
資料作成協⼒

株式会社ＫＭＳ

代表取締役 近藤 朋胤 ⽒

診療報酬改定2022のポイント
〜バイオシミラー関連を中⼼に〜

ヴィアトリスWeb講演会

令和４年４⽉１⽇時点

有限会社メディカルサポートシステムズ

認定医業経営コンサルタント

代表取締役社⻑ 細⾕ 邦夫



令和４年度診療報酬改定の今後のスケジュール
p１２⽉１０⽇：基本⽅針発表

p１２⽉２２⽇：改定率発表

p １⽉２６⽇：改定の個別項⽬（短冊）

p ２⽉ ９⽇：中医協答申

p ３⽉ ４⽇：官報告⽰
p本⽇の資料は告⽰をもとに作成しています

p ３⽉３１⽇：疑義解釈の発出

p ４⽉ １⽇：新点数運⽤開始

p ６⽉以降：審査結果の反映

p ９⽉以降：経過措置のある項⽬について運⽤開始

p１０⽉ １⽇：後期⾼齢者の⼀部に２割負担導⼊
u３年間は激変緩和措置を適⽤
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【はじめに】改定対応の基礎
p本⽇の内容

u本資料は３⽉４⽇の官報告⽰に基づき作成、内容及び図表は特別な断りがない場合、出典は
厚⽣労働省です

u本稿は改定において変更部分を中⼼に抜粋、記載しており、詳細な算定ルールやレセプト記
載は、今後発出される疑義解釈（Ｑ＆Ａ）や通知を待つ必要があります
（訂正通知等を要確認、記載内容はWebセミナー⽤に表現を要約、割愛）

u特に算定に関するカルテ記載、レセプト記載、院内掲⽰等の算定要件に要注意です

p厚⽣局に施設基準の届出を⾏う際の留意事項
u新点数等を４⽉１⽇から算定するためには４⽉２０⽇（⽔）必着です
u届けに必要な書類は各地⽅厚⽣局のホームページからダウンロードできます
u１部を提出し、控えとして写しを⾃院に保管します
u「算定要件を満たす」とされる場合には厚⽣局への届出は不要ですが、基準が満たされてい
るか定期的なチェックを

u経過措置のあるものは届出忘れの無いように注意（該当項⽬の期限要確認）
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事務作業の簡素化
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uレセプト摘要欄に記載を求めている事項のうち、薬剤等について選択式記載とする。
uまた、⼀部の検査等の診療⾏為について、レセプト請求時にあらかじめ検査値の記載を求め、審
査⽀払機関からのレセプト返戻による医療機関の再請求に係る事務負担軽減を図る。

〔レセプト表⽰イメージ〕

【例︓テセントリク点滴静注840mg・同1200mgを請求する場合に記載を求めている項⽬】
・「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載すること。

95X1
44,886X1

33 点滴注射
テセントリク点滴静注1200mg

施設要件ア

医師要件イ

併⽤投与ア

コード レセプト
表⽰⽂書

8201xxxxx 施設要件ア

8201xxxxx 施設要件イ

（略） ウ〜オ（略）
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【その他】選択式コメント例
pＨＢＶ核酸定量

u治療中⼜は治療終了年⽉⽇を記載すること
u850100438 治療終了年⽉⽇（ＨＢＶ核酸定量）；（元号）yy"年"mm"⽉"dd"⽇"
u820100865 Ｂ型肝炎の治療中（ＨＢＶ核酸定量）

pゴリムマブ（潰瘍性⼤腸炎）
u ア 他の薬物療法として使⽤していた薬剤の品名及び使⽤期間
u イ 本製剤の投与が必要と判断した理由

u830600038 他の薬物療法として使⽤していた薬剤の品名；******
u830600039 他の薬物療法として使⽤していた薬剤の使⽤期間；******
u830600040 投与が必要と判断した理由；******
u830600041 他の薬物療法として使⽤していた薬剤の品名；******
u830600042 他の薬物療法として使⽤していた薬剤の使⽤期間；******
u830600043 投与が必要と判断した理由；******
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基本診療料（初・再診料）
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【外来】紹介状なし受診の定額負担の⾒直し（令和4年10⽉1⽇施⾏）
p紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収対象医療機関の追加

u現⾏の「特定機能病院及び⼀般病床２００床以上の地域医療⽀援病院」
⇒「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活⽤する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」(※)の
うち⼀般病床２００床以上の病院にも拡⼤
(※)令和３年改正後の医療法（昭和２３年法律第２０５号）に基づき、紹介患者への外来を基
本とする医療機関として新たに明確化されるもの

p定額負担を求める患者の初診・再診について
p以下の点数を保険給付範囲から控除

p初診の場合 ２００点
p再診の場合 ５０点

p定額負担の⾦額の変更
p初診の場合 ５,０００円 ⇒ ７，０００円
p再診の場合 ２,５００円 ⇒ ３，０００円
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p定額負担を求めなくても良い場合についての⾒直し（抜粋）

•［初診の場合］
①⾃施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者

•［初診、再診共通］
※急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合
は認められない

• ［再診から削除］
他の医療機関紹介後の要件について要件から削除

9 【外来】紹介状なし受診の定額負担の⾒直し（令和4年10⽉1⽇施⾏）



【オン診】オンライン診療の点数
p基本診療料

u（新）初診料（情報通信機器を⽤いた場合） ２５１点（要届出）
u（新）再診料（情報通信機器を⽤いた場合） ７３点（要届出）
※基本的な点数は変わっていません（初診料：２８８点、再診料：７３点）
u「情報通信機器を⽤いた場合」の際は外来管理加算の算定不可

p根本的な概念が変わります
u「オンライン診療料」という⾔葉が消え、疾患、対⾯受診間隔、時間要件など撤廃
u各種医学管理や在宅の「（情報通信機器を⽤いた場合）」も算定可能になる
uカルテ・レセプトへの記載事項に注意

u患者の「かかりつけ医」の有無により、「かかりつけ医が所属する医療機関名」、「対⾯
診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介⽅法及
び患者の同意」をカルテ記載

u「当該診療が指針に沿った適切な診療であったこと」、「当該処⽅が指針に沿った適切な
処⽅であったこと」をカルテ及びレセプトの摘要欄に記載
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【基本診療料】オンライン資格確認システムの活⽤
p（新）電⼦的保健医療情報活⽤加算（⽉１回）

p初診料の場合 ７点 （特例措置 ３点（令和６年３⽉３１⽇まで）※１）
p再診料の場合 ４点

u初診時に算定した場合には再診時には算定不可（特例措置を除く）

u対象患者
uオンライン資格確認システムを活⽤する保険医療機関を受診した患者

u算定要件
u届出不要だが要件を満たすこと
u電⼦資格確認システムを利⽤して当該患者の診療情報等を取得した上で診療を⾏った場合

uオンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報または特定健診情報等を取得

u※１ 初診の場合でオンライン資格確認システムでの当該患者の診療情報等の取得が困難な場合
⼜は他院から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合
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【基本診療料】オンライン資格確認システムの活⽤
p（新）電⼦的保健医療情報活⽤加算（⽉１回）

u施設基準（下記３点を満たせば届出不要）
uレセプトの電⼦請求を⾏っている（オンライン請求、光ディスク等）
u電⼦資格確認を⾏う体制を有している（オンライン資格確認システム端末）
u電⼦資格確認を活⽤して診療している旨を院内の⾒やすい場所に掲⽰している

p院内掲⽰物に注意
u上記施設基準の掲⽰及び、個⼈情報保護法に規定される掲⽰物に利⽤⽬的を追加が必要
u他の事業者等への情報提供を伴う事例

u医療保険事務の中に「審査⽀払機関⼜は保険者への照会」等を追加
u「オンライン資格確認」を導⼊する医療機関等における個⼈情報の利⽤⽬的の例⽰について
事務連絡 令和3年2⽉4⽇付
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電⼦的保健医療情報活⽤加算に関するQ&A 
「疑義解釈資料の送付について その１」
令和４年４⽉１⽇厚⽣労働省保険局医療課事務連絡を改変
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【Q&A】電⼦的保健医療情報活⽤加算
p問３２ 電⼦的保健医療情報活⽤加算で、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難
な場合」とは、どのような場合が対象となるのか︖

u（答）当該加算の趣旨は以下の通りである
ü医療機関でオンライン資格確認等システムが開始され
ü診療情報等を取得し
ü当該情報を活⽤して診療等を実施できる体制が整えられている

u上記のことからオンライン資格確認等システムの運⽤を開始している医療機関であれば、実
際に患者が個⼈番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書
の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し⽀えない。

uまた、患者の個⼈番号カードが破損等により利⽤できない場合や患者の個⼈番号カードの利
⽤者証明⽤電⼦証明証が失効している場合なども同様に該当する
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【Q&A】電⼦的保健医療情報活⽤加算
p問３３ 電⼦的保健医療情報活⽤加算の施設基準で、「当該情報を活⽤して診療等を実施できる
体制を有していることについて、⾃院の⾒やすい場所に掲⽰していること」とされているが、医
療機関の窓⼝や掲⽰板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲⽰することでよいか

u（答）よい

p問３４ 電⼦的保健医療情報活⽤加算の施設基準で、「電⼦情報処理組織を使⽤した診療報酬請
求を⾏っていること」とあるが、光ディスク等を⽤いた診療報酬請求を⾏っている場合でも当該
基準を満たすか。

u（答）光ディスク等を⽤いた診療報酬請求では当該基準を満たさない
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【Q&A】電⼦的保健医療情報活⽤加算
p「マイナ受付」のポスターやステッカー
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【基本診療料】外来感染対策向上加算の新設
p（新）外来感染対策向上加算 ６点（⽉１回）（要届出）（診療所のみ）

p（新）連携強化加算 ３点（⽉１回）（要届出）（診療所のみ）
p（新）サーベイランス強化加算 １点（⽉１回）（要届出）（診療所のみ）

u加算可能な項⽬
u以下の各項⽬に加算可能だが同⼀⽉に他の項⽬を算定する場合でも重複して加算不可

u初診料、再診料、⼩児科外来診療料、⼩児かかりつけ診療料
u外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、地域包括診療料、認知症
地域包括診療料、外来腫瘍化学療法診療料、救急救命管理料、退院後訪問指導料

u在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・(Ⅱ)、在宅患者訪問看護・指導料、同⼀建物居住者訪問
看護・指導料、在宅患者訪問点滴注射管理指導料、在宅患者訪問リハビリテーショ
ン指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養⾷事指導料、在宅
患者緊急時等カンファレンス料

u精神科訪問看護・指導料
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【基本診療料】外来感染対策向上加算の概要18

・定期的なカン
ファレンス
・新興感染症の発
⽣等を想定した訓
練の実施 等

感染対策向上加算１

感染対策向上加算２ 感染対策向上加算３

（新設）外来感染対策向上加算

（新設）

連携

感染対策向上加算１地域の医師会

感染症の発⽣状況等

に関する報告

連携強化加算

相談・助⾔

指導強化加算

・定期的なカンファレンス
・新興感染症の発⽣等を想
定した訓練の実施 等

サーベイランスへの参加
サーベイランス強化加算

相互評価

u算定例（加算は考慮していません）
u１⽇⽬ 初診料２８８点＋外来感染対策向上加算（初診）６点＝ ２９４点
u２⽇⽬ 再診料７３点＋外来感染対策向上加算（再診）６点＝７９点× ⇒ ７３点

※算定に関する動きは、導⼊システムベンダーへ要確認



【基本診療料】外来感染対策向上加算の概要19

外来感染対策向上加算

６点
患者１⼈の外来診療につき⽉１回に限り算定

届出基準 診療所（感染対策向上加算の届出がないこと）

院内感染管理者（※）を配置

※医師、看護師、薬剤師その他の医療有資格者であること

・年２回以上、加算１の医療機関⼜は地域医師会が主催するカンファレンスに参加（訓練への参加は必須とする）

・新興感染症の発⽣時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携医療機関等とあらかじめ協議されていること

・新興感染症の発⽣時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の診療等を実施する体制を有し、そのことを⾃治体HPで公開している

サーベイランス
への参加

サーベイランス強化加算として１点を算定

・抗菌薬の適正使⽤について、加算１の医療機関⼜は地域の医師会から助⾔を受けること

・「抗微⽣物薬適正使⽤の⼿引き」を参考に抗菌薬の適正な使⽤の推進に資する取組を⾏う

・細菌学的検査を外部委託する場合は、「中⼩病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を⾏う

・新興感染症の発⽣時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線を分けることができる体制を有する

他院との連携により連携強化加算として３点を算定する

感染制御チーム
の設置

医療機関間・
⾏政等との連携

その他

主

な

施

設

基

準

点数

算定要件



【基本診療料】外来感染対策向上加算の新設
p（新）外来感染対策向上加算（要届出）

u外来感染対策向上加算の施設基準（以下の全てに該当すること）
u診療所であること
u感染防⽌対策部⾨の設置

u院内に感染防⽌対策部⾨を設置し組織的に感染防⽌対策を実施する体制を整備
u（⼊院の加算）医療安全対策加算の医療安全管理部⾨を感染防⽌対策部⾨としても可
u（⼊院の加算）当該職員は医療安全対策加算の医療安全管理者とは兼任不可だが、院内感
染防⽌対策に掲げる業務は可

u専任の院内感染管理者を配置
u専任の医師、看護師⼜は薬剤師その他の医療有資格者が感染防⽌に係る⽇常業務を⾏う

u感染防⽌対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容を整備

他、算定要件は告⽰を参照
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【基本診療料】外来感染対策向上加算の新設
p（新）連携強化加算 ３点（⽉１回）（要届出）

u算定要件
u⾃院で外来感染対策向上加算を算定
u感染対策向上加算１を算定する他院に、感染症の発⽣状況、抗菌薬の使⽤状況等について
報告を⾏っている場合

u施設基準
u外来感染対策向上加算の届出診療所
u他院（感染対策向上加算１の届出医療機関に限る）との連携体制を確保
u連携する感染対策向上加算１の届出医療機関に対し、過去１年間に４回以上感染症の発⽣
状況、抗菌薬の使⽤状況等について報告を⾏っている

u届出に関する事項
u届出は別添７の様式１の５を⽤いる
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【基本診療料】外来感染対策向上加算の新設
p（新）サーベイランス強化加算 １点（⽉１回）（要届出）

u算定要件
u⾃院で外来感染対策向上加算を算定
u院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地
域や全国のサーベイランスに参加している場合

u施設基準
u外来感染対策向上加算の届出診療所
u地域において感染防⽌対策に資する情報を提供する体制が整備されている
u院内感染対策サーベイランス（JANIS）、感染対策連携共通プラットフォーム（J-SIPHE）
等、地域や全国のサーベイランスに参加している

u届出に関する事項
u届出は別添７の様式１の５を⽤いる
u当該加算の届出については実績を要しない
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【医学管理】こころの連携指導料の新設
p（新）こころの連携指導料（Ⅰ） ３５０点（⽉１回）（１年限度）（要届出）

uかかりつけ医から精神科・⼼療内科へ紹介

p（新）こころの連携指導料（Ⅱ） ５００点（⽉１回）（１年限度）（要届出）
u紹介された精神科⼜・⼼療内科

u概要
u孤独・孤⽴による影響等により精神障害⼜はその増悪に⾄る可能性が認められる患者に対して、か
かりつけ医等及び精神科⼜は⼼療内科の医師等が、⾃治体と連携しながら多職種で当該患者をサ
ポートする体制を整備している場合について新たな評価を⾏う

