平成30年度改定「医科診療報酬点数と早見表」の追補について（第1報）
（注） この第１報は、初版本（平成30年3月26日発行）のみ該当します。（第２版：平成30年4月20日発行については、補正済みです。）
以下の告示・通知等により、本書の内容に補正が生じましたのでお知らせします。
・平成30年3月20日 厚生労働省告示第72号 複数手術に係る費用の特例を定める件
・平成30年3月26日 保医発0326第5号 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
・平成30年3月30日 医療課事務連絡 平成30年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について及び官報掲載事項の一部訂正について
頁
早78

欄
行
左 下から7行目 B001 特定疾患治療管理料

訂正後

訂正前

2 特定薬剤治療管理料

早80

左 上から1行目

2 特定薬剤治療管理料

イ 特定薬剤治療管理料1

薬１

イ 特定薬剤治療管理料1

ロ 特定薬剤治療管理料2

薬２

ロ 特定薬剤治療管理料2

5 小児科療養指導料

左 上から4行目

7 難病外来指導管理料

人呼支援

左 上から7行目

早83

左 上から4行目

左 上から6行目

人呼支援

22 がん性疼痛緩和指導管理料

人口呼吸器導入時相談支援加算
2,250

15 慢性維持透析患者外来医学管理料
慢透

22 がん性疼痛緩和指導管理料

がん

小児加算（15歳未満）

小児

23 がん患者指導管理料
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
ロ 医師又は看護師が心理的不
安を軽減するための面接を行っ
た場合

字句挿入

難病
2,250

字句挿入

＋100

腎代替

小児加算（15歳未満）
早83

7 難病外来指導管理料

15 慢性維持透析患者外来医学管理料
慢透
腎代替療法実績加算

字句挿入

人口呼吸器導入時相談支援加算

難病

人口呼吸器導入時相談支援加算
早82

薬

5 小児科療養指導料

人口呼吸器導入時相談支援加算
早80

備考
字句訂正

B001 特定疾患治療管理料

字句挿入
小児

23 がん患者指導管理料
1 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

が指イ

2 医師又は看護師が心理的不
安を軽減するための面接を行っ
た場合

が指ロ

1

字句訂正

が指1

が指2

ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫
瘍剤の投薬又は注射の必要性
等について文書により説明を行
った場合
早83

