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＜入院感染症対策実施加算の対象＞

■入院における対応（令和�年�月�日：その�）

・入院を要する新型コロナウイルス感染症患者についてはＡ205「�」救急医療管理加算�（950点／14日限度）を算定できる。

・さらに，必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療について，第二種感染症指定医療機関の指定の有無に関わらず，

Ａ210「�」二類感染症患者入院診療加算（250点）を算定できる。

＜新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れた場合（当面の間継続）＞

（令和�年12月15日：その31／令和�年�月22日：その34／令和�年�月26日：その35）

・新型コロナウイルス感染症から回復した後，引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において，必要な感染

予防策を講じた上で行う入院診療に係る評価として，いずれの入院料を算定する場合であっても，Ａ210の「�」二類感染症

患者入院診療加算の�倍に相当する点数（750点）を算定できる。

・この場合，上記「■入院における対応」で示されている「Ａ205「�」救急医療管理加算�（950点）」については，入院の勧

告・措置が解除された後，最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として90日を限度として別に算定できる（�

回目以降の転院についても，最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として算定可能）。

＜中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者への対応＞

（令和�年�月18日：その12／令和�年�月26日：その19／令和�年�月15日：その27）

・専用病床の確保等を行った上で新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた場合，当該専用病床に入院する中等症以上の患者

（入院基本料又は特定入院料のうち，救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。）に対する診療につ

いて，Ａ205「�」救急医療管理加算�の�倍に相当する点数（2,850点／14日限度）を算定する（継続的な診療が必要な場合

は，当該点数を15日目以降も算定可能）。

・上記において，専用病床の確保等を行っていない保険医療機関の場合は，Ａ205「�」救急医療管理加算�の�倍に相当する

点数（1,900点／14日限度）を算定する。

・呼吸不全管理を要するものに対する新型コロナウイルス感染症患者（入院基本料又は特定入院料のうち，救急医療管理加算を

算定できるものを現に算定している患者に限る。）については，Ａ205「�」救急医療管理加算�の�倍に相当する点数

（4,750点／14日限度）を算定する（継続的な診療が必要な場合は，当該点数を15日目以降も算定可能）。

・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲については，酸素療法が必要な状態の患者のほか，免疫抑制状態にある患者の

酸素療法が終了した後の状態など，急変等のリスクに鑑み，宿泊療養，自宅療養の対象とすべきでない患者を含むものとす

る。

＜重症の新型コロナウイルス感染症患者への対応＞

（令和�年�月18日：その12／令和�年�月24日：その14／令和�年�月26日：その19／令和�年�月22日：その34）

・専用病床の確保等を行った上で新型コロナウイルス感染症患者を受入れた場合，当該専用病床に入院する重症の患者に対する

診療について，Ａ300救命救急入院料，Ａ301特定集中治療室管理料，Ａ301-2ハイケアユニット入院医療管理料，Ａ301-3脳卒

中ケアユニット入院医療管理料，Ａ301-4小児特定集中治療室管理料，Ａ302新生児特定集中治療室管理料，Ａ303総合周産期

特定集中治療室管理料又はＡ303-2新生児治療回復室入院医療管理料（以下「特定集中治療室管理料等」という。）を算定する

場合には，各所定点数の�倍に相当する点数（別表�の�倍の点数）を算定できる。

・上記において，専用病床の確保等を行っていない保険医療機関の場合は，各所定点数の�倍に相当する点数（別表�の�倍の

点数）を算定できる。

Ⅰ 診療報酬上の対応の概要（医科) 7

概

要

Ａ102 結核病棟入院基本料

Ａ109 有床診療所療養病床入院基本料Ａ103 精神病棟入院基本料

Ａ105 専門病院入院基本料Ａ100 一般病棟入院基本料

Ａ104 特定機能病院入院基本料

入院基本料

特定入院料

Ａ308-3 地域包括ケア病棟入院料Ａ300 救命救急入院料

Ａ309 特殊疾患病棟入院料Ａ301 特定集中治療室管理料

短期滞在手術等基本料

Ａ311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料Ａ303 総合周産期特定集中治療室管理料

Ａ312 精神療養病棟入院料Ａ303-2 新生児治療回復室入院医療管理料

Ａ314 認知症治療病棟入院料Ａ305 一類感染症患者入院医療管理料

Ａ317 特定一般病棟入院料Ａ306 特殊疾患入院医療管理料

Ａ318 地域移行機能強化病棟入院料Ａ307 小児入院医療管理料

Ａ308 回復期リハビリテーション病棟入院料

Ａ106 障害者施設等入院基本料Ａ101 療養病棟入院基本料

Ａ108 有床診療所入院基本料

Ａ400 短期滞在手術等基本料

Ａ310 緩和ケア病棟入院料Ａ301-2 ハイケアユニット入院医療管理料

Ａ311 精神科救急入院料Ａ301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料

Ａ311-2 精神科急性期治療病棟入院料Ａ301-4 小児特定集中治療室管理料

Ａ311-3 精神科救急・合併症入院料Ａ302 新生児特定集中治療室管理料

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の主な臨時的な取扱い等

ポイントとなる算定要件等については，下線を付しています。

※「令和〇年〇月〇日：その◎」は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その◎)（令和〇

年〇月〇日厚生労働省保険局医療課事務連絡）」であることを示しています。

外来診療に係る診療報酬上の臨時的取扱い

■各医療機関における感染症対策における評価（医科外来等感染症対策実施加算）（令和�年�月診療分から�月診療分まで）

（令和�年12月18日：中医協総会／令和�年�月26日：その35）

・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，全ての患者の診療等については特に手厚い感染症対策を要することを勘案し，次に

掲げる点数を算定する際に，特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合に�点（医科外来等感染症対策実施加

算）を算定できる。

・算定要件を満たせば，下記「■小児の外来における対応」で示されている点数（100点）と併算定できる。

※令和�年10月以降の措置については，感染状況や地域医療の実態等を踏まえて柔軟に対応

＜医科外来等感染症対策実施加算の対象＞（★を付した項目は，☆を付した初・再診料と併せて算定しない場合にのみ加算）

■外来における対応（令和�年�月�日：その�）

・新型コロナウイルス感染症患者（疑われる者を含む。）に対し，必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療について，

受診の時間帯によらずＢ001-2-5院内トリアージ実施料（300点）を算定する。

■小児の外来における対応（令和�年�月診療分まで）

（令和�年12月15日：その31／令和�年12月18日：中医協総会／令和�年�月26日：その35）

・�歳未満の乳幼児に対して，特に必要な感染予防対策を講じた上で行った診療に係る評価として，Ａ000初診料，Ａ001再診

料，Ａ002外来診療料，Ｂ001-2小児科外来診療料又はＢ001-2-11小児かかりつけ診療料を算定する場合，要件を満たせば算定

できる加算に加えて，100点（Ａ000初診料「注�」乳幼児加算に相当する点数及びＡ001再診料「注12」地域包括診療加算�

に相当する点数を合算した点数）をさらに算定できる。

※令和�年10月からは50点（令和�年10月以降の措置については，感染状況や地域医療の実態等を踏まえて柔軟に対応）

入院診療に係る診療報酬上の臨時的取扱い

■疑い患者の取扱い（令和�年�月26日：その19）

・新型コロナウイルス感染症の疑似症患者として入院措置がなされている期間については，新型コロナウイルス感染症患者と同

様の取扱いとなる。

■各医療機関における感染症対策における評価（入院感染症対策実施加算）（令和�年�月診療分から�月診療分まで）

（令和�年12月18日：中医協総会／令和�年�月26日：その35）

・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，全ての患者の診療等については特に手厚い感染症対策を要することを勘案し，次に

掲げる点数を算定する際に，特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合に10点（入院感染症対策実施加算）を

算定できる。なお，外泊期間中は当該加算は算定できない。

・算定要件を満たせば，上記「■小児の外来における対応」で示されている点数（100点）と併算定できる。

・ＤＰＣにより算定する患者についても，当該加算を算定できる。

※令和�年10月以降の措置については，感染状況や地域医療の実態等を踏まえて柔軟に対応

6 Ⅰ 診療報酬上の対応の概要（医科)

