
関係団体 御中

令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準

の取扱いについて

標記につきまして、呂1採氏のとおり、地方厚生(支)局医療課あて連絡しました

ので、別添団体各位におかれましても、関係者に対し周知を図られますよう協

力方お願いいたします。
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地方厚生(支)局医療課

令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

御中

基本診療料及び特掲診療料等の施設基準並びにその届出に関する手続きについては、

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3

月4日保医発0304第2号)、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取

扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)及び「訪問看護ステーションの基

準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第4号)

により示しているところであるが、当該通知の第4表1及び表2に掲げる項目であって、

その項目を令和4年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているも

の等について呂1俳氏のとおり取りまとめたので、届出漏れ等が生じないよう、その取扱いに

ついて遺漏なきょうご対応をお願いしたい。

また、男1採氏の届出対象について、令和4年10月14日までに届出書の提出があり、同月末

日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定す

ることができるものとするので、併せてご対応をお願いしたい。

なお、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は、「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(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。以下「8月31日事務連絡」という。)のとおりで

あり、留意されたい。
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令和4年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの

0基本料

区分項番

届出対象

(令和4年3月31日において下記施設基準を
届出Lていた保険医療複関)

一般病棟用の重症度、医療・写腫必要度の施設基

注)ただし、令和4年3月31日時点で、許可床数200床
以上^床未滴の保険医療桜の急性期一般入院料1
の病棟であって、重症度、医・看饅必要度1を用いて
評価を行っている病棟を除く

令和4年9月30日まで経過措置の施設基準

2
有床診療所入院甚本料の注3に掲げる有床診療所在宅
患者支擢病床初期加算

障害者詫設等入院基本料の注10に規定する夜間看腫
体制加耳

急性期踵補助体制加算の注3に規定する夜間看護体
制加算

撤員夜間記置加算(護職夜間12対1配算令和4年3月31日時点で夜間看護体制加算等に係る届出を
1及び看 夜間16対1配加算1に限る)行っている保険医療挺関については、令和4年9月30日ま

での聞に阻り、夜間における護業務の負担軽減に資オる
鐙補助加算の注3に定する夜間休制加算務管理等に関する基を満たしているものとする.

執判教急性期医痩入院料の注5に規定する睦職
夜間配加算

科・合併症入院料の注5に規定する看護職員
夜間配置加算

内迅速対応チームの檎成員における所定の研修につい
ては、令和4年9月30日までの間は、当該基を満たしてい急性期充実体制加算
るものとみなすものとする.

院内迅対広チームに係る院内諭智について、令和4年9
月30日までの間は、当肢基準をたしているものとみなすも 急性期充実体制加算
のとする.ただし、その場合であっても1回目を令和4年9月
30白までの間に佳すること.

令和4年3月31日時点において、現に病棟藁剤業務実洲加
算1の届出を行っている保譲医慶・あって、小児入院
医療管理料の屈出を行っているものについては、令和4年9
月30日までの間に阻り、痢棟藁剤集務を行う専任の剤師 病棟藁剤集務実施加 1
が当該保険医療機関の全ての棟に配置されているとみ
なす.ただし、この場合であっても小児入院医療管理料を
定する病枝に糠藁剤集務を行う専任の藁剤師が配置さ
れていないときは、当骸加算を算定できない.

1の(4)に掲げる「連携医橿関」の規定については、令
和4年3月31白において現に入退院支加算1に係る届出
を行っている保験医提閏にういては、令和4年9月30日入退院支擾加算1入退院支橿加算1
までの間に隈り、当該串を満たすものとみなすものである
こと.

令和4年3月31日時点で地域医療体制確保加算の届出を
行っている保険医佼楓関については、令和4年9月30日ま
での間に阻り、「医師労時間短縮計回作成ガイドライン」地域医療体制確保加算
に基づき、「医師労働時間短計国」を作成することに係る
基準を満たしているものとする.

令和4年3月31日時点で敦命教入院料の届出を行ってい
る治療室にあっては、令和4年9月M日までの間に限り、令

教命敦急入院料2及び4における重症度、医痩看雁必 和4年度改定前の特定集中治療室用の重症度.医療・霞教命敦急入院料2及び4
要度の評価方法 必要度に係る評価粟を用いて評価をしても差L支えないこ

と.

令和4年3月31日時点で特定集中治 理料の届出を

特定集中治療室管理料における、医隈り、令和4年度改定前の特定集中治療室用の症度、医 特定集中治療室管理料

えないこと.

