に規定する加算を除く。）は、第�

部第�節、第�節又は第�節の各区分の所定

点数に含まれるものとする。

� 入院中の患者（第�部第�節に規定する短

期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。）

に対する再診の費用（区分番号Ａ001に掲げ

る再診料の注�、注�及び注16に規定する加

算並びに区分番号Ａ002に掲げる外来診療料

の注�、注	及び注11に規定する加算を除

く。）は、第�部第�節、第�節又は第�節

の各区分の所定点数に含まれるものとする。

第�節 初診料

Ａ000 初診料

Ａ000 初診料 288点

注� 保険医療機関において初診を行った場合

に算定する。

【注の見直し】 注� 病院である保険医療機関（特定機能病院

（医療法（昭和23年法律第205号）第�条の

�第�項に規定する特定機能病院をいう。

以下この表において同じ。）及び地域医療

支援病院（同法第�条第�項に規定する地

域医療支援病院をいう。以下この表におい

て同じ。）（同法第
条第�項第�号に規定

する一般病床（以下「一般病床」という。）

に係るものの数が200未満の病院を除く。）

に限る。）であって、初診の患者に占める

他の病院又は診療所等からの文書による紹

介があるものの割合等が低いものにおい

て、別に厚生労働大臣が定める患者に対し

て初診を行った場合には、注�の規定にか

かわらず、214点を算定する。

注� 病院である保険医療機関（特定機能病院

（医療法（昭和23年法律第205号）第�条の

�第�項に規定する特定機能病院をいう。

以下この表において同じ。）及び許可病床

（同法の規定に基づき許可を受け、若しく

は届出をし、又は承認を受けた病床をい

う。以下この表において同じ。）の数が400

以上である地域医療支援病院（同法第�条

第�項に規定する地域医療支援病院をい

う。以下この表において同じ。）に限る。）

であって、初診の患者に占める他の病院又

は診療所等からの文書による紹介があるも

のの割合等が低いものにおいて、別に厚生

労働大臣が定める患者に対して初診を行っ

た場合には、注�の規定にかかわらず、

214点を算定する。

【注の見直し】 注� 病院である保険医療機関（許可病床（医

療法の規定に基づき許可を受け、若しくは

届出をし、又は承認を受けた病床をいう。

以下この表において同じ。）の数が400床以

上である病院（特定機能病院、地域医療支

援病院及び一般病床に係るものの数が200

注� 病院である保険医療機関（許可病床数が

400床以上である病院（特定機能病院、地

域医療支援病院及び医療法第
条第�項第

�号に規定する一般病床（以下「一般病

床」という。）に係るものの数が200未満の

病院を除く。）に限る。）であって、初診の

未満の病院を除く。）に限る。）であって、

初診の患者に占める他の病院又は診療所等

からの文書による紹介があるものの割合等

が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が

定める患者に対して初診を行った場合に

は、注�の規定にかかわらず、214点を算

定する。

患者に占める他の病院又は診療所等からの

文書による紹介があるものの割合等が低い

ものにおいて、別に厚生労働大臣が定める

患者に対して初診を行った場合には、注�

の規定にかかわらず、214点を算定する。

注� 医療用医薬品の取引価格の妥結率（当該

保険医療機関において購入された使用薬剤

の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省

告示第60号。以下「薬価基準」という。）

に収載されている医療用医薬品の薬価総額

（各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を

乗じた価格を合算したものをいう。以下同

じ。）に占める卸売販売業者（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律（昭和35年法律第145号）

