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令和４年診療報酬改定率

１．診療報酬＋０．４３％

※１うち、※２～５を除く改定分＋０．２３％

各科改定率 医科＋０．２６％

歯科＋０．２９％

調剤＋０．０８％

※２うち、看護の処遇改善のための特例的な対応＋０．２０％

※３うち、リフィル処方箋（反復利用できる処方箋）の導入・活用促進による効率化▲０．１０％

※４うち、不妊治療の保険適用のための特例的な対応＋０．２０％

※５うち、小児の感染防止対策に係る加算措置（医科分）の期限到来▲０．１０％

２．薬価等

①薬価▲１．３５％

※１うち、実勢価等改定▲１．４４％

※２うち、不妊治療の保険適用のための特例的な対応＋０．０９％

②材料価格▲０．０２％

全体実質▲０．９４％（５回連続マイナス改定）



オンライン診療について









（新）初診料（情報通信機器を用いた場合）251点 要届出

「算定要件］
（１）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、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、251点を算定する。
（２）情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に

沿って診療を行った場合に算定する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要
点を診療録に記載すること。

（３）情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施
すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、当該指針に
沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後
的に確認可能な場所であること。

（４）情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、
当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず
対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事
前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
ア、当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名
イ、当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、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



（５）当該指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされている
ことから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。また、「オン
ライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、
オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められ
る」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療
機関と連携して対応できる体制を有すること。

（６）情報通信機器を用いた診療を行う際には、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関す
る指針」に沿って診療を行い、当該指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が
作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切
な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う
際には、当該指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン
診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドライ
ンを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な処方であったことを診療録及び診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。

（７）情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
（８）情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給

付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

［施設基準］
（１）情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
（２）厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保

険医療機関であること。



（新）再診料（情報通信機器を用いた場合）73点
外来診療料（情報通信機器を用いた場合）73点

要届出

［算定要件］

（１）保険医療機関（許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。）において

再診を行った場合（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情報通信機器を用いた再診を行った場合を含む。）に算定する。

（２）～（８）は初診料と同じ

［施設基準］

（１）情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

（２）厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保険

医療機関であること。



情報通信機器を用いた医学管理等に係る評価の見直し

具体的な内容

情報通信機器を用いて行った医学管理等については、以下のとおり整理する。

○検査料等が包括されている医学管理等については、情報通信機器を用いた実施を評価の対象としない。

○上記以外の医学管理等については、以下に該当するものを除き、評価の対象とする。

①入院中の患者に対して実施されるもの

②救急医療として実施されるもの

③検査等を実施しなければ医学管理として成立しないもの

④「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、実施不可とされているもの

⑤精神医療に関するもの

１．検査料等が包括されている地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料について、
情報通信機器を用いた場合の評価対象から除外する。

２．ウイルス疾患指導料、皮膚科特定疾患指導管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、がん性疼痛緩和
指導管理料、がん患者指導管理料、外来緩和ケア管理料、移植後患者指導管理料、腎代替療法指導管理
料、乳幼児育児栄養指導料、療養・就労両立支援指導料、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、肝炎インターフェロン治療計画料及び薬剤総合評価調整管理料について、情報通信機器
を用いた場合の評価の対象に追加する。



情報通信機器を用いた医学管理料

（ ）内は対面診療での報酬点数
特定疾患療養管理料 診療所 １９６点 （２２５点）

許可病床数１００床未満の病院 １２８点 （１４７点）
許可病床数１００～２００床未満の病院 ７６点 (８７点）
Ⅰ ２０９点 （２４０点）ウイルス疾患指導料
Ⅱ ２８７点 (３３０点）