令和4年3月31日時点で特定中治療室理料の「注5」に
特定集中治療管理料の注5に規定する早期栄養介入管掲げる早期栄養介入管理加算の届出を行うている治療室特定集中治療管理料の注5に規定する早期栄養介入管

にあっては、令和4年9月30日までの間に限り、8の(4)の基理加算理加算
皐を満たしているものとみなす.

令和4年3月31日時点で、回復期りハピリテーション病棟入
院料の届出を行っている病棟については、令和4年9月30 回復期りハビリテーション病擦入院料1~4回復期りハピリテーション病棟入院料1~4 日までの間に隈り、「斬規入院足者のうちの症の患者の
割合」に係る施設茎準を満たしているものとする.

令和4年3月31日時点で、地域包括ケフ病糠入院料の届出
地域包括ケア病棟入院料(200床以上4帥床未滴の医療を行っている病棟を有するものについては、令和4年9月30 地域包括ケア病棟入院料2または4

日までの間に限り、自跳の一般病棟から転棟した庵者の割機関に限る.)
合に係る座般甚準を酒たしているものとする.

者施設等入院基本料の注10に規定する夜間護
体制加算

急性期護補助体制加算の注3に規定する夜聞看隆体
制加算

腰職員夜間配置加算(看腫職員夜間12対1記
1及び鐙夜間16対1配加算1に阻る)

墳痕補助加算の注3に定する夜間看護体制加算

精神判敦急急性期医療入院料の注5に規定する看護唆
夜間配置加算

神判教・合併症入院料の注5に規定する看霞職員
夜間配加算

急性期充爽体制加算

経過指置に係る要件(概要)

令和4年3月31日時点で、性期一般入院料1~5、7対1
入院基本料(結核、特定裡能病院(一般病棟)、
院)、睦必要度加算(特定、専門)、織合入院体制加算、
急性期麹補助体制加、畷職員夜間配

助加算1、地壊包括ケア病棟入院料又は特定一般病棟
入院料の注7を届け出ている病掠又は室については、令
和4年9月30日までの間に銀り、「 、医療・暑必要

度」に係る詫設を滴たしているものとみなす.

令和4年3月31日時点で、有床診療所入院基本料の届出を
行っている医療機関については、令和4年9月30日までの
間に限り、「適切な意思決定支に関する指針を定めてい
ること」の基準を満たしているものとみなす。

4

5 急性期充実体制加算

別添7の様式4

別牽7の糠式4

6

病棟藁剤業務実施加算1(小児入院医療管理料(病棟
位で行うものに限る)の届出を行っているものに限

る。)

引き親き算定する施設基準

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準

別添7の様式40

有床診療所入眺基本料の注3に掲げる有床診療所在宅
患者支授痢床初期加算

地域医療体制確保加算

(別紙)

届出が必要な様式楽

別添7の様式4

様式49の3

別悉7の様式10

11

別添7の様式12

別添7の様式4

別添7の様式5

別添7の様式13

別澪7の様式43

別添7の様式1

別添7の揮式1

別添7の様式40

入
院
基
本
料

入
院
基
本
料
等
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算
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区分項番
届出対象

(令和4年3月31日において下記施設基
届出していた保険医摂擾関)

令和4年3月31白時点で、地包括ケア病棟入院料・入院
医痩理料の届出を行っている病棟又は病室については、
令和4年9月30白までの間に限り、自宅から入棟した患者 地城包括ケア病棟入院料
割合、自宅からの緊急患者の受入、在宅医の実績
及ぴ在宅復帰率に係る施設基準をたしているものとす
る.

令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出
地域包括ケア病入院料及び地域包括ケア病棟入院 を行っている病棟又は病室については、令和4年9月30日地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院
医療管理料1又は20M床以上の医療機関) までの間に限り、入退院支加算1の届出を要さないことと医療管理料1又は2

する.

令和4年3月31白において現に旧医科点數の精神科教
精神科救急医療体制加算1

精神科教急急性期医療入院料の注6に規定する精神科急入院料に係る届出を行っている棟については、令和4 精神科救急医体制加算2
教急医体制加算1-3 年9月30日までの間に限り、当該擦における床数が

精神科教急医体制加算3120床以下とすることについて要件を満たすものとみなす.