左 下から6行目

が指ハ

24 外来緩和ケア管理料
小児加算（15歳未満）

3 医師又は薬剤師が抗悪性腫
瘍剤の投薬又は注射の必要性
等について文書により説明を行
った場合
24 外来緩和ケア管理料

外緩

左 上から1行目

26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
導入期加算（植込術から3月以内）

早84

左 上から4行目

26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料

植ポ

高度腎機能障害患者指導加算

27 糖尿病透析予防指導管理料

左 上から8行目

28 小児運動器疾患指導管理料

早84

左 上から9行目

29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料

小運動
乳腺ケア

28 小児運動器疾患指導管理料

字句挿入

29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料

字句挿入

字句挿入

1 処方箋を交付する場合
イ 初診時
児外初
小児抗菌薬適正使用支援加算

児外再

ロ 再診時
2 1以外の場合
イ 初診時

児内初

小児抗菌薬適正使用支援加算
小抗菌
ロ 再診時

腎不期

ロ 2回目から4回目まで
Ｂ001-2 小児科外来診療料
（3歳未満：1日につき）

1 処方箋を交付する場合
イ 初診時
児外初
小児抗菌薬適正使用支援加算
小抗菌
2 1以外の場合
イ 初診時

字句挿入

イ 初回

ロ 2回目から4回目まで
左 下から10行目 Ｂ001-2 小児科外来診療料
（3歳未満：1日につき）

ロ 再診時

透予

高度腎機能障害患者指導加算

イ 初回
早84

字句挿入

糖尿病透析予防指導管理料（特定地域）

透予地域

腎機能

早84

植ポ

導入期加算（植込術から3月以内）

透予

糖尿病透析予防指導管理料（特定地域）

小児

外来緩和ケア管理料（特定地域）

導入期

27 糖尿病透析予防指導管理料

字句挿入

外緩

小児加算（15歳未満）

小児

外来緩和ケア管理料（特定地域） 緩ケ地域
早84

が指3

児外再
児内初

小児抗菌薬適正使用支援加算

児内再

ロ 再診時

2

児内再

早86

左 上から1行目 B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料
救急搬送看護体制加算

B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料

救搬

字句挿入

救急搬送看護体制加算

救搬看

精神科疾患患者等受入加算
早86

救搬

精神科疾患患者等受入加算

左 下から8行目 B001-2-9 地域包括診療料

B001-2-9 地域包括診療料

1 地域包括診療料1

字句訂正

1 地域包括診療料1

地包1

2 地域包括診療料2

地包

2 地域包括診療料2

地包2

薬剤適正使用連携加算

薬剤適正使用連携加算
薬適連

早86

左 下から4行目 B001-2-10 認知症地域包括診療料

B001-2-10 認知症地域包括診療料
認地包1

1 認知症地域包括診療料1
2 認知症地域包括診療料2

認地包

字句訂正

1 認知症地域包括診療料1
2 認知症地域包括診療料2

認地包2

薬剤適正使用連携加算

薬剤適正使用連携加算
薬適連

早87

左 上から1行目 B001-2-11 小児かかりつけ診療料（1日につき）
1 処方箋を交付する場合
イ 初診時

B001-2-11 小児かかりつけ診療料（1日につき）
1 処方箋を交付する場合
イ 初診時

児か外初

小児抗菌薬適正使用支援加算
小抗菌
ロ 再診時
児か外再

児か外初

小児抗菌薬適正使用支援加算
ロ 再診時

2 処方箋を交付しない場合

児か外再

2 処方箋を交付しない場合

イ 初診時

児か内初

イ 初診時

小児抗菌薬適正使用支援加算
小抗菌
ロ 再診時
早89

児か内初

小児抗菌薬適正使用支援加算

児か内再

左 上から3行目 Ｂ001-9 療養・就労両立支援指導料

ロ 再診時
Ｂ001-9 療養・就労両立支援指導料

就労

児か内再
字句挿入

相談体制充実加算
相談体制充実加算

字句挿入

就労相談
退共

3

2

早90

左 下から3行目 Ｂ005 退院時共同指導料2
2者共同指導加算

退共

3 認知症療養指導料3

Ｂ005-7-2 認知症療養指導料
認指1

字句挿入

認指

3 認知症療養指導料3

認指3

早93

左 下から3行目 Ｂ005-7-3 認知症サポート指導料

早94

左 上から1行目 Ｂ005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料1

ハイ妊連1

早94

左 上から2行目 Ｂ005-10-2 ハイリスク妊産婦連携指導料2

ハイ妊連2

早96

左 上から1行目 Ｂ009 診療情報提供料（Ⅰ）

認サ

情Ⅰ精

Ｂ005-7-3 認知症サポート指導料

字句挿入

Ｂ005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料1

字句挿入

Ｂ005-10-2 ハイリスク妊産婦連携指導料2

字句挿入

Ｂ009 診療情報提供料（Ⅰ）

字句挿入

精神科医連携加算

情Ⅰ精

肝炎インターフェロン治療連携加算 情Ⅰ肝

肝炎インターフェロン治療連携加算 情Ⅰ肝

歯科医療機関連携加算

歯科医療機関連携加算

地域連携診療計画加算
療養情報提供加算
検査・画像情報提供加算

早96

4者共

1 認知症療養指導料1
2 認知症療養指導料2

認指2

精神科医連携加算

字句挿入

2

2者共

多機関共同指導加算

多共

左 上から3行目 Ｂ005-7-2 認知症療養指導料
1 認知症療養指導料1
2 認知症療養指導料2

退共

2者共同指導加算

2者共

多機関共同指導加算
早93

Ｂ005 退院時共同指導料2

2

イ

略

ロ

略

情Ⅰ歯

地域連携診療計画加算

情地連診

情Ⅰ歯
情地連診

療養情報提供加算

情療養

検査・画像情報提供加算

情検画

左 下から3行目 Ｂ009-2 電子的診療情報評価料

イ

略

ロ

略

情検画

Ｂ009-2 電子的診療情報評価料

字句挿入

Ｂ010-2 診療情報連携共有料

字句挿入

電診情評
早96

左 下から1行目 Ｂ010-2 診療情報連携共有料

情共

4

早126 左 上から7行目 C001 在宅患者訪問診療料（Ⅰ） （1日につき）
1 在宅患者訪問診療料1

1 在宅患者訪問診療料1
(Ⅰ)1在宅

イ 同一建物居住者以外の場合
ロ 同一建物居住者の場合

ロ 同一建物居住者の場合

(Ⅰ)1同一

2 在宅患者訪問診療料2

イ 同一建物居住者以外の場合

(Ⅰ)2在宅

イ 同一建物居住者以外の場合

ロ 同一建物居住者の場合

(Ⅰ)2同一

ロ 同一建物居住者の場合

乳幼児加算（6歳未満）

乳幼児加算（6歳未満）

乳

診療時間加算

乳

幼

診療時間加算

在宅ターミナルケア加算

(Ⅰ)タ

在宅ターミナルケア加算

(Ⅰ)タ

又は

1

略

1

略

2

略

2

略

3

略

3

略

タ酸

酸素療法加算
往診又は訪問診療を伴う在宅看取り加算
死亡診断加算
早127 左 下から１行目 C001-2 在宅患者訪問診療料（Ⅱ）
（1日につき）
在宅ターミナルケア加算

タ

酸素療法加算
往診又は訪問診療を伴う在宅看取り加算

看取

看取

死亡診断加算
C001-2 在宅患者訪問診療料（Ⅱ）
（1日につき）

（Ⅱ）

字句挿入

在宅ターミナルケア加算

（Ⅱ）タ

略
略

1
2

3
略
早130 左 下から2行目 C002 在宅時医学総合管理料
継続診療
継続診療加算
包括的支援加算

在宅

イ 同一建物居住者以外の場合

2 在宅患者訪問診療料2

1
2

字句訂正

C001 在宅患者訪問診療料（Ⅰ） （1日につき）

略
略

3
略
C002 在宅時医学総合管理料

字句挿入

継続診療加算

包括支援

包括的支援加算

早132 左 下から2行目 C002-2 施設入居時等医学総合管理料

C002-2 施設入居時等医学総合管理料

継続診療加算

継続診療

継続診療加算

包括的支援加算

包括支援

包括的支援加算

5

字句挿入

早133 左 下から15行目 C004 救急搬送診療料

搬送診療

C004 救急搬送診療料

新生児加算

搬送診療

字句挿入

新生児加算

乳幼児加算（6歳未満）
長時間加算

乳幼児加算（6歳未満）
搬送診療長

長時間加算

早137 左 上から9行目 下記の難病等複数回訪問加算から深夜訪問看護加算まで各項目は上記
C005及びC005-1-2に算定できる
難病等複数回訪問加算
略
長時間訪問看護・指導加算
超重症児又は準超重症児
略

下記の難病等複数回訪問加算から深夜訪問看護加算まで各項目は上記
C005及びC005-1-2に算定できる
難病等複数回訪問加算
略
長時間訪問看護・指導加算
超重症児又は準超重症児
略

乳幼児加算（6歳未満）

乳幼児加算（6歳未満）

訪問看護(乳)・訪問看護(乳)（同一）

訪問看護(乳)・訪問看護(乳)（同一）
訪問看護(幼)・訪問看護(幼)（同一）
複数名訪問看護・指導加算
略
ハ 看護補助者
別に厚生労働大臣が定める場合を除く

複数名訪問看護・指導加算
ハ 看護補助者
別に厚生労働大臣が定める場合を除く
訪問看護

訪問看護

訪問看護 複訪看補

複訪看補ハ
複訪看補ハ

訪問看護

（同一）

複訪看補

（同一）

在宅患者連携指導加算・同一建物居住者連携指導加算
略

在宅患者連携指導加算・同一建物居住者連携指導加算
略

在宅患者緊急時等カンファレンス加算・同一建物居住者
緊急時等カンファレンス加算
略

在宅患者緊急時等カンファレンス加算・同一建物居住者
緊急時等カンファレンス加算
略

在宅ターミナルケア加算・同一建物居住者ターミナルケア加算

在宅ターミナルケア加算・同一建物居住者ターミナルケア加算

タ在

・

同タ在

又は

タ施

以下

・

同タ施

タ

・

同タ

略

早139 左 上から2行目 C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料
訪問薬剤
1
略
2
略
3
略
乳幼
乳幼児加算
麻薬管理指導加算（1回につき）

字句訂正

C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料
訪問薬剤
1
略
2
略
3
略
乳幼児加算

麻加

早142 左 上から7行目 C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料

麻薬管理指導加算（1回につき）

字句挿入

麻加

C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料

半固形

6

字句挿入

早142 左 下から4行目 Ｃ110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料

Ｃ110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料

振

導入期

導入期加算

導入期加算

早142 左 下から1行目 Ｃ110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料

Ｃ110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料

迷

導入期

導入期加算
早143 左 上から6行目 Ｃ117 在宅経腸投薬指導管理料

電場

早143 左 上から8行目 Ｃ119 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
導入初期加算
早144 左 上から14行目 Ｃ152-3 経腸投薬用ポンプ加算
早146 左 上から5行目 Ｃ171 在宅酸素療法材料加算

早271

上から4行目

早343

上から3行目 130 心臓手術用カテーテル

洗腸
経腸ポ
酸材

字句挿入

Ｃ118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料

字句挿入

Ｃ119 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料

字句挿入

導入初期加算
Ｃ152-3 経腸投薬用ポンプ加算

字句挿入

Ｃ171 在宅酸素療法材料加算

字句挿入

1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合
2 その他の場合
Ｃ171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算

持材

最終改正 平成30年3月20日厚生労働省告示第72号
注

（改正案） 平成30年●月●日厚生労働省告示第●号
130 心臓手術用カテーテル

ア
略
イ 経皮的冠動脈形成手術用カテーテル・再狭窄抑制型は、冠動
脈ステント内再狭窄病変又は対照血管径が3.0ｍｍ未満の新規
冠動脈病変に対して使用された場合に限り算定できる。
ウ～ク

字句挿入

Ｃ117 在宅経腸投薬指導管理料

1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合
2 その他の場合
早146 左 下から1行目 Ｃ171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算