24



【医学管理料】診療情報提供料（Ⅰ）の⾒直し
p⻭科医療機関連携加算１（１００点）の要件⾒直し（要約）

u対象（医科側で算定）
u在宅⻭科医療を⾏う保険医療機関への⻭科訪問診療に対しての情報提供

u算定要件
u当該⻭科を標榜する保険医療機関において⼝腔内の管理が必要であると判断した患者に関
する情報提供を⾏い、診療録に情報提供を⾏った⻭科医療機関名を記載する

u要件削除 在⽀診・在⽀病の要件、栄養障害・摂⾷機能障害の要件を有する患者

25



【医学管理料】外来腫瘍化学療法診療料の新設
p（新）外来腫瘍化学療法診療料（要届出）

p１、外来腫瘍化学療法診療料１
pイ、抗悪性腫瘍剤を投与した場合 ７００点（⽉３回）
pロ、抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を⾏った場合 ４００点（週１回）

p２、外来腫瘍化学療法診療料２
pイ、抗悪性腫瘍剤を投与した場合 ５７０点（⽉３回）
pロ、抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を⾏った場合 ２７０点（週１回）

u対象患者
u悪性腫瘍を主病とする患者で⼊院中の患者以外の患者

u概要
u外来化学療法加算の算定要件が整理され、抗悪性腫瘍剤を使⽤する場合の点数が新設

26



【医学管理料】外来腫瘍化学療法診療料の新設
p（新）外来腫瘍化学療法診療料の加算

p連携充実加算 １５０点（⽉１回）（要届出）
u１のイ算定患者に対して、当該保険医療機関の医師⼜は当該医師の指⽰に基づき
薬剤師が、副作⽤の発現状況、治療計画等を⽂書により提供した上で、当該患者
の状態を踏まえて必要な指導を⾏った場合

u連携充実加算の施設基準
u化学療法を実施している患者の栄養管理を⾏う必要な体制が整備されている
u他の保険医療機関及び保険薬局との連携体制が確保されている

p⼩児加算 ２００点
u当該患者が１５歳未満の⼩児である場合

pバイオ後続品導⼊初期加算 １５０点（⽉１回）（３⽉限度）
u当該患者に対しバイオ後続品に係る説明を⾏い、バイオ後続品を使⽤した場合
u当該バイオ後続品の初回の使⽤⽇の属する⽉から起算して３⽉を限度

27



在宅⾃⼰注射関連薬剤抜粋（再確認）28

疾患 ⼀般名 先⾏バイオ バイオ後続品

糖尿病
インスリン製剤

ランタス注 インスリングラルギンBS注

ヒューマログ注 インスリンリスプロBS注

ノボラピッド注 インスリンアスパルトBS注

グルカゴン様ペプチド-１受容体アゴニスト バイエッタ⽪下注 等 なし

⾻粗鬆症 テリパラチド製剤
フォルテオ⽪下注 テリパラチドBS⽪下注

テリボン⽪下注 なし

関節リウマチ等

アダリムマブ製剤 ヒュミラ⽪下注 アダリムマブBS⽪下注

エタネルセプト製剤 エンブレル⽪下注 エタネルセプトBS⽪下注

アバタセプト製剤 オレンシア⽪下注

なし
ゴリムマブ製剤 シンポニー⽪下注

セルトリズマブペゴル製剤 シムジア⽪下注

トシリズマブ製剤 アクテムラ⽪下注
※後発医薬品への変更調剤は、内服薬が対象のため、注射薬は対象外のため注意



在宅⾃⼰注射指導管理料算定解釈29

他医療機関との併算定の可否
施設 疾患 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉

他院 糖尿病

⾃院 関節リウマチ

在宅⾃⼰注射指導管理料の算定

在宅⾃⼰注射指導管理料の算定

紹介等

施設 疾患 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉

他院 関節リウマチ

⾃院 関節リウマチ 重複算定不可

在宅⾃⼰注射指導管理料
の算定

在宅⾃⼰注射指導管理料
の算定

紹介等



在宅⾃⼰注射指導管理料導⼊初期加算算定解釈30

導入初期加算：自院及び他院での導入時

例 初⽉ ２⽉⽬ ３⽉⽬ ４⽉⽬

⾃院で⼊院⼜は外来等で２回以
上の教育を⾏い導⼊

他院で⼊院⼜は外来等で２回以
上の教育を⾏い導⼊

他院で導⼊後、
紹介を受けた 重複算定不可

⾃院で薬剤変更した 変更時1回のみ算定可

導⼊初期加算の算定

導⼊初期加算の算定

導⼊初期加
算の算定

導⼊初期加
算の算定

紹介



在宅⾃⼰注射指導管理料導⼊初期加算算定解釈31

バイオ後続品導入初期加算：自院及び他院での導入時

例 初⽉ ２⽉⽬ ３⽉⽬ ４⽉⽬

⾃院で
バイオ後続品に変更した場合

他院で
バイオ後続品に変更した場合

他院で導⼊後、
紹介を受けた場合 重複算定不可

導⼊初期加算の算定

導⼊初期加算の算定

導⼊初期加
算の算定

紹介

【P58に疑義解釈】



【医学管理料】外来栄養⾷事指導料の⾒直し
p外来栄養⾷事指導料１

u初回 ２６０点
u２回⽬以降

u対⾯で⾏った場合 ２００点
u情報通信機器を⽤いた場合 １８０点

p外来栄養⾷事指導料２
u初回 ２５０点
u２回⽬以降 １９０点

p外来栄養⾷事指導料１
u初回

u対⾯で⾏った場合 ２６０点
u情報通信機器等を⽤いた場合 ２３５点

u２回⽬以降
u対⾯で⾏った場合 ２００点
u情報通信機器等を⽤いた場合 １８０点

p外来栄養⾷事指導料２
u初回

u対⾯で⾏った場合 ２５０点
u情報通信機器等を⽤いた場合 ２２５点

u２回⽬以降
u対⾯で⾏った場合 １９０点
u情報通信機器等を⽤いた場合 １７０点

32

※初回から情報通信機器を⽤いることが可能に

※初回の指導を⾏った⽉は⽉２回算定可

※その他の⽉は⽉１回の算定



【医学管理料】外来栄養⾷事指導料の加算新設
p（新）外来栄養⾷事指導料注３（悪性腫瘍の患者に対する管理栄養⼠の指導）

２６０点（⽉１回）
u算定要件

u要届出
u外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者
u医師の指⽰に基づき⾃院の専⾨的な知識を有する管理栄養⼠が具体的な献⽴等によって指
導を⾏った場合

u施設基準
u悪性腫瘍の患者の栄養管理に係る専⾨の研修を修了し、当該患者の栄養管理を⾏うにつき
⼗分な経験を有する専任の常勤の管理栄養⼠が配置されている
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【医学管理料】診療情報提供料（Ⅰ）の⾒直し
p情報提供先の追加

u保育所、認定こども園、家庭的保育事業を⾏う者、⼩規模保育事業を⾏う者、
事業所内保育事業を⾏う者、幼稚園、⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学
校、中等教育学校、特別⽀援学校、⾼等専⾨学校、専修学校（１８歳に達する
⽇以後最初の３⽉３１⽇以前の患者）

p対象患者の追加
u児童福祉法に規定する障害児である患者
u児童福祉法に規定する⼩児慢性特定疾病医療⽀援の対象である患者
uアナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは⾷物アレルギー患者

u⽣活管理指導表のアナフィラキシーありに該当する患者若しくは⾷物アレルギーあり（除
去根拠のうち、⾷物経⼝負荷試験陽性⼜は明らかな症状の既往及びIｇE抗体等検査陽性に
該当する患者に限る）に該当する患者 （※診療情報提供料等の様式は告⽰参照）
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【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設
p（新）⼆次性⾻折予防継続管理料（要届出）

pイ、⼆次性⾻折予防継続管理料１ １,０００点（⼊院中１回）
pロ、⼆次性⾻折予防継続管理料２ ７５０点（⼊院中１回）
pハ、⼆次性⾻折予防継続管理料３ ５００点（⽉１回１年限度※）

※初回算定⽇の属する⽉から起算

uハの算定要件
uイを算定したものに対して、継続して⾻粗鬆症の計画的な評価及び治療等を⾏った場合
u関係学会より⽰されている「⾻折リエゾンサービス（FLS）クリニカルスタンダード」及び「⾻粗鬆

症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療効果の判定等、必要な治療を継続して
実施した場合に算定（ロ含む）

u医学管理の実施に当たっては、⾻量測定、⾻代謝マーカ−、脊椎エックス線写真等による必要な評
価を⾏う

（イ、ロの施設基準等は官報告⽰を参照）

35



【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設
u算定の概要

u⾻粗鬆症の治療による⼆次性⾻折の予防推進
u⾻粗鬆症を有する⼤腿⾻近位部⾻折患者に対して早期から必要な治療を実施した場合につい
て評価

u⼤腿⾻近位部⾻折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に⾻粗鬆症の評
価を⾏う

u算定制限
u以下の場合「イ」を算定した患者は「ロ」を算定不可

u当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に転院した場合
u同⼀保険医療機関のリハビリテーション医療等を担う病棟に転棟した場合

u以下の場合「イ」⼜は「ロ」を算定した同⼀⽉に「ハ」は算定不可
u患者が退院し⼊院していた保険医療機関と同⼀の保険医療機関外来を受診した場合
u当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関の外来を受診した場合

36
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⼀般病棟病院
⼤腿⾻近部⾻折⼿術治療(⼊院)

リハビリテーション病院
リハビリの実施(⼊院)

診療所
外来⾻粗鬆症治療

適切な評価及び⾻粗鬆症の治療効果の判定等、必要な治療の継続が要件
対象ガイドライン
「⾻折リエゾンサービス（FLS）クリニカルスタンダード」
「⾻粗鬆症の予防と治療ガイドライン」

保険薬局
薬学管理

⾻粗鬆症マネージャー対象資格
保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、
理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、言語聴覚士、薬剤
師、管理栄養士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、
視能訓練士

【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設



【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設38

種別 名称 点数 備考

⾻量測定

⾻塩定量検査 １ＤＥＸＡ法による腰椎撮影 360

4⽉１回

⼤腿⾻同時撮影加算 90
（新設）⾻塩定量検査 ２ＲＥＭＳ法（腰椎） 140

⼤腿⾻同時検査加算 55
⾻塩定量検査 ３ＭＤ法、ＳＥＸＡ法等 140
⾻塩定量検査 ４超⾳波法 80

種別 名称 点数 備考

⾻吸収
マーカー

酒⽯酸抵抗性酸性フォスファターゼ(TRACP-5b) 156 診断補助、その後6⽉以内の補助的指標、
治療⽅針変更後6⽉以内

I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX) 156 治療⽅針選択時、その後6⽉以内の薬剤
効果判定、治療⽅針変更後6⽉以内デオキシピリジノリン(DPD)（尿） 191

⾻形成
マーカー

⾻型アルカリフォスファターゼ(BAP) 161
Ⅰ型プロコラーゲン−N−プロペプチド(P1NP) 164
インタクトⅠ型プロコラーゲン−Ｎ−プロペプチド(IntactPINP) 163

骨粗鬆症関連検査（抜粋）
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剤形 種類 ⼀般名 推奨 毎⽇ 週１ ⽉１ 半年 年１ 備考

錠剤 ビスホスホネート
アレンドロン酸ナトリウム⽔和物 A 〇 〇 〇

起床時⽔で服⽤
服⽤後30分以上
飲⾷不可

リセドロン酸ナトリウム⽔和物 A 〇 〇 〇

ゼリー ビスホスホネート アレンドロン酸ナトリウム⽔和物 A 〇

点滴 ビスホスホネート
アレンドロン酸ナトリウム⽔和物 A 〇 30分以上かけて

点滴

ゾレドロン酸⽔和物 ｰ 〇 15分以上かけて
点滴

⽪下
注射

抗RANKL抗体 デノスマブ（遺伝⼦組換え） A 〇 Ca、VitD合剤を
連⽇服⽤

抗スクレロスチン抗体 ロモソズマブ ｰ 〇 12か⽉で終了

⾻粗鬆症治療薬（⼤腿⾻近位部⾻折関連抜粋）

※ガイドラインで⼤腿⾻近位部⾻折推奨Cの薬剤は除外

【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設



【医学管理料】下肢創傷処置管理料の新設
p（新）下肢創傷処置管理料 ５００点（⽉１回）（要届出）

40

u算定要件（対象は、⼊院中の患者以外の患者）
u下肢の潰瘍を有するものに対して、下肢創傷処置に関する専⾨の知識を有する医師が、下肢

創傷処置と併せて計画的な医学管理を継続して⾏い、かつ、療養上必要な指導を⾏った場合
u初回算定時に治療計画を作成し、患者及び家族等に説明して同意を得て、毎回の指導の要点
を診療録に記載する

u学会によるガイドライン等を参考にする
u下肢創傷処置を算定した⽇の属する⽉に⽉１回に限り算定
u糖尿病合併症管理料は別に算定不可

u施設基準（届出は別添２の様式５の１４を⽤いる）
u以下の要件を全て満たす常勤の医師が1名以上勤務

u整形外科、形成外科、⽪膚科、外科、⼼臓⾎管外科⼜は循環器内科の診療に従事した経
験を５年以上有している

u下肢創傷処置に関する適切な研修を修了している



【医学管理料】その他
p⼩児運動器疾患指導管理料

u対象患者の年齢を１２歳未満から２０歳未満に拡⼤

p傷病⼿当⾦の通算化
u変更内容

u傷病⼿当⾦の⽀給期間が「⽀給開始⽇から通算して１年６か⽉」に
u⽀給期間中に途中で就労するなど、傷病⼿当⾦が⽀給されない期間がある場合には⽀給開

始⽇から起算して１年６か⽉を超えても、繰り越して⽀給可能になる
u施⾏⽇等

u令和４年１⽉１⽇から施⾏
u令和３年12⽉31⽇時点で⽀給開始⽇から１年６か⽉を経過していない傷病⼿当⾦が対象

u令和２年７⽉２⽇以降に⽀給開始された傷病⼿当⾦
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医学管理料に関するQ&A 
「疑義解釈資料の送付について その１」
令和４年４⽉１⽇厚⽣労働省保険局医療課事務連絡を改変
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【Q&A】医学管理料
p【⼩児運動器疾患指導管理料】

p問１３９ ２０歳未満の患者が対象とされているが、当該患者が２０歳に達する⽇の前⽇まで算
定可能ということか

u（答）そのとおり

p【⼆次性⾻折予防継続管理料】

p問１４０ ⼆次性⾻折予防継続管理料の施設基準で、「地域の医療機関等と連携し」とあるが、
「地域の医療機関等」には、地域の保険薬局は含まれるか

u（答）含まれる

p【下肢創傷処置管理料】

p問１４５ 下肢創傷処置管理料の施設基準で求められる医師の「下肢創傷処置に関する適切な研
修」は、具体的にはどのようなものがあるか

u（答）現時点では、⼀般社団法⼈⽇本フットケア・⾜病医学会「⽇本フットケア⾜病医学会認定師 講
習会」のうち「Ver.２」が該当する
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検 査
※全ての点数を網羅している訳ではありませんので、個々の点数は厚⽣労働省のＨＰからご確認ください。