4 地域包括ケア病入院料

15
別酒7の様式50、様式
50の2

16

令和4年9月30日まで経過措置の施設基準

を

17 特定橡能病院りハビリテーション病棟入院料

※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出標式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。

経過指に係る要件(要)

令和4年3月31日時点で、回復期りハビリテーション病糠入
院料を届出を行っている病棟(特定能病院に限る.)1=つ
いては、令和4年9月30日までの間に限り、簾設基準を満た
しているものとする.

都道府県等からの章見
書(未出の場合)

引き続き耳定する施設基準

別牽7の様式9,様式
20、様式49、権式49の
2、様式49の5
癖擦の動務表で看
鯉要の嵐 t 認で
きる場合は、様式20の
当該護要員のみを省
賂する二とができる

届出が必要な様式峯

特定機能病院りハビリテーション病棟入院料

別添7の様式50、樺式
50の2

特
定
入
院
料



令和4年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの

0特掲診療料

届出対象区分項

がん患者指導管理料イ

別添2の様式39

令和4年9月30日まで経過措置の施設基準

一般不妊治療管理料

生殖補助医療管理料20

令和4年3月31日時点で、がん指導管理料イの届出を
行っている医療棲関については、令和4年9月30日までの

に限り、「意思決定支擾に関する指針」に係る詫設を
満たしているものとする。

軽過措置に係る要件(概要)

外来腫癌化学法診療料

令和4年9月30日までの間に限り、医飾の配、診療実績
及び生補助医療を実楠する他の保険医療関との連携一般不妊治療管理料
に係る基準を滴たしているものとする.

令和4年3月31日時点で特定治療支援集の実妬医療
関として指定を受けている保険医療関については、同年
9月30日までの間に限り、人員の配置.具備すぺき飾設・設 生殖補助医療管理料
備、安全管理等の医療概関の体制(生助医管理料1
における者からの相談に対応する休制を鰍く.)に係る基
準を満たしているものとする.

令和4年3月31日時点で外来化学療法加算1又は2の届出
を行っている保設医療機関については、令和4年9月30日
までの間、専任の医飾、活護師又は藁剤が院内に常時1
人以上配され、本診療料を算定している患者から電銛等
によるの相談に24時間対克できる連絡休制を満たし
ているものとする.
また、令和4年3月31日時点で外楽化学療法加算1又は2
の届出を行っている診所については、やむを櫓ない理由
により院内に常時1人以上配する二とが困'場合で外来化学療法診療料

あって、電話による緊の相談等に医師、看韻師又は藁
剤師が24時間対応できる連絡体制が整備され、患者に周
知している場合においては、令和6年3月31日までの間に
限り、外来腫化学痩法診療料2を届け出てもよいものとす
る.なお、その合においては、令和4年10月1日以降の
算定に当たり、別添2の様式39を用いて届出を行う必要が
あり、その際、院内に常時1人以上配置することが困靴な理
由を悉えること.

令和4年3月31日時点で、在宅療養支援診所又は在宅療
養支提病院の届出を行っている保険医痩機閏については、
令和4年9月30日までの間に限り、「意思決定支援に関する
指針」1こ係る施設甚準を満たしているものとする.

22 在宅療養支擾診療所・在宅療養支擾病院

令和4年3月31日時点で「診療報酬の算定方怯の一郁を改
【加算1】正する件」による改正前(令和4年改定)の医科点数表
別添2の様式43の6、区分番号「HO04」食橿能法の「注3」にげる摂食嘆

下支樫加の施殴皐に係る届出を行っている保険医療 様式43の6の2、権式

摂食極痩法の注3に規定する摂食下機枕回復体制機関においては、令和4年9月30日までの間に陰り、摂食嘆摂食橿能療法の注3に規定する摂食晒下桜能回復休制Uの2
下提回体制加算1及ぴ加算21=関する摂食疇下支授加算1及び加算2加算1及ぴ加算2

【加算2】チームの糧の規定における「専従の常 士」1=
別添2の権式43の6、ついては「任の常動語聴覚士」であっても差し支えない
様式"の2こととする.また、摂食壌下樋回復体制加算1の経口摂取

回卑35%以上の基準を満たしているものとする.

令和4年3月31日時点で特定治支橿事案の実座医療機
関として指定を受けている保陵医機闘については、同年

別添2の様式87の429月30日までの間に限り、医飾の配電.鯵実績及び他の精巣内精子採取術
保険医療榎関との連携に係る基準を満たしているものとす
る.