第34条第�項に規定する卸売販売業者をい

う。）と当該保険医療機関との間での取引

価格が定められた薬価基準に収載されてい

る医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。

以下同じ。）に関して別に厚生労働大臣が

定める施設基準を満たす保険医療機関（許

可病床数が200床以上である病院に限る。）

において初診を行った場合には、注�の規

定にかかわらず、特定妥結率初診料とし

て、214点を算定する。

【注の見直し】 注� �傷病の診療継続中に他の傷病が発生し

て初診を行った場合は、それらの傷病に係

る初診料は、併せて�回とし、第�回の初

診のときに算定する。ただし、同一保険医

療機関において、同一日に他の傷病につい

て、新たに別の診療科を初診として受診し

た場合は、�つ目の診療科に限り144点

（注�から注�までに規定する場合にあっ

ては、107点）を算定できる。ただし書の

場合においては、注�から注10までに規定

する加算は算定しない。

注� �傷病の診療継続中に他の傷病が発生し

て初診を行った場合は、それらの傷病に係

る初診料は、併せて�回とし、第�回の初

診のときに算定する。ただし、同一保険医

療機関において、同一日に他の傷病につい

て、新たに別の診療科を初診として受診し

た場合は、�つ目の診療科に限り144点

（注�から注�までに規定する場合にあっ

ては、107点）を算定できる。ただし書の

場合においては、注�から注12までに規定

する加算は算定しない。

注� �歳未満の乳幼児に対して初診を行った

場合は、乳幼児加算として、75点を所定点

数に加算する。ただし、注
又は注�に規

定する加算を算定する場合は算定しない。

【注の見直し】 注
 保険医療機関が表示する診療時間以外の

時間（深夜（午後10時から午前�時までの

間をいう。以下この表において同じ。）及

び休日を除く。以下この表において同

じ。）、休日（深夜を除く。以下この表にお

いて同じ。）又は深夜において初診を行っ

た場合は、時間外加算、休日加算又は深夜

加算として、それぞれ85点、250点又は480

点（�歳未満の乳幼児の場合にあっては、

それぞれ200点、365点又は695点）を所定

点数に加算する。ただし、専ら夜間におけ

る救急医療の確保のために設けられている

保険医療機関にあっては、夜間であって別

に厚生労働大臣が定める時間において初診

を行った場合は、230点（�歳未満の乳幼

児の場合にあっては、345点）を所定点数

に加算する。

注
 保険医療機関が表示する診療時間以外の

時間（深夜（午後10時から午前�時までの

間をいう。以下この表において同じ。）及

び休日を除く。以下この表において同

じ。）、休日（深夜を除く。以下この表にお

いて同じ。）又は深夜において初診を行っ

た場合は、時間外加算、休日加算又は深夜

加算として、それぞれ85点、250点又は480

点（�歳未満の乳幼児又は妊婦の場合にあ

っては、それぞれ200点、365点又は695点）

を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間

における救急医療の確保のために設けられ

ている保険医療機関にあっては、夜間であ

って別に厚生労働大臣が定める時間におい

て初診を行った場合は、230点（�歳未満

の乳幼児又は妊婦の場合にあっては、345

点）を所定点数に加算する。

注� 小児科を標榜する保険医療機関（注
の

ただし書に規定するものを除く。）にあっ

ては、夜間であって別に厚生労働大臣が定

める時間、休日又は深夜（当該保険医療機

関が表示する診療時間内の時間に限る。）

において�歳未満の乳幼児に対して初診を

― 148 ― ― 149 ―

項 目 改 正 後 改 正 前

項 目 改 正 後 改 正 前



行った場合は、注
の規定にかかわらず、

それぞれ200点、365点又は695点を所定点

数に加算する。

【注の見直し】 注	 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

たす保険医療機関（診療所に限る。）が、

午後�時（土曜日にあっては正午）から午

前�時までの間（深夜及び休日を除く。）、

休日又は深夜であって、当該保険医療機関

が表示する診療時間内の時間において初診

を行った場合は、夜間・早朝等加算とし

て、50点を所定点数に加算する。ただし、

注
のただし書又は注�に規定する加算を

算定する場合にあっては、この限りでな

い。

注	 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

たす保険医療機関（診療所に限る。）が、

午後�時（土曜日にあっては正午）から午

前�時までの間（深夜及び休日を除く。）、

休日又は深夜であって、当該保険医療機関

が表示する診療時間内の時間において初診

を行った場合は、夜間・早朝等加算とし

て、50点を所定点数に加算する。ただし、

注
のただし書、注�又は注11に規定する

加算を算定する場合にあっては、この限り

でない。

【注の削除】 （削る） 注10 妊婦に対して初診を行った場合は、妊婦

加算として、75点を所定点数に加算する。

ただし、注
又は注11に規定する加算を算

定する場合は算定しない。

【注の削除】 （削る） 注11 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機

関（注
のただし書に規定するものを除

く。）にあっては、夜間であって別に厚生

労働大臣が定める時間、休日又は深夜（当

該保険医療機関が表示する診療時間内の時

間に限る。）において妊婦に対して初診を

行った場合は、注
の規定にかかわらず、

それぞれ200点、365点又は695点を所定点

数に加算する。

注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

