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入院 外来 在宅 

重点課題１ 
 

医療従事者 
負担軽減 

①救急等の推進 ◆ PICU 
◆ 小児救急医療 
◆ 救急診療搬送 
◆ 救命救急入院料の看護配置 
◆ 精神疾患合併患者の救急 
◆ 救急医療の連携 
◆ 後方受け入れ 
◆ ハイリスク妊産婦 
◆ NICUの退院調整 
◆ 重症児等の受入 

②勤務体制の改善 ◆ 病院医療従事者の勤務体制の改善 
◆ 医師事務作業補助者の充実 
◆ 看護補助者の充実 

③外来の機能分化 ◆ 院内トリアージ 
◆ 救急外来 
◆ 複数科受診 
◆ 時間外対応加算 
◆ 特定機能病院等の初・再診 
 
 

④チーム医療 ◆ 精神科リエゾン 
◆ 栄養サポートチーム 
◆ 薬剤師の病棟業務 
 
 

◆ 臓器移植後の医学管理 
◆ 外来緩和ケア 

◆ 入院中患者の他医療機関受診 

     ◆ 周術期の口腔機能管理 

H24.3.5 厚労省資料を基に作成 

小児の
評価 

受入れ・ 
退院調整
の評価 

看護師の
負担軽減
への評価 

三次救急への
集中受診防止 

平成２４年度診療報酬改定の概要 
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入院 外来 在宅 

重点課題２ 
 

医療介護連 
携等の推進 

①在宅医療の推進 ◆ 在宅小児患者の専門 
  病院との連携 

◆ 在宅医療の機能強化 
◆ 乳幼児加算・幼児加算 
◆ 在宅緩和ケア 
◆ 在宅がん医療総合診療料 
◆ 在宅難治性皮膚疾患処置指 
  導管理料 
◆ 在宅小児患者の経管栄養 
◆ 在宅療養に関する医療機器 
  の評価 
◆ 在宅療養に関する管理料の 
  評価 

②看取りの医療 ◆ 看取りの充実 

④訪問看護・医療 
介護連携 

◆ 効率的な入院診療 
  計画 
◆ 効率的な退院調整 
◆ 総合評価加算 

◆ 維持期リハビリテー 
  ション 
◆ リハビリテーションの 
  医療から介護への移 
  行期間 

◆ 医療ニーズの高い患者の訪問 
  看護 
◆ 早朝・夜間・深夜の訪問看護 
◆ 特別管理加算 
◆ 新サービス等に関する指示書 
◆ 複数名の訪問看護 
◆ 専門性の高い訪問看護 
◆ 緊急時訪問看護 
◆ 精神科訪問看護 
◆ 長時間訪問看護 
 
 
 
 

   ◆ 退院時共同指導料２ 
   ◆ 外泊日、退院日・退院直後の訪問看護 

在宅医療への
移行を行うため
の連携 

H24.3.5 厚労省資料を基に作成 

平成２４年度診療報酬改定の概要 
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入院 外来 在宅 

医療技術の
導入等 

①充実が求められ 
  る分野 

◆ 緩和ケアの充実 
◆ 小児入院医療管理料における放射 
  線治療 
◆ がん診療連携 
◆ 精神科医療機関間の連携 
◆ 身体合併症を有する精神疾患患者 
  の評価 
◆ 児童・思春期精神科入院医療 
◆ 精神科慢性期医療の充実 
◆ 認知症の入院医療 
◆ 認知症患者に関する医療機関連携 
◆ 結核病棟の評価 
◆ 陰圧室・無菌室の評価 
◆ 感染防止対策 
◆ 回復期リハビリテーション 
◆ 早期リハビリテーション 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 外来緩和ケアの評価 
◆ 医療用麻薬の処方日数 
◆ リンパ浮腫指導管理料 
◆ がん患者カウンセリング料 
◆ 外来化学療法の評価 
◆ 糖尿病透析予防 
◆ 精神科デイ・ケア等の評価 
◆ 認知症・認知行動療法 
◆ 抗不安薬、睡眠薬の処方 
◆ ハイリスク抗精神病薬使用 
  患者の管理 
◆ 認知症外来の評価 
◆ 重度認知症デイ・ケア 
◆ 外来リハビリテーション 
◆ 訪問リハビリテーション 

②患者の視点等 ◆ 患者サポート体制 
◆ 栄養管理加算の簡素化 
◆ 褥瘡管理加算の簡素化 

◆ 明細書無料発行の推進 

   ◆ 放射線治療の評価 
   ◆ たばこ対策の評価 
   ◆ 医療技術の適切な評価 

◆ 通院･在宅精神療 

専門医療の
連携評価 

H24.3.5 厚労省資料を基に作成 

平成２４年度診療報酬改定の概要 
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入院 外来 在宅 

医療技術の
導入等 

③医療機関の機能 
  に応じた評価 

◆ ７対１入院基本料の算定要件の見直し 
◆ 看護必要度の評価 
◆ 土曜日・日曜日の入院基本料 
◆ 退院日の入院基本料 
◆ 亜急性期入院医療管理料の見直し 
◆DPCフォーマットデータの提出 
◆ 長期療養の適正化 
◆ 療養病棟における褥瘡治療 
◆ 療養病棟環境改善加算 
◆ 地域に配慮した評価 
◆ 有床診療所の緩和ケア 
◆ 有床診療所のターミナルケア 
◆ 有床診療所の柔軟な病床運用 

④効率化余地があ 
  る領域の適正化 

◆ 後発医薬品使用体制加算 ◆ 一般名処方 
◆ コンタクトレンズ 
 
 
 
 

   ◆ 検体検査料の適正化 
   ◆ 検査・処置料 
   ◆ CT,MRI 
   ◆ 医療機器の保守管理 
   ◆ ビタミン剤 
   ◆ 慢性維持透析 
   ◆ 検体検査の項目・名称・評価の見直し 
   ◆ 生体検査の評価 

院内運用の
検討 

必要性の
確認 

H24.3.5 厚労省資料を基に作成 

平成２４年度診療報酬改定の概要 
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 ○ 生活習慣病、小児、呼吸器疾患患者等に対する入院基本料等加算及び 
   医学管理等を算定する場合には、原則屋内全面禁煙を行うよう要件を見 
   直す。 
 

具体的な内容 

≪対象となる入院基本料等加算及び医学管理等の例≫ 

 １ 総合入院体制加算 
 ２ 乳幼児加算・幼児加算 
 ３ 超重症児（者）入院診療加算 
   ・準超重症児（者）入院診療加算 
 ４ 小児療養環境特別加算 
 ５ がん診療連携拠点病院加算 
 ６ ハイリスク妊娠管理加算 
 ７ ハイリスク分娩管理加算 
 ８ 呼吸ケアチーム加算 
 ９ 悪性腫瘍特異物質治療管理料 
10 小児特定疾患カウンセリング科 
11 小児科療養指導料 

