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y-9  調剤01・注8･在宅患者調剤加算･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 614
y-10･調剤10・注13･手帳の活用実績が少ない保険薬局･････････････････････････････････････････････････････････････････ 615
y-11･調剤13の2･かかりつけ薬剤師指導料／調剤13の3･かかりつけ薬剤師包括管理料･･････････････････････ 616

届出様式等･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 617
　基本診療料・別紙【別添６】･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 617
　基本診療料・様式【別添７】･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 739
　特掲診療料・様式【別添２】･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 847
　医科点数表・別紙様式･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 1069
　保険外併用療養費に係る報告書･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 1069

各地方厚生（支）局・都府県事務所等一覧･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 1084
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本書の使い方  

 

令和２年４月１日から診療報酬が改定されます。 

本書は、今回の改定に関し、施設基準の改正内容がわかるようまとめたものです。 

 

■令和２年度：施設基準改正のポイント 

 ○「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）などをもとに、施設基準関連の

項目について、医科の新設項目を中心に主な改正のポイントをまとめました（改正案をもとに構成していますの

で、告示・通知等の内容をあらためて確認する必要があることにご留意ください）。 

■基本診療料の施設基準 

告示・通知 

○算定にあたり届出（または基準を満たすこと）が必要な施設基準が設定されている診療行為ごとに、該当する

施設基準告示・取扱い通知をまとめました。 

○別紙・様式については、別に「届出様式等」でまとめて掲載しています。 

「届出様式等」の掲載箇所の参照ページを【➝000】で示しています。 

令和２年４月改定の改定項目 

○実質的な変更があった部分には、下線を付して示しています。 

 また、削除された項目がわかるよう、消し線を付したり、〔削除〕と記したりしています。 

従前の項目に追加された施設基準については、○新と付しました。 

○新設された項番の施設基準については、「新設項目の施設基準」としてまとめて掲載しています。 

■特掲診療料の施設基準 

 ○原則として、上記「基本診療料の施設基準」と同様に編集しています。ただし、「厚生労働大臣が定める疾患等」

のみが設定されている診療行為の施設基準告示については、掲載を割愛しています。 

  ◆非掲載の特掲診療料施設基準告示・別表 

別表第一（B000／Ｆ１００・5/6／Ｆ４００・4/5 疾患）／別表第二（B001 疾患等）／別表第三（B001・9/10/11／Ｃ００９ 特別食）
／別表第四（歯科B002／Ｆ１００／Ｆ４００ 疾患）／別表第九の一の二（C114 疾患）／別表第九の一の三（C151 注射薬）／別表第
九の一の四（C152-3 内服薬）／別表第九の一の五（C161 注射薬）／別表第九の二（検体検査）／別表第九の二の二（G005-2・
注3 患者）／別表第十の二の四（I002・注6／I002-2・注5 要件）／別表第十一（歯科処置・歯科手術 特定薬剤）／別表第十一
の二（L008 患者）／別表第十二（介護老人保健施設入所者）／別表第十三（歯科B013-3／歯科M041 特定保険医療材料） 

■届出様式等（様式集） 

○取扱い通知の別紙・様式と施設基準に関係する医科点数表の別紙様式、保険外併用療養費の報告書をまとめました。 

○様式集の名称一覧に、新規様式は【新】、内容改正した様式は【改】、文言修正した様式は【修正】と記しています。 

※令和２年４月１日から算定を行うためには、令和２年４月20日（月曜日）（必着）までに、 

  届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生（支）局へ届出が必要となります。 

●本書は、令和２年（2020年）３月５日段階での情報に基づき作成しています。 

●診療報酬の医科点数表については『医科診療報酬点数表 令和２年４月版』を、 

歯科点数表については『歯科診療報酬点数表 令和２年４月版』（社会保険研究所発行）をご活用ください。 

 

 

※令和２年度診療報酬改定の動向については、 

「Web 医療と介護」（https://info.shaho.co.jp/iryou/）に 

記事を掲載しています。ご参照ください。 

 

 

 

 本書についての情報は、社会保険研究所のウェブサイトに掲載します。 

https://www.shaho.co.jp/shaho/  ➡  本を探す   改正 施設基準  検索 
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基本診療料の施設基準：届出一覧

（区分番号順）

 ※届出様式（別添７）欄のうち、
   「満」印は施設基準を満たす保険医療機関、「◆」印は定められた項目（取扱い通知参照）の届出を行っている保険医療機関であれば届出不要

受理番号 届出様式 別紙
（通知） （別添７） （別添６）

第一
第二

第1～
第4 別添７

第三　初・再診料の施設基準等

別添１　初・再診料の施設基準等
Ａ000 初診料

一の二 第2の5 Ａ000・注4 特定妥結率初診料 〔報告のみ〕 2の4
二 第1 Ａ000・注9 夜間・早朝等加算 満

三の二 第1の2 Ａ000・注12 機能強化加算 （機能強化） 別添7の2
歯科Ａ000 初診料〔歯科〕

九 第3 歯科Ａ000・2 地域歯科診療支援病院歯科初診料 （病初診） 3
八の三 第2の7 歯科Ａ000・注1 初診料（歯科）の注１に掲げる基準 （歯初診） 2の6、

2の7(報告)

十 第4 歯科Ａ000・注9 歯科外来診療環境体制加算１ （外来環１） 4
歯科外来診療環境体制加算２ （外来環２）

十一 第5 歯科Ａ000・注10 歯科診療特別対応連携加算 （歯特連） 4の2
Ａ001 再診料

一の二 第2の5 Ａ001・注2 特定妥結率再診料 〔報告のみ〕

二 第1 Ａ001・注7 夜間・早朝等加算 満

五 第2 Ａ001・注10 時間外対応加算１ （時間外１） 2
時間外対応加算２ （時間外２）
時間外対応加算３ （時間外３）

六 第2の2 Ａ001・注11 明細書発行体制等加算 満
〔歯科Ａ002・注9〕

七 第2の3 Ａ001・注12 地域包括診療加算1
地域包括診療加算2

七の二 第2の4 Ａ001・注13 認知症地域包括診療加算 ◆
Ａ002 外来診療料

一の二 第2の5 Ａ002・注4 特定妥結率外来診療料 〔報告のみ〕 2の4
八の二 第2の6 Ａ003 オンライン診療料 （オン診） 2の5

別添２　入院基本料等の施設基準等
一 入院通則7 〔歯科通則6〕 入院診療計画 5 別紙2、2

の2、2の
3

二 院内感染防止対策 5
三 医療安全管理体制 5
四 褥瘡対策 5、5の4 別紙3

五 栄養管理体制 5 別紙23

六 入院通則8 〔歯科通則7〕 5の3、6

第五　病院の入院基本料の施設基準等 6、7、8、9
別紙4、
5、6

二 Ａ100 〔歯科A100〕 一般病棟入院基本料 （一般入院） 11（感染症病
床）

Ａ100・1 急性期一般入院基本料
Ａ100・1・イ 急性期一般入院料１ 10、10の2、

10の5
別紙7

Ａ100・1・ロ 急性期一般入院料２ 10
Ａ100・1・ハ 急性期一般入院料３
Ａ100・1・ニ 急性期一般入院料４
Ａ100・1・ホ 急性期一般入院料５
Ａ100・1・ヘ 急性期一般入院料６
Ａ100・1・ト 急性期一般入院料７

Ａ100・2 地域一般入院基本料
Ａ100・2・イ 地域一般入院料１ 10 別紙7

Ａ100・注2 特別入院基本料 6、7
月平均夜勤時間超過減算 6、9

Ａ100・注6 夜間看護体制特定日減算 6、9
Ａ100・注7 夜勤時間特別入院基本料 6、9
Ａ100・注11 90日超入院患者 10の6
Ａ100・注12 ＡＤＬ維持向上等体制加算 5の5

三 Ａ101 〔歯科A101〕 療養病棟入院基本料 （療養入院） 別紙8

適切な意思決定支援に対する指針 5の6
Ａ101・１ 療養病棟入院料1 6、7
Ａ101・2 療養病棟入院料2 10の8
Ａ101・注2 特別入院基本料 6、7
Ａ101・注10 在宅復帰機能強化加算 10の8
Ａ101・注11 注11の経過措置（100分の85） 10の8
Ａ101・注12 夜間看護加算 9、13の3、

18の3
四 Ａ102 結核病棟入院基本料 （結核入院）

Ａ102・1 ７対１入院基本料 10、10の2、
10の5

別紙7

Ａ102・2 10対１入院基本料 10
Ａ102・3 13対１入院基本料 10
Ａ102・4 15対１入院基本料 10
Ａ102・5 18対１入院基本料 10
Ａ102・6 20対１入院基本料 10
Ａ102・注2 特別入院基本料 6、7

月平均夜勤時間超過減算 6、9
Ａ102・注6 夜勤時間特別入院基本料 6、9

基本診療料の施設基準 ： 届出一覧

基準
告示

第2／
第5（届出）

第2／
第5（届出）

第2／
第5（届出）

取扱い通知 項目名

栄養管理体制の基準が一部満たせなくなった保
険医療機関

基本診療料等の施設基準等（通則事項）

第1／
第5（届出）

第四　入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準　（歯科　第四の二）

区分番号

（地包加） 2の3



─ 12 ─

基本診療料の施設基準：届出一覧

受理番号 届出様式 別紙
（通知） （別添７） （別添６）

基準
告示

取扱い通知 項目名区分番号

Ａ102・注7 重症患者割合特別入院基本料 6、9
Ａ102・注8 夜間看護体制特定日減算 6、7

四の二 Ａ103 精神病棟入院基本料 （精神入院） 10の9
Ａ103・1 10対１入院基本料 10
Ａ103・2 13対１入院基本料 10
Ａ103・3 15対１入院基本料 10
Ａ103・4 18対１入院基本料 10
Ａ103・5 20対１入院基本料 10
Ａ103・注2 特別入院基本料 6

月平均夜勤時間超過減算 6、9
Ａ103・注4 重度認知症加算 別紙12、13

Ａ103・注7 精神保健福祉士配置加算 10の7
Ａ103・注9 夜勤時間特別入院基本料 6、9
Ａ103・注10 夜間看護体制特定日減算 6、9

五 Ａ104 〔歯科A102〕 特定機能病院入院基本料 （特定入院）
Ａ104・1 一般病棟 11（感染症病

床）

Ａ104・1・イ ７対１入院基本料 10、10の2、
10の5

別紙7

Ａ104・1・ロ 10対１入院基本料 10 別紙7

Ａ104・2 結核病棟
Ａ104・2・イ ７対１入院基本料 10、10の2、

10の5
別紙7

Ａ104・2・ロ 10対１入院基本料 10
Ａ104・2・ハ 13対１入院基本料 10
Ａ104・2・ニ 15対１入院基本料 10

Ａ104・3 精神病棟 10の9
Ａ104・3・イ ７対１入院基本料 10、10の2、

10の5
Ａ104・3・ロ 10対１入院基本料 10
Ａ104・3・ハ 13対１入院基本料 10
Ａ104・3・ニ 15対１入院基本料 10

Ａ104・注4 重度認知症加算 別紙12、
13

Ａ104・注5・イ 看護必要度加算１ 10 別紙7

Ａ104・注5・ロ 看護必要度加算２
Ａ104・注5・ハ 看護必要度加算３
Ａ104・注9 90日超入院患者 10の6
Ａ104・注10 ＡＤＬ維持向上等体制加算 5の5

六 Ａ105 〔歯科A103〕 専門病院入院基本料 （専門入院）
Ａ105・1 ７対１入院基本料 10、10の2、

10の5
別紙7

Ａ105・2 10対１入院基本料 10 別紙7

Ａ105・3 13対１入院基本料 10 別紙7

Ａ105・注3・イ 看護必要度加算１ 10 別紙7

Ａ105・注3・ロ 看護必要度加算２
Ａ105・注3・ハ 看護必要度加算３
Ａ105・注4 一般病棟看護必要度評価加算 10 別紙7

Ａ105・注8 90日超入院患者 10の6
Ａ105・注9 ＡＤＬ維持向上等体制加算 5の5

七 Ａ106 障害者施設等入院基本料 （障害入院） 19
Ａ106・1 ７対１入院基本料 10、10の2、

10の5
Ａ106・2 10対１入院基本料 10
Ａ106・3 13対１入院基本料 10
Ａ106・4 15対１入院基本料 10
Ａ106・注2 月平均夜勤時間超過減算 6、9
Ａ106・注9 看護補助加算 9、13の3、

18の3
Ａ106・注10 夜間看護体制加算 6、9
Ａ106・注11 夜間看護体制特定日減算  

第六　診療所の入院基本料の施設基準等
5、12、12の
2

二 第3／
第5（届出）

Ａ108 〔歯科A105〕 有床診療所入院基本料 （診入院） 12の3
Ａ108・注3 有床診療所一般病床初期加算 12の7
Ａ108・注4 夜間緊急体制確保加算 12の4
Ａ108・注5・イ 医師配置加算１ 12の5
Ａ108・注5・ロ 医師配置加算２
Ａ108・注6・イ 看護配置加算１ 12の6
Ａ108・注6・ロ 看護配置加算２
Ａ108・注6・ハ 夜間看護配置加算１
Ａ108・注6・ニ 夜間看護配置加算２
Ａ108・注6・ホ 看護補助配置加算１
Ａ108・注6・ヘ 看護補助配置加算２
Ａ108・注7 看取り加算 12の6
Ａ108・注10 栄養管理実施加算
Ａ108・注12・イ 介護連携加算１ 　 　
Ａ108・注12・ロ 介護連携加算２
Ａ108・注11 （診入帰） 12の9

三 第3／
第5（届出）

Ａ109 〔歯科A106〕 有床診療所療養病床入院基本料 別紙8

Ａ109・注2 特別入院基本料 12
Ａ109・注6 救急・在宅等支援療養病床初期加算 12の7
Ａ10９・注7 看取り加算 12の6
Ａ109・注10 栄養管理実施加算 12の8
Ａ109・注11 （診療養入帰） 12の10

第2／
第5（届出）

第2／
第5（届出）

第2／
第5（届出）

第2／
第5（届出）

（診療養入院）
有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算

有床診療所療養病床入院基本料在宅復帰機能
強化加算
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基本診療料の施設基準：届出一覧

受理番号 届出様式 別紙
（通知） （別添７） （別添６）

基準
告示

取扱い通知 項目名区分番号

第八 別添３ 入院基本料等加算の施設基準等

一 第1 Ａ200 〔歯科Ａ200〕 総合入院体制加算 別紙7

　　Ａ200・1 総合入院体制加算１ （総合１）
Ａ200・2 総合入院体制加算２ （総合２）
Ａ200・3 総合入院体制加算３ （総合３）

六 第2 臨床研修病院入院診療加算 満

六の二 第2の2 Ａ205 〔歯科Ａ205〕 救急医療管理加算 (救急医療) 別添7の2
六の三 第3 Ａ205-2 超急性期脳卒中加算 （超急性期） 15
六の四 第3の2 Ａ205-3 妊産婦緊急搬送入院加算 満

七 第4 Ａ207 〔歯科A206〕 診療録管理体制加算 17
Ａ207・1 診療録管理体制加算１ （診療録１）
Ａ207・2 診療録管理体制加算２ （診療録２）

七の二 第4の2 医師事務作業補助体制加算

Ａ207-2・1 医師事務作業補助体制加算１ （事補１）
Ａ207-2・2 医師事務作業補助体制加算２ （事補２）

七の三 第4の3 急性期看護補助体制加算 （急性看補） 別紙7

Ａ207-３・1

Ａ207-３・２

Ａ207-３・３ 50対1急性期看護補助体制加算
Ａ207-３・４ 75対1急性期看護補助体制加算
Ａ207-３・注２・イ 夜間30対1急性期看護補助体制加算
Ａ207-３・注２・ロ 夜間50対1急性期看護補助体制加算
Ａ207-３・注２・ハ 夜間100対1急性期看護補助体制加算
Ａ207-３・注３ 夜間看護体制加算

七の四 第4の4 看護職員夜間配置加算 （看夜配） 別紙7

Ａ207-4・1・イ 看護職員夜間12対１配置加算１
Ａ207-4・1・ロ 看護職員夜間12対１配置加算２
Ａ207-4・2・イ 看護職員夜間16対１配置加算１
Ａ207-4・2・ロ 看護職員夜間16対１配置加算２

九 第5 Ａ211 特殊疾患入院施設管理加算 （特施） 9、19、20
十二 第6の2 看護配置加算 （看配） 8、9
十三 第7 看護補助加算 （看補）

Ａ214・1 看護補助加算１ 別紙7

Ａ214・2 看護補助加算２
Ａ214・3 看護補助加算３
Ａ214・注2 夜間75対1看護補助加算
Ａ214・注3 夜間看護体制加算

第9 療養環境加算 （療） 22
十九 第10 Ａ221 〔歯科A217〕 重症者等療養環境特別加算 （重） 23、23の2
二十 第11 Ａ222 〔歯科A218〕 療養病棟療養環境加算 24、24の2

Ａ222・1 療養病棟療養環境加算１ （療養１）
　 Ａ222・2 療養病棟療養環境加算２ （療養２）

第11の2 療養病棟療養環境改善加算
Ａ222-2・1 療養病棟療養環境改善加算１ （療養改１）

療養病棟療養環境改善加算２ （療養改２）
二十一 第12 Ａ223 〔歯科A219〕 診療所療養病床療養環境加算 （診療養） 25
二十一の二 第12の2 診療所療養病床療養環境改善加算 （診療養改） 25、25の2

第12の3 Ａ224 〔歯科A220〕 無菌治療室管理加算 26の2
Ａ224・1 無菌治療室管理加算１ （無菌1）
Ａ224・2 無菌治療室管理加算２ （無菌2）

二十二 第13 Ａ226 重症皮膚潰瘍管理加算 満
二十三 第14 緩和ケア診療加算 （緩診） 27

Ａ226-2・注１　 緩和ケア診療加算
Ａ226-2・注２　 緩和ケア診療加算(特定地域)
Ａ226-2・注４ 個別栄養食事管理加算

二十三の二 第14の2 有床診療所緩和ケア診療加算 （診緩診） 27の2

二十四 第15 Ａ228 精神科応急入院施設管理加算 （精応） 9、20、28
二十五 第16 Ａ230 精神病棟入院時医学管理加算 （精入学） 29
二十五の二 第16の2 Ａ230-2 精神科地域移行実施加算 （精移行） 30
二十五の三 第16の3 Ａ230-3 精神科身体合併症管理加算 （精合併加算） 31
二十五の四 第17 Ａ230-4 精神科リエゾンチーム加算 （精リエ） 32
二十六 第17の2 Ａ231-2 強度行動障害入院医療管理加算 満 別紙14

の2
二十六の二 第17の3 Ａ231-3 （重アル） 32の3
二十六の三 第17の4 Ａ231-4 摂食障害入院医療管理加算 （摂食障害） 32の4
二十七 第18 Ａ232 〔歯科A222〕 がん拠点病院加算

Ａ232・1 がん診療連携拠点病院加算
Ａ232・2 小児がん拠点病院加算
Ａ232・注2 がんゲノム拠点病院加算

二十八 第19 栄養サポートチーム加算 （栄養チ） 34

Ａ233-2・注１ 栄養サポートチーム加算
Ａ233-2・注２ 栄養サポートチーム加算(特定地域)

第20 Ａ234 〔歯科A224〕 医療安全対策加算 35
Ａ234・1 医療安全対策加算１ （医療安全１）
Ａ234・2 医療安全対策加算２ （医療安全２）
Ａ234・注2・イ 医療安全対策地域連携加算１ 35の4
Ａ234・注2・ロ 医療安全対策地域連携加算２

Ａ204-2
〔歯科Ａ204-2〕

Ａ233-2
〔歯科A223-2〕

Ａ226-2
〔歯科A221-2〕

Ａ226-3
〔歯科A221-3〕

Ａ219 〔歯科A215〕

8、9、10、
13の3、
18の3

24、24の
2、24の3

10、13、
13の2

Ａ207-2
〔歯科A206-2〕

Ａ223-2
〔歯科A219-2〕

二十一の三

重度アルコール依存症入院医療管理加算

25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者
5割未満)

Ａ207-3
〔歯科A206-3〕

Ａ207-4
〔歯科A206-4〕

Ａ213 〔歯科A209〕
Ａ214 〔歯科A210〕

地域一般入院料
１・2、13対１入
院基本料算定病
棟の場合さらに

10

8、9、13の
3、18の3

二十九

二十の二 Ａ222-2

Ａ222-2・2

満

13の4、18、
18の2

8、9、10、
13の3、
18の325対1急性期看護補助体制加算(看護補助者

5割以上)
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基本診療料の施設基準：届出一覧

受理番号 届出様式 別紙
（通知） （別添７） （別添６）

基準
告示

取扱い通知 項目名区分番号

第21 感染防止対策加算
Ａ234-2・1 感染防止対策加算１ （感染防止１） 35の2
Ａ234-2・注2 感染防止対策地域連携加算 35の3 別紙24

Ａ234-2・注3 抗菌薬適正使用支援加算 35の5
Ａ234-2・2 感染防止対策加算２ （感染防止２） 35の2

二十九の三 第21の2 患者サポート体制充実加算 （患サポ） 36

三十 第22 Ａ236 〔歯科A226〕 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 （褥瘡ケア） 37 別紙16

