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 １ 医科診療報酬点数表 

医科診療報酬点数表 

A 基本診療料 

初・再診 

入院基本料 

入院基本料等加算 

特定入院 

特掲診療料 

 B 医学管理等 

 C 在宅医療 

 D 検査 

 E 画像診断 

 F 投薬 

 G 注射 

 H リハビリテーション 

 I 精神科専門療法 

 J 処置 

 K 手術 

 L 麻酔 

 M 放射線治療 

 N 病理診断 

78 



79 



DPC/PDPS 

厚生労働省保険局医療課 資料 
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厚生労働省保険局医療課 資料 

DPC/PDPS 
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診断群分類点数 特定入院料 手術 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 医学管理等 入院基本料加算（一部） 

収入 

＊特定入院料届出なし 
＊リハビリ、医学管理等への 
  取組み強化 

＊特定入院料届出あり（ICU） 
＊医療機関別係数への取組み 
  強化 

＊特定入院料届出なし 
＊リハビリ、医学管理等への 
  取組み小 

Ａ病院 

Ｂ病院 

Ｃ病院 

（ICU、HCU、SCU等） 

医療機関別 
係数（※） 

医療機関別 
係数（※） 

医療機関別 
係数（※） 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

① 

① 

① 

② 

③ 

③ 

③ 

④ 

④ 

④ 

⑤ 

⑤ 

⑥ 

⑥ 

⑥ 
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出来高算定不可 
（機能評価系数Ⅰにて評価） 

入
院
基
本
料
等
加
算 

A200 総合入院体制加算 

A204 地域医療支援病院入院診療加算 

A204-2 臨床研修病院入院診療加算 

A207 診療録管理体制加算 

A207-2 医師事務作業補助体制加算 

A207-3 急性期看護補助体制加算 

A214 看護補助体制加算 

A218 地域加算（A218-2 離島加算） 

A234 医療安全対策加算 

A234-2 感染防止対策加算 

A234-3 患者サポート体制充実加算 

A244 病棟薬剤業務実施加算 

A245 データ提出加算 

検
査 

D026 検体検査管理加算 

平成24年度 
追加項目 

※差し替えてください  83 



 

出来高算定可能 

○入院基本料等加算（一部除く） 

○医学管理等（一部除く） 

○処置料（1,000点以上） 

○手術料・麻酔料 

○内視鏡・診断穿刺・採取料等 

○リハビリテーション料（薬剤料除く） 

○精神科専門療法（薬剤料除く） 

○放射線治療 

具体的な入院基本料等加算 
（40項目） 

A205 
救急医療管理加算・ 
乳幼児救急医療管理加算 

A205-2 超急性期脳卒中加算 

A205-3 妊産婦緊急搬送入院加算 

A206 在宅患者緊急入院診療加算 

A208 乳幼児加算・幼児加算 

A210 難病等特別入院診療加算 

A211 特殊疾患入院施設管理加算 

A212 超重症児（者）入院診療加算・ 
準超重症児（者）入院料加算 

A213 看護配置加算 

A219 療養環境加算 

A220 ＨＩＶ感染者療養環境特別加算 

A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算 

※差し替えてください  84 



 

具体的な入院基本料等加算 
（40項目） 

A221 重症者等療養環境特別加算 

A221-2 小児療養環境特別加算 

A224 無菌治療室管理加算 

A225 放射線治療病室管理加算 

A226 重症皮膚潰瘍管理加算 

A226-2 緩和ケア診療加算 

A227 精神科措置入院診療加算 

A228 精神科応急入院施設管理加算 

A229 精神科隔離室管理加算 

A230 精神病棟入院時医学管理加算 

A230-2 精神科地域移行実施加算 

A230-3 精神科身体合併症管理加算 

A230-4 精神科リエゾンチーム加算 

A231-2 強度行動障害入院医療管理加算 

具体的な入院基本料等加算 
（40項目） 

A231-3 重度アルコール依存症入院医療管理加算 

A231-4 摂食障害入院医療管理加算 

A232 がん診療連携拠点病院加算 

A233-2 栄養サポートチーム加算 

A236 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 

A236-2 ハイリスク妊婦管理加算 

A237 ハイリスク分娩管理加算 

A238 退院調整加算 

A238-3 新生児特定集中治療室退院調整加算 

A238-4 救急搬送患者地域連携紹介加算 

A238-5 救急搬送患者地域連携受入加算 

A240 総合評価加算 

A242 呼吸ケアチーム加算 

A243 後発医薬品使用体制加算 

※差し替えてください  85 
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 【A 基本診療料】 初・再診料 
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初・再診料 

新設 

A000 初診料           200点（紹介のない場合）
注3    同日複数科初診料    100点（紹介のない場合） 
 

  ① 紹介率が40％未満の特定機能病院及び500 床以上の地域医療支援 
    病院において、紹介のない患者に対して初診を行った場合に算定する。 
 

  ② ただし、①の要件に該当する医療機関であっても、逆紹介率が30％以上 
    の場合は、当該初診料は算定しない。 
 

  ※ 紹介率及び逆紹介率の計算については、下記のとおりとする。 
 

    紹介率 ＝ （紹介患者数＋救急患者数）/初診の患者数 
 

    逆紹介率 ＝ 逆紹介患者数/初診の患者数 
 

＜算定要件＞ 

[経過措置] 
  紹介率の低い特定機能病院及び500 床以上の地域医療支援病院において、紹介なし 
   に当該病院を受診した場合の初診料の評価を導入するのは、平成25 年4 月1 日とする。   
    平成24年度改定後、最初の報告は平成24年10月に行うこと。 88 



様式（医科点数表） 
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現行 改定案 

【地域医療貢献加算】           3点 【時間外対応加算】 
 

 イ 時間外対応加算１       5点(新) 
 

 ロ 時間外対応加算２       3点(改) 
 

 ハ 時間外対応加算３       1点(新) 
 

＜算定要件＞ 
 

 
 
 
 

＜算定要件＞ 
 

 イ 時間外対応加算１ 
 

  ① 標榜時間外において常時、患者からの 
    電話等による問い合わせに応じる。 
 

  ② 原則として自院で対応する。 
 

初・再診料 

90 



現行 改定案 

＜算定要件＞ 
 

２ 地域医療貢献加算 
 

  ① 標榜時間外の準夜帯において、患者 
    からの電話等による問い合わせに応じ 
    る。休日、深夜又は早朝は留守番電話 
    等で対応しても差し支えない。 
 

  ② 原則として自院で対応する。 

＜算定要件＞ 
 

 ロ 時間外対応加算２ 
 

  ① 現行と同様 
     
 
 
 

  ② 現行と同様 
 

 ハ 時間外対応加算３ 
 

  ① 地域の医療機関と輪番による連携を 
    行い、当番日の標榜時間外の準夜帯 
    において、患者からの電話等による問 
    い合わせに応じる。当番日以外の深夜 
    又は早朝は留守番電話等で対応して 
    も差し支えない。 
 

  ② 当番日は原則として自院で対応する。 
 

  ③ 連携する医療機関数は、3以下とする。 
 

  ④ 連携に関する情報は、院内に掲示する 
    とともに患者へ説明する。 

初・再診料 

91 



様式（基本診療料） 
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  ① 紹介率が40％未満の特定機能病院及び500 床以上の地域医療支援病院に 
    おいて、他の病院（200 床未満）又は診療所に対し、文書による紹介を行う旨 
    の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した患者に対して再診を行っ 
    た場合に算定する。 
 

  ② ただし、①の要件に該当する医療機関であっても、逆紹介率が30％以上の場 
    合は、当該再診料又は外来診療料は算定しない。 
 

  ※ 紹介率及び逆紹介率の計算については、下記のとおりとする。 
 

    紹介率 ＝ （紹介患者数＋救急患者数）/初診の患者数 
 

    逆紹介率 ＝ 逆紹介患者数/初診の患者数 

＜算定要件＞ 

初・再診料 

 A002 外来診療料            52点 
 

  （他医療機関へ紹介したにもかかわらず、当該病院を受診した場合） 

[経過措置] 
紹介率の低い特定機能病院及び500 床以上の地域医療支援病院において、他の病院（一 
般病床が200 床未満に限る）又は診療所に対し、文書による紹介を行う旨の申出を行ったに
もかかわらず、当該病院を受診した場合の外来診療料の評価を導入するのは、平成25 年4 
月1 日とする。 

新設 
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初・再診料 

 

新設 

A001  再診料              34点（同一日２科目の場合） 
 

 
A002   外来診療料          34点（同一日２科目の場合） 
注3       同日再診料          25点※  

  ○ 同一日に他の傷病（一つ目の診療科で診療を受けた疾病又は診療継続中 
    の疾病と同一の疾病又は互いの関連のある疾病以外の疾病のことをいう。） 
    について、患者が医療機関の事情によらず、患者の意思により新たに別の診 
    療科（医療法上の標榜診療科のことをいう。）を再診として受診した場合（一つ 
    目の診療科の保険医と同一の保険医から診察を受けた場合を除く。）に算定 
    する。 
 

  ○ ２科目の再診料又は外来診療料を算定する場合は、乳幼児加算、外来管理 
     加算等の加算点数は算定できない。 

＜算定要件＞ 

94 



初・再診料 

 

※病院である保険医療機関（特定機能病院及び許可病床のうち医療法第７
条第２項第５号に規定する一般病床に係るものの数が500以上である地域医
療支援病院に限る。）であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所 
等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合 

95 



 
 【A 基本診療料】 入院基本料 
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入院基本料 

 

  ○ Ａ100～109 入院基本料、300～314 特定入院料に入院する患者であ 
    ること。 
 

  ○ 入院７日以内に詳細な入院診療計画が作成され説明が行われていること。 
 

  ○ 詳細な入院診療計画の内容は、入院中から退院時及び退院後の生活の 
    イメージができるような内容であり、月日、経過、達成目標、日毎の治療、 
    処置、検査、活動・安静度、リハビリ、食事、清潔、排泄、教育・指導（栄養・ 
    服薬）・説明、観察記録、退院後の治療計画、退院後の療養上の留意点等 
    である。これらが含まれている場合には、様式の形式は当該様式に限るも 
    のではない。 

＜算定要件＞ 
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入院基本料 

H24.3.5 厚労省資料より 98 



入院基本料 

 

 
 ○ 栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算の見直し 
 

      栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算について、入院基本料、特定入 
      院料で包括して評価することから、入院基本料、特定入院料の評価を 
      それぞれ11点ずつ引き上げる。 
 

具体的な内容 

99 



入院基本料 

 

現行 改定案 

第１章 第２部 通則７ 
 

入院診療計画、院内感染防止対策、医療安
全管理体制及び褥瘡対策について、別に厚
生労働大臣が定める基準を満たす場合に限
り、入院基本料及び特定入院料を算定する。 

第１章 第２部 通則７ 
 

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に
ついて、別に厚生労働大臣が定める基準を
満たす場合に限り、入院基本料及び特定入
院料を算定する。 

［栄養管理体制の基準］ 
 

① 当該保険医療機関に常勤の管理栄養士 
  が１名以上配置されていること。 
 

② 患者の入院時に患者ごとの栄養状態の評 
  価を行い、医師、管理栄養士、薬剤師、看 
  護師その他の医療従事者が共同して、入 
  院患者ごとの栄養状態、摂食機能及び食 
  形態を考慮した栄養管理計画を作成して 
  いること。 100 



入院基本料 

 

現行 改定案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【栄養管理実施加算】（１日につき）   12点 

［栄養管理体制の基準］ 
 

③ 当該栄養管理計画に基づき入院患者ごと 
  の栄養管理を行うとともに、栄養状態を定 
  期的に記録していること。 
 

④ 当該栄養管理計画に基づき患者の栄養 
  状態を定期的に評価し、必要に応じて当 
  該計画を見直していること。 
 

⑤ 有床診療所においては管理栄養士は常 
  勤でなくても差し支えない。 
 

（削除） 

〔経過措置〕  平成24 年３月31 日に栄養管理実施加算の届出を行っていない医 
         療機関については、平成26年3月31日までの間は栄養管理体制の 
         整備に資する計画を策定する等の要件を課した上で、栄養管理体制 
         を満たしているものとする。 101 



入院基本料 

H24.3.5 厚労省資料より 102 



入院基本料 

 

H24.3.5 厚労省資料より 103 



入院基本料 

 

現行 改定案 

［褥瘡対策の基準］ 
 

① 当該保険医療機関において、褥瘡対策が 
  行われていること。 
 

② 当該保険医療機関において、褥瘡対策に 
  係る専任の医師及び専任の看護職員から 
  構成される褥瘡対策チームが設置されて 
  いること。 
 
 

③ 当該保険医療機関における日常生活の 
  自立度が低い入院患者につき、別添６の 
  別紙３を参考として褥瘡に関する危険因 
  子の評価を実施すること。 

［褥瘡対策の基準］ 
 

① 現行と同様 
 
 

② 当該保険医療機関において、褥瘡対策に 
  係る専任の医師及び褥瘡看護に関して臨 
  床経験を有する専任の看護職員から構成 
  される褥瘡対策チームが設置されているこ 
  と。 
 