医科点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf

実施上の留意事項 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907838.pdf
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【検査】新設項⽬（抜粋）
p（新）超⾳波減衰法検査 ２００点

u脂肪性肝疾患の患者であって慢性肝炎⼜は
肝硬変の疑いがある者

u使⽤⽬的⼜は効果として、超⾳波の減衰量
を⾮侵襲的に計測、肝臓の脂肪量を評価の
ために薬事承認⼜は認証を得ているもの

u肝臓の脂肪量を評価した場合：３⽉に１回
u肝硬度測定⼜は超⾳波エラストグラフィー
の併算定不可（同⼀患者に３⽉以内の実施
も含む）実施の際は、関係学会が定めるガ
イドラインを踏まえ適切に⾏う

u医学的必要性から別途肝硬度測定⼜は超⾳
波エラストグラフィー実施の必要がある場
合は、レセプトにその理由及び医学的根拠
を詳細に記載
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p（新）関節液検査 ５０点
u関節⽔腫を有する患者であって、結晶性関
節炎が疑われる者に対して実施した場合、
⼀連につき1回に限り算定

u排泄物、滲出物⼜は分泌物の細菌顕微鏡検
査とは主たるもののみ算定

p（新）⾻塩定量検査ＲＥＭＳ法（腰椎）
１４０点

p⼤腿⾻同時検査加算 ５５点
uREMS法(Radiofrequency Echographic

Multi-spectrometry)による腰椎の⾻塩定
量検査を実施した場合に算定

u同⼀⽇に⾏った場合にのみ算定可



【検査】引き上げ項⽬／削除項⽬
p⿐腔・咽頭拭い液採取 ５点 ⇒ ２５点

p動脈⾎採取（１⽇につき） ５０点 ⇒ ５５点
u６歳未満の乳幼児加算 １５点 ⇒ ３０点

p⾎液採取（１⽇につき）
u静脈 ３５点 ⇒ ３７点
u６歳未満の乳幼児加算 ２５点 ⇒ ３０点
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p削除項⽬
p網膜中⼼⾎管圧測定
⇒蛍光眼底造影検査や眼底三次元画像解析等が⼀般的に⽤いられる
p動物使⽤検査
pBence Jones蛋⽩定性（尿）
⇒尿中免疫電気泳動（免疫固定法によるBence Jones蛋⽩(BJP)同定）



【検査】要件の⾒直しなど
p⼩腸内視鏡検査（点数変更なし）

pバルーン内視鏡によるもの 6,800点
p（新）スパイラル内視鏡によるもの 6,800点
pカプセル型内視鏡によるもの 1,700点

p内視鏡的留置術加算（15歳未満） 260点
pその他のもの 1,700点

p粘膜点墨法加算 60点

u算定の留意事項
uスパイラル内視鏡

u電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を⽤いて⼩腸内視鏡検査を⾏った場合に算定

u内視鏡的留置術加算
u⼩児の⿇酔及び鎮静に⼗分な経験を有する常勤の医師が1⼈以上配置されている保険医療機関において、消化器内視鏡を経⼝
的に挿⼊し、カプセル内視鏡の挿⼊及び配置に⽤いるものとして薬事承認⼜は認証を得ている内視鏡的挿⼊補助具を⽤いてカ
プセル型内視鏡を⼗⼆指腸に誘導し、カプセル型内視鏡によるものを実施した場合に算定

uこの適応の判断及び実施に当たっては、関連学会が定めるガイドラインを遵守する
u内視鏡的挿⼊補助具を使⽤した患者はレセプトに症状詳記を添付
u胃・⼗⼆指腸ファイバースコピーの点数は別に算定不可
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【検査】要件の⾒直しなど
p⼤腸内視鏡検査

p（新）バルーン内視鏡加算 ４５０点
p（新）内視鏡的留置術加算 ２６０点

u１５歳未満の患者に対して内視鏡的挿⼊補助具を⽤いて⾏った場合

u算定の留意事項
uバルーン内視鏡加算

u⼤腸内視鏡検査が必要で⼤腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により回盲部まで到達できなかっ
た患者に⼤腸ファイバースコピーを⽤いた場合に限り算定可

uバルーン内視鏡を使⽤した患者は、レセプトに症状詳記を添付
u内視鏡的留置術加算

u⼩児の⿇酔及び鎮静に⼗分な経験を有する常勤の医師が1⼈以上配置されている保険医療機関において、消化器内
視鏡を経⼝的に挿⼊し、カプセル内視鏡の挿⼊及び配置に⽤いるものとして薬事承認⼜は認証を得ている内視鏡的
挿⼊補助具を⽤いてカプセル型内視鏡を⼗⼆指腸に誘導し、カプセル型内視鏡によるものを実施した場合に算定

uこの適応の判断及び実施に当たっては、関連学会が定めるガイドラインを遵守する
u内視鏡的挿⼊補助具を使⽤した患者はレセプトに症状詳記を添付
u胃・⼗⼆指腸ファイバースコピーの点数は別に算定不可

48



投 薬 ・ 注 射

49



【投薬】湿布の上限枚数減少とリフィル処⽅
p湿布薬処⽅の上限枚数

u１処⽅につき７０枚６３枚まで
u医師が医学的必要性を認めた場合を除く

u改定前と同様にその理由を処⽅箋及びレセプトに記載
u投与⽇数制限のある医薬品及び湿布薬はリフィル処⽅の対象外

p【参考】
pリフィル処⽅時の処⽅箋料の取り扱い（⼀部の病院）

u当該処⽅箋の１回の使⽤による投与期間が２９⽇以内の投薬を⾏った場合
u処⽅箋料における⻑期投薬に係る減算規定を適⽤しない
u３０⽇以上の処⽅で減算（40/100）される医療機関が対象
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【投薬】リフィル処⽅箋の仕組み（療養担当規則）
p対象患者

u医師の処⽅により薬剤師による服薬管理の下、⼀定期間内に処⽅箋の反復利⽤が可能な患者
uリフィル処⽅の実施は任意

51

p留意事項
uリフィル処⽅箋の反復回数について

u総使⽤回数の上限は３回まで
u１回当たり投薬期間及び総投薬期間は、医師が患者
の病状等を踏まえて個別に医学的に適切と判断した
期間

u療養担当規則で投薬量に限度がある医薬品と湿布
薬は、リフィル処⽅箋による投薬不可

uリフィル処⽅箋の有効期間
u１回⽬の調剤の場合は発⾏⽇含め４⽇間
u２回⽬、３回⽬は次回調剤予定⽇の前後７⽇以内

u医師がリフィル処⽅可とした場合は処⽅箋の「リ
フィル可」欄にレ点を記⼊

p薬局側の留意事項抜粋
u薬局の薬剤師は、リフィル処⽅箋で調剤の際に患
者の服薬状況等の確認を⾏い、リフィル処⽅箋で
の調剤が不適切と判断した場合は、調剤を⾏わず、
受診勧奨を⾏い処⽅医に速やかに情報提供を⾏う

u薬局の薬剤師は、リフィル処⽅箋で調剤した場合
は、調剤した内容、患者の服薬状況等を必要に応
じ処⽅医へ情報提供を⾏う



【投薬】リフィル処⽅箋の仕組み
p【参考】療養担当規則のリフィル対象外記載抜粋

u投薬期間に上限が設けられている医薬品及び湿布薬(貼付剤のうち、薬効分類上の鎮痛、鎮痒、
収斂、消炎剤(専ら⽪膚疾患に⽤いるものを除く）をいう）
u投薬期間に上限が設けられている医薬品

u１,投薬量⼜は投与量が14⽇分を限度とされる内服薬及び外⽤薬並びに注射薬
として、⿇薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定す
る⿇薬等を定めたものである

u２,投薬量⼜は投与量が30⽇分を限度とされる内服薬及び外⽤薬並びに注射薬
として、アルプラゾラム等を定めたものである

u３,投薬量が90⽇分を限度とされる内服薬として、ジアゼパム等を定めたもの
である
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リフィル処⽅の場合は
「レ点」と「反復回数」を記⼊

調剤薬局
使⽤欄



医師の指⽰による分割調剤とリフィル処⽅箋点数⽐較54

新点数算定例（4/1- 服⽤時点の異なる内服3種類 リフィル28⽇、医師指⽰８４⽇（３分割））
名称 リフィル 医師指⽰分割

調
剤
技
術
料

調剤基本料１ 42 42
後発医薬品調剤体制加算１ 21 21
電⼦的保健医療情報活⽤加算 3 3
薬剤調製料(内服薬) 1剤⽬ 24 24

2剤⽬ 24 24
3剤⽬ 24 24

薬
学
管
理
料

服薬管理指導料(３⽉以内に再度処⽅箋を持参) 45 45
調剤管理料 1剤⽬ 50 60

2剤⽬ 50 60
3剤⽬ 50 60

合計 333 363
※リフィル処⽅箋は受付１回ごとに計算（２回⽬以降も同様）、医師指⽰分割は総投与⽇数を計算後、分割回数で除した分を請求



医師の指⽰による分割調剤とリフィル処⽅箋点数⽐較55

1回⽬ 2回⽬ 3回⽬ 合計

医師指⽰分割(1/3)
（８４⽇分を３分割して算定） 121点 121点 121点 363点

⼀部負担⾦(a) 360円 360円 360円 1,080円

リフィル処⽅箋
（２８⽇分を都度算定） 333点 333点 333点 999点

⼀部負担⾦(b) 1,000円 1,000円 1,000円 3,000円

差額(b)-(a) +640円 +640円 +640円 +1,920円

新点数算定例（4/1- 服⽤時点の異なる内服3種類 各28⽇分）

※リフィル処⽅箋は受付１回ごとに計算（２回⽬以降も同様）、医師指⽰分割は総投与⽇数を計算後、分割回数で除した分を請求



リフィル処⽅箋の有効期限例（28⽇分 予定⽇含まず 要通知確認）56

(⽇) (⽉) (⽕) (⽔) (⽊) (⾦) (⼟)

1
4/1 4/2
調剤⽇

2
4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9

3
4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

4
4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23

受取不可

5
4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30

予定⽇

6
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7

受取不可



リフィル処⽅に関するQ&A 
「疑義解釈資料の送付について その１」
令和４年４⽉１⽇厚⽣労働省保険局医療課事務連絡を改変
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【Q&A】リフィル処⽅
p問２５４ 処⽅箋の交付について、リフィル処⽅を⾏う医薬品と⾏わない医薬品を処⽅する場合
には、処⽅箋を分ける必要があるか

u（答）処⽅箋を分ける必要がある

p問２５５ 処⽅箋の交付について、リフィル処⽅により２種類以上の医薬品を投薬する場合で
あって、それぞれの医薬品に係るリフィル処⽅箋の１回の使⽤による投薬期間が異なる場合⼜は
リフィル処⽅箋の使⽤回数の上限が異なる場合は、医薬品ごとに処⽅箋を分ける必要があるか

u（答）処⽅箋を分ける必要がある
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中医協総-4-1
R3.12.8

個別事項(その８)
後発医薬品について

（参考）
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中医協総-4-1
R3.12.8

個別事項(その８)
後発医薬品について

（参考）
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中医協総-4-1
R3.12.8

個別事項(その８)
後発医薬品について

（参考）



在宅⾃⼰注射関連薬剤抜粋（再確認）62

疾患 ⼀般名 先⾏バイオ バイオ後続品

糖尿病
インスリン製剤

ランタス注 インスリングラルギンBS注

ヒューマログ注 インスリンリスプロBS注

ノボラピッド注 インスリンアスパルトBS注

グルカゴン様ペプチド-１受容体アゴニスト バイエッタ⽪下注 等 なし

⾻粗鬆症 テリパラチド製剤
フォルテオ⽪下注 テリパラチドBS⽪下注

テリボン⽪下注 なし

関節リウマチ等

アダリムマブ製剤 ヒュミラ⽪下注 アダリムマブBS⽪下注

エタネルセプト製剤 エンブレル⽪下注 エタネルセプトBS⽪下注

アバタセプト製剤 オレンシア⽪下注

なし
ゴリムマブ製剤 シンポニー⽪下注

セルトリズマブペゴル製剤 シムジア⽪下注

トシリズマブ製剤 アクテムラ⽪下注
※後発医薬品への変更調剤は、内服薬が対象のため、注射薬は対象外のため注意



【注射】注射⼿技料の⾒直し
p⽪内、⽪下及び筋⾁内注射（１回につき） ２０点 ⇒ ２２点
p静脈内注射（１回につき） ３２点 ⇒ ３４点

p乳幼児加算 ４５点 ⇒ ４８点

p点滴注射（１⽇につき）
p６歳未満の乳幼児（１００mL以上の場合） ９９点 ⇒ １０１点
p５００mL以上の場合 ９８点 ⇒ ９９点
pその他の場合 ４９点 ⇒ ５０点

p乳幼児加算 ４５点 ⇒ ４６点
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【注射】外来化学療法加算の再編
p外来化学療法加算１

p抗悪性腫瘍剤を注射した場合
p１５歳未満 ８２０点
p１５歳以上 ６００点

p抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合
p１５歳未満 ６７０点
p１５歳以上 ４５０点

64

u外来化学療法加算の定義⾒直し（※抗悪性腫瘍剤の場合を分離し外来腫瘍化学療法診療料に）
u⼊院中の患者以外の関節リウマチ等の患者に対して、注射による化学療法の必要性、副作⽤、⽤
法・⽤量、その他の留意点等について⽂書で説明し同意を得た上で、外来化学療法に係る専⽤室
において、注射により薬剤等が投与された場合に加算

u対象は下記の通り（変更なし）
uインフリキシマブ製剤、トシリズマブ製剤、アバタセプト製剤、ナタリズマブ製剤、ベリムマブ製剤

p外来化学療法加算２
p抗悪性腫瘍剤を注射した場合

p１５歳未満 ７４０点
p１５歳以上 ４７０点

p抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合
p１５歳未満 ６４０点
p１５歳以上 ３７０点



【注射】外来化学療法加算の再編65

p（新）バイオ後続品導⼊初期加算 １５０点（⽉１回３⽉限度）
u外来化学療法加算の加算
u当該バイオ後続品の初回の使⽤⽇の属する⽉から起算
uバイオ後続品に関する情報を提供
u外来腫瘍化学療法診療料（新設）についても同様の加算を設ける