合しているものとして地方厚生局長等に届

け出た保険医療機関（許可病床数が200床

未満の病院又は診療所に限る。）において

初診を行った場合は、機能強化加算とし

て、80点を所定点数に加算する。

注12 （略）

第�節 再診料

Ａ001 再診料

Ａ001 再診料 73点

注� 保険医療機関（許可病床のうち一般病床

に係るものの数が200以上のものを除く。）

において再診を行った場合に算定する。

注� 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関し

て別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

たす保険医療機関（許可病床数が200床以

上である病院に限る。）において再診を行

った場合には、注�の規定にかかわらず、

特定妥結率再診料として、54点を算定す

る。

注� 同一保険医療機関において、同一日に他

の傷病について、別の診療科を再診として

受診した場合は、注�の規定にかかわら

ず、�つ目の診療科に限り、37点（注�に

規定する場合にあっては、27点）を算定す

る。この場合において、注�から注�まで

及び注10から注14までに規定する加算は算

定しない。

← 注16

注� �歳未満の乳幼児に対して再診を行った

場合は、乳幼児加算として、38点を所定点

数に加算する。ただし、注�又は注�に規

定する加算を算定する場合は算定しない。

【注の見直し】 注� 保険医療機関が表示する診療時間以外の

時間、休日又は深夜において再診を行った

場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加

算として、それぞれ65点、190点又は420点

（�歳未満の乳幼児の場合にあっては、そ

注� 保険医療機関が表示する診療時間以外の

時間、休日又は深夜において再診を行った

場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加

算として、それぞれ65点、190点又は420点

（�歳未満の乳幼児又は妊婦の場合におい

れぞれ135点、260点又は590点）を所定点

数に加算する。ただし、区分番号Ａ000に

掲げる初診料の注
のただし書に規定する

保険医療機関にあっては、同注のただし書

に規定する時間において再診を行った場合

は、180点（�歳未満の乳幼児の場合にあ

っては、250点）を所定点数に加算する。

ては、それぞれ135点、260点又は590点）

を所定点数に加算する。ただし、区分番号

Ａ000に掲げる初診料の注
のただし書に

規定する保険医療機関にあっては、同注の

ただし書に規定する時間において再診を行

った場合は、180点（�歳未満の乳幼児又

は妊婦の場合にあっては、250点）を所定

点数に加算する。

注� 小児科を標榜する保険医療機関（区分番

号Ａ000に掲げる初診料の注
のただし書

に規定するものを除く。）にあっては、夜

間であって別に厚生労働大臣が定める時

間、休日又は深夜（当該保険医療機関が表

示する診療時間内の時間に限る。）におい

て�歳未満の乳幼児に対して再診を行った

場合は、注�の規定にかかわらず、それぞ

れ135点、260点又は590点を所定点数に加

算する。

注
 区分番号Ａ000に掲げる初診料の注	に

規定する別に厚生労働大臣が定める施設基

準を満たす保険医療機関（診療所に限る。）

が、午後�時（土曜日にあっては正午）か

ら午前�時までの間（深夜及び休日を除

く。）、休日又は深夜であって、当該保険医

療機関が表示する診療時間内の時間におい

て再診を行った場合は、夜間・早朝等加算

として、50点を所定点数に加算する。ただ

し、注�のただし書又は注�に規定する場

合にあっては、この限りでない。

← 注�のただし書、注�又は注16

注� 入院中の患者以外の患者に対して、慢性

疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定

める検査並びに第
部リハビリテーショ

ン、第�部精神科専門療法、第	部処置、

第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線

治療を行わないものとして別に厚生労働大

臣が定める計画的な医学管理を行った場合

は、外来管理加算として、52点を所定点数

に加算する。

注	 患者又はその看護に当たっている者から

電話等によって治療上の意見を求められて

指示をした場合においても、再診料を算定

することができる。ただし、この場合にお

いて、注�の外来管理加算、注12の地域包

括診療加算及び注13の認知症地域包括診療

加算は算定しない。

注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

合しているものとして地方厚生局長等に届

け出た保険医療機関（診療所に限る。）に

おいて再診を行った場合には、当該基準に

係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞ

れ所定点数に加算する。

イ 時間外対応加算� �点

ロ 時間外対応加算� �点

ハ 時間外対応加算� �点

注11 個別の費用の計算の基礎となった項目ご

とに記載した明細書の発行等につき別に厚

生労働大臣が定める施設基準を満たす保険

医療機関（診療所に限る。）を受診した患

者については、明細書発行体制等加算とし

て、�点を所定点数に加算する。

注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

合しているものとして地方厚生局長等に届

け出た保険医療機関（診療所に限る。）に

おいて、脂質異常症、高血圧症、糖尿病又

は認知症のうち�以上の疾患を有する患者
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に対して、当該患者の同意を得て、療養上