迷

導入期加算

経腸投

早143 左 上から7行目 Ｃ118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料

字句挿入

振

略

注

ア
略
イ 経皮的冠動脈形成手術用カテーテル・再狭窄抑制型は、冠動
脈ステント内再狭窄病変に対して使用された場合に限り算定で
きる。
ウ～ク

7

略

字句挿入
字句訂正
字句挿入

48

右 上から25行目 Ａ100 一般病棟入院基本料
（1）～（9）
（10）

略

（1）～（9）

「注11」の規定により、区分「Ａ１０１」の療養病棟
入院料１の入院料Ａから入院料Ｆのいずれかを算
定する場合にあっては、定期的（少なくとも月に１
回）に患者又はその家族に対して、当該患者の病
状や治療内容等の入院療養の状況及び各区分へ
の該当状況について、別紙様式２（略）又はこれに
準ずる様式により作成した書面又はその写を交付
のうえ、十分な説明を行うとともに診療録に貼付し
ておく。

（11）
52

Ａ100 一般病棟入院基本料
（10）

略

（10）～（17）

略

「注11」の規定により、区分「Ａ１０１」の療養病棟
入院料１の入院料Ａから入院料Ｆのいずれかを算
定する場合にあっては、定期的（少なくとも月に１
回）に患者又はその家族に対して、当該患者の病
状や治療内容等の入院療養の状況及び各区分へ
の該当状況について、別紙様式２（略）又はこれに
準ずる様式により作成した書面又はその写を交付
のうえ、十分な説明を行うとともに診療録に貼付し
ておく。また、疾患及び状態等並びにADLの判定
基準による判定結果について、療養に要する費用
の請求の際に、併せて提出する。

（11）

右 下から8行目 A101 療養病棟入院料
（1）～（8）
略
（9） ア
略
イ 在宅患者支援療養病床初期加算については、
介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を
継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症
状を来したために入院医療を要する状態になっ
た際に、療養病棟が速やかに当該患者を受け入
れる体制を有していること及び厚生労働省「人生
の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
に関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時
に治療方針に関する患者又はその家族等の意思
決定に対する支援を行うことにより、自宅や介護
保険施設等における療養の継続を後方支援する。
なお、本加算を算定する療養病棟を有する病院に
介護保険施設等が併設されている場合は、当該
併設介護保険施設等から受け入れた患者につい
ては算定できない。また、特別入院基本料等を算
定する場合は、当該加算は算定できない。

略

A101 療養病棟入院料
（1）～（8）
略
（9） ア
略
イ 在宅患者支援療養病床初期加算については、
介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を
継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症
状を来したために入院医療を要する状態になっ
た際に、療養病棟が速やかに当該患者を受け入
れる体制を有していること及び厚生労働省「人生
の最終段階における医療の決定プロセスに関す
るガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療
方針に関する患者又はその家族等の意思決定に
対する支援を行うことにより、自宅や介護保険施
設等における療養の継続を後方支援する。なお、
本加算を算定する療養病棟を有する病院に介護
保険施設等が併設されている場合は、当該併設
介護保険施設等から受け入れた患者については
算定できない。また、特別入院基本料等を算定す
る場合は、当該加算は算定できない。

略

（10）～（17）

8

字句訂正

略

字句挿入

78

右 上から25行目 A108 有床診療所入院基本料
（1）～（11）
略
（12） 区分「Ａ１０９」の入院基本料Ａ、入院基本料Ｂ又は
入院基本料Ｃのいずれかの算定に当たっては、定
期的（少なくとも月に１回）に患者又はその家族に対
して、当該患者の病状や治療内容等の入院療養の
状況及び各区分への該当状況について、別紙様式
２（略）又はこれに準ずる様式により作成した書面又
はその写しを交付のうえ十分な説明を行うとともに診
療録に貼付しておく。

（13）～（15）
99

A108 有床診療所入院基本料
（1）～（11）
略
（12） 区分「Ａ１０９」の入院基本料Ａ、入院基本料Ｂ又は
入院基本料Ｃのいずれかの算定に当たっては、定
期的（少なくとも月に１回）に患者又はその家族に対
して、当該患者の病状や治療内容等の入院療養の
状況及び各区分への該当状況について、別紙様式
２（略）又はこれに準ずる様式により作成した書面又
はその写しを交付のうえ十分な説明を行うとともに診
療録に貼付しておく。更に、疾患及び状態等並びに
ＡＤＬの判定基準による判定結果について、療養に
要する費用の請求の際に、併せて提出する。

略

（13）～（15）

右 上から19行目 A221-2 小児療養環境特別加算
（1）
略
（2） 本加算を算定する場合は、(１)のア又はイのいず
れに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記
載する。
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字句訂正

（3）

略
右 上から1行目 A246 入退院支援加算
（1） 入退院支援加算は、患者が安心・納得して退院
し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続で
きるように、施設間の連携を推進した上で、入院
早期より退院困難な要因を有する患者を抽出し、
入退院支援を実施することを評価するものである。
なお、第２部通則５に規定する入院期間が通算さ
れる入院については、１入院として取り扱うものと
するが、入退院支援加算１にあってはこの限りで
ない。
（2）～（21）

略

A221-2 小児療養環境特別加算
（1）
略
（2） 本加算を算定する場合は、(１)のア又はイのいず
れかに該当の有無を診療報酬明細書の摘要欄に
記載する。

（3）

字句訂正

略
A246 入退院支援加算
（1） 入退院支援加算は、患者が安心・納得して退院
し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続で
きるように、施設間の連携を推進した上で、入院
早期より退院困難な要因を有する患者を抽出し、
入退院支援を実施することを評価するものである。
なお、第２部通則５に規定する入院期間が通算さ
れる入院については、１入院として取り扱うもので
ある。

略

（2）～（21）

9

略

字句訂正

164

右 上から20行目 A308-3 地域包括ケア病棟入院料
（1）～（7）
略
（8） ア
略
イ 在宅患者支援病床初期加算については、介護
老人保健施設等又は自宅で療養を継続している
患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたした
ために入院医療を要する状態になった際に、当
該病棟又は病室が速やかに当該患者を受け入れ
る体制を有していること及び厚生労働省「人生の
最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関
するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治
療方針に関する患者又はその家族等の意思決定
に対する支援を行うことにより、自宅や介護老人
保健施設等における療養の継続を後方支援する。
なお、本加算を算定する病棟又は病室を有する
病院に介護老人保健施設等が併設されている場
合は、当該併設介護老人保健施設等から受け入
れた患者については算定できない。
（9）～（11）

179

237

A308-3 地域包括ケア病棟入院料
（1）～（7）
略
（8） ア
略
イ 在宅患者支援病床初期加算については、介護
老人保健施設等又は自宅で療養を継続している
患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたした
ために入院医療を要する状態になった際に、当
該病棟又は病室が速やかに当該患者を受け入れ
る体制を有していること及び厚生労働省「人生の
最終段階における医療の決定プロセスに関する
ガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療
方針に関する患者又はその家族等の意思決定に
対する支援を行うことにより、自宅や介護老人保
健施設等における療養の継続を後方支援する。
なお、本加算を算定する病棟又は病室を有する
病院に介護老人保健施設等が併設されている場
合は、当該併設介護老人保健施設等から受け入
れた患者については算定できない。

略

（9）～（11）

略

右 下から13行目 A314 認知症治療病棟入院料
（1）～（6）
略
（7） 「注３」の認知症夜間対応加算を算定する病棟は、
行動制限を最小化する取組を実施した上で算定す
る。取組内容については、区分「Ａ３１１」精神科救
急入院料の(13)から(14)までの例による。なお、当
該加算に係る入院期間の起算日は、第２部入院料
等の通則５に規定する起算日のことをいい、入院期
間が通算される入院の初日のことをいう。