Ａ236-2・注１ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
Ａ236-2・注２ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算(特定地域)

三十一 第22の2 Ａ236-2 ハイリスク妊娠管理加算 （ハイ妊娠） 38
三十二 第23 Ａ237 ハイリスク分娩管理加算 （ハイ分娩） 38
三十三の六 第24の5 Ａ238-6 （精救急紹介） 39の3
三十三の七 第24の6 Ａ238-7 （精救急受入） 39の3
三十五の二 第26 Ａ242 呼吸ケアチーム加算 （呼吸チ） 40の2

第26の2 Ａ243 〔歯科A243〕 後発医薬品使用体制加算 40の3
Ａ243・1 後発医薬品使用体制加算１ （後発使１）
Ａ243・2 後発医薬品使用体制加算２ （後発使２）
Ａ243・3 後発医薬品使用体制加算３ （後発使３）

第26の3 Ａ244 〔歯科A244〕 病棟薬剤業務実施加算 40の4、20
Ａ244・1 病棟薬剤業務実施加算１ （病棟薬１）
Ａ244・2 病棟薬剤業務実施加算２ （病棟薬２）

第26の4 Ａ245 データ提出加算 （データ提） 40の7
Ａ245・1 データ提出加算1
Ａ245・2 データ提出加算2
Ａ245・3 データ提出加算3
Ａ245・4 データ提出加算4
Ａ245・注3 提出データ評価加算  

第26の5 入退院支援加算 （入退支） 40の9

Ａ246・1 入退院支援加算１
Ａ246・2 入退院支援加算２
Ａ246・3 入退院支援加算３
Ａ246・注5 入退院支援加算（特定地域）
Ａ246・注4 地域連携診療計画加算 特掲別添2様

式12
Ａ246・注7 入院時支援加算 特掲別添2様

式12
Ａ246・注8 総合機能評価加算 40の9

第26の6 Ａ247 〔歯科A228〕 認知症ケア加算 （認ケア） 別紙12

Ａ247・1 認知症ケア加算１ 40の10
Ａ247・2 認知症ケア加算2 40の11
Ａ247・3 認知症ケア加算3

三十五の七の
二

第26の6の2 Ａ247-2 せん妄ハイリスク患者ケア加算 (せん妄ケア) 別添7の2

三十五の八 第26の7 Ａ248 精神疾患診療体制加算 （精疾診） 40の12
三十五の九 第26の8 Ａ249 精神科急性期医師配置加算

Ａ249・1 精神科急性期医師配置加算1
Ａ249・2 精神科急性期医師配置加算2
Ａ249・3 精神科急性期医師配置加算3

三十五の十 第26の9 Ａ251 排尿自立支援加算 (排尿自) 40の14
三十五の十一 第26の10 Ａ252 地域医療体制確保加算 (地医確保) 40の15、

40の16

三十六 第27 歯科Ａ250 地域歯科診療支援病院入院加算 （地歯入院） 41

第九 別添４ 特定入院料 5、6、7

二 第1 Ａ300 救命救急入院料 42、43、20
Ａ300・1 救命救急入院料１ （救１） 別紙17

Ａ300・2 救命救急入院料２ （救２） 　
Ａ300・3 救命救急入院料３ （救３） 別紙17

Ａ300・4 救命救急入院料４ （救４）
Ａ300・注3・イ 救急体制充実加算１
Ａ300・注3・ロ 救急体制充実加算２
Ａ300・注3・ハ 救急体制充実加算３

三 第2 Ａ301 〔歯科A300〕 特定集中治療室管理料 42、43、20
Ａ301・1 特定集中治療室管理料１ （集１） 別紙17

Ａ301・2 特定集中治療室管理料２ （集２）
Ａ301・3 特定集中治療室管理料３ （集３）
Ａ301・4 特定集中治療室管理料４ （集４）
Ａ301・注2 小児加算
Ａ301・注4 早期離床・リハビリテーション加算 42の3
Ａ301・注5 早期栄養介入管理加算 42の4

四 第3 Ａ301-2 〔歯科A301〕 ハイケアユニット入院医療管理料 44、20
Ａ301-2・1 ハイケアユニット入院医療管理料１ （ハイケア１） 別紙18

Ａ301-2・2 ハイケアユニット入院医療管理料２ （ハイケア２）
五 第4 Ａ301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 （脳卒中ケア） 10、45、20 別紙7

五の二 第4の2 Ａ301-4 〔歯科A302〕 小児特定集中治療室管理料 （小集） 43、43の
2、48、20

六 第5 Ａ302 新生児特定集中治療室管理料 42の2、20
Ａ302・1 新生児特定集中治療室管理料１ （新１）
Ａ302・2 新生児特定集中治療室管理料２ （新２）

六の二 第6 Ａ303 総合周産期特定集中治療室管理料 （周） 42の2、20
Ａ303・1  別紙18

Ａ303・2  

六の三 第7 Ａ303-2 新生児治療回復室入院医療管理料 （新回復） 45の2、
20、42の2

七 第8 Ａ305 一類感染症患者入院医療管理料 （一類） 9、20、46

三十五の五

三十五の三

精神科救急搬送患者地域連携受入加算

Ａ234-2

Ａ234-3
〔歯科A224-3〕

Ａ246
〔歯科A227-5〕

総合周産期特定集中治療室管理料2
(新生児集中治療室管理料)

二十九の二

総合周産期特定集中治療室管理料1
(母体・胎児集中治療室管理料)

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算

三十五の七

三十五の四

三十五の六

40の13、
53

（精急医配）



─ 15 ─

基本診療料の施設基準：届出一覧

受理番号 届出様式 別紙
（通知） （別添７） （別添６）

基準
告示

取扱い通知 項目名区分番号

八 第9 Ａ306 特殊疾患入院医療管理料 （特入） 9、20、47
九 第10 Ａ307 〔歯科A304〕 小児入院医療管理料

Ａ307・1 小児入院医療管理料１ （小入１）
Ａ307・2 小児入院医療管理料２ （小入２）
Ａ307・3 小児入院医療管理料３ （小入３）
Ａ307・4 小児入院医療管理料４ （小入４） 48の2
Ａ307・5 小児入院医療管理料５ （小入５）
Ａ307・注2 注２に規定する加算 48の3
Ａ307・注4 重症児受入体制加算

十 第11 Ａ308 回復期リハビリテーション病棟入院料 9、20、49、
49の5

別紙19、
20、21

Ａ308・1 回復期リハビリテーション病棟入院料１ （回１） 49の2
Ａ308・2 回復期リハビリテーション病棟入院料２ （回２）
Ａ308・3 回復期リハビリテーション病棟入院料３ （回３） 49の3
Ａ308・4 回復期リハビリテーション病棟入院料４ （回４）
Ａ308・5 回復期リハビリテーション病棟入院料５ （回５） 　
Ａ308・6 回復期リハビリテーション病棟入院料６ （回６）
Ａ308・注2 休日リハビリテーション提供体制加算 49の6
Ａ308・注4 体制強化加算１ 49の7

体制強化加算２
第12 Ａ308-3 〔歯科A306〕 地域包括ケア病棟入院料 9、10、20、

50の3
Ａ308-3・1 地域包括ケア病棟入院料１ （地包ケア１） 50 別紙7

Ａ308-3・2 地域包括ケア入院医療管理料１ 50の2
Ａ308-3・3 地域包括ケア病棟入院料２ （地包ケア２） 50
Ａ308-3・4 地域包括ケア入院医療管理料２ 50の2
Ａ308-3・5 地域包括ケア病棟入院料３ （地包ケア３） 50
Ａ308-3・6 地域包括ケア入院医療管理料３ 50の2
Ａ308-3・7 地域包括ケア病棟入院料４ （地包ケア４） 50
Ａ308-3・8 地域包括ケア入院医療管理料４ 50の2
Ａ308-3・注２ 　

Ａ308-3・注3 看護職員配置加算
Ａ308-3・注4 看護補助者配置加算
Ａ308-3・注7 看護職員夜間配置加算
Ａ308-3・注9 地域包括ケア病棟特別入院料
Ａ308-3・注8 夜間看護体制特定日減算

十二 第13 Ａ309 特殊疾患病棟入院料
Ａ309・1 特殊疾患病棟入院料１ （特疾１）
Ａ309・2 特殊疾患病棟入院料２ （特疾２）

十三 第1４ Ａ310 〔歯科A303〕 緩和ケア病棟入院料 9、20、52
Ａ310・1 緩和ケア病棟入院料１ （緩１）
Ａ310・2 緩和ケア病棟入院料２ （緩２）

十四 第15 Ａ311 精神科救急入院料
Ａ311・1 精神科救急入院料１ （精救１）
Ａ311・2 精神科救急入院料２ （精救２）
Ａ311・注5 看護職員夜間配置加算 9、13の3、

20
特掲別添2様
式48

十五 第16 Ａ311-2 精神科急性期治療病棟入院料 9、20、53
Ａ311-2・1 精神科急性期治療病棟入院料１ （精急１）
Ａ311-2・2 精神科急性期治療病棟入院料２ （精急２）

第16の2 Ａ311-3 精神科救急・合併症入院料 （精合併）
Ａ311-3・注4 院内標準診療計画加算
Ａ311-3・注5 看護職員夜間配置加算 9、13の3、

20
特掲別添2様
式48

十五の三 第16の3 Ａ311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料 （児春入） 9、20、57
十六 第17 Ａ312 精神療養病棟入院料 （精療） 9、20、

24の2、
55の2、
55の3

十八 第19 Ａ314 認知症治療病棟入院料 9、20、56
Ａ314・1 認知症治療病棟入院料１ （認治１）
Ａ314・2 認知症治療病棟入院料２ （認治２）
Ａ314・注2 退院調整加算 　
Ａ314・注3 認知症夜間対応加算 9、20、

特掲別添2
様式48

十九 第20 Ａ317 〔歯科A305〕 特定一般病棟入院料
Ａ317・1 特定一般病棟入院料１ （特般１） 8、9、57の2

Ａ317・注5 一般病棟看護必要度評価加算 10 別紙7

Ａ317・2 特定一般病棟入院料２ （特般２） 8、9、57の2

Ａ317・注7 特定一般病棟入院料（地域包括ケア１） 別紙7

特定一般病棟入院料（地域包括ケア２）
特定一般病棟入院料（地域包括ケア３）
特定一般病棟入院料（地域包括ケア４）

Ａ317・注9 90日超入院患者 57の3
二十 第21 Ａ318 地域移行機能強化病棟入院料 （移機強）

A318・注3 重症者加算1

第十 別添５ 短期滞在手術等基本料

一 Ａ400 〔歯科Ａ400〕 短期滞在手術等基本料 58 　

二 Ａ400・1 短期滞在手術等基本料１ （短手１）
三 Ａ400・2 短期滞在手術等基本料２ （短手２）

※新設・追加の施設基準と項目名・届出様式に変更があった項目にアミをかけた。

9、20、53、
54

地域包括ケア入院料・入院医療管理料
(特定地域)

9、20、57
の4

9、10、20、
50、50の
2、50の3

9、20、
24の2、51

十五の二

十一の二

9、20、53、
55

9、20、48

9、13の3、
18の3、
20、50、50
の2
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特掲診療料の施設基準：届出一覧

特掲診療料の施設基準 ： 届出一覧
（区分番号順）

 ※届出様式（別添２）欄のうち、
   「満」印は施設基準を満たす保険医療機関、「◆」印は定められた項目（取扱い通知参照）の届出を行っている保険医療機関であれば届出不要
   「◇」印は定められた項目の施設基準適合保険医療機関として届出

基準
告示

取扱い通知
届出様式
（別添２）

第一
第二

第1～第4 特掲診療料の施設基準等（通則事項） 別添2

■医科
基準
告示

取扱い通知
（別添１）

受理番号
届出様式
（別添２）

第三　医学管理等

Ｂ000 特定疾患療養管理料
一の2 第１ Ｂ000・注5 情報通信機器を用いた場合 ◆
二 B001 特定疾患治療管理料

B001・1 ウイルス疾患指導料
二・(1) 第1の2 B001・1・注2 ウイルス疾患指導料の注２ （ウ指） 1、4

B001・5 小児科療養指導料
二・(2)の３ 第1の3 B001・5・注6 情報通信機器を用いた場合 ◆

B001・6 てんかん指導料
二・(2)の４ 第1の4 B001・6・注6 情報通信機器を用いた場合 ◆

第1の5 B001・7 難病外来指導管理料
二・(3)の２ B001・7・注6 情報通信機器を用いた場合 ◆

B001・9 外来栄養食事指導料
二・(6) 第１の６ B001・9・注2 外来栄養食事指導料の注２ １の２

B001・12 心臓ペースメーカー指導管理料
二・(6)の4 第1の7 B001・12・注4 植込型除細動器移行期加算 ◆
二・(6)の5 B001・12・注5 遠隔モニタリング加算 （遠隔ペ） １の３
二・(7) 第2 B001・14 高度難聴指導管理料 満

B001・15 慢性維持透析患者外来医学管理料
二・(7)の2 第2の2 B001・15・注3 腎代替療法実績加算 （導入２） 2の2

B001・16 喘息治療管理料
二・(8) 第3 B001・16・注2 喘息治療管理料の注２ （喘管） 3
二・(9) 第4 B001・20 糖尿病合併症管理料 （糖管） 別添２の２
二・(11) 第4の2 B001・22 がん性疼痛緩和指導管理料 （がん疼） 別添２の２
二・(12) 第4の3 B001・23 がん患者指導管理料

B001・23・イ がん患者指導管理料イ （がん指イ）
B001・23・ロ がん患者指導管理料ロ （がん指ロ）
B001・23・ハ がん患者指導管理料ハ （がん指ハ）
B001・23・ニ がん患者指導管理料ニ （がん指ニ）

二・(13) 第4の4 B001・24 外来緩和ケア管理料 （外緩） 5の4
二・(14) 第4の5 B001・25 移植後患者指導管理料

B001・25・イ 臓器移植後 （移植管臓）
B001・25・ロ 造血幹細胞移植後 （移植管造）

二・(15) 第4の6 B001・27 糖尿病透析予防指導管理料 （糖防管） 5の6
B001・27・注5 高度腎機能障害患者指導加算 5の8
B001・27・注6 情報通信機器を用いた場合 ◆

二・(16) 第4の7 小児運動器疾患指導管理料 （小運指管） ５の８の２
二・(17) 第4の8 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 （乳腺ケア） 別添２の２
二・(18) 第4の9 婦人科特定疾患治療管理料 （婦特管） ５の10
二・(19) 第4の10 腎代替療法指導管理料 （腎代替管） ２の２

第5 B001-2 小児科外来診療料 （小外診） 別添２の２
三の二 小児抗菌薬適正使用支援加算 満

四 第6 B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料
B001-2-2・1 地域連携小児夜間・休日診療料１ （小夜１）
B001-2-2・2 地域連携小児夜間・休日診療料２ （小夜２）

四の三 第6の3 B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料 （夜） 7の2
四の四 第6の4 B001-2-5 院内トリアージ実施料 （トリ） 7の3
四の五 第6の5 B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料 満

B001-2-6・注3・イ 救急搬送看護体制加算１ （救搬看体） 7の3
B001-2-6・注3・ロ 救急搬送看護体制加算２

四の六 第6の6 B001-2-7 外来リハビリテーション診療料 ◆
四の七 第6の7 B001-2-8 外来放射線照射診療料 （放射診） 7の6
四の八 第6の8 B001-2-9 地域包括診療料 （地包診） 7の7

B001-2-9・1 地域包括診療料１
B001-2-9・2 地域包括診療料２
B001-2-9・注4 情報通信機器を用いた場合 ◆

四の八の二 第6の8の2 B001-2-10 認知症地域包括診療料 ◆
B001-2-10・1 認知症地域包括診療料１
B001-2-10・2 認知症地域包括診療料２
B001-2-10・注4 情報通信機器を用いた場合 ◆

四の八の三 第6の8の3 B001-2-11 小児かかりつけ診療料 （小か診） 7の8
B001-2-11・注4 小児抗菌薬適正使用支援加算 満

B001-3 生活習慣病管理料
四の九 第6の9 B001-3・注4 情報通信機器を用いた場合 ◆
五 第7 B001-3-2 ニコチン依存症管理料 （ニコ） 8、4
五の一の二 第7の2 B001-9 療養・就労両立支援指導料

B001-9・注3 相談支援加算 （両立支援） 8の3
五の二 第8 B002 開放型病院共同指導料（Ⅰ） （開） 9、10
六 第9 在宅療養支援診療所 （支援診１） 11、11の3

（支援診２） 11、11の3、11の4
（支援診３） 11

区分番号

B001・28

B001-2・注4

B001・29

5の3

5の5

7

B001・30
B001・31

項目名

項目名
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特掲診療料の施設基準：届出一覧

基準
告示

取扱い通知
（別添１）

受理番号
届出様式
（別添２）

項目名区分番号

第四・ 第9 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 （在緩診実） 11、11の3
一の四 在宅療養実績加算１ （在診実１） 11、11の5

在宅療養実績加算２ （在診実２） 11、11の5
九 第11 B005-4 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) （ハイⅠ） 13
九の二 第11の2 B005-6 がん治療連携計画策定料 （がん計） 13の2、13の3
九の三 第11の2 B005-6-2 がん治療連携指導料 （がん指） 13の2、13の3
九の四 第11の3 B005-6-3 がん治療連携管理料 満

九の四の二 第11の3の2 B005-6-4 外来がん患者在宅連携指導料 ◆
九の五 第11の4 B005-7 認知症専門診断管理料 満

九の六 第11の5 B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 （肝炎） 13の6
九の七 第11の3の3 B005-9 外来排尿自立指導料 （外排自） 13の4
九の七の二 第11の3の4 B005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料１ （ハイ妊連１） 別添２の２

B005-10-2 ハイリスク妊産婦連携指導料２ （ハイ妊連２）
九の七の三 第11の３の５ Ｂ005-11 遠隔連携診療料 満

十 第12 B008 薬剤管理指導料 （薬） 14、4
第12の1の2 B009 診療情報提供料（Ⅰ）

十の一の二 B009・注16 地域連携診療計画加算 （地連計） 12、12の2
十の一の三 第12の1の2 B009・注18 検査・画像情報提供加算 （電情） 14の2

B009-2 電子的診療情報評価料
十の一の四 第12の１の３ B011 診療情報提供料(Ⅲ) 満

十の二 第12の2 B011-4 医療機器安全管理料
B011-4・1 医療機器安全管理料1 （機安１）
B011-4・2 医療機器安全管理料2 （機安２）

十の三 第12の３ Ｂ015 精神科退院時共同指導料 （精退共） 16

第四　在宅医療

一 第14の2 在宅療養支援病院 （支援病１） 11の2、11の3
（支援病２） 11の2、11の3、

11の4
（支援病３） 11の2

一の四 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 （在緩診病） 11の2、11の3
在宅療養実績加算１ （在病実１） 11の2、11の5
在宅療養実績加算２ （在病実２） 11の2、11の5

C000 往診料
一の四 第9 C000・注6 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 （在緩診実） 11、11の3

第14の2 （在緩診病） 11の2、11の3
第9 在宅療養実績加算１ （在診実１） 11、11の5
第14の2 （在病実１） 11の2、11の5
第9 在宅療養実績加算２ （在診実２） 11、11の5
第14の2 （在病実２） 11の2、11の5

C001 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）
一の四 第9 C001・注6 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 （在緩診実） 11、11の3

第14の2 （在緩診病） 11の2、11の3
第9 在宅療養実績加算１ （在診実１） 11、11の5
第14の2 （在病実１） 11の2、11の5
第9 在宅療養実績加算２ （在診実２） 11、11の5
第14の2 （在病実２） 11の2、11の5

C001-2 在宅患者訪問診療料（Ⅱ）
一の四 第9 C001-2・注5 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 （在緩診実） 11、11の3

第14の2 （在緩診病） 11の2、11の3
第9 在宅療養実績加算１ （在診実１） 11、11の5
第14の2 （在病実１） 11の2、11の5
第9 在宅療養実績加算２ （在診実２） 11、11の5
第14の2 （在病実２） 11の2、11の5

一の六 第15 C002 在宅時医学総合管理料 （在医総管） 19
一の四 第9 C002・注3・イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 （在緩診実） 11、11の3

第14の2 （在緩診病） 11の2、11の3
第9 C002・注3・ロ 在宅療養実績加算１ （在診実１） 11、11の5
第14の2 （在病実１） 11の2、11の5
第9 C002・注3・ハ 在宅療養実績加算２ （在診実２） 11、11の5
第14の2 （在病実２） 11の2、11の5

一の六 第15 C002・注8 在宅時医学総合管理料の注８ 満

一の六の二 第15の2 C002・注12 オンライン在宅管理料 ◆
一の六 第15 C002-2 施設入居時等医学総合管理料 （在医総管） 19
一の四 第9 C002-2・注3・イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 （在緩診実） 11、11の3

第14の2 （在緩診病） 11の2、11の3
第9 C002-2・注3・ロ 在宅療養実績加算１ （在診実１） 11、11の5
第14の2 （在病実１） 11の2、11の5
第9 C002-2・注3・ハ 在宅療養実績加算２ （在診実２） 11、11の5
第14の2 （在病実２） 11の2、11の5