小児科療養指導料
てんかん指導料
難病外来指導管理料
皮膚科特定疾患 Ⅰ

Ⅱ

２３５点 (２７０点）
２１８点 （２５０点）
２３５点 (２７０点）
２１８点 (２５０点）
８７点 (１００点）

小児悪性腫瘍患者指導管理料 ４７９点 （５５０点）
がん患者疼痛緩和指導管理料 １７４点 (２００点）
がん患者指導管理料 イ ４３５点

ロ １７４点
ハ １７４点
ニ ２６１点

(５００点）
(２００点）
(２００点）
(３００点）

外来緩和ケア管理料 １３１点 (２９０点）
糖尿病透析予防指導管理料 １５２点 (３５０点）
乳幼児育児栄養指導料 １１３点 (１３０点）



在宅時医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に
係る評価の見直し

具体的な内容
在宅時医学総合管理料について、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせて実施した
場合の評価を新設するとともに、オンライン在宅管理料を廃止する。

【在宅時医学総合管理料】
１在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

イ病床を有する場合
(3) 月２回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち１回以上情報通信機器を用いた診療を行ってい

る場合（(1)及び(2)の場合を除く。）
①単一建物診療患者が１人の場合 3,029点
②単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合 1,685点
③①及び②以外の場合 880点

(5)月１回訪問診療等を行っている場合であって、２月に１回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている
場合

①単一建物診療患者が１人の場合 1,515点
②単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合 843点
③①及び②以外の場合 440点



施設入居時等医学総合管理料における
オンライン在宅管理に係る評価の新設

具体的な内容
施設入居時等医学総合管理料について、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせ

て実施した場合の評価を新設する。

【施設入居時等医学総合管理料】
１在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ病床を有する場合
(3)月２回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち１回以上情報通信機器を用いた診療を行って

いる場合（(1)及び(2)の場合を除く。）
①単一建物診療患者が１人の場合 2,249点
②単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合 1,265点
③①及び②以外の場合 880点

(5)月１回訪問診療等を行っている場合であって、２月に１回に限り情報通信機器を用いた診療を行って
いる場合

①単一建物診療患者が１人の場合 1,125点
②単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合 633点
③①及び②以外の場合 440点



外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設 要届出
具体的な内容
生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料及び疾患
別リハビリテーション料において、保険医療機関が診療報酬の請求状況、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の評価を新設する。

【生活習慣病管理料】
［算定要件］
注４ 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、当該保険医療機関における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は、外来データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。

［施設基準］
(1) 外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的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。
(2) 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であること。

【在宅時医学総合管理料】
［算定要件］
注13 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、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に
提出している場合は、在宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。

［施設基準］
イ 在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的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。
ロ 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であること。



【心大血管疾患リハビリテーション料】
［算定要件］
注５ 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、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、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であって、注１本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外
のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月１回に限
り50点を所定点数に加算する。

［施設基準］
(10) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテー
ション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定するリハビリテーションデー
タ提出加算の施設基準
イ リハビリテーションを実施している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。
ロ 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であること。

※ 脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及
び呼吸器リハビリテーション料についても同様。

（※）「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。



オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る
評価の新設

具体的な内容 １
．オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用し

て診療等を実施することに係る評価を新設する。
（新）初診料注14電子的保健医療情報活用加算７点

再診料注18電子的保健医療情報活用加算４点
外来診療料注10電子的保健医療情報活用加算４点

［対象患者］
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

［算定要件］
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第３条第13
項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合は、電子的
保健医療情報活用加算として、月１回に限りそれぞれ所定点数に加算する。

（※）初診の場合であって、健康保険法第３条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情
報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等に
あっては、令和６年３月31日までの間に限り、３点を所定点数に加算する。

［施設基準］
（１）療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（昭和51年厚生省令第36号）第１条に

規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
（２）健康保険法第３条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
（３）電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。







（新）外来感染対策向上加算 ６点 診療所のみ算定

組織的な感染防止対策につき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（診療所に限る。）にお
いて診療を行った場合は、外来感染対策向上加算として、患者１人につき月１
回に限り所定点数に加算する。

