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【医学管理料】対⾯と情報通信機器を⽤いた場合の点数⽐較3

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 ３００点 ２６１点

100以上200床未満 ８７点 ７６点 ３５０点 ３０５点

２４０点 ２０９点 ５００点 ４３５点

３３０点 ２８７点 １３０点 １１３点

２７０点 ２３５点 1　初回 ８００点 ６９６点

２５０点 ２１８点 2　2回目以降 ４００点 ３４８点

２７０点 ２３５点 ３００点 ２６１点

２５０点 ２１８点 ５００点 ４３５点

１００点 ８７点 ７００点 ６０９点

初回 ２６０点 ２３５点 ２５０点 ２１８点

2回目以降 ２００点 １８０点

初回 ２５０点 ２２５点 対　面 情報通信機器

2回目以降 １９０点 １７０点 　1,230点　1,070点
５００点 ４３５点 650点 566点

２００点 １７４点 750点 　653点

２００点 １７４点

３００点 ２６１点

５５０点 ４７９点 ー ー

２００点 １７４点 ー ー

２９０点 ２５２点 ー ー

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イ

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

移植後患者指導管理料ロ

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

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



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

u保険医療機関（⻭科診療を⾏う保険医療機関を除く）が、⻭科を標榜する保険医療機
関に対して、当該⻭科を標榜する保険医療機関において⼝腔内の管理が必要であると
判断した患者に関する情報提供を、以下のア⼜はイにより⾏った場合に算定する。な
お、診療録に情報提供を⾏った⻭科医療機関名を記載する
uア、⻭科を標榜していない病院が算定可能
uイ、在宅療養⽀援診療所⼜は在宅療養⽀援病院に属する医科の保険医療機関⼜は医科⻭科
併設の保険医療機関の医師が、訪問診療を⾏った栄養障害を有する患者⼜は摂⾷機能障害
を有する患者について、⻭科訪問診療の必要性を認め、在宅⻭科医療を⾏う、⻭科を標榜
する保険医療機関に対して情報提供を⾏った場合
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【医学管理料】診療情報提供料（Ⅲ）の名称変更
p診療情報提供料（Ⅲ） ⇒ 連携強化診療情報提供料

u算定回数の⾒直し
u提供する保険医療機関ごとに患者１⼈につき３⽉に１回⽉１回に限り算定

u算定要件
u（新）紹介受診重点医療機関が他院（許可病床の数が２００床未満の病院⼜は診療所に限る）から紹介
された患者について、当該患者を紹介した他院からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を⽰す
⽂書を提供した場合にも算定可能

u（新）施設基準を満たす保険医療機関で、他院から紹介された指定難病患者⼜はてんかん患者（疑い患
者を含む）について、当該患者を紹介した他院からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を⽰す
⽂書を提供した場合（初診料算定⽇を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する⽇の予約を⾏っ
た場合はこの限りではない）に、提供する保険医療機関ごとに患者１⼈につき⽉１回に限り算定
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例︓⽇常診療を実施

