
③２月１０日
具体的な点数

④３月４日
通知等により
運用面を考える

資料１：Ｈ27.7.9 社会保障審議会
一部抜粋・加筆

⑤４月中旬⇒14日
施設基準届出

資料１

①Ｈ27年12月21日
診療報酬本体 ＋0.49％

②１月２７日～２月３日
個別改定項目

6

追加



初・再診料

●救急患者の受入れ体制の充実

現 行 改 定

【A001 再診料／A002 外来診療料】

入院中の患者に対する再診の費用は、第
２部第１節、第３節又は第４節の各区分の
所定点数に含まれるものとする。

【A001 再診料／A002 外来診療料】

入院中の患者に対する再診の費用
（A001に掲げる再診料の注５及び注６に規
定する加算並びにA002に掲げる外来診療
料の注８及び注９に規定する加算を除く。）
は、第２部第１節、第３節又は第４節の各
区分の所定点数に含まれるものとする。

A001 再診料 ／ A002 外来診療料

18

●再診および外来診療の時刻の加算

算定可能

追加



21

【B 特掲診療料】 ⑬ 医学管理等

＜第2章特掲診療料の通則変更＞
算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては
特に定めのない限り、
それぞれ日曜日～土曜の1週間
又は月の初日から月の末日を1か月を単位として算定する

追加



25

医学管理等／在宅医療

●栄養食事指導の対象及び指導内容の拡充

現 行 改 定

【外来・入院・在宅患者訪問栄養食事指導料】

［対象者］
厚生労働大臣が定めた特別食を必要

とする患者

【外来・入院・在宅患者訪問栄養食事指導料】

［対象者］
厚生労働大臣が定めた特別食を必要とす

る患者、又はがん患者、摂食機能若しくは嚥
下機能が低下した患者（※１）又は低栄養状
態にある患者（※２）

※１ 医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配
慮した嚥下調整食（日本摂食嚥下リハ
ビリテーション学会の分類に基づく。）に
相当する食事を要すると判断した患者で
あること。

※２ 次のいずれかを満たす患者であること。
① 血中アルブミンが 3.0g/dl以下である患
者

② 医師が栄養管理により低栄養状態の改
善を要すると判断した患者

嚥下訓練食品

嚥下調整食
１ｊ～４

てんかん食（難治性てんかん（外傷性のものを含む。）、グルコーストランスポーター１欠損症又はミトコンドリア脳筋症の患
者に対する治療食であって、グルコースに代わりケトン体を熱量源として供給することを目的に炭水化物量の制限と脂質
量の増加が厳格に行われたものに限る。）を含む。

追加



現 行 改 定

② 管理栄養士への指示事項は、当該患
者ごとに適切なものとし、少なくとも
熱量・熱量構成、蛋白質量、脂質量
についての具体的な指示を含まなけ
ればならない。

【B001・10 入院栄養食事指導料】
イ 入院栄養食事指導料１ 130点

ロ 入院栄養食事指導料２ 125点

［算定要件］
外来栄養食事指導料と同様

② 管理栄養士への指示事項は、当該患
者ごとに適切なものとし、熱量・熱量構
成、蛋白質、脂質その他栄養素の量、
病態に応じた食事の形態等に係る情
報のうち医師が必要と認めるものに関
する具体的な指示を含まなければなら
ない。