一の六 第15 C002-2・注5 在宅時医学総合管理料の注８準用 満

二 第16 C003 在宅がん医療総合診療料 （在総） 20
一の四 第9 C003・注5 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 （在緩診実） 11、11の3

第14の2 （在緩診病） 11の2、11の3
第9 在宅療養実績加算１ （在診実１） 11、11の5
第14の2 （在病実１） 11の2、11の5
第9 在宅療養実績加算２ （在診実２） 11、11の5
第14の2 （在病実２） 11の2、11の5

C005 在宅患者訪問看護・指導料
四 第16の2 C005・注2 在宅患者訪問看護・指導料の注2 （在看） 20の２の２
四の三の四 C005・注15 訪問看護・指導体制充実加算 （訪看充） 20の３

C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料
四 第16の2 C005-1-2・注2 同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 （在看） 20の２の２
四の三の四 C005-1-2・注6 訪問看護・指導体制充実加算 （訪看充） 20の３
五の二 第16の3 在宅療養後方支援病院 （在後病） 20の4、20の5
五の三 第16の4 C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 （在訪褥） 20の7

15
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特掲診療料の施設基準：届出一覧

基準
告示

取扱い通知
（別添１）

受理番号
届出様式
（別添２）

項目名区分番号

Ｃ101 在宅自己注射指導管理料
六の二 第16の４の２ Ｃ101・注5 情報通信機器を用いた場合 ◆
六の三 第16の5 C102-2 在宅血液透析指導管理料 （在血液） 20の2
　 C103 在宅酸素療法指導管理料
六の三の二 第16の6 C103・注2 遠隔モニタリング加算 （遠隔酸素） 20の3の2

C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
六の四の三 第16の7 C107-2・注2 遠隔モニタリング加算 （遠隔持陽） 20の3の3
六の七 第16の8 C116 在宅植込型補助人工心臓（非拍動流型）指導管理料（在植補心） 20の9

六の七の二 第16の9 C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 （在電場） 52、20の10、4
六の七の三 第16の10 C119 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 （在洗腸） 20の11
六の八 第16の11 C152-2 持続血糖測定器加算 24の５

C152-2・1 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血
糖測定器を用いる場合

（持血測１）

C152-2・2 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続
血糖測定器を用いる場合

（持血測２）

六の十一 第16の12 Ｃ173 横隔神経電気刺激装置加算 ◆

第五　検査

三 第18 D006-2 造血器腫瘍遺伝子検査 ◆
三の一の二 第18の1の2 D006-4 遺伝学的検査 （遺伝検） 23
三の一の三 第18の1の3 D006-13 骨髄微小残存病変量測定 （骨残測) 23の2
三の一の三の二 第18の１の４ Ｄ006-18 ＢＲＣＡ1/2遺伝子検査 （ＢＲＣＡ） 23の3
三の一の三の三 第18の１の５ Ｄ006-19 がんゲノムプロファイリング検査 （がんプロ） 23の4
三の一の三の四 第18の１の６ Ｄ006-20 角膜ジストロフィー遺伝子検査 （角ジ遺） 23の5

Ｄ010 特殊分析
Ｄ010・8 先天性代謝異常症検査

三の一の三の五 第18の１の７ Ｄ010・8・イ 尿中有機酸分析 （先代異） 23の６
Ｄ010・8・ロ 血中極長鎖脂肪酸
Ｄ010・8・ハ タンデムマス分析

D012 感染症免疫学的検査
三の一の四 第18の1の8 D012・43 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス

抗原・抗体同時測定定性
◆

D014 自己抗体検査
三の一の五 第18の1の9 D014・44 抗HLA抗体（スクリーニング検査）

D014・45 抗HLA抗体（抗体特異性同定検査）
D023 微生物核酸同定・定量検査
D023・9 HPV核酸検出
D023・10 HPV核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）

三の二の二 第18の２の３ Ｄ023・17 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 （ウ細多同） 22の３
三の二の三 第18の2の2 D023・18 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出 　 ◆

Ｄ023-2 その他の微生物学的検査
三の二の四 第18の２の４ Ｄ023-2・4 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシ

ンＢ遺伝子検出
◆

D026 検体検査判断料
四 D026・注4 検体検査管理加算

第19 D026・注4・イ 検体検査管理加算（Ⅰ） （検Ⅰ） 22
第19の2 D026・注4・ロ 検体検査管理加算（Ⅱ） （検Ⅱ） 22
第20 D026・注4・ハ 検体検査管理加算（Ⅲ） （検Ⅲ） 22
第20の2 D026・注4・ニ 検体検査管理加算（Ⅳ） （検Ⅳ） 22

四の二 第20の3 D026・注5 国際標準検査管理加算 （国標） 22
五 第21 D026・注6 遺伝カウンセリング加算 （遺伝カ） 23
五の二 第21の２ D026・注7 遺伝性腫瘍カウンセリング加算 （遺伝腫カ） 23の４

D206 心臓カテーテル法による諸検査
六 第22 D206・注5 血管内視鏡検査加算 （血内） 24
六の二 第22の2 D210-3 植込型心電図検査 ◆
六の三 第22の3 D211-3 時間内歩行試験 （歩行） 24の6、52
六の三の二 D211-4 シャトルウォーキングテスト

D215 超音波検査
D215・3 心臓超音波検査

六の四 第22の4 D215・3・ニ 胎児心エコー法 （胎心エコ） 24の3
六の五 第22の5 D225-4 ヘッドアップティルト試験 （ヘッド） 24の7、52
六の七 第23 D231 人工膵臓検査 （人膵） 24の4、4
六の六 第23の2 D231-2 皮下連続式グルコース測定 （持血測） 24の5
六 第24 D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査 （長） 25
六の八 第24の2 D235-3・1 長期脳波ビデオ同時記録検査１ （脳ビ） 25の2、52
七 第25の2 D236-2 光トポグラフィー （光ト） 26の2、52

D236-3 脳磁図
八 第26 D236-3・1 自発活動を測定するもの （脳磁診１） 27

D236-3・2 その他のもの （脳磁診２）
D237 終夜睡眠ポリグラフィー

八の二 第26の１の２ Ｄ237・3・イ 安全精度管理下で行うもの （終夜睡安） 27の２の２
D238 脳波検査判断料

八の三 第26の1の3 D238・1 脳波検査判断料１ （脳判） 27の2
八の四 第26の1の4 D238・注3 遠隔脳波診断 （遠脳） 27の3

D239 筋電図検査
九 第25 D239・3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図 （中磁誘） 26
九の二 第25の２ D239・4 単線維筋電図 （単筋電） 27の４、52
十 第26の2 D239-3 神経学的検査 （神経） 28
十の二 第27 D244-2 補聴器適合検査 （補聴） 29
十の三 第27の２ Ｄ258-3 黄斑局所網膜電図 （黄網電） 29の３

全視野精密網膜電図 （全網電）
十一の二 第27の3 D270-2 ロービジョン検査判断料 （ロー検） 29の2
十一 第28 D282-3 コンタクトレンズ検査料

D282-3・1 コンタクトレンズ検査料1 （コン１） 30
D282-3・2 コンタクトレンズ検査料2 （コン２）
D282-3・3 コンタクトレンズ検査料3 （コン３）
D282-3・4 コンタクトレンズ検査料4  

十二 第29 D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 （小検） 31

5の5（抗HLA）

（ＨＰＶ） 22の2第18の2三の二
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十三 第29の2 D291-3 内服・点滴誘発試験 （誘発） 31の2
十四 第29の3 D409-2 センチネルリンパ節生検（片側）

D409-2・1 併用法 （乳セ１）
D409-2・2 単独法 （乳セ２）

D415 経気管肺生検法
十五 第29の4 D415・注2 CＴ透視下気管支鏡検査加算 （Ｃ気鏡） 38
十五の二 第29の４の２ Ｄ415-5 経気管支凍結生検法 （経気凍） 38の４

第六　画像診断

一 第30 E通則4 画像診断管理加算1 （画１） 32
E通則5 画像診断管理加算2 （画２）

画像診断管理加算3 （画３）
二 第32 E通則6、7 遠隔画像診断 （遠画） 34
三 第33 E101-2 ポジトロン断層撮影 （ポ断） 36

E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 （ポ断コ複）
E101-4 （ポ断磁複）

E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影 （乳ポ断）
四 第34 E200 コンピューター断層撮影（CT撮影） （Ｃ・Ｍ） 37
五 第35 E200・注4 冠動脈CT撮影加算 （冠動Ｃ） 38
五の二 第35の3 E200・注6 外傷全身CT加算 （外傷Ｃ） 38
五の三 第35の4 E200・注7 大腸CT撮影加算 ◆
五 第35の２ Ｅ200-2 血流予備量比コンピューター断層撮影 （血予備断） 37の２
四 第34 E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影（MRI撮影） （Ｃ・Ｍ） 37
五 第36 E202・注4 心臓MRI撮影加算 （心臓Ｍ） 38

第36の1の2 E202・注5 乳房ＭＲＩ撮影加算 （乳房Ｍ） 38
第36の1の3 E202・注7 小児鎮静下MRI撮影加算 （小児Ｍ） 38
第36の1の4 E202・注8 頭部ＭＲＩ撮影加算 （頭部Ｍ） 38
第36の1の5 E202・注9 全身ＭＲＩ撮影加算 （全身Ｍ） 38

第七　投薬

F100 処方料
二 第36の2 F100・注7 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 （抗悪処方） 38の2
四 第36の3 F100・注9・イ 外来後発医薬品使用体制加算１ （外後発使） 38の3

F100・注9・ロ 外来後発医薬品使用体制加算２
F100・注9・ハ 外来後発医薬品使用体制加算３

F400 処方箋料
二 第36の2 F400・注6 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 （抗悪処方） 38の2

第八　注射

第37 G通則6 外来化学療法加算 39
一 G通則6・イ 外来化学療法加算1 （外化１）

G通則6・ロ 外来化学療法加算2 （外化２）
一の二 Ｇ通則7 連携充実加算 （外化連） 39の２
三 第37の2 G020 無菌製剤処理料 （菌） 40、４

第九　リハビリテーション

疾患別リハビリテーション
一 第38 Ｈ000・1 心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ） （心Ⅰ） 41、44の2

第39 Ｈ000・2 心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅱ） （心Ⅱ） 41、44の2
第40 Ｈ001・1 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） （脳Ⅰ） 42、44の2
第40の2 Ｈ001・2 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） （脳Ⅱ） 42、44の2
第41 Ｈ001・3 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ） （脳Ⅲ） 42、44の2
第41の2 Ｈ001-2・1 廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ） ◆
第41の3 Ｈ001-2・2 廃用症候群リハビリテーション料（Ⅱ） ◆
第41の4 Ｈ001-2・3 廃用症候群リハビリテーション料（Ⅲ） ◆
第42 Ｈ002・1 運動器リハビリテーション料（Ⅰ） （運Ⅰ） 42、44の2
第42の2 Ｈ002・2 運動器リハビリテーション料（Ⅱ） （運Ⅱ） 42、44の2
第43 Ｈ002・3 運動器リハビリテーション料（Ⅲ） （運Ⅲ） 42、44の2
第44 Ｈ003・1 呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） （呼Ⅰ） 42、44の2
第45 Ｈ003・2 呼吸器リハビリテーション料（Ⅱ） （呼Ⅱ） 42、44の2

Ｈ003-2 リハビリテーション総合計画評価料 ◇
H004 摂食機能療法

一の二 第45の2 H004・注3 摂食嚥下支援加算 （摂嚥支） 43の６の２、
44の２

二 第46 H006 難病患者リハビリテーション料 （難） 43、44の2
三 第47 H007 障害児（者）リハビリテーション料 （障） 43、44の2
三の二 第47の2 H007-2 がん患者リハビリテーション料 （がんリハ） 43の2、44の2
三の三 第47の3 H007-3 認知症患者リハビリテーション料 （認リハ） 43の3、44の2
三の三の二 第47の3の2 H007-4 リンパ浮腫複合的治療料 （リン複） 43の7
四 第47の4 H008 集団コミュニケーション療法料 （集コ） 44、44の2

第十　精神科専門療法

一 第47の６ Ｉ000-2 経頭蓋磁気刺激療法 （頭磁刺） 44の８
Ｉ002 通院・在宅精神療法

一の一の二 第47の7 Ｉ002・注4 児童思春期精神科専門管理加算 （児春専） 4、44の5
一の一の四 Ｉ002・注8 療養生活環境整備指導加算 （療活環） 44の５の２
一の三 第47の8 Ｉ002-3 救急患者精神科継続支援料 （急精支） 44の6
一の四 第48 I003-2 認知療法・認知行動療法

I003-2・1 認知療法・認知行動療法1（医師による場合） （認１） 44の3
I003-2・2 認知療法・認知行動療法2（医師及び看護師

が共同して行う場合）
（認２）

一の五 第48の1の2 Ｉ006-2 依存症集団療法
Ｉ006-2・1 薬物依存症の場合 （依集１） 44の7
Ｉ006-2・2 ギャンブル依存症の場合 （依集２）

一の六 第48の2 I007 精神科作業療法 （精） 45、4
Ｉ008-2 精神科ショート･ケア

一の六 第50 Ｉ008-2・1 精神科ショート･ケア「小規模なもの」 （ショ小） 46、4
一の六 第49 Ｉ008-2・2 精神科ショート･ケア「大規模なもの」 （ショ大） 46、4

ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層
複合撮影

31の3、52
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Ｉ009 精神科デイ・ケア
一の六 第52 Ｉ009・1 精神科デイ・ケア「小規模なもの」 （デ小） 46、4
一の六 第51 Ｉ009・2 精神科デイ・ケア「大規模なもの」 （デ大） 46、4
一の六 第53 Ｉ010 精神科ナイト・ケア （ナ） 46、4
一の六 第54 Ｉ010-2 精神科デイ・ナイト・ケア （デナ） 46、4

I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料
一の十 第54の2 I013・2 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 （抗治療） 46の3
二 第56 I014 医療保護入院等診療料 （医療保護） 48
一の六 第55 I015 重度認知症患者デイ・ケア料 （認デ） 47、4
三 第55 Ｉ015・注3 夜間ケア加算
四 第55の2 I016 精神科在宅患者支援管理料

I016・1 精神科在宅患者支援管理料１ （精在宅援） 47の2
I016・2 精神科在宅患者支援管理料２
I016・3 精神科在宅患者支援管理料３ 別添２の２

五 第55の3 Ｉ016・注6 精神科オンライン在宅管理料 　 ◆

第十一　処置

一 第56の2 J通則5・イ・⑴ 休日加算１ （医処休）
J通則5・イ・⑵ 時間外加算１ （医処外）
J通則5・イ・⑶ 深夜加算１ （医処深）

一の二 第56の２の２ Ｊ001-10 静脈圧迫処置（慢性静脈不全に対するもの） （静圧） 48の５
一の三 第56の２の３ Ｊ003-4 多血小板血漿処置 （多血） 48の７
一の四 第56の3 Ｊ007-2 硬膜外自家血注入 （血入） 52、48の6
二 第57 J017 エタノールの局所注入

エタノールの局所注入（甲状腺） （エタ甲） 49
エタノールの局所注入（副甲状腺） （エタ副甲） 49の2

J038 人工腎臓
二の二 第57の2 J038・1 慢性維持透析を行った場合１

8、9、13の
87の4

J038・2 慢性維持透析を行った場合２
 J038・注2 導入期加算
二の二 第57の2 J038・注2・イ 導入期加算1 （導入１） 2の2

J038・注2・ロ 導入期加算2 （導入２）
J038・注9 透析液水質確保加算 （透析水） 49の3

二の二 第57の2の2 J038・注10 下肢抹消動脈疾患指導管理加算 （肢梢） 49の3の2
二の二 第57の2 J038・注13 慢性維持透析濾過加算 （透析水） 49の3
二の二の二 第57の2の3 Ｊ043-6 人工膵臓療法 （人膵） 24の4、4

J045-2 一酸化窒素吸入療法
四 第57の4 J045-2・1 新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施す

る場合
◆

四の二 第57の４の２ Ｊ047-3 心不全に対する遠赤外線温熱療法 （心遠温） 49の４の２、52

二の三 第57の3 J070-4 磁気による膀胱等刺激法 （磁膀刺） 49の4

五 第57の4の3 Ｊ118-4 歩行運動処置（ロボットスーツによるもの） （歩行ロボ） 49の6、4、49の7

第十二　手術

一 K通則4 手術の通則事項
二 第79 K通則5/6 手術の通則事項 満

二の二 第79の2 K通則12・イ・⑴ 休日加算１ （医手休）
K通則12・イ・⑵ 時間外加算１ （医手外）
K通則12・イ・⑶ 深夜加算１ （医手深）

二の三 第79の3 K通則16 100分の80に相当する点数を算定する手術 （胃瘻造） 43の4、43の5
二の五 Ｋ通則18 内視鏡手術用支援機器を用いる手術
二の六 Ｋ通則19 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に係る手術

K007 皮膚悪性腫瘍切除術
一 第57の8 K007・注 センチネルリンパ節加算 （セ節） 50の4、52、4
二 第79 K011 顔面神経麻痺形成手術 満

一 第57の8の2 K014-2 皮膚移植術（死体） （皮膚植） 87の6、52
二 第79 K020

満

K022 組織拡張器による再建手術（一連につき）
一 第57の9 K022・1 乳房（再建手術）の場合 （組再乳） 50の5

Ｋ031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術
一 第57の９の２ Ｋ031・注 処理骨再建加算 （処骨） 50の５の３、52
二 第79 K053 骨悪性腫瘍手術 満

一 第57の９の２ Ｋ053・注 処理骨再建加算 （処骨） 50の５の３、52
Ｋ059 骨移植術（軟骨移植術を含む。）
Ｋ059・3 同種骨移植（非生体）

一 第57の9の3 Ｋ059・3・イ 同種骨移植（特殊なものに限る。） （同種） 50の5の2
一 第57の10 K059・4 自家培養軟骨移植術 （自家） 50の6、52
二 第79 K076 観血的関節授動術 満

K076-2 関節鏡下関節授動術
K079 靱帯断裂形成手術
K079-2 関節鏡下靱帯断裂形成手術
K080-2 内反足手術
K082 人工関節置換術
K106 母指化手術
K107 指移植手術
K109 神経血管柄付植皮術（手、足）

一 第57の11 K133-2 後縦靭帯骨化症手術（前方進入によるもの） （後縦骨） 52、87の7
一 第57の12 Ｋ134-4 椎間板内酵素注入療法 （椎酵注） 50の７
二 第79 K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 満

一 第58 K136-2 腫瘍脊椎骨全摘術 （脊椎摘） 51、52
二 第79 K151-2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 満

K154 機能的定位脳手術
K154-2

K160 脳神経手術（開頭して行うもの）
K167 頭蓋内腫瘤摘出術

自家遊離複合組織移植術（顕微鏡下血管柄付
きのもの）

顕微鏡使用によるてんかん手術（焦点切除術、
側頭葉切除術、脳梁離断術

48の2、48の2の
2、48の3、48の
4、4

48の2、48の2の
2、48の3、48の
4、4
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二 第79 K169 頭蓋内腫瘍摘出術 満

一 第58の2 K169・注1 脳腫瘍覚醒下マッピング加算 （脳覚） 51の2、52
一 第58の3 K169・注2 原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算 （脳光） 51の3
二 第79 K170 経耳的聴神経腫瘍摘出術 満

K171 経鼻的下垂体腫瘍摘出術
K174 水頭症手術
K174-2 髄液シャント抜去術
K175 脳動脈瘤被包術
K176

K177 脳動脈瘤頸部クリッピング
K178 脳血管内手術
K178-2 経皮的脳血管形成術
K180 頭蓋骨形成手術

一 第59 K180・3 骨移動を伴うもの （頭移） 52、54
二 第79 K181 満

一 第60 （脳刺） 25
K181-2 脳刺激装置交換術

一 第60の２ Ｋ181-6 頭蓋内電極植込術 （頭深電） 25の３
二 第79 K190 脊髄刺激装置植込術 満

一 第60 （脊刺） 25
K190-2 脊髄刺激装置交換術

二 第79 満

一 第60の2の２ K190-6 仙骨神経刺激装置植込術 （仙神交便） 53
K190-7 仙骨神経刺激装置交換術 （仙神交膀）

二 第79 K204 涙嚢鼻腔吻合術 満

K229 眼窩内異物除去術（表在性）
K230 眼窩内異物除去術（深在性）
K234 眼窩内腫瘍摘出術（表在性）
K235 眼窩内腫瘍摘出術（深在性）
K236 眼窩悪性腫瘍手術
K244 眼筋移動術
K254 治療的角膜切除術

一 第60の3 K254・1 （角膜切） 52、54の2

二 第79 K259 角膜移植術 満

一 第60の３の２ Ｋ259・注2 内皮移植加算 （内移） 52、54の２の２
一 第60の4 K260-2 羊膜移植術 （羊膜移） 52、54の3
二 第79 K266 毛様体腫瘍切除術、脈絡膜腫瘍切除術 満

K268 緑内障手術
一 第60の5 K268・5 緑内障治療用インプラント挿入術（プレート

のあるもの）
（緑内イ） 52、54の4

第60の6 K268・6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 （緑内ド） 52、54の8
二 第79 K277-2 黄斑下手術 満