指定難病の
患者を紹介

診療状況を
提供

例︓専⾨的な診療を実施

地域の医療機関
難病診療連携拠点病院⼜は難                                 
病診療分野別拠点病院

連携強化診療情報 
提供料を算定

例︓⽇常診療を実施
提供

例︓専⾨的な診療を実施

地域の医療機関

連携強化診療情
報提
供料を算定

てんかん⽀援拠点病院

てんかんの
患者を紹介

診療状況を

① ②



【医学管理料】診療情報提供料（Ⅲ）の名称変更6
注番号 紹介元 患者

紹介先
（紹介元に診療情報を提供した場合に、
連携強化診療情報提供料が算定可能）

算定回数の制限

1
かかりつけ医機能に係る
施設基準の届出あり

－ 禁煙

以下のいずれか 以下のいずれも満たす

•200床未満の病院 •紹介受診重点医療機関

•診療所 •禁煙

以下のいずれも満たす

•かかりつけ医機能に係る施設基準の届出
あり

•禁煙

以下のいずれも満たす

•難病診療拠点病院又は難病診療分野別
拠点病院

•禁煙

以下のいずれも満たす

•てんかん支援拠点病院

•禁煙

5 － 妊娠中の患者 － ３月に１回

産科又は産婦人科を標榜 禁煙

以下のいずれも満たす

•産科又は産婦人科を標榜

•妊娠中の患者の診療につき十分な体制を
整備している

6 妊娠中の患者 月に１回
－

－ －

てんかん（疑い含む）の患者

3

4 －

難病（疑い含む）の患者

月に１回

2 －



【医学管理料】⽣活習慣病管理料の⾒直し
p処⽅箋を交付する場合

u脂質異常症を主病とする場合 ６５０点
u⾼⾎圧症を主病とする場合 ７００点
u糖尿病を主病とする場合 ８００点

p上記以外の場合
u脂質異常症を主病とする場合 １,１７５点
u⾼⾎圧症を主病とする場合 １,０３５点
u糖尿病を主病とする場合 １,２８０点

p（改）⽣活習慣病管理料
u脂質異常症を主病とする場合 ５７０点
u⾼⾎圧症を主病とする場合 ６２０点
u糖尿病を主病とする場合 ７２０点
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u投薬を出来⾼とし点数を⼀本化

u⽣活習慣に関する総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養⼠等の多職種と連携して
実施しても差し⽀えないことを明記

u糖尿病⼜は⾼⾎圧症の患者について管理⽅針を変更した場合に、患者数の定期的な記録を求
めないこととする



【医学管理料】⽣活習慣病管理料の加算新設
p（新）外来データ提出加算 ５０点（要届出）

u算定要件
u⾃院の診療報酬の請求状況、⽣活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータ
を継続して厚⽣労働省に提出している場合

u施設基準
u外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が
整備されていること

u病院の場合はデータ提出加算に係る届出を⾏っていない保険医療機関

※「外来医療等のデータ」については、令和５年１０⽉診療分をめどにデータ提出を受け付ける⽅
向で対応する
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外来医療等のデータ提出を始める医療機関のスケジュール（イメージ）
令和４年度診療報酬改定 Ⅲ－２ 医療におけるＩＣＴの利活⽤・デジタル化への対応－⑫

６〜７⽉ ８⽉

②６,７⽉分の
データ

（試⾏データ）
を作成

※連続する少なくとも
２か⽉分のデータ

⑤判定

１０⽉からは、３か⽉毎に提出（※３）。

１０⽉１⽇より
⑧外来データ提出加算等

算定

①データ作
成開始前に
保険局医療
課に届出
（※1）

⑦通知を
元に厚⽣
局に届出

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

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

働省が追って作成・配付。医療機関
側

※２ ⾃⼰チェック⽤のソフトは厚⽣労

で提出前にチェックを実施（必須）。

厚⽣労働省
（調査事務局）

⑨１０〜１２⽉分を作成
→令和６年１⽉提出

⑥
通
知

内容が適切で
あれば通知

医療機関

令和５年５⽉

調査実施
説明資料
を公表

③ソフトウェア
による試⾏デー
タの⾃⼰チェッ
クを⾏う

④試⾏データを
事務局に提出

９⽉ １０⽉
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【医学管理料】外来栄養⾷事指導料の⾒直し
p外来栄養⾷事指導料１

u初回 ２６０点
u２回⽬以降

u対⾯で⾏った場合 ２００点
u情報通信機器を⽤いた場合 １８０点

p外来栄養⾷事指導料２
u初回 ２５０点
u２回⽬以降 １９０点

p外来栄養⾷事指導料１
u初回

u対⾯で⾏った場合 ２６０点
u情報通信機器等を⽤いた場合 ２３５点

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

p外来栄養⾷事指導料２
u初回

u対⾯で⾏った場合 ２５０点
u情報通信機器等を⽤いた場合 ２２５点

u２回⽬以降
u対⾯で⾏った場合 １９０点
u情報通信機器等を⽤いた場合 １７０点
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※初回から情報通信機器を⽤いることが可能に