概

要

医学管理等

☆Ａ001 再診料（注�に規定する電話等による再診を除く。）☆Ａ000 初診料

Ｂ001-2-10 認知症地域包括診療料Ｂ001-2 小児科外来診療料

Ｂ001-2-11 小児かかりつけ診療料

初・再診料

Ｂ001-2-7 外来リハビリテーション診療料

★Ｂ006 救急救命管理料Ｂ001-2-8 外来放射線照射診療料

★Ｂ007-2 退院後訪問指導料Ｂ001-2-9 地域包括診療料

★Ｉ012 精神科訪問看護・指導料

★Ｃ006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料Ｃ001 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）

★Ｃ008 在宅患者訪問薬剤管理指導料Ｃ001-2 在宅患者訪問診療料（Ⅱ）

★Ｃ009 在宅患者訪問栄養食事指導料★Ｃ005 在宅患者訪問看護・指導料

Ｃ011 在宅患者緊急時等カンファレンス料★Ｃ005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料

★Ｃ005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料

精神科専門療法

同一日�科目の再診料同一日�科目の初診料

☆Ａ002 外来診療料

在宅医療



Ⅱ

新型コロナウイルス感染症に係る

点数表の主な取扱い

経過措置等の令和�年度以降の具体的な取扱い

令和�年�月26日に，「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その39）」が発出され，①施

設基準における実績要件のうち，�年間の実績を求めるものについて，令和元年（度）の実績を用いても差し支えない場合（令

和�年9月30日，令和�年�月31日まで），②令和�年度診療報酬改定における施設基準の経過措置の延長（令和�年�月30日ま

で），③上記に関連して，保険医療機関等が地方厚生（支）局に対して行う報告に関する事項等が示されています。当該事務連

絡は，Ⅲの�⑵に掲載しています。

また，「「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」等の一部改正等について」（令和�年�月31日保

医発0331第�号）が発出され，「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」（令和�年�月�日保

医発0305第�号）の一部改正が行われていますが，その概要は以下のようになっています。

⑴第� 経過措置等：令和�年�月31日に現に当該点数を算定していた保険医療機関について，令和�年�月以降に当該点数を

算定するに当たり令和�年�月までは届出を不要とする経過措置を令和�年�月まで延長

⑵別添� 入院基本料等の施設基準等：「重症度，医療・看護必要度の基準」等について，令和�年度改定前の基準を満たして

いた病棟は令和�年度改定後の基準を満たしているものとみなす経過措置を令和�年�月まで延長

⑶別添� 入院基本料等加算の施設基準等：令和�年�月31日に当該加算を届け出ている保険医療機関について，令和�年度改

定後の基準を満たすとみなす経過措置を令和�年�月まで延長

⑷別添� 特定入院料の施設基準等：令和�年�月31日にＡ317特定一般病棟入院料を届け出ている保険医療機関について，令

和�年度改定後の「重症度，医療・看護必要度の基準」を満たすとみなす経過措置を令和�年�月まで延長

※ 上記の改正通知（保医発0331第�号）及び「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」（令和�年�月31日厚生労働省

告示第163号）は，弊社ウェブサイト（https://www.shaho.co.jp/publication/navi/）からご確認下さい。

14 Ⅰ 診療報酬上の対応の概要（医科)

経
過
措
置

Ａ246

Ａ207-4

Ａ207-3

�・� リハビリテーションの実績の指数に係る規定に限る

Ａ200

専門病院入院基本料の注�・看護必要度加算Ａ105

特定機能病院入院基本料の注�・看護必要度加算Ａ104

看護補助加算�（地域一般入院料�・�を算定する病棟，13対�入院基本料に限る）

Ａ102

Ａ214

Ａ100

総合入院体制加算

専門病院入院基本料（�対�入院基本料に限る）

特定機能病院入院基本料（一般病棟・�対�入院基本料に限る)

結核病棟入院基本料（�対�入院基本料に限る）

一般病棟入院基本料（急性期一般入院料�，地域一般入院基本料を除く）

適切な意思決定支援に関する指針に係る規定を除くＡ317

適切な意思決定支援に関する指針に係る規定を除くＡ308-3

病棟の入院患者に占める一般病棟からの転棟者の割合に係る規定（400床以上の病
院に限る）及び適切な意思決定支援に関する指針に係る規定を除く

Ａ308-3

� 管理栄養士の配置に係る規定に限るＡ308

「入退院支援及び�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」の規定を満たす場合に限る

特定一般病棟入院料の注�

地域包括ケア入院医療管理料

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

入退院支援加算�

看護職員夜間配置加算（急性期一般入院料�・10対�入院基本料に限る）

急性期看護補助体制加算（急性期一般入院料�・10対�入院基本料に限る）

令和�年�月31日に現に看護必要度加算�，�又は�を算定する病棟にあっては，令和�年�月30日ま
ではそれぞれ令和�年度改定後の看護必要度加算�，�若しくは�の基準を満たすものとみなす

�の� 看護必要度
加算及び一般病棟看
護必要度評価加算を
算定する病棟

次の病棟について，令和�年�月30日までは令和�年度改定前「一般病棟用の重症度，医療・看護必要
度Ⅰ又はⅡに係る評価票」を用いて評価をしても差し支えない
令和�年�月31日時点で急性期一般入院料�，地域一般入院料�，特定機能病院�対�入院基本料（結
核病棟に限る）・10対1入院基本料（一般病棟に限る），専門病院10対�入院基本料の届出

次の病棟について，令和�年�月30日までは令和�年度改定後の重症度，医療・看護必要度の基準をそ
れぞれ満たすものとみなす
①令和�年�月31日に現に急性期一般入院基本料（急性期一般入院料�を除く），�対�入院基本料
（結核病棟入院基本料，特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る），専門病院入院基本料）を届出
②令和�年度改定前の重症度，医療・看護必要度の基準を満たす

�の� 急性期一般
入院基本料，�対�
入院基本料，10 対
�入院基本料及び地
域一般入院基本料
（地域一般入院料�
に限る）に係る重症
度，医療・看護必要
度

重症度，医療・看護必要度の基準看護補助加算Ａ214

重症度，医療・看護必要度の基準看護職員夜間配置加算Ａ207-4

重症度，医療・看護必要度の基準急性期看護補助体制加算Ａ207-3

医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制の基準

重症度，医療・看護必要度の基準総合入院体制加算Ａ200

「小児患者の在宅移行に係る適切な研修」の規定について，令和�年�月31日に配置さ
れている「入退院支援及び�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」は，令和�年�月30日までの間，研修を修了しているとみなす

入退院支援加算Ａ246
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⑵ 　基本診療料は，初診，再診及び入院診療の際（特に規定する場合を除く。）に原則と
して必ず算定できるのであって，仮に簡単な診療行為を全く行わない場合においても所
定の点数を算定できるものである。例えば，初診料は288点であり，初診の際に算定で
きるのであるが，初診の際に診察だけで終り，検査も注射もしなかった場合において
も，288点として算定できる。

　 　また，逆に基本診療料として一括して支払われる簡単な診療行為を何回やっても，何
種類やっても基本診療料の所定点数しか算定できない。

　（ 基本診療料と特掲診療料との関係）
磁 　基本診療料として一括して支払うことが適当でない特殊な診療行為の費用は，第２章

特掲診療料に定められているが，特掲診療料が設定されている診療行為及びそれらに準
ずる特殊な診療行為を行った場合は，それぞれ特掲診療料を基本診療料のほかに算定で
きるものである。従って，１人の患者に対する診療報酬は，基本診療料と特掲診療料を
合算した額となる。

　（ 明細書の記載）
磁 　基本診療料として一括して算定される簡単な診療行為を行った場合においては，診療

録に必要な記載をすることは当然であるが，診療報酬の請求に当っては原則としてその
内容を明細書に記載する必要はない。  

　  　  

通　則　　35第１章

初
・
再
診
料

  