【Q&A】バイオ後続品導⼊初期加算
p問１５８ 従前からバイオ後続品を使⽤している患者について、先⾏バイオ医薬品が同⼀である別
のバイオ後続品に変更した場合、当該加算は算定可能か

u（答）算定不可

p問１５９ 「バイオ後続品の初回の処⽅⽇の属する⽉から起算して３⽉を限度として加算するこ
と」とされているが、初回処⽅⽇から３⽉以内に転医し、転医先で同⼀のバイオ後続品を処⽅し
た場合に、当該加算は算定可能か。

u（答）算定不可

p問１６０ 「初回の使⽤⽇の属する⽉から起算して３⽉を限度として、⽉１回に限り」加算するこ
ととされているが、⼊院中にバイオ後続品を初めて使⽤した患者が、退院後もバイオ後続品を使
⽤したものについて、⼊院中の使⽤から２⽉⽬以降に当該加算の要件を満たす場合は、当該加算
を算定することは可能か

u（答）初回の使⽤⽇の属する⽉にバイオ後続品導⼊初期加算を算定していない者についても、２⽉⽬以
降に要件を満たす場合は算定可。ただし、その場合も初回の使⽤⽇の属する⽉から起算して３⽉を限度
として算定する
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【投薬・注射】その他
p外来後発医薬品使⽤体制加算の数値割合引き上げ（院内処⽅の診療所のみ）

u加算１ ８５％ ⇒ ９０％
u加算２ ７５％ ⇒ ８５％
u加算３ ７０％ ⇒ ７５％

p無菌製剤処理料が診療所でも算定可能に
u無菌製剤処理料の施設基準から「病院であること」を削除

u新規医薬品で１４⽇制限のないもの
uエブリスディドライシロップ60mg、シアリス錠5mg、シアリス10mg、シアリス錠20mg、
バイアグラ錠25mg、バイアグラ錠50mg、バイアグラODフィルム25mg、バイアグラOD
フィルム50mg、ガニレスト⽪下注0.25mgシリンジ、セトロタイド注射⽤0.25mg、ウトロ
ゲスタン膣⽤カプセル200mg、ルティナス膣錠100mg、ルテウム膣⽤坐剤400mg、ワン
クリノン膣⽤ゲル90mg
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リハビリテーション
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リハビリテーションの役割分担（イメージ）
令和４年度診療報酬改定

急性期 回復期 維持期・⽣活期
⼼⾝機能 改善 改善 維持・改善

ADL 向上 向上 維持・向上
活動・参加 再建 再建 再建・維持・向上

QOL － － 維持・向上

内容
早期離床・早
期リハによる
廃⽤症候群の
予防

集中的リハによる機能回復・ADL
向上

リハ専⾨職のみならず、多職種によって構成される
チームアプローチによる⽣活機能の維持・向上、
⾃⽴⽣活の推進、介護負担の軽減、QOLの向上

主に医療保険 主に介護保険役割分担

（資料出所）⽇本リハビリテーション病院・施設協会「⾼齢者リハビリテーション医療のグランドデザイン」（⻘海社）より厚⽣労働省⽼⼈保健課において作成

外来

脳卒中等の発症

病院、診療所、介護⽼⼈保健施設、介護医療院

訪問看護ステーション
訪
問

通
所

⼊院

回復期 維持期・⽣活期

診断・治療 安定化

急性期

⾝
体
機
能

病院、診療所、⽼⼈保健施設、介護医療院

69



【リハ】標準的算定⽇数超の算定要件の⾒直し
p標準的算定⽇数を超えてリハビリテーションを⾏う場合

u算定要件（抄）
u標準的算定⽇数を超えて継続して疾患別リハを⾏う患者のうち、治療を継続することにより状態の
改善が医学的に期待できると判断される場合は、継続することとなった⽇を診療録に記載

u継続することとなった⽇及びその後１か⽉に１回以上、機能的⾃⽴度評価法（ＦＩＭ法
（FunctionalIndependence Measure））の測定により必要性を判断する

uリハ実施計画書を作成し、患者⼜はその家族等に説明の上交付し写しを診療録に添付
u１年間に当該疾患別リハビリテーション料を算定した患者の⼈数、ＦＩＭ等について報告を⾏う

u別紙様式４２の２「疾患別リハビリテーションに係る症例報告書」で報告（次ページに詳細）
uＦＩＭの測定は、令和４年９⽉３０⽇まで経過措置
u当該リハビリテーション実施計画書は以下を記載する

uこれまでのリハビリテーションの実施状況（期間及び内容）
u前⽉の状態と⽐較した当⽉の患者の状態
u将来的な状態の到達⽬標を⽰した今後のリハビリテーション計画と改善に要する⾒込み期間
uＦＩＭ⼜はＢＩ及びその他の指標を⽤いた具体的な改善の状態等を⽰した継続の理由
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【リハ】標準的算定⽇数超の算定要件の⾒直し
p厚⽣局への報告事項

u１.疾患別リハビリテーション料の算定状況について
u各年６⽉１⽇から３０⽇までの１ヶ⽉間に疾患別リハビリテーション料を算定患者の実⼈数を記載
u同⼀の患者が複数回同⼀の傷病名により同⼀の疾患別リハビリテーション料を算定した場合は、１
⼈として計算する

u２.患者の状態等について
u⼊院中の患者以外の患者で各年６⽉１⽇から７⽇までの１週間の間に疾患別リハビリテーション料
を算定した患者のうち「治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される、
⼜は、治療上有効であると医学的に判断される等の理由で、⽉１３単位の算定上限の対象外となっ
ている患者」に該当している患者のデータ（⼊院中の患者以外の患者）を記載

p運動器リハビリテーション料
u対象疾患に「糖尿病⾜病変」を追加
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【リハ】疾患別リハビリテーションの加算新設
p疾患別リハビリテーション

p（新）リハビリテーションデータ提出加算 ５０点（要届出）
u算定の留意事項

u厚⽣労働省が毎年実施する外来医療等調査に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出さ
れることを評価したもので、提出されたデータは、特定の患者個⼈を特定できないように集計
し、厚⽣労働省保険局において外来医療等に係る実態の把握・分析等のために適宜活⽤される
もの

u当該加算はデータ提出の実績が認められた医療機関で、疾患別リハビリテーション料の算定患
者について、データを提出する診療に限り算定

uデータ提出の実績が認められた保険医療機関とは
uデータの提出が厚⽣労働省保険局医療課で確認され、その旨を通知された医療機関

uデータ提出が遅延などした場合
uデータの提出を⾏っていない場合⼜はデータの提出（データの再照会に係る提出も含む）
に遅延等が認められた場合、当該⽉の翌々⽉以降は算定できない

u算定ができなくなった⽉以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、翌々⽉以降
の算定ができる
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【リハ】疾患別リハビリテーションの加算新設
p疾患別リハビリテーション

p（新）リハビリテーションデータ提出加算
u算定の留意事項

u遅延等とは下記のことをいう
u厚⽣労働省が調査の⼀部事務を委託する調査事務局宛てに、調査実施説明資料に定められ
た期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合（提出時刻が確認できない
⼿段等、調査実施説明資料にて定められた提出⽅法以外の⽅法で提出された場合を含む）

u提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合
（データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む）

uデータの作成は３ケ⽉単位で⾏うものとし、作成されたデータには第１⽉の初⽇から第３⽉の
末⽇までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならない

※「外来医療等のデータ」については、令和５年１０⽉診療分をめどにデータ提出を受け付け
る⽅向で対応する
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【リハ】疾患別リハビリテーションの加算新設
uリハビリテーションデータ提出加算の施設基準

u外来医療等調査に適切に参加できる体制を有する
u厚⽣労働省保険局医療課及び外来医療等調査事務局と電⼦メール及び電話での連絡可能な担
当者を必ず１名指定

u外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出
u診療記録（過去５年間のカルテ及び過去３年間の⼿術記録、看護記録等）の全てを保管・管
理

u診療記録の保管・管理が厚⽣労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
に準拠した体制であることが望ましい

u診療記録の保管・管理のための規定を明⽂化
u患者の疾病統計は、ICD⼤分類程度以上の疾病分類がされている
u保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できる
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【リハ】疾患別リハビリテーションの加算新設
uリハビリテーションデータ提出加算の施設
基準

uデータ提出に関する事項
uデータの提出を希望する医療機関は、令和５年５
⽉２０⽇、８⽉２２⽇、１１⽉２１⽇、令和６年
２⽉２０⽇までに別添２の様式７の１０について、
地⽅厚⽣（⽀）局医療課⻑を経由して、厚⽣労働
省保険局医療課⻑へ届出る

u上記の届出を⾏った保険医療機関は、試⾏データ
を厚⽣労働省が提供するチェックプログラムによ
り作成し、調査実施説明資料に定められた⽅法に
従って厚⽣労働省保険局医療課が別途通知する期
⽇までに外来医療等調査事務局へ提出する

u試⾏データが適切に提出されていた場合は、デー
タ提出の実績が認められた医療機関として、厚⽣
労働省保険局医療課より事務連絡を貴院の担当者
宛てに電⼦メールにて発出する。なお、当該連絡
のあった医療機関では、この連絡以後、リハビリ

テーションデータ提出加算の届出を⾏うことが可
能となる

u届出に関する事項
u届出は別添２の様式７の１１を⽤いる
u各調査年度において、累積して３回のデータ提出
の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出
が継続的に⾏われていないことから、３回⽬の遅
延等が認められた⽇の属する⽉に速やかに変更の
届出を⾏うこととし、当該変更の届出を⾏った⽇
の属する⽉の翌⽉からは算定できない

uデータ提出を取りやめる場合、データが作成でき
ない・遅延等が頻発した場合等は、別添２の様式
７の１１を提出する

uデータ提出の停⽌の届出を⾏い、その後に再度
データ提出を⾏う場合は、最初の⼿続きより開始
する
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外来医療等のデータ提出を始める医療機関のスケジュール（イメージ）
令和４年度診療報酬改定 Ⅲ－２ 医療におけるＩＣＴの利活⽤・デジタル化への対応－⑫

６〜７⽉ ８⽉

②６,７⽉分の
データ

（試⾏データ）
を作成

※連続する少なくとも
２か⽉分のデータ

⑤判定

１０⽉からは、３か⽉毎に提出（※３）。

１０⽉１⽇より
⑧外来データ提出加算等

算定

①データ作
成開始前に
保険局医療
課に届出
（※1）

⑦通知を
元に厚⽣
局に届出

※３ 提出データについては、より詳細な点
検を厚⽣労働省（調査事務局）にて実施し、
データの追加提出を求める場合がある。

※１ 5/20までに厚⽣局を
経由して届出（施設の状況
により若⼲時期が異なる）

働省が追って作成・配付。医療機関
側

※２ ⾃⼰チェック⽤のソフトは厚⽣労

で提出前にチェックを実施（必須）。

厚⽣労働省
（調査事務局）

⑨１０〜１２⽉分を作成
→令和６年１⽉提出

⑥
通
知

内容が適切で
あれば通知

医療機関

令和５年５⽉

調査実施
説明資料
を公表

③ソフトウェア
による試⾏デー
タの⾃⼰チェッ

クを⾏う

④試⾏データを
事務局に提出

９⽉ １０⽉
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【リハ】リハ実施計画書・リハ実施総合計画書の署名

pリハ実施計画書・リハ実施総合計画書の署名欄
の取扱いの⾒直し

uリハビリテーション実施計画書及びリハビリテー
ション実施総合計画書については、計画書に患者
⾃ら署名することが困難であり、かつ、遠⽅に居住
している等の理由により患者の家族が署名するこ
とが困難である場合には、疾患別リハビリテー
ションを当該患者に対して初めて実施する場合
（新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビ
リテーションを要する状態となった場合であって、

新たな疾患の発症⽇等をもって他の疾患別リハビ
リテーションの起算⽇として当該他の疾患別リハ
ビリテーションを実施する場合を含む）を除き、
家族等に情報通信機器等を⽤いて計画書の内容等
を説明した上で、説明内容及びリハビリテーショ
ンの継続について同意を得た旨を診療録に記載す
ることにより、患者⼜はその家族等の署名を求め
なくても差し⽀えない。ただし、その場合であって
も、患者⼜はその家族等への計画書の交付が必要
であること等に留意すること
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pリハ実施計画書・リハ実施総合計画書の署名欄の取扱いの⾒直し
u計画書に署名欄が設けられており、患者⼜はその家族から、署名⼜は記名・押印が必要
uやむを得ない理由がある場合に限り、計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーショ
ンの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者⼜はその家族等の署名を求めなく
ても差し⽀えないこととする