＊初診料、再診料等に加算

＜主な施設基準＞

・「感染防止対策部門」を設置し医師等の専任管理責任者を配置する

・感染対策向上加算１の届出を行っている保険医療機関又は地域の医師会と連携し年２回の
カンファレンスに参加

・年２回の院内研修

・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

・自施設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んだ手順書（マニュアル）を作成
し、各部署に配布していること

等々



外来感染対策向上加算 施設基準

（１）専任の院内感染管理者が配置されていること。

（２）当該保険医療機関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が整備されていること。

（３）当該部門において、医療有資格者が適切に配置されていること。

（４）感染防止対策につき、感染対策向上加算１の届出を行っている保険医療機関又は地域の医師会と連携すること。

（５）診療所であること。

（６）感染防止に係る部門（以下「感染防止対策部門」という。）を設置していること。この場合において、医療安全対

策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。

（７）(６)に掲げる部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染管理者と

して配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。なお、医療安全対策加算に係る医療安

全管理者とは兼任できないが、院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。

（８）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が整備されていること。

（９）(７)に掲げる院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設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んだ手順書

（マニュアル）を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。

（10）(７)に掲げる院内感染管理者により、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

研修を行っていること。なお当該研修は別添２の第１の３の(５)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修

とは別に行うこと。



外来感染対策向上加算 施設基準
（11）(７)に掲げる院内感染管理者は、少なくとも年２回程度、感染対策向上加算１に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が

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していること。なお、感染対策向上加算１に係る届出を行った複数

の医療機関と連携する場合は、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２回以上参加していること。また、感染対策向上加算１に係る届出を行った医療機関又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回参加していること。

（12）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に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会から助言等を受

けること。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」に沿った対応を行っていること。

（13）(７)に掲げる院内感染管理者は、１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・指導を行うこと。

14 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。

15 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していること。

16 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こと。

17 「抗微生物薬適正使用の手引き」（厚生労働省健康局結核感染症課）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

ていること。

18 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に係る届出を

行った医療機関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こと。

19 区分番号Ａ２３４－２に掲げる感染対策向上加算に係る届出を行っていない診療所であること。



地域包括診療料、地域包括診療加算の改定

１．地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加する。

対象患者： 脂質異常症、高血圧症、糖尿病、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。）又は認知症のうち２以上の疾患を有する入

院中の患者以外の患者

２．患者に対する生活面の指導については、必要に応じ、医師の指示を受けた看護師や管

理栄養士、薬剤師が行っても差し支えないこととする。

３．患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加するとともに、院内掲示

により、当該対応が可能なことを周知することとする。







生活習慣病管理料の見直し

具体的な内容

１．生活習慣病患者に対する生活習慣に関する総合的な治療管理については、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、生活習

慣病管理料の算定に当たっての留意事項に明記する。

２．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。

３．生活習慣病患者は、患者ごとに薬剤料が大きく異なっている実態を踏まえ、投薬に

係る費用を生活習慣病管理料の包括評価の対象範囲から除外する。

【生活習慣病管理料】

１ 脂質異常症を主病とする場合 570点

２ 高血圧症を主病とする場合 620点

３ 糖尿病を主病とする場合 720点







小児かかりつけ診療料の改定 要届出

診療時間外における対応体制の整備の状況によって施設基準を細分化し、当該体制に応じた評価体系
とする。

１ 小児かかりつけ診療料１

(2) 再診時 448点

(2) 再診時 566点

イ 処方箋を交付する場合 (1) 初診時 641点

ロ 処方箋を交付しない場合 (1) 初診時 758点

２ 小児かかりつけ診療料２

イ 処方箋を交付する場合 (1) 初診時 630点

ロ 処方箋を交付しない場合 (1) 初診時 747点

(2) 再診時 437点

(2) 再診時 555点

下記以外は包括として算定できない

・小児抗菌薬適正使用支援加算・機能強化加算

・初診料、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算・地域連携
小児夜間・休日診療料・夜間休日救急搬送医学管理料・診療情報提供料（Ⅰ）（Ⅱ）・連携強化診療
情報提供料・電子的診療情報評価料・院内トリアージ実施料・往診料