A314 認知症治療病棟入院料
（1）～（6）
略
（7） 「注３」の認知症夜間対応加算を算定する病棟は、
行動制限を最小化する取組を実施した上で算定す
る。取組内容については、区分「Ａ３１１」精神科救
急入院料の(13)から(15)までの例による。

（8）
略
右 上から8行目 B001-2-9 地域包括診療料
（1）～（3）
略
（4） ア～ケ
略
コ 患者の同意について、当該診療料の初回算定
時に、別紙様式48（略）を参考に、当該患者の署
名付の同意書を作成し、診療録に添付する。ただ
し、直近1年間に４回以上の受診歴を有する患者
については、別紙様式48（略）を参考に診療の要
点を説明していれば、同意の手続きは省略して差
し支えない。なお、当該医療機関自ら作成した文
書を用いることでよい。

（8）
略
B001-2-9 地域包括診療料
（1）～（3）
略
（4） ア～ケ
略
コ 患者の同意について、当該診療料の初回算定
時に、別紙様式48（略）を参考に、当該患者の署
名付の同意書を作成し、診療録に添付する。ただ
し、直近1年間に４回以上の受診歴を有する患者
については、別紙様式48（略）を参考に診療の要
点を説明していれば、同意の手続きは省略して差
し支えない。

サ～シ

略

サ～シ

10

字句挿入

略

字句訂正

字句挿入

（5）～（8）

略

（5）～（8）

略
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右 上から21行目 C001 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）
（14） 「注６」に規定する在宅ターミナルケア加算は、
死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に
２回以上往診又は訪問診療を行った患者が、
在宅で死亡した場合（往診又は訪問診療を行っ
た後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合
を含む。）に算定する。この場合、診療内容の要
点等を診療録に記載する。また、ターミナルケア
の実施については、厚生労働省「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人及び
その家族等と話し合いを行い、患者本人の意思
決定を基本に、他の関係者との連携の上対応す
る。

C001 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）
（14） 「注６」に規定する在宅ターミナルケア加算は、
死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に
２回以上往診又は訪問診療を行った患者が、
在宅で死亡した場合（往診又は訪問診療を行っ
た後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合
を含む。）に算定する。この場合、診療内容の要
点等を診療録に記載する。また、ターミナルケア
の実施については、厚生労働省「人生の最終段
階における医療の決定プロセスに関するガイドラ
イン」等の内容を踏まえ、患者本人及びその家族
等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基
本に、他の関係者との連携の上対応する。

字句挿入

310

右 上から5行目 C002 在宅時医学総合管理料、C002-2施設入居時等医学総合管理料

C002 在宅時医学総合管理料、C002-2施設入居時等医学総合管理料

字句訂正

（22）

311

右 下から20行目

（27）

在宅時医学総合管理料の「注10」又は施設入居
時等医学総合管理料の「注５」の規定により準用
する在宅時医学総合管理料の「注10」に規定する
包括的支援加算は、特掲診療料の施設基準等別
表八の三に規定する状態の患者に対し、訪問診療
を行っている場合に算定する。当該状態については、
以下のとおりとする。

（22）

在宅時医学総合管理料の「注10」又は施設入居
時等医学総合管理料の「注５」の規定により準用
する在宅時医学総合管理料の「注10」に規定する
包括的支援加算は、特掲診療料の施設基準等別
表八の三に規定する状態の患者に対し、訪問診療
を行っている場合に算定する。当該状態については、
以下のとおりとする。

カ 「その他関係機関との調整等のために訪問診療
を行う医師による特別な医学管理を必要とする状
態」とは、以下のいずれかに該当する患者の状態
をいう。

カ 「その他関係機関との調整等のために訪問診療
を行う医師による特別な医学管理を必要とする状
態」とは、以下のいずれかに該当する患者の状態
をいう。

（ニ） 訪問診療を行う医師又は当該医師の指示を
受けた看護職員の指導管理に基づき、家族等
患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、
経管栄養等の処置（特掲診療料の施設基準等
第四の一の六(３)に掲げる処置のうち、ワからケ
に規定する処置をいう。）を行っている患者

（ニ） 訪問診療を行う医師又は当該医師の指示を
受けた看護職員の指導管理に基づき、家族等
患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、
経管栄養等の処置（特掲診療料の施設基準等
第四の一の六(３)に掲げる処置のうち、ワからマ
に規定する処置をいう。）を行っている患者

在宅時医学総合管理料の「注12」に規定するオ
ンライン在宅管理料を算定する場合には、以下の
要件を満たすこと。

（27）

11

在宅時医学総合管理料の「注12」に規定するオ
ンライン在宅管理料を算定する場合には、以下の
要件を満たすこと。

字句訂正

イ オンライン診察は、アの計画に基づき、訪問
診療とオンライン診察を組み合わせた医学管
理のもとで実施されるものであり、連続する３
月の間に対面診療が１度も行われない場合
は、算定することはできない。

329

イ オンライン診察は、アの計画に基づき、訪問
診療とオンライン診察を組み合わせた医学管
理のもとで実施されるものであり、連続する３
月の間に対面診療が１度も行われない場合
は、算定することはできない。ただし、対面診
療とオンライン診察を同月に行った場合は、
オンライン在宅管理料は算定できない。

右 上から22行目 C005 在宅患者訪問看護・指導料
C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料
（24）

C005 在宅患者訪問看護・指導料
C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料

「注10」又は同一建物居住者訪問看護・指導料
の「注４」の規定により準用する在宅患者訪問看
護・指導料の「注10」に規定する在宅ターミナル
ケア加算又は同一建物居住者ターミナルケア加
算について

（24）

ア 在宅ターミナルケア加算又は同一建物居住者
ターミナルケア加算は、在宅患者訪問看護・指導
料等を死亡日及び死亡日前14日以内の計15日
間に２回以上算定し、かつ、訪問看護におけるター
ミナルケアの支援体制（訪問看護に係る連絡担当
者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項
等）について患者及びその家族に対して説明した
上でターミナルケアを行った場合（ターミナルケアを
行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合
を含む。）に算定する。ターミナルケアにおいては、
厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケア
の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を
踏まえ、患者本人及びその家族等と話し合いを行
い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者と
連携の上対応する。当該加算を算定した場合は、
死亡した場所、死亡時刻等を看護記録に記録する。
１つの保険医療機関において、死亡日及び死亡日
前14日以内の計15日間に介護保険制度又は医療
保険制度の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ
１日以上実施した場合は、最後に実施した訪問看
護が医療保険制度の給付による場合に、当該加算
を算定する。また、同一の患者に、他の保険医療機
関において在宅患者訪問看護・指導料の在宅ター
ミナルケア加算若しくは同一建物居住者訪問看護・
指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算を算
定している場合又は訪問看護ステーションにおいて
訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合
においては算定できない。