※初回の指導を⾏った⽉は⽉２回算定可

※その他の⽉は⽉１回の算定



【医学管理料】⼩児かかりつけ診療料の再編
p⼩児かかりつけ診療料１（要届出）

u処⽅箋を交付する場合
u初診時 ６３１点 ⇒ ６４１点
u再診時 ４３８点 ⇒ ４４８点

u処⽅箋を交付しない場合
u初診時 ７４８点 ⇒ ７５８点
u再診時 ５５６点 ⇒ ５６６点

p（新）⼩児かかりつけ診療料２（要届出）
u処⽅箋を交付する場合

u初診時 ６３０点
u再診時 ４３７点

u処⽅箋を交付しない場合
u初診時 ７４７点
u再診時 ５５５点
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u⼩児かかりつけ診療料の施設基準（診療料１と診療料２共通）
u⼩児科を標榜している医療機関
u⼩児の患者のかかりつけ医として療養上必要な指導等を⾏うにつき必要な体制を整備
u⾃院の表⽰する診療時間以外の時間に、患者⼜はその家族等から電話等により療養に関する
意⾒を求められた場合に、⼗分な対応ができる体制を整備



【医学管理料】⼩児かかりつけ診療料の施設基準⾒直し
p⼩児かかりつけ診療料１の施設基準

u（１）専ら⼩児科⼜は⼩児外科を担当する常勤
医師を１名以上配置

u（２）時間外対応加算１または時間外対応加算
２の届出を⾏っている

u（３）以下の項⽬のうち、３つ２つ以上に該当
u在宅当番医制等により、（略）⾏っていること
u⺟⼦保健法の規定によ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

u予防接種法の規定による予防接種（定期予防接
種）を実施

u過去１年間に１５歳未満の超重症児⼜は準超重
症児に対して在宅医療を提供した実績を有して
いる

u幼稚園の園医、保育所の嘱託医⼜は⼩学校若し
くは中学校の学校医に就任
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p⼩児かかりつけ診療料２の施設基準
u左記の（１）と（３）の基準を満たしている
u次のいずれかの基準を満たしている

u時間外対応加算３の届出を⾏っている
u以下のいずれも満たすものであること

u在宅当番医制等の初期⼩児救急医療に参加し、
休⽇⼜は夜間の診療を年６回以上の頻度で⾏っ
ている

u標榜診療時間以外は留守番電話等によりの以下
の案内を⾏うなどの対応に配慮すること

u地域で夜間・休⽇の⼩児科外来診療を担当
する医療機関

u都道府県等が設置する⼩児医療に関する電
話相談の窓⼝（#8000等） 等

u届出に関する事項
u⼩児かかりつけ診療料１⼜は２の施設基準の届出は、
別添２の様式７の８を⽤いる



【医学管理料】⼩児かかりつけ診療料の施設基準⾒直し13

【参考】時間外対応加算施設基準(抜粋)

時間外対応加算１ 時間外対応加算２ 時間外対応加算３
標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するとともに、対応者、緊急時の対応体
制、連絡先等について、院内掲⽰、連絡先を記載した⽂書の配布、診察券への記載等の⽅法により患者に対し周知して
いること。
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、原則として当該診療所に
おいて、常時対応できる体制がと
られていること。

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、標榜時間外の夜間の数時
間は、原則として当該診療所にお
いて対応できる体制がとられてい
ること。

診療所(連携している診療所を含む。)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、複数の診療所による連携により対応
する体制がとられていること。
当番⽇については、標榜時間外の夜間の数時間
は、原則として当該診療所において対応できる
体制がとられていること。

※休診⽇、深夜及び休⽇等は、留
守番電話等により、地域の救急医
療機関等の連絡先の案内を⾏うな
ど、対応に配慮すること。

※当番⽇以外の、深夜及び休⽇等は、留守番電
話等で、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。



【医学管理料】診療情報提供料（Ⅰ）の⾒直し
p情報提供先の追加

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

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

u⽣活管理指導表のアナフィラキシーありに該当する患者若しくは⾷物アレルギーあり（除去根拠の
うち、⾷物経⼝負荷試験陽性⼜は明らかな症状の既往及びIｇE抗体等検査陽性に該当する患者に限
る）に該当する患者
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【医学管理料】診療情報提供料（Ⅰ）の⾒直し15