12 外来栄養食事指導料 
13 入院栄養食事指導料 
14 集団栄養食事指導料 
15 喘息治療管理料 
16 小児悪性腫瘍患者指導管理料 
17 糖尿病合併症管理料 
18 乳幼児育児栄養指導料 
19 生活習慣病管理料 
20 ハイリスク妊産婦共同管理料 
21 がん治療連携計画策定料 
22 がん治療連携指導料 

平成２４年度診療報酬改定の概要 
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 ○ それぞれの施設基準に加え、当該保険医療機関の屋内が禁煙であること。 
 

 ○ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該 
   保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。 
 

 ○ 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料 
   （精神病棟）、精神科救急入院料、精神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を算定している病棟において 
   は分煙でも差し支えない。 
 

 ○ 分煙を行う場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこ 
   とはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。 
 

 ○ 喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を 
   明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めると共に、喫煙可能区域 
   に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、 
   当該区域が喫煙可能区域であり、たばこの煙への曝露があり得ることを 
   注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行う。 
 

【施設基準】 

〔経過措置〕 平成24年6月30日までは従前の通り算定可能。 

平成２４年度診療報酬改定の概要 

8 



平成２４年度診療報酬改定の概要 

Q 

A 

保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いの施設基準については、診療所も対
象となるのか。 

そのとおり。 

Q 

A 

一部の入院基本料等加算及び医学管理料の算定要件である屋内禁煙について、 
① 保険医療機関と同一の敷地内において、患者が診療を目的として立ち入るこ  
    とがない建物についても屋内禁煙を行う必要があるか。 
② 保険医療機関と同一の敷地内において、患者が診療を目的として立ち入るこ 
    とがある建物について、当該建物内のスタッフルーム等、患者が原則として 
    立ち入らない部分についても、屋内禁煙を行う必要があるか。 
③ 当該保険医療機関において、介護施設等を併設している場合、介護施設等に 
    該当する部分についても屋内禁煙が必要か。 
④ 緩和ケア病床などで分煙を行う場合、当該病床以外の患者が喫煙室を利用す 
    ることは可能か。 
① 患者が診療を目的として立ち入ることがない建物については、必ずしも屋内  
    禁煙を行う必要はない。 
② 屋内禁煙を行う必要がある。 
③ 当該部分については、必ずしも屋内禁煙を行う必要はない。 
④ 原則として不可。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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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。 
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初・再診料 

新設 
A000 初診料       
注3    同日複数科初診料 
 

別紙様式28 

毎年10月1日
に地方厚生局
長へ報告する 
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初・再診料 

新設 
A000 初診料       
注3    同日複数科初診料 
 

Q 

A 

Q 

A 

どのような場合に地方厚生（支）局へ報告を行う必要があるのか。 

紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低い場合は、報告を行う必要がある。 
当該基準よりも高い場合は、報告を行う必要はない。 

当該点数に係る対象となった場合、地方厚生（支）局への報告はどのように 
行うのか。 

別紙様式28により、当該点数に係る報告を毎年10月１日に地方厚生（支）局へ
行う。なお、報告後、任意の連続する６ヶ月間のデータで紹介率・逆紹介率が
基準を上回った場合は、翌年４月１日までに再度別紙様式28により地方厚生 
（支）局に報告することにより当該点数に係る対象施設とはならない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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初・再診料 

新設 
A000 初診料       
注3    同日複数科初診料 

Q 

A 

当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・再診料を算定する期間はいつ
までか。 

紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低く、別紙28により10月1日に当該点数に
係る報告を行った翌年４月１日から翌々年３月31日までである。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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初・再診料  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＞ 
 

 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。 
  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。 
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初・再診料 

Q 

A 

従前の地域医療貢献加算を算定していた医療機関が、時間外対応加算２の要件
を満たし、当該点数を算定する場合、新たに届出は必要か。 

地域医療貢献加算を届け出ている医療機関が、時間外対応加算２を算定する場
合は新たな届出は必要ない。 

Q 

A 

時間外対応加算に関する施設基準にある「当該診療所において対応できる体
制」とは、すぐに診察が可能である必要があるか。 

患者からの電話等による問い合わせに対応できる体制であれば、必ずしも、診
察が可能である体制でなくてよい。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

対応が求められる時間帯においては、必ず医師が直接対応することが必要か。 

できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも直接、医師が対応するこ
とに限定するものではなく、例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等 
を受ける体制も認められる。 
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初・再診料 

Q 

A 

時間外対応加算３について、連携する医療機関間の距離に係る要件はあるのか。 

患者が通院可能な範囲であれば連携を行うことが可能であり、現時点において
は、具体的な距離の要件はない。例えば、近接に医療機関が少ない地域等にお
いては、地域の実態にあわせた連携を行うことが可能である。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

時間外対応加算１及び２において、学会等のやむを得ない事情で例外的に時間
外の対応ができない場合、時間外の対応を、他の病院又は診療所（休日・夜間
診療所含む）で代替することは可能か。 

原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合には、例外
的に、他の病院又は診療所（休日・夜間診療所含む）との連携による対応も可
能である。なお、その場合においても、事前に患者及び関係者に連携医療機関
での対応となることを伝えること。 
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初・再診料 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

時間外対応加算２及び３における標榜時間外の夜間の数時間とは、例えば深夜
も含まれるのか。 

標榜時間外の夜間の数時間の対応が必要であるが、深夜（午後10時から午前６
時）及び休日（時間外対応加算３については当番日以外の日）においては、必 
ずしも対応は必要ではない。その場合、留守番電話等により、当番の診療所や
地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。 

Q 

A 

時間外対応加算３について、当番日の医療機関は、自院の標榜時間外の数時間
の対応を行う必要があるのか。 

そのとおり。 
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初・再診料 

Q 

A 

地域医療貢献加算が時間外対応加算に名称変更され、３つの加算（時間外対応
加算１、時間外対応加算２、時間外対応加算３）に再編されたが、従来、地域
医療貢献加算の要件を満たしていた診療所は時間外対応加算の１か２を満たす
と考えてよいか？ 

そのとおり。 
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原
則として、加算１は常時、加算２は標榜時間外の夜間の数時間、加算３は当番
日の標榜時間外の夜間の数時間に応じることが明確にされた。 

日本医師会QA（その１） 

Q 

A 

電話再診の場合でも時間外対応加算は算定できるか？ 

算定できる。 

Q 

A 

電話等による問い合わせに対し、対応できる体制とあるが、携帯電話への転送
等でもよいか？ 

携帯電話への転送でもよい。 

20 



初・再診料 

Q 

A 

電話再診の場合でも時間外対応加算は算定できるか？ 

算定できる。 

Q 

A 

電話等による問い合わせに対し、対応できる体制とあるが、携帯電話への転送
等でもよいか？ 

携帯電話への転送でもよい。 

日本医師会QA（その１） 

Q 

A 

時間外の連絡先について、電話の転送サービス等を活用するなどして、必ず医
師が対応する必要があるか？ 

時間外の連絡について、診療所職員が対応に当たり、患者からの電話の後、速
やかに医師に連絡を行い対応することでもよい。 
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初・再診料 