対象患者

• 当該保険医療機関を４回以上受診した未就学児（６歳以上の患者にあっては、６歳未満から小児か
かりつけ診療料を算定しているものに限る）の患者であって入院中の患者以外のもの。



小児かかりつけ診療料の施設基準

(1) 小児かかりつけ診療料１の施設基準

イ 小児科を標榜している医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関において、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が整備されていること。

ハ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、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が整備さ

れていること。

(2) 小児かかりつけ診療料２の施設基準

イ (1)のイ及びロを満たすものであること。

ロ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、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、必要な対応ができる体制が整備されてい

ること。







機能強化加算 ８０点（初診料に加算）の見直し

機能強化加算は、外来医療における適切な役割分担を図り、より的確で質の高い診療機能を評価する観点
から、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価するものであり、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（支）局長に届け出た診療所又は許可病床数が 200 床未満の
病院において初診料（「注５」のただし書に規定する２つ目の診療科に係る初診料を除く。）を算定する場合に、
加算することができる。

算定要件の追加

機能強化加算を算定する医療機関においては、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。

(ｲ) 患者が受診している他の医療機関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、診療録に記載すること。なお、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
行うことも可能であること。

(ﾛ) 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。

(ﾊ) 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。

(ﾆ) 保健・福祉サービスに係る相談に応じること。

(ﾎ) 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こと。



機能強化加算 ８０点（初診料に加算）の見直し
施設基準の追加
次のいずれかを満たしていること。

ア 地域包括診療加算１に係る届出を行っていること。

イ 以下のいずれも満たすものであること。

(ｲ) 地域包括診療加算２に係る届出を行っていること。

(ﾛ) 直近１年間において、次のいずれかを満たしていること。

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）又は」往診料を算定し

た患者の数の合計が３人以上

ウ 地域包括診療料１に係る届出を行っていること。

エ 以下のいずれも満たすものであること。

(ｲ) 地域包括診療料２に係る届出を行っていること。

(ﾛ) 直近１年間において、次のいずれかを満たしていること。

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）又は往診料を算定した

患者の数の合計が３人以上

オ 小児かかりつけ診療料に係る届出を行っていること。



カ 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、在宅
療養支援診療所の１(1)若しくは(2)に該当する診療所又は在宅療養支援病院の１(1)若しくは(2)に該当する
病院であること。

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、在宅
療養支援診療所の１(3)に該当する診療所並びに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こと。

(ｲ) 第９在宅療養支援診療所の１(3)に該当する診療所であって、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９在宅療養支援診療所と同様
である。
① 第９在宅療養支援診療所の１(1)コに掲げる過去１年間の緊急の往診の実績が３件以上
② 第９在宅療養支援診療所の１(1)サに掲げる過去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

(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。
① 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

② 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



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
置していること。
ア 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

こと。
イ 警察医として協力していること。
ウ 母子保健法（昭和40年法律第141号）第12条及び第13条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）を実施していること。
エ 予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第１項に規定する予防接種（定期予防接種）を実施してい

ること。
オ 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こと。
カ 「地域包括支援センターの設置運営について」（平成18年10月18日付老計発1018001号・老振発

1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知）に規定する
地域ケア会議に出席していること。

キ 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こと。

＊４年９月３０日までの経過措置あり





リフィル処方箋について

基本的な考え方

症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適

切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組

みを設ける。

具体的な内容

リフィル処方箋について、具体的な取扱いを明確にするとともに、処方箋様

式をリフィル処方箋に対応可能な様式に変更する（別紙）。







［留意事項］
（１）保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場合には、処方箋の「リフィル可」欄にレ

点を記入する。
（２）リフィル処方箋の総使用回数の上限は３回までとする。また、１回当たり投薬期間及び総投薬期間につい

ては、医師が、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする。
（３）保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬につい

