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基本診療料（初・再診料）
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【オン診】オンライン診療の点数
p基本診療料

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

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

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

u「当該診療が指針に沿った適切な診療であったこと」、「当該処⽅が指針に沿った適切な処⽅で
あったこと」をカルテ及びレセプトの摘要欄に記載
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【オン診】オンライン診療の点数
p新型コロナウイルス感染症特例との関係

u令和４年４⽉以降は前ページの点数表本則と新型コロナウイルス感染症特例が混在します
u⾳声通話による算定は当⾯認められますが「情報通信機器を⽤いた場合」には該当しません
uそもそも届出をしていない医療機関では「情報通信機器を⽤いた場合」は算定できません

p情報通信機器の定義
uオンライン診療システム

uオンライン診療で使⽤されることを念頭に作成された視覚及び聴覚を⽤いる情報通信機器のシステ
ム

u汎⽤サービス
uオンライン診療に限らず広く⽤いられるサービスであって、視覚及び聴覚を⽤いる情報通信機器の
システムを使⽤するもの

「オンライン診療の適切な実施に関する指針（平成３０年３⽉（令和４年１⽉⼀部改訂）厚⽣労働省）」
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5 ２５１点 ７５０点

７３点 ５００点

３，０２９点 ２，２４９点

１，６８５点 １，２６５点

８８０点 ８８０点

１，５１５点 １，１２５点

８４３点 ６３３点

４４０点 ４４０点

２，７８９点 ２，０６９点

１，５６５点 １，１７５点

　　８２０点 ８２０点

１，３９５点 １，０３５点

７８３点 ５８８点

４１０点 ４１０点

２，５６９点 １，９０９点

１，４６５点 １，１０５点

７８０点 ７８０点

１，２８５点 ９５５点

７３３点 ５５３点

３９０点 ３９０点

２，０２９点 １，５４９点

１，１８０点 ９１０点

６６０点 ６６０点

１，０１５点 ７７５点

５９０点 ４５５点

３３０点 ３３０点

基本診療料

初診料

再診料

遠隔連携診療料

診断を目的とする場合

その他の場合

上記以外の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

機能強化型在支診以外

機能強化型在支診（病床無し）

月２回以上（うち１回以上情報通信機器）

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

月１回以上（うち2月に１回情報通信機器）

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

月１回以上（うち2月に１回情報通信機器）

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

在支診以外

月２回以上（うち１回以上情報通信機器）

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

月２回以上（うち１回以上情報通信機器）

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

月１回以上（うち2月に１回情報通信機器）

月１回以上（うち2月に１回情報通信機器）

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

在宅時医学総合管理料　　※省略している点数があります

在支診以外

施設入居時等医学総合管理料　　※省略している点数があります

機能強化型在支診（病床有り）

月２回以上（うち１回以上情報通信機器）

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

月２回以上（うち１回以上情報通信機器）

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

月１回以上（うち2月に１回情報通信機器）

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

月１回以上（うち2月に１回情報通信機器）

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

機能強化型在支診以外

月２回以上（うち１回以上情報通信機器）

月２回以上（うち１回以上情報通信機器）

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

月１回以上（うち2月に１回情報通信機器）

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

機能強化型在支診（病床有り）

機能強化型在支診（病床無し）

月２回以上（うち１回以上情報通信機器）

月１回以上（うち2月に１回情報通信機器）

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

上記以外の場合

単一建物診療患者が１人の場合



【オン診】対⾯と情報通信機器を⽤いた場合の点数⽐較6

対　面
情報

通信機器
対　面

情報

通信機器

診療所 ２２５点 １９６点 ３００点 ２６１点

100床未満 １４７点 １２８点 ３５０点 ３０５点

100以上200床未満 ８７点 ７６点 ５００点 ４３５点