リハビリテーションに関するQ&A 
「疑義解釈資料の送付について その１」
令和４年４⽉１⽇厚⽣労働省保険局医療課事務連絡を改変
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【Q&A】リハビリテーション
p【FIMの測定】

p問２０３ 標準的算定⽇数を超えて、１⽉に１３単位以内の疾患別リハビリテーションを⾏って
いる患者も１⽉に１回以上ＦＩＭの測定を⾏う必要があるか

u（答）原則として測定を⾏う必要がある

p【リハビリテーションデータ提出加算】

p問２０４ 疾患別リハビリテーション料を現に算定している患者で、標準的算定⽇数を超えて
疾患別リハビリテーションを実施しているものも、当該加算の算定に当たってはデータの提出が
必要か

u（答）そのとおり

79



【Q&A】リハビリテーション
p【リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書】

p問２０１ 「（略）家族等に情報通信機器等を⽤いて計画書の内容等を説明した上で、説明内容
及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨をカルテに記載することにより、患者⼜は
その家族等の署名を求めなくても差し⽀えない。ただし、その場合であっても、患者⼜はその家
族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること」とあるが、

p①この場合、医師が計画書の内容等の説明等を⾏う必要があるか
p②カルテに計画書を添付することをもって、「説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を
得た旨をカルテに記載すること」に代えることはできるか

p③交付する計画書の署名欄はどのように取り扱えばよいか

u（答）それぞれ以下のとおり
Ø①そのとおり
Ø②不可。家族等への説明を⾏った医師によるカルテへの記載が必要
Ø③当該計画書を作成した医師が、計画書の署名欄に、同意を取得した旨、同意を取得した家族等の
⽒名及びその⽇時を記載する
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【Q&A】リハビリテーション
p【リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書】

p問２０２ 前問の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーションを当該患者に対して初めて
実施する場合（新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となっ
た場合であって、新たな疾患の発症⽇等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算⽇として
当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む）を除き」とあるが、他の医療機関か
ら転院した患者であって、転院前から継続して疾患別リハビリテーションを実施するものについ
ては、どのように考えればよいか

u（答）署名の取扱いは、「疾患別リハビリテーションを初めて実施する場合」に該当するものとして取
り扱う
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※全ての点数を網羅している訳ではありませんので、個々の点数は厚⽣労働省のＨＰからご確認ください。

医科点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf

実施上の留意事項 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907838.pdf

処 置 ・ ⼿ 術
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【処置・⼿術】下肢創傷処置の新設
p（新）下肢創傷処置

p⾜部（踵を除く）の浅い潰瘍 １３５点
p⾜趾の深い潰瘍⼜は踵部の浅い潰瘍 １４７点
p⾜部（踵を除く）の深い潰瘍⼜は踵部の深い潰瘍 ２７０点

u算定の留意事項
u各号に⽰す範囲は、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう
u対象部位：⾜部、⾜趾⼜は踵
u浅い潰瘍：潰瘍の深さが腱、筋、⾻⼜は関節のいずれにも⾄らないもの
u深い潰瘍：潰瘍の深さが腱、筋、⾻⼜は関節のいずれかに⾄るもの
u創傷処置、⽖甲除去（⿇酔を要しないもの）、刺排膿後薬液注⼊、多⾎症板⾎漿処置は併
算定不可

u複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定
u軟膏の塗布⼜は湿布の貼付のみの処置では算定不可
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【処 置】算定上の留意事項の⾒直し等
p治療⽤装具採⼨法

p糖尿病合併症管理料を算定している患者に、糖尿病⾜病変に⽤いる装具の採⼨を⾏った場合は、
1年に1回に限り所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に治療⽤装具採型法を算定してい
る場合は算定不可

p当該採⼨と治療⽤装具採型法を併施した場合は主たるもののみ算定
p（新）既製品の治療⽤装具を処⽅した場合は原則として算定できない。ただし、医学的な必要
性から、既製品の治療⽤装具を処⽅するに当たって既製品の治療⽤装具を加⼯するために当該
採⼨を実施した場合は、レセプトの摘要欄に医学的な必要性及び加⼯の内容を記載する
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【処置・⼿術】項⽬抜粋
p創傷処理、⼩児創傷処置、⽪膚切開術

p点数引上げ

p⾻折観⾎的⼿術
p（新）緊急整復固定加算 ４,０００点

u７５歳以上の⼤腿⾻近位部⾻折患者に対し、適切な周術期の管理を⾏い、⾻折後４８時間
以内に⾻折部位の整復固定を⾏った場合（⼀連の⼊院期間に⼆次性⾻折予防継続管理料１
を算定する場合に限る）に、１回加算

u当該⼿術後は早期離床に努めるとともに、関係学会が⽰しているガイドラインを踏まえて
適切な⼆次性⾻折の予防を⾏う

uレセプトの摘要欄に⾻折した⽇時及び⼿術を開始した⽇時を記載
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【⼿ 術】内視鏡・腹腔鏡⼿術の変更点
p内視鏡的⼤腸ポリープ・粘膜切除術

p（新）消化管ポリポーシス加算 ５,０００点（年１回）
u以下のいずれも満たす家族性⼤腸腺腫症患者に対して内視鏡的⼤腸ポリープ・粘膜切除術を⾏った
場合に年１回に限り算定

u１６歳以上
u⼤腸に腺腫が１００個以上あること。なお、⼿術⼜は内視鏡により摘除された⼤腸の腺腫の数
を合算可

u⼤腸切除の⼿術が実施された場合は、⼤腸が１０cm以上残存していること
u⼤腸の三分の⼀以上が密⽣型ではないこと。なお、密⽣型とは、⼤腸内視鏡所⾒において、⼗
分に進展させた⼤腸粘膜を観察し、正常粘膜よりも腺腫の占拠⾯積が⼤きい場合をいう

u⻑径１cmを超える⼤腸のポリープを基本的に全て摘除する
p（新）バルーン内視鏡加算 ４５０点

u⼤腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により上⾏結腸⼜は盲腸の病変部位まで到
達できなかった患者に対して、バルン内視鏡を⽤いて当該⼿技を実施した場合に限り算定できる。
ただし、バルーン内視鏡を⽤いた理由について、診療報酬請求に当たって、レセプトに症状詳記を
添付
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【⼿ 術】内視鏡・腹腔鏡⼿術の変更点
p（新）バルーン内視鏡加算 ４５０点

u内視鏡的結腸異物摘出術、早期悪性腫瘍⼤腸粘膜下層剥離術、内視鏡的⼤腸ポリープ・粘膜
切除術
u⼤腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により上⾏結腸⼜は盲腸の病変部
位まで到達できなかった患者に対して、バルン内視鏡を⽤いて当該⼿技を実施した場合に
限り算定できる。ただし、バルーン内視鏡を⽤いた理由について、診療報酬請求に当たっ
て、レセプトに症状詳記を添付

p（新）内視鏡的⼩腸ポリープ切除術 １１,８００点
uポイツ・ジェガース症候群等の消化管ポリポーシスに対して実施した場合に限り算定
uバルーン内視鏡等の費⽤は所定点数に含まれ別に算定不可

p（改）神経ブロック（神経破壊剤⼜は⾼周波凝固法使⽤）
⇒ 神経ブロック（神経破壊剤、⾼周波凝固法⼜はパルス⾼周波法使⽤）
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【⼿ 術】内視鏡・腹腔鏡⼿術の変更点
p⼩腸結腸内視鏡的⽌⾎術 １０,３９０点

p（新）スパイラル内視鏡加算 ３,５００点
u（新）スパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を⽤いて実施した場
合に算定

p⼩腸・結腸狭窄部拡張術（内視鏡によるもの）
u（新）スパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を⽤いて実
施した場合に算定
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【⼩腸内視鏡検査】
（新） スパイラル内視鏡によるもの 6,800点
【⼩腸結腸内視鏡的⽌⾎術】
【⼩腸・ 結腸狭窄部拡張術】
（新） スパイラル内視鏡加算 3,500点
［技術の概要］
○ 電動回転可能なスパイラル形状のオーバーチューブと組み合わせ、フィンを電動で回転させる
ことにより、⼩腸を⼿繰り寄せながら挿⼊する⼩腸内視鏡検査。

○ 区分番号「Ｋ７２２」⼩腸結腸内視鏡的⽌⾎術⼜は区分番号「Ｋ７３５－２」⼩腸・ 結腸狭窄
部拡張術について、スパイラル内視鏡を⽤いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算を加算する。

新規保険医療材料等に係る技術料の新設

出典：企業提出資料



今次改定の⼊院医療のイメージ
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⼊院から在宅まで切れ⽬のない医療を提供するための取組①（機能編）
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた⼊院医療の評価

急性期

在宅療養⽀援病院
在宅療養⽀援診療所

⾃宅

療養病棟

地域包括ケア病棟

介護サービス

回復期リハ

訪問看護の⾒直し
• 退院⽀援指導加算の充実
• 専⾨管理加算の新設

地域包括ケア病棟⼊院料の⾒直し
• 救急の実施等の要件化
• ⾃院⼀般病棟からの転棟割合適正化
• 在宅患者の受⼊等、在宅医療等の実績
• ⼊退院⽀援加算の要件化

診療所等

急性期⼊院料の⾒直し
• ⼊院料の再編
• 重症度、医療・看護必要度の
⾒直し

• 急性期充実体制加算の新設

回復期リハ⼊院料の⾒直し
• ⼊院料の再編
• 重症者割合の⾒直し
• ⼼疾患の回復期リハを要する
状態への追加

療養病棟⼊院料の⾒直し
• 医療区分の⾒直し
（嚥下機能評価等体制の要件化）
• 経過措置病棟の評価⾒直し

特定集中治療室等の⾒直し
• 重症患者対応体制強化加算の新設
• 早期離床リハ加算・早期栄養介⼊管理加算
の対象治療室拡⼤

• ECMOに係る評価の⾒直し

○新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤において果たした医療機関の役割等も踏まえ、⼊院から在宅まで切れ⽬のない医療を 提
供する観点から、提供する医療の対象となる患者の病態像や医療の内容に着⽬し、それらに⾒合った適切な評価となるよう、
⾒直し・加算の新設等を実施。その際、医療機関の機能に応じた感染対策が実施されるよう、感染対策向上加算１・２・３、
外来感染対策向上加算を新設し、取組を推進。

在⽀診・在⽀病の⾒直し
• 機能強化型在⽀病における後⽅
⼊院機能の評価

• ⼩児の在宅がん診療の評価

有床診療所の⾒直し
• 初期加算の⾒直し
• 維持透析受⼊の評価
• 地域連件分娩管理加
算の新設感染対策向上加算・

外来感染対策向上加算
の新設
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令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた⼊院医療の評価

急性期

⾃宅

地域包括ケア病棟

介護サービス

回復期リハ

在⽀病・在⽀診

診療所等

○新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤において果たした医療機関の役割等も踏まえ、⼊院から在宅まで切れ⽬のない医療を提供
する観点から、感染対策向上加算１・２・３、外来感染対策向上加算において求めている医療機関間連携や回リハ病棟の対
象病態の拡⼤、外来在宅共同指導料新設、機能強化型在⽀病の施設基準への地ケア病棟組込み等の新たな連携強化の取組も活
⽤し、医療機関の連携・機能分化を更に推進する取組の評価を実施。

⼊院から在宅まで切れ⽬のない医療を提供するための取組②（連携編）

療養病棟

緊急時受⼊

在宅医療の提供

救急患者の受⼊推進等

⼊退院⽀援加算の⾒直し

回リハ病棟との機能分担推進
• 重症者割合の⾒直し
• ⼼疾患の回復期リハを要する状
態への追加

• ⼆次性⾻折予防継続管理料の新
設

• 地域医療体制確保加算の対象拡
⼤、充実

• 救急医療管理加算の⾒直し

地域包括ケア病棟との機能分担推進
• ⾃院⼀般病棟からの転棟割合適正化
• 在宅患者の受⼊等、在宅医療等の実績
• ⼊退院⽀援加算の要件化、在宅復帰強化
• 初期加算の⾒直し

外来から在宅への連携推進
• 外来在宅共同指導料の新設
• 在宅療養移⾏加算の新設

有床診療所の⾒直し
• 初期加算の⾒直し

外来機能の分化・連携推進

在⽀診・在⽀病の⾒直し
• 機能強化型在⽀病における後⽅⼊院機能の評価
（地ケア１・３等）

• 地域の24時間在宅医療提供体制への協⼒
• 機能強化型における介護サービス等との連携の
要件化

• 連携強化診療情報提供料の新設
• 紹介受診重点医療機関⼊院診療加
算の新設

• 紹介割合・逆紹介割合に基づく初
診料等の減算

感染対策向上加算・
外来感染対策向上加算

の新設
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○急性期⼀般⼊院料１における「在宅復帰・病床機能連携率」や、地域包括ケア病棟・療養病棟における「在宅復 帰
率」の基準において、⾃宅だけでなく、在宅復帰率等の基準の設定された病棟への転院等を、分⼦として算⼊でき
ることとしており、在宅復帰に向けた流れに沿った連携等の取り組みを促進している。

⼊院医療の評価体系と期待される機能（イメージ）
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた⼊院医療の評価

有床診療所

⾃宅

居住系介
護施設

介護⽼⼈
保健施設在

宅
復
帰
に
向
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右
の
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率
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分
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の
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象
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て
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そ
の
他
の
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院
等

急性期⼀般⼊院料１

地域包括ケア病棟

回復期リハ病棟

療養病棟

在宅復帰・病床機能連携率
80%以上

在宅復帰率
⼊院料・管理料１及び２ 72.5%以上
⼊院料・管理料３及び４ 70％以上

在宅復帰率
⼊院料１〜４ 70%以上

有床診療所
（⼀部を除く。）

各病棟ごとの在宅復帰率の算出にあたって、在宅復帰に含まれる退院・転院を、太い⽮印（ ）で⽰す

※ 転棟患者（⾃院内の転棟）は除く。
※ 在宅復帰機能強化加算に係る記載は省略。
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⼊院基本料関連
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【⼊院基本料】看護における処遇改善について
p看護職員の処遇改善について

u地域でコロナ医療など⼀定の役割を担う医療機関注１に勤務する看護職員を対象に、
１０⽉以降収⼊を３％程度（⽉額平均１２,０００円相当）引き上げるための処遇改
善の仕組み注２を創設する

uこれらの処遇改善に当たっては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考に、
予算措置が確実に賃⾦に反映されるよう、適切な担保措置を講じる

u注１：救急医療管理加算を算定する救急搬送件数２００台／年以上の医療機関及び三
次救急を担う医療機関

u注２：看護補助者、理学療法⼠・作業療法⼠等のコメディカルの処遇改善にこの処遇
改善の収⼊を充てることができるよう柔軟な運⽤を認める
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Ø ⼊院患者に対する褥瘡対策を推進する観点から、褥瘡対策の実施内容を明確化する。