【B001・10 入院栄養食事指導料】
１ 入院栄養食事指導料１
イ 初回 260点(新）
ロ ２回目 200点(新）

２ 入院栄養食事指導料２
イ 初回 250点(新）
ロ ２回目 190点(新）

［算定要件］
外来栄養食事指導料と同趣旨の改正を行う。

29

医学管理等

●栄養食事指導の対象及び指導内容の拡充

※通知内容は同様⇒栄養課に確認
入院中2回を限度（1週間に1回を限度）

追加



医学管理等

【Ⅱ－２(患者の視点等／ICTの活用)－③】
心臓ペースメーカー等の遠隔モニタリングの評価 骨子【Ⅱ－２(3)】

●B001･12 心臓ペースメーカー指導管理料

31

3月4日厚労省解説
イメージ図抜粋

60点×月数
指導料
360点

指導料
360点

P31に
追加



32

医学管理等

●B001･16 喘息治療管理料

現 行 改 定

【B001・16 喘息治療管理料】
イ １月目 75点
ロ ２月目以降 25点

【B001・16 喘息治療管理料】
１ 喘息治療管理料１
イ １月目 75点
ロ ２月目以降 25点

２ 喘息治療管理料２ 280点

［算定要件］
喘息治療管理料２は、６歳未満又は65歳以上の喘息の患者であって、吸入ステロ
イド薬を服用する際に吸入補助器具を必要とするものに対して、吸入補助器具を患
者に提供し、服薬指導等を行った場合に、初回に限り算定する。
指導に当たっては、吸入補助器具の使用方法等について文書を用いた上で患者等
に説明し、指導内容の要点を診療録に記載する。なお、この場合において、吸入補
助器具に係る費用は所定点数に含まれる。

ＨＰに吸入補助器具種類掲載あり

追加
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医学管理等

●B001･22 がん性疼痛緩和指導管理料

【Ⅲ－１（重点的な対応が求められる分野／がん医療の推進）－④】
がん性疼痛緩和指導管理料の見直し 骨子【Ⅲ－１(4)】

現 行 改 定

【B001･22 がん性疼痛緩和指導管理料】
（月１回）

１ 緩和ケアに係る研修を受けた
保険医による場合 200点

２ １以外の場合 100点

【B001･22 がん性疼痛緩和指導管理料】
（月１回）

がん性疼痛緩和指導管理料
200点

（削除）

【経過措置】
現行のがん性疼痛緩和指導管理料２の規定については、平成29年３月31日
までの間は、なお従前の例による。

届出

追加



医学管理等

【Ⅳ－５（効率化等による制度の持続可能性の向上／重症化予防の推進）－①】
進行した糖尿病性腎症に対する運動指導の評価 骨子【Ⅳ－５(1)】

●進行した糖尿病性腎症に対する運動指導の評価

B001･27 注5
糖尿病透析予防指導管理料 腎不全期患者指導加算 100点

新設

［算定要件］
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、腎不全期（eGFR （ml/分/1.73m2）が 30未満）の患者に
対し、専任の医師が、当該患者が腎機能を維持する観点から必要と考えられる運動につ
いて、その種類、頻度、強度、時間、留意すべき点等について指導し、また既に運動を開
始している患者についてはその状況を確認し、必要に応じてさらなる指導を行った場合に、
腎不全期患者指導加算として100点を所定点数に加算する。