２４０点 ２０９点 １３０点 １１３点

３３０点 ２８７点 1　初回 ８００点 ６９６点

２７０点 ２３５点 2　2回目以降 ４００点 ３４８点

２５０点 ２１８点 ３００点 ２６１点

２７０点 ２３５点 ５００点 ４３５点

２５０点 ２１８点 ７００点 ６０９点

１００点 ８７点 ２５０点 ２１８点

初回 ２６０点 ２３５点

2回目以降 ２００点 １８０点 対　面 情報通信機器

初回 ２５０点 ２２５点 　1,230点　1,070点
2回目以降 １９０点 １７０点 650点 566点

５００点 ４３５点 750点 　653点

２００点 １７４点

２００点 １７４点

３００点 ２６１点 ー ー

５５０点 ４７９点 ー ー

２００点 １７４点 ー ー

２９０点 ２５２点

月27回以下の場合

皮膚科特定疾患指導管理料（Ⅰ）

乳幼児育児栄養指導料

外来栄養食事指導料1

療養・就労両立支援指導料

外来栄養食事指導料2

（診療所のみ）

ウイルス疾患指導料　2

肝炎インターフェロン治療計画料

薬剤総合評価調整管理料皮膚科特定疾患指導管理料（Ⅱ）

在宅自己注射指導管理料

複雑な場合

がん性疼痛緩和指導管理料

がん患者指導管理料イ

外来緩和ケア管理料

令和4年度改定で算定不可となった医学管理料

小児悪性腫瘍患者指導管理料

地域包括診療料

認知症地域包括診療料

生活習慣病管理料

がん患者指導管理料ハ

月28回以上の場合

がん患者指導管理料二

がん患者指導管理料ロ

項目 項目

特定疾患療養管理料

がん治療連携計画策定料　2

外来がん患者在宅連携指導料

てんかん指導料

移植後患者指導管理料

難病外来指導管理料

糖尿病透析予防指導管理料

腎代替療法指導管理料

ウイルス疾患指導料　1

小児科療養指導料



【基本診療料】オンライン資格確認システムの活⽤
p（新）電⼦的保健医療情報活⽤加算（⽉１回）

p初診料の場合 ７点
p特例措置 ３点（令和６年３⽉３１⽇まで）※１

p再診料の場合 ４点
u初診時に算定した場合には再診時には算定不可（特例措置を除く）

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

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

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

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

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

u上記３点を満たせば届出不要

p院内掲⽰物に注意
u上記施設基準にも院内掲⽰の条件がある
u個⼈情報保護法に規定される掲⽰物に利⽤⽬的を追加するのを忘れずに

u他の事業者等への情報提供を伴う事例
u医療保険事務の中に「審査⽀払機関⼜は保険者への照会」等を追加
u「オンライン資格確認」を導⼊する医療機関等における個⼈情報の利⽤⽬的の例⽰について

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000757681.pdf
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【基本診療料】オンライン資格確認システムの活⽤
p（新）電⼦的保健医療情報活⽤加算（⽉１回）

u算定例１（加算は考慮していません）
u１⽇⽬ 初診料２８８点＋電⼦的保健医療情報活⽤加算（初診）７点＝ ２９５点
u２⽇⽬ 再診料７３点＋電⼦的保健医療情報活⽤加算４点＝７７点× ⇒ ７３点

u算定例２（加算は考慮していません）
u１⽇⽬ 初診料２８８点
＋電⼦的保健医療情報活⽤加算（初診）（診療情報等の取得が困難等）３点＝２９１点

u２⽇⽬ 再診料７３点＋電⼦的保健医療情報活⽤加算（再診）４点＝７７点 ○

u電⼦カルテ／レセコンが⾃動的に判断してくれる・・・はず
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○ オンライン資格確認の導⼊にあたっての補助
•顔認証付きカードリーダーの無償提供（病院３台まで、診療所等１台）
•それ以外の費⽤（①資格確認端末等の導⼊、②ネットワーク環境の整備、③レセプトコンピュータ等の既存システムの改修等）へ は
補助⾦を交付（令和５年３⽉末までに設置準備を完了した場合。なお、上限額及び補助割合が機関種別等によって異なる）。

○ オンライン資格確認導⼊に関する⼿続き・各種申請・QA
医療機関等における導⼊状況・患者向けの周知広報素材等
その他お問い合わせ

医療機関等向けポータルサイト
厚⽣労働省ホームページ
オンライン資格確認等コールセンター

n運⽤開始の準備ができたら、「運⽤開始⽇」の登録を⾏ってください！

オンライン資格確認の準備作業について

医療機関ポータル 検索

医療機関等向けポータルサイト 厚⽣労働省ホームページ オンライン資格確認等コールセンター

0800-0804583（通話無料）⽉〜⾦8︓00〜18︓00
（いずれも祝⽇を除く） ⼟ 8︓00〜16︓00

contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp

オンライン資格確認 検索

これからオンライン資格確認の導⼊をされる⽅へ
nまずは、顔認証付きカードリーダーをお申し込みください！
これからオンライン資格確認を導⼊される⽅は、「医療機関等向けポータルサイト」へのアカウント登録を⾏い、同サイトよりご希望の
顔認証付きカードリーダーをお申し込みください。

nシステム業者へのご連絡をお願いします。
顔認証付きカードリーダーを申し込んだ後は、システム業者へのご連絡や各種申請⼿続きが必要となります。
詳しくは「準備作業の⼿引き」をご確認いただき、⼿順に沿って導⼊準備を⾏ってください。
（右の⼆次元バーコードよりアクセスいただけます）