③ 当該保険医療機関における日常生活の 
  自立度が低い入院患者につき褥瘡に関す 
  る危険因子の評価を行い、褥瘡に関する 
  危険因子のある患者及び既に褥瘡を有す 
  る患者につき、適切な褥瘡対策の診療計 
  画の作成、実施及び評価を行うこと。 
 

104 



入院基本料 

現行 改定案 

［褥瘡対策の基準］ 
 

［褥瘡対策の基準］ 
 

④ 患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な 
  体圧分散式マットレス等を適切に選択し 
  使用する体制が整えられていること。 
 

現行 改定案 

【褥瘡患者管理加算】（入院中１回）  20点 （削除） 

＜算定要件＞ 
 

 入院している患者について、必要があって
褥瘡管理が行われた場合に算定する。 
 

105 



様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
 

109 



様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 

122 



現行 改定案 

入院中の患者が他の医療機関を受診する日
の入院医療機関における診療報酬の算定に
ついては以下のとおりとする。この場合におい
て、１点未満の端数があるときは、小数点以
下第一位を四捨五入して計算する。 
 

 ア 入院医療機関において、当該患者が出 
   来高入院料を算定している場合は、出 
   来高入院料は当該出来高入院料の基 
   本点数の30％を控除した点数により算 
   定する。 

入院中の患者が他の医療機関を受診する日
の入院医療機関における診療報酬の算定に
ついては以下のとおりとする。この場合におい
て、１点未満の端数があるときは、小数点以
下第一位を四捨五入して計算する。 
 

 ア 入院医療機関において、当該患者が出 
   来高入院料を算定している場合は、出 
   来高入院料は当該出来高入院料の基 
   本点数の30％を控除した点数により算 
   定する。 
    ただし、精神病棟入院基本料、結核病 
   棟入院基本料又は有床診療所入院基 
   本料を算定している場合であって、透析 
   又は共同利用を進めている検査（ＰＥＴ、 
   光トポグラフィー又は中枢神経磁気刺激 
   による誘発筋電図検査）のみを目的とし 
   て他医療機関を受診した場合は、当該 
   出来高入院料の基本点数の15％を控 
      除した点数により算定する。 

入院基本料 
 

 

A 
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現行 改定案 

 イ 入院医療機関において、当該患者が特 
   定入院料、療養病棟入院基本料、有床 
   診療所療養病床入院基本料又は特定 
   入院基本料（以下「特定入院料等」とい 
   う。）を算定している場合であって、当該 
   他医療機関において特定入院料等に含 
   まれる診療に係る費用を算定する場合 
   は、特定入院料等は、当該特定入院料 
   等の基本点数の70％を控除した点数に 
   よる算定する。 

 イ 入院医療機関において、当該患者が特定入院料、
療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料
又は特定入院基本料（以下「特定入院料等」という。）を
算定している場合であって、当該 
他医療機関において特定入院料等に含まれる診療に係
る費用を算定する場合は、特定入院料等は、当該特定入
院料等の基本点数の70％を控除した点数による算定す
る。 
ただし、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入
院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院
料又は認知症治療病棟入院料を算定している場合で
あって、透析又は共同利用を進めている検査（ＰＥＴ、光ト
ポグラフィー又は中枢神経磁気刺激による誘発筋電図検
査）のみを目的として他医療機関を受診した場合は、当
該特定入院料等の基本点数の55％を控除した点数によ
り算定する。ただし、精神病棟入院基本料、結核病棟入
院基本料又は有床診療所入院基本料を算定している場
合であって、透析又は共同利用を進めている検査（ＰＥＴ、
光トポグラフィー又は中枢神経磁気刺激による誘発筋電
図検査）のみを目的として他医療機関を受診した場合は、
当該出来高入院料の基本点数の15％を控除した点数に
より算定する。 

入院基本料 

B 
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現行 改定案 

  ウ 入院医療機関において、当該患者が 
    特定入院料等を算定している場合で 
    あって、当該他医療機関において特定 
    入院料等に含まれる診療にかかる費 
    用を算定しない場合は、特定入院料等 
    は、当該特定入院料等の基本点数の 
    30％を控除した点数により算定する。 

  ウ 入院医療機関において、当該患者が 
    特定入院料等を算定している場合で 
    あって、当該他医療機関において特定 
    入院料等に含まれる診療にかかる費 
    用を算定しない場合は、特定入院料等 
    は、当該特定入院料等の基本点数の 
    30％を控除した点数により算定する。 
     ただし、有床診療所療養病床入院基 
    本料を算定している場合であって、透 
    析又は共同利用を進めている検査（Ｐ 
    ＥＴ、光トポグラフィー又は中枢神経磁 
    気刺激による誘発筋電図検査）のみを 
    目的として他医療機関を受診した場合 
    は、当該特定入院料等の基本点数の 
    15％を控除した点数により算定する。 

入院基本料 

C 

※差し替えてください  125 



入院中の他医療機関の受診について 
＜各医療機関における請求方法＞ 

入院元 一般病床等 特定入院料等 

入院側 30%減算 70%減算 30%減算 

DPC  

100%請求 

外来側 専門的な医療の費用のみ請求可 保険請求不可 

A＝15%減算 
B＝55%減算 

C＝15%減算 

入院基本料 
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入院基本料 
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現行 改定案 

【一般病棟入院基本料７対１、特定機能病院
一般病棟７対１入院基本料、専門病院７対１
入院基本料】（一日につき） 

【一般病棟入院基本料７対１、特定機能病院
一般病棟７対１入院基本料、専門病院７対１
入院基本料】（一日につき） 

[一般病棟入院基本料の施設基準] 
 

① 当該病棟の入院患者の平均在院日数が 
  19日以内であること。 
 

② 看護必要度の基準を満たす患者を１割以 
  上入院させる病棟であること（救命救急入 
  院料を算定する治療室を有している保険 
  医療機関の病棟を除く）。 

[一般病棟入院基本料の施設基準] 
 

① 当該病棟の入院患者の平均在院日数が 
  18日以内であること。 
 

② 看護必要度の基準を満たす患者を1割5 
  分以上入院させる病棟であること（救命救 
  急入院料を算定する治療室を有している 
  保険医療機関の病棟を除く）。 
 

入院基本料 

128 



現行 改定案 

[特定機能病院入院基本料の施設基準] 
 

① 当該病棟の入院患者の平均在院日数が 
  28日以内であること。 
 

② 看護必要度の基準を満たす患者を１割以 
  上入院させる病棟であること（救命救急入 
  院料を算定する治療室を有している保険 
  医療機関の病棟を除く）。 
 

[特定機能病院入院基本料の施設基準] 
 

① 当該病棟の入院患者の平均在院日数が 
  26日以内であること。 
 

② 看護必要度の基準を満たす患者を1割5 
  分以上入院させる病棟であること（救命救 
  急入院料を算定する治療室を有している 
  保険医療機関の病棟を除く）。 
 

[専門病院入院基本料の施設基準] 
 

① 当該病棟の入院患者の平均在院日数が 
  30日以内であること。 
 

② 看護必要度の基準を満たす患者を１割以 
  上入院させる病棟であること（救命救急入 
  院料を算定する治療室を有している保険 
  医療機関の病棟を除く）。 

[専門病院入院基本料の施設基準] 
 

① 当該病棟の入院患者の平均在院日数が 
  28日以内であること。 
 

② 看護必要度の基準を満たす患者を1割5 
  分以上入院させる病棟であること（悪性腫 
  瘍患者を一般病棟に７割以上入院させて 
  いる保険医療機関及び救命救急入院料 
  を算定する治療室を有している保険医療 
  機関の病棟を除く）。 

入院基本料 
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入院基本料 

 

H24.3.5 厚労省資料より 

 
【経過措置】 
平成24 年３月31 日において７対１入院基
本料を算定している病棟で あって、平成24 
年４月１日以降において改定後の10対１入
院基本料を算定する病棟に限り、平成26年
3月31日までの間、改定後の７対１入院基 
本料を算定できる。 
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入院基本料 

 

一般病棟 
入院基本料 

平均在院日数 
19日以内 

看護必要度基準 
1割以上 

特定機能病院
入院基本料 

平均在院日数 
28日以内 

看護必要度基準 
評価のみ 

専門病院 
入院基本料 

平均在院日数 
30日以内 

看護必要度基準 
1割以上 

改定前 改定後 

※ただし、悪性腫瘍患者を一般病棟に7割以上入院させている保険医療機関における
看護必要度基準については、従来通り1割以上であること 
患者の重症度・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で検証を行うこと 

一般病棟 
入院基本料 

平均在院日数 
18日以内 

看護必要度基準 
1割5分以上 

特定機能病院
入院基本料 

平均在院日数 
26日以内 

看護必要度基準 
1割5分以上 

専門病院 
入院基本料 

平均在院日数 
28日以内 

看護必要度基準 
1割5分以上 
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[対象医療機関] 
 

 以下のいずれも満たす医療機関 
 

  ① 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基  
    本料算定医療機関 
 

  ② 入院全体のうち金曜日に入院する者の割合と、退院全体のうち月曜日 
    に退院する者の割合の合計が40％を超える医療機関 

[対象とする入院基本料] 
 

 以下のいずれも満たす入院基本料 
 

  ① 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基 
    本料のうち、土曜日、日曜日に算定されたもの 
 

  ② 算定された日に手術、1000 点以上の処置を伴わないもの 

[経過措置] 上記の取り扱いについては、平成24 年10 月１日から施行する。 

入院基本料 

 

入院基本料の低減 
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一般病棟入院基本料 
特定機能病院入院基本料 
専門病院入院基本料算定医療機関 
 
 

金曜日入院、月曜日退院の割合の合計が
40％を超える医療機関 

手術や高度の処置等を伴わない土曜日、日曜日に算定された、 
入院基本料を８％減額する。 

所定点数＝入院基本料×0.92 

入院基本料 

 

入院基本料の低減 
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[対象医療機関] 
 

 以下のすべてを満たす医療機関 
 

  ① 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院 
    基本料算定医療機関 
 

  ② 退院全体のうち午前中に退院するものの割合が90％を超える医療機関 

[対象とする入院基本料] 
 

 以下のすべてを満たす入院基本料 
 

  ① 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基 
    本料のうち、退院日に算定されたもの 
 

  ② 退院調整加算又は新生児特定集中治療室退院調整加算が算定されてい 
    ないもの（30日以上入院しているもの） 
 

  ③ 算定された日に手術、1000 点以上の処置を伴わないもの 

[経過措置] 上記の取り扱いについては、平成24 年10 月１日から施行する。 

入院基本料 

 

入院基本料の低減 
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一般病棟入院基本料 
特定機能病院入院基本料 
専門病院入院基本料算定医療機関 
 
 

退院日当日の午前中に退院する患者の割
合の合計が90％を超える医療機関 

手術や高度の処置等を伴わない退院日に算定された、 
入院基本料を８％減額する。 

所定点数＝入院基本料×0.92 

入院基本料 

 

入院基本料の低減 

H24.3.5厚労省資料より 
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現行 改定案 

【一般病棟入院基本料10対１、特定機能病
院一般病棟10対１入院基本料、専門病院
10対１入院基本料】(一日につき) 
 

 
 
 
 
一般病棟看護必要度評価加算     5点 

【一般病棟入院基本料10対１、特定機能病
院一般病棟10対１入院基本料、専門病院
10対１入院基本料】(一日につき) 
 

【施設基準】 
 

当該病棟における看護必要度の評価を行っ
ていること。 
 

（削除） 

[経過措置] 
 

 10 対１入院基本料を算定する病棟に看護必要度の評価を導入するのは、準備
期間を設け、平成24 年７月１日とする。 

入院基本料 
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入院基本料 

 

  ○ 看護必要度加算１ 
 

     必要度基準15％以上の基準を満たしている当該病棟に入院している患者に 
     ついて算定する。 
 

  ○ 看護必要度加算２ 
 

     必要度基準10％以上の基準を満たしている当該病棟に入院している患者に 
     ついて算定する。 

新設 

＜算定要件＞ 

A100  一般病棟入院基本料 10:1(注6) 看護必要度加算１  30点 
 

A100  一般病棟入院基本料 10:1(注6)  看護必要度加算２  15点 
  ※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）にも同様の加算あり 
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入院基本料 

現行 改定案 

【一般病棟入院基本料（13対１、15対１）】 
 

特定患者（当該病棟に90日を超えて入院す
る患者（別に厚生労働大臣が定める状態等
にあるものを除く。）をいう。）に該当する者に
ついては、特定入院基本料として928点を算
定する。 

【一般病棟入院基本料（13対１、15対１）】 
 

届出を行った病棟については、当該病棟に
90日を超えて入院する患者については、区分
番号Ａ１０１に掲げる療養病棟入院基本料１
の例により算定する。 

［経過措置］ 
 上記の取り扱いについては、平成24 年10 月１日から施行する。 

90日超⇒7対1．10対１
については939点を算定 

①療養病棟入院基本料と同等の報酬体系（医療区分及びＡＤＬを用いた包括 
  評価）により算定する。あらかじめ地方厚生（支）局長に届け出た病棟に限る。 
②出来高で算定する。⇒平均在院日数の計算対象とする。ＡＤＬの判定結果に
ついて療養に要する費用請求に際し併せて提出 
※①、②の取り扱いは、病棟単位で医療機関が選択をする。 
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入院基本料 