【医学管理料】診療情報提供料（Ⅰ）の⾒直し16



【医学管理料】診療情報提供料（Ⅰ）の⾒直し17



【医学管理料】療養・就労両⽴⽀援指導料の⾒直し
p療養・就労両⽴⽀援指導料の⾒直し

u対象疾患の追加
u悪性新⽣物、脳梗塞、脳出⾎、くも膜下出⾎その他の急性発症した脳⾎管疾患、肝疾患
（経過が慢性なものに限る）、⼼疾患、糖尿病、若年性認知症、指定難病、その他これに
準ずる疾患

p情報提供先の追加
u産業医、総括安全衛⽣管理者、衛⽣管理者若しくは安全衛⽣推進者若しくは衛⽣推進者⼜は
労働者の健康管理等を⾏う保健師

18



【医学管理料】がん患者指導管理料の⾒直し
pがん患者指導管理料（要届出）

uイ、医師が看護師と共同して診療⽅針等について話し合い、その内容を⽂書等により提供し
た場合（点数変更なし）
u算定要件の⾒直し

u（略）保険医が看護師と共同して、診療⽅針等について⼗分に話し合い、その内容を⽂書等に
より提供した場合⼜は⼊院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を
得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療⽅針等について⼗分に話し合った
上で、当該診療⽅針等に関する当該患者の意思決定に対する⽀援を⾏い、その内容を⽂書等に
より提供した場合に、患者１⼈につき１回（略）算定

u施設基準の⾒直し
u①がん患者に対して指導管理を⾏うにつき⼗分な体制が整備されていること
u②当該保険医療機関において、適切な意思決定⽀援に関する指針を定めていること

u経過措置
u令和４年３⽉３１⽇時点でがん患者指導管理料イに係る届出を⾏っている保険医療機関につい
ては、同年９⽉３０⽇までの間に限り、１の（５）の基準を満たしているものとする（⼊院中
の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に係る場合を除く）

19



【医学管理料】がん患者指導管理料の⾒直し
pがん患者指導管理料（要届出）

uロ、医師、看護師⼜は公認⼼理師が⼼理的不安を軽減するための⾯接を⾏った場合（点数変
更なし）
u対象職種の追加

u（略）当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医⼜は当該保険医の指⽰に基づき看護
師若しくは公認⼼理師が、患者の⼼理的不安を軽減するための⾯接を⾏った場合に、患者１⼈
につき６回に限り算定する

u算定要件の⾒直し
uア悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の⼼理状態に⼗分配慮された環境で、がん診療の
経験を有する医師、がん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師⼜はがん患者への⼼
理⽀援に従事した経験を有する専任の公認⼼理師が（略）分かりやすく説明するよう努める

uイ（略）
uウ看護師⼜は公認⼼理師が実施した場合は、アに加えて、指導を⾏った看護師⼜は公認⼼理師
が、当該患者の診療を担当する医師に対して、患者の状態、指導内容等について情報提供等を
⾏わなければならない

uがん患者指導管理料ハは外来腫瘍化学療法診療料の併算定不可
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【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設
p（新）⼆次性⾻折予防継続管理料（要届出）

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

uイを算定していた患者であって、外来において継続的に⾻粗鬆症に関する評価及び治療等
を実施したもの

u外来での算定要件
uハは⼊院中の患者以外の患者で、イを算定したものに対して、継続して⾻粗鬆症の計画的な評価及
び治療等を⾏った場合に、初回算定⽇の属する⽉から起算して１年を限度に⽉１回に限り算定

uロ及びハについては、関係学会より⽰されている「⾻折リエゾンサービス（FLS）クリニカルスタン
ダード」及び「⾻粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療効果の判定等、
必要な治療を継続して実施した場合に算定

u医学管理の実施に当たっては、⾻量測定、⾻代謝マーカ−、脊椎エックス線写真等による必要な評
価を⾏う
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【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設
u算定の概要

u⾻粗鬆症の治療による⼆次性⾻折の予防推進
u⾻粗鬆症を有する⼤腿⾻近位部⾻折患者に対して早期から必要な治療を実施した場合について評価
u⼤腿⾻近位部⾻折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に⾻粗鬆症の評価を⾏
う

u算定制限
u以下の場合「イ」を算定した患者は「ロ」を算定不可

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

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

22



【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設
u算定要件

u「イ」については、関係学会より⽰されている「⾻折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダー
ド」及び「⾻粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療等が実施された場合
に算定

u「ロ」及び「ハ」は、関係学会より⽰されている「⾻折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタン
ダード」及び「⾻粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療効果の判定等、
必要な治療を継続して実施した場合に算定