必要な指導及び診療を行った場合には、地

域包括診療加算として、当該基準に係る区

分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加

算する。

イ 地域包括診療加算� 25点

ロ 地域包括診療加算� 18点

注13 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

たす保険医療機関（診療所に限る。）にお

いて、認知症の患者（認知症以外に�以上

の疾患（疑いのものを除く。）を有するも

のであって、�処方につき�種類を超える

内服薬の投薬を行った場合及び�処方につ

き抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡

眠薬を合わせて�種類を超えて投薬を行っ

た場合のいずれにも該当しないものに限

る。）に対して、当該患者又はその家族等

の同意を得て、療養上必要な指導及び診療

を行った場合には、認知症地域包括診療加

算として、当該基準に係る区分に従い、次

に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 認知症地域包括診療加算� 35点

ロ 認知症地域包括診療加算� 28点

注14 注12又は注13の場合において、他の保険

医療機関に入院した患者又は介護保険法第

�条第28項に規定する介護老人保健施設

（以下「介護老人保健施設」という。）に入

所した患者について、当該他の保険医療機

関又は介護老人保健施設と連携して薬剤の

服用状況や薬剤服用歴に関する情報共有等

を行うとともに、当該他の保険医療機関又

は介護老人保健施設において処方した薬剤

の種類数が減少した場合であって、退院後

又は退所後�月以内に当該他の保険医療機

関又は介護老人保健施設から入院中又は入

所中の処方内容について情報提供を受けた

場合には、薬剤適正使用連携加算として、

退院日又は退所日の属する月から起算して

�月目までに�回に限り、30点を更に所定

点数に加算する。

【注の削除】 （削る） 注15 妊婦に対して再診を行った場合は、妊婦

加算として、38点を所定点数に加算する。

ただし、注�又は注16に規定する加算を算

定する場合は算定しない。

【注の削除】 （削る） 注16 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機

関（区分番号Ａ000に掲げる初診料の注


のただし書に規定するものを除く。）にあ

っては、夜間であって別に厚生労働大臣が

定める時間、休日又は深夜（当該保険医療

機関が表示する診療時間内の時間に限る。）

において妊婦に対して再診を行った場合

は、注�の規定にかかわらず、それぞれ

135点、260点又は590点を所定点数に加算

する。

Ａ002 外来診療料

Ａ002 外来診療料 74点

注� 許可病床のうち一般病床に係るものの数

が200以上である保険医療機関において再

診を行った場合に算定する。

【注の見直し】 注� 病院である保険医療機関（特定機能病院

及び地域医療支援病院に限る。）であって、

初診の患者に占める他の病院又は診療所等

からの文書による紹介があるものの割合等

が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が

定める患者に対して再診を行った場合に

注� 病院である保険医療機関（特定機能病院

及び許可病床数が400床以上である地域医

療支援病院に限る。）であって、初診の患

者に占める他の病院又は診療所等からの文

書による紹介があるものの割合等が低いも

のにおいて、別に厚生労働大臣が定める患

は、注�の規定にかかわらず、55点を算定

する。

者に対して再診を行った場合には、注�の

規定にかかわらず、55点を算定する。

注� 病院である保険医療機関（許可病床数が

400床以上である病院（特定機能病院及び

地域医療支援病院を除く。）に限る。）であ

って、初診の患者に占める他の病院又は診

療所等からの文書による紹介があるものの

割合等が低いものにおいて、別に厚生労働

大臣が定める患者に対して再診を行った場

合には、注�の規定にかかわらず、55点を

算定する。

注� 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関し

て別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

たす保険医療機関において再診を行った場

合には、注�の規定にかかわらず、特定妥

結率外来診療料として、55点を算定する。

【注の見直し】 注� 同一保険医療機関において、同一日に他

の傷病について、別の診療科を再診として

受診した場合は、注�の規定にかかわら

ず、�つ目の診療科に限り37点（注�から

注�までに規定する場合にあっては、27

点）を算定する。この場合において、注�

のただし書及び注
から注	までに規定す

る加算は算定しない。

注� 同一保険医療機関において、同一日に他

の傷病について、別の診療科を再診として

受診した場合は、注�の規定にかかわら

ず、�つ目の診療科に限り37点（注�から

注�までに規定する場合にあっては、27

点）を算定する。この場合において、注�

のただし書及び注
から注11までに規定す

る加算は算定しない。

注� 第�章第�部検査及び第	部処置のうち

次に掲げるものは、外来診療料に含まれる

ものとする。ただし、第�章第�部第�節

第�款検体検査実施料の通則第�号に規定

する加算は、外来診療料に係る加算として

別に算定することができる。

イ 尿検査

区分番号Ｄ000からＤ002-2までに掲げ

るもの

ロ 糞便検査

区分番号Ｄ003（カルプロテクチン

（糞便）を除く。）に掲げるもの

← 	カルプロテクチン（糞便）

ハ 血液形態・機能検査

区分番号Ｄ 005（ヘモグロビンA1c
（HbA1c）、デオキシチミジンキナーゼ

（TK）活性、ターミナルデオキシヌク

レ オ チ ジ ル ト ラ ン ス フ ェ ラ ー ゼ

（TdT）、骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗

原検査（一連につき）を除く。）に掲げ

るもの

← 	ヘモグロビンA1c（HbA1c）、12デオキ

シチミジンキナーゼ（TK）活性、13ターミ

ナルデオキシヌクレオチジルトランスフェ

ラーゼ（TdT）、14骨髄像及び15造血器腫瘍

細胞抗原検査（一連につき）

ニ 創傷処置

100平方センチメートル未満のもの及

び100平方センチメートル以上500平方セ

ンチメートル未満のもの

ホ 削除

ヘ 皮膚科軟膏処置

100平方センチメートル以上500平方セ

ンチメートル未満のもの

ト 膀胱洗浄

チ 腟洗浄

リ 眼処置

ヌ 睫毛抜去

ル 耳処置

ヲ 耳管処置

ワ 鼻処置

カ 口腔、咽頭処置

ヨ 間接喉頭鏡下喉頭処置

タ ネブライザー

レ 超音波ネブライザー

ソ 介達牽引

ツ 消炎鎮痛等処置
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体、肺炎球菌抗原定性（尿・髄液）、ヘ