 

現行 改定案 

【入院基本料の届出に関する事項】 
 

届出は、病院である保険医療機関において
一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病
棟につきそれぞれ区分し、当該病棟種別の病
棟全体につき包括的に届出を行う。 

【入院基本料の届出に関する事項】 
 

届出は、病院である保険医療機関において
一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病
棟につきそれぞれ区分し、当該病棟種別の病
棟全体につき包括的に届出を行う。 
 ただし、別に厚生労働大臣が定める二次医
療圏に属する保険医療機関（特定機能病院、
200床以上の病院、ＤＰＣ対象病院、一般病
棟７対１入院基本料及び一般病棟10対１入
院基本料を算定している病院を除く）の一般
病棟においては、それぞれの病棟ごとに届出
を行っても差し支えない。 
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入院基本料 

 

新設 

 Ａ100  一般病棟入院基本料  13:1、15:1    
 （注5） 救急・在宅等支援病床初期加算   150点（１日につき） 

  ○ 急性期医療を担う救急医療機関入院中や在宅療養中の患者等を一般 
    病棟（13 対1、15 対1 に限る）で受け入れた場合に転院又は入院した日 
       から起算して14 日以内に限り算定する。 
       入院前の患者の居場所（転院の場合は入院前の医療機関名）、自院 
       の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録に記載すること。 

＜算定基準＞ 

※ ①同一医療機関において当該一般病棟に転棟した患者については、算定不可 
   ②当該併設介護老人保健施設等から受け入れた患者については算定不可 
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入院基本料 

 

現行 改定案 

【救急・在宅等支援療養病床初期加算】 
（１日につき）                
                        150点 
 
 
 
 
＜算定要件＞ 
 

 療養病棟入院基本料を算定する病棟にお
いて、14日に限り算定する。 
 
 

【救急・在宅等支援療養病床初期加算】 
 

 １ 救急・在宅等支援療養病床初期加算１ 
                    300点(新) 
 

 ２ 救急・在宅等支援療養病床初期加算２ 
                    150点 
 
＜算定要件＞ 
 

 １ 救急・在宅等支援療養病床初期加算１ 
 

   療養病棟入院基本料１を算定する病棟 
   において、14 日に限り算定する。 
 

 ２ 救急・在宅等支援療養病床初期加算２ 
 

   療養病棟入院基本料２を算定する病棟 
   において、14 日に限り算定する。 

Ａ１０１ 療養病棟入院基本料  
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入院基本料 

 

現行 改定案 

【結核病棟入院基本料】 
 

 １ ７対１入院基本料         1,447点 
 

 ２ 10対１入院基本料        1,192点 
 

 ３ 13対１入院基本料         949点 
 

 ４ 15対１入院基本料         886点 
 

 ５ 18対１入院基本料         757点 
 

 ６ 20対１入院基本料         713点  

【結核病棟入院基本料】 
 

 １ ７対１入院基本料       1,566点(改) 
 

 ２ 10対１入院基本料      1,311点(改) 
 

 ３ 13対１入院基本料      1,103点(改) 
 

 ４ 15対１入院基本料       945点(改) 
 

 ５ 18対１入院基本料       809点(改) 
 

 ６ 20対１入院基本料       763点(改)  

[施設基準] 
 

・結核患者に化学療法を行う際には、服薬支
援計画の作成、服薬支援の実施、患者教育
の実施及び保健所との連携を行っていること。 
 

・施設基準を満たさない場合は、特別入院基
本料として、550点を算定する。 Institute for Health Care Information Sciences,Inc. 
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入院基本料 

 

現行 改定案 

【結核病棟入院基本料】 
 

 注３（１日につき）特別入院基本料 
                       550点 
 
 
 
７対１入院基本料、10対１入院基本料又は
13対１入院基本料の届出をした病棟に入院
している患者であって、感染症法に規定された
基準に従い退院させることができる患者につ
いては、退院させることができることが確定し
た日以降は特別入院基本料を算定する。 
 

【結核病棟入院基本料】 
 

 注３（１日につき）特別入院基本料 
                       550点 
 
 
 
７対１入院基本料、10対１入院基本料、13対
１入院基本料、15対１入院基本料、 
18対１入院基本料又は20対１入院基本料の
届出をした病棟に入院している患者であって、
感染症法に規定された基準に従い退院 
させることができる患者については、退院させ
ることができることが確定した日以降は特別入
院基本料を算定する。 
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入院基本料 

 

現行 改定案 

［退院させることができる要件］ 
 

① ２週間以上の標準的化学療法が実施さ 
  れ、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失し 
  ている。 
 

② ２週間以上の標準的化学療法を実施した 
  後の異なった日の喀痰の塗抹検査又は培 
  養検査の結果が連続して３回陰性である。 
   （３回の検査は、原則として塗抹検査を 
  行うものとし、①による臨床症状消失後に 
  あっては、速やかに連日検査を実施す 
  る。） 
 

③ 患者が治療の継続及び感染拡大の防止 
  の重要性を理解し、かつ、退院後の治療 
  の継続及び他者への感染の防止が可能 
  であると確認できている。 

［退院させることができる要件］ 
 

① 現行と同様 
 
 
 

② 現行と同様 
 
 
 
 
 
 
 

③ 現行と同様 
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入院基本料 

 

新設 

A103 精神病棟入院基本料 
（注5）救急支援精神病棟初期加算（14日以内、１日につき） 
                         100点 

 

 ○ 救急搬送患者地域連携受入加算又は精神科救急搬送患者地域連携受入 
   加算を算定された患者が対象。 

＜算定要件＞ 

 
 ○ 精神病棟入院基本料の届出を行っている精神病棟が算定できる。 
 
 

【施設基準】 
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入院基本料、特定入院料 

 

現行 改定案 

【障害者施設等入院基本料】 
 

【特殊疾患入院医療管理料】 
 

【特殊疾患病棟入院料】（入院初日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 重症児（者）受入連携加算 
                      1,300点 

【障害者施設等入院基本料】 
 

【特殊疾患入院医療管理料】 
 

【特殊疾患病棟入院料】 
 

【一般病棟入院基本料（13対１、15対1に限
る。）】、 
 

【療養病棟入院基本料】、 
 

【有床診療所入院基本料】、 
 

【有床診療所療養病床入院基本料】 
 

（入院初日） 
 重症児（者）受入連携加算 
                   2,000点(改) 
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入院基本料、特定入院料 
． 

 

現行 改定案 

＜算定要件＞ 
 

他の保険医療機関から転院してきた者であっ
て、当該他の保険医療機関において新生児
特定集中治療室退院調整加算を算定したも
のである場合に算定する。 

＜算定要件＞ 
 

 現行と同様 
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入院基本料 

 

新設 

A108 有床診療所入院基本料 
(注7) 看取り加算 
 

      在宅療養支援診療所の場合       2,000点 
 

      その他の場合                1,000点 

 ○ 当該保険医療機関に入院している患者を、入院の日から30 日以内に看取 
   った場合 
 ○ 診療内容の要点等を診療録に記載する 

 ○ 夜間に看護職員を１名以上配置していること。 
   ただし、有床診療所入院基本料と有床診療所療養病床入院基本料のいずれも 
   届け出ている保険医療機関においては、届出を行っているいずれかの病床で夜 
   間の看護職員の数が１以上であること。 

＜算定基準＞ 

【施設基準】 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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 【A 基本診療料】 入院基本料等加算 
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2011.12.7 中央社会保険医療協議会 総会 （第２１１回） 議事次第 

入院基本料等加算 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【救急医療管理加算・ 
    乳幼児救急医療管理加算】 
 

 ２ 乳幼児救急医療管理加算    200点 

【救急医療管理加算】       800点 
 

   
 注２ 乳幼児加算         400点(改) 
 

 注３ 小児加加算          200点(新) 

＜算定要件＞ 
 

 救急医療管理加算を算定する患者が６歳
未満である場合に、救急医療管理加算に更
に加算する。 

＜算定要件＞ 
 

 注２ 乳幼児加算 
 

   救急医療管理加算を算定する患者が 
   ６歳未満である場合に、救急医療管理 
   加算に更に加算する。 
 

 注３ 小児加算 
 

   救急医療管理加算を算定する患者が 
   ６歳以上15歳未満である場合に救急 
   医療管理加算に更に加算する。 
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入院基本料等加算 

【届出可能な保険医療機関】 

 ア．地域医療支援病院（医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院） 

 イ．救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所 

 ウ.「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、   

       病院群輪番制病院に参加している有床診療所又は共同利用型病院 

＜対象となる重症患者＞ 

次に掲げる状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認
めた患者 
 ア．吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態 
 イ．意識障害又は昏睡 
 ウ．呼吸不全又は心不全で重篤な状態 
 エ．急性薬物中毒 
 オ．ショック 
 カ．重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖尿病等） 
 キ．広範囲熱傷 
 ク．外傷、破傷風等で重篤な状態 
 ケ．緊急手術を必要とする状態 
 コ．その他「ア」から「ケ」に準ずるような重篤な状態  158 



入院基本料等加算 

現行 改定案 

【在宅患者緊急入院診療加算】 
 
 
 
 
 

１ 連携医療機関の場合      1,300点 
 

２ １以外の場合            650点 

【在宅患者緊急入院診療加算】 
 

１ 機能を強化した在支診・在支病間 
  での受入の場合  
                   2,500点(新) 
 

２ 連携医療機関の場合     2,000点(改) 
 

３ １，２以外の場合       1,000点(改) 
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入院基本料等加算 

機能を強化した在支診・在支病の施設基準 

① 従前の在支診・在支病の要件に以下を追加する。 
 イ 所属する常勤医師３名以上 
 ロ 過去１年間の緊急の往診実績５件以上 
 ハ 過去１年間の看取り実績２件以上 
 
② 複数の医療機関が連携して①の要件を満たすことも可とするが、連携す 
  る場合は、以下の要件を満たすこと。 
 イ 患者からの緊急時の連絡先の一元化を行う 
 ロ 患者の診療情報の共有を図るため、連携医療機関間で月１回以上の 
    定期的なカンファレンスを実施 
 ハ 連携する医療機関数は10 未満 
 ニ 病院が連携に入る場合は200 床未満の病院に限る 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【在宅患者緊急入院診療加算】 【在宅患者緊急入院診療加算】 

［算定可能病床］ 
 

一般病棟入院基本料、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、
特定機能病院入院基本料、専門病院入院基
本料、障害者施設等入院基本料、有床診療
所入院基本料、有床診療所療養病床入院基
本料 
 

  

［算定可能病床］ 
 

一般病棟入院基本料、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、
特定機能病院入院基本料、専門病院入院基
本料、障害者施設等入院基本料、有床診療
所入院基本料、有床診療所療養病床入院基
本料、小児入院医療管理料 
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項目 点数 算定要件 

在宅患者緊急入院診療加算 
（入院初日） 

診療所において、下記の何れかを算定
している患者を病状急変等で入院させ
た場合に、受入保険医療機関で算定 
（「特別の関係」を除く） 
 
※診療所の算定は入院した日の属す
る月又はその前月に算定 
 
●C002在医総管 
●C002-2特医総管 
●C003在医総 
●在宅療養指導管理料 
   （C101 注を除く） 
 

1. 連携医療機関である場合 1300 

1. 1以外の場合 650 

現行の解釈 

入院基本料等加算 
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入院基本料等加算 

＜算定の留意点＞ 
 

•入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。 
•特別な関係は算定不可 
•当該診療所の保険医の求めによらない緊急入院において、当該患者の入院後24 
  時間以内に、当該診療所の保険医から、受入保険医療機関の保険医に対して当 
   該患者の診療情報が提供された場合であっても算定できる。 
 
•在宅患者緊急入院診療加算「2」は、当該診療所の保険医が患者又はその家族に 
  対して、事前に緊急時の受入険医療機関の名称等を文書にて提供し、受入保険医 
  療機関に入院した場合に算定する。また、当該診療所の保険医は、提供した文書 
   の写しを診療録に添付する。 
 
•受入保険医療機関の保険医は、入院前又は入院後速やかに患者の希望する診療 
  内容等の情報を当該診療所の保険医に確認し共有すること。 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【医師事務作業補助体制加算】 
（入院初日） 
 

 １ 15対１補助体制加算       810点 
 

 ２ 20対１補助体制加算       610点 
 

 ３ 25対１補助体制加算       490点 
 

  
 
 

 ４ 50対１補助体制加算       255点 
 

 ５ 75対１補助体制加算       180点 
 

 ６ 100対１補助体制加算      138点 

【医師事務作業補助体制加算】 
（入院初日） 
 

 １ 15対１補助体制加算     810点 
 

 ２ 20対１補助体制加算     610点 
 

 ３ 25対１補助体制加算     490点 
 

 ４ 30対１補助体制加算    410点(新) 
 

 ５ 40対１補助体制加算    330点(新) 
 

 ６ 50対１補助体制加算     255点 
 

 ７ 75対１補助体制加算     180点 
 

 ８ 100対１補助体制加算    138点 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【施設基準】 
 