「注10」又は同一建物居住者訪問看護・指導料
の「注４」の規定により準用する在宅患者訪問看
護・指導料の「注10」に規定する在宅ターミナル
ケア加算又は同一建物居住者ターミナルケア加
算について
ア 在宅ターミナルケア加算又は同一建物居住者
ターミナルケア加算は、在宅患者訪問看護・指導
料等を死亡日及び死亡日前14日以内の計15日
間に２回以上算定し、かつ、訪問看護におけるター
ミナルケアの支援体制（訪問看護に係る連絡担
当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事
項等）について患者及びその家族に対して説明し
た上でターミナルケアを行った場合（ターミナルケ
アを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した
場合を含む。）に算定する。ターミナルケアにおい
ては、厚生労働省「人生の最終段階における医療
の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を
踏まえ、患者本人及びその家族等と話し合いを行
い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者と
連携の上対応する。当該加算を算定した場合は、
死亡した場所、死亡時刻等を看護記録に記録する。
１つの保険医療機関において、死亡日及び死亡日
前14日以内の計15日間に介護保険制度又は医療
保険制度の給付の対象となる訪問看護をそれぞ
れ１日以上実施した場合は、最後に実施した訪問
看護が医療保険制度の給付による場合に、当該
加算を算定する。また、同一の患者に、他の保険
医療機関において在宅患者訪問看護・指導料の
在宅ターミナルケア加算若しくは同一建物居住者
訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケ
ア加算を算定している場合又は訪問看護ステーシ
ョンにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定
している場合においては算定できない。

12

字句挿入

334

右 下から17行目 C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
（4）

C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

訪問診療を実施する保険医療機関において医師
の診療のあった日から１月以内に行われた場合に
算定する。ただし、当該患者（患者の病状に特に変
化がないものに限る。）に関し、在宅患者訪問診療
料(Ⅰ)の「１」又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」
を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、
患者の同意を得て、診療の日から２週間以内に、当
該患者に対して継続して在宅患者訪問リハビリテー
ション指導管理を行っている別の保険医療機関に対
して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係
る療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療
情報の提供（区分「Ｂ００９」診療情報提供料(Ⅰ)の場
合に限。）を行った保険医療機関において、当該診療
情報提供料の基礎となる診療があった日から１月以
内に行われた場合に算定する。

（4）

字句挿入

訪問診療を実施する保険医療機関において医師
の診療のあった日から１月以内に行われた場合に
算定する。ただし、当該患者（患者の病状に特に変
化がないものに限る。）に関し、在宅患者訪問診療
料(Ⅰ)の「１」を算定すべき訪問診療を行っている保
険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から
２週間以内に、当該患者に対して継続して在宅患者
訪問リハビリテーション指導管理を行っている別の保
険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、
当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合
には、当該診療情報の提供（区分「Ｂ００９」診療情報
提供料(Ⅰ)の場合に限。）を行った保険医療機関にお
いて、当該診療情報提供料の基礎となる診療があっ
た日から１月以内に行われた場合に算定する。

349

右 下から10行目 通則 在宅療養指導管理料
（3） また、医師は、(２)の訪問看護計画書等を基に衛
生材料等を支給する際、保険薬局（当該患者に対
して在宅患者訪問薬剤管理指導を行っており、地
域支援体制加算又は在宅患者調剤加算の届出を
行っているものに限る。）に対して、必要な衛生材
料等の提供を指示することができる。

通則 在宅療養指導管理料
（3） また、医師は、(２)の訪問看護計画書等を基に衛
生材料等を支給する際、保険薬局（当該患者に対
して在宅患者訪問薬剤管理指導を行っており、基
準調剤加算又は在宅患者調剤加算の届出を行っ
ているものに限る。）に対して、必要な衛生材料等
の提供を指示することができる。

字句訂正

413

右 上から6行目 D008 内分泌学的検査
（8） 脳性Ｎａ利尿ペプチド前駆体Ｎ端フラグメント
（ＮＴ－proＢＮＰ）

D008 内分泌学的検査
（8） 脳性Ｎａ利尿ペプチド前駆体Ｎ端フラグメント
（ＮＴ－proＢＮＰ）

字句訂正

ウ 「16」の脳性Ｎａ利尿ペプチド（ＢＮＰ）、「18」の
脳性Ｎａ利尿ペプチド前駆体Ｎ端フラグメント（ＮＴ
－proＢＮＰ）又は「43」の心房性Ｎａ利尿ペプチド
（ＡＮＰ）のうち２項目以上を実施した場合は、各
々の検査の実施日を「摘要」欄に記載する。

ウ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の
摘要欄に本検査の実施日（「16」の脳性Ｎａ利尿
ペプチド（ＢＮＰ）又は「43」の心房性Ｎａ利尿ペプ
チド（ＡＮＰ）を併せて実施した場合は、併せて当
該検査の実施日）を記載する。

13

536

右 上から2行目 E101-2 ポジトロン断層撮影
（2） 18ＦＤＧを用いたポジトロン断層撮影については、
てんかん、心疾患若しくは血管炎の診断又は悪性
腫瘍（早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。）の
病期診断若しくは転移・再発の診断を目的とし、次
の表に定める要件を満たす場合に限り算定する。

（3）

E101-2 ポジトロン断層撮影
（2） 18ＦＤＧを用いたポジトロン断層撮影については、
てんかん、心疾患若しくは血管炎の診断又は悪性
腫瘍（早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。）の
病期診断若しくは転移・再発の診断を目的とし、次
の表に定める要件を満たす場合に限り算定する。

1 てんかん

難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患
者に使用する。

1 てんかん

難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患
者に使用する。

2 心疾患

虚血性心疾患による心不全患者における心筋組
織のバイアビリティ診断（他の検査で判断のつかな
い場合に限る。）又は心サルコイドーシスにおける
炎症部位の診断が必要とされる患者に使用する。

2 心疾患

虚血性心疾患による心不全患者における心筋組
織のバイアビリティ診断（他の検査で判断のつかな
い場合に限る。）又は心サルコイドーシスにおける
炎症部位の診断が必要とされる患者に使用する。

3 悪性腫瘍（早 他の検査、画像診断により病期診断、転移・再発の
期胃癌を除
診断が確定できない患者に使用する。
き、悪性リンパ
腫を含む。）

3 悪性腫瘍（早 他の検査、画像診断により病期診断、転移・再発の
期胃癌を除
診断が確定できない患者に使用する。
き、悪性リンパ
腫を含む。）

4 血管炎

4 血管炎

高安動脈炎等の大型血管炎において、他の検査
で病変の局在又は活動性の判断のつかない患者
に使用する。
（3）

18

ＦＤＧ製剤を医療機関内で製造する場合は、
ＦＤＧ製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等
については、関係学会の定める基準を参考として、
十分安全な体制を整備した上で実施する。なお、
高安動脈炎等の大型血管炎の診断に用いる18ＦＤ
Ｇ製剤については、当該診断のために用いるもの
として薬事承認を得ている18ＦＤＧ製剤を使用した
場合に限り算定する。
18

18

ＦＤＧ製剤を医療機関内で製造する場合は、
ＦＤＧ製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等
については、関係学会の定める基準を参考として、
十分安全な体制を整備した上で実施する。なお、
高安動脈炎等の大型動脈炎の診断に用いる18ＦＤ
Ｇ製剤については、当該診断のために用いるもの
として薬事承認を得ている18ＦＤＧ製剤を使用した
場合に限り算定する。
18