１．糖尿病透析予防指導管理料に、腎不全期の糖尿病性腎症の患者に運動指導を行い、
一定水準以上の成果を出している保険医療機関に対する加算を設ける。

38

届出

運動指導については
「日本腎臓リハビリテーション学会」から
「保存期ＣＫＤ患者に対する腎臓リハビリテーションの手引き」

追加



医学管理等

61

「小児かかりつけ診療料」
（別紙様式10）

患者。家族に署名をしてもらうような、同意を必
須としている。参考の様式を示しているので、参
考にしながら、医療機関で確認していただく仕組
みにしている。

（ ３／４ 厚労省説明会 質疑応答よりより）

削除



77

医学管理等

●救命救急入院料等における薬剤管理指導料

【I－３－２(医療機能の分化・強化／地域包括ケアシステムの推進)－①】
特定集中治療室等における薬剤師配置に対する評価 骨子【１－３－２(1)】

現 行 改 定

【B008 薬剤管理指導料】

１ 救命救急入院料等を算定している
患者に対して行う場合 430点

２ 特に安全管理が必要な医薬品が
投薬又は注射されている患者に

対して行う場合
（１に該当する場合を除く。） 380点

３ １及び２の患者以外の患者に
対して行う場合 325点

【B008 薬剤管理指導料】

（削除）

１ 特に安全管理が必要な医薬品が
投薬又は注射されている患者に

対して行う場合
380点

２ １の患者以外の患者に対して行う場合
325点

B008 薬剤管理指導料

薬剤管理指導料１は
Ｈ28年9月30日まで経過措置
ただし、病棟薬剤業務実施加算２
との併算定不可

６日以上の間隔で算定

→週1回につき月４回限度で算定可能

追加



99

在宅医療

【I－４(医療機能の分化・強化／在宅医療の確保)－⑤】
在宅医療における看取り実績に関する評価の充実 骨子【Ⅰ－４(4)】

[施設基準]
(1) 機能強化型の在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の届出を行っていること。
(2) 過去1年間の緊急往診の実績を15件以上かつ在宅での看取りの実績を20件以上

有すること。
(3) 緩和ケア病棟又は在宅での１年間の看取り実績が 10 件以上の保険医療機関にお

いて、３か月以上の勤務歴がある常勤の医師（在宅医療を担当する医師に限る。）
がいること。

(4) 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないもの
に、患者が自ら注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実
績を過去１年間に２件以上有すること。

(5) 「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研
修会」又は「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会等」を修了してい
る常勤の医師がいること。

(6) 院内等において、過去1年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の
掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされている。

●在宅緩和ケア充実診療所・病院加算

又は過去に５件以上実施した経験のある常勤の医師が配置されており、
適切な方法によってオピオイド系鎮痛薬を投与（投与経路は問わないが、
定期的な投与と頓用により患者が自ら疼痛を管理できるものに限る。）した実績を
過去１年間に10件以上有していること。

追加



【対象薬剤追加】
セクキヌマブ（遺伝子組換え）製剤
効能：既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬 116

在宅医療

【I－４(医療機能の分化・強化／在宅医療の確保)－⑥】
在宅自己注射指導管理料の見直し 骨子【Ⅰ－４(5)】

●C101 在宅自己注射指導管理料

現 行 改 定

【在宅自己注射指導管理料】

１ 複雑な場合 1,230点

２ １以外の場合
イ 月３回以下 100点
ロ 月４回以上 190点
ハ 月８回以上 290点
ニ 月28回以上 810点

注２ 導入初期加算 500点

【在宅自己注射指導管理料】

１ 複雑な場合 1,230点

２ １以外の場合
イ 月27回以下 650点
ロ 月28回以上 750点

（削除）
（削除）
注 「２」については、難病外来指導管理料と
の併算定を可能とする。

注２ 導入初期加算 580点

追加

・2以上の保険医療機関が同一患者に異なる
疾患の在宅自己注射指導管理を行っている
場合それぞれの医療機関で算定可能
・その場合、相互の医療機関において処方
されている注射薬等を把握すること 追加



117

在宅医療

【I－４(医療機能の分化・強化／在宅医療の確保)－⑦】
在宅指導管理料等の適正な評価 骨子【Ⅰ－４(6)】

●在宅酸素療法指導管理料 / 在宅酸素療法材料加算

現 行 改 定

【C103 在宅酸素療法指導管理料】
（月１回）

１ チアノーゼ型先天性心疾患の場合
1,300点

２ その他の場合 2,500点

（新設）

【C103 在宅酸素療法指導管理料】
(月１回）

１ チアノーゼ型先天性心疾患の場合
520点

２ その他の場合 2,400点

【C171 在宅酸素療法材料加算】
（３月に３回）
１ チアノーゼ型先天性心疾患の場合

780点(新)
２ その他の場合 100点(新)

注
在宅酸素療法を行っている入院中の患者以
外の患者に対して、当該療法に係る機器を
使用した場合に、３月に３回に限り、第１款の
所定点数に加算する。

装置に必要な回路部品その他の
付属品等に係る費用が含まれる

追加



現 行 改 定

【無菌製剤処理料】

１ 無菌製剤処理料１
（悪性腫瘍に対して用いる薬剤が

注射される一部の患者）
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合
(1) 揮発性の高い薬剤の場合 150点
(2) ( 1 )以外の場合 100点
ロ イ以外の場合 50点