K280 硝子体茎顕微鏡下離断術
一 第60の7 K280-2 （硝切） 52、54の5

二 第79 K281 増殖性硝子体網膜症手術 満

一 第60の8 K281-2 網膜再建術 （網膜再） 52、54の6
二 第79 K319 鼓室形成手術 満

一 第61 K320-2 人工中耳植込術 （人工中耳） 52、55
二 第79 K322 経迷路的内耳道開放術 満

K327 内耳窓閉鎖術
一 第61 K328 人工内耳植込術 （植補聴） 52、55、4

K328-2 植込型骨導補聴器移植術
K328-3 植込型骨導補聴器交換術

一 第61の2 K340-7 （内鼻Ⅴ） 52、54の7

二 第79 K343 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 満

一 第61の２の２ Ｋ374-2 （鏡咽悪） 56の７、52

二 第79 K376 上咽頭悪性腫瘍手術 満

一 第61の２の３ Ｋ394-2 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 （鏡喉悪） 56の７、52
二 第80 K395 満

K400 喉頭形成手術
一 第61の2の4 K400・3 甲状軟骨固定用器具を用いたもの （喉頭形成） 52、87の5
二 第79 K415 舌悪性腫瘍手術 満

K425 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術
K427-2 頬骨変形治癒骨折矯正術
K434 顔面多発骨折観血的手術
K442 上顎骨悪性腫瘍手術
K443 上顎骨形成術

一 第61の3 K443・3 骨移動を伴う場合 （顎移） 52、56
K444 下顎骨形成術

一 第61の3 K444・4 骨移動を伴う場合 （顎移） 52、56
一 第61の４の２ Ｋ445-2 顎関節人工関節全置換術 （顎人工） 56の８
二 第79 K458 耳下腺悪性腫瘍手術 満

一 第61の4の4 K461-2 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術 （内下） 52、56の4
二 第79 K462 バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉） 満

一 第61の4の4 K462-2 （内下）

K464-2 内視鏡下副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術
一 第61の4の5 K463-2 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 （内甲悪） 52、56の4

内視鏡下バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両
葉）

内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型（拡大副鼻腔手
術）

鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手
術を含む。）

喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部
等の操作による再建を含む。）

脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行う
もの）

エキシマレーザーによるもの（角膜ジストロ
フィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。）

脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含
む。）

52、56の4

網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視
鏡を用いるもの）
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K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術
一 第61の4の6 K474-3・2 MRIによるもの （乳腺ガ） 38

K475 乳房切除術
一 第78の6 性同一性障害の患者に対して行う場合 （乳切性障） 52、87の20
二の六 第79の４ 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に係る手術 （乳切遺伝） 87の23

K476 乳腺悪性腫瘍手術
一 第61の5 K476・注1 乳がんセンチネルリンパ節加算1 （乳セ１）

K476・注2 乳がんセンチネルリンパ節加算2 （乳セ２）
K476・8 乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴わない

もの）
（乳腫）

K476・9 乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴うもの）
一 第61の6 K476-4 （ゲル乳再） 50の5

二 第79 K484 胸壁悪性腫瘍摘出術 満

K496 醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術
K496-3 胸膜外肺剥皮術
K497 膿胸腔有茎筋肉弁充填術
K497-2 膿胸腔有茎大網充填術
K498 胸郭形成手術（膿胸手術の場合）

二の五 第61の６の２ Ｋ502-5 （胸腔拡胸支） 52、87の22

二の五 第61の7 K504-2 （胸腔縦悪支） 52、87の8

二 第79 K511 肺切除術 満

二の五 第61の7 K513-2 （胸腔縦支） 52、87の8

二 第79 K514 肺悪性腫瘍手術
一 第61の7の2 K514・10 壁側・臓側胸膜全切除（横隔膜、心膜合併切

除を伴うもの）
（肺腫） 52、56の6

K514-2 腹腔鏡下肺悪性腫瘍手術
二の五 第61の7の3 K514-2・2 区域切除(内視鏡手術支援機器を用いる場合) （胸腔肺悪区） 52、87の17

K514-2・3 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの（内視鏡手
術用支援機器を用いる場合）

（胸腔肺悪）

一 第62 K514-4 同種死体肺移植術 （肺植） 57
一 第62の2 K514-6 生体部分肺移植術 （生肺） 52、58
二 第79 K518 気管支形成手術 満

K519 先天性気管狭窄症手術
K520 食道縫合術（穿孔、損傷）

一 第62の2の5 K520・4 内視鏡によるもの （穿瘻閉） 87の9
二 第79 K525 食道切除再建術 満

K526 食道腫瘍摘出術
二 第79 K526・2 開胸又は開腹手術によるもの 満

K527 食道悪性腫瘍手術（単に切除のみのもの）
K528 先天性食道閉鎖症根治手術
K528-3 胸腔鏡下先天性食道閉鎖症根治手術
K529

二の五 第62の2の2 K529-2 （胸腔食悪支） 52、87の10

二 第79 K529-3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 満

二の五 第62の２の３ 内視鏡手術用支援機器を用いる場合 （縦隔食悪支） 52、87の10の２
一 第62の2の4 Ｋ530-3 内視鏡下筋層切開術 （内筋） 52、58の2
二 第79 K531 食道切除後２次的再建術 満

K535 胸腹裂孔ヘルニア手術 満

K537 食道裂孔ヘルニア手術 満

K537-2 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術
一 第62の3 K546 経皮的冠動脈形成術 満

二 第79 満

K547 経皮的冠動脈粥腫切除術
一 第63 K548 （経特） 52、59

一 第63の2 K549 経皮的冠動脈ステント留置術 満

二 第79 満

K552 冠動脈、大動脈バイパス移植術
K552-2

一 第63の2の2 K554-2 胸腔鏡下弁形成術 （胸腔弁形）
二の五 内視鏡手術支援機器を用いる場合 （胸弁形内支）
一 第63の3 K555-2 経カテーテル大動脈弁置換術 （カ大弁置） 52、59の2
一 第63の2の2 K555-3 胸腔鏡下弁置換術 （胸腔下置） 52、87の11
一 第63の4 K559-3 経皮的僧房弁クリップ術 （経僧帽） 52、87の12
一 第63の5 K562-2 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術 （脈動開） 52、59の3
二 第79 Ｋ570-4 経皮的肺動脈穿通・拡大術 満

K583 大血管転位症手術
K586・3 心室中隔造成術
K587 左心低形成症候群手術（ノルウッド手術）
Ｋ594 不整脈手術

Ｋ594・4 左心耳閉鎖術
一 第63の５の２ Ｋ594・4・ロ 経カテーテル的手術によるもの （不整経カ） 52、59の３の２
二 第79 K594-2 肺静脈隔離術 満

K595 経皮的カテーテル心筋消灼術
一 第63の6 K595・注2 磁気ナビゲーション加算 （磁場心） 52、59の4
一 第64 K595-2 経皮的中隔心筋焼灼術 （経中） 52、60
一 第65 K597 ペースメーカー移植術 （ペ） 24、52
二 第79 満

一 第65 K597・3 リードレスペースメーカー （ペリ） 24、52
二 第79 満

52、56の5

52、56の2

52、87の11

胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支
援機器を用いる場合）

経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによる
もの）

冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使
用しないもの）

胸腔鏡下拡大胸腺摘出術（内視鏡手術支援機
器を用いる場合）
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支
援機器を用いる場合）

胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術（内視鏡手術用支
援機器を用いる場合）

食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施す
るもの）

ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房
切除後）
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一 第65 K597-2 ペースメーカー交換術 （ペ） 24、52
二 第79 満

一 第65 リードレスペースメーカー （ペリ） 24、52
二 第79 満

一 第65の2 K597-3 植込型心電図記録計移植術 ◆
K597-4 植込型心電図記録計摘出術

一 第66 K598 両心室ペースメーカー移植術 52、61
K598・1 心筋電極の場合 （両ペ心）
K598・2 経静脈電極の場合 （両ペ静）

K598-2 両心室ペースメーカー交換術
K598-2・1 心筋電極の場合 （両ペ心）
K598-2・2 経静脈電極の場合 （両ペ静）

一 第67 K599 植込型除細動器移植術 52、62
K599・1 心筋リードを用いるもの （除心）
K599・2 経静脈リードを用いるもの （除静）
K599・3 皮下植込型リードを用いるもの

K599-2 植込型除細動器交換術
K599-2・1 心筋リードを用いるもの （除心）
K599-2・2 その他のもの （除静）

一 第67の2 K599-3 52、63

K599-3・1 心筋電極の場合 （両除心）
K599-3・2 経静脈電極の場合 （両除静）

K599-4

K599-4・1 心筋電極の場合 （両除心）
K599-4・2 経静脈電極の場合 （両除静）

一 第67 K599-5 経静脈電極抜去術 （除静） 52、62
一 第68 K600 大動脈バルーンパンピング法（IABP法） （大） 24
一 第68の2 K602-2 （経循補） 52、87の13

一 第69 K603 補助人工心臓 （補心） 52、64
一 第69の2 K603-2 小児補助人工心臓 （小補心） 52、64の2
一 第70の2 K604-2 植込型補助人工心臓（非拍動流型） （植補心非） 52、65の3
一 第71 K605-2 同種心移植術 （心植） 57
一 第72 K605-4 同種心肺移植術 （心肺植） 57
一 第72の1の2 Ｋ605-5 骨格筋由来細胞シート心表面移植術 （筋シ心移） 65の3の2
一 第72の2 K615-2 経皮的大動脈遮断術 ◆
一 第72の２の２ Ｋ616-6 経皮的下肢動脈形成術 （経下肢動） 65の３の３
一 第72の3 K617-5 内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術 （内下不切） 52、65の4

K627-2 腹腔鏡下リンパ節群郭清術
一 第72の４ K627-2・1 後腹膜 （腹リ後腹） 52、65の４

K627-2・2 傍大動脈 （腹リ傍大） 別添２の２
一 第72の4の２ K627-3 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術 （腹小切） 52、65の5
一 第72の5 K627-4 腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術 （腹小切） 52、65の5
一 第72の6 K636-2 ダメージコントロール手術 ◆
一 第72の7 K642-3 腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術 （腹小切）

K643-2 腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術
二 第79 K645 骨盤内臓全摘術 満

一 第62の2の5 K647-3 内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 （穿瘻閉） 87の9
一 第72の７の２ Ｋ654-4 （腹十二局） 52、65の８

二の五 第72の7の3 K655-2 （腹胃切支） 52、87の14

二の五 第72の7の4 K655-5 （腹側胃切支） 52、87の14

一 第72の8 K656-2 （腹胃縮） 52、65の6

二の五 第72の7の5 K657-2 （腹胃全） 52、87の14

K665 胃瘻閉鎖術
一 第62の2の5 K665・2 内視鏡によるもの （穿瘻閉） 87の9
一 第72の8の2 K668-2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 （バ経静脈） 52、87の15
二 第79 K677 胆管悪性腫瘍手術 満

一 第72の9 K677・1 膵頭十二指腸切除及び肝切除（葉以上）を伴
うもの

（胆腫） 52、65の7

二 第79 K677-2 肝門部胆管悪性腫瘍手術 満

一 第73 K678 体外衝撃波胆石破砕術 （胆） 66
二 第79 K684 先天性胆道閉鎖症手術 満

一 第73の3 K684-2 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 （腹胆閉鎖） 52、87の16
二 第79 満

K695 肝切除術 満

一 第73の2 K695-2 腹腔鏡下肝切除術 （腹肝） 52、66の2
二 第79 満

一 第74 K697-5 生体部分肝移植術 （生） 52、67
一 第75 K697-7 同種死体肝移植術 （肝植） 57
一 第75の2 K699-2 体外衝撃波膵石破砕術 （膵石破） 66
一 第75の3 K700-3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 （腹膵腫瘍） 52、67の2、4
二 第79 K702 膵体尾部腫瘍切除術 満

一 第75の3 K702-2 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 （腹膵切） 52、67の2
二の五 内視鏡手術用支援機器を用いる場合 （腹膵切支） 52、67の２の２
二 第79 K703 膵頭部腫瘍切除術 満

一 第75の4 K703-2 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術 （腹膵頭） 52、67の2の3、4
二 第79 満

二の五 内視鏡手術用支援機器を用いる場合 （腹膵頭支） 52、67の2の4、4

腹腔鏡下胃全摘術（内視鏡手術支援機器を用
いる場合）

両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換
術

経皮的循環補助法（ポンプカテーテルを用い
たもの）

腹腔鏡下十二指腸局所切除術（内視鏡処置を
併施するもの）
腹腔鏡下胃切除術（内視鏡手術支援機器を用
いる場合）
腹腔鏡下噴門側胃切除術（内視鏡手術支援機
器を用いる場合）

両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植
術

腹腔鏡下胃縮小術（スリーブ状切除によるも
の）

52、65の5
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特掲診療料の施設基準：届出一覧

基準
告示

取扱い通知
（別添１）

受理番号
届出様式
（別添２）

項目名区分番号

一 第76 K709-3 同種死体膵移植術 （膵植） 57
K709-5 同種死体膵腎移植術

一 第76の２ K709-6 同種死体膵島移植術 （膵島植） 52、57の２
二 第79 Ｋ710-2 腹腔鏡下脾固定術 満

一 第76の2の２ K716-4 生体部分小腸移植術 （生小腸植） 52、87の17の2
一 第76の3 K716-6 同種死体小腸移植術 （小腸移植） 57
二 第79 Ｋ719-6 腹腔鏡下全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術 満

一 第76の4 K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 （早大腸） 52、67の3
K730 小腸瘻閉鎖術

一 第62の2の5 K730・3 内視鏡によるもの （穿瘻閉） 87の9
K731 結腸瘻閉鎖術

一 第62の2の5 K731・3 内視鏡によるもの （穿瘻閉） 87の9
二 第79 Ｋ732-2

満

二の五 第76の6 K740-2 （腹直腸切支） 52、87の18

K751 鎖肛手術
二 第79 K751・3 仙骨会陰式 満

K751・4 腹会陰、腹仙骨式
K751-2 仙尾部奇形腫手術

一 第76の5 K754-3 腹腔鏡下小切開副腎摘出術 （腹小切） 52、65の5
二 第79 K756 副腎悪性腫瘍手術 満

K764

K765

一 第77 K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 （腎） 66
一 第77の2 K769-3 腹腔鏡下小切開腎部分切除術 （腹小切） 52、65の5
一 第77の2 K772-3 腹腔鏡下小切開腎摘出術 （腹小切） 52、65の5
二 第79 K773 腎（尿管）悪性腫瘍手術 満

一 第77の2 K773-3 腹腔鏡下小切開腎（尿管）悪性腫瘍手術 （腹小切） 52、65の5、4
一 第77の3 K773-4 腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの） （腎凝固） 68の2
一 第77の3の2 K773-5 （腹腎支器） 52、68の3

K777 腎（腎盂）腸瘻閉鎖術
一 第62の2の5 K777・1 内視鏡によるもの （穿瘻閉） 87の9
二の五 第77の３の３ Ｋ778-2 （腹腎形支） 52、68の４

二 第79 K779 移植用腎採取術（生体） 満

一 第77の4 K780 同種死体腎移植術 （腎植） 57
二 第79 満

一 第77の5 K780-2 生体腎移植術 （生腎） 52、69
二 第79 満

一 第77の6 K785-2 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術 （腹小切） 52、65の5
K792 尿管腸瘻閉鎖術

一 第62の2の5 K792・1 内視鏡によるもの （穿瘻閉） 87の9
一 第77の7 K800-3 膀胱水圧拡張術 （膀胱） 52、69の2
二 第79 K801 膀胱単純摘除術 満

一 第77の8 K802-4 腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術 （腹小切） 52、65の5
K803 膀胱悪性腫瘍手術

二 第79 K803・1 切除 満

K803・2 全摘（腸管等を利用して尿路変更を行わな
いもの）

K803・3 全摘（尿管Ｓ状結腸吻合を利用して尿路変更
を行うもの）

K803・4 全摘（回腸又は結腸導管を利用して尿路変
更を行うもの）

K803・5 全摘（代用膀胱を利用して尿路変更を行う
もの）

一 第77の9 K803-2 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 （腹膀） 52、69の3
二の五 内視鏡手術用支援機器を用いる場合 （腹膀胱悪支） 52、69の5
一 第77の10 K803-3 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 （腹小膀悪） 52、69の3

K808 膀胱腸瘻閉鎖術
一 第62の2の5 K808・1 内視鏡によるもの （穿瘻閉） 87の9
二 第79 K818 尿道形成手術 満

一 第78の6 K818・1 前部尿道（性同一性障害の患者に対して行
う場合に限る。）

（尿形性障） 52、87の20

二 第79 K819 尿道下裂形成手術 満

一 第78の6 性同一性障害の患者に対して行う場合 （尿裂性障） 52、87の20
二 第79 K819-2 陰茎形成術 満

一 第78の6 性同一性障害の患者に対して行う場合 （陰形性障） 52、87の20
二 第79 K820 尿道上裂形成手術 満

一 第77の11 K823-5 人工尿道括約筋植込・置換術 （人工尿） 69の4
一 第78の6 K825 （陰全性障）

K830 （精摘性障）

一 第77の12 K841-4 焦点式高エネルギー超音波療法 （焦超） 52、70
二 第79 K843 前立腺悪性腫瘍手術 満

一 第78 K843-2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 （腹前） 52、71
一 第78の2 K843-3 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 （腹小切） 52、65の5
一 第78の2の2 K843-4 （腹前支器） 52、71の1の2

二 第79 K850 女子外性器悪性腫瘍手術 満

K851 会陰形成手術
一 第78の6 K851・1 （会形性障） 52、87の20

腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用
支援機器を用いるもの）

筋層に及ばないもの（性同一性障害の患者に
対して行う場合に限る。）

経皮的腎盂腫瘍切除術（経皮的腎瘻造設術を
含む。）

腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援
機器を用いるもの）

腹腔鏡下腎盂形成手術（内視鏡手術支援機器
を用いる場合）

陰茎全摘術（性同一性障害の患者に対して行
う場合に限る。）
精巣摘出術（性同一性障害の患者に対して行
う場合に限る。）

腹腔鏡下人工肛門閉鎖術（悪性腫瘍に対する
直腸切除術後のものに限る。）
腹腔鏡下直腸切除・切断術（内視鏡手術支援機
器を用いる場合）

経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を
含む。）

52、87の20
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基準
告示

取扱い通知
（別添１）

受理番号
届出様式
（別添２）

項目名区分番号

二 第79 K857 膣壁悪性腫瘍手術 満

二 第79 K858 膣腸瘻閉鎖術 満

一 第62の2の5 K858・1 内視鏡によるもの （穿瘻閉） 87の9
K859 造膣術、膣閉鎖症術

二 第79 K859・2 遊離植皮によるもの 満

一 第78の6 性同一性障害の患者に対して行う場合 （造膣閉性障） 52、87の20
二 第79 K859・3 膣断端挙上によるもの 満

K859・4 腸管形成によるもの
一 第78の6 性同一性障害の患者に対して行う場合 （造膣閉性障） 52、87の20
二 第79 K859・5 筋皮弁移植によるもの 満

一 第78の6 性同一性障害の患者に対して行う場合 （造膣閉性障） 52、87の20
二 第79 K863-3 子宮鏡下子宮内膜焼灼術 満

一 第78の2の3 K865-2 腹腔鏡下仙骨膣固定術 （腹仙骨固） 52、71の1の3
二の五 内視鏡手術用支援機器を用いる場合 （腹仙骨固支） 52、71の1の4
一 第78の6 K877 （子宮全性障） 52、87の20

K877-2 腹腔鏡下膣式子宮全摘術
二の五 第78の3 （内視鏡手術用支援機器を用いる場合） （腹膣子内支） 52、87の19
一 第78の6 （性同一性障害の患者に対して行う場合） （腹膣子性障） 52、87の20
一 第78の3の2 K879-2 （腹子） 52、71の2

（腹子頸）

二の五 （腹子悪内支） 52、71の5

K888 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)
一 第78の6 性同一性障害の患者に対して行う場合 （子宮附性障） 52、87の20
二の六 第79の４ 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に係る手術 （子宮附遺伝） 87の23
二 第79 K889 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側） 満

K890-2 卵管鏡下卵管形成術
一 第78の4 K910-2 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 （内胎） 52、71の3
一 第78の5 K910-3 胎児胸腔・羊水腔シャント術 （胎羊） 52、71の4
一 第78の５の２ K910-4 無心体双胎焼灼術 （無心） 71の４
一 第78の５の３ K910-5 胎児輸血術 （胎輸） 52、71の4
三の二 第80 K920-2 輸血管理料

K920-2・1 輸血管理料Ⅰ （輸血Ⅰ） 73
K920-2・2 輸血管理料Ⅱ （輸血Ⅱ）
K920-2・注2 輸血適正使用加算 （輸適）
K920-2・注3 貯血式自己血輸血管理体制加算 （貯輸）

K922 造血幹細胞移植
三の二の二 第80の2 K922・注9 コーディネート体制充実加算 （コ体充） 87の21
三の二の三 第80の3 K924 自己生体組織接着剤作成術 （自生接） 73の2
三の二の三 第80の3の2 K924-2 自己クレオプレシピテート作成術（用手法） （自己ク） 73の2