モフィルス・インフルエンザｂ型（Ｈｉ

ｂ）抗原定性（尿・髄液）、単純ヘルペ

スウイルス抗原定性、ＲＳウイルス抗原

定性及び淋菌抗原定性

ヘ 肝炎ウイルス関連検査

HBs抗原定性・半定量及びＨＣＶ抗体

定性・定量

ト 血漿蛋白免疫学的検査

Ｃ反応性蛋白（ＣＲＰ）定性及びＣ反

応性蛋白（ＣＲＰ）

チ 心電図検査

区分番号Ｄ208の�に掲げるもの

リ 写真診断

区分番号Ｅ001の�に掲げるもの

ヌ 撮影

区分番号Ｅ002の�に掲げるもの

ル 麻酔管理料（Ⅰ）

区分番号Ｌ009に掲げるもの

ヲ 麻酔管理料（Ⅱ）

区分番号Ｌ010に掲げるもの

注� 第�章基本診療料並びに第�章第�部検

査、第�部画像診断及び第11部麻酔のうち

次に掲げるものは、短期滞在手術等基本料

�に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院

診療加算、地域加算、離島加算、がん拠

点病院加算及びデータ提出加算を除く。）

ハ 注�のイからヲまでに掲げるもの

注� 第�章基本診療料及び第�章特掲診療料

に掲げるもの（当該患者に対して行った第

�章第�部第�節在宅療養指導管理料、第

�節薬剤料、第�節特定保険医療材料料、

区分番号Ｊ038に掲げる人工腎臓及び退院

時の投薬に係る薬剤料並びに除外薬剤・注

射薬の費用を除く。）は、短期滞在手術等

基本料�に含まれるものとする。

第�章 特掲診療料

第�部 医学管理等

【通則の削除】 （削る） 通則

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め

る患者であって入院中の患者以外のもの（初診

の患者を除く。）に対して、区分番号Ｂ000に掲

げる特定疾患療養管理料、区分番号Ｂ001の�

に掲げる小児科療養指導料、区分番号Ｂ001の

�に掲げるてんかん指導料、区分番号Ｂ001の

�に掲げる難病外来指導管理料、区分番号Ｂ

001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、

区分番号Ｂ001-2-9に掲げる地域包括診療料、

区分番号Ｂ001-2-10に掲げる認知症地域包括診

療料又は区分番号Ｂ001-3に掲げる生活習慣病

管理料（以下この通則において「特定管理料

等」という。）を算定すべき医学管理を継続的

に行い、当該医学管理と情報通信機器を用いた

診察を組み合わせた治療計画を策定し、当該計

画に基づき、療養上必要な管理を行った場合

は、前回受診月の翌月から今回受診月の前月ま

での期間が�月以内の場合に限り、オンライン

医学管理料として、100点に当該期間の月数を

乗じて得た点数を月�回に限り算定する。ただ

し、オンライン医学管理料は、今回受診月に特

定管理料等の所定点数と併せて算定することと

し、オンライン医学管理料に係る療養上必要な

管理を行った月において、特定管理料等を算定

する場合は、オンライン医学管理料は算定でき

ない。

Ｂ000 特定疾患療養管理

料

Ｂ000 特定疾患療養管理料

� 診療所の場合 225点

� 許可病床数が100床未満の病院の場合

147点

� 許可病床数が100床以上200床未満の病院の

場合 87点

注� 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病と

する患者に対して、治療計画に基づき療養

上必要な管理を行った場合に、月�回に限

り算定する。

注� 区分番号Ａ000に掲げる初診料を算定す

る初診の日に行った管理又は当該初診の日

から�月以内に行った管理の費用は、初診

料に含まれるものとする。

注� 入院中の患者に対して行った管理又は退

院した患者に対して退院の日から起算して

�月以内に行った管理の費用は、第�章第

�部第�節に掲げる入院基本料に含まれる

ものとする。

注� 第�部第�節第�款在宅療養指導管理料

の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号

Ｂ001の	に掲げる皮膚科特定疾患指導管

理料を算定すべき指導管理を受けている患

者に対して行った管理の費用は、各区分に

掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるも

のとする。

【注の追加】 注� 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 （新設）
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合しているものとして地方厚生局長等に届