　

　（基本診療料の取扱い（Ｑ＆Ａ））
問 　保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し，又は濃厚接
触者となり出勤ができない場合における施設基準の取扱いについては，どのように
考えればよいか。

答 　「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」（令
和２年２月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡）【2⑴→451頁参照】中２及び３
は，新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に施設基準を満たすことが
できなくなる場合を想定したものであり，ご質問の場合も同様の取扱いとして差し
支えない。 ［令 2. 4. 3　その８・問］

　（基本診療料の取扱い（施設基準））
磁 　「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」（令
和２年３月５日保医発0305第２号）の第２の７において，各月の末日までに基本診
療料の施設基準の要件審査を終え，届出を受理した場合の取扱いに係り，月の最初
の開庁日に要件審査を終えた場合を除き，翌月の１日から当該届出に係る診療報酬
を算定するとされているところである。今般，新型コロナウイルス感染症患者等を
受け入れるために緊急に開設する必要がある保険医療機関について，新たに基本診
療料の届出を行う場合においては，この規定にかかわらず，当分の間，要件審査を
終えた月の診療分についても当該基本診療料を算定できることとする。

 ［令 2. 3. 2　その３］

　（ 基本診療料について）
⑴ 　１人の患者について療養の給付に要する費用は，第１章基本診療料及び第２章特掲診
療料又は第３章介護老人保健施設入所者に係る診療料の規定に基づき算定された点数の
総計に10円を乗じて得た額とする。   裟留

⑵ 　基本診療料は，簡単な検査（例えば，血圧測定検査等）の費用，簡単な処置の費用等
（入院の場合には皮内，皮下及び筋肉内注射及び静脈内注射の注射手技料等）を含んで
いる。   裟留

⑶ 　基本診療料に係る施設基準，届出等の取扱いについては，「基本診療料の施設基準等
の一部を改正する件（令和２年厚生労働省告示第58号）」による改正後の「基本診療料
の施設基準等（平成20年厚生労働省告示第62号）」に基づくものとし，その具体的な取
扱いについては別途通知する。   裟留

⑷ 　「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（令和２年厚生労働省告示第57号）によ
る改正後の診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）及び本通知において
規定する診療科については，医療法施行令（昭和23年政令第326号）及び医療法施行規
則（昭和23年厚生省令第50号）の規定に基づき，当該診療科名に他の事項を組み合わせ
て標榜する場合も含むものである。   裟留

⑸ 　署名又は記名・押印を要する文書については，自筆の署名（電子的な署名を含む。）
がある場合には印は不要である。   裟留

　（ 基本診療料の性格と内容）
⑴ 　基本診療料としては，第１部初・再診料及び第２部入院料等が設けられているが，こ
れは，医療という一連のサービスを初・再診及び入院診療の２つの基本的関連において
とらえ，それぞれ初診若しくは再診の際及び入院診療の際に行われる診察行為又は入院
サービスの費用のほかに，通常初診若しくは再診の際又は入院の際に行われる基本的な
診療行為の費用も一括して基本診療料として支払うという方式をとっている。従って，
基本診療料として支払われる診療内容には，簡単な検査（例えば血圧測定検査等）の費
用，入院の場合の皮内，皮下及び筋肉内及び静脈内注射の注射手技料，簡単な物理療法
の費用，簡単な処置の費用等を含んでいる。

　 　また，第２部入院料等の入院基本料は，従前の入院環境料，看護料，入院時医学管理
料等を統合・簡素化し，基本的な入院医療の体制を総合的に評価したものであり，特定
入院料，短期滞在手術等基本料には入院基本料が包括されている。このため，入院基本
料，特定入院料及び短期滞在手術等基本料には，療養環境（寝具等を含む。）の提供，
看護師等の確保及び医学的管理の確保等に要する費用は，特に規定する場合を除き含ま
れている。

医科診療報酬点数表

第１章　基本診療料

　

基 本診療料

　  

34　　第１章　基本診療料（基本診療料）

初
・
再
診
料



Ａ001再診料の「注５」及び「注６」に規定する加算並びにＡ002外来診療料の「注８」
及び「注９」に規定する加算を除く。）は算定できない。また，入院中の患者が当該入
院の原因となった傷病につき，診療を受けた診療科以外の診療科で，入院の原因となっ
た傷病以外の傷病につき再診を受けた場合においても，再診料（外来診療料を含む。）
は算定できない。なお，この場合において，再診料（外来診療料を含む。）（ただし，Ａ
001再診料の「注５」及び「注６」に規定する加算並びにＡ002外来診療料の「注８」及
び「注９」に規定する加算を除く。）以外の検査，治療等の費用の請求については，診
療報酬明細書は入院用を用いる。   裟留   

  

  
　☆　医科外来等感染症対策実施加算対象

　（小児の外来における診療の取扱い）
磁 　新型コロナウイルスの感染が拡大している間，小児の外来における診療等につい
ては，特に手厚い感染症対策を要することを勘案し，小児の外来診療等において特
に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合，以下の取扱いとする。

　 　なお，その診療等に当たっては，患者又はその家族等に対して，院内感染防止等
に留意した対応を行っている旨を十分に説明し，同意を得ること。

　 　保険医療機関において，６歳未満の乳幼児に対して，小児の外来診療等において
特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い，Ａ000初診料，Ａ001再診料，Ａ
002外来診療料，Ｂ001-2小児科外来診療料又はＢ001-2-11小児かかりつけ診療料を
算定する場合，現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて，Ａ000初診料「注
６」に規定する乳幼児加算に相当する点数及びＡ001再診料「注12」に規定する地
域包括診療加算１に相当する点数を合算した点数（100点）をさらに算定できるこ
ととすること。

【 この取扱いは，令和３年９月診療分までとされている。同年10月以降の取扱いにつ
いては，規模を縮小（加算点数を100点から50点に変更）することを基本の想定と
しつつ，感染状況や地域医療の実態等を踏まえ，同年９月までの取扱いを単純延長
することを含め，必要に応じ，柔軟に対応することとされている（令和２年12月18
日中医協総会）。】

 ［令 2.12.15　その31］

　（小児の外来における診療の取扱い（Ｑ＆Ａ））
問 　上記「（小児の外来における診療の取扱い）」について，小児の外来診療等におい
て「特に必要な感染予防策」とは，どのようなものか。

答 　「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019（COVID-19）診療指針・
第１版（小児COVID-19合同学会ワーキンググループ）」を参考に，小児の外来に
おける院内感染防止等に留意した対応を行うこと。

（院内感染防止等に留意した対応の例）
・ COVID-19に特徴的な症状はなく，小児では出現しても訴えとして現れること
が期待できないことから，一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。

・ 流行状況を踏まえ，家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか，いなか
ったのかを確実に把握すること。

・ 環境消毒については，手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅
子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に70 ～ 95％
アルコールか0.05％次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し，特に小児が触
れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。

 ［令 2.12.15　その31＜別添＞問１］
問 　上記「（小児の外来における診療の取扱い）」について，小児の外来診療において
特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において，６歳未満の
乳幼児に対して，「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信
機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（令和２年４月10日厚生
労働省医政局医事課，医薬・生活衛生局総務課事務連絡）【3⑸（別添）→475頁参
照】及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や
情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（令和２年４月
24日厚生労働省医政局歯科保健課，医薬・生活衛生局総務課事務連絡）【3⑽（別
添２）→492頁参照】に基づき，電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を
実施した場合，どのような取扱いとなるか。

答 　上記「（小児の外来における診療の取扱い）」については，小児の外来における診

注５及び注６に規定する加算並びに区分番号Ａ
002に掲げる外来診療料の注８及び注９に規定す
る加算を除く。）は，第２部第１節，第３節又は
第４節の各区分の所定点数に含まれるものとす
る。  

　

第１節　 初　診　料

　  
区分  
Ａ 000 初診料   288点

注１ 　保険医療機関において初診を行った場合に算
定する。  
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　（ 同時に２以上の傷病について行った初診・再診，２以上の保険医等の初診・再診の取