 １ 15対１補助体制加算 
 

 ２ 20対１補助体制加算 
 

    第三次救急医療機関、小児救急医療 
  拠点病院、総合周産期母子医療センター、 
  年間の緊急入院患者数が800名以上の 
  実績を有する病院 
 

 ３ 25対１補助体制加算 
 

 ４ 50対１補助体制加算 
 
 
   １の施設基準を満たしていること又は災 
  害拠点病院、へき地医療拠点病院、地域 
  医療支援病院、年間の緊急入院患者数 
  が 200名以上の実績を有する病院、全身 
  麻酔による手術件数が年間 800件以上 
  の病院  

【施設基準】 
 

 １ 15対１補助体制加算 
 

 ２ 20対１補助体制加算 
 

    第三次救急医療機関、小児救急医療 
  拠点病院、総合周産期母子医療センター、 
  年間の緊急入院患者数が800名以上の 
  実績を有する病院 
 

 ３ 25対１補助体制加算 
 

 ４ 30対１補助体制加算 
 

 ５ 40対１補助体制加算 
 
   １又は2の施設基準を満たしていること 
  又は災害拠点病院、へき地医療拠点病院、 
  地域医療支援病院、年間の緊急入院患 
  者数が 200名以上の実績を有する病院、 
  全身麻酔による手術件数が年間 800件 
  以上の病院 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【施設基準】 
 

  
 

 ５ 75対１補助体制加算 
 

 ６ 100対１補助体制加算 
 

    １又は２の施設基準を満たしていること 
  若しくは年間の緊急入院患者数が100名 
  以上の実績を有する病院 

【施設基準】 
 

６ 50対１補助体制加算 
 

７ 75対１補助体制加算 
 

８ 100対１補助体制加算 
 

  １～５の施設基準を満たしていること 
 若しくは年間の緊急入院患者数が100名 
 以上の実績を有する病院 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【医師事務作業補助体制加算】 【医師事務作業補助体制加算】 

［算定可能病床］ 
 

一般病棟入院基本料、専門病院入院基本料、
障害者施設等入院基本料、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、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、一類感染症患者
入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料、
小児入院医療管理料、回復期リハビリテー
ション病棟入院料（一般病床のみ）、 
亜急性期入院医療管理料、緩和ケア病棟入
院料 

［算定可能病床］ 
 

一般病棟入院基本料、専門病院入院基本料、
障害者施設等入院基本料、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、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、一類感染症患者
入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料、
小児入院医療管理料、回復期リハビリテー
ション病棟入院料（一般病床のみ）、 
亜急性期入院医療管理料、緩和ケア病棟入
院料、精神科救急入院料、精神科急性期治
療病棟入院料（精神科急性期治療病棟入院
料１のみ）、精神科救急・合併症入院料 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

新設 

A207-3 急性期看護補助体制加算１  25 対1（1 日につき、14 日を限度） 
 

       イ 看護補助者が５割以上※の場合      160点 
 

       ロ 看護補助者が５割未満※の場合      140点 

※ 急性期看護補助体制加算１（25 対1）の届出に必要な看護補助者全体(常勤 
  換算)に占める看護補助者の割合（みなし看護補助者を除く）     
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【急性期看護補助体制加算】（１日につき） 
 
 
 
 
 

 １ 急性期看護補助体制加算１（50対１）               
                       120点 
 

 ２ 急性期看護補助体制加算２（75対１）  
                        80点 

【急性期看護補助体制加算】（１日につき） 
 

 １ 急性期看護補助体制加算１（25対１） 
 

   イ 看護補助者５割以上  160点(新) 
 

   ロ 看護補助者５割未満  140点(新) 
 

 ２ 急性期看護補助体制加算２（50対１）  
                       120点 
 

 ３ 急性期看護補助体制加算３（75対１）                   
                        80点 
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入院基本料等加算 

  ○ 急性期看護補助体制加算１ 
 

    ① 急性期医療を担う病院であること。 
 

    ② 看護必要度の基準を満たす患者を、７対１入院基本料を算定する病棟 
      にあっては１割５分以上、10対１入院基本料を算定する病棟にあって 
      は１割以上入院させる病棟であること。ただし、平成24年３月31日ま 
      で７対１入院基本料を算定し、平成24年４月１日以降に新７対１入院 
      基本料の要件を満たさないが、経過措置として新７対１入院基本料の 
      点数を算定する病棟については算定できない。 
 

    ③ 病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体 
      制が整備されていること。 

＜算定要件＞ 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

新設 

（注2）看護補助者夜間配置加算（1 日につき、14 日を限度） 
 

      イ  夜間  50対1急性期看護補助体制加算  10点 
 

      ロ  夜間100対1急性期看護補助体制加算     5点 
 

        ※みなし看護補助者を除く 

  ○ 新たな急性期看護補助体制加算１、２、３を算定している病棟であること。 

＜算定要件＞ 
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入院基本料等加算 

新設 

（注3）看護職員夜間配置加算     50点（1日につき、14日を限度） 

  ○ 急性期看護補助体制加算１を算定している病棟であること。 
 

  ○ 当該病棟における看護職員の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟 
    の入院患者の数が12 又はその端数を増すごとに１以上であること。 
 

     ※夜勤の看護職員の最小必要数を超えた３人以上でなければ算定不可。 

【施設基準】 
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入院基本料等加算 

 

現行 改定案 

【超重症児(者)・準超重症児(者)入院  
診療加算】 

【超重症児(者)・準超重症児(者)入院 
診療加算】 

［算定可能病床］ 
 

一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、
精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基
本料、専門病院入院基本料、障害者施設等
入院基本料、有床診療所入院基本料、特殊
疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、
特殊疾患病棟入院料 

［算定可能病床］ 
 

一般病棟入院基本料、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、
特定機能病院入院基本料、専門病院入院基
本料、障害者施設等入院基本料、有床診療
所入院基本料、有床診療所療養病床入院基
本料、特殊疾患入院医療管理料、小児入院
医療管理料、特殊疾患病棟入院料 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【超重症児(者)・準超重症児(者)入院 
診療加算】注３（１日につき） 
 

 在宅重症児（者）受入加算 
                       200点 

【超重症児(者)・準超重症児(者)入院 
診療加算】注３（１日につき） 
 

救急・在宅重症児（者）受入加算 
                       200 点 

＜算定要件＞ 
 

自宅から入院した患者である場合に、入院日
から５日に限り算定する。 

＜算定要件＞ 
 

自宅から入院した患者又は他の保険医療機
関から転院してきた者であって、当該他の保
険医療機関において特定集中治療室管 
理料の注２に規定する小児加算、小児特定
集中治療室管理料、又は新生児集中治療室
管理料、新生児集中治療室管理料を算定し
たものである場合に、入院日から５日に限り
算定する。同一医療機関において転棟は算
定不可 
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項目 点数 算定要件 

超重症児（者）入院診療加算 
（1日につき） 

・別に厚生労働大臣が定める超重症
の状態の患者について加算 

・判定スコア25以上 イ 6歳未満の場合 800 
ロ 6歳以上の場合 400 

準超重症児（者）入院診療加算 
（1日につき） 

・別に厚生労働大臣が定める準超重
症の状態の患者について加算 

・判定スコア10以上 イ 6歳未満の場合 200 
ロ 6歳以上の場合 100 

加算 在宅重症児（者）受入加算 200 自宅から入院した場合加算 
（入院起算日から5日を限度） 

 

出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児（者）で、当該障
害に起因して超重症児（者）又は準超重症児（者）の判定基準を満たしている児
（者）に対し、算定する。 

＜改定後追加算定要件＞ 

入院基本料等加算 
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【超重症児（者）・準超重症児（者）の判定基準】 
 以下の各項目に規定する状態が６ヶ月以上継続する場合※1に、それぞれのスコアを合算する。 
  １．運動機能：座位まで 
  ２．判定スコア   
    （1） レスピレーター管理※2 ＝10 
    （2） 気管内挿管、気管切開 ＝８ 

  
  

  （3） 鼻咽頭エアウェイ ＝５ 
  （4） O2吸入またはSａO2 90％以下の状態が10％以上 ＝５ 
  （5） 1回/時間以上の頻回の吸引 ＝８ 

  
  

       6回/日以上の頻回の吸引 ＝３ 
  （6） ネブライザー6回/日以上または継続使用 ＝３ 

     （7） IVH ＝10 
    （8） 経管摂取（全介助）※３ ＝３ 
         経管（経鼻・胃ろう含む）※3 ＝５ 

   （9） 腸ろう・腸管栄養※３ ＝８ 

       持続注入ポンプ使用（腸ろう・腸管栄養時） ＝３ 

  
 （10） 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣 
     と姿勢修正を3回/日以上 

＝３ 

     （11） 継続する透析（腹膜灌流を含む） ＝10 

    （12） 定期導尿（3回/日以上）※4 ＝５ 
    （13） 人工肛門 ＝５ 
    （14） 体位交換 6回/日以上 ＝３ 

 

入院基本料等加算 
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問1 超重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療加算について、新生児以外の場合
については、従前通り６ヶ月以上状態が継続している場合に算定できるのか。 

答 そのとおり。 
問2 超重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療加算の判定基準に「新生児集中治

療室を退室した児であって当該治療室での状態が引き続き継続する児については、当該状
態１ヶ月以上継続する場合」とあるが、ＮＩＣＵ退室後１ヶ月以上継続している必要があるのか。 

答 ＮＩＣＵ入室中の期間も含めて１ヶ月以上継続するとみなしてよい。 

＜判定＞  
 

 １の運動機能が座位までであり、かつ、２の判定スコアの合計が25点以上の場合を超重症 
 児（者）、10点以上25点未満である場合を準超重症児（者）とする。 
 

 ※1 新生児集中治療室を退室した児であって当該治療室での状態が引き続き継続する児 
     については、当該状態が1か月以上継続する場合とする。ただし、新生児集中治療 
     室を退室した後の症状増悪、又は新たな疾患の発生についてはその後の状態が６か 
     月以上継続する場合とする。 
 

 ※2 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管 
     理に含む。 
 

 ※3 （8）（9）は経口摂取、経管、腸ろう、腸管栄養のいずれかを選択。 
 

 ※4 人工膀胱を含む 

厚生労働省 疑義解釈 

 

入院基本料等加算 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【看護補助加算１】 （１日につき） 
                       109点 

【看護補助加算１】 （１日につき） 
                       109点 

［施設基準］ 
 

15対１入院基本料、18対１入院基本料又は
20対１入院基本料を算定する病棟であるこ
と。 

［施設基準］ 
 

13対１入院基本料、 15対１入院基本料、
18対１入院基本料又は20対１入院基本料
を算定する病棟であること。 

  ○ 13対１入院基本料を算定している病棟において看護補助加算１を算定 
    する場合には、看護必要度の基準を満たす患者を、１割以上入院させて 
    いること。 

＜算定要件＞ 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

療養環境加算（1日につき）】 
 
注 1床当たりの平均床面積が8ｍ2以上で 
 ある病室（健康保険法第63条第2項第4号 
 及び高齢者医療確保法第64条第2項第4 
 号に規定する選定療養としての療養環境の 
 提供に係るものを除く。）として保険医療機 
 関が地方厚生局長等に届け出た病室に入 
 院している患者（第1節の入院基本料（特別 
 入院基本料を含む。）のうち、療養環境加算 
 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、所定点数に加算する。 
 

  
 

【療養環境加算（1日につき）】 
 
注 1床当たりの平均床面積が8ｍ2以上で 
 ある病室（健康保険法第63条第2項第4号 
 及び高齢者医療確保法第64条第2項第4 
 号に規定する選定療養としての療養環境の 
 提供に係るものを除く。）として保険医療機 
 関が地方厚生局長等に届け出た病室に入 
 院している患者（第1節の入院基本料（特別 
 入院基本料を含む。）又は第3節の特定入 
 院料のうち、療養環境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、所定点数に加算する。 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

 

現行 改定案 

【二類感染症患者療養環境特別加算】 
（１日につき） 
 

 ２ 陰圧室加算             200点 

【二類感染症患者療養環境特別加算】 
（１日につき） 
 

 ２ 陰圧室加算             200点 

＜算定要件＞ 
 

二類感染症患者又は鳥インフルエンザ患者
等を陰圧室に入院させた場合に算定する。 

＜算定要件＞ 
 

二類感染症患者又は鳥インフルエンザ患者
等を陰圧室に入院させた場合に算定する。 
ただし、陰圧室加算を算定する日にあっては、
煙管または差圧計等で点検し、陰圧の状況を
記録すること。 
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入院基本料等加算 

 

現行 改定案 

【療養病棟療養環境加算】 （１日につき） 
 

 １ 療養病棟療養環境加算１     132点 
 

 ２ 療養病棟療養環境加算２     115点 
 
【療養病棟療養環境加算】 （１日につき） 
 
  

 ３ 療養病棟療養環境加算３      90点 
 
 

 ４ 療養病棟療養環境加算４      30点 
 
 

【療養病棟療養環境加算】 （１日につき） 
 

 １ 療養病棟療養環境加算１     132点 
 

 ２ 療養病棟療養環境加算２     115点 
 
【療養病棟療養環境改善加算】 （１日につき） 
 

 １ 療養病棟療養環境改善加算１ 
                      80点(新) 
 