オンライン資格確認導⼊に向けた
準備作業の⼿引き
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【基本診療料】感染症対策
p新型コロナウイルス感染症特例点数

u令和４年３⽉３１⽇に期限を迎える点数
u乳幼児感染予防策加算、⼆類感染症患者⼊院診療加算（外来診療・診療報酬上臨時的取扱）

u下記の新型コロナウイルス感染症特例は４⽉以降も引き続き実施
u外来・往診等

u⼆類感染症患者⼊院診療加算（電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱）
u⼆類感染症患者⼊院診療加算（電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱）
u⼆類感染症患者⼊院診療加算（電話等診療・臨取）（重点措置）
u院内トリアージ実施料（診療報酬上臨時的取扱）
u救急医療管理加算１（診療報酬上臨時的取扱）（ＣＯＶ・往診等）
u救急医療管理加算１（診療報酬上臨時的取扱）（ＣＯＶ・外来診療）
u乳幼児加算（救急医療管理加算・臨時的取扱）（外来診療・往診等）
u⼩児加算（救急医療管理加算・臨時的取扱）（外来診療・往診等）
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【基本診療料】感染症対策
p新型コロナウイルス感染症特例点数

u下記の新型コロナウイルス感染症特例を引き続き実施
u外来・往診等

u救急医療管理加算１（診療報酬上臨時的取扱）（往診等・中和抗体薬）
u救急医療管理加算１（診療報酬上臨時的取扱）（外来・中和抗体薬）
u緊急往診加算（機能強化した在⽀診等）（病床なし）（臨時的取扱）
u緊急往診加算（機能強化した在⽀診等）（病床あり）（臨時的取扱）
u緊急往診加算（在⽀診等）（臨時的取扱）
u緊急往診加算（在⽀診等以外）（臨時的取扱）
u緊急訪問看護加算（診療報酬上臨時的取扱）
u⻑時間訪問看護・指導加算（診療報酬上臨時的取扱）
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【基本診療料】外来感染対策向上加算の新設
p（新）外来感染対策向上加算 ６点（⽉１回）（要届出）（診療所のみ）

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

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

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

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

u精神科訪問看護・指導料

13



【基本診療料】外来感染対策向上加算の概要14

外来感染対策向上加算

６点
患者１⼈の外来診療につき⽉１回に限り算定

届出基準 診療所（感染対策向上加算の届出がないこと）

院内感染管理者（※）を配置

※医師、看護師、薬剤師その他の医療有資格者であること

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

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

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

サーベイランス
への参加

サーベイランス強化加算として１点を算定

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

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

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

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

他院との連携により連携強化加算として３点を算定する

感染制御チーム
の設置

医療機関間・
⾏政等との連携

その他

主

な

施

設

基

準

点数

算定要件



【基本診療料】外来感染対策向上加算の概要15

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

感染対策向上加算１

感染対策向上加算２ 感染対策向上加算３

（新設）外来感染対策向上加算

（新設）

連携

感染対策向上加算１地域の医師会

感染症の発⽣状況等

に関する報告

連携強化加算

相談・助⾔

指導強化加算

・定期的なカンファレンス
・新興感染症の発⽣等を想
定した訓練の実施 等

サーベイランスへの参加
サーベイランス強化加算

相互評価

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

u電⼦カルテ／レセコンが⾃動的に判断してくれる・・・はず



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

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

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

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

u感染防⽌対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容を整備

16



【基本診療料】外来感染対策向上加算の新設
u外来感染対策向上加算の施設基準

u院内感染管理者の責務
u最新のエビデンスに基づき⼿順書を作成

u⾃院の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消
毒・滅菌、抗菌薬適正使⽤等の内容を盛り込み各部署に配布