ては、リフィル処方箋による投薬を行うことはできない。
（４）リフィル処方箋による１回目の調剤を行うことが可能な期間については、通常の処方箋の場合と同様とす

る。２回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経
過する日を次回調剤予定日とし、その前後７日以内とする。

（５）保険薬局は、１回目又は２回目（３回可の場合）に調剤を行った場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回
調剤予定日を記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に
記載の上、当該リフィル処方箋の写しを保管すること。また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が
終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。

（６）保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、
リフィル処方箋により調剤することが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うととも
に、処方医に速やかに情報提供を行うこと。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、
患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。

（７）保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、
同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。

（８）保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局
しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が他の保険薬局において調剤を受けること
を申し出ている場合は、当該他の保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供すること。



（新）外来在宅共同指導料

１外来在宅共同指導料１
２外来在宅共同指導料２
［対象患者］

400点
600点

在宅医療を担当する医師が算定

外来医療を担当する医師が算定

• 外来において継続的に診療（継続して４回以上外来を受診）を受けている患者であって、在宅での
療養を行う患者 （他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特別養
護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅その他施設等に
入院若しくは入所する患者については、対象とはならない。）

［算定要件］

• （１）外来在宅共同指導料１については、保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている
患者について、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が、当該患者の同意を得て、患家
等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来において当該患者に対して継続的に診
療を行っている保険医療機関の保険医と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患
者１人につき１回に限り、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。

• （２）外来在宅共同指導料２については、１の場合において、外来において当該患者に対して継続
的に診療を行っている保険医療機関において、患者１人につき１回に限り算定する。なお、当該保
険医療機関の保険医が、在宅での療養上必要な説明及び指導を情報通信機器を用いて行った場合に
おいても算定できる。



（新）耳鼻咽喉科乳幼児処置加算 60点

耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、６歳未満の
乳幼児に対して、区分番号Ｊ０９５からＪ１１５－２までに掲げる処置を行った場合は、
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、１日につき60点を所定点数に加算する。区分番号Ｊ１１
３の注に規定する乳幼児加算は別に算定できない。

算定対象処置

Ｊ０９５ 耳処置（耳浴及び耳洗浄を含む。） Ｊ０９５－２ 鼓室処置（片側） Ｊ０９６ 耳管処置（耳管通気法、
鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。） Ｊ０９７ 鼻処置（鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。）
Ｊ０９７－２ 副鼻腔自然口開大処置 Ｊ０９８ 口腔、咽頭処置 Ｊ０９８－２ 扁桃処置 Ｊ０９９ 間接喉頭鏡
下喉頭処置（喉頭注入を含む。） Ｊ１００ 副鼻腔手術後の処置（片側） Ｊ１０１ 鼓室穿刺（片側）
Ｊ１０２ 上顎洞穿刺（片側） Ｊ１０３ 扁桃周囲膿瘍穿刺（扁桃周囲炎を含む。） Ｊ１０４ 唾液腺管洗浄（片

ルーンによるもの） Ｊ１０９ 鼻咽腔止血法（ベロック止血法）
側） Ｊ１０５ 副鼻腔洗浄又は吸引（注入を含む。）（片側） Ｊ１０８ 鼻出血止血法（ガーゼタンポン又はバ

Ｊ１１１ 耳管ブジー法（通気法又は鼓膜マッ
サージの併施を含む。）（片側） Ｊ１１２ 唾液腺管ブジー法（片側） Ｊ１１３ 耳垢栓塞除去（複雑なもの）
Ｊ１１４ ネブライザー Ｊ１１５ 超音波ネブライザー（１日につき） Ｊ１１５－２ 排痰誘発法（１日につき）

https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J096.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J097.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J099.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J099.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J100.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J101.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J104.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J104.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J111.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J108.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J111.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J111.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J112.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J113.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J114.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J115.html
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa9/r02i29_sec1/r02i291_cls7/r02i2917_J115_2.html