 ２ 療養病棟療養環境改善加算２ 
                      20点(新)  
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入院基本料等加算 

 

現行 改定案 

【施設基準】 
 医療法上の原則は満たさないものの、同法
の経過措置として、施設基準の緩和が認めら
れている医療機関のみを対象とする。 
 

 当該加算を算定できる期間については、増
築または全面的な改築を行うまでの間とし、
当該病棟の療養環境の改善に資する計画を
策定して報告するとともに、毎年その改善状
況についても報告することとする。 
 

療養病棟療養環境改善加算2 
平成24年３月31日において、現に療養病棟
療養環境加算４に係る届出を行っている病棟
のみとする。 

〔経過措置〕  平成24 年3月31日に療養病棟療養環境加算３、４の届出を行っている病棟 
         にあっては、平成24 年９月30 日までの間、従前の加算を算定できる。 

         ○患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定不可 
＜算定要件＞ 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

 

現行 改定案 

【診療所療養病棟療養環境加算】 
（１日につき） 
 

 １ 診療所療養病床療養環境加算１  
                       100点 
 
 

 ２ 診療所療養病床療養環境加算２ 
                        40点 

【診療所療養病棟療養環境加算】 
（１日につき） 
 

診療所療養病床療養環境加算    100点 
 
 

【診療所療養病床療養環境改善加算】 
 

 診療所療養病床療養環境改善加算 
                     35点(新) 

         ○患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定不可 
＜算定要件＞ 

○ 当該療養病床を単位とする 
○病室の床面積は、患者１人につき、6.0平方メートル以上。 
○機能訓練室を有している。 
○平成24年３月31日時点で診療所療養病床療養環境加算２を算定している病床のみ。 
○期間については、当該病床の増築または全面的な改築を行うまでの間。 

【施設基準】 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

 

 ○ 無菌治療室管理加算について、医療の実態にあわせた施設基準を設定する。 
   なお、経過措置として平成25 年３月31 日までは従前の例による。 
 

現行 改定案 

【無菌治療室管理加算】 
（１日につき） 
 

                      3,000点 

【無菌治療室管理加算】（１日につき） 
 

 １ 無菌治療室管理加算１    3,000点 
 

 ２ 無菌治療室管理加算２  2,000点(改) 
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入院基本料等加算 

 

現行 改定案 

【施設基準】 
 

  
 
  
 ① 滅菌水の供給が常時可能であること。 
 

 ② 室内の空気清浄度がクラス１万以下で 
   あること。 

【施設基準】 
 

 １ 無菌治療室管理加算１ 
 

  ① 個室であること。 
 

  ② 滅菌水の供給が常時可能であること。 
 

  ③ 室内の空気清浄度がＩＳＯクラス６以上 
    であること。 
 

  ④ 室内の空気の流れが一方向であること。 
 

 ２ 無菌治療室管理加算２ 
 

  ① 滅菌水の供給が常時可能であること。 
 

  ② 室内の空気清浄度がＩＳＯクラス７以上 
    であること。 

〔経過措置〕  現在、この加算を算定している医療機関は、平成25 年３月31 日 
         までは無菌治療室管理加算１を算定できる。 201 



様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

 

新設 

 ○15 歳未満の小児患者に対し、当該指導管理を行った場合に算定する。 

＜算定要件＞ 

 A226-2 （注3）緩和ケア診療加算 小児加算    100点 
 

   

新設 

A226-2(注2)緩和ケア診療加算（指定地域）   200点（１日につき） 

 ○１日当たりの算定患者数は、１チームにつき概ね15人以内とする。 

＜算定要件＞ 
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入院基本料等加算 

 

現行 改定案 
 

① 緩和ケアを行うにつき十分な体制が整備 
  されていること。 
 

② 当該体制において、緩和ケアに関する研 
  修を受けた医師が配置されていること。 
 

③ がん診療連携の拠点となる病院若しくは 
  それに準じる病院であること又は財団法 
  人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こと。 

 

① 現行と同様 
 
 

② 現行と同様 
 
 

③ がん治療連携の拠点となる病院若しくは 
  それに準じる病院であること又は財団法 
  人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、若しくはそれに準 
  ずる病院であること。  

 

［施設基準］ 
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様式（基本診療料） 
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様式（医科点数表） 
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入院基本料等加算 

 

新設 

A226-3 有床診療所緩和ケア診療加算  150点（１日につき） 

 ○ 有床診療所に入院する悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群の患者のうち、 
   疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状 
   を持つ者 
 ○ 入院精神療法の算定は週に１回までとする。 

＜算定要件＞ 

 ○ 夜間に看護職員を１名以上配置していること。 
 

 ○ 身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師、緩和ケアの経験を有する 
   常勤看護師(医師もしくは看護師の一方は緩和ケアに関する研修修了者)が    
   配置されていること。 
 ○ 症状緩和治療を主たる業務とした1年以上の経験を有する医師 
 ○ 悪性腫瘍患者の看護に従事した3年以上の経験を有する看護師 

【施設基準】 
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様式（基本診療料） 
 

208 



入院基本料等加算 

現行 改定案 

【精神科身体合併症管理加算】（１日につき） 
                       350点 

【精神科身体合併症管理加算】（１日につき） 
                    450点(改) 
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様式（基本診療料） 
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当該保険医療機関内に、①～③により構成される精神科リエゾンチームが設置されていること。 
 
① 精神科リエゾンについて5年以上の経験のある専任の精神科医 
 （他の保険医療機関を主たる勤務先とする精神科の医師が対診等により精神科リエゾンチーム   
  に参画してもよい） 
②精神科リエゾンに係る所定の研修を修了した5年以上の経験を有する専任の常勤看護師 
③ 精神科リエゾンについて3年以上の経験のある専従の常勤精神保健福祉士、 
    常勤作業療法士、常勤薬剤師又は常勤臨床心理技術者のいずれか1 人 

入院基本料等加算 

  ① 一般病棟に入院する患者のうち、せん妄や抑うつを有する患者、精神疾 
    患を有する患者、自殺企図で入院した者が対象。 
 

  ② 精神症状の評価、診療実施計画書の作成、定期的なカンファレンス実施 
    （月１回程度）、精神療法・薬物治療等の治療評価書の作成、退院後も精 
    神医療（外来等）が継続できるような調整等を行う。 
 

  ③ 算定患者数は、１チームにつき１週間で概ね30 人以内とする。 

＜算定要件＞ 

A230-4 精神科リエゾンチーム加算     200点（週１回） 
新設 

【施設基準】 
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様式（基本診療料） 
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様式（医科点数表） 
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様式（医科点数表） 
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入院基本料等加算 

 

現行 改定案 

【がん診療連携拠点病院加算】（入院初日）  
                       500点 

【がん診療連携拠点病院加算】（入院初日） 
                        500点 

＜算定要件＞ 
 

 別の医療機関の医師に悪性腫瘍と診断さ
れた患者 

＜算定要件＞ 
 

 別の医療機関の医師に悪性腫瘍と診断さ
れた患者、または悪性腫瘍疑いで紹介され、
がん診療連携拠点病院の医師に悪性腫瘍と
診断された患者 
 

※ 悪性腫瘍以外の疾患で別の保険医療機関から紹介を受け、当該がん診療連 
   携拠点病院において悪性腫瘍と診断された患者は含まれない。 
 

※ Ｃ００５－６－３ がん診療連携管理料 は算定不可 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【栄養サポートチーム加算】（週１回） 
                       200点 

【栄養サポートチーム加算】（週１回） 
                       200点 

［算定可能病棟］ 
 

一般病棟入院基本料（７対１、10対１）、特 
定機能病院入院基本料（一般病棟）、専門病 
院入院基本料（７対１、10対１） 

［算定可能病棟］ 
 

一般病棟入院基本料（７対１、10対１、13 
対１、15対１）、特定機能病院入院基本料 
（一般病棟）、専門病院入院基本料（７対１、 
10対１、13対１）、療養病棟入院基本料 
 

ただし、療養病棟については、入院日から 
起算して180日以内に限り算定可能とし、入
院 
１月までは週１回、入院２月以降６月までは 
月１回に限り算定可能とする。 
 

※Ｂ００１・10入院栄養食事指導料、Ｂ００１・11集団栄養食事指導料、 
  Ｂ００１－２－３乳幼児育児栄養指導料は併算定不可 

217 



入院基本料等加算 

 

新設 

A233-2 (注2)栄養サポートチーム加算（指定地域）  100点（週１回） 

【施設基準】 

 ○ 別に厚生労働大臣が定める二次医療圏に属する保険医療機関（特定機 
   能病院、200 床以上の病院、ＤＰＣ対象病院及び一般病棟７対１、10 対 
   １入院基本料を算定している病院を除く）であること。 
 

 ○ 当該保険医療機関に以下から構成される栄養サポートチームが設置され 
   ている。 
 

    ア 栄養管理に係る所定の研修を終了した専任の常勤医師 
    イ 栄養管理に係る所定の研修を終了した専任の常勤看護師 
    ウ 栄養管理に係る所定の研修を終了した専任の常勤薬剤師 
    エ 栄養管理に係る所定の研修を終了した専任の管理栄養士 
 

 ○ 1 日当たりの算定患者数は、１チームにつき概ね15 人以内とする。  
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様式（基本診療料） 
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様式（医科点数表） 
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入院基本料等加算 

 

新設 

A234-2 ･1 感染防止対策加算１    400点（入院初日） 
 

A234-2 ･2 感染防止対策加算２    100点（入院初日） 

H24.3.5 厚労省資料より 221 



入院基本料等加算 

 

新設 

A234-2 感染防止対策加算 
（注2）感染防止対策地域連携加算    100点（入院初日） 

 ○ 感染防止対策加算１を算定していること。 
 

 ○ 感染防止対策加算１を算定している医療機関同士が連携し、年１回以上、 
   互いの医療機関に赴いて、相互に感染防止対策に係る評価を行っている 
   こと。 

【施設基準】 
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入院基本料等加算 

 

H24.3.5 厚労省資料より 223 



入院基本料等加算 

 

      
   ○ 感染防止対策加算１ 
 

   ① 専任の院内感染管理者が配置されており、感染防止に係る部門を設置 
     していること。 
 

      ② ・感染症対策に３年以上の経験を有する専任の常勤医師 
     ・５年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を 
      修了した専任の看護師（医師又は看護師のうち１名は専従） 
     ・３年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師 
     ・３年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師からなる感染防止 
      対策チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。 
 

   ③ 年４回以上、感染防止対策加算２を算定する医療機関と合同の感染防止 
     対策に関する取組を話し合うカンファレンスを開催、記録していること。 
 

   ④ 感染防止対策加算２を算定する医療機関から感染防止対策に関する相談 
     を適宜受け付けること。 
 

   ⑤公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けて 
     いること 

 

【施設基準】 
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入院基本料等加算 

 

 ○ 感染防止対策加算２ 
 

 ① 一般病床の病床数が300床未満の医療機関であることを標準とする。 
 

 ② 専任の院内感染管理者が配置されており、感染防止に係る部門を設 
     置していること。 
 

 ③ ・感染症対策に３年以上の経験を有する専任の常勤医師 
   ・５年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師 
    （医師、看護師とも専任で差し支えない） 
   ・３年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師 
   ・３年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師 
    上記からなる感染防止対策チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。 
 

 ④ 感染防止対策加算１を算定する全ての連携している医療機 
   関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年１回程度参加し、合わ 
   せて年４回以上参加していること。 
 

 ⑤公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けて    
   いること 

【施設基準】 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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平成23年12月7日 中医協総会資料 

入院基本料等加算 
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入院基本料等加算 

 

新設 

A234-3 患者サポート体制充実加算    70点（入院初日） 

   
 ○ 患者からの相談窓口を設置し、専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士 
   等を配置していること。 
 

 ○患者のサポート等に関するマニュアルの作成、報告体制の整備、職員への 
   研修等、体制の整備を行っていること。 
 

 ○相談窓口に配置されている職員は医療関係団体等が実施する医療対話仲介 
   者の養成を目的とした研修を修了していること 
 

 ○公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けて    
   いること 
 

【施設基準】 

※ Ａ２３２「がん診療連携拠点病院加算」を算定している場合は算定不可 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【ハイリスク妊娠管理加算】(1日につき)  
                      1,000点              

【ハイリスク妊娠管理加算】(1日につき) 
                   1,200点(改) 
          

○１入院の期間中に、「Ａ２３７」ハイリスク分娩管理加算を算定するハイリスク分娩管理とハ 
 イリスク妊娠管理を併せて行うことは可能 
 

○ハイリスク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理加算を併せ、１入院あたり28日を限度とし 
  て算定可能 
 

○ハイリスク分娩管理加算を算定する日と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、 
  ハイリスク分娩管理加算に含まれ、別に算定不可。 

現行 改定案 

【ハイリスク分娩管理加算】(1日につき)              
                      3,000点 

【ハイリスク分娩管理加算】(1日につき) 
                   3,200点(改) 
 