褥瘡対策基準の⾒直し

改定後
【⼊院基本料及び特定⼊院料に係る褥瘡対策】
［施設基準］
４ 褥瘡対策の基準
(1)〜 (3) (略) （変更なし）
(4)褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関
する事項及び栄養管理に関する事項については
、当該患者の状態に応じて記載すること。必要
に応じて、薬剤師⼜は管理栄養⼠と連携して、
当該事項を記載すること。なお、診療所におい
て、薬学的管理及び栄養管理を実施している場
合について、当該事項を記載しておくことが望
ましい。
(5)栄養管理に関する事項については、栄養管理
計画書をもって記載を省略することができるこ
と。ただし、この場合は、当該栄養管理計画書
において、体重減少、浮腫等の有無等の別添６
の別紙３に⽰す褥瘡対策に必要な事項を記載し
ていること。

(6)〜 (8) (略) （変更なし）

現⾏
【⼊院基本料及び特定⼊院料に係る褥瘡対策】
［施設基準］
４ 褥瘡対策の基準
（新設）

褥瘡対策に関する診療計画書（２）

氏 名 殿 男 ・ 女 ） 年 月 （ 歳）

＜薬学的管理に関する事項＞ □ 対応の必要無し

褥瘡の発症リスクに影響を与える可能性がある薬剤の使用
□無 □有 （ 催眠鎮静剤、 抗不安剤、 麻薬、 解熱鎮痛消炎剤、 利尿剤、 腫瘍用薬、 副腎ホルモン剤、 免疫抑制剤、

その他（ ） ）

薬
学

的
管
理
計

画

＜すでに褥瘡を有する患者＞ 薬剤滞留の問題 □無 □有

＜栄養管理に関する事項＞ □ 対応の必要無し □ 栄養管理計画書での対応

栄
養

評
価

評価日 年 月 日

体重 kg（測定日 ／ ） BMI kg/m2 体重減少 （ 無 ・ 有 ）

身体所見 浮腫 （ 無 ・ 有 （ 胸水 ・ 腹水 ・ 下肢 ）・ 不明 ）

検査等
検査している

場合に記載

□ 測定無し Alb値（
）g/dL 測

定日（ ／ ）

□ 測定無し
Hb値 （ ）g/dL 測

定日（ ／ ）

□ 測定無し
CRP （ ）mg/dL 測

定日（ ／ ）

栄養補給法 経口 ・ 経腸 （ 経口 ・ 経鼻 ・ 胃瘻 ・ 腸瘻 ）・ 静脈 栄養補助食品の使用 （ 無 ・ 有 ）

栄

養
管
理

計
画
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【⼊院基本料】重症度、医療・看護必要度の⾒直し
p⼀般病棟⽤の重症度、医療・看護必要度の評価項⽬を以下のとおり⾒直す

u「点滴ライン同時３本以上の管理」を「注射薬剤３種類以上の管理」に変更
u「⼼電図モニターの管理」を評価項⽬から削除
u「輸⾎や⾎液製剤の管理」の評価を１点 ⇒ ２点

p重症度、医療・看護必要度Ⅱの要件化
u以下の医療機関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

u許可病床数が２００以上の保険医療機関で急性期⼀般⼊院料１の届出病棟
u許可病床数が４００以上の保険医療機関で急性期⼀般⼊院料２から５までの届出病棟

u経過措置
u令和４年３⽉３１⽇時点で急性期⼀般⼊院料１の届出病棟（許可病床数が２００床以上４
００床未満の保険医療機関に限る）は、令和４年１２⽉３１⽇までの間に限り、第五の⼆
の（１）のイの①の５に該当するものとみなす
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【⼊院基本料】注射薬剤３種類以上の除外薬剤の⼀例
p別紙７ 別表２：⼀般病棟⽤の重症度、医療・看護必要度Ａ・Ｃ項⽬に係るレセプト電算処理システム⽤
コード⼀覧の「Ａ３ 注射薬剤３種類以上の管理」において、薬剤の種類数の対象から除くもの
uhttps://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907849.xlsx
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uレセプト電算処理システム⽤コード 医薬品名称

u620000225 グルアセト３５注 ５００ｍＬ

u620000237 ⽣理⾷塩液 １．３Ｌ

u620000238 ⽣理⾷塩液 １．５Ｌ

u620000239 ⽣理⾷塩液 ２Ｌ

u620001328 カーミパック⽣理⾷塩液Ｌ １．３Ｌ

u620001893 ⼤塚⾷塩注１０％ ２０ｍＬ

u620002215 ⽣⾷注シリンジ「ＮＰ」 １０ｍＬ

u620002216 ⽣⾷注シリンジ「ＮＰ」 ２０ｍＬ

u620002471 カーミパック⽣理⾷塩液Ｌ １．５Ｌ

u620002569 塩化ナトリウム注１モルシリンジ「テルモ」
１モル２０ｍＬ

u620002570 塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」
２０ｍＬ

u620002947 １０％⾷塩注シリンジ「タイヨー」 ２０ｍ
Ｌ

u620004100 アセトキープ３Ｇ注 ５００ｍＬ

u620004101 アセトキープ３Ｇ注 ２００ｍＬ

u620004136 ⽣⾷注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ

u620004137 ⽣理⾷塩液「ヒカリ」 ２５０ｍＬ

u620004322 １０％⾷塩注「⼩林」 ２０ｍＬ

u620004658 ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テルモ」 １モ
ル１０ｍＬ

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907849.xlsx


【⼊院基本料】療養病棟⼊院基本料
p中⼼静脈栄養を実施している状態にある患者の算定要件⾒直し

u当該病棟が患者の摂⾷機能⼜は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合
u療養病棟⼊院基本料の医療区分３の場合の点数に代えて、医療区分２の場合に相当する点
数を算定

u次のいずれも満たしていること
uア,内視鏡下嚥下機能検査⼜は嚥下造影を実施する体制を有している

u当該検査等は、⽿⿐咽喉科⼜はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する他院との
協⼒により確保することでも可

uイ,摂⾷機能療法を院内で実施できる
uウ,毎年７⽉に療養病棟⼊院料を算定している患者のうち、中⼼静脈栄養を実施している
患者の数、終了した患者の数、嚥下機能療法を実施した患者数及びアの他院との協⼒によ
る体制確保の状況等を様式５の７を⽤いて届け出る
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特 定 ⼊ 院 料
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• 療養病床については95/100の点数を算定する。ただし、救急告⽰あり／⾃宅等から⼊棟した患者割合が６割以上／⾃宅等からの緊急患者受け⼊れ３⽉で３０
⼈以上のいずれかを満たす場合は100/100

地域包括ケア病棟⼊院料に係る施設基準
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた⼊院医療の評価

⼊院料１ 管理料１ ⼊院料２ 管理料２ ⼊院料３ 管理料３ ⼊院料４ 管理料４
看護職員 １３対１以上（７割以上が看護師）

リハビリ専⾨職 病棟⼜は病室を有する病棟に常勤の理学療法⼠、作業療法⼠⼜は⾔語聴覚⼠を１名以上配置

リハビリテーション実施 リハビリテーションを提供する患者については１⽇平均２単位以上提供していること

意思決定⽀援の指針 適切な意思決定⽀援に係る指針を定めていること

救急の実施
⼀般病床において届け出る場合には、第⼆次救急医療機関⼜は救急病院等を定める省令に基づく認定された救急病院であること
（ただし、200床未満の場合は救急外来を設置していること⼜は24時間の救急医療提供を⾏っていることで要件を満たす。）

届出単位 病棟 病室 病棟 病室 病棟 病室 病棟 病室
許可病床数200床未満 ○ － ○ ○ － ○

室⾯積 6.4平⽅メートル以上 ー
重症患者割合 重症度、医療・看護必要度Ⅰ 12%以上 ⼜は 重症度、医療・看護必要度Ⅱ ８%以上

⾃院の⼀般病棟から転棟
した患者割合 －

６割未満
（許可病床数200床
以上の場合）

（満たさない場合85
／100に減算）

－ －

６割未満
（許可病床数200床
以上の場合）

（満たさない場合85
／100に減算）

－

⾃宅等から⼊棟した
患者割合

２割以上
（管理料の場合、10床未満は

３⽉で８⼈以上） いずれか１つ以上
（満たさない場合90／100に減算）
（「在宅医療等の実績」については６つ
のうち１つ以上を満たせばよい）

２割以上
（管理料の場合、10床未満は

３⽉で８⼈以上） いずれか１つ以上
（満たさない場合90／100に減算）
（「在宅医療等の実績」については６
つのうち１つ以上を満たせばよい）

⾃宅等からの
緊急患者の受⼊ ３⽉で９⼈以上 ３⽉で９⼈以上

在宅医療等の実績 ○（２つ以上） ○（２つ以上）

在宅復帰率 ７割２分５厘以上 ７割以上（満たさない場合90／100に減算）

⼊退院⽀援部⾨等
⼊退院⽀援及び地域連携業務を担う部⾨が設置されていること

⼊院料及び管理料の１・２については⼊退院⽀援加算１を届け出ていること（許可病床数100床以上の場合）
（満たさない場合90／100に減算）

点数（⽣活療養） 2,809点（2,794点） 2,620点（2,605点） 2,285点（2,270点） 2,076点（2,060点）
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令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた⼊院医療の評価－⑮

地域包括ケア病棟⼊院料に係る施設基準

在宅医療等の実績

① 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料（Ⅰ）及び（Ⅱ）の算定回数が直近３か⽉間で30 
回以上であること。

② 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同⼀建物居住者訪問看護・指導料⼜は
精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近３か⽉間で60回以上であること。

③ 同⼀敷地内⼜は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費⼜
は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近３か⽉間で300回以上であること。

④ 当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近３か⽉
間で30回以上であること。

⑤ 同⼀敷地内⼜は隣接する敷地内に位置する事業所が、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテー
ション、介護予防訪問看護⼜は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。

⑥ 当該保険医療機関において退院時共同指導料２及び外来在宅共同指導料１の算定回数が直近３か
⽉間で６回以上であること。

101



地域包括ケア病棟⼊院料に係る⾒直し①
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた⼊院医療の評価－⑮

【地域包括ケア病棟⼊院料】
（抜粋・概要）
⼀般病棟⽤の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 １割２分以上
⼀般病棟⽤の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合 ０割８分以上

Ø 重症患者割合の⾒直し
l 重症度、医療・看護必要度の割合について、必要度Ⅰの割合は１割２分以上、必要度Ⅱの割合は０割８分
以上へ⾒直す。

現⾏ 改定後
【地域包括ケア病棟⼊院料】
（抜粋・概要）
⼀般病棟⽤の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合
⼀般病棟⽤の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割
合

１割４分以上
１割１分以上

【地域包括ケア病棟⼊院料】
200床以上の保険医療機関であって「⼊院患者に占める、当該保険医
療機関の⼀般病棟から転棟したものの割合が６割未満であること」を

【地域包括ケア病棟⼊院料】
400床以上の保険医療機関であって「⼊院患者に占める、当該保険医
療機関の⼀般病棟から転棟したものの割合が６割未満であること」を
満たさない場合は所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

Ø ⾃院⼀般病棟からの転棟割合の⾒直し
l ⼊院料２及び４における⾃院の⼀般病棟から転棟した患者割合に係る要件について、許可病床数が200床
以上400床未満の医療機関についても要件化するとともに、当該要件を満たしていない場合は、所定点数の
100分の85に相当する点数を算定することとする。

現⾏ 改定後

Ø 救急体制に係る評価の⾒直し
l ⼀般病床において地域包括ケア病棟⼊院料⼜は地域包括ケア病棟管理料を算定する場合については、第⼆次
救急医療機関であること⼜は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であることを要件とする。
※ ただし、200床未満の保険医療機関については、当該保険医療機関に救急外来を有していること⼜は24時間の救急医療提供を⾏っているこ
とで要件を満たすこととする。

実績要件の⾒直し①

実績要件の⾒直し①

満たさない場合は所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。
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2. ⼊院料２・４、管理料２・４における⾃宅等から⼊院した患者割合の要件について、以下のいずれか１つ
以上を満たすことを追加する。（※１）

3. 在宅医療等の実績における退院時共同指導料２の算定回数の実績要件について、外来在宅共同指導料１の実績
を加えてもよいこととする。

Ø 在宅復帰率の⾒直し
l ⼊院料１・２、管理料１・２における在宅復帰率の要件について、７割以上から７割２分５厘以上に変更する
。⼊院料３・４、管理料３・４について、７割以上であることを要件に追加する。（※２）

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた⼊院医療の評価－⑮

【地域包括ケア病棟⼊院料１・３、管理料１・３】
" 当該病棟において、⼊院患者に占める、⾃宅等から⼊院したもの
の割合が２割以上であること。（ただし、病床数が10未満のも
のにあっては、⾃宅等から⼊院した患者が８⼈以上であること。）

⼆ 当該病棟における⾃宅等からの緊急の⼊院患者の受⼊れ⼈数が、
前３⽉間において９⼈以上であること。

【地域包括ケア病棟⼊院料１・３、管理料１・３】
" 当該病棟において、⼊院患者に占める、⾃宅等から⼊院したものの

割合が１割５分以上であること。（ただし、病床数が10未満のもの
にあっては、⾃宅等から⼊院した患者が６以上であること。）

⼆ 当該病棟における⾃宅等からの緊急の⼊院患者の受⼊れ⼈数が、前
３⽉間において６⼈以上であること。

【地域包括ケア病棟⼊院料１・２、管理料１・２】
当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの
割合が７割２分５厘以上であること。

【地域包括ケア病棟⼊院料３・４、管理料３・４】
当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの
割合が７割以上であること。

【地域包括ケア病棟⼊院料１・２、管理料１・２】
当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割
合が７割以上であること。

【地域包括ケア病棟⼊院料３・４、管理料３・４】
（新設）

ア ⾃宅等から⼊棟した患者割合が２割以上であること
イ ⾃宅等からの緊急患者の受⼊れが３⽉で９⼈以上であること
ウ 在宅医療等の実績を１つ以上有すること

地域包括ケア病棟⼊院料に係る⾒直し②
実績要件の⾒直し②

Ø ⾃宅等から⼊棟した患者割合及び⾃宅等からの緊急患者の受⼊数の⾒直し
1. ⼊院料１・３、管理料１・３における⾃宅等から⼊院した患者割合の要件について、１割５分以上から２
割以上に変更するとともに、⾃宅等からの緊急の⼊院患者の３⽉の受⼊れ⼈数について、６⼈以上から９⼈以
上に変更する。