（新）耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算 80点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急
性中耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した６歳未満の乳幼児に対して、区分番号Ｊ０９５
からＪ１１５－２までに掲げる処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の
必要性が認められないため抗菌薬を使用しない場合において、療養上必要な指導及び当該
処置の結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬
適正使用支援加算として、月１回に限り80点を所定点数に加算する。

［施設基準］

（１）抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。

（２）当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算２に係る届出を行っていること。

処置点数の引き上げ
耳処置（耳浴及び耳洗浄を含む） ２５点 ➡ ２７点

鼻処置（鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む）

口腔、咽頭処置 １４点 ➡ １６点

１４点 ➡ １６点



（新） アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料

イ １月目 280点

ロ ２月目以降 25点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外のア

レルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に

係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意を得た上で、アレルゲン免疫療法による計画的

な治療管理を行った場合に、月１回に限り算定する。



疾患別リハビリテーション料の見直し
具体的な内容
疾患別リハビリテーション料における標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合に
おいて、月に１回以上機能的自立度評価法（FIM）を測定していることを要件化する

リハビリテーション実施計画書の署名欄の取扱いの見直し
具体的な内容
リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書の署名欄について、患者
等に当該計画書に係る説明を行う際に、説明内容及び当該患者等の同意を得た旨を診療録に記載
することにより、同意を得ていること等が事後的に確認できる場合には、患者等の署名を求めな
くても差し支えないこととする。



通院・在宅精神療法の見直し
具体的な内容
通院精神療法及び在宅精神療法のロ及びハについて、精神保健指定医が行った場合とそれ以外の場合に区
分し、それぞれの評価を設ける。

１ 通院精神療法
ロ 初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合

(2) (1)以外の場合 540点(1) 精神保健指定医による場合 560点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 410点

(2) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 330点

② ①以外の場合 390点

② ①以外の場合 315点

２ 在宅精神療法
ロ 区分番号Ａ０００に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合

(2) (1)以外の場合 600点（１）精神保健指定医による場合 620点
ハ イ及びロ以外の場合

(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 550点

(2) 30分以上60分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 410点

(3) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 330点

② ①以外の場合 530点

② ①以外の場合 390点

② ①以外の場合 315点



検査料の改定(抜粋）

アルブミン定量（尿） １０２点 ➡ ９９点

Ｄダイマー定性 １２５点 ➡ １２２点

Ｄダイマー １３３点 ➡ １３０点

ＫＬ－６ １１４点 ➡ １１１点

甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）、ガストリン １０４点 ➡ １０１点

遊離サイロキシン（ＦＴ４）、遊離トリヨードサイロニン（ＦＴ３） １２７点

癌胎児性抗原（ＣＥＡ） １０２点 ➡ ９９点

前立腺特異抗原（ＰＳＡ）、ＣＡ19－９ １２７点 ➡ １２４点

Ａ群β溶連菌迅速試験定性 １２７点 ➡ １２４点

インフルエンザウイルス抗原定性 １３９点 ➡ １３６点

細菌培養同定検査 口腔、気道又は呼吸器からの検体 １６０点

血液採取（１日につき）静脈 ３５点 ➡ ３７点

鼻腔・咽頭拭い液採取 ５点 ➡ ２５点

➡ １２４点

➡ １７０点



注射料の改定

皮内、皮下及び筋肉内注射（１回につき） ２０点 ➡ ２２点

静脈内注射（１回につき） ３２点 ➡ ３４点

６才未満の乳幼児加算 ４５点 ➡ ４８点

点滴注射（１日につき）

１、 ６歳未満の乳幼児に対するもの（１日分の注射量が100mL以上の場合） ９９点 ➡

２ 、１に掲げる者以外の者に対するもの（１日分の注射量が500mL以上の場合） ９８点

１０１点

➡ ９９点

３、 その他の場合（入院中の患者以外の患者に限る。） ４９点 ➡ ５０点

６才未満の乳幼児加算 ４５点 ➡ ４６点



手術料の改定(抜粋）

創傷処理
１ 筋肉、臓器に達するもの（長径５センチメートル未満） 1,250点 ➡ 1,400点
２ 筋肉、臓器に達するもの（長径５センチメートル以上10センチメートル未満） 1,680点
３ 筋肉、臓器に達するもの（長径10センチメートル以上）