令和4年3月31日時点で、複能強化型訪問腰管理療費
1又は2の届出を行っている訪問看ステーションについて

別紙様式6は、令和4年9月30日までの聞に限り、r人材育成のための樵舵強化型訪問着護管理療養費
研修」及ぴ「勣問護に関する惰報提供又は相談」に係
る基準を満たしているものとする.

がん患者指導管理料イ

引き続き算定する詫設基準

23

24 精巣内精子採取衛

別添2の様式"、様式
"の2

居出が畠要彦橿式楽

25 樵強化型訪間看護管理療養賓

※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。

別添2の様式5の3

別添2の様式5の11

別添2の様式5の12

在宅痘養支擾診療所・在宅療養支擾病院
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令和4年10月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等

療料0

区分項番
対象

(令和4年3月31日において下記施霞基準を
届出していた保険医機関)

令和4年9月30日まで経過措置の施設基準

機能強化加算

2 急性期一般入院料6

3 療養病棟入院基本料

軽過指置に係る要件(概要)

令和4年3月31日時点で能強化加算に係る届出を行って
いる保険医機関については、令和4年9月30臼までの間
に限り、地域包括診療加算2、地域包括診療料2、能強
化型以外の在宅支援診所及び在宅養支援病院に
おける績に係る'、地における保健・福祉・行政サー

能強化加算
ビス等に係る対応を行っている常の医師を配している
ことに係る準、地域におけるかかりつけ医機能として対応
を行っている二とについて当該保険医の見やすい場所及
びホームページ等に掲示Lていることに係る、を満たし
ているものとする。

令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料6を届け出
ている保険医療機関については、令和4年9月30日までの

急性期一般入院料6
間に限り、引き続き令和4年度改定前の点數により急性
期一般入院料6を定可とする.

令和4年3月31日において現に療養病棟入院料1又は2に
係る届出を行っている保険医機関については、令和4年9

養病棟入院基本料
月30日までの間に限り、摂食機能又は爽下機能の回復に
必要な体制が硫保されているものとみなす。

令和4年3月31日において、現に療病入院基本料に係
る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月

養病棟入院基本料
30日までの間に限り、FIMの測定を行っているものとみな
す。

特に篤な皇者及びその家族等に対する支援に係る取組
の評価等を行うカンファレンスについて、開催が困雌な場合

貫症患者靭期支援充実加
にあっては、令和4年9月30日までに開催予定であれぱ、差
し支えないものとする。

令和4年3月31日時点で敦命敦急入院料の届出を行ってい
る治療室にあっては、令和4年9月30日までの問に限り、令
和4年度改定前の特定中治療室用の症度、医・看綬教命救急入院料1及び3
必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこ
と.

令和4年3月31日時点で脳卒中ケアユニット入院医療管理
料の届出を行っている治室にあっては、令和4年9月30日
までの問に限り、令和4年度改定前の一病棟用の症脳卒中ケアユニット入院医療管理料
度、医・矯必要度に係る評価票を用いて評価をしても差
し支えないこと。

令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料又は入
院医療管理料の届出を行っている病棟については、令和4
年9月30日までの間に限り、当該病棟又は病室において、
入院患者に占める、自宅等から入院Lたものの割合が6割
以上であること・当該病棟又は病室における自宅等からの
急の入院患の受入れ人數が、前3月問において30人

以上であること・教急医を行うにつき必要な体制が整備さ
れていることの要件を満たしているものとする。

4 痩養病糠入院基本料

5 重症患者初期支擾充実加算

6
教命救急入院料1及び31こおける重症度、医療看簾必要
度の評価方法

7
脳卒中ケアユニット入院医療管理料における一般病棟用
の重症度、医療・看護必要度の評価方法

引き続き算定する旋設基準

地域包括ケア病棟入院料(療養病床に阻る。)

0特療料

区分項岳 経過措置に係る要件(概要)

(参考)

【令和4年3月31日において下記施設基を届出Lていた
保検医療機関等(令和4年4月に新たに創設された施設基

令和4年9月30日までの間に限り、FNの測定に係る要件を
満たしていることとする。

9 こころの連携指導料(1)

地域包括ケア病棟入院料(療養病床に限る。

10 疾患別りハビリテーション料

引き続き算定する施設基準

疾患別りハビリテーション料

自殺対策に関する切な研修を受講していない場合に
あっては、令和4年9月30日までに受讃予定であれば、差しこころの連携指導料(1)
支えないものとする.
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