Q 

A 

患者からの問い合わせはメール対応でもよいか？ 

電話での対応が原則であるが、患者の同意を得ていれば、速やかに応答するこ
とを条件に携帯メール等を併用してもよい。 

Q 

A 

学会出張等の場合の取り扱いはどうか？ 

学会等への参加のため、電話連絡等に対応できない場合には、連携医療機関の
連絡先を患者に知らせることでもよい。 

日本医師会QA（その１） 

Q 

A 

病院や地域医師会が当番制で主務する休日・夜間診療所を緊急時の対応施設と
する場合は、当該病院又は休日・夜間診療所の連絡先に加え、出務医日程表を
掲示することが必要か？ 

基本的には自院での対応を原則とするが、やむを得ない事情等により病院又は
休日・夜間診療所と連携することについては、例外的な対応として認められる。
したがって、当該加算の算定に当たって、患者に対し出務医日程表の掲示まで
は必要ないが、連携する病院又は休日・夜間診療所の連絡先等、必要な情報は
提供する必要がある。 
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初・再診料 

日本医師会QA（その１） 

Q 

A 

時間外対応加算1及び2において、学会等のやむを得ない事情で例外的に時間外
の対応ができない場合、時間外の対応を、病院又は診療所（休目・夜間診療所
含む）で代替することは可能か？ 

原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合には、例外
的に、他の病院又は診療所（休目・夜間診療所含む）との連携による対応も可
能である。なお、その場合においても、事前に患者及び関係者に連携医療機関
での対応となることを伝えること。 
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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 

[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 

 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） 
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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＞ 

【レセプトの記載要領等】 

  再診（外来診療料の注２に規定する紹介率等が低い保険医療機関の場合は、「摘要」欄に 
  外診減と表示すること。）及び外来管理加算の項には、回数及び合計点数を記載し、再診 
  料の注２又は外来診療料の注３に規定する２つ目の診療科において再診を行った場合は 
  「摘要」欄に複再又は複外診（外来診療料の注２に規定する紹介率等が低い保険医療機関 
  の場合は、複外診減。）と表示し、当該診療科名及び当該点数を記載すること。 
  なお、同一日に２回以上の再診（電話等再診を含む。）がある場合には、その旨を「摘要」欄 
  に記載すること。 
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初・再診料 新設 

同一日に内科で「糖尿病」について診察を受け、同時に眼科で「糖尿病性網膜
症」について診察を受けた場合は、眼科で２科目の再診料を算定できるのか。 

関連のある疾病のため、２科目の再診料は算定できない。 

Q 

A 

Q 

A 

内科で再診料と外来管理加算を算定し、同時に眼科を再診で受診し処置を行っ
た場合、内科で算定した外来管理加算はそのまま算定出来るか。 

算定できない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

A001  再診料     
 

A002   外来診療料 
注3       同日再診料  
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初・再診料 新設 

Q 

A 

Q 

A 

２科目の再診料は、診療所においても算定できるのか。 

診療所においても要件を満たせば算定可能である。 

同一日の同時に２科目の再診料（外来診療料）を算定する場合で、緊急で時間
外に異なる科を受診した場合にも時間外加算は算定できないのか。 

算定できない。 

Q 

A 

初診と再診を合わせて同一日の同時に３科を受診する場合、３科目の初診料又
は再診料（外来診療料）は算定できるのか。 

初診料・再診料（外来診療料）を合わせて２科目までしか算定できない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

A001  再診料    
 

A002   外来診療料 
注3       同日再診料 
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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 
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 【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＞ 

入院後７日以内に行ったものと同等の取扱となる。 

入院診療計画について、入院前に外来で文書を提供し、説明した場合はどうな
るのか。 

Q 

A 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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入院基本料 

 

別紙2   
入院診療計画書 
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入院基本料 

 

入院診療計画書 
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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 

〔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。 

【レセプトの記載要領等】 
 

 ・ ７対１入院基本料の経過措置又は管理栄養士の配置について基準を満たせない場合 
  の経過措置に該当する場合は、入院基本料種別欄に記載する略号の後に経措と記載 
  すること。  
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入院基本料 

 
厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

特別な栄養管理の必要性の有無について、入院診療計画作成時に必要ない 
と判断した患者が、治療途中に栄養管理が必要となった場合、改めて入院診 
療計画を作成し、栄養管理計画書を作成する必要があるのか。 

特別な栄養管理が必要になった時点で、栄養管理計画書を作成すればよく、 
改めて入院診療計画書を作成する必要はない。 

入院後7日以
内に作成 

別紙23  
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改定 

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 
  護職員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。 
 
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。 
 

入院基本料 
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改定 

［栄養管理体制の基準］ 
 
⑥ ①・⑤に規定する管理栄養士は、１か月以内の欠勤については、欠勤期間中も算入 
   することができる。 
     なお、管理栄養士が欠勤している間も栄養管理のための適切な体制を確保している 
     こと。 
 
⑦  管理栄養士の離職又は長期欠勤のため、①・⑤に係る基準が満たせなくなった場合、 
   地方厚生(支)局長に届け出た場合に限り、当該基準を満たさなくなった届出を行っ 
     た日の属する月を含む３か月間に限り、従前の入院基本料等を算定できる。 

入院基本料 
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入院基本料 

 

改定 

［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。 
 
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。 
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入院基本料 

 

別紙3 
褥瘡対策に関する
診療計画書 

変
更
部
分 

専任者以外の
記入も可 

専任の医師又
は専任の看護

師の記入 
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入院基本料 

 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

入院基本料の褥瘡対策の要件では、褥瘡看護の臨床経験を有する看護職員の 
配置が必要とされているが、ここでいう褥瘡看護の臨床経験とはどういう経験
をさすのか。 

褥瘡を有する入院患者に対する看護の経験を想定しているが、経験を有する 
看護職員がいない場合には、外部(他院や団体等が主催)の褥瘡に関する研修を 
受講することが望ましい。 
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入院基本料 

 
厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算の両加算が入院基本料、特定入院料に包
括されたが、従来、加算を届出していない医療機関は入院基本料、特定入院料
を算定できなくなるのか？ 

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は、
常勤の管理栄養士（有床診療所は非常勤でも可）の確保等が必要となるが、平
成２６年３月３１日までの間は管理栄養士の確保が困難な理由等について地方
厚生（支）局長に届け出た場合（様式５の２)に限り、栄養管理体制を満たして
いるものとする経過措置が設けられたので、２年の間で要件を満たす努力をし
ていただくことになる。 
 