u当該管理料を算定すべき医学管理の実施に当たっては、⾻量測定、⾻代謝マーカー、脊椎エックス
線写真等による必要な評価を⾏う

u施設基準
u職種要件

u以下の職種が連携して診療を⾏う体制を整備
u⾻粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
u専任の常勤看護師
u専任の常勤薬剤師

u専任の常勤薬剤師は、当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域
の保険医療機関等と連携し、診療を⾏う体制が整備されていることで差し⽀えない
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【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設
u施設基準の続き

u研修会要件及び病棟要件
u当該保険医療機関内において、「⾻粗鬆症の予防と治療ガイドライン」及び「⾻折リエゾン
サービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照にした上で、院内職員を対象とした「⾻粗鬆症
に対する知識の共有とFLSの意義について」の研修会を年に１回以上実施

u⼆次性⾻折予防継続管理料１は、急性期⼀般⼊院基本料、地域⼀般⼊院基本料⼜は７対１⼊院
基本料若しくは１０対１⼊院基本料（特定機能病院⼊院基本料（⼀般病棟に限る）⼜は専⾨病
院⼊院基本料に限る）に係る届出を⾏っている保険医療機関の病棟

u⼆次性⾻折予防継続管理料２は、地域包括ケア病棟⼊院料、地域包括ケア病棟⼊院医療管理料
⼜は回復期リハビリテーション病棟⼊院料に係る届出を⾏っている保険医療機関の病棟

u届出に関する事項
u届出は別添２の様式５の１３を⽤いる
u新たに届出を⾏う場合は、届出⽇から起算して１年以内に「⾻粗鬆症に対する知識の共有とFLSの意
義について」の研修会等の開催が決まっている場合は、研修の要件を満たしているものとする

u届出時に研修会等の開催予定⽇がわかる書類を添付

24



25

⼆次性⾻折予防継続管理料 ⼀般病棟病院
⼤腿⾻近部⾻折⼿術治療

リハビリテーション対応病院
リハビリテーション

診療所
外来⾻粗鬆症治療

⾻粗鬆症マネージャーによる⾻折リエゾンサービス
（患者への啓蒙活動などを含む）

保険薬局
服薬管理

アドヒアランス向上

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

【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設



【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設26

種別 名称 点数 備考

⾻量測定

⾻塩定量検査 １ＤＥＸＡ法による腰椎撮影 360

4⽉１回

⼤腿⾻同時撮影加算 90
⾻塩定量検査 ２ＲＥＭＳ法（腰椎） 140

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

種別 名称 点数 備考

⾻吸収
マーカー

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

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

⾻形成
マーカー

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

骨粗鬆症関連検査（抜粋）



27

剤形 種類 ⼀般名 推奨 毎⽇ 週１ ⽉１ 半年 年１ 備考

錠剤 ビスホスホネート
アレンドロン酸ナトリウム⽔和物 A 〇 〇 〇

起床時⽔で服⽤
服⽤後30分以上
飲⾷不可

リセドロン酸ナトリウム⽔和物 A 〇 〇 〇

ゼリー ビスホスホネート アレンドロン酸ナトリウム⽔和物 A 〇

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

点滴

ゾレドロン酸⽔和物 ｰ 〇 15分以上かけて
点滴

⽪下
注射

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

抗スクレロスチン抗体 ロモソズマブ ｰ 〇 12か⽉で終了

⾻粗鬆症治療薬（⼤腿⾻近位部⾻折関連抜粋）

※ガイドラインで⼤腿⾻近位部⾻折推奨Cの薬剤は除外

【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設



【医学管理料】アレルギー性⿐炎免疫療法治療管理料の新設
p（新）アレルギー性⿐炎免疫療法治療管理料（⽉１回）

p１⽉⽬ ２８０点
u「１⽉⽬」とは初回の治療管理を⾏った⽉のこと

p２⽉⽬以降 ２５点

28

u施設基準
uアレルギーの診療に従事した経験を３年以上有する
常勤医師を１名以上配置

u週３⽇以上常態として勤務、かつ所定労働時間が週
２２時間以上の⾮常勤医師（アレルギーの診療に従
事した経験を３年以上有する医師に限る）を２名以
上組み合わせることも可