u職員を対象として少なくとも年２回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を⾏う
u安全管理の体制確保のための職員研修とは別に⾏う（医療安全対策加算の研修）

u少なくとも年２回程度、感染対策向上加算１の届出病院または地域の医師会が定期的に主催す
る院内感染対策に関するカンファレンスに参加

u複数の感染対策向上加算１の届出病院と連携する場合はそれぞれ年１回以上合わせて年２回以上参加
u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

u感染対策向上加算１の届出病院または地域の医師会が主催する新興感染症の発⽣等を想定した訓練に
ついて、少なくとも年１回参加

uカンファレンスはリアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を⽤いて実施して
も差し⽀えない

u１週間に１回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を⾏うとともに、院内感染防
⽌対策の実施状況の把握・指導を⾏う

17



【基本診療料】外来感染対策向上加算の新設
u外来感染対策向上加算の施設基準の続き

u院内感染管理者の責務の続き
uビデオ通話を⽤いる場合に患者の個⼈情報を画⾯上で共有する際は、患者の同意を得
ていること

u電⼦カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカン
ファレンスを実施する場合には、厚⽣労働省「医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン」に対応していること

u新興感染症の発⽣時等の対応
u都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、そのことに
ついてホームページ等により公開

u発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線を分けることができる体制
を有する

u新興感染症の発⽣時等や院内アウトブレイクの発⽣時等の有事の際の対応について、
連携する感染対策向上加算１の届出病院等とあらかじめ協議し、地域連携に係る⼗分
な体制が整備されている

18



【基本診療料】外来感染対策向上加算の新設
u外来感染対策向上加算の施設基準の続き

u抗菌薬の適正使⽤について
u「抗微⽣物薬適正使⽤の⼿引き」を参考に抗菌薬の適正な使⽤の推進に資する取組を
⾏っている

u院内の抗菌薬の適正使⽤について、連携する感染対策向上加算１の届出病院または地
域の医師会から助⾔等を受ける。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬
剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど「中⼩病
院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を⾏う

uその他
u感染対策向上加算（⼊院）の届出を⾏っていない診療所
u院内の⾒やすい場所に、院内感染防⽌対策に関する取組事項を掲⽰

u届出に関する事項
u届出は別添７の様式１の４を⽤いる
u当該加算の届出については実績を要しない

19



【基本診療料】外来感染対策向上加算の新設
p（新）連携強化加算 ３点（⽉１回）（要届出）

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

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

u届出に関する事項
u届出は別添７の様式１の５を⽤いる

20



【基本診療料】外来感染対策向上加算の新設
p（新）サーベイランス強化加算 １点（⽉１回）（要届出）

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

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

u届出に関する事項
u届出は別添７の様式１の５を⽤いる
u当該加算の届出については実績を要しない

21



【基本診療料】地域包括診療加算の⾒直し
p地域包括診療加算（診療所のみ）、地域包括診療料（診療所・２００床未満）

u対象疾患の追加
u⾼⾎圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性⼼不全、慢性腎臓病（慢性維持透析を⾏っていない
ものに限る）及び認知症の６疾病のうち２つ以上（疑いは除く）を有する者

u算定要件の⾒直し
u当該患者を診療する担当医を決め、担当医は慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した
うえで指導及び診療を⾏った場合に算定。なお、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭で
の体重や⾎圧の計測、飲酒、その他療養上の問題点等に係る⽣活⾯の指導は、必要に応じ
当該医師の指⽰を受けた看護師や管理栄養⼠、薬剤師の実施でも差し⽀えない

u当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を⾏うこと。ア〜ケ（略）
uチ、必要に応じ、患者の予防接種の実施状況を把握すること等により、当該患者からの予防接
種に係る相談に対応すること。

u院内掲⽰で以下を周知し、患者の求めがあった場合に適切に対応すること。イ・ロ（略）
uハ、予防接種に係る相談を⾏っていること

22



【基本診療料】機能強化加算の⾒直し23

165

改定後
次のいずれかを満たしていること。

• 地域包括診療加算１／地域包括診療料１の届出を⾏っ
ていること

（参考︓地域包括加算１／診療料１の施設基準）
以下の全てを満たしていること
n 直近１年間に、当該保険医療機関での継続的な外来
診療を経て、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「１」、在
宅患者訪問診療料(Ⅱ) ⼜は往診料を算定した患者の
数の合計が、10 ⼈以上であること

n 直近１か⽉に初診、再診、往診⼜は訪問診療を実施
した患者のうち、往診⼜は訪問診療を実施した患者
の割合が70％未満であること

以下のいずれも満たすものであること
・地域包括診療加算２／地域包括診療料２の届出を⾏っ
ていること。
・直近１年間において、次のいずれかを満たしている
こと
n 地域包括診療加算２／地域包括診療料２を算定した
患者が３⼈以上

n 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の「１」、在宅患者訪問
診療料(Ⅱ)⼜は往診料を算定した患者の数の合計が
3⼈以上