K924-3 同種クリオプレシピテート作製術 （同種ク）
三の二の四 第80の4 K939-3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 （造説前） 73の3
三の二の五 第80の5 K939-5 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 （胃瘻造嚥） 43の4、43の5
三の二の六 第80の5の2 K939-6 凍結保存同種組織加算 （凍保組） 52、73の5
三の七 第80の11 K939-7 レーザー機器加算 （手光機） 49の9

第十二の二　麻酔

二 第81 Ｌ009 麻酔管理料（Ⅰ） （麻管Ⅰ） 75
三 第81の2 Ｌ010 麻酔管理料（Ⅱ） （麻管Ⅱ） 75

第十三　放射線治療

M000 放射線治療管理料
一 第82 M000・注2 放射線治療専任加算 （放専） 76

第82の2 M000・注3 外来放射線治療加算 （外放） 76
一の二 第82の3 M000・注4 遠隔放射線治療計画加算 （遠隔放） 76の2

M001 体外照射
二 第83 M001・2 高エネルギー放射線治療 （高放） 77
二の二 第83の2 M001・2・注2 １回線量増加加算 （増線） 77
二の三 第83の3 M001・3 強度変調放射線治療（IMRT） （強度） 52、78
二の四 第83の4 M001・注4 画像誘導放射線治療加算 （画誘） 78の2
二の五 第83の5 M001・注5 体外照射呼吸性移動対策加算 （体対策） 78の3
二の三 第83の2 M001・注6 １回線量増加加算 （増線） 77

M001-3 直線加速器による放射線治療
三 第84 M001-3・1 定位放射線治療 （直放） 79
三の二 第84の2 M001-3・注2 定位放射線治療呼吸移動対策加算 （定対策） 78の3
四 第84の2の2 M001-4 粒子線治療 （粒） 52、79の1の2
五 第84の2の3 M001-4・注2 粒子線治療適応判定加算 （粒適） 79の1の3
六 第84の2の4 M001-4・注3 粒子線治療医学管理加算 （粒医） 79の1の3

M004 密封小線源治療
七 第84の2の5 M004・注8 画像誘導密封小線源治療加算 （誘密） 78の2

第十四の二　病理診断

一 第84の3 N通則6 保険医療機関間の連携による病理診断 （連携診） 79の2
二 第84の4 N通則7 （連組織） 80

二 第84の5 （連細胞） 80

N006 病理診断料
二の二 第84の6 N006・注1 デジタル病理画像による病理診断 （デ病診） 80の2
三 第84の7 N006・注4・イ 病理診断管理加算1 （病理診１） 80の2

N006・注4・ロ 病理診断管理加算2 （病理診２）
三の二 第84の8 N006・注5 悪性腫瘍病理組織標本加算 （悪病組） 80の2

保険医療機関間の連携におけるデジタル病理
画像による術中迅速病理組織標本作製
保険医療機関間の連携におけるデジタル病理
画像による迅速細胞診

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限
る。）
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮頸がんに限
る。）
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに対
して内視鏡手術用支援機器を用いる場合）

子宮全摘術（性同一性障害の患者に対して行
う場合に限る。）
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■歯科
基準
告示

取扱い通知
（別添１）

受理番号
届出様式
（別添２）

第三　医学管理等

歯科B000-4 歯科疾患管理料
六の二の四 第13 歯科B000-4・注11 総合医療管理加算 （医管） 17
二・(11) 第4の2 歯科B004-1-2 がん性疼痛緩和指導管理料 （がん疼） 5の2
二・(12) 第4の3 歯科B004-1-3 がん患者指導管理料

がん患者指導管理料1 （がん指イ） 5の3
がん患者指導管理料2 （がん指ロ）
がん患者指導管理料3 （がん指ハ）

二・(13) 第4の4 歯科B004-1-5 外来緩和ケア管理料 （外緩） 5の4
四の七 第6の7 歯科B004-1-7 外来放射線照射診療料 （放射診） 7の6
六の二の四 第13 歯科B004‐6‐2 歯科治療時医療管理料 （医管） 17
五の二 第8 歯科B005 開放型病院共同指導料（Ⅰ） （開） 9、10
九の二 第11の2 歯科B006-3 がん治療連携計画策定料 （がん計） 13の2、13の3
九の三 第11の2 歯科B006-3-2 がん治療連携指導料 （がん指） 13の2、13の3
九の四 第11の3 歯科B006-3-3 がん治療連携管理料 満

五の一の二 歯科B006-3-4 療養・就労両立支援指導料
第7の2 相談支援加算 （両立支援） 8の3

十 第12 歯科B008 薬剤管理指導料 （薬） 14、4
歯科B009-2 診療情報提供料（Ⅰ）

十の一の三 第12の1の2 歯科B009・注8 検査・画像情報提供加算 （電情） 14の2
歯科B009-2 電子的診療情報評価料

十の一の四 歯科B011-2 診療情報提供料(Ⅲ) 満

歯科B013-3 広範囲顎骨支持型補綴物管理料 ◇
十の二 第12の2 歯科B018 医療機器安全管理料 （機安歯） 15
六の二の三 第13の２ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 （か強診） 17の2
六の三 第14 在宅療養支援歯科診療所１ （歯援診１） 18

在宅療養支援歯科診療所２ （歯援診２）

第四　在宅医療

歯科C000 歯科訪問診療料
七 第17 歯科C000・注8 地域医療連携体制加算 （歯地連） 21
七の二 第17の２ 歯科C000・注12 在宅歯科医療推進加算 （在推進） 21の４
一の八 第17の1の２ 歯科C000・注13 歯科訪問診療料の注13に規定する基準 （歯訪診） 21の３の２

歯科C001-3 歯科疾患在宅療養管理料
八 第14の３ 歯科C001-3・注4 在宅総合医療管理加算 （在歯管） 17

歯科Ｃ001-4-2 在宅患者歯科治療時医療管理料

第五　検査

十六 第29の５ 歯科Ｄ011 有床義歯咀嚼機能検査
歯科Ｄ011・1・イ 有床義歯咀嚼機能検査１のイ （咀嚼機能１） 38の１の２
歯科Ｄ011・1・ロ 有床義歯咀嚼機能検査１のロ （咀嚼能力）
歯科Ｄ011・2・イ 有床義歯咀嚼機能検査２のイ （咀嚼機能２）
歯科Ｄ011・2・ロ 有床義歯咀嚼機能検査２のロ （咬合圧）

十七 第29の５ 歯科Ｄ011-2 咀嚼能力検査 （咀嚼能力） 38の１の２
十八 第29の５ 歯科Ｄ011-3 咬合圧検査 （咬合圧） 38の１の２
十九 第29の６ 歯科Ｄ013 精密触覚機能検査 （精密触覚） 38の１の3
二十 第29の７ 歯科Ｄ014 睡眠時歯科筋電図検査 （歯筋電図） 38の１の4

第六　画像診断

六 第31 歯科Ｅ通則6 歯科画像診断管理加算１ （歯画１） 33
六の二 第31 歯科Ｅ通則7 歯科画像診断管理加算２ （歯画２） 33
七 第32 歯科E通則8/9 遠隔画像診断 （遠画） 35

第七　投薬

歯科F100 処方料
二 第36の2 歯科F100・注7 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 （抗悪処方） 38の2
四 第36の3 外来後発医薬品使用体制加算１ （外後発使） 38の3

外来後発医薬品使用体制加算２
外来後発医薬品使用体制加算３

歯科F400 処方箋料
二 第36の2 歯科F400・注5 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 （抗悪処方） 38の2

第八　注射

一 第37 歯科G通則6・イ 外来化学療法加算1 （外化１） 39
歯科G通則6・ロ 外来化学療法加算2 （外化２）

一の二 歯科Ｇ通則7 連携充実加算 （外化連） 39の２
三 第37の２ 歯科G020 無菌製剤処理料 （菌） 40、４

第九　リハビリテーション

疾患別リハビリテーション
一 第40 歯科Ｈ000・1 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） （脳Ⅰ） 42、44の2
一 第40の2 歯科Ｈ000・2 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） （脳Ⅱ） 42、44の2
一 第41 歯科Ｈ000・3 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ） （脳Ⅲ） 42、44の2
一 第41の2 歯科Ｈ000-3・1 廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ） ◆
一 第41の3 歯科Ｈ000-3・2 廃用症候群リハビリテーション料（Ⅱ） ◆
一 第41の4 歯科Ｈ000-3・3 廃用症候群リハビリテーション料（Ⅲ） ◆

歯科H001 摂食機能療法
一の二 第45の2 摂食嚥下支援加算 （摂嚥支） 43の６の２、

44の２
五 第47の５ 歯科H001-3 歯科口腔リハビリテーション料２ （歯リハ２） 44の４
三 第47 歯科H002 障害児（者）リハビリテーション料 （障） 43、44の2
三の二 第47の2 歯科H003 がん患者リハビリテーション料 （がんリハ） 43の2、44の2
四 第47の4 歯科H008 集団コミュニケーション療法料 （集コ） 44、44の2

歯科H001・注3

項目名区分番号

歯科B004-1-3・1
歯科B004-1-3・2
歯科B004-1-3・3

歯科B006-3-4・注3

歯科F100・注9・イ
歯科F100・注9・ロ
歯科F100・注9・ハ
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特掲診療料の施設基準：届出一覧

基準
告示

取扱い通知
（別添１）

受理番号
届出様式
（別添２）

項目名区分番号

第十一　処置

一 第56の2 歯科I通則6・イ・⑴ 休日加算１ （歯処休）
歯科I通則6・イ・⑵ 時間外加算１ （歯処外）
歯科I通則6・イ・⑶ 深夜加算１ （歯処深）
歯科Ｉ008‐2 加圧根管充填処置

二の四 第57の4の4 歯科Ｉ008‐2・注3 手術用顕微鏡加算 （手顕微加） 49の8
歯科Ｉ021 根管内異物除去

二の四 第57の4の4 歯科Ｉ021・注 手術用顕微鏡加算 （手顕微加） 49の8
二の五 第57の4の5 歯科Ｉ029-3 口腔粘膜処置 （口腔粘膜） 49の9

第十二　手術

二 第79 歯科J通則4 手術の通則事項 満

二の二 第79の2 歯科J通則9・イ・⑴ 休日加算１ （歯手休）
歯科J通則9・イ・⑵ 時間外加算１ （歯手外）
歯科J通則9・イ・⑶ 深夜加算１ （歯手深）
歯科J004 歯根端切除手術

三の二の七 第80の9 歯科J004・2 歯科用３次元エックス線断層撮影装置及び
手術用顕微鏡を用いた場合

（根切顕微） 49の8

二 第79 歯科Ｊ018 舌悪性腫瘍手術 満

歯科Ｊ032 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術
三の二の八 第80の10 歯科Ｊ035-2 口腔粘膜血管腫凝固術 （口血凝） 74の4
二 第79 歯科Ｊ039 上顎骨悪性腫瘍手術 満

歯科Ｊ060 耳下腺悪性腫瘍手術
歯科J063 歯周外科手術

三の三 第80の6 歯科J063・5 歯周組織再生誘導手術 （ＧＴＲ） 74
三の四 第80の7 歯科J063・注5 手術時歯根面レーザー応用加算 （手術歯根） 50
二 第79 歯科J069 上顎骨形成術 満

三の五 第61の4 歯科J069・3 骨移動を伴う場合 （歯顎移） 52、56の3
二 第79 歯科J070-2 頬骨変形治癒骨折矯正術 満

歯科J075 下顎骨形成術
三の五 第61の4 歯科J075・4 骨移動を伴う場合 （歯顎移） 52、56の3
二 第79 歯科Ｊ076 顔面多発骨折観血的手術 満

三の八 第61の４の３ 歯科Ｊ080-2 顎関節人工関節全置換術 （顎人工） 56の８
二 第79 歯科Ｊ096 満

歯科J104-2 皮膚悪性腫瘍切除術
三の六 第80の８ 歯科J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 （人工歯根） 74の3

歯科J110 広範囲顎骨支持型装置掻爬術 ◇
三の二 第80 歯科J200-2 輸血管理料 （輸血Ⅰ）

（輸血Ⅱ）
73

三の七 第80の11 歯科J200-4-2 レーザー機器加算 （手光機） 49の9

第十二の二　麻酔

四 第81の３ 歯科Ｋ004 歯科麻酔管理料 （歯麻管） 75の２

第十三　放射線治療

歯科Ｌ000 放射線治療管理料
一 第82 歯科Ｌ000・注2 放射線治療専任加算 （放専） 76

第82の2 歯科Ｌ000・注3 外来放射線治療加算 （外放） 76
歯科Ｌ00１ 体外照射

二 第83 歯科Ｌ001・2 高エネルギー放射線治療 （高放） 77
二の三 第83の3 歯科Ｌ001・3 強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ） （強度） 52、78
二の四 第83の4 歯科Ｌ001・注6 画像誘導放射線治療(IGRT)加算 （画誘） 78の2

歯科Ｌ003 密封小線源療法
七 第84の2の5 歯科Ｌ003・注6 画像誘導密封小線源加算 （誘蜜） 78の2

第十三の二　歯冠修復・欠損補綴

第85 歯科M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料 （補管） 81
歯科M000-3 広範囲顎骨支持型補綴診断料 ◇
歯科M001 歯冠形成

一 第57の５ 歯科M001・注10 う蝕歯無痛的窩洞形成加算 （う蝕無痛) 50
歯科M001-2 う蝕歯即時充填形成

一 第57の５ 歯科M001-2・注1 う蝕歯無痛的窩洞形成加算 （う蝕無痛) 50
一の二 第57の６ 歯科M015-2 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠 （歯ＣＡＤ） 50の2

歯科M025-2 広範囲顎骨支持型補綴 ◇
歯科M029 有床義歯修理

二 第57の７ 歯科M029・注3 歯科技工加算1 （歯技工） 50の3
歯科M029・注4 歯科技工加算2

歯科M030 有床義歯内面適合法
二 第57の７ 歯科M030・注4 歯科技工加算1 （歯技工） 50の3

歯科M030・注5 歯科技工加算2
歯科M041 広範囲顎骨支持型補綴物修理 ◇

第十四　歯科矯正

一 第86 歯科N000 歯科矯正診断料 （矯診） 82
二 第87 歯科N001 顎口腔機能診断料 （顎診） 83

第十四の二　病理診断

歯科O000

四 第84の9 口腔病理診断管理加算1 （口病診１） 80の3
口腔病理診断管理加算2 （口病診２）

三の二 第84の8 歯科O000・注5 悪性腫瘍病理組織標本加算 （悪病組） 80の2

48の2、48の2の
2、48の3、48の
4、4

48の2、48の2の
2、48の3、48の
4、4

自家遊離複合組織移植術（顕微鏡下血管柄付
きのもの）

口腔病理診断料
（歯科診療に係るものに限る。）

歯科O000・注4・イ
歯科O000・注4・ロ
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特掲診療料の施設基準：届出一覧

■調剤
基準
告示

取扱い通知
（別添１）

受理番号
届出様式
（別添２）

第十五　調剤

一 第88 調剤00 調剤基本料
調剤00・1 調剤基本料１ （調基１） 84
調剤00・2 調剤基本料２ （調基２）
調剤00・3・イ 調剤基本料３のイ （調基３イ）
調剤00・3・ロ 調剤基本料３のロ （調基３ロ）

二 第89 調剤00・注1 例外的に調剤基本料１を算定できる保険薬
局

（調基特１） 87の2
二の二 第90 調剤00・注2 特別調剤基本料
三 第91 調剤00・注4 100分の50算定 〔報告のみ〕

四 第92 調剤00・注5 地域支援体制加算 （地支体） 87の3、87の3の
2

五 第93 調剤00・注6・イ 後発医薬品調剤体制加算１ (後発調１） 87
調剤00・注6・ロ 後発医薬品調剤体制加算２ (後発調２）
調剤00・注6・ハ 後発医薬品調剤体制加算３ (後発調３）

調剤01 調剤料
六 第95 調剤01・注2 無菌製剤処理加算 （薬菌） 88
八 第96 調剤01・注8 在宅患者調剤加算 （在調） 89

調剤10 薬剤服用歴管理指導料
九の二 第97 調剤10・注3 情報通信機器を用いた服薬指導 （オン外薬） 91
十の二 第98 調剤10・注7 特定薬剤管理指導加算２ （特薬管２） 91

調剤10・注10 調剤後薬剤管理指導加算 ◇
十の五 第99 調剤10・注13 手帳の活用実績が少ない保険薬局 〔報告のみ〕

十一 第100 調剤13の2 かかりつけ薬剤師指導料 （か薬） 90
十の二 第98 調剤13の2・注5 特定薬剤管理指導加算２ （特薬管２） 91
十一 第100 調剤13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料 （か薬） 90

調剤15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
十一の二 第101 調剤15・注2 在宅患者オンライン服薬指導料 ◆

※新設・追加の施設基準と項目名・届出様式に変更があった項目にアミをかけた。

区分番号 項目名
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令和２年度：施設基準改正のポイント

基本診療料

 初・再診料

Ａ003 オンライン診療料･･･････････････････････････････30

 入院料

重症度、医療・看護必要度の基準･･････････････････････32
夜間看護体制の見直し･･･････････････････････････････････38

 入院基本料等加算

Ａ200 総合入院体制加算･･･････････････････････････････40
Ａ234-2・注3 抗菌薬適正使用支援加算･････････････44
Ａ245 データ提出加算･･････････････････････････････････46
Ａ246 入退院支援加算･･････････････････････････････････48
Ａ247 認知症ケア加算･･････････････････････････････････52
Ａ247-2 せん妄ハイリスク患者ケア加算 新 ････････56
Ａ251 排尿自立支援加算 新 ････････････････････････････57
Ａ252 地域医療体制確保加算 新 ･･････････････････････58･

 特定入院料

Ａ301 特定集中治療室管理料･････････････････････････60
Ａ308 回復期リハビリテーション病棟入院料･･････62
Ａ308-3 地域包括ケア病棟入院料････････････････････66

付１　厚生労働大臣が定める地域･････････････････････72
付２　敷地内禁煙の義務づけ･･･････････････････････････74

「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）などをもとに作成

特掲診療料

 医学管理等 

オンライン医学管理料･･･････････････････････････････････75
Ｂ001・9・注2 外来栄養食事指導料の注2 新 ･･･････76
Ｂ001・23・二 がん患者指導管理料（医師が遺伝
子検査の必要性等について文書により説明を行っ
た場合）新 ･ ･････････････････････････････････････････････76
Ｂ001・30 婦人科特定疾患治療管理料 新 ･･･････････77
Ｂ001・31 腎代替療法指導管理料 新 ････････････････77
Ｂ001-2-6・注3 救急搬送看護体制加算･････････････79
Ｂ001-9・注3 相談支援加算 新 ････････････････････････79
Ｂ005-11 遠隔連携診療料 新 ･･････････････････････････82
Ｂ011 診療情報提供料（Ⅲ）新 ･･･････････････････････83
Ｂ015 精神科退院時共同指導料 新 ･･･････････････････84

 在宅医療

Ｃ005・注15/Ｃ005-1-2・注6 訪問看護・指導体
制充実加算 新 ･･･････････････････････････････････････････87

 検査

Ｄ006-18・2 BRCA1/2遺伝子検査（血液を検体と
するもの）新 ････････････････････････････････････････････88
Ｄ026・注7 遺伝性腫瘍カウンセリング加算 新 ･ ･･･89

 注射

Ｇ通則7 連携充実加算 新 ･･･････････････････････････････90

 リハビリテーション

Ｈ001・2 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）･･･････92
Ｈ004・注3 摂食嚥下支援加算････････････････････････93

 精神科専門療法

Ｉ002・注8 療養生活環境整備指導加算新 ･･･････････95
Ｉ006-2・2 依存症集団療法（ギャンブル依存症の
場合）新 ･････････････････････････････････････････････････97

 手術

Ｋ通則19 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に係る手術新 ････98

 麻酔

L010 麻酔管理料（Ⅱ）･･････････････････････････････････99

付３　常勤配置・専従要件に関する要件の緩和･･･ 100
付４　施設基準（医科）の経過措置････････････････ 101
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令和２年度：施設基準改正のポイント

初・再診料 A003 オンライン診療料 見直し

⑴�事前の対面診
療期間と緊急
時対応の見直
し

事前の対面診療の期間を６月から３月に見直す。また、緊急時の対応について、患者が速やかに
受診可能な医療機関で対面診療を行えるよう、予め患者に受診可能な医療機関を説明した上で、
診療計画に記載しておくこととする。

【算定要件】現行 【算定要件】改定

⑶�　オンライン診療料が算定可能な患者は、Ｂ
000�特定疾患療養管理料、Ｂ001「５」小児
科療養指導料、Ｂ001「６」てんかん指導料、
Ｂ001「７」難病外来指導管理料、Ｂ001「27」
糖尿病透析予防指導管理料、Ｂ001-2-9�地域
包括診療料、Ｂ001-2-10�認知症地域包括診療
料、Ｂ001-3�生活習慣病管理料、Ｃ002�在宅
時医学総合管理料、Ｉ016�精神科在宅患者支
援管理料（以下「オンライン診療料対象管理
料等」という）の算定対象となる患者で、オ
ンライン診療料対象管理料等を初めて算定し
た月から６月以上経過し、かつ当該管理料等
を初めて算定した月から６月の間、オンライ
ン診察を行う医師と同一の医師により、毎月
対面診療を行っている患者に限る。ただし、
オンライン診療料対象管理料等を初めて算定
した月から６月以上経過している場合は、直
近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療
を行っていればよい。