扱い）
磁 　同一の保険医療機関（医科歯科併設の保険医療機関（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をいう。以下同じ。）を除く。）において，２以上の傷病に
罹っている患者について，それぞれの傷病につき同時に初診又は再診を行った場合にお
いても，初診料又は再診料（外来診療料を含む。）は１回に限り算定する。

　 　同一の保険医療機関において，２人以上の保険医（２以上の診療科にわたる場合も含
む。）が初診又は再診を行った場合においても，同様である。

　 　ただし，初診料の「注５」のただし書に規定する同一保険医療機関において，同一日
に他の傷病について，新たに別の医療法施行令第３条の２第１項及び第２項に規定する
診療科（以下この部において単に「診療科」という。以下同じ。）を初診として受診し
た場合並びに再診料の「注３」及び外来診療料の「注５」に規定する同一保険医療機関
において，同一日に他の傷病で別の診療科を再診として受診した場合の２つ目の診療科
については，この限りではない。   裟留

　（ 対診を行った場合の初診の取扱い）
磁 　１保険医療機関において診療を受けている患者につき，他の保険医療機関の保険医が
対診を行った場合は，対診を行った保険医が勤務する保険医療機関においても，当該患
者につき別個の初診料を算定することができる。   （昭32. 7.31　保険発　112）

　（ 初診又は再診に附随する一連の行為の取扱い）
磁 　初診又は再診が行われた同一日であるか否かにかかわらず，当該初診又は再診に附随
する一連の行為とみなされる次に掲げる場合には，これらに要する費用は当該初診料又
は再診料若しくは外来診療料に含まれ，別に再診料又は外来診療料は算定できない。

　ア 　初診時又は再診時に行った検査，画像診断の結果のみを聞きに来た場合
　イ 　往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合
　ウ 　初診又は再診の際検査，画像診断，手術等の必要を認めたが，一旦帰宅し，後刻又

は後日検査，画像診断，手術等を受けに来た場合   裟留

　（ 保険医の診療日以外の日に実施した点滴・処置等に係る薬剤，特定保険医療材料等）
磁 　初診又は再診において，患者の診療を担う保険医の指示に基づき，当該保険医の診療
日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が，当該患者に対し点滴又は処置等を
実施した場合に，使用した薬剤の費用については第２章第２部第３節薬剤料により，特
定保険医療材料の費用については同第４節特定保険医療材料料により，当該保険医療機
関において算定する。なお，当該薬剤の費用は，継続的な医学管理を行う必要がある場
合に算定するものとし，Ａ000初診料の算定のみの場合にあっては算定できない。また，
同様に当該看護師等が検査のための検体採取等を実施した場合には，当該保険医療機関
において，第２章第３部第１節第１款検体検査実施料を算定するとともに，検体採取に
当たって必要な試験管等の材料を患者に対して支給する。   裟留

　（ 算定回数の単位について）
磁 　算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては，特に定めのない
限り，それぞれ日曜日から土曜日までの１週間又は月の初日から月の末日までの１か月
を単位として算定する。   裟留   

　（ 医科歯科併設の保険医療機関における初診料又は再診料（外来診療料）の取扱い）
磁 　医科歯科併設の保険医療機関において，医科診療に属する診療科に係る傷病につき入
院中の患者が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合，
又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科
において初診若しくは再診を受けた場合等，医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合
は，それぞれの診療科において初診料又は再診料（外来診療料を含む。）を算定するこ
とができる。

　 　ただし，同一の傷病又は互いに関連のある傷病により，医科と歯科を併せて受診した
場合には，主たる診療科においてのみ初診料又は再診料（外来診療料を含む。）を算定
する。   裟留   

　（ 入院患者の再診の費用及び他科での再診）
磁 　医療法（昭和23年法律第205号）に規定する病床に入院（当該入院についてその理由
等は問わない。）している期間中にあっては，再診料（外来診療料を含む。）（ただし，

第１部　初・再診料

通　則  
１ 　健康保険法第63条第１項第１号及び高齢者医療

確保法第64条第１項第１号の規定による初診及び
再診の費用は，第１節又は第２節の各区分の所定
点数により算定する。ただし，同時に２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Ａ000に掲げる初診料の注５の
ただし書，区分番号Ａ001に掲げる再診料の注３
及び区分番号Ａ002に掲げる外来診療料の注５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，１回として算定する。  

２ 　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。  

３ 　入院中の患者（第２部第４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
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る診療時間を超えて発熱患者等の診療等を実施する等，当該保険医療機関における
診療時間の変更を要する場合であっても，当該保険医療機関において，診療・検査
医療機関として指定される以前より表示していた診療時間を，当該保険医療機関に
おける診療時間とみなすこととして差し支えない。 ［令 2.10.30　その29・問２］

　（ 算定の原則）
磁 　特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き，患者の傷病について医学的に
初診といわれる診療行為があった場合に，初診料を算定する。なお，同一の保険医が別
の医療機関において，同一の患者について診療を行った場合は，最初に診療を行った医
療機関において初診料を算定する。   裟留

　（ 診療報酬明細書「摘要」欄への記載事項）
【１】初診の後，当該初診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該初診日が
前月である場合→第１章第１部「通則」の「（初診又は再診に附随する一連の行為の取扱
い）」のアからウまでに規定するものの中から，該当するものを選択して記載すること。
ア　初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院   820100001
イ　往診等の後に薬剤のみを取りに来院   820100002
ウ　一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院   820100003
【１】注５のただし書に規定する２つ目の診療科に係る初診料を算定した場合→２つ目の
診療科の診療科名を記載すること。
２つ目の診療科（初診料）；******   830100002

　（ ２ヵ所診療所開設の場合の初診料）
⑴ 　同一人が２ヵ所の診療所（本院，分院）を開設している場合（保険医と開設者とは同
一人）において，分院で初診した患者を同一疾病について本院で診療した場合，本院で
は実際に当該患者について医学的に初診といわれる診療行為があったとは考えられない
ので，本院における初診料は算定できない。   （昭35. 7.27　保文発6083）

⑵ 　分院で診療中の患者から直接本院に往診の請求があった場合の初診料の取扱いも⑴と
同様である。   （昭35. 7.27　保文発6083）

⑶ 　同一患者に対し，本院，分院にわたって診療を行った場合における診療報酬請求・明
細書は，本院分，分院分にそれぞれ区分して２枚作成する。   （昭35. 7.27　保文発6083）

⑷ 　２診療所を開設している保険医が，本院で患者を初診し，同日容態悪化のため分院で
往診依頼を受けて往診した場合の初診料は同一保険医の診察であるから算定できない。  
 （昭38. 2. 1　保文発　41）

　（ 異和の主訴により診察した結果疾病を認めなかった場合の取扱い）
磁 　患者が異和を訴え診療を求めた場合において，診断の結果，疾病と認むべき徴候のな
い場合にあっても初診料を算定できる。   裟留

　（ 健康診断の取扱い）
⑴ 　自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者につい
て，当該保険医が，特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には，初診料は算定で
きない。

　 　ただし，当該治療（初診を除く。）については，医療保険給付対象として診療報酬を
算定できる。   裟留

⑵ 　⑴にかかわらず，健康診断で疾患が発見された患者が，疾患を発見した保険医以外の
保険医（当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。）において
治療を開始した場合には，初診料を算定できる。   裟留

　（ 労災保険，健康診断，自費等で治療中又は入院中に保険診療を受けた場合の取扱い）
磁 　労災保険，健康診断，自費等（医療保険給付対象外）により傷病の治療を入院外で受
けている期間中又は医療法に規定する病床に入院（当該入院についてその理由等は問わ
ない。）している期間中にあっては，当該保険医療機関において医療保険給付対象とな
る診療を受けた場合においても，初診料は算定できない。   裟留