➡ 1,880点

イ 頭頸けい部のもの（長径20センチメートル以上のものに限る。） 8,600点 ➡ 9,630点
ロ その他のもの 2,400点 ➡ 2,690点

４ 筋肉、臓器に達しないもの（長径５センチメートル未満） 470点 ➡ 530点
５ 筋肉、臓器に達しないもの（長径５センチメートル以上10センチメートル未満） 850点 ➡
６ 筋肉、臓器に達しないもの（長径10センチメートル以上） 1,320点 ➡ 1,480点

950点

皮膚切開術
１ 長径10センチメートル未満 570点 ➡ 640点
２ 長径10センチメートル以上20センチメートル未満 990点 ➡ 1,110点
３ 長径20センチメートル以上 1,170点 ➡ 1,980点



人工腎臓の評価の見直し
人工腎臓においてHIF-PH阻害剤を用いる場合について、その使用実態を踏まえ、HIF-PH阻害剤の費用
を包括して評価することとする。

【人工腎臓（１日につき）】 現在

１ 慢性維持透析を行った場合１

イ ４時間未満の場合（別に厚生労働大臣が定める患者）

1,924点

ロ ４時間以上５時間未満（厚生労働大臣が定める患者。）

2,084点

ハ ５時間以上の場合（別に厚生労働大臣が定める患者）

2,219点

ニ ４時間未満の場合（イを除く。） 1,798点

ホ ４時間以上５時間未満の場合（ロを除く。） 1,958点

ヘ ５時間以上の場合（ハを除く。） 2,093点

【人工腎臓（１日につき）】改定後

１ 慢性維持透析を行った場合１

イ ４時間未満の場合 1,885点

ロ ４時間以上５時間未満の場合 2,045点

ハ ５時間以上の場合 2,180点

＊HIF-PH阻害剤の使用を包括



診療情報提供料（Ⅰ）の情報提供先、対象患者の追加

・情報提供先に保育所等を追加する。

・対象患者に、小児慢性特定疾病支援の対象患者を追加する。

・情報提供先に児童相談所を追加する。



（新） 在宅療養移行加算 （継続診療加算からの変更）
在宅時医学総合管理料の加算（在宅療養支援診療所・病院では算定できない）

イ 在宅療養移行加算１ 216点

ロ 在宅療養移行加算２ 116点

ア 在宅療養移行加算１については、以下の全ての要件を満たして訪問診療を実施した場合に算定する。

なお、在宅療養移行加算１を算定して訪問診療及び医学管理を行う月のみ以下の体制を確保すればよく、

地域医師会等の協力を得て(ｲ)又は(ﾛ)に規定する体制を確保することでも差し支えない。

(ｲ) 当該医療機関単独又は連携する他の医療機関の協力により、24時間の往診体制及び24時間の連絡体制を確保。

(ﾛ) 訪問看護が必要な患者に対し、当該保険医療機関、連携する他の医療機関又は連携する訪問看護ステーションが訪問

看護を提供する体制を確保していること。

(ﾊ) 当該医療機関又は連携する医療機関の連絡担当者の氏名、診療時間内及び診療時間外の連絡先電話番号等、緊急時の

注意事項等並びに往診担当医の氏名等について、患者又は患者の家族に文書により提供し、説明していること。

イ 在宅療養移行加算２については、以下の全ての要件を満たして訪問診療を実施した場合に算定する。

なお、在宅療養移行加算２を算定して訪問診療及び医学管理を行う月のみ以下の体制を確保すればよく、

市町村や地域医師会との協力により(ｲ)又は(ﾛ)に規定する体制を確保することでも差し支えない。

(ｲ) 往診が必要な患者に対し、当該医療機関又は連携する他の医療機関が往診を提供する体制を有していること。

(ﾛ) 当該医療機関単独又は連携する他の医療機関の協力により、24時間の連絡体制を有していること。

(ﾊ) 訪問看護が必要な患者に対し、当該保険医療機関、連携する他の医療機関、連携する訪問看護ステーションが訪問

看護を提供する体制を確保していること。

(ﾆ) 当該医療機関又は連携する医療機関の診療時間内及び診療時間外の連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、