14

高安動脈炎等の大型血脈炎において、他の検査
で病変の局在又は活動性の判断のつかない患者
に使用する。

字句訂正

538

右 上から2行目 E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影
E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影
（3） 18ＦＤＧを用いた当該撮影については、てんかん若しくは血管炎の診
（3） 18ＦＤＧを用いた当該撮影については、てんかん若しくは血管炎の診
断又は悪性腫瘍（早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。）の病期診
断又は悪性腫瘍（早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。）の病期診
断若しくは転移・再発の診断を目的とし、次の表に定める要件を満た
断若しくは転移・再発の診断を目的とし、次の表に定める要件を満た
す場合に限り算定する。ただし、表中の「画像診断」からは、コン
す場合に限り算定する。ただし、表中の「画像診断」からは、コン
ピューター断層撮影を除く。次の表に定める要件は満たさないが、
ピューター断層撮影を除く。次の表に定める要件は満たさないが、
区分「Ｅ１０１－２」ポジトロン断層撮影に定める要件を満たす場合
区分「Ｅ１０１－２」ポジトロン断層撮影に定める要件を満たす場合
は、区分「Ｅ１０１－２」により算定する。
は、区分「Ｅ１０１－２」により算定する。
1 てんかん

（4）

難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患
者に使用する。

難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患
者に使用する。

3 悪性腫瘍（早 他の検査、画像診断により病期診断、転移・再発の
期胃癌を除
診断が確定できない患者に使用する。
き、悪性リンパ
腫を含む。）

3 悪性腫瘍（早 他の検査、画像診断により病期診断、転移・再発の
期胃癌を除
診断が確定できない患者に使用する。
き、悪性リンパ
腫を含む。）

4 血管炎

4 血管炎

高安動脈炎等の大型血管炎において、他の検査
で病変の局在又は活動性の判断のつかない患者
に使用する。
（4）

18

ＦＤＧ製剤を医療機関内で製造する場合は、
ＦＤＧ製剤の製造に係る衛生管理、品質管理
等については、関係学会の定める基準を参考と
して、十分安全な体制を整備した上で実施するこ
と。なお、高安動脈炎等の大型血管炎の診断に
用いる18ＦＤＧ製剤については、当該診断のため
に用いるものとして薬事承認を得ている18ＦＤＧ
製剤を使用した場合に限り算定する。
18

590

1 てんかん

字句訂正

高安動脈炎等の大型血脈炎において、他の検査
で病変の局在又は活動性の判断のつかない患者
に使用する。

18

ＦＤＧ製剤を医療機関内で製造する場合は、
ＦＤＧ製剤の製造に係る衛生管理、品質管理
等については、関係学会の定める基準を参考と
して、十分安全な体制を整備した上で実施するこ
と。なお、高安動脈炎等の大型動脈炎の診断に
用いる18ＦＤＧ製剤については、当該診断のため
に用いるものとして薬事承認を得ている18ＦＤＧ
製剤を使用した場合に限り算定する。
18

右 下から21行目 H001 脳血管疾患等リハビリテーション科
（8） 理学療法士又は作業療法士等が、車椅子上での姿
勢保持が困難なために食事摂取等の日常生活動作の
能力の低下を来した患者に対し、いわゆるシーティング
として、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や
褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を
評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや
付属品の選定や調整を行った場合にも算定できる。た
だし、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場
合は算定できない。

H001 脳血管疾患等リハビリテーション科
（8） 理学療法士等が、車椅子上での姿勢保持が困難な
ために食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来
した患者に対し、いわゆるシーティングとして、車椅子
や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防の
ため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上
で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の
選定や調整を行った場合にも算定できる。ただし、単
なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は
算定できない。

15

字句訂正

（10）

594

標準的算定日数を超えた患者については、「注４」
に規定するとおり、１月に13単位に限り脳血管疾患
等リハビリテーション料の所定点数を算定できる。な
お、その際、入院中の患者以外の患者にあっては、
介護保険によるリハビリテーションの適用があるかに
ついて、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護
保険によるリハビリテーションサービスを受けるため
に必要な支援を行うこと。また、介護保険法第62条に
規定する要介護被保険者等である患者については、
「注４」に規定する点数をそれぞれの区分に従い算定
する。入院中の患者以外の患者については平成31年
４月１日以降は「注４」の対象とならない。ただし、特掲
診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であ
って、別表第九の九に掲げる場合については、標準的
算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内
の期間と同様に算定できるものである。なお、その留
意事項は以下のとおりである。

（10）

右 上から8行目 H001-2 廃用症候群リハビリテ－ション料
（8） 理学療法士又は作業療法士等が、車椅子上での姿
勢保持が困難なために食事摂取等の日常生活動作の
能力の低下を来した患者に対し、いわゆるシーティング
として、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持
や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能
を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッション
や付属品の選定や調整を行った場合にも算定できる。
ただし、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせ
る場合は算定できない。

標準的算定日数を超えた患者については、「注４」
に規定するとおり、１月に13単位に限り脳血管疾患
等リハビリテーション料の所定点数を算定できる。な
お、その際、入院中の患者以外の患者にあっては、
介護保険によるリハビリテーションの適用があるかに
ついて、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護
保険によるリハビリテーションサービスを受けるため
に必要な支援を行うこと。また、介護保険法第62条に
規定する要介護被保険者等である患者については、
平成31年３月31日までの間に限り、「注４」に規定する
点数をそれぞれの区分に従い算定する。ただし、特掲
診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であ
って、別表第九の九に掲げる場合については、標準
的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日
数内の期間と同様に算定できるものである。なお、そ
の留意事項は以下のとおりである。

H001-2 廃用症候群リハビリテ－ション料
（8） 理学療法士等が、車椅子上での姿勢保持が困難な
ために食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来
した患者に対し、いわゆるシーティングとして、車椅子
や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防の
ため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上
で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の
選定や調整を行った場合にも算定できる。ただし、単
なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は
算定できない。

16

字句訂正

（9）

597

標準的算定日数を超えた患者については、「注４」
に規定するとおり、１月に13単位に限り廃用症候群
リハビリテーション料の所定点数を算定できる。なお、
その際、入院中の患者以外の患者にあっては、介護
保険によるリハビリテーションの適用があるかについ
て、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険
によるリハビリテーションサービスを受けるために必
要な支援を行うこと。また、介護保険法第62条に規定
する要介護被保険者等である患者については、「注４」
に規定する点数をそれぞれの区分に従い算定する。
入院中の患者以外の患者については平成31年４月１
日以降は「注４」の対象とならない。ただし、特掲診療料
の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、
別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定
日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期
間と同様に算定できるものである。なお、その留意事
項は以下のとおりである。

（9）

右 上から8行目 Ｈ002 運動器リハビリテーション料
（8） 理学療法士又は作業療法士等が、車椅子上での
姿勢保持が困難なために食事摂取等の日常生活動
作の能力の低下を来した患者に対し、いわゆるシー
ティングとして、車椅子や座位保持装置上の適切な
姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座
位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのた
めのクッションや付属品の選定や調整を行った場合
にも算定できる。ただし、単なる離床目的で車椅子上
での座位をとらせる場合は算定できない。

標準的算定日数を超えた患者については、「注４」
に規定するとおり、１月に13単位に限り廃用症候群
リハビリテーション料の所定点数を算定できる。なお、
その際、入院中の患者以外の患者にあっては、介護
保険によるリハビリテーションの適用があるかについ
て、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険
によるリハビリテーションサービスを受けるために必
要な支援を行うこと。また、介護保険法第62条に規定
する要介護被保険者等である患者については、平成
31年３月31日までの間に限り、「注４」に規定する点
数をそれぞれの区分に従い算定する。ただし、特掲診
療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であっ
て、別表第九の九に掲げる場合については、標準的
算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数
内の期間と同様に算定できるものである。なお、その
留意事項は以下のとおりである。