⑶�　オンライン診療料が算定可能な患者は、別
に厚生労働大臣が定める患者で、オンライン
診療料対象管理料等を初めて算定した月又は
慢性頭痛に対する対面診療を初めて行った月
から３月以上経過し、かつ直近３月の間、オ
ンライン診察を行う医師と同一の医師によ
り、毎月対面診療を行っている患者に限る。
ただし、直近２月の間にオンライン診療料の
算定がある場合は、この限りではない。

⑷�　患者の同意を得た上で、対面による診療と
オンライン診察を組み合わせた診療計画（対
面による診療の間隔は３月以内のものに限
る。）を作成する。また、当該計画の中には、
患者の急変時における対応等も記載する。

⑷�　患者の同意を得た上で、対面による診療と
オンライン診察を組み合わせた診療計画（対
面による診療の間隔は３月以内のものに限
る。）を作成した上で実施すること。
⑸�　患者の急変時等の緊急時には、患者が速や
かに受診できる医療機関において対面診療を
行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患
者に説明した上で、当該計画の中に記載して
おくこと。

情報通信機器を用いて行う
診療について、対面診療と
組み合わせた活用を適切に
推進する観点から、実施方
法や対象疾患に係る要件等
を見直す。

▶
実施要件：事前の対面診療の期間を６月から３月に見直す。
緊急時の対応：患者が速やかに受診可能な医療機関で対面診療を行える
よう、予め患者に受診可能な医療機関を説明した上で、診療計画に記載
しておくこととする。
対象疾患：定期的に通院が必要な慢性頭痛患者を追加する。

対面診療の期間見直しと対象疾患の追加対面診療の期間見直しと対象疾患の追加対面診療の期間見直しと対象疾患の追加

〈参考〉へき地、医療資源が少ない地域に属する保険医療機関についての算定要件の見直し
⑴�へき地等の医療機関で、やむを得ない事情により、二次医療圏内の他の保険医療機関の医師が初診からオンライ
ン診療を行う場合について、オンライン診療料が算定可能となるよう見直す。

⑵�へき地等の医療機関またはへき地医療拠点病院で、他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている場
合は、当該他の保険医療機関内でオンライン診療を行うことができるよう要件を見直す。
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A003 オンライン診療料

⑵�対象疾患への
慢性頭痛患者
の追加

オンライン診療料の対象疾患に定期的に通院が必要な慢性頭痛患者を追加する。

【算定要件】現行 【算定要件】改定

（新設）

（新設）

○�　別に厚生労働大臣が定める患者のうち、慢
性頭痛患者については、事前の対面診療、
CT又はMRI及び血液学的検査等の必要な検
査を行った上で一次性頭痛であると診断され
ており、病状や治療内容が安定しているが、
痛みにより日常生活に支障を来すため定期的
な通院が必要なものに限ること。
○�　別に厚生労働大臣が定める患者のうち、慢
性頭痛患者に対して診療を行う医師は、慢性
頭痛のオンライン診療に係る適切な研修を修
了した医師に限ること。

【施設基準】現行 【施設基準】改定

⑴オンライン診療料の施設基準
ロ�　当該保険医療機関において、緊急時の対応
を行うにつき必要な体制が整備されているこ
と。

（新設）

⑴オンライン診療料の施設基準
（削除）

ハ�　当該保険医療機関内に慢性頭痛のオンライ
ン診療に係る研修を受けた医師が１名以上配
置されていること（⑵のハに規定する患者に
対してオンライン診療を行う場合に限る。）。

⑵注１に規定する厚生労働大臣が定めるもの

　次のイからヌまでのいずれかを算定している
患者であって、これらの所定点数を算定すべき
医学管理を最初に行った月から六月を経過して
いるもの。

（新設）

（新設）

⑵���注１に規定する厚生労働大臣が定めるもの
　次のいずれかに該当する患者
イ�　次の①から⑩までのいずれか【略：上記要
件⑶の「オンライン診療料対象管理料等」と
同一】を算定している患者であって、これら
の所定点数を算定すべき医学管理を最初に
行った月から三月を経過しているもの。
ロ�　区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導
管理料を算定している患者であって、糖尿病、
肝疾患（経過が慢性のものに限る）又は慢性
ウイルス肝炎に対する注射薬を使用している
もののうち、当該管理料を初めて算定した月
から三月以上経過しているもの。
ハ�　事前の対面診療、CT又はMRI及び血液学
的検査等の必要な検査で一次性頭痛と診断さ
れている慢性頭痛患者のうち、当該疾患に対
する対面診療を初めて行った月から三月以上
経過しているもの。

※B000・注5�特定疾患療養管理料（情報通信機器を用いた場合）【新設】
　�特定疾患療養管理料の初算定月から３月以上経過している患者に限り、オンライン診療月に、
オンライン診療料と併せて、月１回に限り100点を算定する。

　（対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計画による医学管理を評価）
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令和２年度：施設基準改正のポイント

入院料 重症度、医療・看護必要度の基準 見直し

⑴�Ａ項目（モニ
タリング及び
処置）の見直
し

①Ⅰ「救急搬送後の入院」について、評価期間を入院後５日間に見直す。
②Ⅱについて、入院日に救急医療管理加算１・２、または夜間休日救急搬送医学管理料を算定す
る患者を、入院後５日間評価�の対象とする。
③専門的な治療・処置の「免疫抑制剤の管理」は、注射剤に限り評価の対象とする。

⑵�Ｂ項目（患者
の状況等）の
見直し

　【③に再掲】

①評価方法を「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価とする。
②�これにより、ＡＤＬを含む患者の状態がより明確になるため、「評価の手引き」により求めてい
る「根拠となる記録」を不要とする。

※特定集中治療室用・ハイケアユニット用の評価票の評価方法も同様

⑶�Ｃ項目（手術
等の医学的状
況）の見直し

評価期間を見直す。また、対象となる検査・手術について、入院で実施される割合が９割以上の
ものを追加するとともに、９割未満のものを除外する。

【施設基準】現行 【施設基準】改定

16　開頭手術（７日間）
17　開胸手術（７日間）
18　開腹手術（４日間）
19　骨の手術（５日間）
20　胸腔鏡・腹腔鏡手術（３日間）
21　全身麻酔・脊椎麻酔の手術（２日間）
22　救命等に係る内科的治療（２日間）

（新設）
（新設）

16　開頭手術（13日間）
17　開胸手術（12日間）
18　開腹手術（７日間）
19　骨の手術（11日間）
20　胸腔鏡・腹腔鏡手術（５日間）
21　全身麻酔・脊椎麻酔の手術（５日間）
22　救命等に係る内科的治療（５日間）
23　別に定める検査（２日間）※
24　別に定める手術（６日間）※
※�別に定める検査と手術は、レセプト電算処理
システム用コードで規定

⑷�Ⅰでのレセ電
コード活用

Ａ項目（専門的な治療・処置のうち薬剤を使用するものに限る）とＣ項目は、重症度、医療・看
護必要度Ⅰでも、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価とする。

⑸�重症度、医療・
看護必要度の
基準の見直し

基準②危険行動等の患者を重症患者のカウントの対象から除外
→Ａ247�認知症ケア加算、Ａ247-2�せん妄ハイリスク患者ケア加算（新設）で対応

【算定要件】現行 【算定要件】改定

次のいずれかに該当する患者
①Ａ得点２点以上かつＢ得点３点以上
②�Ｂ項目のうち「Ｂ14診療・療養上の指示が通
じる」または「Ｂ15危険行動」に該当する患
者で、Ａ得点が１点以上かつＢ得点が３点以
上

③Ａ得点３点以上
④Ｃ得点１点以上

次のいずれかに該当する患者
①Ａ得点２点以上かつＢ得点３点以上
　（削除）

②Ａ得点３点以上
③Ｃ得点１点以上

急性期の入院医療の必要性に応じた適切
な評価を行う観点から、一般病棟用の重
症度、医療・看護必要度について、必要
度の判定に係る項目や判定基準等の要件
を見直す。

▶
評価項目：Ａ項目（モニタリング及び処置）、Ｃ項目（手術
等の医学的状況）の評価期間等を見直す。
判定基準：危険行動等の患者を重症患者の対象から除外し、
Ａ247認知症ケア加算、Ａ247-2�せん妄ハイリスク患者ケ
ア加算（新設）で対応する。

①評価項目と判定基準の見直し①評価項目と判定基準の見直し①評価項目と判定基準の見直し
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重症度、医療・看護必要度の基準

13 

〈参考〉一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価票の改正 
 
 

（配点） 
 

 

Ｂ 患者の状況等 ０点 １点 ２点 

9 寝返り できる 
何かにつかま
ればできる できない 

10 移乗 介助なし 一部介助 全介助 

11 口腔清潔 介助なし 介助あり  

12 食事摂取 介助なし 一部介助 全介助 

13 衣服の着脱 介助なし 一部介助 全介助 

14 
診療・療養上の指
示が通じる 

はい いいえ  

15 危険行動 ない  ある 

 Ｂ得点 

Ｃ 手術等の医学的状況 ０点 １点 

16 開頭手術（7日間）→（13日間） なし あり 

17 開胸手術（7日間）→（12日間） なし あり 

18 開腹手術（4日間）→（７日間） なし あり 

19 骨の手術（5日間）→（11日間） なし あり 

20 胸腔鏡・腹腔鏡手術（3日間）→（５日間） なし あり 

21 全身麻酔・脊椎麻酔の手術（2日間） 
→（５日間） 

なし あり 

 
22 
救命等に係る内科的治療（2日間）→（５日間） 
①経皮的血管内治療 ②経皮的心筋焼灼術等の治

療 ③侵襲的な消化器治療 

なし あり 

 Ｃ得点 

  

Ａ モニタリング及び処置等 ０点 １点 ２点 

1 

創傷処置 

①創傷の処置（褥瘡の処置を除く） 

②褥瘡の処置 

 

なし 

 

あり 

 

2 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く） なし あり  

3 点滴ライン同時３本以上の管理 なし あり  

4 心電図モニターの管理 なし あり  

5 シリンジポンプの管理 なし あり  

6 輸血や血液製剤の管理 なし あり  

7 

専門的な治療・処置 
①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ） 
②抗悪性腫瘍剤の内服の管理 
③麻薬の使用（注射剤のみ） 
④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理 
⑤放射線治療 
⑥免疫抑制剤の管理→（注射剤のみ） 
⑦昇圧剤の使用（注射剤のみ） 
⑧抗不整脈剤の使用（注射剤のみ） 
⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、 

⑩ドレナージの管理 ⑪無菌治療室での治療 

なし  あり 

8 
救急搬送後の入院 

→評価期間を入院後5日間に なし  あり 

 Ａ得点 

Ⅰ：８「救急搬送後の入院」の評
価期間を入院後「2日間」から「5
日間」に見直す 
Ⅱ：入院日にＡ205救急医療管理
加算１・２またはＢ001-2-6夜間
休日救急搬送医学管理料を算定
する患者を入院後 5 日間評価の
対象とする 

Ⅰ・Ⅱ：７⑥「免疫抑制剤の管理」
について、注射剤に限り評価の対
象とする 

Ⅰ：７「専門的な治療・処置」の
うち薬剤を使用するものについ
て、レセプト電算処理システム用
コードを用いた評価とする 

Ⅰ・Ⅱ：評価期間を見直す 
 

Ⅰ・Ⅱ：対象となる検査・手術に、
入院での実施割合 9 割以上のも
のを追加し、9割未満を除外 
23 別に定める検査（2日間） 
24 別に定める手術（6日間） 
※検査・手術はレセプト電算処理シス

テム用コードで規定 

Ⅰ：Ｃ項目について、レセプト電
算処理システム用コードを用い
た評価とする 

Ⅰ・Ⅱ：「患者の状態」と「介助
の実施」を分けた評価とする→
ＡＤＬを含む患者の状態がより
明確となるため、現在の「根拠と
なる記録」を不要とする。 
※10～13を「患者の状態」と介助の記

録」に分けて評価、９・14・15は「患

者の状態」で評価 

改正点 

改正前の必要度１に係る評価票 
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令和２年度：施設基準改正のポイント

⑴�重症患者割合
の見直し

評価項目・判定基準の見直し等を織り込んだシミュレーション結果等にもとづき、地域の医療提
供体制に過大な影響を及ぼすことがないようにすること、かつ、急性期一般入院料１から２・３
への適切な機能分化を促すことを踏まえて、前回改定時と同様に、必要度Ⅰのシミュレーション
結果の下位25％ tile値（下から25％に位置する病院の重症患者割合）を基準として、次のように
設定する。
①�評価項目・判定基準の見直しにより大きな影響の出る急性期一般入院料４（Ⅰの現行基準
27％、シミュレーション25％ tile値の現在値31.2％→見直し後22.9％）については、実態を
ふまえて「22％」で設定する。

②�急性期入院料の１・２・３・４間の差は、急性期１から２・３・４への移行を促進していくため、
現在よりも大きくそれぞれ「３ポイント刻み」で設定する（１：31％→２：28％→３：25％
→４：22％）。

③�必要度ⅠとⅡの差は、医療機関の実態、必要度Ⅱの活用を推進の観点もふまえ「２ポイント」
とする（例・急性期１のⅠ：31％→Ⅱ：29％）。

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評
価項目や判定基準の見直し等をふまえ、重症
患者割合に係る要件を見直す。
重症患者割合に応じた柔軟な届出が可能とな
るよう、急性期一般入院料２・３の届出に係
る要件を見直す。

▶
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直しに伴
い、入院料等の施設基準に定められている該当患者割
合について見直す。
柔軟な届出：急性期一般入院料２・３について、重症度、
医療・看護必要度Ⅰを用いた場合も届け出られるよう
見直す。

②重症患者割合の見直し②重症患者割合の見直し②重症患者割合の見直し

〈参考〉シミュレーション結果（必要度Ⅰ・Ⅱ×各入院料）（令和２年１月29日中医協総会資料）

5

施設
数

50%tile値
（現在 / 見直し後）

25%tile値
（現在 / 見直し後）

10%tile値
（現在 / 見直し後）

施設基準
（現在）

急性期一般１ 891 35.8% / 32.7% 33.5% / 30.3% 32.2% / 28.5%

30%
（うち許可病床数

200床未満）
264 37.3% / 33.5% 34.4% / 30.2% 32.6% / 27.8%

（うち許可病床数
200床以上）

627 35.2% / 32.3% 33.3% / 30.4% 32.1% / 28.6%

急性期一般４ 369 34.5% / 26.4% 31.2% / 22.9% 28.6% / 19.6% 27%

急性期一般５ 351 27.4% / 25.5% 24.4% / 21.7% 22.5% / 18.8% 21%

急性期一般６ 204 21.5% / 21.4% 18.3% / 18.4% 16.8% / 16.3% 15%

特定機能病院一般７対１ 44 31.5% / 31.7% 30.6% / 30.5% 30.1% / 29.4% 28%

必要度Ⅰ

施設
数

50%tile値
（現在 / 見直し後）

25%tile値
（現在 / 見直し後）

10%tile値
（現在 / 見直し後）

施設基準
（現在）

急性期一般１ 200 32.2% / 32.5% 29.9% / 29.7% 27.7% / 27.9%

25%
（うち許可病床数

200床未満）
29 31.9% / 31.9% 28.3% / 28.9% 26.8% / 22.8%

（うち許可病床数
200床以上）

171 32.2% / 32.7% 30.1% / 29.8% 28.2% / 28.3%

急性期一般４ 36 29.2% / 26.8% 25.3% / 23.1% 23.3% / 18.5% 22%

急性期一般５ 32 23.0% / 23.8% 20.7% / 20.6% 18.6% / 17.9% 17%

急性期一般６ 9 17.7% / 16.5% 16.7% / 15.4% - 12%

特定機能病院一般７対１ 13 30.5% / 31.9% 28.0% / 28.7% 25.0% / 24.5% 23%

シミュレーション結果（必要度Ⅰ・Ⅱ×各入院料）
○ 急性期一般入院料１、４～６及び特定機能病院入院基本料（一般病棟７対１）を算定する病棟のうち、重症度、医療・看護

必要度Ⅰ・Ⅱの届出施設それぞれについて、全ての条件を適用した場合の該当患者割合の変化は以下のとおり。

必要度Ⅱ

※集計対象期間中の届出の変更等で評価方法を特定できない医療機関は除く
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重症度、医療・看護必要度の基準

⑵�柔軟な届出、
円滑な移行の
ための経過措
置

①�従来は重症度、医療・看護必要度Ⅱによる届出をもとめられていた急性期一般入院料２・３に
ついて、必要度Ⅰを用いた場合も届け出られるようにする。

②�病院でのシステム対応等を考慮し、令和２年３月31日時点で届けている入院料等については、
基準が変わっても令和２年９月30日までの半年間は基準を満たすものとみなされる（急性期一
般入院料４を除く）。

③�急性期一般入院料４については、評価項目・判定基準の見直しの影響が大きいことから、令和
３年３月31日までの１年間、基準を満たすものとみなされる。

④�200床未満病院については、令和２年３月31日時点で急性期一般入院料１・２・３・４を届け
出ている場合は、急性期一般入院料２・３・４の重症患者割合について、令和４年３月31日ま
での２年間、経過措置が設定される。

重症度、医療・看護必要度の該当患者割合要件の変更（平成30年改定→令和2年改定）

区分番号・診療行為名
Ⅰの重症患者割合 Ⅱの重症患者割合
従前 改正後 従前 改正後

Ａ100一般病棟入院基本料
　１　急性期一般入院料

イ　急性期一般入院料１ 30％ 31％ 25％ 29％
ロ　急性期一般入院料２ ― 28％ 24％ 26％

200床未満の経過措置 （27％） （26％） （22％） （24％）
ハ　急性期一般入院料３ ― 25％ 23％ 23％

200床未満の経過措置 （26％） （23％） （21％） （21％）
ニ　急性期一般入院料４ 27％ 22％ 22％ 20％

200床未満の経過措置 ― （20％） ― （18％）
ホ　急性期一般入院料５ 21％ 20％ 17％ 18％
ヘ　急性期一般入院料６ 15％ 18％ 12％ 15％

７対１
入院基本料

Ａ104・1�特定機能病院入院基本料・一般病棟 28％ ― 23％ 28％
Ａ105・1�専門病院入院基本料 28％ 30％ 23％ 28％
Ａ102・1�結核病棟入院基本料 11％ 11％ 9％ 9％

看護必要度加算
（Ａ104�特定機能病院入院基本料・注５）
（Ａ105�専門病院入院基本料・注３）

１ 27％ 22％ 22％ 20％
２ 21％ 20％ 17％ 18％
３ 15％ 18％ 12％ 15％

Ａ200�総合入院体制加算 １ 35％ 35％ 30％ 33％
２ 35％ 35％ 30％ 33％
３ 32％ 32％ 27％ 30％

Ａ207-3�急性期看護補助体制加算 7％ 7％ 6％ 6％
Ａ207-4�看護職員夜間配置加算 7％ 7％ 6％ 6％
Ａ214�看護補助加算１ 6％ 6％ 5％ 5％
Ａ308-3�地域包括ケア病棟入院料 10％ 14％ 8％ 11％
Ａ317�特定一般病棟入院料の注７ 10％ 14％ 8％ 11％

経
過
措
置

⑴�令和２年３月31日時点で上記の入院料等（急性期一般入院料４を除く）を届け出ている場合、令和２年９月
30日までの間、それぞれの入院料等に係る重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなす。

⑵�令和２年３月31日時点で急性期一般入院料４を届け出ている場合、令和３年３月31日までの間、その入院料
に係る重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなす。

⑶�200床未満の経過措置は、令和２年３月31日時点で急性期一般入院料１・２・３・４を届けている場合、急
性期一般入院料２・３・４を算定する際に、令和４年３月31日までの間、対象とする。
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入院患者の評価に係る医療従事者の業務負担軽
減等の観点から、一定規模以上の医療機関の要
件、必要度の評価方法等や研修についての規定
を見直す。

▶
400床以上病院でⅡによる届出を要件化する。
Ｂ項目の評価方法を見直し、根拠となる記録を不要
とする。また、院内研修指導者についての規定を緩
和する。

③測定についての負担の軽減③測定についての負担の軽減③測定についての負担の軽減

⑴�400床以上病
院での必要度
Ⅱの要件化

急性期一般入院料１～６または特定機能病院入院基本料（一般病棟７対１）の届出は、許可病床
数400床以上のものについて、必要度Ⅱを用いることを要件とする。

【施設基準】現行 【施設基準】改定

【急性期一般入院基本料】
①通則

（新設）

【急性期一般入院基本料】
①通則
５�　許可病床数400床以上の保険医療機関で
あって急性期一般入院基本料（急性期一般入
院料１～６に限る）の届出を行っている病棟
については、一般病棟用の重症度、医療・看
護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。

【特定機能病院入院基本料】
イ①　７対１入院基本料の施設基準
４　次のいずれかに該当すること。
⑴�　一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ
の基準を満たす患者を２割８分以上入院させ
る病棟であること。

⑵�　診療内容に関するデータを適切に提出でき
る体制が整備された保険医療機関であって、
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの
基準を満たす患者を２割３分以上入院させる
病棟であること。