uアレルゲン免疫療法に伴う副作⽤が⽣じた場合に対
応できる体制を整備

u院内の⾒やすい場所にアレルゲン免疫療法を⾏って
い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

u算定要件
u要件を満たせば届出は不要
u⼊院中の患者以外のアレルギー性⿐炎の患者
uアレルゲン免疫療法による治療の必要を認め、
同療法による計画的な治療管理を⾏った場合

uアレルゲン免疫療法開始前に、治療内容、期
待される効果、副作⽤等について⽂書を⽤い
た上で患者に説明し同意を得て、説明内容の
要点を診療録に記載

u学会によるガイドライン等を参考にする



【医学管理料】下肢創傷処置管理料の新設
p（新）下肢創傷処置管理料 ５００点（⽉１回）（要届出）
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u施設基準
u以下の要件を全て満たす常勤の医師が1名以
上勤務

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

u下肢創傷処置に関する適切な研修を修了して
いる

u届出に関する事項
u届出は別添２の様式５の１４を⽤いる

u算定要件
u要届出
u⼊院中の患者以外の患者
u下肢の潰瘍を有するものに対して、下肢創傷
処置に関する専⾨の知識を有する医師が、下
肢創傷処置と併せて計画的な医学管理を継続
して⾏い、かつ、療養上必要な指導を⾏った
場合

u下肢創傷処置を算定した⽇の属する⽉に⽉１
回に限り算定

u糖尿病合併症管理料は別に算定不可
u初回算定時に治療計画を作成し、患者及び家
族等に説明して同意を得て、毎回の指導の要
点を診療録に記載する

u学会によるガイドライン等を参考にする



【医学管理料】点数表の章⽴ての変更
p第１部 医学管理等 通則

u１ 医学管理等の費⽤は、第１節の各区分の所定点数により算定する
u２ 医学管理等に当たって、プログラム医療機器等の使⽤に係る医学管理を⾏った場
合⼜は別に厚⽣労働⼤⾂が定める保険医療材料（以下この部において「特定保険医療
材料」という）を使⽤した場合は、前号により算定した点数及び第２節⼜は第３節の
各区分の所定点数を合算した点数により算定する

p（新）第１節 医学管理料等 （略）

p（新）第２節 プログラム医療機器等医学管理加算 （略）

p（新）第３節 特定保険医療材料料
u材料価格を１０円で除して得た点数
u注 使⽤した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚⽣労働⼤⾂が定める
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令和４年度保険医療材料制度改⾰の⾻⼦（参考資料）（中医協総－２参考 R3.12.22）



【医学管理料】ニコチン依存症管理料の加算新設
p（新）禁煙治療補助システム指導管理加算

１４０点（要届出）
u算定要件

u要届出
uニコチン依存症管理料の１のイ⼜は２を算定する
患者

uニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助
を⽬的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併⽤
するものとして薬事承認された呼気⼀酸化炭素濃
度測定器に係る指導管理を⾏った場合

u当該管理料を算定した⽇に１回に限り加算
u呼気⼀酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使⽤し
ている場合は算定不可

u施設基準
uニコチン依存症管理料の注１の基準を満たす

u届出に関する事項
u届出は別添２の様式８を⽤いる

32

p（新）禁煙治療補助システム加算
２,４００点

u算定要件
uニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助
を⽬的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併⽤
するものとして薬事承認された呼気⼀酸化炭素濃
度測定器を使⽤した場合に算定

u呼気⼀酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使⽤し
ている場合は算定不可



【医学管理料】その他
p⼩児運動器疾患指導管理料

u対象患者の年齢を１２歳未満から２０歳未満に拡⼤

p⾼度難聴指導管理料
u⼈⼯内⽿植込術を⾏った患者以外の患者に係る算定上限回数を年１回までに変更
u指導を⾏う⽿⿐咽喉科の医師に係る要件⾒直し

u当該常勤⼜は⾮常勤の⽿⿐咽喉科の医師は、補聴器に関する指導に係る適切な研修を修了した医師
であることが望ましい

p傷病⼿当⾦の通算化
u傷病⼿当⾦の⽀給期間が「⽀給開始⽇から通算して１年６か⽉」に

u⽀給期間中に途中で就労するなど、傷病⼿当⾦が⽀給されない期間がある場合には⽀給開始⽇から
起算して１年６か⽉を超えても、繰り越して⽀給可能になる

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

u令和２年７⽉２⽇以降に⽀給開始された傷病⼿当⾦
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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
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