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は、
常勤の管理栄養士（有床診療所は非常勤でも可）の確保等が必要となるが、 
平成２６年３月３１日までの間は管理栄養士の確保が困難な理由等について地
方厚生（支）局長に届け出た場合（様式５の２）に限り、栄養管理体制を満た
しているものとする経過措置が設けられたので、２年の間で要件を満たす努力
をしていただくことになる。 
 

褥瘡対策チームの設置や褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等の配備と
いった体制を整えておく必要があり、これらを満たさない場合については、入
院基本料、特定入院料そのものが算定できなくなるので注意が必要である。 
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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 

7：1 
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入院基本料 

Q 

A 

新７対１の要件（平均在院日数、看護必要度）を満たさなかった場合、 
新10対１を届出ることになるのか。 

新７対1の要件を満たさない場合には、新10対１、又は、７対１入院基本料 
（経過措置）を届出ることができる。 
７対１入院基本料（経過措置）は、今回の改定で７対１入院基本料の算定要
件（平均在院日数、看護必要度）について変更が行われたため、経営状態の
急激な変化等の病院への影響を踏まえて設けられたものであり、平成26年３
月31日まで算定できるものである。 
なお、一時的に７対１入院基本料（経過措置）を届出したとしても、平均在 
院日数（直近３か月の実績）、看護必要度基準（直近1か月の実績）を満たせ 
れば、再度、新７対１を届出することが可能である。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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入院基本料 

Q 

A 

新７対１の要件（人員）を満たさない場合、新10対１を届出ることになる 
のか。 

新７対１の基準（人員※1）を満たさず、本来であれば新10対１を届出る医療 
機関については、平成26年３月31日までに新10対１を届出ることを前提に、
７対１（経過措置）を届出ることができる。 
この経過措置は、現在７対１届出医療機関が、将来的に10対１届出医療機関 
となるため、計画的段階的に人員削減できるよう設けられたものである。 
そのため、７対１（経過措置）を届出る場合①平成26年３月31日までに新10 
対１として届出ること。②新10対１を届出た後、再び新７対１を届出るため
には、３か月間の新７対１としての実績要件※2を満たすことが必要となる。 
もちろん、新７対１の要件（人員）を満たさない場合、新10対１を届出する 
ことも可能である。この場合、新10対１から新７対１となるためには、通常
どおり、要件を満たしてから新７対１の届出※3をしてもよい。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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7対1入院基本料（経過措置） 
※新7対1入院料の算定可能 

一般病棟7対1入院基本料の経過措置への対応 

2012年3月31日時点で一般病棟
7対1入院基本料を届出済の場

合の経過措置 

新7対1の基準で満たせない場合 

7対1入院基本料（経過措置） 
（新10対1への移行が前提） 
※新7対1入院料の算定可能 

新7対1の基準を
満たす 

2014年3月までに 
新10対1の届出後 

通常の実績期間で新7対1
入院基本料を届出 

新10対1の届出 
平均在院日数と看護必要度の
基準を満たす患者割合につい
ては3カ月の実績期間で届出 

2014年3月までに 
新7対1の基準 

満たさない 満たす 

医師又は看護師の人員基準 
平均在院日数又は看護必要度基準を満たす

患者割合 

新7対1の基準を
満たさない 

新10対1 
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入院基本料 

Q 

A 

金曜入院・月曜退院患者の割合が高いというのはどういうことか。 

一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟の入院全体のうち、
金曜日に入院したものの割合と退院全体のうち月曜日に退院したものの割合の
合計が40％以上であることをいう。 
[計算方法] 
入院患者は入院日に、退院患者は退院日に一般病棟入院基本料又は専門病院入
院基本料を算定している患者を対象として、以下の方法により計算し、直近６
カ月の月ごとの割合を算定し、当該6ヵ月のいずれも40％以上の割合が該当す
る。 
（1月あたりの金曜日入院患者数÷1月あたりの全入院患者数）×100＋ 
（1月あたりの月曜日退院患者数÷1月あたりの退院患者数）×100 
※2012年10月実施なので、6ヵ月の実績は4月から計算することになる。 

★  
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入院基本料 

Q 

A 

入院期間中の全ての入院基本料が減算されるのか。 

金曜日に入院した患者の入院直後の土・日曜日又は月曜日に退院した患者の退
院直前の土・日曜日の入院基本料が減算される。 
ただし、退院日に手術又は1,000点以上の処置を算定した場合は減算する必要
はない。 

【レセプトの記載要領等】 
 

 ・ 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟又は専門病院入院 
  基本料を算定している患者について、退院が特定の時間帯に集中している又は入 
  院日及び退院日が特定の日に集中していることにより、減算された入院基本料を 
  算定した場合は、入院基本料種別欄に記載する略号の後に午前減又は土日減と 
  記載すること。 
 

★  
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 【A 基本診療料】 入院基本料等加算 
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入院基本料等加算 

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) 

 
 

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    
●C003在医総 
●C002-2特医総管 
●在宅療養指導管理料  （C101 注を除く） 
 
 

＜算定要件＞ 

ポイントが2点 
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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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＜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。 

入院基本料等加算 

 
紹介元が事前に受入医療機関

を伝達している入院初日に
2000点 

 

24時間に診療情報提供があれ
ば1000点入院初日にプラス 
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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 

改 定 

［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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入院基本料等加算 

改定 

［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 

含まれる。 

Ａ２０７－２医師事務作業補助体制加算の施設基準に示される、年間の緊急入
院患者数について医療保護入院又は措置入院により入院した患者も含まれるの
か。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 
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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）     
 

DPCでは機能
評価係数Ⅰ 

改 定 
 

    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＞ 

A207-3 急性期看護補助体制加算１   
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入院基本料等加算 

看護職員負担軽減 
  の様式について 

新規 

A207-3 急性期看護補助体制加算１   

Institute for Health Care Information 
Sciences,Inc. 
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入院基本料等加算 

Q 

A 

Ａ２０７－３急性期看護補助体制加算において、請負方式の非常勤の看護補助
者を届出の対象に含めることは可能か。 

当該加算に関わらず、保険医療機関の看護補助者は、看護師長や看護職員の 
指導の下に業務を行うこととされていることから、非常勤でも構わないが、指 
揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などの看護補助者は含めない。
（派遣職員は含んでも差し支えない。） 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

７対１入院基本料（経過措置）を算定する医療機関については、Ａ２０７－３
急性期看護補助体制加算の25対１急性期看護補助体制加算を届け出ることがで
きるのか。 

できない。 

Q 

A 

新７対１の施設基準を満たせずに４月以降、経過措置として７対１入院基本料
（経過措置）を算定する場合には、25対１急性期看護補助体制加算を算定でき
ないとあるが、50対１もしくは75対１急性期看護補助体制加算であれば算定し
てもよいのか。 