【特定機能病院入院基本料】
イ�①　７対１入院基本料の施設基準
４�　診療内容に関するデータを適切に提出でき
る体制が整備された保険医療機関であって、
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの
基準を満たす患者を２割８分以上入院させる
病棟であること。

［経過措置］令和２年３月31日時点において現に届け出ているものについては、令和２年９月30
日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす。

⑵�Ｂ項目（患者
の状況等）の
見直し

【再掲】

①評価方法を「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価とする。
②�これにより、ADLを含む患者の状態がより明確になるため、「評価の手引き」により求めてい
る「根拠となる記録」を不要とする。

※特定集中治療室用・ハイケアユニット用の評価票の評価方法も同様

⑶�院内研修の指
導者について
の規定見直し

３．院外研修について、院内研修の指導者に係る要件を見直す。

【施設基準】現行 【施設基準】改定

重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ（Ⅱにあって
は、Ｂ項目のみ）に係る評価票の記入は、院内
研修を受けたものが行うものであること。なお、
院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了した
もの（修了証が交付されているもの）又は評価
に習熟したものが行う研修であることが望ま
しい。

重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ（Ⅱにあって
は、Ｂ項目のみ）に係る評価票の記入は、院内
研修を受けたものが行うものであること。
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重症度、医療・看護必要度の基準

〈参考〉重症度、医療・看護必要度の届出状況（令和元年12月13日中医協総会資料）
●�重症度、医療・看護必要度Ⅱを届出ている施設は、急性期一般入院料１では約３割、急性期一般入院料４～６で
は１割前後であった。

〈参考〉重症度、医療・看護必要度のB項目の評価方法（令和元年12月13日中医協総会資料）
●�Ｂ項目を患者の状態と介助の実施に分けて評価することにより、ADLを含む患者の状態がより明確化されるため、
「評価の手引き」により求めている「根拠となる記録」が不要となることに加え、介助の実施の有無の判断がより
分かりやすくなると考えられる。

Ｂ 患者の状態等 ０点 １点 ２点

９ 寝返り できる 何かにつかまればできる できない

10 移乗 介助なし 一部介助 全介助

11 口腔清潔 介助なし 介助あり

12 食事摂取 介助なし 一部介助 全介助

13 衣服の着脱 介助なし 一部介助 全介助

14 診療・療養上の指示が通じる はい いいえ

15 危険行動 ない ある

Ｂ得点 点

Ｂ 患者の状態等
患者の状態 介助の実施

評価
０点 １点 ２点 ０ １

９ 寝返り できる
何かにつかま
ればできる

できない 点

10 移乗 自立 一部介助 全介助 実施なし 実施あり 点

11 口腔清潔 自立 要介助 × 実施なし 実施あり ＝ 点

12 食事摂取 自立 一部介助 全介助 実施なし 実施あり 点

13 衣服の着脱 自立 一部介助 全介助 実施なし 実施あり 点

14
診療・療養上の
指示が通じる

はい いいえ 点

15 危険行動 ない ある 点

Ｂ得点 点

患者の状態と介助の実施に分けて測定する場合のイメージ

重症度、医療・看護必要度のB項目の評価方法について

重症度、医療・看護必要度に係る評価票（B項目）

○ B項目を患者の状態と介助の実施に分けて評価することにより、ADLを含む患者の状態がより

明確化されるため、「評価の手引き」により求めている「根拠となる記録」が不要となることに加え、
介助の実施の有無の判断がより分かりやすくなると考えられる。

12

一般病棟入院基本料の重症度、医療・看護必要度の届出状況

7

○ 重症度、医療・看護必要度Ⅱを届出ている施設は、急性期一般入院料１では約３割、急性期一般
入院料４～６では１割前後であった。

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

※届出区分無回答のものは除く

届出を行っている重症度、医療・看護必要度の種別

68.1%

80.6%

83.5%

85.7%

61.1%

82.1%

53.8%

75.0%

75.0%

29.8%

15.3%

10.6%

8.9%

3.7%

3.6%

46.2%

25.0%

25.0%

2.1%

4.0%

5.9%

5.4%

35.2%

14.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急性期一般入院料１（n=571）

急性期一般入院料４（n=124）

急性期一般入院料５（n= 85）

急性期一般入院料６（n= 56）

急性期一般入院料７（n= 54）

地域一般入院料１（n= 28）

特定機能病院一般７：１入院料（n= 52）

専門病院７：１入院料（n= 8）

専門病院10：１入院料（n= 4）

重症度、医療・看護必要度Ⅰ 重症度、医療・看護必要度Ⅱ 無回答

2019年度調査

診調組 入－１
元 ． ９ ． ２ ６
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入院料 夜間看護体制の見直し〈A106／Ａ207-3／Ａ207-4／Ａ214等〉 見直し

※�１�３交代制勤務又は変則３交代
勤務の病棟のみが対象

※�２　夜間30・50・100対１急性
期看護補助体制加算の届出が該
当

看護職員
夜間配置加算

夜間看護
体制加算

夜間看護
体制加算

夜間看護
体制加算

看護職員
夜間配置加算

A207-4
12対１配置加
算１
16対１配置加
算１

A207-3　 急
性期看護補助
体制加算の注
加算

A214　 看 護
補助加算の注
加算

A106　 障 害
者施設等入院
基本料の注10
加算

A311 精神科
救急入院料／
A311-3 精神
科救急・合併
症入院料の注
加算

満たす必要がある項目数 ４項目以上 ３項目以上 ４項目以上 ４項目以上 ２項目以上

ア�　11時間以上の勤務間隔の確
保 ○ ○ ○ ○ ○

イ�　正循環の交代周期の確保
� ※１ ○ ○ ○ ○ ○

ウ�　夜勤の連続回数が２連続
（２回）まで ○ ○ ○ ○ ○

エ　 夜勤後の暦日の休日確保
 【新】 ○ ○ ○ ○ ○

オ 　夜勤帯のニーズに対応した
柔軟な勤務体制の工夫 【新】 ○ ○ ○ ○ ○

カ�　夜間を含む各部署業務量を
把握・調整するシステム構築 ○ ○ ○ ○ ○

キ�　看護補助業務のうち５割以
上が療養生活上の世話 ― ― ○ ○ ―

ク　看護補助者の夜間配置
� ※２ ○ ― ― ― ―

ケ�　みなし看護補助者を除いた
看護補助者比率５割以上 ○ ○ ○ ○ ―

コ 　夜間院内保育所の設置、夜
勤従事者の利用実績 【改正】 ○ ○ ○ ○ ○

サ 　 ICT、AI、IoT等の活用に
よる業務負担軽減 【新】 ○ ○ ○ ○ ○

医療機関の実情に応じて、より柔軟に夜
間における看護業務の負担軽減に資する
業務管理等を行えるよう、夜間看護体制
加算等に係る要件を見直す。 ▶

夜間における看護業務の負担軽減に資する十分な業務管
理等の体制の整備の要件について、項目内容の見直しを
行う（下記の「夜間における看護業務の負担軽減に資す
る業務管理等に関する項目」の、それぞれ一定項目以上
を満たしていること）。

夜間の看護業務の負担軽減に資する業務管理等の項目の見直し夜間の看護業務の負担軽減に資する業務管理等の項目の見直し夜間の看護業務の負担軽減に資する業務管理等の項目の見直し
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〈参考〉夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目

満たすべき項目 項目の内容 留意点

ア�　11時間以上の勤務間隔の確
保

当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従
事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の
開始時刻の間が11時間以上であること。

届出前１か月に当該病棟にお
いて、夜勤を含む交代制勤務
に従事する看護要員の各勤務
のうち、やむを得ない理由に
より各項目を満たさない勤務
が0.5割以内の場合は、各項
目の要件を満たしているとみ
なす。

イ　正循環の交代周期の確保 ３交代制勤務又は変則３交代制勤務の病棟にお
いて、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要
員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の
概ね24時間後以降となる勤務編成であること。

ウ�　夜勤の連続回数が２連続
（２回）まで

当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従
事する看護要員の連続して行う夜勤の数が２回
以下であること。

エ　夜勤後の暦日の休日確保 
【新】

当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従
事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保さ
れていること。

オ 　夜勤帯のニーズに対応した
柔軟な勤務体制の工夫� 【新】

当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等
の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。

カ�　夜間を含む各部署業務量を
把握・調整するシステム構築

当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜
勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、
かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間
帯に運用した実績があること。

キ�　看護補助業務のうち５割以
上が療養生活上の世話

当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち５割以上が療養
生活上の世話であること。

ク　看護補助者の夜間配置 夜間30対１急性期看護補助体制加算、夜間50対１急性期看護補助体制加算又は
夜間100対１急性期看護補助体制加算を届け出ている病棟であること。

ケ�　みなし看護補助者を除いた
看護補助者比率５割以上

当該病棟において、みなし看護補助者を除いた
看護補助者の比率が５割以上であること。

暦月で１か月を超えない期間
の１割以内の一時的な変動は
要件を満たしているとみな
す。

コ�　夜間院内保育所の設置、夜
勤従事者の利用実績

【改正】

当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含め
て開所している院内保育所を設置しており、夜
勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利
用実績があること。

院内保育所の保育時間に当該
保険医療機関が定める夜勤時
間帯のうち４時間以上が含ま
れること。ただし、当該院内
保育所の利用者がいない日は
この限りではない。

サ�　ICT、AI、IoT等の活用によ
る業務負担軽減

【新】

当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によっ
て、看護要員の業務負担軽減を行っていること。

使用機器等が看護要員の業務
負担軽減に資するかどうかに
ついて、１年に１回以上、当
該病棟に勤務する看護要員に
よる評価を実施し、評価結果
をもとに必要に応じて活用方
法の見直しを行うこと。

夜間看護体制の見直し〈A106/Ａ207-3/Ａ207-4/Ａ214等〉
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令和２年度：施設基準改正のポイント

入院基本料等加算 A200 総合入院体制加算 見直し

⑴�年１回以上、
病院の管理者
の委員会への
出席の義務化

管理者によるマネジメントを推進する観点から、多職種からなる役割分担推進のための委員会又
は会議において、年１回以上当該病院の管理者が出席することとする。

【施設基準】現行 【施設基準】改定

⑺�病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改
善に資する体制として、次の体制を整備して
いること。�

　イ�　当該保険医療機関内に、多職種からなる
役割分担推進のための委員会又は会議を設
置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇
の改善に資する計画」を作成すること。当
該委員会等は、当該計画の達成状況の評価
を行う際、その他適宜必要に応じて開催し
ていること。なお、当該委員会等は、当該
保険医療機関における労働安全衛生法（昭
和47年法律第57号）第19条に規定する安全
衛生委員会等、既存の委員会を活用するこ
とで差し支えない。�

⑺�病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改
善に資する体制として、次の体制を整備して
いること。�
　イ�　当該保険医療機関内に、多職種からなる
役割分担推進のための委員会又は会議を設
置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇
の改善に資する計画」を作成すること。当
該委員会等は、当該計画の達成状況の評価
を行う際、その他適宜必要に応じて開催し
ていること。また、当該委員会等において、
当該保険医療機関の管理者が年１回以上出
席すること。なお、当該委員会等は、当該
保険医療機関における労働安全衛生法（昭
和47年法律第57号）第19条に規定する安
全衛生委員会等、既存の委員会を活用する
ことで差し支えない。

※�医師事務作業補助体制加算並びに処置及び手
術の休日加算１、時間外加算１及び深夜加算
１についても同様。

⑵�「医療従事者
の負担の軽減
及び処遇の改
善に資する計
画」の内容・
項目数を見直
し

病院に勤務する医療従事者の勤務環境改善の取組が更に進むよう、総合入院体制加算の要件であ
る「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」の内容及び項目数について見直す。

【施設基準】現行 【施設基準】改定

⑺�病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改
善に資する体制として、次の体制を整備して
いること。�

　エ�　「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改
善に資する計画」には次に掲げる項目のう
ち少なくとも２項目以上を含んでいること。�

　　イ�　外来診療時間の短縮、地域の他の保険
医療機関との連携などの外来縮小の取組
（許可病床数が400床以上の病院では、必
ず本項目を計画に含むこと。）

　　ロ�　院内保育所の設置（夜間帯の保育や病
児保育の実施が含まれることが望ましい）

　　ハ�　医師事務作業補助者の配置による病院
勤務医の事務作業の負担軽減

⑺�病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改
善に資する体制として、次の体制を整備して
いること。�
　エ�　「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改
善に資する計画」には次に掲げる項目のう
ち少なくとも３項目以上を含んでいること。

　　イ�　外来診療時間の短縮、地域の他の保険
医療機関との連携などの外来縮小の取組
（許可病床数が400床以上の病院では、
必ず本項目を計画に含むこと。）

　　ロ�　院内保育所の設置（夜間帯の保育や病
児保育の実施が含まれることが望まし
い）

　　ハ�　医師事務作業補助者の配置による医師
の事務作業の負担軽減�

医師をはじめとした医療従事者の勤
務環境の改善に関する取組が推進さ
れるよう、総合入院体制加算等につ
いて要件を見直す。

▶
⑴�役割分担推進のための委員会又は会議において、年１回以上
当該病院の管理者の出席を義務化
⑵�「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」の
内容・項目数を見直し

①医療従事者の勤務環境改善の取組の推進①医療従事者の勤務環境改善の取組の推進①医療従事者の勤務環境改善の取組の推進
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　　ニ�　病院勤務医の時間外・休日・深夜の対
応についての負担軽減及び処遇改善

　　（新設）

　　（新設）

　　ホ�　看護補助者の配置による看護職員の負
担軽減

　　ニ�　医師の時間外・休日・深夜の対応につ
いての負担軽減及び処遇改善�

　　ホ�　特定行為研修修了者である看護師複数
名の配置及び活用による医師の負担軽減�

　　ヘ�　院内助産又は助産師外来の開設による
医師の負担軽減

　　ト�　看護補助者の配置による看護職員の負
担軽減

［経過措置］医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、令和２年７月の届出
においては令和２年度改定前の基準で届け出ても差し支えないが、令和３年７月以降の届出にお
いては、令和２年度改定後の基準で届け出ること。

〈参考〉極めて労働時間が長い医師の労働時間短縮について（イメージ）（令和元年11月８日中医協総会資料）
●�週の勤務時間が100時間を超える病院勤務医が約3600人（1.8％）、同100時間～ 90時間が約5400人（2.7％）、
同90時間～ 80時間が約12000人（6.9％）いると推計されるが、2024年４月までに、こうした医師が時間外労
働上限規制における暫定特例水準の水準を下回るようにすることが必要。

極めて労働時間が長い医師の労働時間短縮について（イメージ）

17.0時間 17.0時間

15.1時間

41.3時間

削減できない時間

タスクシェア・シフトにより削減

会議等の効率化

医療機関間の連携、機能分化

※

※外科医の場合（内科
医等の場合も内視鏡等
の手技が該当）

削
減
可
能
時
間 週100時間勤務の場合、削減

可能時間を約25％削減できれ
ば、週80時間水準が達成可能

タスクシェア・シフトにより削減

タスクシェア・シフトにより削減

（週勤務時間100時間のケース）

（週勤務時間80時間のケース）

削減のイメージ（週勤務時間100時間程度の場合） 時間数イメージ

タスクシフト（医療従事者一般が実施可能な業務）による削減 週７時間程度削減

タスクシフト（特定行為の普及）による削減 週７時間程度削減

タスクシェア（他の医師）による削減 週６時間程度削減

労働時間管理の適正化

※表中の削減可能時間は、平成29年度厚生労働行政推進調査事業費「「病院勤務医の勤務実態に関する研究」（研究代表者 国立保健医療科学院種田憲一郎）に
おいて実施された「病院勤務医の勤務実態調査（タイムスタディ調査）」結果における勤務時間の内訳を元に、「削減のイメージ（例）」に沿って算出したもの。

〇 週の勤務時間が100時間を超える病院勤務医が約3600人（1.8％）、同100時間～90時間が約5400人（2.7％）、同
90時間～80時間が約12000人（6.9％）いると推計されるが、2024年４月までに、こうした医師が時間外労働上限規
制における暫定特例水準の水準を下回るようにすることが必要。

第17回医師の働き方改革に関する検討会（平成31年１月21日） 資料２
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令和２年度：施設基準改正のポイント

地域において質の高い医療の提供体制を確保
する観点から、小児科や産婦人科を標榜する
医療機関や入院患者が減少していることを踏
まえ、医療機関間の医療機能の再編・統合が
より柔軟に行えるよう、総合入院体制加算に
ついて要件を見直す。

▶
総合入院体制加算について、医療機関間で医療機能の
再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会
議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人
科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っ
ていなくても、施設基準を満たしているものとする。

②小児科・産科・産婦人科の設置義務の緩和②小児科・産科・産婦人科の設置義務の緩和②小児科・産科・産婦人科の設置義務の緩和

小児科・産科・
産婦人科の設置
義務の緩和

【施設基準】現行 【施設基準】改定

１　総合入院体制加算１に関する施設基準等�
⑵�内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳
神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当
該診療科に係る入院医療を提供している保険
医療機関であること。

��　�ただし、精神科については、24時間対応でき
る体制を確保し、医療法第７条第２項第１号
に規定する精神病床を有していること。また、
区分番号「A103」精神病棟入院基本料、区
分番号「A311」精神科救急入院料、区分番
号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、
区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院
料、区分番号「A311-4」児童・思春期精神科
入院医療管理料又は区分番号「A318」地域
移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を
行っており、現に精神疾患患者の入院を受け
入れていること。�

６　届出に関する事項�
（新設）

１　総合入院体制加算１に関する施設基準等�
⑵��内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳
神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当
該診療科に係る入院医療を提供している保険
医療機関であること。ただし、地域において
質の高い医療の提供体制を確保する観点か
ら、医療機関間で医療機能の再編又は統合を
行うことについて地域医療構想調整会議で合
意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦
人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の
提供を行っていなくても、施設基準を満たし
ているものとする。�
　�なお、精神科については、24時間対応でき
る体制を確保し、医療法第７条第２項第１号
に規定する精神病床を有していること。また、
区分番号「A103」精神病棟入院基本料、区
分番号「A311」精神科救急入院料、区分番
号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、
区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入
院料、区分番号「A311-4」児童・思春期精
神科入院医療管理料又は区分番号「A318」
地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届
出を行っており、現に精神疾患患者の入院を
受け入れていること。�
６　届出に関する事項�
⑸�地域医療構想調整会議で合意を得て、小児科、
産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係
る入院医療の提供を行わない場合は、当該加
算の届出に当たり、合意を得た会議の概要を
書面にまとめたものを提出すること。なお、
届出を行う保険医療機関が作成した議事概要
をもって当該議事録としても差し支えない。
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〈参考〉小児科を標榜している施設数（総数・15歳未満人口10万対）（令和元年11月15日中医協総会資料）
●�小児科を標榜している病院数は対人口比で82%に減少している。

〈参考〉産婦人科を標榜する医療機関数と分娩取扱い実績医療機関数の推移（令和元年11月15日中医協総会資料）
●産婦人科又は産科を標榜していても、実際に分娩を取り扱うとは限らない。
●出生数は減少しており、併せて分娩を取り扱う医療機関も減少している。
●診療所において分娩を取り扱っていない比率が高い。

出典：医療施設（静態・動態）調査・病院報告・人口統計

病院診療所

診療所総数
101,471 4,205
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○ 小児科を標榜している病院数は対人口比で82%に減少している。

施設数施設数

施設数施設数

総⼩児科標榜診療所数 総小児科標榜病院数

96％ 82％

中 医 協 総 － ４

３ １ ． ４ ． １ ０
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出典：厚生労働省 「医療施設調査（静態）」、「人口動態調査」

○ 産婦人科又は産科を標榜していても、実際に分娩を取り扱うとは限らない。
○ 出生数は減少しており、併せて分娩を取り扱う医療機関も減少している。
○ 診療所において分娩を取り扱っていない比率が高い。

（施設数） （出生数：人/年）

産婦人科を標榜する医療機関数と分娩取扱い実績医療機関数の推移
第１回妊産婦に対する保健・医療
体制の在り方に関する検討会

平成31年２月15日 資料２

中 医 協 総 － ４

３ １ ． ４ ． １ ０
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入院基本料等加算 A234-2･注3 抗菌薬適正使用支援加算 見直し

⑴�抗菌薬適正使
用支援チーム
の業務の拡大

抗菌薬適正使用支援チームの業務として、モニタリングを行う広域抗菌薬の種類の拡充、外来に
おける経口抗菌薬の処方状況の把握及び報告、抗菌薬適正使用を目的とした院内研修において「抗
微生物薬適正使用の手引き」を用いること等を追加する。
また、抗菌薬適正使用の推進に係る相談等を受ける体制を有していることについて、感染防止対
策加算の要件であるカンファレンスの機会を通じて他の医療機関に周知するよう、要件を見直す。

【施設基準】現行 【施設基準】改定

⑷�抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行
うこと。�

　ア�　広域抗菌薬等の特定の抗菌薬を使用する
患者、菌血症等の特定の感染症兆候のある
患者、免疫不全状態等の特定の患者集団な
ど感染症早期からのモニタリングを実施す
る患者を施設の状況に応じて設定する。�

　（新設）

　オ�　抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研
修を少なくとも年２回程度実施する。また
院内の抗菌薬使用に関するマニュアルを作
成する。