２ 無菌製剤処理料２（１以外のもの） 40点

【無菌製剤処理料】

１ 無菌製剤処理料１
（悪性腫瘍に対して用いる薬剤が

注射される一部の患者）
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合

180点

ロ イ以外の場合 45点

２ 無菌製剤処理料２（１以外のもの） 40点

注射

●項目の見直し

G020 無菌製剤処理料

145

★バイアル用接続器具：
バイアルの内外の差圧を調節することにより薬剤
の飛散を防止する

追加



149

処置

●処置の小児加算

項目 現 行 改 定

J042 腹膜灌流（1日につき）
1 連続携行式腹膜灌流
注２

J043-3 ストーマ処置（1日につき）
J044 救命のための気管内挿管
J050 気管内洗浄（１日につき）

導入期（14日間）
1,000点

15日目～30日目
500点
50点
50点

100点

導入期（14日間）
1,100点

15日目～30日目
550点
55点
55点

110点

６歳未満の乳幼児加算点数の見直し

項目 現 行 改 定

J036非還納性ヘルニア徒手整復法 新生児 100点
３歳未満 50点

新生児 110点
３歳未満 55点

新生児又は３歳未満の乳幼児加算点数の見直し

所定点数ではなく加算点数

所定点数ではなく加算点数

追加



176

手術

●【通則７ 新生児・低体重児加算】に追加された項目

項目 点数

K513 胸腔鏡下肺切除術

１ 肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの） 39,830

２ その他のもの 58,950

K534-3 胸腔鏡下（腹腔鏡下を含む。）横隔膜縫合術 31,990

K635-3
連続携行式腹膜灌流用

カテーテル腹腔内留置術
12,000

所定点数

新生児：所定点数×1.4 ×４倍
手術時体重1,500g未満：所定点数×1.5 ×５倍

訂正



238

手術

現 行 改 定

【帝王切開術】
【注の追加】

【帝王切開術】
注 複雑な場合については、2,000点を所
定点数に加算する。

K898 帝王切開術

●注の追加／見直し

現 行 改 定

【輸血】

注6 不規則抗体検査の費用として検査
回数にかかわらず１月につき200点を
所定点数に加算する。ただし、頻回に
輸血を行う場合にあっては、１週間に
１回を限度として、200点を所定点数に
加算する。

【輸血】

注6 不規則抗体検査の費用として検査
回数にかかわらず１月につき197点を
所定点数に加算する。ただし、頻回に
輸血を行う場合にあっては、１週間に
１回を限度として、197点を所定点数に
加算する。

K920 輸血

●複雑とは
①前置胎盤の合併症を認めるもの ②32週未満の早産の場合
③胎児機能不全を認めるもの ④常位胎盤早期剥離を認めるもの
⑤開腹歴（腹腔・骨盤腔内手術の既往をいう）のある妊婦に対して実地する場合

追加



現 行 改 定

【保険医療機関間の連携による病理診断】

［送付側の施設基準］

標本の送付側においては、病理診断業務
について、５年以上の経験有し、病理標本
作成を行うことが可能な常勤の検査技師が
１名以上配置されていること。

（新設）

【保険医療機関間の連携による病理診断】

［送付側の施設基準］

① 標本の送付側においては、病理診断業
務について、５年以上の経験有し、病理
標本作成を行うことが可能な常勤の検
査技師が１名以上配置されていることが
望ましい。

② 所定の様式に沿って、当該患者に関す
る情報提供を行うこと。なお、その際に
は標本作製をした場所を明記しているこ
と。

病理診断

【Ⅲ－８（重点的な対応が求められる分野／イノベーションの適切な評価）－④】
保険医療機関間の連携による病理診断の要件見直し 骨子【Ⅲ－８(6)】

●保険医療機関間の連携による病理診断の要件見直し
別添２の様式７９の２

289

別紙様式４４



289

病理診断

「保険医療機関間の連携による病理診断に係る
情報提供様式」 （別紙様式４４）

P289に追加



現 行 改 定

【注の追加】

【注の追加】

注５ ＭＲＩ撮影について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において、乳房のＭＲＩ
撮影を行った場合は、乳房ＭＲＩ撮影
加算として、100点を所定点数に加算
する。