そのとおり。 
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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】 

DPCでは機能評価係数Ⅰ 

Q 

A 

看護職員配置夜間加算を算定している保険医療機関において、配置基準の 
12対１を満たさない月が出た場合、直ちに届出の変更を行う必要があるのか。 

当該病棟における看護職員と入院患者割合については、暦月で３か月を超え 
ない期間の１割以内の一時的な変動であれば、届出の変更は不要である。また、 
１割を超えた場合には翌月に変更の届出を行い、当該届出を行った月の翌月よ 
り新たな点数を算定する。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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入院基本料等加算 

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＞ 
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入院基本料等加算 

【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 
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入院基本料等加算 

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 （H22.3.29事務連絡） 
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入院基本料等加算 

改定 

＜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 

注３（１日につき） 
  救急・在宅重症児（者）受入加算  200点                     

改定 

［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 

 

Q 

A 

留意事項通知がr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」とされたが、15歳以上の患者に
ついては算定できなくなったのか？ 

当該加算の留意事項通知については、今回の改定で改正されているが、従来か
らの取扱いを変更したものではなく、疑義解釈等で示されていたものを混乱し
たがって、算定対象に変更はなく、要件を満たすのであれば15歳以のないよう
に通知に明記したものである。上の患者について算定できる。 

日本医師会QA（その3） 

 
ただし、上記以外の場合であっても、療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を
除く病棟又は病床においては、平成24年３月31日時点で30日以上継続して当該加算を算定して
いる患者であって、重度の肢体不自由児（者）（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者は除く。）、
脊髄損傷等の重度障害者（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者は除く。）、重度の意識障害
者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等については、(２)又は(３)の基準を満たしていれば、
当面の間、同年４月１日以降も継続して、当該加算を算定できるものとする。 

＜施設基準（H24.3.30通知訂正より）＞ 
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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】 

64 



入院基本料等加算 A230-4 精神科リエゾンチーム加算 新設 

別紙様式29の2 精神科リエゾンチーム医療実施計画書 初回の診療時に 
計画書 

転院時は診療情報提供書へ添付 
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入院基本料等加算 A230-4 精神科リエゾンチーム加算 新設 

別紙様式29 精神科リエゾンチーム治療評価書 
治療終了時、退院、
転院時に治療結

果の評価 

転院時は診療情報提供書へ添付 
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入院基本料等加算 A230-4 精神科リエゾンチーム加算 新設 

Q 

A 

Ａ２３０－４精神科リエゾンチーム加算の施設基準にある精神科等の経験を有
する常勤看護師に求められる「精神看護関連領域に係る適切な研修」とは、ど
のようなものがあるのか。 

現時点では、以下のいずれかの研修である。 
① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 
 
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」 
 の専門看護師教育課程 
 
③日本精神科看護技術協会が認定している「精神科認定看護師」 
 ただし、③については認定証が発行されている者に限る。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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入院基本料等加算 

 

改定 

＜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。 
 

※ 当該加算を算定した場合は、B００５－６－３ がん診療連携管理料は算定不可 

Q 

A 

本加算は、入院時に算定するとされているが、他院において悪性腫瘍の疑いで
入院した患者が、入院中に悪性腫瘍と確定した診断された場合、算定日はいつ
か？ 

悪性腫瘍と確定診断を行った日に算定する。 

★  
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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 

 

A234-2 ･2 感染防止対策加算２ 100点 

H24.3.5 厚労省資料より 

DPCでは機能評価係数Ⅰ 

当該保険医療機関に入院している患者について、入院期間中１回に限り、入院初日に
算定する。 
なお、ここでいう入院初日とは、第２部通則５に規定する起算日のことをいい、入院期
間が通算される再入院の初日は算定できない。 

＜算定要件＞ 
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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 

 ○ 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】 
DPCでは機能
評価係数Ⅰ 

H24.3.5 厚労省資料より 
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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 
     いることが望ましい 

 

【施設基準】 

新設 A234-2 ･1 感染防止対策加算１ 
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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床以下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    
   いることが望ましい 

【施設基準】 

新設 
 

A234-2 ･2 感染防止対策加算２ 
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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 

A234-2 ･2 感染防止対策加算２ 

Q 

A 

Ａ２３４－２感染防止対策加算１を算定する医療機関は、Ａ２３４－２感染防
止対策加算２を算定する医療機関が複数ある場合、それぞれの医療機関と個別
にカンファレンスを開催しなければならないのか。 

感染防止対策加算２を算定する複数の医療機関との合同でよい。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ａ２３４－２感染防止対策加算について、特別の関係にある医療機関が連携 
した場合も届出可能か。 

可能である。 
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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 
A234-2 ･2 感染防止対策加算２ 

Q 

A 

Ａ２３４－２感染防止対策加算１の届出医療機関と２の届出医療機関の連携は、
医療圏や都道府県を越えて連携している場合でも届出可能か。 

医療圏や都道府県を越えている場合であっても、適切に連携することが可能で
あれば届出可能。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ａ２３４－２感染防止対策加算２は「当該保険医療機関の一般病床の数が300
床以下を標準とする」とあるが、300床以下とは、医療法の許可病床数をいう
のか、診療報酬上の届出病床数をいうのか。 

許可病床数をいう。なお、300床以上であっても、Ａ２３４－２感染防止対策
加算２の基準を満たしている場合、加算２の届出を行うことができる。 
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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 

A234-2 ･2 感染防止対策加算２ 

Q 

A 

300床未満の医療機関であってもＡ２３４－２感染防止対策加算１を届け出る
ことはできるのか。 

届出可能。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ａ２３４－２感染防止対策加算１の届出医療機関と２の届出医療機関が合同で
開催するカンファレンスには、感染制御チームのメンバー全員が参加する必要
があるか。 

原則、感染制御チームを構成する各々の職種（医師、看護師、薬剤師、臨床検
査技師）が少なくともそれぞれ１名ずつ参加すること。 
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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 

A234-2 ･2 感染防止対策加算２ 

Q 

A 

Ａ２３４－２感染防止対策加算の施設基準にあるカンファレンスについては、
インターネット、ＴＶ会議システムや電話によるものでもよいか。 

原則、直接対面で行う。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

76 



入院基本料等加算 

 
新設 A234-2 ･1 感染防止対策加算１ 

A234-2 ･2 感染防止対策加算２ 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

感染防止対策加算１の届出を行っている複数の医療機関及び当該医療機関と連携して
いる感染防止対策加算２の届出を行っている医療機関が合同でカンファレンスを実施
した場合、当該カンファレンスは施設基準に規定されているカンファレンスの主催及
び参加回数に数えることができるのか。 