⑸�抗菌薬適正使用支援チームが、抗菌薬適正使
用支援加算を算定していない医療機関から、
必要時に抗菌薬適正使用の推進に関する相談
等を受けていること。

⑷��抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行
うこと。�
　ア�　広域抗菌薬等の特定の抗菌薬（抗MRSA
薬及び抗緑膿菌作用のある抗菌薬を含む。）
を使用する患者、菌血症等の特定の感染症
兆候のある患者、免疫不全状態等の特定の
患者集団など感染症早期からのモニタリン
グを実施する患者を施設の状況に応じて設
定する。�

　オ�　当該医療機関の外来における過去１年間
の急性気道感染症及び急性下痢症の患者数
並びに当該患者に対する経口抗菌薬の処方
状況を把握する。�

　カ�　抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研
修を少なくとも年２回実施する。また院内
の抗菌薬使用に関するマニュアルを作成す
る。当該院内研修の実施及びマニュアルの
作成に当たっては、「抗微生物薬適正使用
の手引き」（厚生労働省健康局結核感染症
課）を参考に、外来における抗菌薬適正使
用に係る内容も含めること。�

⑸�抗菌薬適正使用支援チームが、抗菌薬適正使
用支援加算を算定していない医療機関から、
抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受け
る体制を整備していること。また、抗菌薬適
正使用の推進に関する相談等を受ける体制が
あることについて、第21の１の⑺に規定す
る定期的なカンファレンスの場を通じて、他
の医療機関に周知すること。

病院内及び地域における抗菌薬の適正使用を推進す
る観点から、抗菌薬適正使用支援チームの業務の実
態等を踏まえ、抗菌薬適正使用支援加算について外
来における抗菌薬の使用状況の把握等を含め要件を
見直す。

▶
⑴�抗菌薬適正使用支援チームの業務内容の拡
充・追加
⑵�感染防止対策地域連携加算の加算から、感染
防止対策加算１の加算へと見直し

抗菌薬適正使用支援チームの業務の拡大等抗菌薬適正使用支援チームの業務の拡大等抗菌薬適正使用支援チームの業務の拡大等
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A234-2･注3 抗菌薬適正使用支援加算

⑵�加算体系の見
直し

抗菌薬適正使用支援加算について、感染防止対策地域連携加算の加算から、感染防止対策加算１
の加算に見直す。

【算定要件】現行 【算定要件】改定

３�　感染防止対策地域連携加算を算定する場合
について、抗菌薬の適正な使用の支援に関す
る体制につき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入院している患
者については、抗菌薬適正使用支援加算とし
て、100点を更に所定点数に加算する。

３�　感染防止対策加算１を算定する場合につい
て、抗菌薬の適正な使用の支援に関する体制
につき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入院している患者につ
いては、抗菌薬適正使用支援加算として、
100点を更に所定点数に加算する。

〈参考〉抗菌薬適正使用支援チームの役割（令和元年11月15日中医協総会資料）
●抗菌薬適正使用支援チームの役割をみると、多くの施設で相談の有無によらず必要な助言等を行っていた。
●�薬剤の院内の使用状況については、カルバペネム系抗菌薬や抗MRSA薬は概ね把握されていたが、他の薬剤では
ばらつきがみられた。

抗菌薬適正使用支援チームの役割

○ 抗菌薬適正使用支援チームの役割をみると、多くの施設で相談の有無によらず必要な助言等を
行っていた。

○ 薬剤の院内の使用状況については、カルバペネム系抗菌薬や抗MRSA薬は概ね把握されていた
が、他の薬剤ではばらつきがみられた。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）
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入院基本料等加算 A245 データ提出加算 見直し

⑴�データ提出加
算が要件とな
る入院料の拡
大

データ提出加算が要件となる入院料を許可病床数200床未満の回復期リハビリテーション病棟入
院料５若しくは６又は療養病棟入院基本料を算定する病棟を有する医療機関に拡大する。

【施設基準】現行 【施設基準】改定

【回復期リハビリテーション病棟入院料５、６】
　データ提出加算に係る届出を行った保険医療
機関であること。ただし、許可病床数が200床
未満の保険医療機関の場合は、その限りではな
い。
【療養病棟入院基本料１、２】
　許可病床数が200床以上の病院にあっては、
データ提出加算に係る届出を行った保険医療機
関であること。

【回復期リハビリテーション病棟入院料５、６】
　データ提出加算に係る届出を行った保険医療
機関であること。

【療養病棟入院基本料１、２】
　データ提出加算に係る届出を行った保険医療
機関であること。

［経過措置］データ提出加算に係る施設基準について、令和２年３月31日において、現に回復期
リハビリテーション病棟入院料５、６（許可病床数が200床未満の医療機関に限る）、療養病棟入
院基本料（許可病床数が200床未満の医療機関に限る）の届出を行っている病棟については、令
和４年３月31日までは令和２年度改定前の基準で届け出ても差し支えない。
また、データ提出加算に係る施設基準について、回復期リハビリテーション病棟入院料５若しく
は６又は療養病棟入院基本料の病床が200床未満の病院であって、電子カルテシステムが導入さ
れていない等、データの提出を行うことが困難であることについて正当な理由がある場合につい
ては、当分の間、令和２年度改定前の基準で届け出ても差し支えない。

⑵�データ提出加
算の要件を満
たさない急性
期一般入院基
本料算定医療
機関に対する
救済措置

看護配置等の基準は満たしているにもかかわらず、データ提出加算の要件を満たさないために急
性期一般入院基本料が算定できない一定の医療機関について、急性期一般入院料７が一定期間算
定できるよう、規定を見直す。

【施設基準】現行 【施設基準】改定

【急性期一般入院基本料】
　データ提出加算に係る届出を行った保険医療
機関であること。

【急性期一般入院基本料】
　データ提出加算に係る届出を行った保険医療
機関であること。
　ただし、新規に保険医療機関を指定する場合
であって急性期一般入院料７を届け出る場合そ
の他やむを得ない事情がある場合を除く。
（急性期一般入院料７について、新たに保険医
療機関の指定を受け、入院基本料の施設基準に
係る届出を行う場合又は急性期一般入院基本料
１から７のいずれかを既に届け出ている保険医
療機関であって第26の４の４⑶の規定により
データ提出加算を算定できなくなった場合は、
新たに保険医療機関を指定する日又はデータ提
出加算に係る施設基準を満たさなくなった日の
属する月の翌月から起算して１年に限りデータ

データに基づくアウトカム評価の
推進の観点から、データ提出加算
について要件等を見直す。
また、提出データ評価加算の算定
状況や未コード化傷病名の現状を
踏まえ要件等を見直す。

▶
⑴�データ提出加算が要件となる入院料を拡大（許可病床数200
床未満の回復期リハビリテーション病棟入院料５・６等）
⑵�データ提出加算の要件を満たさない急性期一般入院基本料算
定医療機関に救済措置
⑶�評価を見直すとともに、急性期一般入院基本料等を算定する
病棟以外において、90日に１回算定可能に
⑷�提出データ評価加算を許可病床数200床未満の病院に限定。
未コード化傷病名の割合の基準を見直し

本加算の算定が要件となる病棟の拡大本加算の算定が要件となる病棟の拡大本加算の算定が要件となる病棟の拡大
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提出加算の届出を行っているものとみなすこと
ができる。）

⑶�評価と算定単
位の見直し

評価を見直すとともに、急性期一般入院基本料等を算定する病棟以外において、データ提出加算
を90日に１回に算定可能とする。

【算定要件】現行 【算定要件】改定

１　データ提出加算１
イ　許可病床数が200床以上の病院の場合

150点
ロ　許可病床数が200床未満の病院の場合

200点
２　データ提出加算２
イ　許可病床数が200床以上の病院の場合

160点
ロ　許可病床数が200床未満の病院の場合

210点

注１�　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、当該保険医
療機関における診療報酬の請求状況、手術
の実施状況等の診療の内容に関するデータ
を継続して厚生労働省に提出している場合
に、当該保険医療機関に入院している患者
（第１節の入院基本料（特別入院基本料等
を除く。）又は第３節の特定入院料のうち、
データ提出加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。）について、当該
基準に係る区分に従い、入院中１回に限り、
退院時に、所定点数に加算する。

（新設）

１　データ提出加算１
イ　許可病床数が200床以上の病院の場合

140点
ロ　許可病床数が200床未満の病院の場合

210点
２　データ提出加算２
イ　許可病床数が200床以上の病院の場合

150点
ロ　許可病床数が200床未満の病院の場合

220点
３　データ提出加算３
イ　許可病床数が200床以上の病院の場合

140点
ロ　許可病床数が200床未満の病院の場合

210点
４　データ提出加算４
イ　許可病床数が200床以上の病院の場合

150点
ロ　許可病床数が200床未満の病院の場合

220点
注１�　１及び２については、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、当該保険医療機関における診療
報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療
の内容に関するデータを継続して厚生労働
省に提出している場合に、当該保険医療機
関に入院している患者（第１節の入院基本
料（特別入院基本料等を除く。）又は第３
節の特定入院料のうち、データ提出加算を
算定できるものを現に算定している患者に
限る。）について、当該基準に係る区分に
従い、入院初日に限り、所定点数に加算す
る。

注２�　３及び４については、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、当該保険医療機関における診療
報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療
の内容に関するデータを継続して厚生労働
省に提出している場合に、当該保険医療機
関に入院している患者（第１節の入院基本
料（特別入院基本料等を除く。）又は第３
節の特定入院料のうち、データ提出加算を
算定できるものを現に算定している患者に
限る。）であって、療養病棟入院基本料、
結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、
障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医
療管理料、回復期リハビリテーション病棟
入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病
棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管
理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病



─ 48 ─

令和２年度：施設基準改正のポイント

　　�棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料
を届け出ている病棟に入院している患者に
ついて、当該基準に係る区分に従い、入院
期間が90日を超えるごとにつき１回、所
定点数に加算する。

⑷�提出データ評
価加算

提出データ評価加算を許可病床数200床未満の病院に限り算定可能とした上で、評価を引き上げ
る。また、未コード化傷病名の割合の基準を見直す。

【算定要件】現行 【算定要件】改定

【提出データ評価加算】
注２�　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入院している患者につ
いては、提出データ評価加算として、退院
時において、20点を更に所定点数に加算す
る。

【提出データ評価加算】
注２�　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入院している患者につ
いては、提出データ評価加算として、40
点を更に所定点数に加算する。

【施設基準】現行 【施設基準】改定

イ�　データ提出加算２を算定する病院であるこ
と。

ロ�　診療内容に関する質の高いデータが継続的
かつ適切に提出されていること。（DPCデー
タの様式１及び外来EFファイル、及び診療
報酬明細書のそれぞれに記載された傷病名
コードの総数に対する未コード化傷病名（レ
セプト電算処理用コード：0000999）の割合
が全て１割未満であること。）

イ�　データ提出加算２のロ又は４のロを算定す
る病院であること。
ロ�　診療内容に関する質の高いデータが継続的
かつ適切に提出されていること。（DPCデー
タの様式１及び外来EFファイルそれぞれに
記載された傷病名コードの総数に対する未
コード化傷病名（レセプト電算処理用コード：
0000999）の割合が全て２％未満、かつ診
療報酬明細書においては同割合が10％未満
であること。）

入院基本料等加算 A246 入退院支援加算 見直し

⑴�入退院支援加
算３の看護師
配置要件の見
直し

入退院支援加算３について、入退院支援部門の看護師の配置要件を見直す。

【施設基準】現行 【施設基準】改定

ロ�　当該部門に新生児の集中治療、入退院支援
及び地域連携に係る業務に関する十分な経験
を有する専従の看護師が一名以上又は新生児
の集中治療、入退院支援及び地域連携に係る
業務に関する十分な経験を有する専任の看護
師並びに専従の社会福祉士が一名以上配置さ
れていること。

ロ�　当該部門に新生児の集中治療、入退院支援
及び地域連携に係る業務に関する十分な経験
を有し、小児患者の在宅移行に関する研修を
受けた専任の看護師が一名以上又は新生児の
集中治療、入退院支援及び地域連携に係る業
務に関する十分な経験を有する専任の看護師
並びに専従の社会福祉士が一名以上配置され
ていること。�

より多くの医療機関で質の高い入退院支援
を行いつつ、住み慣れた地域で継続して生
活できるよう、入退院支援加算について看
護師等の配置に係る要件を見直す。

▶
⑴�入退院支援加算３について、入退院支援部門の看護師
の配置要件の見直し
⑵�入退院支援加算及び入院時支援加算について、入退院
支援部門における職員を非常勤職員でも可能に

① 看護師の配置要件を専任に見直し（入退院支援加算３）、また非常勤職員の配置が① 看護師の配置要件を専任に見直し（入退院支援加算３）、また非常勤職員の配置が① 看護師の配置要件を専任に見直し（入退院支援加算３）、また非常勤職員の配置が
　可能に　可能に　可能に
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A246 入退院支援加算

〈参考〉電子カルテシステムの普及状況の推移（令和元年11月22日中医協総会資料）

一般病院
（※１）

病床規模別 一般診療所
（※２）400床以上 200～399床 200床未満

平成20年
14.2％

（1,092／7,714）
38.8％

（279／720）
22.7％

（313／1,380）
8.9％

（500／5,614）
14.7％

（14,602／99,083）

平成23年
（※３）

21.9％
（1,620／7,410）

57.3％
（401／700）

33.4％
（440／1,317）

14.4％
（779／5,393）

21.2％
（20,797／98,004）

平成26年
34.2％

（2,542／7,426）
77.5％

（550／710）
50.9％

（682／1,340）
24.4％

（1,310／5,376）
35.0％

（35,178／100,461）

平成29年
46.7％

（3,432／7,353）
85.4％

（603／706）
64.9％

（864／1,332）
37.0％

（1,965／5,315）
41.6％

（42,167／101,471）

うちSS-MIX
導入状況
（※４）

37.0％
（1,269／3,432）

56.1％
（338／603）

39.1％
（338／864）

30.2％
（593／1,965）

5.4％
（2,266／42,167）

出典：医療施設調査（厚生労働省）

電子カルテシステムの普及状況の推移

【注 釈】
（※１） 一般病院とは、病院のうち、精神科病床のみを有する病院及び結核病床のみを有する病院を除いたものをいう。
（※２） 一般診療所とは、診療所のうち歯科医業のみを行う診療所を除いたものをいう。
（※３） 平成23年は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いた数値である。
（※４）電子カルテを導入している医療機関のみ「導入有り」と回答しているものと仮定
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〈参考〉データ提出加算が要件となる入院料の見直し（令和元年11月22日中医協総会資料）データ提出加算が要件となる入院料の見直し（案）

許可病床数

病棟 200床以上
200床未満
50床以上

50床未満又は、
保有する病棟が
１のみの場合

急性期一般１
急性期一般２～７
（許可病床数200床以上）、
地域包括ケア病棟

データの提出が必須

急性期一般２～７
（許可病床数200床未満）、
回復期リハビリテーション
病棟１,２,３,４

データの提出が必須

令和２年３月31日まで
の経過措置は終了
データの提出を必須と
する

回復期リハビリテーション
病棟５,６
療養病棟

データの提出が必須※３

（令和２年３月31日までの
経過措置※１は終了）

データの提出を必須と
する※３

（経過措置※２を設ける）

データの提出を必須と
する※３

（経過措置※２を設ける）
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※１ 当該病院の許可病床全体としては200床以上となるが、回復期リハビリテーション病棟５,６及び療養病棟が200床未
満の病院についてデータ提出を不要とした経過措置。

※２ 回復期リハビリテーション病棟５,６又は療養病棟であって許可病床数が200床未満の病院について、一定の経過措
置を設ける。

※３ 回復期リハビリテーション病棟５,６又は療養病棟の病床だけで200床未満の病院であって、電子カルテシステムが導
入されていない等、データの提出を行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、一定の間データ提出
加算に係る届出を行なっていない場合であっても、当該入院料を算定できる経過措置を設ける（当該病院の許可病床数
全体として200床以上となる場合も含む）。
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令和２年度：施設基準改正のポイント

⑵�当該入退院支援部門に入退院支援及び５年以
上の新生児集中治療に係る業務の経験を有す
る専従の看護師又は入退院支援及び５年以上
の新生児集中治療に係る業務の経験を有する
専任の看護師並びに専従の社会福祉士が配置
されていること。なお、当該専従の看護師又
は専従の社会福祉士は、週30時間以上入退院
支援に係る業務に従事していること。

⑵�当該入退院支援部門に入退院支援及び５年以
上の新生児集中治療に係る業務の経験を有
し、小児患者の在宅移行に係る適切な研修を
修了した専任の看護師又は入退院支援及び５
年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を
有する専任の看護師及び専従の社会福祉士が
配置されていること。なお、当該専従の社会
福祉士は、週30時間以上入退院支援に係る
業務に従事していること。

⑵�非常勤職員の
配置可能化

入退院支援加算及び入院時支援加算について、入退院支援部門における職員を非常勤職員でも可
能とする。

【施設基準】現行 【施設基準】改定

【入退院支援加算１】�
⑵�当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域
連携業務に関する十分な経験を有する専従の
看護師又は専従の社会福祉士が１名以上配置
されていること。更に、専従の看護師が配置さ
れている場合には入退院支援及び地域連携業
務に関する経験を有する専任の社会福祉士が、
専従の社会福祉士が配置されている場合には
入退院支援及び地域連携業務に関する経験を
有する専任の看護師が配置されていること。

【入退院支援加算１】�
⑵�当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域
連携業務に関する十分な経験を有する専従の
看護師又は専従の社会福祉士が１名以上配置
されていること。更に、専従の看護師が配置さ
れている場合には入退院支援及び地域連携業
務に関する経験を有する専任の社会福祉士が、
専従の社会福祉士が配置されている場合には
入退院支援及び地域連携業務に関する経験を
有する専任の看護師が配置されていること。�
　�なお、当該専従の看護師又は社会福祉士につ
いては、週３日以上常態として勤務しており、
かつ、所定労働時間が22時間以上の勤務を
行っている専従の非常勤の看護師又は社会福
祉士（入退院支援及び地域連携業務に関する
十分な経験を有する看護師又は社会福祉士に
限る。）を２名以上組み合わせることにより、
常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤
看護師等が配置されている場合には、当該基
準を満たしているとみなすことができる。

※�入退院支援加算２・３及び入院時支援加算に
おける入退院支援部門の専従職員についても
同様。

○ 新生児特定集中治療室等に入院した児を対象とした「入退院支援加算３」は、入退院支援加算１・２とは異なり、入退院支援部門
に「入退院支援及び５年以上の新生児集中治療に係る業務の経験」を有する専従又は専任の看護師を配置することとされている。

入退院支援加算３の主な改定の変遷

新設 A238-3 新⽣児特定集中治療室退院調整加算（300点、退院時１回）

〔算定対象〕新⽣児特定集中治療室⼜は新⽣児集中治療室に⼊室し、集中的な治療を受けた退院困難な要因を有する患者
〔施設基準〕退院調整部門に、退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士を１名以上配置（週30時間以上）

平成22年度改定

改定 A238-3 新⽣児特定集中治療室退院調整加算１〜３（600点）
※加算２・３は、退院支援計画策定加算として入院中１回600点、退院加算として退院時１回600点を算定可能

〔算定対象〕新⽣児特定集中治療室⼜は新⽣児集中治療室に⼊室し、集中的な治療を受けた退院困難な要因を有する患者
・加算１・２は、先天奇形、染⾊体異常、出⽣体重1,500g未満、新生児仮死Ⅱ度以上、その他⽣命に関わる重篤な状態
・加算３は、転院前の医療機関で加算２を算定した患者

〔施設基準〕退院調整部門に、
・加算１・２は、退院調整及び５年以上の新⽣児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師 又は 同様の経験を有する専任の
看護師及び専従の社会福祉士 を配置（専従職員については週30時間以上）

・加算３は、退院調整に関する十分な経験を有する専従の看護師及び専任の社会福祉士 又は 専任の看護師及び専従の看護師 を配置

平成26年度改定

新設 A246 退院支援加算３（1,200点、退院時１回）
※新⽣児特定集中治療室退院調整加算は廃⽌し、当該加算を基調として退院支援加算の新たな区分を新設

〔算定対象〕新⽣児特定集中治療室⼜は新⽣児集中治療室に⼊室し、集中的な治療を受けた退院困難な要因（先天奇形、染⾊体異常、出⽣体重1,500g
未満、新生児仮死Ⅱ度以上、その他⽣命に関わる重篤な状態）を有する患者 又は 他医療機関で加算３を算定した上で転院した患者

〔施設基準〕退院支援部門に、退院支援及び５年以上の新⽣児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師 又は 同様の経験を有する専任の
看護師及び専従の社会福祉士 を配置（専従職員については週30時間以上）

平成28年度改定

改定 A246 入退院支援加算３（1,200点、退院時１回）

〔算定対象〕変更なし 〔施設基準〕変更なし

平成30年度改定

〈参考〉入退院支援加算３の主な改定の変遷（令和元年11月29日中医協総会資料）
●�新生児特定集中治療室等に入院した児を対象とした「入退院支援加算３」は、入退院支援加算１・２とは異なり、
入退院支援部門に「入退院支援及び５年以上の新生児集中治療に係る業務の経験」を有する専従又は専任の看護
師を配置することとされている。