　（ 検査又は画像診断を他に依頼した場合の取扱い）
磁 　Ａ保険医療機関には，検査又は画像診断の設備がないため，Ｂ保険医療機関（特別の
関係（第２部「通則５」の「特別の関係にある保険医療機関について」に規定する「特
別の関係」をいう。以下同じ。）にあるものを除く。）に対して，診療状況を示す文書を
添えてその実施を依頼した場合には，次のように取り扱うものとする。（第２章第１部
医学管理等のＢ009診療情報提供料（Ⅰ）の「（診療情報提供料（Ⅰ）について）」の⑸
から⑺までを参照。）

　ア 　Ｂ保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合
　　 　Ｂ保険医療機関においては，診療情報提供料，初診料，検査料，画像診断料等は算
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療等については，特に手厚い感染症対策を要することを勘案し，小児の外来診療等
において特に必要な感染予防策を講じた上で実施された診療等を評価するものであ
るため，電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合は，算定で
きない。 ［令 2.12.15　その31＜別添＞問２］

　（電話や情報通信機器を用いた診療の取扱い）
磁 　新型コロナウイルスの感染が拡大し，医療機関の受診が困難になりつつあること
に鑑みた時限的・特例的な対応として，「新型コロナウイルス感染症の拡大に際し
ての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（令
和２年４月10日厚生労働省医政局医事課，医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以
下，「４月10日事務連絡」という。）【3⑸（別添）→475頁参照】１．⑴に規定する
初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には，当該
患者の診療について，診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）Ａ
000初診料の「注２」に規定する214点を算定すること。その際は，４月10日事務連
絡における留意点等を踏まえ，適切に診療を行うこと。

　 　また，その際，医薬品の処方を行い，又はファクシミリ等で処方箋情報を送付す
る場合は，Ｆ000調剤料，Ｆ100処方料，Ｆ400処方箋料，Ｆ500調剤技術基本料，又
はＦ200の薬剤料を算定することができる。ただし，４月10日事務連絡１．⑴に規
定する場合であっても，既に保険医療機関において診療を継続中の患者が，他の疾
患について当該保険医療機関において初診があった場合には，Ａ001の電話等再診
料を算定すること。 ［令 2. 4.10　その10］

　（電話や情報通信機器を用いた診療の取扱い（Ｑ＆Ａ））
問 　Ｂ001-2小児科外来診療料及びＢ001-2-11小児かかりつけ診療料の施設基準の届

出を行っている保険医療機関において，６歳未満の乳幼児又は未就学児に対して，
初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合について，
どのように考えればよいか。

答 　Ａ000初診料の「注２」に規定する214点を算定すること。なお，この場合におい
て，診断や処方をする際は，４月10日事務連絡【3⑸（別添）→475頁参照】や別
紙【3⑺別紙→488頁参照】における留意点等を踏まえ，適切に診療を行うこと。
また，その際，医薬品の処方を行い，又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する
場合は，Ｆ000調剤料，Ｆ100処方料，Ｆ400処方箋料，Ｆ500調剤技術基本料，又は
Ｆ200の薬剤料を算定することができる。 ［令 2. 4.24　その14・問１］

問 　「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その
10）」（令和２年４月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡）【3⑸→474頁参照】に
おいて，新型コロナウイルスの感染が拡大し，医療機関の受診が困難になりつつあ
ることに鑑みた時限的・特例的対応として，初診から電話や情報通信機器を用いた
診療を実施した場合に，Ａ000初診料の「注２」に規定する214点を算定することと
された。この場合において，初診料に係る加算は算定可能か。

答 　Ａ000初診料の「注６」から「注９」までに規定する加算については，それぞれ
の要件を満たせば算定できる。なお，この取扱いは，令和２年４月10日から適用さ
れる。 ［令 2. 6. 1　その20・問３］

　（「診療・検査医療機関」における時間外等の診療の取扱い（Ｑ＆Ａ））
問 　保険医療機関が「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（令和２
年９月４日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に示され
る「診療・検査医療機関（仮称）（以下，「診療・検査医療機関」という。）」とし
て，当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等
を実施する場合，Ａ000初診料又はＡ001再診料若しくはＡ002外来診療料に係る加
算については，どのような取扱いとなるか。

答 　Ａ000初診料の「注７」から「注９」に規定する加算又はＡ001再診料の「注５」
から「注７」に規定する加算若しくはＡ002外来診療料の「注８」及び「注９」に
規定する加算については，それぞれの要件を満たせば算定できる。

　 　なお，診療・検査医療機関において，発熱患者等の診療を，休日又は深夜に実施
する場合に，当該保険医療機関を「救急医療対策の整備事業について」に規定され
た保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づ
けられている保険医療機関とみなし，休日加算又は深夜加算について，それぞれの
要件を満たせば算定できることとして差し支えない。 ［令 2.10.30　その29・問１］

問 　保険医療機関が診療・検査医療機関として，当該保険医療機関が表示する診療時
間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合，診療報酬上における診
療時間についてはどのような取扱いとなるか。

答 　保険医療機関が診療・検査医療機関として，例えば，当該保険医療機関が表示す
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診療録及び管理簿に記載する。   裟留
⑹ 　医療関係団体が定める「インフォームド・コンセント手順書」を遵守し，患者からの

同意取得について適切な手続きを確保する。   裟留
⑺ 　臨床情報等の提出に当たっては，医療関連団体が定める「がんゲノム情報レポジトリ

ー臨床情報収集項目一覧表」に則って提出する。   裟留
⑻ 　エキスパートパネルの開催に係る費用は，「２」結果説明時の所定点数に含まれる。  

 裟留
⑼ 　エキスパートパネルの開催に際しては，以下の点を遵守する。
　① 　エキスパートパネルは，「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」（令和元

年７月19日一部改正健発0719第３号）に基づき，がんゲノム医療中核拠点病院及びが
んゲノム医療拠点病院として指定を受けている保険医療機関で開催する。

　② 　エキスパートパネルの構成員については，以下の要件を満たしている。
　　イ 　構成員の中に，がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する診療領域の

異なる常勤の医師が，複数名含まれている。
　　ロ 　構成員の中に，遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師が，１名以

上含まれている。
　　ハ 　構成員の中に，遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有する者

が，１名以上含まれている。
　　ニ 　構成員の中に，病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が，複

数名含まれている。
　　ホ 　構成員の中に，分子遺伝学及びがんゲノム医療に関する十分な知識を有する者

が，１名以上含まれている。
　　ヘ 　自施設内で検査を行う場合は，バイオインフォマティクスに関する十分な知識を

有する者が，１名以上含まれている。
　　ト 　小児がん症例を検討する場合には，小児がんに専門的な知識を有する医師が１名

以上含まれている。
　　チ 　エキスパートパネルにおいて検討を行う対象患者の主治医又は当該主治医に代わ

る医師は，エキスパートパネルに参加する。
　③ 　エキスパートパネルの構成員については，②のイからチまでに該当する者がいずれ

も１名以上出席する。ただし，やむを得ない場合は，リアルタイムでの画像を介した
コミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて参加することで出席とみなすこと
ができる。

　④ 　C‒CATへのデータの提出の同意を得た患者について検討する際には，C‒CATが
作成した当該患者に係る調査結果を用いてエキスパートパネルを開催する。   裟留

⑽ 　「２」結果説明時については，抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として，特定
の遺伝子の変異の評価を行った際に併せて取得している包括的なゲノムプロファイルの
結果を標準治療の終了後にエキスパートパネルでの検討を経た上で患者に提供し，治療
方針等について文書を用いて患者に説明する場合にも算定できる。なお，この場合には
⑵から⑼までを満たす。   裟留

⑾ 　「１」検体提出時と「２」結果説明時は一連であるため，「１」検体提出時について
はＤ026検体検査判断料及びＤ027基本的検体検査判断料は算定できない。   裟留