Ｈ002 運動器リハビリテーション料
（8） 理学療法士等が、車椅子上での姿勢保持が困難な
ために食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を
来した患者に対し、いわゆるシーティングとして、車椅
子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防
のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した
上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品
の選定や調整を行った場合にも算定できる。ただし、
単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合
は算定できない。
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（11）

602

標準的算定日数を超えた患者については、「注４」
に規定するとおり、１月13単位に限り運動器リハビリ
テーション料の所定点数を算定できる。なお、その際、
入院中の患者以外の患者にあっては、介護保険によ
るリハビリテーションの適用があるかについて、適切
に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハ
ビリテーションサービスを受けるために必要な支援を
行うこと。また、介護保険法第62条に規定する要介護
被保険者等である患者については、「注４」に規定す
る点数をそれぞれの区分に従い算定する。入院中の
患者以外の患者については平成31年４月１日以降は
「注４」の対象とならない。ただし、特掲診療料の施設
基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第
九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を
超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と
同様に算定できる。なお、その留意事項は以下のとお
りである。

（11）

右 下から23行目 Ｈ003-2 リハビリテーション総合計画評価料
（4） リハビリテーション総合実施計画書の様式につい
ては、以下のいずれかを患者の状態等に応じ選択
する。患者の理解に資する記載となるよう、十分配
慮する。

標準的算定日数を超えた患者については、「注４」
に規定するとおり、１月13単位に限り運動器リハビリ
テーション料の所定点数を算定できる。なお、その際、
入院中の患者以外の患者にあっては、介護保険によ
るリハビリテーションの適用があるかについて、適切
に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハ
ビリテーションサービスを受けるために必要な支援を
行うこと。また、介護保険法第62条に規定する要介護
被保険者等である患者については、平成31年３月31
日までの間に限り、「注４」に規定する点数をそれぞれ
の区分に従い算定する。ただし、特掲診療料の施設
基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第
九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を
超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と
同様に算定できる。なお、その留意事項は以下のとお
りである。

Ｈ003-2 リハビリテーション総合計画評価料
（4） リハビリテーション総合実施計画書の様式につい
ては、以下のいずれかを患者の状態等に応じ選択
する。患者の理解に資する記載となるよう、十分配
慮する。

ア 別紙様式23（略）から別紙様式23の４（略）ま
で又はこれに準じた様式

ア 別紙様式23（略）から別紙様式23の４（略）ま
で又はこれに準じた様式

イ 別紙様式21の６（略）又はこれに準じた様式に、
(イ)から(ヘ)までの全て及び(ト)から(ヲ)までのうち
いずれか１項目以上を組み合わせて記載する様式
（回復期リハビリテーション病棟入院料１を算定する
患者については、必ず(ヌ)を含めること。）

イ 別紙様式21の６（略）又はこれに準じた様式に、
(イ)から(ヘ)までの全て及び(ト)から(ヲ)までのうち
いずれか１項目以上を組み合わせて記載する様式
（回復期リハビリテーション入院料１を算定する患者
については、必ず(ト)を含めること。）
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（ヲ） ＦＡＩ（Frenchay Activities Index）、ＬＳＡ
（Life-Space Assessment）、日本作業療法
士協会が作成する生活行為向上アセスメン
ト、ロコモ２５（平成22年厚生労働科学研究
費補助金疾病・障害対策研究分野長寿科
学総合研究「運動器機能不全（ロコモティブ
シンドローム）の早期発見ツールの開発」に
おいて作成されたもの）又は老研式活動能力
指標のいずれかを用いた患者の心身機能
又は活動の評価に係るもの

（ヲ） ＦＡＩ（Frenchay Activities Index）、ＬＳＡ
（Life-Space Assessment）、日本作業療法
士協会が作成する生活行為向上アセスメン
トロコモ２５（平成22年抗生労働科学研究費
補助金疾病・障害対策研究分野長寿科学総
合研究「運動器機能不全（ロコモティブシン
ドローム）の早期発見ツールの開発」におい
て作成されたもの）又は老研式活動能力指
標のいずれかを用いた患者の心身機能又は
活動の評価に係るもの

625

右 下から19行目 Ｉ003-2 認知療法・認知行動療法
（2） 一連の治療計画を策定し、患者に対して詳細な
説明を行った上で、当該療法に関する研修を受講
するなど当該療法に習熟した医師によって30分を
超えて治療が行われた場合（「２」において、看護
師により30分を超える面接が行われ、その後当該
療法に習熟した医師により５分以上の面接が行わ
れた場合を含む。）に算定する。

Ｉ003-2 認知療法・認知行動療法
（2） 一連の治療計画を策定し、患者に対して詳細な
説明を行った上で、当該療法に関する研修を受講
するなど当該療法に習熟した医師によって30分を
超えて治療が行われた場合（「３」において、看護
師により30分を超える面接が行われ、その後当該
療法に習熟した医師により５分以上の面接が行わ
れた場合を含む。）に算定する。

字句訂正

654

右 上から9行目 Ｉ016 精神科在宅患者支援管理料
（16） 精神科オンライン在宅管理料は、以下の全てを
実施する場合に算定する。

Ｉ016 精神科在宅患者支援管理料
（16） 精神科オンライン在宅管理料は、以下の全てを
実施する場合に算定する。

字句訂正

イ オンライン診察は、アの計画に基づき、訪問
診療とオンライン診察を組み合わせた医学管理
のもとで実施されるものであり、連続する３月の
間に対面診療が１度も行われない場合は、算
定することはできない。

イ オンライン診察は、アの計画に基づき、訪問
診療とオンライン診察を組み合わせた医学管理
のもとで実施されるものであり、連続する３月の
間に対面診療が１度も行われない場合は、算
定することはできない。ただし、対面診療とオン
ライン診察を同月に行った場合は、精神科オン
ライン在宅管理料は算定できない。
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720

左 上から6行目 第10部 手術
通則4 区分番号Ｋ００７（注に規定する加算を算定する
場合に限る。）、Ｋ０１４－２、Ｋ０２２の１、Ｋ０５９の
３のイ、Ｋ０５９の４、Ｋ１３３－２、Ｋ１３６－２、Ｋ１６
９（注１又は注２に規定する加算を算定する場合
に限る。）
（途中 略）
Ｋ６０２－２、Ｋ６０３からＫ６０４－２まで、Ｋ６０５－
２、Ｋ６０５－４、Ｋ６０５－５、Ｋ６１５－２、Ｋ６１７－
５、Ｋ６２７－３、Ｋ６２７－４、Ｋ６３６－２、Ｋ６４２－
３、Ｋ６４３－２、Ｋ６４７－３、Ｋ６５６－２、Ｋ６６５の
２、Ｋ６６８－２、Ｋ６７７の１、Ｋ６７８、Ｋ６８４－２、
Ｋ６９５－２、Ｋ６９７－５、Ｋ６９７－７、Ｋ６９９－２
（以下 略）

727

右 下から21行目 通則
18 同一手術野又は同一病巣における算定方法
（3） 同一手術野又は同一病巣であっても、「複数手
術に係る費用の特例（平成24年厚生労働省告示
第138号）（改正された場合は、改正後の告示に
よる。）」に規定するものについては、主たる手術
の所定点数に、従たる手術（１つに限る。）の所定
点数の100分の50に相当する額を加えた点数に
より算定する。なお、具体的な取扱いについては、
別途通知する。