＜算定要件＞ 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

新設 

 A238 退院調整加算１ イ 14日以内            340点 
 

                            ロ 15日以上30日以内        150点 
 

                            ハ 31日以上            50点 
 

 A238 退院調整加算２ イ 30日以内           800点 
 

                            ロ 31日以上90日以内        600点 
 

                            ハ 91日以上120日以内    400点 
 

                            ニ 121日以上           200点 

236 



入院基本料等加算 

A238 （注2）地域連携計画加算               300点 

新設 

＜算定要件＞ 

入院時の症状、標準的な入院期間、退院後に必要とされる診療等の在
宅での療養に必要な事項を記載した退院支援計画を作成し、当該患者
に説明し、文書により提供するとともに、当該患者の退院後の治療を担
う別の保険医療機関、訪問看護ステーションと共有した場合の評価 

※退院支援計画に加えて、地域連携診療計画と同等の事項（当該医療機関の退院基準、
退院後に必要とされる診療、訪問看護等在宅で必要となる事項等）を当該患者及び家族に
文書で説明し、退院後の治療等を担う他の保険医療機関や訪問看護ステーションと共有し
た場合に地域連携計画加算を算定できる。 
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入院基本料等加算 

  ○ 退院調整加算１ 
 

    ① 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般）、専門病院 
     入院基本料、有床診療所入院基本料を算定している患者が退院した 
     場合に算定する。 
 

   ② 医療機関全体として退院困難な要因を有する患者を抽出する体制を整 
     備し、その上で入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手している 
     こと。 
 

   ③ 退院困難な要因を有する患者については、できるだけ早期に患者家族 
     と退院後の生活について話し合い、関係職種と連携して退院支援計画 
     を作成し、計画に基づき、退院・転院後の療養を担う保険医療機関等 
     との連絡調整や適切な介護サービスの導入に係る業務等の退院調整を 
     行っていること。 
 

   ④ 退院時共同指導料と同時に算定する場合には、連携医療機関と患者 
     が在宅療養にむけて必要な準備を確認し、患者に対して文書により情 
     報提供すること。 

＜算定要件＞ 
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入院基本料等加算 

  ○ 退院調整加算１ 
 

    ① 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般）、専門病院 
     入院基本料、有床診療所入院基本料を算定している患者が退院した 
     場合に算定する。 
 

   ② 医療機関全体として退院困難な要因を有する患者を抽出する体制を整 
     備し、その上で入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手している 
     こと。 
 

   ③ 退院困難な要因を有する患者については、できるだけ早期に患者家族 
     と退院後の生活について話し合い、関係職種と連携して退院支援計画 
     を作成し、計画に基づき、退院・転院後の療養を担う保険医療機関等 
     との連絡調整や適切な介護サービスの導入に係る業務等の退院調整を 
     行っていること。 
 

   ④ 退院時共同指導料と同時に算定する場合には、連携医療機関と患者 
     が在宅療養にむけて必要な準備を確認し、患者に対して文書により情 
     報提供すること。 

＜算定要件＞ 
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入院基本料等加算 

  ○ 退院調整加算２ 
 

    ① 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基 
      本料（結核病棟）、有床診療所療養病床入院基本料、障害者施設等 
      入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は 
      特定入院基本料を算定している患者が退院した場合 
 
    ②～④ 退院調整加算１と同様。 

＜算定要件＞ 
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入院基本料等加算 

   
 
 【医療機関全体として退院困難な要因を有する患者】 
 
ア 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかである  
   こと 
イ 緊急入院であること 
ウ 介護保険が未申請の場合（介護保険法施行令（平成10年法律第412号）第 
  ２条各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以 
  上の者に限る。） 
エ 入院前に比べＡＤＬが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること 
  （必要と推測されること） 
オ 排泄に介護を要すること 
カ 同居者の有無にかかわらず、必要な介護を十分に提供できる状況にないこと 
キ 退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む）が必要なこと 
ク 入退院を繰り返していること 
ケ その他患者の状況から判断してアからクに準ずると認められる場合 
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入院基本料等加算 

 【退院支援計画の内容】 
 
ア 患者氏名、入院日、退院支援計画着手日、退院支援計画再作成日 
 
イ 退院困難な要因 
 
ウ 退院に関する患者以外の相談者 
 
エ 退院支援計画を行う者の氏名（病棟責任者、退院調整部門それぞれ記入） 
 
オ 退院に係る問題点、課題等 
 
カ 退院へ向けた目標設定、支援期間、支援概要、予想される退院先、退院後 
  の利用が予測される社会福祉サービスと担当者名 
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入院基本料等加算 

  ○ 退院調整加算２ 
 

    ① 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基 
      本料（結核病棟）、有床診療所療養病床入院基本料、障害者施設等 
      入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は 
      特定入院基本料を算定している患者が退院した場合 
 
    ②～④ 退院調整加算１と同様。 

＜算定要件＞ 
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入院基本料等加算 

  ○ 病院の場合は以下の基準をすべて満たしていること。 
 

    イ 当該保険医療機関内に、退院調整に関する部門が設置されていること。 
 

    ロ 当該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が配置されていること。 
 

    ハ 専従の看護師が配置されている場合にあっては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あっては専任の看護師が配 
      置されていること。 
 

  ○ 診療所の場合は、退院調整を担当する専任の者が配置されていること。 

【施設基準】 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【新生児特定集中治療室退院調整加算】 
(退院時1回) 
                        300点 

【新生児特定集中治療室退院調整加算】 
 
 
 １ 新生児特定集中治療室退院調整加算１  
   （退院時１回）  
                    600点(改) 
 

 ２ 新生児特定集中治療室退院調整加算２ 
 

   イ 退院支援計画作成加算 
     （入院中１回） 
                     600点(新) 
 

   ロ 退院加算（退院時１回） 
                    600点(新) 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

＜算定要件＞ 
 

 
新生児特定集中治療室管理料を算定したこ
とがある患者に対して、退院調整を行った場
合に、退院時に1回に限り算定する。 

＜算定要件＞ 
 

１ 新生児特定集中治療室退院調整加算１ 
 

   新生児特定集中治療室管理料を算定し 
   たことがある患者に対して、退院調整を 
   行った場合に、退院時に１回に限り算定 
   する。 
 

２ 新生児特定集中治療室退院調整加算２ 
 

  イ 退院支援計画作成加算 
 

    新生児特定集中治療室管理料算定 
    したことがある超低出生体重児（出生 
    時体重1000g未満の児）、極低出生 
    体重児（出生時体重1500g未満の児） 
    等、長期入院が見込まれる患者に対 
    して、退院調整を行った場合に入院中 
    に１回に限り算定する。 
   

新設 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

＜算定要件＞ 
 

 
  

＜算定要件＞ 
 

  ロ 退院加算 
 

    退院支援計画作成加算を算定した  
    患者が当該退院支援計画に基づく退 
    院調整により退院した場合に、退院時 
    に１回に限り算定する。 

【施設基準】 
 

① 当該医療機関内に、退院調整に関する部 
  門が設置されていること。 
 

② 当該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 
  従の社会福祉士が一名以上配置されてい 
  ること。 

【施設基準】 
 

① 現行と同様 
 
 

②当該退院調整部門に退院調整及び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、又は専従の社会福祉士
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が１名以上配
置されていること。 

新設 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【救急搬送患者地域連携紹介加算】 
(退院時1回)               500点 

【救急搬送患者地域連携紹介加算】 
(退院時1回)           1,000点(改) 

＜算定要件＞ 
 

 急性期医療を担う保険医療機関において
緊急に入院した患者について、入院した日か
ら５日以内に他の保険医療機関に転院させ
た場合に算定する。  

＜算定要件＞ 
 

 急性期医療を担う保険医療機関において
緊急に入院した患者について、入院した日か
ら７日以内に他の保険医療機関に転院させ
た場合に算定する。 
  

250 



入院基本料等加算 

現行 改定案 

＜施設基準＞ 
 

① 救急患者の転院体制について、救急搬送 
  患者地域連携受入加算に係る届出を行っ 
  ている保険医療機関との間であらかじめ 
  協議を行っていること。 
 

② 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管 
  理加算、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 
  料又は脳卒中ケアユニット入院医療管理 
  料に係る届出を行っている保険医療機関 
  であること。 
 

③ 救急搬送患者地域連携受入加算に係る 
  届出を行っていない保険医療機関である 
  こと。 

＜施設基準＞ 
 

① 現行と同様 
 
 
 
 

② 現行と同様 
 
 
 
 
 
 

（削除） 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【救急搬送患者地域連携受入加算】 
(入院初日)              1,000点 
 

【救急搬送患者地域連携受入加算】 
(入院初日)            2,000点（改） 
 

【施設基準】 
 

① 救急患者の転院体制について、救急搬送 
  患者地域連携紹介加算に係る届出を行っ 
  ている保険医療機関との間であらかじめ 
  協議を行っていること。 
 
② 救急搬送患者地域連携紹介加算に係る 
  届出を行っていない保険医療機関である 
  こと。 
 

【施設基準】 
 

① 現行と同様 
 
 
 
 
（削除） 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

新設 

A238-6 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算（退院時１回） 
                        1,000点 
 
A238-7 精神科救急搬送患者地域連携受入加算（入院初日） 
                        2,000点 
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入院基本料等加算 

 

 ○ 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症 
   入院料の届出を行っている精神病棟に緊急入院した患者であって、入院日 
   から60 日以内に当該医療機関から、診療情報を文書により提供した上で 
   他の医療機関に転院した場合に算定する。 

＜算定要件＞ 

 
 ○ 紹介加算は、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神 
   科救急・合併症入院料の届出を行っている医療機関が算定できる。 
 

 ○ 受入加算は、精神病棟入院基本料、精神療養病棟入院料、認知症治療病 
   棟入院料の届出を行っている医療機関が算定できる。 
 

 ○ 連携医療機関間で患者の転院受入体制に関する協議をあらかじめ行う。 
 

【施設基準】 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

 

新設 

A238-9 地域連携認知症集中治療加算（退院時1回）1,500点 
 

A238-8 地域連携認知症支援加算（再転院時）   1,500点 

 ○ 療養病床、有床診療所療養病床に入院中の患者であって、ＢＰＳＤ等の急 
   性増悪等により認知症に対する短期集中的な医療が必要となった者が対象。 
 

 ○ 療養病床から認知症治療病棟に紹介し、60日以内に紹介元の療養病床に 
   転院した場合、認知症治療病棟から転院時に算定。 

＜算定要件＞ 
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入院基本料等加算 

現行 改定案 

【総合評価加算】（入院中１回） 
                       50点 

【総合評価加算】（入院中１回） 
                    100点(改) 
 

［算定可能病棟］ 
 

一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本 
料、特定機能病院入院基本料、専門病院入
院基本料、有床診療所入院基本料 

［算定可能病棟］ 
 

一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、
特定機能病院入院基本料、専門病院入院基
本料、有床診療所入院基本料、療養病棟入
院基本料、有床診療所療養病床入院基本料 
 現行の解釈 

<算定要件＞ 
・入院中の患者で、介護保険施行令第2条各号に規定する疾病を有する40歳以上  
65歳未満又は６５歳以上の患者 
 
・患者の基本的な日常生活力、認知機能、意欲等について総合的な評価を行った場
合に加算 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

 

現行 改定案 

【後発医薬品使用体制加算】 
（入院初日）                 30点 
 
 
 
 
【施設基準】 
 

 当該保険医療機関において使用することを
決定した医薬品のうち後発医薬品の品目数
が２割以上であること。 

【後発医薬品使用体制加算】 
（入院初日） 
 

 １ 後発医薬品使用体制加算１ 35点(新) 
 

 ２ 後発医薬品使用体制加算２ 28点(改) 
 
【施設基準】 
 

 １ 後発医薬品使用体制加算１ 
 

    当該保険医療機関において使用する 
   ことを決定した医薬品のうち後発医薬品 
   の品目数が３割以上であること。 
 

 ２ 後発医薬品使用体制加算２ 
 

    当該保険医療機関において使用する 
   ことを決定した医薬品のうち後発医薬品 
   の品目数が２割以上であること。 
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様式（基本診療料） 
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入院基本料等加算 

A244   病棟薬剤業務実施加算          100点 （週１回） 

新設 

 
  ① すべての病棟に入院中の患者を対象とする。ただし、療養病棟又は精神病 
    棟に入院している患者については、入院した日から起算して４週を限度する。 
    
   ② 薬剤師が病棟において医療従事者の負担軽減及び薬物療法の質の向上に 
       資する薬剤関連業務（以下「病棟薬剤業務」という。）を実施している場合に 
       算定する。 

＜算定要件＞ 
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入院基本料等加算 

  ※ 病棟薬剤業務として、以下を規定することとする。 
 

    ・ 当該保険医療機関における医薬品の投薬・注射状況の把握 
    ・ 当該保険医療機関で使用している医薬品の医薬品安全性情報等の 
      把握及び周知並びに医療従事者からの相談応需 
    ・ 入院時の持参薬の確認及び服薬計画の提案 
    ・ ２種以上（注射薬及び内用薬を１種以上含む。）の薬剤を同時に投与 
      する場合における投与前の相互作用の確認 
    ・ 患者等に対するハイリスク薬等に係る投与前の詳細な説明 
    ・ 薬剤の投与にあたり、流量又は投与量の計算等の実施 
    ・ その他、必要に応じ、医政局通知で定める業務 