患者又は患者の家族に文書により提供し、説明していること。



機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の
施設基準変更

ケ 年に１回、在宅看取り数及び地域ケア会議等への出席状況等を別添２の様式11の３を用いて、地
方厚生（支）局長に報告していること。

ス 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所及
び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若
しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましいこと。

セ 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望まし
いこと。



在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準追加

施設基準

ワ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

＊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」

等の内容を踏まえた適切な意思決定支援に係る指針を作成していること

＊令和４年９月３０日まで経過措置



在宅療養支援病院の実績に係る要件の見直し

機能強化型の在宅療養支援病院について、緊急の往診の実績に代えて、後方ベッドの確保
及び緊急の入院患者の受入実績又は地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料１若しくは
３の届出により要件を満たすこととする。

シ 以下のいずれかの要件を満たすこと。

① 当該病院において、過去１年間の緊急の往診の実績を10件以上有すること。 なお、緊急の往診

とは、区分番号「Ｃ０００」の注１に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のこ

とをいう。

追加

② 在宅療養支援診療所等からの要請により患者の受入れを行う病床を常に確保していること及び

在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行った実績が過去１年間で31件以

上あること。

③ 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料１又は３を届け出ていること。



在宅がん医療総合診療料の見直し

在宅がん医療総合診療料について、小児に係る加算を新設。

［算定要件］

注６ 15歳未満の小児（児童福祉法第６条の２第３項に規定する小児慢性特定疾病医療支

援の対象である場合は、20歳未満の者）に対して総合的な医療を提供した場合には、

小児加算として、週に１回に限り、1,000点を所定点数に加算する。



緊急往診加算の見直し

小児は、緊急の往診を要する病態（けいれん・呼吸不全等）が成人と異なることを踏まえ、小児患
者に対して、当該病態が予想される場合に往診を行った場合について、緊急往診加算を算定可
能とする。

［算定要件］

緊急に行う往診とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やか
に往診しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、往診の結果、急性心筋梗
塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合（15歳未満の小児（児童福祉法第６条の２
第３項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者）につい
ては、これに加えて、低体温、けいれん、意識障害、急性呼吸不全等が予想される場合）
をいう。また、医学的に終末期であると考えられる患者（当該保険医療機関又は当該保険
医療機関と連携する保険医療機関が訪問診療を提供している患者に限る。）に対して往診
した場合にも緊急往診加算を算定できる。



令和４年度診療報酬改定におけるコロナ特例等に係る対応

• 新型コロナウイルス感染症患者等に対する診療等について、外来、入院、在宅等において講
じてきた特例的な評価について、引き続き実施する。

• 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その26）」（令
和２年８月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡）等で示している施設基準や患者及び利用
者の診療実績等の要件に係る臨時的な取扱いを継続する。

• 令和４年度診療報酬改定において、改定項目ごとに当面必要な経過措置を設けるとともに、
令和２年度診療報酬改定における経過措置を終了する。

• 令和４年度診療報酬改定前の施設基準等のうち、１年間の実績を求めるものについて、現在
講じている特例的な対応（※）も終了する。

（※）新型コロナウイルス感染症患者の受入病床を割り当てられている保険医療機関にお
いては、令和４年３月31日までの間、令和元年（平成31年）の実績（年度単位の実績を求める
ものについては、令和元年度（平成31年度）の実績）を用いても差し支えないこととしている。
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