現⾏ 改定後

（※２） 当該要件を満たしていない場合は、所定点数の100分の90に相当する点数を算定することとする。

（※１）当該要件を満たしていない場合は、所定点数の100
分の90に相当する点数を算定することとする。
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地域包括ケア病棟⼊院料に係る⾒直し③
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた⼊院医療の評価－⑯

Ø 医療法上の病床種別に係る評価を⾒直す。
• 地域包括ケア病棟⼊院料・⼊院医療管理料を算定する病棟⼜は病室に係る病床が療養病床であ
る場合には、所定点数の100分の95に相当する点数を算定することとする。

• ただし、当該病棟⼜は病室について以下のうちいずれかを満たす場合、所定点数（100分の
100）を算定する。

医療法上の病床種別に係る評価の⾒直し

① ⾃宅等からの⼊院患者の受⼊れが６割以上

② ⾃宅等からの緊急の⼊院患者の受⼊実績が前３⽉で30⼈以上である場合

③ 救急医療を⾏うにつき必要な体制が届出を⾏う保険医療機関において整備されている場合

104



Ø 地域包括ケア病棟⼊院料の初期加算について、評価を⾒直す

現⾏
【急性期病棟から受⼊れた患者】
当該病棟⼜は病室に⼊院している患者のうち、急性期医療を担う他
の保険医療機関の⼀般病棟から転院した患者⼜は当該保険医療機関
（急性期医療を担う保険医療機関に限る。）の⼀般病棟から転棟し
た患者については、転院⼜は転棟した⽇から起算して14⽇を限度と
して、急性期患者⽀援病床初期加算として、１⽇につき150点を所
定点数に加算する。

【在宅から受⼊れた患者】
当該病棟⼜は病室に⼊院している患者のうち、介護⽼⼈保健施設、
介護医療院、特別養護⽼⼈ホーム、軽費⽼⼈ホーム、有料⽼⼈ホー
ム等⼜は⾃宅から⼊院した患者に対し、治療⽅針に関する患者⼜は
その家族等の意思決定に対する⽀援を⾏った場合に、⼊院した⽇か
ら起算して14⽇を限度として、在宅患者⽀援病床初期加算として、
１⽇につき300点を所定点数に加算する。

改定後
当該病棟⼜は病室に⼊院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関
の⼀般病棟から転院した患者⼜は当該保険医療機関（急性期医療を担う保険医療機
関に限る。）の⼀般病棟から転棟した患者については、急性期患者⽀援病床初期加
算として、介護⽼⼈保健施設、介護医療院、特別養護⽼⼈ホーム、軽費⽼⼈ホーム、有
料⽼⼈ホーム等⼜は⾃宅から⼊院した患者については、治療⽅針に関する患者⼜は
その家族の意思決定に対する⽀援を⾏った場合に、在宅患者⽀援病床初期加算として
、転棟若しくは転院⼜は⼊院した⽇から起算して14⽇を限度として、次に掲げ
る点数をそれぞれ１⽇につき所定点数に加算する
。（改）イ 急性期患者⽀援病床初期加算
（1） 許可病床数が400床以上の保険医療機関の場合

① 他の保険医療機関（当該保険医療機関と特別の関係にあるもの
を除く。）の⼀般病棟から転棟した患者の場合 150点
② ①の患者以外の患者の場合 50点

（2） 許可病床数400床未満の保険医療機関
① 他の保険医療機関（当該保険医療機関と特別の関係にあるもの
を除く。）の⼀般病棟から転棟した患者の場合 250点
② ①の患者以外の患者の場合 125点

（改）ロ 在宅患者⽀援病床初期加算
① 介護⽼⼈保健施設から⼊院した患者の場合 500点
② 介護医療院、特別養護⽼⼈ホーム、軽費⽼⼈ホーム、有料⽼⼈
ホーム等⼜は⾃宅から⼊院した患者の場合 400点

地域包括ケア病棟⼊院料の初期加算の⾒直し
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた⼊院医療の評価－⑮

改定後現⾏
急性期病棟から受⼊れた患者︓急性期患者⽀援病床初期加算

150点 （14⽇を限度とする。）
在宅から受⼊れた患者︓在宅患者⽀援病床初期加算

300点 （14⽇を限度とする。）

急性期患者⽀
援病床初期加

算

算定する医療機関が
400床以上

の地ケアの場合

⾃院等の⼀般病棟 50点
他院の⼀般病棟 150点

算定する医療機関
400床未満

の地ケアの場合

⾃院等の⼀般病棟 125点
他院の⼀般病棟 250点

在宅患者⽀援
病床初期加算

⽼⼈保健施設 500点
⾃宅・その他施設 400点
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回復期リハビリテーション病棟⼊院料（施設基準）
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた⼊院医療の評価

※１︓⼊院料５については、届出から２年間に限り届け出ることができる。
なお、令和４年３⽉31⽇時点において、回復期リ ハ ビ リ テ ーション病棟⼊院料５⼜は６の届出を⾏っている病棟については、１年間、改定前の医科診
療報酬点数表により回復期リハビリテーション病棟⼊院料５⼜は６を算定し、その後１年間、新⼊院料５を算定することができる。

⼊院料１ ⼊院料２ ⼊院料３ ⼊院料４
⼊院料５
（※１）

医師 専任常勤１名以上
看護職員 １３対１以上（７割以上が看護師） １５対１以上（４割以上が看護師）
看護補助者 ３０対１以上

リハビリ専⾨職
専従常勤のＰＴ３名以上、
ＯＴ２名以上、ＳＴ１名以上

専従常勤の
ＰＴ２名以上、ＯＴ１名以上

社会福祉⼠ 専任常勤１名以上 －

管理栄養⼠ 専任常勤１名 専任常勤１名の配置が望ましい

第三者評価
受けていることが望

ましい －
受けていることが望

ましい － －

リハビリテーション実績指数等の
院内掲⽰等による公開 ○

データ提出加算の届出 ○ ○
休⽇リハビリテーション ○ －
新規⼊院患者のうちの、
重症の患者の割合 ３割以上→４割以上 ２割以上→３割以上 －

⼊院時に重症であった患者における
退院時の⽇常⽣活機能評価

（）内はFIM総得点
３割以上が４点（16点）以上改善 ３割以上が３点（12点）以上改善 －

⾃宅等に退院する割合 ７割以上 －
リハビリテーション実績指数 40以上 － 35以上 － －

点数
（）内は⽣活療養を受ける場合

2,129点
（2,115点）

2,066点
（2,051点）

1,899点
（1,884点）

1,841点
（1,827点）

1,678点
（1,664点）
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回復期リハビリテーション病棟⼊院料に係る⾒直し
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた⼊院医療の評価－⑰

Ø 重症の患者割合の⾒直し
l 回復期リハビリテーション病棟⼊院料１から４までに係る施設基準における新規⼊院患者のうちの、重症の患者の割合を⾒
直し、回復期リハビリテーション病棟⼊院料１及び２については４割以上、回復期リハビリテーション病棟⼊院料３及び４
については３割以上とする。

重症の患者割合に係る要件の⾒直し

ができることとする。

⼊院料の評価体系の再編
Ø 回復期リハビリテーション病棟⼊院料を再編し、⼊院料５を廃⽌するともに、現⾏の⼊院料６を新
たな⼊院料５として位置付ける

l 新たに改定後の回復期リハビリテーション病棟⼊院料５を算定する場合は、算定を開始した⽇から２年間に限り算定するこ
と

【経過措置】
令和４年３⽉31⽇時点において回復期リ ハ ビ リ テ ーション病棟⼊院料５⼜は６の届出を⾏っている病棟については、令和５年３⽉31⽇までの間、
改定前の医科診療報酬点数表により回復期リハビリテーション病棟⼊院料５⼜は６を算定できることとする。

【経過措置】
令和４年３⽉31⽇時点において回復期リ ハ ビ リ テ ーション病棟⼊院料１、２、３⼜は４の届出を⾏っている病棟については、同年９⽉30⽇までの
間、当該基準を満たすものとみなす。

l 回復期リハビリテーション病棟⼊院料１⼜は３について、公益財団法⼈⽇本医療機能評価機構等による第三者の評価を受
けていることが望ましいこととする。

医療機関の体制に係る要件等の⾒直し
Ø 第三者評価について

改定後
【回復期リハビリテーション病棟⼊院料】
［算定要件］（概要）
（新）５ 回復期リハビリテーション病棟⼊院料５ 1,678点
（削除）

現⾏
【回復期リハビリテーション病棟⼊院料】
［算定要件］（概要）
５ 回復期リハビリテーション病棟⼊院料５
６ 回復期リハビリテーション病棟⼊院料６

1,736点
1,678点
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回復期リハビリテーション病棟⼊院料に係る⾒直し
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた⼊院医療の評価－⑰

Ø 回復期リハビリテーションを要する状態について、「急性⼼筋梗塞、狭⼼症発作その他急性発症し
た⼼⼤⾎管疾患⼜は⼿術後の状態」を追加し、算定上限⽇数を90⽇以内とする。

回復期リハビリテーションを要する状態の⾒直し

回復期リハビリテーションを要する状態 算定上限⽇数

回復期リハビ
リテーション
病棟⼊院料に
⼊院する患者

１ 脳⾎管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出⾎のシャント⼿術後、脳腫瘍
、脳炎、急 性脳症、脊髄炎、多発神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発
症後若しくは⼿術後の 状態⼜は義肢装着訓練を要する状態

○算定開始⽇から起算して150⽇以内
○⾼次脳機能障害を伴った重症脳⾎管 障害、
重度の頸髄損傷及び頭部外傷を 含む多部位
外傷の場合は、算定開始⽇ から起算して
180⽇以内

２ ⼤腿⾻、⾻盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の⾻折⼜は２肢以上の多発⾻折
の発症後⼜ は⼿術後の状態 ○ 算定開始⽇から起算して90⽇以内

３ 外科⼿術後⼜は肺炎等の治療時の安静により廃⽤症候群を有しており、⼿術
後⼜は発症 後の状態 ○ 算定開始⽇から起算して90⽇以内

４ ⼤腿⾻、⾻盤、脊椎、股関節⼜は膝関節の神経、筋⼜は靱帯損傷後の状態 ○ 算定開始⽇から起算して60⽇以内

５ 股関節⼜は膝関節の置換術後の状態 ○ 算定開始⽇から起算して90⽇以内

（新） 6 急性⼼筋梗塞、狭⼼症発作その他急性発症した⼼⼤⾎管疾患
⼜は⼿術後の状態 ○算定開始⽇から起算して90⽇以内
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⾼度かつ専⾨的な急性期医療の提供体制に係る評価の新設
Ø 新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤において果たした医療機関の役割等も踏まえ、⼿術や救急医療等の⾼度かつ専
⾨的な医療及び⾼度急性期医療の提供に係る体制を⼗分に確保している場合の評価を新設する。

（新） 急性期充実体制加算（１⽇につき） ７⽇以内の期間 460点
８⽇以上11⽇以内の期間 250点
12⽇以上14⽇以内の期間 180点

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた⼊院医療の評価－①

• 24時間の救急医療提供として、救命救急センター若しくは⾼度救命救急センターを有している、⼜は救急搬送の件数について実績の基準を満たす。
• 精神科に係る体制として、⾃院⼜は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制を常時整備していること等。
• ⾼度急性期医療の提供として、救命救急⼊院料等の治療室を届け出ていること。 ・感染対策向上加算１の届出を⾏っていること。
• 画像診断及び検査、調剤を24時間実施できる体制を確保していること。
• 精神科リエゾンチーム加算⼜は認知症ケア加算１若しくは２の届出を⾏っていること。
• ⼊院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制として「院内迅速対応チーム」の整備等を⾏っていること。
• 外来を縮⼩する体制を確保していること。 ・⼿術・処置の休⽇加算１等の施設基準の届出を⾏っていることが望ましい。
• 療養病棟⼜は地ケア病棟の届出を⾏っていないこと。⼀般病棟の病床数の割合が、許可病床数（精神病棟⼊院基本料等を除く）の９割であること。
• 同⼀建物内に特別養護⽼⼈ホーム等を設置していないこと。特定の保険薬局との間で不動産の賃貸借取引がないこと。
• ⼊退院⽀援加算１⼜は２を届け出ていること。 ・⼀般病棟における平均在院⽇数が14⽇以内であること。

（新） 精神科充実体制加算（１⽇につき） 30点
• 精神疾患を有する患者の受⼊れに係る充実した体制の確保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届け出た保険医療
機関に⼊院している患者について、更に所定点数に加算する。

• 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を⾏うにつき充実した体制が整備されていること。
• 精神科を標榜する保険医療機関であること。 ・精神病棟⼊院基本料等の施設基準の届出を⾏っている保険医療機関であること。

［算定要件］
• ⼊院した⽇から起算して14⽇を限度として、急性期⼀般⼊院料１⼜は特定⼀般病棟⼊院料に加算する。なお、ここでいう⼊院した⽇とは、当該患者が当該
加算を算定できる病棟に⼊院⼜は転棟した⽇のことをいう。総合⼊院体制加算は別に算定できない。

［主な施設基準］
• ⼀般病棟⼊院基本料（急性期⼀般⼊院料１に限る。）を算定する病棟を有する保険医療機関であること。 ・ 総合⼊院体制加算の届出を⾏っていないこと。
• ⼿術等に係る実績について、以下のいずれかを満たしていること。前年度の⼿術件数等を毎年７⽉に届け出るとともに、院内に掲⽰すること。

ア 以下のうち、(イ)及び、(ロ)から(へ)のうち４つ以上において実績の基準を満たす。
(イ)全⾝⿇酔による⼿術 (ロ)悪性腫瘍⼿術 (ハ)腹腔鏡下⼜は胸腔鏡下⼿術 (⼆)⼼臓カテーテル法による⼿術 (ホ)消化管内視鏡による⼿術
(へ)化学療法（外来腫瘍化学療法診療料１の届出を⾏っており、かつ、レジメンの４割が外来で実施可能であること）

イ 以下のいずれかを満たし、かつアの(イ)及び、(ロ)から(へ)のうち２つ以上において実績の基準を満たす。
(イ)異常分娩 (ロ)６歳未満の乳幼児の⼿術
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⾼度かつ専⾨的な急性期医療の提供体制に係る評価の新設
急性期充実体制加算