◆ 　Ｄ026検体検査判断料については「２」遺伝子関連・染色体検査判断料により算定

　（ がんゲノムプロファイリング検査に関する事務連絡）
問 　「日本臨床腫瘍学会・日本癌治療学会・日本癌学会合同次世代シークエンサー等を用

いた遺伝子パネル検査に基づくがん診療ガイダンス（第1.0版2017年10月11日）」（以下，
「３学会ガイダンス」という。）に基づき，遺伝子パネル検査（編注；がんゲノムプロフ
ァイリング検査）の対象となる患者であって，コンパニオン検査が存在する遺伝子の異
常について，当該遺伝子パネル検査（編注；がんゲノムプロファイリング検査）を用い
て確認された場合，当該遺伝子異常に係る医薬品投与に際して，改めてコンパニオン検
査を用いた遺伝子異常の確認を行う必要があるか。

答 　遺伝子パネル検査（編注；がんゲノムプロファイリング検査）後に開催されるエキス
パートパネルが，添付文書・ガイドライン・文献等を踏まえ，当該遺伝子異常に係る医
薬品投与が適切であると推奨した場合であって，主治医が当該医薬品投与について適切
であると判断した場合は，改めてコンパニオン検査を行うことなく当該医薬品を投与し
ても差し支えない。

　 　なお，この場合の遺伝子パネル検査（編注；がんゲノムプロファイリング検査）に用
いられる検体は，３学会ガイダンスにおいても「生検等が可能である場合には，遺伝子
パネル検査実施のために必要な検体を採取するが，採取困難な場合はこの限りではな
く，診断時等の保存検体を使用しても良い。」と記載されていることを踏まえ，再生検
が困難な場合には，保存検体を使用しても差し支えない。
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　（がんゲノムプロファイリング検査の取扱い（Ｑ＆Ａ））
問 　Ｄ006-19がんゲノムプロファイリング検査の「２」結果説明時については，「（が
んゲノムプロファイリング検査について）」の⑵において，「「２」結果説明時につ
いては，「１」検体提出時で得た包括的なゲノムプロファイルの結果について，当
該検査結果を医学的に解釈するための多職種（がん薬物療法に関する専門的な知識
及び技能を有する医師，遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師，遺
伝カウンセリング技術を有する者等）による検討会（エキスパートパネル）での検
討を経た上で患者に提供し，治療方針等について文書を用いて患者に説明する場合
に，患者１人につき１回に限り算定できる。」とあるが，来院による新型コロナウ
イルスへの感染の危険性や当該患者の疾患の状態等を考慮した上で治療上必要と判
断した場合に限り，電話や情報通信機器を用いて結果を説明しても算定できるか。

答 　算定できる。ただし，治療方針等について記載した文書を後日患者に渡すこと。
 ［令 2. 4.14　その11＜別添＞問９］
問 　Ｄ006-19がんゲノムプロファイリング検査の「２」結果説明時については，「（が
んゲノムプロファイリング検査について）」の⑼③において，エキスパートパネル
の開催については「やむを得ない場合は，リアルタイムでの画像を介したコミュニ
ケーションが可能な情報通信機器を用いて参加することで出席とみなすことができ
る。」とされているが，書面などでの参加は可能か。

答 　リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用い
て参加することが望ましいが，新型コロナウイルスの感染拡大防止策を講じるに当
たり，情報通信機器などでリアルタイムの参加が困難となる場合に限り書面での参
加も可能とする。 ［令 2. 4.14　その11＜別添＞問10］

　（ がんゲノムプロファイリング検査について）
⑴ 　「１」検体提出時については，固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とし，100以上のがん関連
遺伝子の変異等を検出するがんゲノムプロファイリング検査に用いる医療機器等として
薬事承認又は認証を得ている次世代シーケンシングを用いて，包括的なゲノムプロファ
イルの取得を行う場合に，患者１人につき１回に限り算定できる。   裟留

⑵ 　「２」結果説明時については，「１」検体提出時で得た包括的なゲノムプロファイル
の結果について，当該検査結果を医学的に解釈するための多職種（がん薬物療法に関す
る専門的な知識及び技能を有する医師，遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有す
る医師，遺伝カウンセリング技術を有する者等）による検討会（エキスパートパネル）
での検討を経た上で患者に提供し，治療方針等について文書を用いて患者に説明する場
合に，患者１人につき１回に限り算定できる。   裟留

⑶ 　標準治療がない固形がん患者又は局所進行若しくは転移が認められ標準治療が終了と
なった固形がん患者（終了が見込まれる者を含む。）であって，関連学会の化学療法に
関するガイドライン等に基づき，全身状態及び臓器機能等から，当該検査施行後に化学
療法の適応となる可能性が高いと主治医が判断した者に対して実施する場合に限り算定
できる。   裟留

⑷ 　がんゲノムプロファイルの解析により得られた遺伝子のシークエンスデータ（ＦＡＳ
ＴＱ又はＢＡＭ），解析データ（ＶＣＦ又はＸＭＬ）及び臨床情報等を，患者の同意に
基づき，医療機関又は検査会社等からがんゲノム情報管理センター（C‒CAT）に提出
する。この際，患者に対して書面を用いて説明し，同意の有無について診療録及び管理
簿等に記載する。また，当該データの二次利用に関しても同様に説明し，及び同意の有
無について管理簿等に記載する。なお，これらの手続きに当たっては，個人情報の保護
に係る諸法令を遵守する。   裟留

⑸ 　C‒CATへのデータ提出又はデータの二次利用に係る同意が得られない場合であって
も，当該検査を実施し，算定することができる。その際には同意が得られなかった旨を

第３部　検　　査

　

第１節　 検体検査料

　  
　

第１款　 検体検査実施料

　  
区分  
　　（ 血液学的検査）  

Ｄ00 6━19 がんゲノムプロファイリング検査

１ 　検体提出時   8,000点

２ 　結果説明時   48,000点

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
療機関において実施した場合に限り算定する。  
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　 　厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
（平成20年厚生労働省告示第93号）に基づき療養に要する費用の額を算定する患者
（特定機能病院ではないＤＰＣ対象病院における，同告示別表19の診断群分類点数
表に基づき療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く。）に対し，
SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出，ウイルス・細菌核酸多項目同時
検出（SARS-CoV-2を含む。）及びSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出
並びにSARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出を実施した場合にあっては，
別途，SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出（Ｄ023の「14」準用），ウ
イルス・細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2を含む。）（Ｄ023の「14」準用），
SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出（Ｄ023の「14」準用）及びＤ026検
体検査判断料のうち「７」微生物学的検査判断料並びにSARS-CoV-2（新型コロ
ナウイルス）抗原検出（Ｄ012の「25」準用）及びＤ026検体検査判断料のうち

「６」免疫学的検査判断料を算定できるものとする。 ［令 2. 5.22　その18］
 ［令 2. 7.22　その25］
 ［令 2.11.11　その30］
⑵ 　特定機能病院（ＤＰＣ対象病院を除く。）の場合
　① 　Ｄ025基本的検体検査実施料について
　　 　特定機能病院（ＤＰＣ対象病院を除く。）において入院中の患者に対し，

SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出，ウイルス・細菌核酸多項目同
時検出（SARS-CoV-2を含む。）及びSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時
検出並びにSARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出を実施した場合にあ
っては，SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出（Ｄ023の「14」準用），
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2を含む。）（Ｄ023の「14」準
用）及びSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出（Ｄ023の「14」準用）並
びにSARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出（Ｄ012の「25」準用）はＤ
025基本的検体検査実施料に含まれないものとし，別に算定することができるも
のとする。

　② 　Ｄ027基本的検体検査判断料について
　　 　特定機能病院（ＤＰＣ対象病院を除く。）において入院中の患者に対し，

SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出，ウイルス・細菌核酸多項目同
時検出（SARS-CoV-2を含む。）及びSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時
検出並びにSARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出を実施した場合にあ
っては，SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出，ウイルス・細菌核酸
多項目同時検出（SARS-CoV-2を含む。）及びSARS-CoV-2・インフルエンザ
核酸同時検出について実施した微生物学的検査判断料並びにSARS-CoV-2（新
型コロナウイルス）抗原検出について実施した免疫学的検査判断料はＤ027基本
的検体検査判断料に含まれないものとし，別に算定することができるものとす
る。