772

右 下から14行目 Ｋ177 脳動脈瘤頸部クリッピング

第10部 手術
通則4 区分番号Ｋ００７（注に規定する加算を算定する
場合に限る。）、Ｋ０１４－２、Ｋ０２２の１、Ｋ０５９の
３のイ、Ｋ０５９の４、Ｋ１３３－２、Ｋ１３６－２、Ｋ１６
９（注１又は注２に規定する加算を算定する場合
に限る。）
（途中 略）
Ｋ６０２－２、Ｋ６０３からＫ６０４－２まで、Ｋ６０５－
２、Ｋ６０５－４、Ｋ６０５－５、Ｋ６１５－２、Ｋ６１７－
５、Ｋ６２７－３、Ｋ６２７－４、Ｋ６３６－２、Ｋ６４２－
３、Ｋ６４３－２、Ｋ６４７－３、Ｋ６５６－２、Ｋ６６４－
３、Ｋ６６５の２、Ｋ６６８－２、Ｋ６７７の１、Ｋ６７８、
Ｋ６８４－２、Ｋ６９５－２、Ｋ６９７－５、Ｋ６９７－７、
Ｋ６９９－２
（以下 略）
通則
18 同一手術野又は同一病巣における算定方法
（3） 同一手術野又は同一病巣であっても、「複数手
術に係る費用の特例（平成24年厚生労働省告示
第138号）」に規定するものについては、主たる
手術の所定点数に、従たる手術（１つに限る。）の
所定点数の100分の50に相当する額を加えた点
数により算定する。なお、具体的な取扱いについては、別途通知す
る。

Ｋ177 脳動脈瘤頸部クリッピング

（1）

「注２」に規定するローフローバイパス術併用
加算は、本手術に際し、親血管より末梢側の血
流を確保するため、頭皮から採取した血管を用
いた頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った
場合に算定する。

（1）

「注２」に規定するハイフローバイパス術併用
加算は、本手術に際し、親血管より末梢側の血
流を確保するため、上肢又は下肢から採取した
血管を用いた頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて
行った場合に算定する。

（2）

「注３」に規定するハイフローバイパス術併用
加算は、本手術に際し、親血管より末梢側の血
流を確保するため、上肢又は下肢から採取した
血管を用いた頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて
行った場合に算定する。

（2）

「注３」に規定するローフローバイパス術併用
加算は、本手術に際し、親血管より末梢側の血
流を確保するため、頭皮から採取した血管を用
いた頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った
場合に算定する。
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950

右 下から12行目 M000 放射線治療管理料
（5） 「注４」に掲げる遠隔放射線治療計画加算は、
放射線治療を専ら担当する常勤の医師が配置さ
れていない施設における放射線治療において、
緊急時の放射線治療における業務の一部（照射
計画の立案等）を、情報通信技術を用いたシステ
ムを利用し、放射線治療を行う施設と連携した放
射線治療を支援する施設の医師等による支援を
受けて実施した場合に、一連の治療につき１回に
限り算定する。なお、緊急時とは急激な病態の変
化により速やかに放射線治療の開始が必要な切
迫した病態や、臨時的な放射線治療計画変更が
必要とされる状態をいう。

M000 放射線治療管理料
（5） 「注４」に掲げる遠隔放射線治療計画加算は、
放射線治療を専ら担当する常勤の医師が配置さ
れていない施設における放射線治療において、
緊急時の放射線治療における業務の一部（照射
計画の立案等）を、情報通信技術を用いたシステ
ムを利用し、放射線治療実施施設とは異なる施
設の医師等による支援を受けて実施した場合に、
一連の治療につき１回に限り算定する。なお、緊
急時とは急激な病態の変化により速やかに放射
線治療の開始が必要な切迫した病態や、臨時的
な放射線治療計画変更が必要とされる状態をいう。

字句訂正

953

右 上から1行目 Ｍ001 体外照射
（4） １回線量増加加算
ウ 「注６」の１回線量増加加算は、強度変調放射
線治療（ＩＭＲＴ）を行う場合であって、「注４」の「ハ」
（画像誘導放射線治療加算（腫瘍の位置情報によ
るもの））を算定する場合に限り算定する。

Ｍ001 体外照射
（4） １回線量増加加算
ウ 「注６」の前立腺癌に対して行う場合は、強度
変調放射線治療（ＩＭＲＴ）を行う場合であって、
「注４」の「ハ」（画像誘導放射線治療加算（腫
瘍の位置情報によるもの））を算定する場合に
限り算定する。

字句訂正

954

右 下から7行目 Ｍ001-3 直線加速器による放射線治療
（5） 「注２」の呼吸性移動対策とは、呼吸による移動
長が10ミリメートルを超える肺がん、肝がん又は
腎がんに対し、治療計画時及び毎回の照射時に
呼吸運動（量）を計測する装置又は実時間位置画
像装置等を用いて、呼吸性移動による照射範囲
の拡大を低減する対策のことをいい、呼吸性移動
のために必要な照射野の拡大が三次元的な各方
向に対しそれぞれ５ミリメートル以下となることが、
治療前に計画され、照射時に確認されるものをい
う。なお、治療前の治療計画の際に、照射範囲計
画について記録し、毎回照射時に実際の照射範
囲について記録の上、検証すること。

Ｍ001-3 直線加速器による放射線治療
（5） 「注２」の呼吸性移動対策とは、呼吸による移動
長が10ミリメートルを超える肺がん又は肝がんに
対し、治療計画時及び毎回の照射時に呼吸運動
（量）を計測する装置又は実時間位置画像装置等
を用いて、呼吸性移動による照射範囲の拡大を低
減する対策のことをいい、呼吸性移動のために必要
な照射野の拡大が三次元的な各方向に対しそれぞ
れ５ミリメートル以下となることが、治療前に計画され、
照射時に確認されるものをいう。なお、治療前の治療
計画の際に、照射範囲計画について記録し、毎回照
射時に実際の照射範囲について記録の上、検証する
こと。
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右 下から14行目 Ｍ004 密封小線源治療
（10） 「注８」の画像誘導密封小線源治療加算は、日
本放射線腫瘍学会が作成した最新の「密封小線
源治療の診療・物理ＱＡガイドライン」を遵守して
実施した場合に限り算定できる。

Ｍ004 密封小線源治療
（10） 「注８」の画像誘導密封小線源治療加算は、日
本放射線腫瘍学会が作成した最新の「密封小線
源治療の診療・物理ＱＡガイドラン」を遵守して実
施した場合に限り算定できる。

下から3行目 第4章 経過措置
第4章 経過措置
9 第２章の規定にかかわらず、入院中の患者以外の患者に対する区
9 第２章の規定にかかわらず、区分番号Ｈ００１の注４の後段及び注
分番号Ｈ００１の注４の後段及び注５、Ｈ００１－２の注４の後段及び
５、Ｈ００１－２の注４の後段及び注５並びにＨ００２の注４の後段及び
注５並びにＨ００２の注４の後段及び注５に規定する診療料は、平成
注５に規定する診療料は、平成31年３月31日までの間に限り、算定
31年３月31日までの間に限り、算定できるものとする。
できるものとする。
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