• ⼩児かかりつけ診療料の届出を⾏っていること
• 在宅時医学総合管理料／施設⼊居時等医学総合管理料の
届出を⾏っている機能強化型の在⽀診⼜は在⽀病であ
ること

（参考︓機能強化型の在⽀診⼜は在⽀病の施設基準）
以下のいずれにも該当していること
過去１年間において、
n （在⽀診の場合）緊急往診の実績10件以上（連携型
の場合、当該医療機関で４件以上）

n （在⽀病の場合）緊急往診の実績10件以上（連携型
の場合、当該医療機関で４件以上）⼜は在⽀診から
の緊急受⼊の実績が31件以上

n 在宅における看取りの実績⼜は15歳未満の超・準
超

以下のいずれも満たすものであること
• 在宅時医学総合管理料／施設⼊居時等医学総合管理料
の届出を⾏っている機能強化型以外の在⽀診⼜は在⽀
病であること

• 以下のいずれかを満たしていること
過去１年間において、
n （在⽀診の場合）緊急往診の実績３件以上。
n （在⽀病の場合）緊急往診の実績⼜は在⽀診からの
緊急受⼊の実績の合計が３件以上

n 在宅における看取りの実績⼜は15歳未満の超・準
超重症児の在宅医療の実績が１件以上重症児の在宅医療の実績が４件以上（連携型の場合、

当該医療機関で２件以上）

• 以下のいずれかを⾏っている常勤の医師を配置すること。
ア 介護保険制度の利⽤等の相談への対応、主治医意⾒書の作成 イ 警察医として協⼒ ウ 乳幼児健診を実施
エ 定期予防接種を実施 オ 幼稚園の園医等 カ 地域ケア会議に出席 キ ⼀般介護予防事業に協⼒

現⾏

届出
・
実績

次のいずれかの届出

• 地域包括診療加算
• 地域包括診療料

⼩児かかりつけ診療料

• 在宅時医学総合管
理料

• 施設⼊居時等医学
総合管理料

（在⽀診⼜は在⽀病に
限る）

配置
医師 －



【基本診療料】機能強化加算の⾒直し
p概要

u地域の医療提供体制において担うべきかかりつけ医機能の明確化
u外来医療における適切な役割分担を図り、専⾨医療機関への受診の要否の判断等を含むよ
り的確で質の⾼い診療機能を評価

u算定要件
u（新）かかりつけ医機能を担う医療機関として、必要に応じ、患者に対して以下の対応を
⾏うとともに、当該対応を⾏うことができる旨を院内及びホームページ等に掲⽰し、必要
に応じて患者に対して説明すること。

u患者が受診している他院及び処⽅されている医薬品を把握し、必要な管理を⾏うとともに、診
療録に記載

u上記は必要に応じ、担当医の指⽰を受けた看護職員等が情報の把握を⾏うことも可能
u専⾨医師⼜は専⾨医療機関への紹介を⾏う
u健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じる
u保健・福祉サービスに係る相談に応じる
u診療時間外を含む、緊急時の対応⽅法等に係る情報提供を⾏う
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【基本診療料】機能強化加算の⾒直し
u施設基準

u（新）地域における保健・福祉・⾏政サービス等に係る対応として、以下のいず
れかを⾏っている常勤の医師を配置している ⇒ 経過措置項⽬
u介護保険制度の利⽤等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意⾒書の作
成を⾏っている

u警察医として協⼒している
u⺟⼦保健法に規定する乳幼児の健康診査（市町村を実施主体とする１歳６か⽉、３歳
児等の乳幼児の健康診査)を実施している

u予防接種法に規定する予防接種（定期予防接種)を実施している
u幼稚園の園医、保育所の嘱託医⼜は⼩学校、中学校若しくは⾼等学校の学校医に就任
している

u「地域包括⽀援センターの設置運営について」に規定する地域ケア会議に出席してい
る

u通いの場や講演会等の市町村が⾏う⼀般介護予防事業に協⼒している

25



【基本診療料】機能強化加算の⾒直し26

u経過措置（表中⻘字）
u令和４年３⽉３１⽇時
点で機能強化加算の届
出医療機関は、令和４
年９⽉３０⽇までの間
に限り、左表の（２）
のイの（ロ）、エの
（ロ）及びキの基準を
満たしているものとす
る