原則として、１回のカンファレンスについて、主催できる医療機関は１カ所に限る。 
ただし、市町村、保健所圏域、二次医療圏又は都道府県等の単位で、圏域内の感染防
止対策加算１の届出を行っている複数の医療機関及び当該医療機関と連携している感
染防止対策加算２の届出を行っている医療機関が合同で感染症情報の共有等に関する
カンファレンスを実施した場合は、年２回に限り、感染防止対策加算１の届出を行っ
ている医療機関が開催する必要のあるカンファレンスを主催したこととして数えるこ
とができる。 
なお、この場合のカンファレンスは、各医療機関における薬剤耐性菌等の検出状況、
感染症患者の発生状況、院内感染対策の実施状況（アルコール製剤の使用量、感染経
路別予防策の実施状況等）、抗菌薬の使用状況等の情報の共有及び意見交換を目的と
するものであること。最新の知見を共有することも求められるが、単なる勉強会や講
習会は認められない。 
また、各医療機関において、カンファレンスの内容がわかる文書及び参加した医療機
関名及び参加者の一覧を保存しておくこと。 
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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 

A234-2 ･2 感染防止対策加算２ 

Q 

A 

Ａ２３４－２感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算について、複数の
医療機関が１つの医療機関を評価した場合はどのように考えるのか。 

複数の医療機関が１つの医療機関に赴いて感染防止対策に係る評価を行った場
合は、評価を行った複数の医療機関について、いずれも施設基準に掲げる感染
防止対策に係る評価を行った医療機関とみなされる。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

78 



入院から退院までの算定イメージ 

A238  

退院調整 

加算 

A240   

総合評価 

加算 

B005-1-2  

介護支援 

連携指導料 

B005  

退院時共同
指導料２ 

病状の安定が見込ま
れた後できるだけ早期
に、身体機能や退院後
に必要となりうる介護
サービス等についての
総合的な機能評価を
行った場合の評価 

退院困難な患者
を抽出。退院支
援計画に基づき
退院調整を行っ
た場合の評価
（入院後7日以内
の作成が必要） 

退院後の介護サービスについて、
医師・看護師・MSW等とともに介
護支援専門員と連携しケアプラン
作成につなげることを評価 

入院医療機関と、退院
後の在宅療養を担う
医療機関（指示を受け
た訪問看護ステーショ
ンの看護師も可）と共
同して療養の指導を
行った場合の評価 
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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 

入院早期より退院困難な要因を有する者を抽出し、その上で退院困難な要因を有する者に対
して、適切な退院先に適切な時期に退院できるよう、退院支援計画の立案及び当該計画に
基づき退院した場合に算定 

＜算定要件＞ 

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 

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＞ 
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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＞ 

 A238 退院調整加算１ 
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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＞ 

 A238 退院調整加算2 
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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    等 
     

 A238 退院調整加算１ 
 A238 退院調整加算２ 
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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 

 A238 退院調整加算１ 
 A238 退院調整加算２ 
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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】 

 A238 退院調整加算１ 
 A238 退院調整加算２ 
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変
更
部
分 

別紙様式6  
退院支援計画書 

入院基本料等加算 
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入院基本料等加算 

改定 

【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) 
 

Q 

A 

Ａ２３８－３新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準にある専任又は専
従の看護師の新生児集中治療の経験とは具体的に何を指すのか。 

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
理料のうち新生児集中治療室管理料及びＡ３０３－２新生児治療回復室入院医
療管理料の届出を行っている病床での勤務経験を５年以上有する者を指す。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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入院基本料等加算 

改 定 

＜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 ２ 新生児特定集中治療室退院調整加算２ 
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入院基本料等加算 

  

＜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 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 ロ  退院加算（退院時１回）  
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入院基本料等加算 

改定 

【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 
  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。 
 
＜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。 

改定 

【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。 
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入院基本料等加算 

Q 

A 

Ａ２３８－５救急搬送患者地域連携受入加算を算定した患者について、さらに
転院を行った場合、改めてＡ２３８－４救急搬送患者地域連携紹介加算及びＡ
２３８－５救急搬送患者地域連携受入加算は算定できるか。 

Ａ２３８－４救急搬送患者地域連携紹介加算及びＡ２３８－５救急搬送患者地
域連携受入加算を算定した患者に対し、これらの加算を再度算定することはで
きない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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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 

 

 ○ 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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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） 
                         

A238-7 精神科救急搬送患者地域連携受入加算（入院初日）                    

Q 

A 

Ａ２３８－６精神科救急搬送患者地域連携紹介加算及びＡ２３８－７精神科救
急搬送患者地域連携受入加算は、特別な関係にある医療機関に転院した場合で
も算定可能か。 

算定できない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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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） 
                         

A238-7 精神科救急搬送患者地域連携受入加算（入院初日）                    

Q 

A 

同一医療機関で精神科救急搬送患者地域連携紹介加算及び精神科救急搬送患者
地域連携受入加算の届出は可能か。 

届出はできない。救急搬送患者地域連携紹介加算及び救急搬送患者地域受入加
算の取り扱いとは差異がある。 

他医療機関から転院してきた患者を転院させた場合にも算定できるか。 

他医療機関から転院してきた患者は算定できない。ただし、当該医療機関への
入院時から48時間以内に、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算対象の精神科
救急病院に転院した後、60日以内に精神科救急搬送患者地域連携受入加算対象
の病院に転院させた場合に限り、当該加算を算定できる。 
なお、精神科救急搬送患者地域連携受入加算も同様である。 

Q 

A 

★ 
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入院基本料等加算 

 
新設 

 

A238-8 地域連携認知症支援加算（再入院の初日）  1,500点 
 

A238-9 地域連携認知症集中治療加算（退院時1回）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。 
 

 ○ A238-8は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 
   療養病床に再び再入院した初日に限り算定。 

＜算定要件＞ 

H24.3.5 厚労省資料より 

診療情報提供書料算定不可 
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入院基本料等加算 

改  定 

  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、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本
料 

・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 

<算定要件＞ 
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入院基本料等加算 

① 当該保険医療機関内に総合的な機能評価に係る適切な研修を修了した常勤の医  
  師又は歯科医師が１名以上いること。 
 
② 総合的な機能評価に係る適切な研修とは、次のものをいう。 
  ア 日本医師会、日本老年医学会その他関係学会等が実施するものであること。 
  イ 研修内容に高齢者に対する基本的な診察方法、高齢者の病態の一般的な特徴、  
    薬物療法、終末期医療等の内容が含まれているものであること。 
  ウ 研修内容に総合的な機能評価、薬物療法等のワークショップが含まれたものであ  
    ること。 
  エ 研修期間は通算して16時間以上程度のものであること。 
 
③ 当該保険医療機関内で高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に  
   実施すること。 

＜施設基準＞ 
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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＞ 