注６ ＭＲＩ撮影の１のイについては、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において
行われる場合又は診断撮影機器での
撮影を目的として別の保険医療機関に
依頼し行われる場合に限り算定する。

画像診断

●項目の見直し、注の追加

E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影（MRI撮影）（一連につき）

［施設基準］
(１) 1.5テスラ以上のＭＲＩ装置を有していること。
(２) 画像診断管理加算２に関する施設基準を満

たすこと。
(３) 関係学会より乳癌の専門的な診療が可能と

して認定された施設であること。

304

届出

届出
手術適応及び術式を決定するために
乳房専用造影コイルを使用して乳房

を描出した場合
追加



①外来患者

②要介護被保険者等

③右記リハビリを行っている

④標準的算定日を超えた患者

標準的算定日期間を超えた場合

（1月13単位まで）点数減じて算定

※過去１年間に通所リハビリテーション

又は介護予防通所リハビリテーションを実施実績

①実績のある医療機関(届出）→所定点数×0.6

②実績のない医療機関→上記①の所定点数×0.8

◆H001 脳血管疾患リハビリテーション
→発症、手術、慢性疾患の急性増悪から180日
（その他のものについては最初に診断された時点から）

◆H002 運動器リハビリテーション
→発症、手術、慢性疾患の急性増悪から150日
（その他のものについては最初に診断された時点から）

◆H001-2 廃用症候群リハビリテーション
→廃用症候群の診断または急性増悪120日

※要介護被保険者等
外来患者は、原則として平成30年４月１日
以降は対象とはならない

脳血管疾患・運動器・廃用症候群リハビリテーションの方向性

改定

H003-4
目標設定等支援・管理料

新設

維
持
期
リ
ハ
ビ
リ

※直近3か月以内に
管理料算定していない場合
リハビリ所定点数×0.9

標準日数
1/3を経過

※減算については
平成28年10月１日から実施する。

1週間以内にＦＩＭまた
はＢＩが10以上低下

327

注５の
解説

追加



329

現 行 改 定

【H001 脳血管疾患等リハビリテーション料】
【H001-2 廃用症候群リハビリテーション料】
【H002 運動器リハビリテーション料】

［維持期リハビリテーションを受ける患者が
要介護被保険者等である場合に算定する点数］
本則の100分の90

［要介護被保険者等に対して維持期リハビリテー
ションを実施する保険医療機関において、介護保
険のリハビリテーションの実績がない場合］
所定点数の100分の90に相当する点数により
算定

［算定要件］
要介護被保険者等のうち入院中の患者以外の
患者については、原則として平成28年４月１日以
降は「注４」の対象とはならないものとする。

【H001 脳血管疾患等リハビリテーション料】
【H001-2 廃用症候群リハビリテーション料】
【H002 運動器リハビリテーション料】

［維持期リハビリテーションを受ける患者が
要介護被保険者等である場合に算定する点数］
本則の100分の60

［要介護被保険者等に対して維持期リハビリテー
ションを実施する保険医療機関において、介護保
険のリハビリテーションの実績がない場合］
所定点数の100分の80に相当する点数により
算定

［算定要件］
要介護被保険者等のうち入院中の患者以外の
患者については、原則として平成30年４月１日
以降は「注４」の対象とはならないものとする

リハビリテーション

【Ⅱ－３（患者の視点等／リハビリテーションの推進）－⑥】
要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行等 骨子【Ⅱ－３(6)】

●要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行

注５
追加



現 行 改 定

【通院・在宅精神療法】

注3 20歳未満の患者に対して通院・在宅
精神療法を行った場合（当該保険医療
機関の精神科を最初に受診した日から
１年以内（Ａ３１１－４に掲げる児童・思
春期精神科入院医療管理料に係る届出
を行った保険医療機関において、16歳
未満の患者に対して行った場合は２年以
内）の期間に行った場合に限る。）は、
350点を所定点数に加算する。