＜病棟薬剤業務＞ 
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入院基本料等加算 

  ① 常勤の薬剤師が2名以上配置、病棟において医療従事者の負担軽減及び薬物 
    療法の質の向上に資する薬剤関連業務を実施するにあたって十分な時間を確保 
    できる体制を有していること。 
 

  ② 全ての病棟ごと（A106及びA309等の特定入院料（病棟単位で行うもの）を除く） 
    に専任の薬剤師を配置、氏名が院内掲示していること。 
 

  ③ 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。 
 

  ④ 当該医療機関における医薬品の使用状況を把握するとともに、医薬品の安全性   
    に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有してい 
    ること。 
 

  ⑤ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。 
 

  ⑥ 薬剤管理指導料に係る届出を行った保険医療機関であること。 
 

  ※病棟専任の薬剤師が病棟薬剤業務を１病棟１週間につき20時間相当以上 
    （複数の薬剤師が一の病棟において実施する場合には、当該薬剤師が実施に要    
    した時間を全て合算して得た時間が20時間相当以上） 
 

  ※病棟薬剤業務の実施時間には、薬剤管理指導料算定のための業務に要す  
    る時間は含まれないものであること。 

＜施設基準＞ 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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新設 
   A245・1 データ提出加算１ ＜入院データ＞ 
    イ 200床以上の病院        100点 
    ロ 200床未満の病院        150点 
   
   A245・2 データ提出加算２ ＜入院＋外来データ＞ 
    イ 200床以上の病院        110点 
    ロ 200床未満の病院        160点 
 
   ※入院中1回、退院時又は転棟時に算定 

○入院中に診断群分類点数表による支払を受けたことのある患者については、 
  機能評価係数Ⅰで評価されているため当該加算は別途算定不可。 
○月単位で行うものとし、作成されたデータには月の初日から末日までの診療に係る 
  データが全て含まれていなければならない。 

＜算定要件＞ 

入院基本料等加算 
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 ○対象病棟 
  Ａ１００一般病棟入院基本料（７対１入院基本料及び10対１入院基本料に限る。） 
  Ａ１０３精神病棟入院基本料、   
  Ａ１０４特定機能病院入院基本料 
             （７対１一般病棟入院基本料、10対１一般病棟入院基本料及び精神病棟に限る。）、 
  Ａ１０５専門病院入院基本料（７対１入院基本料及び10対１入院基本料に限る。）、 
  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、  Ａ３０３－２新生児治療回復室入院医療管理料、 
  Ａ３０５一類感染症患者入院医療管理料、     Ａ３０７小児入院医療管理料、                        
  Ａ３１１精神科救急入院料、                      Ａ３１１－２精神科急性期治療病棟入院料、 
  Ａ３１１－３精神科救急・合併症入院料、      Ａ３１１－４児童・思春期精神科入院医療管理料、 
  Ａ４００の３短期滞在手術基本料３ 

＜算定要件＞ 

入院基本料等加算 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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 【A 基本診療料】 特定入院料 
   
 
 

  
 
 

274 



特定入院料 

現行 改定案 

【施設基準】 
 

1 救命救急入院料1 
 

 ① 救命救急センターを有している病院の一 
   般病棟の治療室を単位として行うこと。 
 

 ② 重篤な救急患者に対する医療を行うに 
   つき必要な医師及び看護師が常時配置 
   されていること。 
 

  
 
 
 ③ 重篤な救急患者に対する医療を行うに 
   つき十分な専用施設を有していること。 
 
 

【施設基準】 
 

1 救命救急入院料1 
 

 ① 現行と同様 
 
 

 ② 現行と同様 
 
 

  
 ③ 看護師配置が、常時４対１以上である 
   こと。 
 
  ④ 現行③と同様 
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特定入院料 
 

現行 改定案 

【施設基準】 
 

３ 救命救急入院料３ 
 

 ① 救命救急入院料１の施設基準を満たす 
   ものであること。 
 

 ② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき 
   十分な体制が整備されていること。 
 

【施設基準】 
 

３ 救命救急入院料３ 
 

 ① 現行と同様 
 
 

 ② 現行と同様 

[経過措置] 
 

  看護師配置が常時４対１の基準を満たさない場合、平成25 年３月31 日まで 
 の間、従前の特定入院料を算定できる。 
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特定入院料 

現行 改定案 

【救命救急入院料】 
注２  精神保健指定医診療加算 
                      3,000点 

【救命救急入院料】 
注２  精神保健指定医診療加算 
                      3,000点 

＜算定要件＞ 
 

 自殺企図等による重篤な患者であって、精 
神疾患を有するもの又はその家族等からの情
報等に基づいて、当該保険医療機関の精神
保健指定医が、当該患者の精神疾患にかか 
わる診断治療等を行った場合、最初の診療
時に算定する。 

＜算定要件＞ 
 

 自殺企図等による重篤な患者であって、精
神疾患を有するもの又はその家族等からの情
報等に基づいて、精神保健指定医（当該保
険医療機関の医師でなくてもよい）又は当該
保険医療機関の精神科を標榜する医師が、
当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等
を行った場合、最初の診療時に算定する。 
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様式（基本診療料） 
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特定入院料 

現行 改定案 

【特定集中治療室管理料】 
注２ 小児加算 （１日につき） 
 

  
 

   イ ７日以内の期間  
                      1,500点 
 

   ロ ８日以上14日以内の期間 
                      1,000点 

【特定集中治療室管理料】 
注２ 小児加算 （１日につき） 
 
 
 
 
 

   イ ７日以内の期間        
                   2,000点(改) 
 

   ロ ８日以上14日以内の期間 
                   1,500点(改) 
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様式（基本診療料） 
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特定入院料 

新設 

A301-4  小児特定集中治療室管理料（１日につき） 
 

               １  15,500点 （７日以内の期間） 
 

               ２  13,500点 （８日以上14 日以内の期間） 

  ○ 15 歳未満であって、小児特定集中治療室管理が必要な患者について 
    算定する。   

＜算定基準＞ 
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特定入院料 

 ○ 小児特定集中治療室として８床以上の病室を有していること。 
 

 ○ 小児集中治療を行う医師が常時配置されていること。 
 

 ○ 常時２対１以上の看護配置であること。 
 

 ○ 体外補助循環を行うために必要な装置など、小児集中治療を行うための 
   十分な設備を有していること。 
 

 ○ 重症者等を概ね９割以上入院させる治療室であること。 
 

 ○ 同病室に入院する患者のうち、転院日に他の医療機関において救命救急 
   入院料、特定集中治療室管理料を算定していた患者を一定程度受け入れ 
   ていること。 

【施設基準】 
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特定入院料 

 特定集中治療室管理料の施設基準 
 
  ① 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。 
 

  ② 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師等が常時配置されて 
    いること。 
 

  ③ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数 
    が２又はその端数を増すごとに１以上であること。 
 

  ④ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。 
 

  ⑤ 重症者等を概ね９割以上入院させる治療室であること。 

（参 考） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

［包括範囲］ 
 
診療に係る費用 
・投薬 
・注射 
・手術 
・麻酔 
 
・病理診断・判断料 
・臨床研修病院入院診療加算 
・超急性期脳卒中加算 
・医師事務作業補助体制加算 
・超重症児(者)入院診療加算・準超重症児 
 (者)入院診療加算 
・地域加算 

［包括範囲］ 
 
診療に係る費用 
・投薬 
・注射 
・手術 
・麻酔 
・放射線治療 
・病理診断・判断料 
・臨床研修病院入院診療加算 
・超急性期脳卒中加算 
・医師事務作業補助体制加算 
・超重症児(者)入院診療加算・準超重症児 
 (者)入院診療加算 
・地域加算 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

・離島加算 
・小児療養環境特別加算 
・栄養管理実施加算 
・医療安全対策加算 
・褥瘡患者管理加算 
・褥瘡ハイリスク患者ケア加算 
・新生児特定集中治療室退院調整加算を除 
 く(小児入院医療管理料３及び４において 
 は、加えて救急搬送患者地域連携紹介加 
 算及び救急搬送患者地域連携受入加算も 
 除く。 
 小児入院医療管理料５においては、加えて 
 児童・思春期精神科入院医療管理加算、 
 強度行動障害入院医療管理加算、摂食障 
 害入院医療管理加算も除く))は、小児入 
 院医療管理料に含まれるものとする。 

・離島加算 
・小児療養環境特別加算 
・医療安全対策加算 
・褥瘡ハイリスク患者ケア加算 
・新生児特定集中治療室退院調整加算を除 
 く 
 (小児入院医療管理料３及び４において 
 は、加えて救急搬送患者地域連携紹介加 
 算及び救急搬送患者地域連携受入加算も 
 除く。小児入院医療管理料５においては、 
 加えて 児童・思春期精神科入院医療管理 
 加算、強度行動障害入院医療管理加算、 
 摂食障害入院医療管理加算も除く)は、 
 小児入院医療管理料に含まれるものとする。 
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現行 改定案 

【回復期リハビリテーション病棟入院料】 
（１日につき） 
 

 １ 回復期リハビリテーション病棟入院料１ 
 

                      1,720点 
 

 ２ 回復期リハビリテーション病棟入院料２  
 

                      1,600点 

【回復期リハビリテーション病棟入院料】 
（１日につき） 
 

 １ 回復期リハビリテーション病棟入院料１  
 

                   1,911点(新) 
 

 ２ 回復期リハビリテーション病棟入院料２  
 

                   1,761点(改) 
  
 ３ 回復期リハビリテーション病棟入院料３ 
 

                    1,611点 

特定入院料 
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特定入院料 

 

 ○ 回復期リハビリテーション病棟入院料１ 
 

  ① 常時13 対１以上の看護配置があること。（看護師７割以上、夜勤看護 
     職員２名以上） 
 

  ② 常時30 対１以上の看護補助者の配置があること。 
 

  ③ 専任のリハビリテーション科の医師１名以上、専従の理学療法士３名以 
    上、作業療法士２名以上、言語聴覚士１名以上、専任の在宅復帰支援 
    を担当する社会福祉士等１名以上の配置があること。 
 

  ④ 在宅復帰率が７割以上であること。 
 

  ⑤ 新規入院患者のうち３割以上が重症の患者（日常生活機能評価で10  
    点以上の患者）であること。 
 

  ⑥ 新規入院患者のうち１割５分以上が「一般病棟用の重症度・看護必要 
    度に係る評価表」のＡ項目が１点以上の患者であること。 
 

  ⑦ 重症の患者の３割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。 

【施設基準】 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

【施設基準】 
 

  ① 常時15対１以上の看護配置がある 
    こと 
 

  ② 常時30対１以上の看護補助者の配置 
    があること 
 

  ③ リハビリテーション科の医師、理学療法 
    士、作業療法士、言語聴覚士が適切   
    に配置されていること 
 

  ④ 在宅復帰率６割以上であること 
 

  ⑤ 新規入院患者のうち２割以上が重症 
    の患者であること 
 
 【重症患者回復病棟加算】 
  （１日につき） 
                        50点 

【施設基準】 
 

 ① 現行と同様 
 

 ② 現行と同様 
 
 

 ③ 現行と同様 
 
 
 

 ④ 現行と同様 
 

 ⑤ 現行と同様 
 
 ⑥ 重症の患者の３割以上が退院時に日常 
   生活機能が改善していること 
 
   （削除） 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

［包括範囲］ 
 

診療にかかる費用 
 ・リハビリテーション 
 ・臨床研修病院入院診療加算 
 ・医師事務作業補助体制加算（一般病 
  棟に限る） 
 ・地域加算 
 ・離島加算 
 ・栄養管理実施加算 
 ・医療安全対策加算 
 ・褥瘡患者管理加算及び救急搬送患者地 
  域連携受入加算（一般病棟に限る） 
 ・地域連携診療計画退院時指導料（Ⅰ） 
  並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く 
は、回復期リハビリテーション病棟入院料に 
含まれるものとする。 

［包括範囲］ 
 

診療にかかる費用 
 ・リハビリテーション 
 ・臨床研修病院入院診療加算 
 ・医師事務作業補助体制加算（一般病 
  棟に限る） 
 ・地域加算 
 ・離島加算 
 ・医療安全対策加算 
 ・救急搬送患者地域連携受入加算（一般病 
  棟に限る） 
 ・地域連携診療計画退院時指導料（Ⅰ） 
 ・在宅医療、J-038 人工腎臓並びに除外 
  薬剤・注射薬の費用を除く 
は、回復期リハビリテーション病棟入院料に 
含まれるものとする。 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

【亜急性期入院医療管理料】（１日につき） 
 

 １ 亜急性期入院医療管理料１  2,050点 
  

 ２ 亜急性期入院医療管理料２  2,050点 

【亜急性期入院医療管理料】（１日につき） 
 

 １ 亜急性期入院医療管理料１  2,061点(改) 
 

 ２ 亜急性期入院医療管理料２  1,911点(新) 

＜算定要件＞ 
 

 １ 亜急性期入院医療管理料１ 
  

   90日を限度として一般病棟の病室単位で 
   算定する。 

＜算定要件＞ 
 

 １ 亜急性期入院医療管理料１ 
 

   ① 60日を限度として一般病棟の病室単位で 
     算定する。 
 

   ② 脳血管疾患等リハビリテーション料又は運 
     動器リハビリテーション料を算定したことが 
     ない患者について算定する 
   ※平成24年３月31日において、亜急性期入 
     院医療管理料１を算定している患者であっ 
     て、同年４月１日以降継続して亜急性期  
     入院医療管理料１又は亜急性期入院医 
     療管理料２を算定する患者については、当 
     該病室に入院した日から起算して90日ま 
     で算定できるものとする。 293 