DPCでは機能
評価係数Ⅰ 

  ※ 病棟薬剤業務として、以下を規定することとする。 
 

    ① 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 
    ② 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 
    ③ 入院時の持参薬の確認及び服薬計画の提案 
    ④ 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 
    ⑤ 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 
    ⑥ 薬剤の投与にあたり、流量又は投与量の計算等の実施 
    ⑦ 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＞ 

A244   病棟薬剤業務実施加算 新設 
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別紙様式３０ 
病棟薬剤業務日誌 

入院基本料等加算 

記載から5年間
の保存 

業務内容の記載
が必要となります 
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入院基本料等加算 A244   病棟薬剤業務実施加算 新設 

Q 

A 

Ａ２４４病棟薬剤業務実施加算については、病棟ごとに専任の薬剤師を配置す 
ることが要件となっているが、薬剤管理指導料の施設基準において医薬品情報
管理室に配置することになっている常勤薬剤師と重複することは可能か。 

医薬品情報管理室の常勤薬剤師を病棟専任の薬剤師として配置することは不可 
とはなっていないが、それぞれの業務について適切に行われる必要がある。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

栄養サポートチーム加算におけるチームの一員として登録されている薬剤師に 
病棟薬剤業務を実施させることは可能か。 

栄養サポートチーム加算に係る薬剤師による病棟薬剤業務の実施は不可とはな 
っていないが、栄養サポートチーム加算に係る業務に要した時間については、
病棟における実施時間として計上できない。 
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入院基本料等加算 A244   病棟薬剤業務実施加算 新設 

Q 

A 

非常勤の薬剤師であっても、病棟の専任薬剤師となることは可能か。 

非常勤の薬剤師を病棟専任の薬剤師として配置すること及び当該薬剤師が病棟 
薬剤業務の実施に要した時間を病棟薬剤業務の実施時間に含めることは不可と
はなっていないが、病棟薬剤業務が適切に行われる必要がある。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

複数の薬剤師（指導薬剤師及び１名以上の研修薬剤師）が研修の目的で病棟薬 
剤業務を実施した場合、その全員分について病棟薬剤業務の実施時間に含める
ことはできるのか。 

指導薬剤師分のみを病棟薬剤業務の実施時間に含めることができる。 
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入院基本料等加算 A244   病棟薬剤業務実施加算 新設 

Q 

A 

保険医療機関内のすべての病棟（区分番号「Ａ１０６」障害者施設等入院基本 
料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料（病棟単位で行うものに限る。）を
算定する病棟を除く。）に薬剤師が配置されていなければならず、また、病棟
単位で算定することはできないという理解で良いか。 

そのとおり。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ａ２４４病棟薬剤業務実施加算について、①複数の薬剤師が一の病棟において、 
または、②一の薬剤師が複数の病棟において、病棟薬剤業務を実施することが
できるのか。 

実施することができる。ただし、複数の薬剤師が一の病棟において病棟薬剤業 
務を行う場合には、当該薬剤師の間で適切に情報を共有すること。 
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入院基本料等加算 A244   病棟薬剤業務実施加算 新設 

Q 

A 

病棟の専任薬剤師が自ら医薬品安全性情報等の収集を行う必要があるのか。 

医薬品情報管理室の薬剤師からの情報を受けることで差し支えない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

病棟薬剤業務の内容によっては、必ずしも病棟において実施されるものではな 
いものであることとあるが、医薬品情報の収集、抗がん剤の無菌調製のほか、
診療録の記録に係る時間なども病棟薬剤業務の実施時間に含めることは可能か。 

可能である。 
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入院基本料等加算 A244   病棟薬剤業務実施加算 新設 

Q 

A 

特定入院料を算定する病棟、病室又は治療室については、病棟薬剤業務の実施 
に係る取扱いはどのようになるのか。 

次のとおりである。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

病棟に入院基本料を算
定する患者が一部含ま
れている場合 

病棟内に入院している患者
が全て特定入院料を算定
する患者である場合 

特定入院料を算定する病棟 義務 努力義務 

特定入院料を算定する病室 義務 努力義務 

特定入院料を算定する治療室 義務 努力義務 
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入院基本料等加算 A244   病棟薬剤業務実施加算 新設 

Q 

A 

病棟薬剤業務については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留 
意事項について」（平成24年３月５日保医発0305第１号）のＡ２４４の
（２）に示されているが、ここに示された業務以外の業務の実施に要した時間
を病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできるのか。 

基本的には、当該通知で示された業務と解される範囲を含めるものとする。な 
お、病棟カンファレンスの参加及び病棟回診の同行については、「医療スタッ
フの協働・連携によるチーム医療の推進について」（平成22年４月30日医政発
0430第１号）の記の２の（１）の④の業務の一環であり、当該業務が薬物療法
の有効性、安全性の向上に資する場合に限り、病棟薬剤業務の実施時間に含め
ることができる。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

薬剤管理指導記録の作成に要する時間についても、病棟薬剤業務の実施時間に 
含めることはできるのか。 

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。薬剤管理指導記録の作成は、薬剤管理指導料算定のための業務
に該当するので、病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできない。 

106 



入院基本料等加算 

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＞ 

DPCでは機能
評価係数Ⅰ 
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入院基本料等加算 

 

 ○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＞ 

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  
    ロ 200床未満の病院 
       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 
    ロ 200床未満の病院 
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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 

110 



厚生労働省保険局医療課 資料 

111 



入院基本料等加算 
 

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  
    ロ 200床未満の病院 
       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 
    ロ 200床未満の病院 
 
    

Q 

A 

データ提出加算における「200床」とはどのように考えるのか。 

医療法上の許可病床における一般病床となる。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

同一月内に再入院した場合、再入院についてもデータ提出加算を算定すること
ができるのか。 

一連の入院に該当する場合には算定することができない。診断群分類点数表に 
より算定する場合は、DPCの疑義解釈も参照のこと。 
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Q 

A 

データ提出加算における「２００床」とは医療法上の許可病床になるのか。そ
れともＤＰＣ算定対象病床になるのか。 

許可病床における一般病床となる。（外来診療料を算定する医療機関は「200
床以上」の区分で、再診料を算定する医療機関は「200床未満」の区分で施設
基準の届出を行うことができる） 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

ＤＰＣ対象病院において、入院している患者が包括評価の対象外である場合、
データ提出加算は算定することができるか。 
（例１）出来高評価の診断群分類区分に該当し、入院初日から退院日まで医科 
            点数表で算定した場合 
（例２）特定入院期間を超えて医科点数表により算定することになった場合 

一連の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係
数Ⅰで評価されているため算定することができない。ただし、診断群分類点数
表で算定した期間が１日もなければ、退院日にデータ提出加算を算定すること
ができる。（例１は算定可、例２は算定不可） 
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Q 