【通院・在宅精神療法】

注3 20歳未満の患者に対して通院・在宅
精神療法を行った場合（当該保険医療
機関の精神科を最初に受診した日から
１年以内の期間に行った場合に限る。）
は、350点を所定点数に加算する。
ただし、注４に規定する加算を算定し
た場合は、算定しない。

精神科専門療法

●項目の見直し

I002 通院・在宅精神療法

352

特定薬剤副作用評価加算

児童思春期精神科専門管理加算訂正



400

入院基本料

【I－１（医療機能の分化・強化／入院医療の評価）－①】
7対1入院基本料等の施設基準の見直し
（一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し） 骨子【Ⅰ－１(1)】

● A100～109 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度

現 行 改 定

B項目（ 患者の状況等 ）

８ 寝返り
９ 起き上がり
10 座位保持
11 移乗
12 口腔清潔
13 食事摂取
14 衣服の着脱
（新設）
（新設）

B項目（ 患者の状況等 ）

９ 寝返り
（削除）
（削除）
10 移乗
11 口腔清潔
12 食事摂取
13 衣服の着脱
14 診療・療養上の指示が通じる
15 危険行動

B項目に新設される「危険行動」とは、現行のハイケアユニット用の重症度の項目に、
同じものがある。定義は変えていない。ご本人にとって危険がある行動を指している。
他者への暴力行為や大声を上げる、喫煙は含まれない。つ仁徊についても、本人にとって
危険があるものであれば含まれるが、転倒等の危険がないものは含まれない。

（３／４ 厚労省説明会 質疑応答より）

訂正：徘徊



入院基本料

【I－１（医療機能の分化・強化／入院医療の評価）－①】
7対1入院基本料等の施設基準の見直し
（一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し） 骨子【Ⅰ－１(1)】

● A100～109 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度

＜１５ 危険行動＞
●項目の定義

患者の危険行動の有無を評価する項目である。 ここでいう｢危険行動｣は、｢治療・
検査中のチューブ類・点滴ルート等の自己抜去、 転倒・転落、自傷行為」の発生及
び「そのまま放置すれば危険行動に至ると判断する 行動」を過去１週間以内の評価
対象期間に看護職員等が確認した場合をいう。

●判断に際しての留意点
危険行動の評価にあたっては、適時のアセスメントと適切な対応、並びに日々の危
険行動への対策を前提としている。この項目は、その上で、なお発生が予測できな
かった危険行動の事実とその対応の手間を評価する項目であり、対策をもたない状
況下で発生している危険行動を評価するものではない。対策がもたれている状況下
で発生した危険行動が確認でき、評価当日にも当該対策がもたれている場合に評価
の対象に含める。
認知症等の有無や、日常生活動作能力の低下等の危険行動を起こす疾患・原因等の
背景や、行動の持続時間等の程度を判断の基準としない。なお、病室での喫煙や大
声を出す・暴力を振るう等の、いわゆる迷惑行為は、この項目での定義における
｢危険行動｣には含めない。
他施設からの転院、他病棟からの転棟の際は、看護職員等が記載した記録物により
評価対象期間内の「危険行動」が確認できる場合は、評価の対象に含める。

400

P400に追加



414
中医協総―2 27.11.25入院医療（その6）

現行

追加



【7対1及び10対1】
16時間未満の者
【上記以外の病棟】
8時間未満の者

H28.3.4  厚労省：平成28年度診療報酬改定の概要より引用
415

【夜勤従事者の常勤換算】
月夜勤時間帯に病棟、外来等を
含む全ての月夜勤時間帯を含む全
ての月夜勤時間帯を含む

追加



459

入院基本料等加算

「総合入院体制加算」 （様式13の2）

外来縮小の取組み
旧様式のまま

追加



夜間看護補助体制加算の充実に関する評価

A207-4
看護夜間配置

(入院日～14日以内）

急性期補助届出
（夜間）

12:1 16:1

7対1、10対1 一般病棟入院基本料

充実 それ以外

12:1

80点※ 60点

40点※

80点

A207-3・注３
夜間看護体制加算

(1日につき)