特定入院料 

 

現行 改定案 

２ 亜急性期入院医療管理料２ 
 

60日を限度として一般病棟の病室単位で算定
する。 

２ 亜急性期入院医療管理料２ 
 

 ① 60日を限度として一般病棟の病室単位 
   で算定する。 
 

 ② 脳血管疾患等リハビリテーション料又は 
   運動器リハビリテーション料を算定したこ 
   とがある患者について算定する。 

【施設基準】 
 

１ 亜急性期入院医療管理料１ 
 

 ① 届出可能病床は一般病床数の１割以下。 
   ただし、400床以上の病院は病床数に 
   かかわらず最大40床まで、100床以下 
   の病院は病床数にかかわらず最大10床 
   まで届出可能。 
 

【施設基準】 
 

１ 亜急性期入院医療管理料１ 
 

 ① 届出可能病床は亜急性期入院医療管 
   理料１と２をあわせて一般病床数の3割 
   以下。ただし、200床以上の病院は病床 
   数にかかわらず最大40床まで、100床 
   以下の病院は病床数にかかわらず最大 
   30床まで届出可能。 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

【施設基準】 
 

１ 亜急性期入院医療管理料１ 
 

 ② 看護職員配置が常時13対１以上。 
  

 ③ 診療録管理体制加算を算定していること。 
 

 ④ 専任の在宅復帰支援者が勤務していること。 
 

 ⑤ 在宅復帰率が６割以上であること。 

【施設基準】 
 

１ 亜急性期入院医療管理料１ 
 

 ② 現行と同様 
 

 ③ 現行と同様 
 
 

 ④ 現行と同様 
 
 

 ⑤ 現行と同様 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

【施設基準】 
 

２ 亜急性期入院医療管理料２ 
 

① 200床未満であること。 
 

② 届出可能病床は一般病床数の３割以下。 
  ただし、100床以下の病院は病床数にか 
  かわらず最大30床まで届出可能。 
 
 
 
 

③ 看護職員配置が常時13対１以上。 
 

④ 診療録管理体制加算を算定していること。 

【施設基準】 
 

２ 亜急性期入院医療管理料２ 
 

（削除） 
 

 ① 届出可能病床は亜急性期入院医療管 
   理料１と２をあわせて一般病床数の3割 
   以下。ただし、200床以上の病院は病床 
   数にかかわらず最大40床まで、100床 
   以下の病院は病床数にかかわらず最大   
   30床まで届出可能。 
 

 ② 現行③と同様 
 

 ③ 現行④と同様 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

【施設基準】 
 

 ⑤ 専任の在宅復帰支援者が勤務している 
   こと。 
 

 ⑥ 在宅復帰率が６割以上であること。 
 

 ⑦ 治療開始日より３週間以内に７対１入院 
   基本料、10対１入院基本料等算定病床 
  から転床又は転院してきた患者が２／３ 
  以上であること。 

【施設基準】 
 

④ 現行⑤と同様 
 
 

⑤ 現行⑥と同様 
 

（削除） 
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特定入院料 

 

  ○ 60日を限度として一般病棟の病室単位で算定する。 

新設 

＜算定要件＞ 

A308-2 （注2)亜急性期入院医療管理料１（指定地域）     
                             1,761点（１日につき） 
 

A308-2 (注2)亜急性期入院医療管理料２（指定地域） 
                              1,661点（１日につき） 
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特定入院料 

 

 ○ 別に厚生労働大臣が定める二次医療圏に属する保険医療機関（特定機 
   能病院、200 床以上の病院、ＤＰＣ対象病院、一般病棟７対１入院基本 
   料及び一般病棟10 対１入院基本料を算定している病院を除く）であること。 
 
 ○ 届出可能病床は亜急性期入院医療管理料１と２をあわせて一般病床数 
   の3割以下。 
 

 ○ 看護職員配置が常時15対１に限る。 
 

 ○ 診療録管理体制加算を算定していること。 
 

 ○ 専任の在宅復帰支援者が勤務していること 
 

 ○ 在宅復帰率が６割以上であること。 

【施設基準】 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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様式（医科点数表） 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

【緩和ケア病棟入院料】（１日につき） 
                      3,780点 

【緩和ケア病棟入院料】（１日につき） 
 

 １ 30日以内の場合 
                   4,791点(改) 
 

 ２ 31日以上60日以内の場合 
                               4,291点(改) 
 

 ３ 61日以上の場合 
                   3,291点(改) 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

【緩和ケア病棟入院料】 
 

① 主として悪性腫瘍の患者又は後天性免疫 
  不全症候群に罹患している患者を入院さ 
  せ、緩和ケアを一般病棟の病棟単位で行 
  うものであること。 
 

② 当該病棟において1日に看護を行う看護 
  師の数は、常時、当該病棟の入院患者の 
  数が７又はその端数を増すごとに１以上 
  であること。 
  ただし、当該病棟において、１日に看護を 
  行う看護師が本文に規定する数に相当す 
  る数以上である場合には、本文の規定に 
  かかわらず、２以上であることとする。 

【緩和ケア病棟入院料】 
 

①現行と同様 
 
 
 
 

②現行と同様 
 
 
 
  

［施設基準］ 
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特定入院料 

 

現行 改定案 
 

③ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備 
  されていること。 
 

④ 当該体制において、緩和ケアに関する研 
  修を受けた医師が配置されていること。 
 

⑤ 当該療養を行うにつき十分な構造設備を 
  有していること。 
 

⑥ 当該病棟における患者の入退棟を判定す 
  る体制がとられていること。 
 

⑦ 健康保険法第63条第２項第４号及び高 
  齢者医療確保法第64条第２項第４号に 
  規定する選定療養としての特別の療養環 
  境の提供に係る病室が適切な割合である 
  こと。 

 

③ 現行と同様 
 
 

④ 現行と同様 
  
 

⑤ 現行と同様 
 
 

⑥ 現行と同様  
 
 

⑦ 現行と同様 
 
 
 
 

［施設基準］ 
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特定入院料 

 

現行 改定案 
 

⑧ がん治療連携の拠点となる病院若しくは 
  それに準じる病院であること又は財団法 
  人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こと。 
 
 

⑨ 連携する保険医療機関の医師・看護師等 
  に対して研修を実施していること。 

 

⑧ がん治療連携の拠点となる病院若しくは 
  それに準じる病院であること又は財団法 
  人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、若しくはそれに準 
  ずる病院であること。 
 

⑨ 現行と同様 
  

 
［施設基準］ 

都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は下
記に掲げる公益財団法人日本医療機能評価機構が定める付加機能評価（緩和ケア
機能）と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。 
 

ア 緩和ケア病棟の運営方針と地域における役割を明確化 
イ 緩和ケアに必要な体制の確立 
ウ 緩和ケア病棟の機能の発揮 
エ 緩和ケア病棟における質改善に向けた取り組み 
オ 緩和ケア病棟におけるケアのプロセス 
カ 緩和ケアを支えるための病院の基本的な機能 307 



様式（基本診療料） 
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特定入院料 

 

新設 

A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料 
                  2,911点（１日につき） 

 

 ○ 20 歳未満の精神疾患を有する患者について病棟又は病室単位で算定する。 

＜算定要件＞ 

 
 ○ 20 歳未満の精神疾患を有する患者を概ね８割以上入院させる病棟又は 
   治療室であること。 
 

 ○ 小児医療及び児童・思春期の精神医療を専門とする常勤医師が２名以上 
   （うち１名は精神保健指定医） 
 

 ○ 看護師配置常時10 対１以上（夜勤看護師２名以上） 
 

 ○ 専従の常勤精神保健福祉士、臨床心理技術者がそれぞれ１名以上 
 
 

【施設基準】 

Institute for Health Care Information Sciences,Inc. 309 



様式（基本診療料） 
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様式（医科点数表） 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

【精神療養病棟入院料】注４（１日につき） 
 

 重症者加算                40点 

【精神療養病棟入院料】注４（１日につき） 
 

 イ 重症者加算１           60点(改) 
 

 ロ 重症者加算２           30点(改) 

＜算定要件＞ 
 

ＧＡＦスコアが40以下の患者について算定 
する。 

＜算定要件＞ 
 

イ 重症者加算１ 
 

 精神科救急医療体制整備事業に協力し 
 ている保険医療機関であって、ＧＡＦスコア 
 が30以下の患者について算定する。 
 

ロ 重症者加算２ 
 

 ＧＡＦスコアが40以下の患者について算定 
  する。  

〔経過措置〕 重症者加算１について、平成25 年３月31 日までは精神科救急 
         医療体制整備事業に協力しているものとみなす。 
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特定入院料 

 

新設 

A312 精神療養病棟入院料（注5）退院調整加算（退院時）500点 

 

 ○ 退院支援計画を作成し、退院支援部署による退院調整を行っていること。 

＜算定要件＞ 

 
 ○ 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士 
   及び専従する1 人の従事者（看護師、作業療法士、精神保健福祉士、 
   社会福祉士又は臨床心理技術者のいずれか）が勤務していること。 
 

【施設基準】 
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様式（基本診療料） 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

【認知症治療病棟入院料】（１日につき） 
 

 １ 認知症治療病棟入院料１ 
 

   イ 60日以内の期間       1,450点 
 

   ロ 61日以上の期間       1,180点 
 

  
 
 

２ 認知症治療病棟入院料２ 
 

   イ 60日以内の期間       1,070点 
 

   ロ 61日以上の期間        970点 

【認知症治療病棟入院料】（１日につき） 
 

 １ 認知症治療病棟入院料１ 
 

   イ 30日以内の期間   1,761点(改) 
 

   ロ 31日以上60日以内の期間 
                   1,461点(改) 
 

   ハ 61日以上の期間    1,171点(改) 
 

 ２ 認知症治療病棟入院料２ 
 

   イ 30日以内の期間     1,281点(改) 
 

   ロ 31日以上60日以内の期間 
                   1,081点(改) 
 

   ハ 61日以上の期間     961点(改) 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

【認知症治療病棟入院料】（１日につき） 
 

［包括範囲］ 
 

診療にかかる費用 
（臨床研修病院入院診 
療加算、地域加算、離島加算、精神科措置 
入院診療加算、精神科身体合併症管理加算、
栄養管理実施加算、医療安全対策加算、 
褥瘡患者管理加算、精神科専門療法並びに 
除外薬剤・注射薬の費用は除く）は、認知症
治療病棟入院料に含まれるものとする。 

【認知症治療病棟入院料】（１日につき） 
 

［包括範囲］ 
 

診療にかかる費用 
（臨床研修病院入院診療加算、地域加算、
離島加算、精神科措置入院診療加算、精神
科身体合併症管理加算、医療安全対策加算、 
感染防止対策加算、患者サポート体制充実
加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加
算、地域連携認知症集中治療加算、精神科
専門療法、J-038人工腎臓（入院60日以内
に限る）並びに除外薬剤・注射薬の費用は除
く）は、認知症治療病棟入院料に含まれるも
のとする。 
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特定入院料 

 

現行 改定案 

【認知症治療病棟入院料】 
注２（退院時） 
 

 退院調整加算              100点 

【認知症治療病棟入院料】 
注２（退院時） 
 

 退院調整加算             300点(改) 

＜算定要件＞ 
 

当該病棟に６月以上入院している患者につ
いて退院支援計画を作成し退院調整を行っ
た場合に、退院時に算定する。   

＜算定要件＞ 
 

 現行同様 

【施設基準】 
 

当該保険医療機関内に、専従の精神保健福
祉士及び専従の臨床心理技術者が配置され
ていること。 

【施設基準】 
 

当該保険医療機関内に退院支援部署を設置
し、専従の精神保健福祉士及び専従の従事
者１人（看護師、作業療法士、精神保健福祉
士、社会福祉士又は臨床心理技術者のいず
れか）が配置されていること。 
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特定入院料 

 

新設 

A314 認知症治療病棟入院料 
（注3）認知症夜間対応加算（１日につき）    84点 

 

 ○ 夜間に看護補助者を配置し、夜勤を行う看護要員が３人以上の場合に 
   算定できる。 
 

 ○ 入院日から30 日以内であること。 

＜算定要件＞ 
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様式（基本診療料） 
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特定入院料 

 

新設 

A317 特定一般病棟入院料（指定地域） 
 

      １  特定一般病棟入院料１ (13 対１入院料)  1,103点 
 

      ２  特定一般病棟入院料２ (15 対１入院料)   945点 

 ○ 別に厚生労働大臣が定める二次医療圏に属する保険医療機関（特定機能 
   病院、200 床以上の病院、ＤＰＣ対象病院及び一般病棟７対１、10 対１入 
   院基本料を算定している病院を除く）であること。 
 

 ○ 当該保険医療機関の病棟が一つであり、一般病床であること。 

【施設基準】 

※ その他加算については記載省略としました 
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様式（基本診療料） 
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様式（基本診療料） 
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