A 

ＤＰＣ対象病院においては、通常の退院患者調査データを提出していれば、
データ提出加算１を算定することができるのか。 

算定することができる。ただし、４月１日からの算定にあたっては４月１６日
までに厚生局への届出が必要となる。また、データの提出に遅延等が認められ
た場合は、当該提出月の翌々月について、当該加算は算定することができない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

①ＤＰＣ算定病棟（包括評価の対象外）→②ＤＰＣ算定病棟以外の病棟→③Ｄ
ＰＣ算定病棟（包括評価の対象）と転棟した事例について、①から②への転棟
時にデータ提出加算を算定することはできるのか。 

算定することはできない。（③において機能評価係数Ⅰとして評価されている
ため） 

Q 

A 

また上記の問で、②ＤＰＣ算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の
診療報酬改定を経た場合、③ＤＰＣ算定病棟（包括評価の対象外）の退院時に
データ提出加算を算定することはできるのか。 

①ＤＰＣ算定病棟（包括評価の対象）において機能評価係数Ⅱの「データ提出
係数」で既に評価されているため、算定することができない 
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 【A 基本診療料】 特定入院料 
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改定 

【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 

 

○ 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 

 

改定 

【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 
 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 
 

 ［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 

 

別紙様式49  
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特定入院料 

 

別紙様式49の2  別紙様式49の3  
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特定入院料 

 

別紙様式49の4  別紙様式49の5  
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特定入院料 

 

別紙様式49の4  
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特定入院料 

 

Q 

A 

Ａ３０８回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準にある日常生活自立
度を測定するための院内研修を行う看護師は、看護必要度の研修を受けた者で
もよいのか。 

差し支えない。看護必要度に係る評価に関する研修は、平成20年以降、一般病
棟用の重症度・看護必要度に係る評価票として用いられたことから、研修内容
が変わっているため、平成20年以降の研修を受講することが望ましい。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

入院した患者がＡ３０８回復期リハビリテーション病棟入院料にかかる算定要
件に該当しない場合は、当該病棟が療養病棟であるときにはＡ１０１療養病棟
入院基本料１又はＡ１０１療養病棟入院基本料２の入院基本料Iにより算定する
こととあるが、いずれを算定するのか。 

３０８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Ａ１０１療養
病棟入院基本料１、Ａ３０８回復期リハビリテーション病棟入院料３について
はＡ１０１療養病棟入院基本料２により算定する。 
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特定入院料 

 

Q 

A 

同一保険医療機関内において、Ａ３０８回復期リハビリテーション病棟入院料
１、２及び３の届出を行うことは可能か。 

Ａ３０８回復期リハビリテーション病棟入院料１と２を同一保険医療機関が届
出を行うことは可能である。Ａ３０８回復期リハビリテーション病棟入院料１
と３又はＡ３０８回復期リハビリテーション病棟入院料２と３を同一保険医療
機関が届出を行うことはできない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ａ３０８回復期リハビリテーション病棟入院料について、看護必要度評価票Ａ
項目は、入院初日に評価するのか。 

そのとおり。なお、医学的な必要性に基づいて実施されたモニタリング及び 
処置等についてのみ評価を行うこと。 
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特定入院料 

 

改定 

【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 
 
   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。 
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特定入院料 

 

改定 

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 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。 
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特定入院料 

 
改定 

【施設基準】 
 

２ 亜急性期入院医療管理料２ 
  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 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。 

Q 

A 

Ａ３０８－２亜急性期入院医療管理料の１と２について、脳血管疾患等又は運
動器リハビリテーション料の算定の有無に応じて区分されるが、当該入院（通
則５に規定されているもの）において、リハビリテーションを算定した日（リ
ハビリテーションを算定した日を含む。）以降に、Ａ３０８－２亜急性期入院
医療管理料２を算定すればよいか。 

そのとおり。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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特定入院料 

 
改定 

【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) 
 
［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 現行と同様  
 

⑦ 現行と同様 
 

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 

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 
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特定入院料 

 

Q 

A 

Ａ３１０緩和ケア病棟入院料について、入院期間はどのように考えるか。 

緩和ケア病棟から在宅へ退院した後、当該病棟に再入院した場合には、退院か
ら再入院までの期間が７日以上の場合に限り、再入院した日を入院起算日とし
て当該点数を算定して差し支えない。 
また、緩和ケア病棟以外の病棟から緩和ケア病棟に転棟した場合は、一連の入
院において初めて緩和ケア病棟入院料を算定する場合に限り、緩和ケア病棟入
院料を初回に算定した日を入院起算日として当該点数を算定して差し支えない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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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】 
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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             

Q 

A 

Ａ３１１－４児童・思春期精神科入院医療管理料を病室単位で算定する場合、
病棟全体で児童・思春期精神科入院医療管理料の看護配置を満たす必要がある
のか。 

病棟全体で看護配置を満たす必要がある。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ａ３１１－２精神科急性期治療病棟入院料を届け出している病棟の一部病室で
Ａ３１１－４児童・思春期精神科入院医療管理料の届出は可能か。 

できない。 
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特定入院料 

 
改定 

【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＞ 
 

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。 

Q 

A 

Ａ３１２精神療養病棟入院料の重症者加算１を算定する場合に、精神科救急医
療体制の確保への協力状況などの届出はいつから必要となるのか。 

平成25年４月１日から届出を要する。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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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】 

Q 

A 

Ａ３１２精神療養病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神
保健福祉士等はＡ３１４認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要と
される専従の精神保健福祉士等を兼務することが可能か。 

可能である。 

厚労省 疑義解釈（その1） 
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特定入院料 

 
改定 

【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) 
 

［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 

 

改定 

【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。   
 

【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＞ 

Q 

A 

Ａ３１２精神療養病棟入院料及びＡ３１４認知症治療病棟入院料の退院調整加
算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等は、Ｉ０１１精神科退院指導
料及びＩ０１１－２精神科退院前訪問指導料の算定に必要な精神保健福祉士等
を兼ねることは可能か。 

可能である。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

Q 

A 

Ａ３１４認知症治療病棟入院料を算定する病棟において、夜間対応加算の算定
にあたっては全ての日で施設基準を満たす必要があるのか。 

そのとおり。 
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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） 

Q 

A 

Ａ３１４認知症治療病棟入院料を算定する病棟において、準夜帯には看護要員
が３人いるが、深夜帯にいない場合は認知症夜間対応加算を算定してよいか。 

算定できない。 

厚労省 疑義解釈（その1） 

認知症夜間対応加算を算定する認知症治療病棟入院料では、夜間時間帯の最低
必要看護要員配置数はどのようになるのか。 

看護職員1人を含む、看護要員3人以上となる。 

2012年3月以前から実績があり、4月1日付けで受理された場合には、4月より
前から入院しており、入院30日以内の患者については、4月1日からの加算がで
きるか。 

加算できる。 

Q 

A 

Q 

A 

★ 
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