10点※

※ 夜間体制の充実加算項目の条件あり
（項目内容は次項）

A207-3 夜間急性期看護補助体制加算も
点数変更あり

471

4項目以上

4項目以上
①～④、⑥、⑦のうち3項目以上

看護職員と看護補助者との業務範囲を年
1回見直す。
研修を受けている看護師長等の配置が望
ましい。
●国・都道府県又は医療関係団体等

主催の研修（5時間程度）以下内容
①看護補助の活用に関する制度等の概要
②看護職員との連携と業務整理
③看護補助者の育成・研修・能力評価
④看護補助者の雇用形態と処遇等

区分番号追加



507

入院基本料等加算

【I－２（医療機能の分化・強化／医療従事者の負担軽減等の推進）－⑩】
歯科医師と連携した栄養サポートチームに対する評価 骨子【Ⅰー２(10)】

●A233-2 歯科医師と連携した栄養サポートチームに対する評価

[算定要件]

(1) 院内又は院外の歯科医師が、栄養サポートチームの構成員として、以下に掲
げる栄養サポートチームとしての診療に従事した場合に算定する。

① 栄養状態の改善に係るカンファレンス及び回診が週１回程度開催されており、
栄養サポートチームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担当する
保険医、看護師等が参加している。

② カンファレンス及び回診の結果を踏まえて、当該患者の診療を担当する保険
医、看護師等と共同の上で、栄養治療実施計画を作成し、その内容を患者
等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。

③ 栄養治療実施計画に基づいて適切な治療を実施し、適宜フォローアップを行う。

④ 治療終了時又は退院・転院時に、治療結果の評価を行い、それを踏まえて
チームで終了時指導又は退院時指導を行い、その内容を栄養治療実施報告
書として記録し、その写しを患者等に交付するとともに診療録に添付する。

⑤ 当該患者の退院・転院時に、紹介先保険医療機関等に対して診療情報提供
書を作成した場合は、当該報告書を添付する。



507

P507に追加



特定入院料

「回復期リハビリテーション病棟入院料に
おける実績指数等に係る報告書」

（様式４５）

１０名以上
（１０名未満の場合は
実績指数は記入しない）

６単位以上

１

２

１ ２かつ

提供実績

報告2回連続
満たしているか

報告2回連続
満たしているか

・報告⇒３か月ごと（4,7,10,1月）
・実績⇒直近６か月間
重複する実績月が発生
①4月報告 10-3月 実績
②7月報告 1-6月 実績
③10月報告 4-9月 実績
④1月報告 7-12月 実績

568

P568に追加



特定入院料

「回復期リハビリテーション病棟入院料に
おける実績指数等に係る報告書」

（様式４５）
効果実績
（実績指数）

２７点以上

報告2回連続
満たしているか

実績指数除外患者

568

P568に追加



590

短期滞在手術等基本料

【重点課題 I－１(医療機能の分化・強化／入院医療の評価)－⑦】
短期滞在手術等基本料３の見直し 骨子【Ⅰー１(5)】

●短期滞在手術等基本料３の見直し

現 行 改 定

［包括範囲］

全診療報酬

［包括範囲］

下記以外は包括とする。

① 第２章第２部第２節在宅療養指 導管理料、
第３節薬剤料及び第４節 特定保険医療材
料料

② 人工腎臓

③ 抗悪性腫瘍剤

④ 疼痛コントロールのための医療 用麻薬

⑤ エリスロポエチン（人工腎臓又は 腹膜灌流を
受けている患者のうち、 腎性貧血状態に
あるものに対して 投与された場合に限る。）

包括範囲から除外される抗悪性腫瘍剤には、
薬効分類上の腫蕩薬のほか、インターフェロンや
酢駿リュープロレリンなど、そういったものも含
む方向で整理したい。

（３／４ 厚労省説明会 質疑応答より）

酸

訂正