け出た保険医療機関において、区分番号Ａ

003に掲げるオンライン診療料を算定する

際に特定疾患療養管理料を算定すべき医学

管理を情報通信機器を用いて行った場合

は、注�の規定にかかわらず、所定点数に

代えて、特定疾患療養管理料（情報通信機

器を用いた場合）として、月�回に限り

100点を算定する。

Ｂ001 特定疾患治療管理

料

Ｂ001 特定疾患治療管理料

� ウイルス疾患指導料

イ ウイルス疾患指導料� 240点

ロ ウイルス疾患指導料� 330点

注� イについては、肝炎ウイルス疾患又は

成人Ｔ細胞白血病に罹患している患者に

対して、ロについては、後天性免疫不全

症候群に罹患している患者に対して、そ

れぞれ療養上必要な指導及び感染予防に

関する指導を行った場合に、イについて

は患者�人につき�回に限り、ロについ

ては患者�人につき月�回に限り算定す

る。ただし、区分番号Ｂ000に掲げる特

定疾患療養管理料を算定している患者に

ついては算定しない。

注� 別に厚生労働大臣が定める施設基準に

適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、ロの

指導が行われる場合は、220点を所定点

数に加算する。

� 特定薬剤治療管理料 � 特定薬剤治療管理料

イ 特定薬剤治療管理料� 470点

ロ 特定薬剤治療管理料� 100点

注� イについては、ジギタリス製剤又は抗

てんかん剤を投与している患者、免疫抑

制剤を投与している臓器移植後の患者そ

の他別に厚生労働大臣が定める患者に対

して、薬物血中濃度を測定して計画的な

治療管理を行った場合に算定する。

注� イについては、同一の患者につき特定

薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計

画的な治療管理を月�回以上行った場合

においては、特定薬剤治療管理料は�回

に限り算定することとし、第�回の測定

及び計画的な治療管理を行ったときに算

定する。

注� イについては、ジギタリス製剤の急速

飽和を行った場合又はてんかん重積状態

の患者に対して、抗てんかん剤の注射等

を行った場合は、所定点数にかかわら

ず、�回に限り740点を特定薬剤治療管

理料�として算定する。

注� イについては、抗てんかん剤又は免疫

抑制剤を投与している患者以外の患者に

対して行った薬物血中濃度の測定及び計

画的な治療管理のうち、�月目以降のも

のについては、所定点数の100分の50に

相当する点数により算定する。

注� イについては、てんかんの患者であっ

て、�種類以上の抗てんかん剤を投与さ

れているものについて、同一暦月に血中

の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、

その測定結果に基づき、個々の投与量を

精密に管理した場合は、当該管理を行っ

た月において、�回に限り所定点数を算

定できる。

【注の見直し】 注� イについては、臓器移植後の患者に対

して、免疫抑制剤の投与を行った場合

は、臓器移植を行った日の属する月を含

め�月に限り、2,740点を所定点数に加

算する。

注� イについては、臓器移植後の患者に対

して、免疫抑制剤の投与を行った場合

は、臓器移植を行った日の属する月を含

め�月に限り、2,740点を所定点数に加

算し、免疫抑制剤を投与している臓器移

植後の患者以外の患者に対して、特定薬

剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場

合は、�回目の特定薬剤治療管理料を算

定すべき月に限り、280点を所定点数に

加算する。

【注の追加】 注� イについては、入院中の患者であっ

て、バンコマイシンを投与しているもの

に対して、同一暦月に血中のバンコマイ

シンの濃度を複数回測定し、その測定結

果に基づき、投与量を精密に管理した場

合は、�回目の特定薬剤治療管理料を算

定すべき月に限り、530点を所定点数に

加算する。

（新設）

【注の追加】 注	 イについては、注�及び注�に規定す

る患者以外の患者に対して、特定薬剤治

療管理に係る薬剤の投与を行った場合

は、�回目の特定薬剤治療管理料を算定

すべき月に限り、280点を所定点数に加

算する。

（新設）

【注の追加】 注
 イについては、ミコフェノール酸モフ

ェチルを投与している臓器移植後の患者

であって、�種類以上の免疫抑制剤を投

与されているものについて、医師が必要

と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑

制剤の濃度を測定し、その測定結果に基

づき、個々の投与量を精密に管理した場

合は、�月に�回に限り250点を所定点

数に加算する。

（新設）

【注の追加】 注10 イについては、エベロリムスを投与し

ている臓器移植後の患者であって、�種

類以上の免疫抑制剤を投与されているも

のについて、医師が必要と認め、同一暦

月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測

定し、その測定結果に基づき、個々の投

与量を精密に管理した場合は、エベロリ

ムスの初回投与を行った日の属する月を

含め�月に限り月�回、�月目以降は�

月に�回に限り250点を所定点数に加算

する。

（新設）

注11 ロについては、サリドマイド及びその

誘導体を投与している患者について、服

薬に係る安全管理の遵守状況を確認し、

その結果を所定の機関に報告する等によ

り、投与の妥当性を確認した上で、必要

な指導等を行った場合に月�回に限り所

定点数を算定する。

注� （略）

� 悪性腫瘍特異物質治

療管理料

� 悪性腫瘍特異物質治療管理料

イ 尿中ＢＴＡに係るもの 220点

ロ その他のもの

⑴ �項目の場合 360点

⑵ �項目以上の場合 400点

【注の見直し】 注� イについては、悪性腫瘍の患者に対し

て、尿中ＢＴＡに係る検査を行い、その

結果に基づいて計画的な治療管理を行っ

た場合に、月�回に限り第�回の検査及

び治療管理を行ったときに算定する。

注� イについては、別に厚生労働大臣が定

める基準を満たす保険医療機関におい

て、悪性腫瘍の患者に対して、尿中ＢＴ

Ａに係る検査を行い、その結果に基づい

て計画的な治療管理を行った場合に、月

�回に限り第�回の検査及び治療管理を

行ったときに算定する。
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【注の見直し】 注� ロについては、悪性腫瘍の患者に対し