(ｲ)　地域包括診療加算２の届出を行っている

(ﾛ)　直近１年間において、次のいずれかを満たしている

①　地域包括診療加算２を算定した患者が３人以上

②　在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の「１」、在宅患者訪問診療料（Ⅱ）（注１のイの場合に限

る）または往診料を算定した患者の数の合計が３人以上

(ｲ)　地域包括診療料２の届出を行っている

(ﾛ)　 直近１年間において、次のいずれかを満たしている

①　地域包括診療料２を算定した患者が３人以上

②　在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の「１」、在宅患者訪問診療料（Ⅱ）（注１のイの場合に限

る）または往診料を算定した患者の数の合計が３人以上

(ｲ)在宅療養支援診療所であって、以下のいずれかを満たしている

① 在宅療養支援診療所（病院）に掲げる過去１年間の緊急の往診の実績が３件以上

② 在宅療養支援診療所（病院）に掲げる過去１年間の在宅における看取りの実績が１件

以上または過去１年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実

績が１件以上

カ,在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料の届出があり、機能強化型在宅療

養支援診療所（病院）（単独型・連携型）である

キ,在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料の届出があり、在宅療養支援診

療所（病院）で以下のいずれかを満たしている
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ア,地域包括診療加算１の届出を行っている

イ,以下のいずれも満たしている

ウ,地域包括診療料１の届出を行っている

エ,以下のいずれも満たしている

オ,小児かかりつけ診療料の届出を行っている

（ロ）省略



【基本診療料】機能強化加算の⾒直し
u施設基準

u次のいずれかを満たしている（前ページの表で割愛した病院部分）
uキ、在宅時医学総合管理料⼜は施設⼊居時等医学総合管理料に係る届出を⾏っている
保険医療機関であって、第９在宅療養⽀援診療所の１(3)に該当する診療所並びに第14
の２在宅療養⽀援病院の１(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしている

u（ロ）第14の２在宅療養⽀援病院の１(3)に該当する病院であって、以下のいずれかを満た
していること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについ
ては、第14の２在宅療養⽀援病院と同様である。

u①第14の２在宅療養⽀援病院の１(1)シ①に掲げる過去１年間の緊急の往診の実績⼜は
１(1)シ②に掲げる在宅療養⽀援診療所等からの要請により患者の緊急受⼊を⾏った実
績の合計が直近１年間で３件以上

u②第14の２在宅療養⽀援病院の１(1)スに掲げる過去１年間の在宅における看取りの実
績が１件以上⼜は過去１年間の１５歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医
療の実績が１件以上
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【基本診療料】機能強化加算の⾒直し
u施設基準

u（新）適切な受診につながるような助⾔及び指導を⾏うこと等、質の⾼い診療機能を有する
体制が整備されていること

u地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、⾃院の⾒やすい場所及び
ホームページ等に掲⽰する等の取組を⾏っていること

u院内掲⽰等 ⇒ 経過措置項⽬
u以下の内容を⾃院の⾒やすい場所及びホームページ等に掲⽰

u地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保
健・福祉サービスに関する相談、夜間・休⽇の問い合わせへの対応及び必要に応じた
専⾨医⼜は専⾨医療機関への紹介を⾏っている医療機関であること

u届出に関する事項
u届出は別添７の１の３を⽤いる
u令和４年３⽉３１⽇時点で機能強化加算の届出医療機関は、令和４年９⽉３０⽇までの間は、２ページ
前の表のほか、「経過措置項⽬」と記載の基準を満たしているものとする
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ご静聴・ご視聴
ありがとうございました

MSGチャンネルにて様々な
情報提供を⾏なっております

拙著がじほう社より刊⾏予定です

『患者さんと共有できる外来点数マニュアル ２０２２年度版』

https://www.jiho.co.jp/shop/list/detail/tabid/272/catid/10800/pdid/54088/Default.aspx

29