⼊院料等

• 急性期⼀般⼊院料１を届け出ている（急性期⼀般⼊院料１は重症度、医療・看護必要度Ⅱを⽤いて評価を⾏っている）
• 敷地内禁煙に係る取組を⾏っている ・⽇本医療機能評価機構等が⾏う医療機能評価を受けている病院⼜はこれに準ずる病院である
• 総合⼊院体制加算の届出を⾏っていない

24時間の救急医療提供

いずれかを
満たす

◆救命救急センター ⼜は ⾼度救命救急センター
◆救急搬送件数 2,000件/年以上 ⼜は300床未満︓6.0件/年/床以上

• ⾃院⼜は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制を常時整備
• 精神疾患診療体制加算２の算定件数⼜は救急搬送患者の⼊院３⽇以内の⼊院精神療法若しくは精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合
計で年間20件以上

⼿術等の実績

• 全⾝⿇酔による⼿術 2,000件/年以上（緊急⼿術 350件/年以上）⼜は300床未満︓6.5件/年/床以上（緊急⼿術 1.15件/年以上）

いずれかを
満たす

ア 右のうち、４つ以上満たす u悪性腫瘍⼿術 400件/年以上 ⼜は300床未満︓1.0件/年/床以上
u腹腔鏡下⼜は胸腔鏡下⼿術 400件/年以上

⼜は300床未満︓1.0件/年/床以上
u⼼臓カテーテル法⼿術 200件/年以上 ⼜は300床未満︓0.6件/年/床以上
u消化管内視鏡⼿術 600件/年以上 ⼜は300床未満︓1.5件/年/床以上
u化学療法 1,000件/年以上 ⼜は300床未満︓3.0件/年/床以上

（外来腫瘍化学療法診療料１の届出を⾏い、化学療法のレジメンの４割は外来で
実施可能であること。）

イ 以下のいずれか、かつ、右のうち、
２つ以上を満たす
◆異常分娩 50件/年以上

⼜は300床未満︓0.1件/年/床以上
◆６歳未満の⼿術 40件/年以上

⼜は300床未満︓0.1件/年/床以上

⾼度急性期医療の提供
• 救命救急⼊院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット⼊院医療管理料、脳卒中ケアユニット⼊院医療管理料、⼩児特定集中治療
室 管理料、新⽣児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新⽣児治療回復室⼊院医療管理料のいずれかを届け出て
いる

感染防⽌に係る取組 • 感染対策向上加算１を届け出ている
医療の提供に係る要件

• 画像診断及び検査、調剤を24時間実施できる体制を確保している
• 精神科リエゾンチーム加算⼜は認知症ケア加算１若しくは２を届け出ている

院内⼼停⽌を減らす取組 • 院内迅速対応チームの設置、責任者の配置、対応⽅法のマニュアルの整備、多職種からなる委員会の開催等を⾏っている
早期に回復させる取組

• ⼀般病棟における平均在院⽇数が14⽇以内
• ⼀般病棟の退棟患者（退院患者を含む）に占める、同⼀の保険医療機関の⼀般病棟以外の病棟に転棟したものの割合が、１割未満

外来機能分化に係る取組
いずれかを
満たす

u病院の初診に係る選定療養の届出、実費の徴収を実施
u紹介割合50%以上かつ逆紹介割合30‰以上
u 紹介受診重点医療機関

医療従事者の負担軽減 • 処置の休⽇加算１、時間外加算１及び深夜加算１の施設基準の届出を⾏っていることが望ましい
充実した⼊退院⽀援 • ⼊退院⽀援加算１⼜は２の届出を⾏っている

回復期・慢性期を担う医
療機関等との役割分担

• 療養病棟⼊院基本料⼜は地域包括ケア病棟⼊院料（⼊院医療管理料を含む）の届出を⾏っていない
• ⼀般病棟の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から精神病棟⼊院基本料等を除いた病床数の９割以上
• 同⼀建物内に特別養護⽼⼈ホーム、介護⽼⼈保健施設、介護医療院⼜は介護療養型医療施設を設置していない
• 特定の保険薬局との間で不動産の賃貸借取引がない
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【⼊院基本料等加算】感染防⽌対策加算の名称と点数変更111

感染対策向上加算１ 感染対策向上加算２ 感染対策向上加算３

710点 175点 75点
⼊院初⽇＋⼊院期間が90⽇を超える毎に１回

届出基準 （外来感染対策向上加算の届出がないこと）

以下の構成員からなる感染制御チームを設置 以下の構成員からなる感染制御チームを設置 以下の構成員からなる感染制御チームを設置

・専任の常勤医師（感染症対策の経験が３年以上） ・専任の常勤医師（感染症対策の経験が３年以上） ・専任の常勤医師（適切な研修の修了が望ましい）

・専任の看護師（感染管理の経験５年以上かつ研修修了） ・専任の看護師（感染管理の経験５年以上） ・専任の看護師（適切な研修の修了が望ましい

・専任の薬剤師（病院勤務経験３年以上） ・専任の薬剤師（病院勤務経験３年以上⼜は適切な研修を修了）

・専任の臨床検査技師（病院勤務経験３年以上） ・専任の臨床検査技師（病院勤務経験３年以上⼜は適切な研修を修了）

※医師⼜は看護師のうち１名は専従であること。

※必要時に、専従の医師⼜は看護師を、加算２、３⼜は外来感染対策向上加算
の医療機関に派遣する場合は、専従時間に含めてよいものとする。
・保健所、地域の医師会と連携し、加算２及び３の医療機関と合同で、年４回以
上カンファレンスを実施（このうち１回は、新興感染症等の発⽣を想定した訓練を実施
すること）

・年４回以上、加算１の医療機関が主催するカンファレンスに参加（訓練への参加
は必須とする）

・年４回以上、加算１の医療機関が主催するカンファレンスに参加（訓
練への参加は必須とする）

・加算２、３及び外来感染対策向上加算の医療機関に対し、必要時に院内感染
対策に関する助⾔を⾏う体制を有する

・新興感染症の発⽣時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制につ
いて、連携医療機関等とあらかじめ協議されていること

・新興感染症の発⽣時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係
る体制について、連携医療機関等とあらかじめ協議されていること

・新興感染症の発⽣時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け ・新興感染症の発⽣時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者⼜は疑い
患者を受け⼊れる体制を有し、そのことを⾃治体HPで公開している

・新興感染症の発⽣時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患
者⼜は疑い患者を受け⼊れる体制若しくは発熱患者の診療等を実施
する体制を有し、そのことを⾃治体HPで公開している

⼊れる体制を有し、そのことを⾃治体HPで公開している

院内感染対策サーベイランス（JANIS）、感染対策連携共通プラットフォーム

（J-SIPHE）等、地域や全国のサーベイランスに参加していること

・抗菌薬の適正使⽤について、加算１の医療機関⼜は地域の医師会
から助⾔を受けること
・細菌学的検査を外部委託する場合は、「中⼩病院における薬剤耐
性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を⾏う

・新興感染症の発⽣時等に、感染症患者を受け⼊ることを念頭に、汚染区域や清
潔区域のゾーニングを⾏うことができる体制を有する
・令和４年度診療報酬改定前の感染防⽌対策地域連携加算及び抗菌薬適正使
⽤⽀援加算の要件を要件とする
感染制御チームの専従医師⼜は看護師が、過去１年間に４回以上、加算２、３
⼜は外来感染対策向上加算の医療機関に赴き院内感染対策等に関する助⾔を⾏っ
た場合、指導強化加算として、30点を算定する。

感染対策向上加算２⼜は３を算定する保険医療機関が、感染対策向上加算１を算定する保険医療機関に対し、過去１年間に４回以上、感染症の発
⽣状況、抗菌薬の使⽤状況等について報告を⾏っている場合、連携強化加算として30点を算定する。

・抗菌薬の適正使⽤を監視するための体制を有する

その他

・新興感染症の発⽣時等に、感染症患者⼜は疑い患者を受け⼊ることを念頭
に、汚染区域や清潔区域のゾーニングを⾏うことができる体制を有する

・新興感染症の発⽣時等に、感染症患者⼜は疑い患者を受け⼊るこ
とを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニングを⾏うことができる体
制若しくは発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線
を分けることができる体制を有する

点数

算定要件 ⼊院初⽇

主

な

施

設

基

準

保険医療機関の⼀般病床の数が300床未満を標準とする（外来感染対策向上加算の届出がないこと）

感染制御チー
ムの設置

医療機関間・
⾏政等との連
携

サーベイランス
への参加

地域や全国のサーベイランスに参加している場合、サーベイランス強化加算として５点を算定する。



【⼊院基本料等加算】感染防⽌対策加算の名称と点数変更
p感染対策向上加算（要届出）

p感染対策向上加算１ ３９０点 ⇒ ７１０点（⼊院初⽇）
p（新）指導強化加算 ３０点（要届出）

p感染対策向上加算２ ９０点 ⇒ １７５点（⼊院初⽇）
p（新）連携強化加算 ３０点（要届出）
p（新）サーベイランス強化加算 ５点（要届出）

p（新）感染対策向上加算３ ７５点
p （⼊院初⽇及び⼊院期間が９０⽇を超えるごとに１回）

p（新）連携強化加算 ３０点（要届出）
p（新）サーベイランス強化加算 ５点（要届出）
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【⼊院基本料等加算】地域医療体制確保加算の⾒直し
p地域医療体制確保加算 ５２０点 ⇒ ６２０点

u施設基準
u（３）（略）
u③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、
「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」（以下「時短計画作成ガイドライン」とい
う）に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。また、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。

u④③の計画は、現状の病院勤務医の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的
な取組み内容と⽬標達成年次等を含めた病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する
計画とするとともに、定期的に評価し、⾒直しを⾏うこと。

u⑤③の計画の作成に当たっては、次に掲げるア〜キの項⽬を踏まえ検討したうえで、必要
な事項を記載すること。ア〜キ（略）

u経過措置
u令和４年３⽉３１⽇時点で地域医療体制確保加算の届出保険医療機関は、令和４年９⽉３
０⽇までの間に限り、１の（３）の③及び④の基準を満たしているものとする
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【⼊院基本料等加算】医師事務作業補助体制加算の⾒直し

p医師事務作業補助体制加算１
p１５対１ ９７０点 ⇒ １,０５０点
p２０対１ ７５８点 ⇒ ８３５点
p２５対１ ６３０点 ⇒ ７０５点
p３０対１ ５４５点 ⇒ ６１０点
p４０対１ ４５５点 ⇒ ５１０点
p５０対１ ３７５点 ⇒ ４３０点
p７５対１ ２９５点 ⇒ ３５０点
p１００対１ ２４８点 ⇒ ３００点

114

p医師事務作業補助体制加算２
p１５対１ ９１０点 ⇒ ９７５点
p２０対１ ７１０点 ⇒ ７７０点
p２５対１ ５９０点 ⇒ ６４５点
p３０対１ ５１０点 ⇒ ５６０点
p４０対１ ４３０点 ⇒ ４７５点
p５０対１ ３５５点 ⇒ ３９５点
p７５対１ ２８０点 ⇒ ３１５点
p１００対１ ２３８点 ⇒ ２６０点



※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
12対１加算１
16対１加算１

夜間看護体制
加算

急性期看護補助体制
加算の注加算

夜間看護体制
加算

看護補助加算の注加算

夜間看護体制
加算

障害者施設等⼊院基本
料の注加算

看護職員夜間
配置加算

精神科救急急性期医療⼊院
料、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（ア⼜はウを含むこと） ４項⽬以上 ３項⽬以上 ４項⽬以上 ４項⽬以上 ３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 ○ ○ ○ ○ ○

オ 夜勤帯のニーズに対応した柔軟な勤務体制の⼯夫 ○ ○ ○ ○ ○

カ 夜間を含めた各部署の業務量を把握・調整するシ
ステムの構築 ○ ○ ○ ○ ○

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
※ただし、利⽤者がいない⽇の開所は求めない ○ ○ ○ ○ ○

サ ICT、AI、IoT等の活⽤による業務負担軽減 ○ ○ ○ ○ ○

夜間の看護配置に係る評価及び業務管理等の項⽬の⾒直し①
夜間における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

Ø 看護職員の夜間における看護業務の負担軽減を⼀層促進する観点から、業務管理等の項⽬を⾒直す。
①「ア 11時間以上の勤務間隔の確保」⼜は「ウ 連続する夜勤の回数が２回以下」のいずれかを満たしている ことを必須化する。
②看護職員夜間配置加算（精神科救急急性期医療⼊院料及び精神科救急・合併症⼊院料）の施設基準における満たすべき項⽬の数につい
て、２項⽬以上から３項⽬以上に変更する。
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【⼊院基本料等加算】救急医療管理加算の⾒直し
p救急医療管理加算

p救急医療管理加算１ ９５０点 ⇒ １，０５０点
p救急医療管理加算２ ３５０点 ⇒ ４２０点
u対象となる状態の追加

u広範囲熱傷、顔⾯熱傷、気道熱傷
u（新）消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態
u（新）蘇⽣術を必要とする重篤な状態

u以下の場合には緊急⼊院が必要であると判断した医学的根拠をレセプトに記載
u「意識障害⼜は昏睡に該当する場合」はJCS０の状態
u「呼吸不全⼜は⼼不全で重篤な状態」に該当する場合はNYHA１⼜はP/F⽐400以上の状態
u「広範囲熱傷、顔⾯熱傷⼜は気道熱傷」の状態（気道熱傷及び顔⾯熱傷を除く）に該当す
る場合はBurnIndex０の状態
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【⼊院基本料等加算】診療録管理体制加算の⾒直し
p診療録管理体制加算１、診療録管理体制加算２

u施設基準に⾮常時に備えたサイバーセキュリティ対策を追加
u許可病床数が４００床以上の保険医療機関
u厚⽣労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、専任の医療
情報システム安全管理責任者を配置

u当該責任者は職員を対象として、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を⾏う
（少なくとも年１回程度）

u⾮常時に備えた医療情報システムのバックアップ体制の確保が望ましい
u毎年７⽉に医療情報システムのバックアップ体制の確保状況等を別添７の様式により届け
出る

u経過措置
u令和４年３⽉３１⽇時点で当該加算の届出保険医療機関（許可病床数が４００床以上）は、
令和５年３⽉３１⽇までの間、当該基準を満たしているものとみなす
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ありがとうございました

Youtube MSGチャンネルにて様々な
情報提供を⾏なっております

資料作成協⼒者の細⾕邦夫⽒著の点数表がじほう社より刊⾏予定です

『患者さんと共有できる外来点数マニュアル ２０２２年度版』
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