て、区分番号Ｄ009に掲げる腫瘍マー

カーに係る検査（注�に規定する検査を

除く。）のうち�又は�以上の項目を行

い、その結果に基づいて計画的な治療管

理を行った場合に、月�回に限り第�回

の検査及び治療管理を行ったときに算定

する。

注� ロについては、別に厚生労働大臣が定

める基準を満たす保険医療機関におい

て、悪性腫瘍の患者に対して、区分番号

Ｄ009に掲げる腫瘍マーカーに係る検査

（注�に規定する検査を除く。）のうち�

又は�以上の項目を行い、その結果に基

づいて計画的な治療管理を行った場合

に、月�回に限り第�回の検査及び治療

管理を行ったときに算定する。

注� 注�に規定する悪性腫瘍特異物質治療

管理に係る腫瘍マーカーの検査を行った

場合は、�回目の悪性腫瘍特異物質治療

管理料を算定すべき月に限り、150点を

ロの所定点数に加算する。ただし、当該

月の前月に腫瘍マーカーの所定点数を算

定している場合は、この限りでない。

注� 注�に規定する検査及び治療管理並び

に注�に規定する検査及び治療管理を同

一月に行った場合にあっては、ロの所定

点数のみにより算定する。

注� 腫瘍マーカーの検査に要する費用は所

定点数に含まれるものとする。

注� 注�及び注�に規定されていない腫瘍

マーカーの検査及び計画的な治療管理で

あって特殊なものに要する費用は、注�

又は注�に掲げられている腫瘍マーカー

の検査及び治療管理のうち、最も近似す

るものの所定点数により算定する。

� 小児特定疾患カウン

セリング料

【項目の見直し】

� 小児特定疾患カウンセリング料

イ 医師による場合

⑴ 月の�回目 500点

⑵ 月の�回目 400点

ロ 公認心理師による場合 200点

注 小児科又は心療内科を標榜する保険医療

機関において、小児科若しくは心療内科を

担当する医師又は医師の指示を受けた公認

心理師が、別に厚生労働大臣が定める患者

であって入院中以外のものに対して、療養

上必要なカウンセリングを同一月内に�回

以上行った場合に、�年を限度として月�

回に限り算定する。ただし、区分番号Ｂ

000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番

号Ｉ002に掲げる通院・在宅精神療法又は

区分番号Ｉ004に掲げる心身医学療法を算

定している患者については算定しない。

� 小児特定疾患カウンセリング料

（新設）

イ 月の�回目 500点

ロ 月の�回目 400点

（新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす

小児科又は心療内科を標榜する保険医療機

関において、小児科又は心療内科を担当す

る医師が、別に厚生労働大臣が定める患者

であって入院中以外のものに対して、療養

上必要なカウンセリングを同一月内に�回

以上行った場合に、�年を限度として月�

回に限り算定する。ただし、区分番号Ｂ

000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番

号Ｉ002に掲げる通院・在宅精神療法又は

区分番号Ｉ004に掲げる心身医学療法を算

定している患者については算定しない。

� 小児科療養指導料

【注の見直し】

� 小児科療養指導料 270点

注� 小児科を標榜する保険医療機関におい

て、慢性疾患であって生活指導が特に必

要なものを主病とする15歳未満の患者で

あって入院中以外のものに対して、必要

な生活指導を継続して行った場合に、月

�回に限り算定する。ただし、区分番号

Ｂ000に掲げる特定疾患療養管理料、区

分番号Ｂ001の�に掲げる難病外来指導

管理料又は区分番号Ｂ001の18に掲げる

小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定して

いる患者については算定しない。

注� 別に厚生労働大臣が定める基準を満た

す小児科を標榜する保険医療機関におい