 ［令 2. 5.22　その18］
 ［令 2. 7.22　その25］
 ［令 2.11.11　その30］
⑶ 　⑴，⑵に基づき算定した検査の費用を請求する場合における診療報酬明細書の記
載方法等の取扱いについては，⑷，⑸のとおりとする。 ［令 2. 5.22　その18］

⑷ 　記載方法
　 　自己負担に相当する金額の請求方法等については，「新型コロナウイルス感染症
に係る行政検査の取扱いについて」（令和２年３月４日健感発0304第５号厚生労働
省健康局結核感染症課長通知。５月22日最終改正。）【7⑵【参考③】→527頁参照】
において，保険医療機関において診療報酬明細書を作成し，審査支払機関に請求を
行い，診療報酬明細書に基づき公費の補助を行うこととされていることから「新型
コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報
酬明細書の記載等について」（令和２年５月13日付保医発0513第２号厚生労働省保
険局医療課長通知）【7⑴→520頁参照】に基づき記載すること。

 ［令 2. 5.22　その18］
⑸ 　請求方法
　 　療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第７条第３項の規
定に基づき厚生労働大臣が定める様式（平成20年厚生労働省告示第126号）様式第
二(一)（診療報酬明細書（医科入院）の様式）を用いて，別途，書面により請求し
て差し支えないこと。 ［令 2. 5.22　その18］

 ［令 2. 9.29　その28］
【 療養病棟入院基本料等，介護老人保健施設等，入院中以外において一部の医学管理

等を算定する場合】

（SARS-CoV-2 を含む。），SARS-CoV-2・イ
ンフルエンザ核酸同時検出）  
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D006‒19・新型コロナウイルス感染症に係る検査

　    （令元. 5.31　がん・疾病対策課，医薬品審査管理課，医療機器審査管理課，医療課事務連絡）
問 　令和元年６月１日付けで保険適用されたFoundationOne歔CDxがんゲノムプロファ
イル及びOncoGuideTMNCCオンコパネルシステムについて，上記のとおり，「日本臨
床腫瘍学会・日本癌治療学会・日本癌学会合同次世代シークエンサー等を用いた遺伝子
パネル検査に基づくがん診療ガイダンス（第1.0版2017年10月11日）」（以下「３学会ガ
イダンス」という。）に基づき，遺伝子パネル検査（編注；がんゲノムプロファイリン
グ検査）の対象となる患者であって，当該遺伝子パネル検査（編注；がんゲノムプロフ
ァイリング検査）によりコンパニオン検査が存在する遺伝子の変異等が確認された場
合，当該遺伝子変異等に係る医薬品投与に際して，改めてコンパニオン検査を行い変異
等の確認を行う必要があるか。

答 　上記のとおりである。
　 　遺伝子パネル検査（編注；がんゲノムプロファイリング検査）後に開催されるエキス
パートパネルが，添付文書・ガイドライン・文献等を踏まえ，当該遺伝子変異等に係る
医薬品投与が適切であると推奨した場合であれば，改めてコンパニオン検査を行うこと
なく当該医薬品を投与しても差し支えない。

　 　なお，遺伝子パネル検査（編注；がんゲノムプロファイリング検査）に用いられる検
体は，３学会ガイダンスにおいても「生検等が可能である場合には，遺伝子パネル検査
実施のために必要な検体を採取するが，採取困難な場合はこの限りではなく，診断時等
の保存検体を使用しても良い。」と記載されていることを踏まえ，再生検が困難な場合
には，保存検体を使用しても差し支えない。   （令元. 6. 4　その15・問２）

問 　令和元年６月１日付けで保険適用されたFoundationOne歔CDxがんゲノムプロファ
イル及びOncoGuideTMNCCオンコパネルシステムについて，同年５月31日付け改正
留意事項通知（編注；令和元年５月31日保医発0531第１号）において，「関連団体が定
める「インフォームド・コンセント手順書」を遵守し，患者からの同意取得について適
切な手続を確保すること。」及び「臨床情報等の提出にあたっては，関連団体が定める
「がんゲノム情報レポジトリー臨床情報収集項目一覧表」に則って提出すること。」とあ
るが，「関連団体」とは何を指すか。

答 　いずれも「がんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議」を指す。
　    （令元. 6. 4　その15・問３）
問 　令和元年６月１日付けで保険適用されたFoundationOne歔CDxがんゲノムプロファ
イル及びOncoGuideTMNCCオンコパネルシステムについて，解析が不能のためプロ
ファイル取得ができなかった場合，再検査に係る費用は算定できるのか。

答 　算定できない。   （令元. 8.26　その16・問３）
問 　令和元年６月１日付けで保険適用されたFoundationOne歔CDxがんゲノムプロファ
イル及びOncoGuideTMNCCオンコパネルシステムについて，患者の意思で検査が途
中で中止となった場合，検査にかかる費用は患者に請求可能か。

答 　「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」（平成17年９月１日保医
発第0901002号）に該当する場合は請求可能である。   （令元. 8.26　その16・問５）

問 　令和元年６月１日付けで保険適用されたFoundationOne歔CDxがんゲノムプロファ
イル及びOncoGuideTMNCCオンコパネルシステムについて，同年５月31日付け改正
留意事項通知（編注；令和元年５月31日保医発0531第１号）において，「本検査は，標
準治療がない固形がん患者又は局所進行若しくは転移が認められ標準治療が終了となっ
た固形がん患者（終了が見込まれる者を含む。）であって，関連学会の化学療法に関す
るガイドライン等に基づき，全身状態及び臓器機能等から，本検査施行後に化学療法の
適応となる可能性が高いと主治医が判断した者に対して実施する場合に限り算定でき
る。」とあるが，

　⑴ 　標準治療の終了が見込まれる者とはどのような者をさすのか。
　⑵ 　「本検査施行後」とはいつのことか。
答 　
　⑴ 　医学的判断に基づき，主治医が標準治療の終了が見込まれると判断した者。
　⑵ 　検査結果を患者に提供し，結果について説明した後のことを指す。
　　    （令元. 8.26　その16・問６）

　（ 厚生労働大臣が定める施設基準「注」）
磁 　「特掲診療料の施設基準等」（平成20年３月厚生労働省告示第63号）の第五の三の一
の三の三を参照。

　（新型コロナウイルス感染症に係る検査の取扱い）
【 ＤＰＣ対象病院（特定機能病院であるＤＰＣ対象病院を含む。）及び特定機能病院
（ＤＰＣ対象病院を除く。）の場合】
⑴ 　ＤＰＣ対象病院（特定機能病院であるＤＰＣ対象病院を含む。）の場合

（ 新型コロナウイルス感染症に係る検査（SARS-
CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出，
SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検
出， ウ イ ル ス・ 細 菌 核 酸 多 項 目 同 時 検 出
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習慣病管理料，Ｂ001-4手術前医学管理料又はＣ003在宅がん医療総合診療料を算定
する患者に対し，SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出，ウイルス・細
菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2を含む。）及びSARS-CoV-2・インフルエ
ンザ核酸同時検出並びにSARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出を実施し
た場合にあっては，別途，SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出（Ｄ023
の「14」準用），ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2を含む。）（Ｄ
023の「14」準用）及びSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出（Ｄ023の

「14」準用）並びにＤ026検体検査判断料のうち「７」微生物学的検査判断料並びに
SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出（Ｄ012の「25」準用）及びＤ026
検体検査判断料のうち「６」免疫学的検査判断料を算定することができることとす
る。

　 　なお，検査を実施した日時及び検査実施の理由等について，診療報酬明細書の摘
要欄に記載すること。 ［令 2. 6.15　その22］

 ［令 2. 7.22　その25］
 ［令 2.11.11　その30］
⑼ 　⑹，⑺，⑻に基づき算定した検査の費用を請求する場合における診療報酬明細書
の記載方法等の取扱いについては，⑽，⑾のとおりとする。 ［令 2. 6.15　その22］