て、慢性疾患であって生活指導が特に必

要なものを主病とする15歳未満の患者で

あって入院中以外のものに対して、必要

な生活指導を継続して行った場合に、月

�回に限り算定する。ただし、区分番号

Ｂ000に掲げる特定疾患療養管理料、区

分番号Ｂ001の�に掲げる難病外来指導

管理料又は区分番号Ｂ001の18に掲げる

小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定して

いる患者については算定しない。

注� 区分番号Ａ000に掲げる初診料を算定

する初診の日に行った指導又は当該初診

の日の同月内に行った指導の費用は、初

診料に含まれるものとする。

注� 入院中の患者に対して行った指導又は

退院した患者に対して退院の日から起算

して�月以内に行った指導の費用は、第

�章第�部第�節に掲げる入院基本料に

含まれるものとする。

注� 第�部第�節第�款在宅療養指導管理

料の各区分に掲げる指導管理料又は区分

番号Ｂ001の	に掲げる皮膚科特定疾患

指導管理料を算定すべき指導管理を受け

ている患者に対して行った指導の費用

は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理

料に含まれるものとする。

注� 人工呼吸器管理の適応となる患者と病

状、治療方針等について話し合い、当該

患者に対し、その内容を文書により提供

した場合は、人工呼吸器導入時相談支援

加算として、当該内容を文書により提供

した日の属する月から起算して�月を限

度として、�回に限り、500点を所定点

数に加算する。

【注の追加】 注� 別に厚生労働大臣が定める施設基準に

適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、区分

番号Ａ003に掲げるオンライン診療料を

算定する際に小児科療養指導料を算定す

べき医学管理を情報通信機器を用いて行

った場合は、注�の規定にかかわらず、

所定点数に代えて、小児科療養指導料

（情報通信機器を用いた場合）として、

月�回に限り100点を算定する。

（新設）

� てんかん指導料 � てんかん指導料 250点

注� 小児科、神経科、神経内科、精神科、

脳神経外科又は心療内科を標榜する保険

医療機関において、その標榜する診療科

を担当する医師が、てんかん（外傷性の

ものを含む。）の患者であって入院中以

外のものに対して、治療計画に基づき療

養上必要な指導を行った場合に、月�回

に限り算定する。

注� 区分番号Ａ000に掲げる初診料を算定

する初診の日に行った指導又は当該初診

の日から�月以内に行った指導の費用

は、初診料に含まれるものとする。

注� 退院した患者に対して退院の日から起

算して�月以内に指導を行った場合にお

ける当該指導の費用は、第�章第�部第

�節に掲げる入院基本料に含まれるもの

とする。

注� 区分番号Ｂ000に掲げる特定疾患療養

管理料、区分番号Ｂ001の�に掲げる小

児科療養指導料又は区分番号Ｂ001の18

に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料を

算定している患者については算定しな

い。

注� 第�部第�節第�款在宅療養指導管理

料の各区分に掲げる指導管理料を算定す

べき指導管理を受けている患者に対して

行った指導の費用は、各区分に掲げるそ

れぞれの指導管理料に含まれるものとす

る。

【注の追加】 注� 別に厚生労働大臣が定める施設基準に

適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、区分

番号Ａ003に掲げるオンライン診療料を

算定する際にてんかん指導料を算定すべ

き医学管理を情報通信機器を用いて行っ

た場合は、注�の規定にかかわらず、所

定点数に代えて、てんかん指導料（情報

（新設）
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