⑽ 　記載方法
　 　自己負担に相当する金額の請求方法等については，「新型コロナウイルス感染症
に係る行政検査の取扱いについて」（令和２年３月４日健感発0304第５号厚生労働
省健康局結核感染症課長通知。６月２日最終改正。）【7⑵【参考③】→527頁参照】
において，保険医療機関において診療報酬明細書を作成し，審査支払機関に請求を
行い，診療報酬明細書に基づき公費の補助を行うこととされていることから「新型
コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報
酬明細書の記載等について」（令和２年５月13日付保医発0513第２号厚生労働省保
険局医療課長通知）【7⑴→520頁参照】に基づき記載すること。

 ［令 2. 6.15　その22］
⑾ 　請求方法
　 　療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規
定に基づき厚生労働大臣が定める様式（平成20年厚生労働省告示第126号）を用い
て，別途，書面により請求して差し支えないこと。 ［令 2. 6.15　その22］

 ［令 2. 9.29　その28］

　（新型コロナウイルス感染症に係る検査の取扱い（Ｑ＆Ａ））
問 　上記「（新型コロナウイルス感染症に係る検査の取扱い）」の⑶，⑷，⑸に基づき
作成する診療報酬明細書において，検体検査実施料及び検体検査判断料(※)以外の
算定項目（入院基本料や検体採取料等）はどのように記載するのか。

答 　検体検査実施料及び検体検査判断料以外の算定項目については，通常の手続きに
則り診療報酬明細書を作成し，これとは別途，上記「（新型コロナウイルス感染症
に係る検査の取扱い）」の⑶，⑷，⑸に基づき作成する診療報酬明細書には，検体
検査実施料及び検体検査判断料のみを記載すること。

　(※) 　SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出，ウイルス・細菌核酸多項
目同時検出（SARS-CoV-2を含む。），SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同
時検出及びＤ026検体検査判断料のうち「７」微生物学的検査判断料又は
SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出及びＤ026検体検査判断料のう
ち「６」免疫学的検査判断料をいう。 ［令 2. 5.22　その18＜別添＞問３］

 ［令 2. 7.22　その25］
 ［令 2.11.11　その30］
問 　上記「（新型コロナウイルス感染症に係る検査の取扱い）」の⑸に基づき算定した
検査の費用を請求する場合は，書面により請求すること【書面により請求して差し
支えないこと】とされているが，請求に当たっては，審査支払機関に対して，「療
養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」（昭和51年厚生省令
第36号）第７条第１項に規定する届出を行う必要があるか。

答 　不要である。 ［令 2. 6.10　その21・問３］
問 　上記「（新型コロナウイルス感染症に係る検査の取扱い）」の⑹を算定するに当た
って，同⑼，⑽，⑾に基づき作成する診療報酬明細書において，検体検査実施料及
び検体検査判断料(※)以外の算定項目（入院料等）はどのように記載するのか。

答 　検体検査実施料及び検体検査判断料以外の算定項目については，通常の手続きに
則り診療報酬明細書を作成し，これとは別途，上記「（新型コロナウイルス感染症
に係る検査の取扱い）」の⑼，⑽，⑾に基づき作成する診療報酬明細書には，検体
検査実施料及び検体検査判断料のみを記載すること。
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⑹ 　療養病棟入院基本料等を算定する場合
　 　次に掲げる入院料を算定する患者に対し，SARS-CoV-2（新型コロナウイル
ス）核酸検出，ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2を含む。）及び
SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出並びにSARS-CoV-2（新型コロナウ
イルス）抗原検出を実施した場合にあっては，別途，SARS-CoV-2（新型コロナ
ウイルス）核酸検出（Ｄ023の「14」準用），ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
（SARS-CoV-2を含む。）（Ｄ023の「14」準用）及びSARS-CoV-2・インフルエン
ザ核酸同時検出（Ｄ023の「14」準用）並びにＤ026検体検査判断料のうち「７」微
生物学的検査判断料並びにSARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出（Ｄ012
の「25」準用）及びＤ026検体検査判断料のうち「６」免疫学的検査判断料を算定
できることとする。

　 　なお，検査を実施した日時及び検査実施の理由等について，診療報酬明細書の摘
要欄に記載すること。

　ア 　Ａ101療養病棟入院基本料
　イ 　Ａ106障害者施設等入院基本料（注５に規定する特定入院基本料又は注６に規

定する点数を算定する場合に限る。）
　ウ 　Ａ109有床診療所療養病床入院基本料
　エ 　Ａ300救命救急入院料
　オ 　Ａ301特定集中治療室管理料
　カ 　Ａ301-2ハイケアユニット入院医療管理料
　キ 　Ａ301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料
　ク 　Ａ301-4小児特定集中治療室管理料
　ケ 　Ａ302新生児特定集中治療室管理料
　コ 　Ａ303総合周産期特定集中治療室管理料
　サ 　Ａ303-2新生児治療回復室入院医療管理料
　シ 　Ａ306特殊疾患入院医療管理料
　ス 　Ａ307小児入院医療管理料
　セ 　Ａ308回復期リハビリテーション病棟入院料
　ソ 　Ａ308-3地域包括ケア病棟入院料
　タ 　Ａ309特殊疾患病棟入院料
　チ 　Ａ310緩和ケア病棟入院料
　ツ 　Ａ311精神科救急入院料
　テ 　Ａ311-2精神科急性期治療病棟入院料
　ト 　Ａ311-3精神科救急・合併症入院料
　ナ 　Ａ311-4児童・思春期精神科入院医療管理料
　ニ 　Ａ312精神療養病棟入院料
　ヌ 　Ａ314認知症治療病棟入院料
　ネ 　Ａ317特定一般病棟入院料
　ノ 　Ａ318地域移行機能強化病棟入院料
　ハ 　Ａ400短期滞在手術等基本料 ［令 2. 6.15　その22］
 ［令 2. 7.22　その25］
 ［令 2.11.11　その30］
⑺ 　介護老人保健施設等に入所等している場合
　 　介護老人保健施設又は介護医療院に入所（これらにおいて短期入所療養介護又は
介護予防短期入所療養介護を受けている場合を含む。）する患者に対し，保険医療
機関がSARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出，ウイルス・細菌核酸多項
目同時検出（SARS-CoV-2を含む。）及びSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同
時検出並びにSARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出を実施した場合にあ
っては，別途，SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出（Ｄ023の「14」準
用），ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2を含む。）（Ｄ023の「14」
準用）及びSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出（Ｄ023の「14」準用）並
びにＤ026検体検査判断料のうち「７」微生物学的検査判断料並びにSARS-CoV-2
（新型コロナウイルス）抗原検出（Ｄ012の「25」準用）及びＤ026検体検査判断料
のうち「６」免疫学的検査判断料を算定できることとする。

　 　なお，検査を実施した日時及び検査実施の理由等について，診療報酬明細書の摘
要欄に記載すること。 ［令 2. 6.15　その22］

 ［令 2. 7.22　その25］
 ［令 2.11.11　その30］
⑻ 　入院中以外において一部の医学管理等を算定する場合
　 　入院中以外において，Ｂ001-2小児科外来診療料，Ｂ001-2-9地域包括診療料，Ｂ
001-2-10認知症地域包括診療料，Ｂ001-2-11小児かかりつけ診療料，Ｂ001-3生活
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Ⅲ

｢新型コロナウイルス感染症に係る

診療報酬上の臨時的な取扱いにつ

いて」等（事務連絡)

●厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱

いについて」（その�〜その39）及びその他の診療報酬関連通知・事務連絡をまとめています。

●原則，原文のまま掲載していますが，必要に応じて編注（【 】）を入れています。

426 Ⅱ 点数表の主な取扱い（調剤)
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Ⅲ

�

490 Ⅲ �電話や情報通信機器を用いた診療・処方箋の取扱い

Ⅲ

�



Ⅲ �重症・中等症の患者の診療に係る特例的な対応 507

Ⅲ

�

506 Ⅲ �重症・中等症の患者の診療に係る特例的な対応

Ⅲ

�



Ⅲ �重症・中等症の患者の診療に係る特例的な対応 509

Ⅲ

�

508 Ⅲ �重症・中等症の患者の診療に係る特例的な対応

Ⅲ

�


