
 (６)　施設基準届出一覧

届出事項 受理番号

 急性期一般入院料１ （一般入院）第７８１９号 R1.10.1

 総合入院体制加算３ （総合３）第４６号 R1.10.1

 臨床研修病院入院診療加算（基幹型） （臨床研修）第６４号 H18.10.1

 救急医療管理加算 （救急医療）第８７号 R2.4.1

 超急性期脳卒中加算 （超急性期）第４８号 R2.4.1

 妊産婦緊急搬送入院加算 （妊産婦）第６５号 H20.4.1

 診療録管理体制加算1 （診療録１）第１２０号 R1.6.1

 医師事務作業補助体制加算１(20：1) （事補1）第８１号 H26.12.1

 急性期看護補助体制加算１（25：1） （急性看補）第８６１号 H28.8.1

 看護職員夜間配置加算（看護職員夜間16：1配置加算１） （看夜配）第９９号　 H28.8.1

 療養環境加算 （療）第１６２８号 H28.11.1

 重症者等療養環境特別加算 （重）第９８９号 H28.2.1

 地域医療体制確保加算 （地医確保）第４号 R2.4.1

 栄養サポートチーム加算 （栄養チ）第１２号 H22.4.1

 医療安全対策加算１（医療安全対策地域連携加算１：有） （医療安全1）第５２８号 R2.4.1

 感染防止対策加算1（感染防止対策地域連携加算・抗菌薬適正使用支援加算：有） （感染防止１）第３１５号 H30.8.1

 患者サポート体制充実加算 （患サポ）第３３１号 H28.4.1

 褥瘡ハイリスク患者ケア管理加算 （褥瘡ケア）第３７号 H21.7.1

 ハイリスク妊娠管理加算 （ハイ妊娠）第121073号 H21.4.1

 ハイリスク分娩管理加算 （ハイ分娩）第９５号 H21.4.1

 後発医薬品使用体制加算1 （後発使１）第６２号 H30.4.1

 データ提出加算２（200床以上の病院） （データ提）第１８７号 H24.10.1

 入退院支援加算１（入院時支援加算・地域連携診療計画加算・総合機能評価加算：有） （入退支）第２４１０５８号 R2.4.1

 認知症ケア加算１ （認ケア）第１３２号 H28.11.1

 せん妄ハイリスク患者ケア加算 （せん妄ケア）第４７号 R2.4.1

 精神疾患診療体制加算 （精疾診）第３５号 H28.4.1

 ハイケアユニット入院医療管理料１ （ハイケア１）第１６号 H28.8.1

 新生児特定集中治療室管理料２ （新２）第９号 H27.11.1

 新生児回復室入院医療管理料 （新回復）第１４号 H27.11.1

 小児入院医療管理料２ （小入２）第３１号 H27.11.1

 地域包括ケア病棟入院料２ （地包ケア２）第３１９号 R1.10.1

 酸素の購入価格の届出 （酸単）第３５４１６号 R2.4.1

 外来栄養食事指導料　注２　 （外栄食指）第１４号 R2.4.1

 高度難聴指導管理料 （高）第１４８号 H18.10.1

 糖尿病合併症管理料 （糖管）第５４号 H20.12.1

 ニコチン依存症管理料 （ニコ）第９７９３７９号 H29.7.1

 療養・就労両立支援指導料　注３　相談支援加算 （両立支援）第８号 R2.4.1

 がん性疼痛緩和指導管理料 （がん疼）第１５２号 H22.9.1

 がん患者指導管理料イ （がん指イ）第１９号 H22.4.1

 がん患者指導管理料ロ （がん指ロ）第１８号 H26.4.1

 がん患者指導管理料ハ （がん指ハ）第１５号 H26.4.1

 がん患者指導管理料ニ （がん指二）第２号 R2.4.1

 糖尿病透析予防指導管理料 （糖防管）第１０６号 H27.2.1

 院内トリアージ実施料 （トリ）第６４号 H29.4.1

 夜間休日救急搬送医学管理料 （夜救管）第８１号 H24.4.1

 夜間休日救急搬送医学管理料　注３　救急搬送看護体制加算１ （救搬看体）第１２１号 R2.4.1
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届出事項 受理番号

 肝炎インターフェロン治療計画料 （肝炎）第９１号 H22.4.1

 薬剤管理指導の施設基準 （薬）第７７９号 H22.4.1

 地域連携診療計画加算 （地連計）第１１号 H28.4.1

 医療機器安全管理料１ （機安１）第１７０号 H20.9.1

 在宅訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料 （在看）第４９号 H26.2.1

 遺伝学的検査 （遺伝検）第３３号 H30.7.1

 ＢＲＣＡ１/２遺伝子検査 （ＢＲＣＡ）第１２号 R2.4.1

 ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判定） （ＨＰＶ）第１９７号 H26.4.1

 検体検査管理加算（Ⅰ） （検Ⅰ）第４６５号 H20.4.1

 検体検査管理加算（Ⅱ） （検Ⅱ）第７１号 H20.4.1

 胎児心エコー法 （胎心エコ）第２８号 H28.10.1

 ヘッドアップティルト試験 （ヘッド）第１２号 H24.4.1

 皮下連続式グルコ－ス測定 （皮グル）第３７号 H27.1.1

 神経学的検査 （神経）第３６６号 H31.4.1

 センチネルリンパ節生検（乳がんに係るものに限る） （セ）第２１号 H22.4.1

 コンタクトレンズ検査料１ （コン１）第８５３号 H29.4.1

 小児食物アレルギー負荷検査 （小検）第２０号 H18.10.1

 画像診断管理加算１ （画１）第１１９号 H31.4.1

 ポジトロン断層撮影 （ポ断）第６５号　 H28.4.1

 ポジトロン断層・コンピュータ断層複合撮影（100／100） （ポ断コ複）第７４号　 H28.4.1

 ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影
（Ｃ・Ｍ）第１６０４号
（Ｃ・Ｍ）第２５５０号
（Ｃ・Ｍ）第１３０１０９号

H24.4.1
H29.10.1
H30.11.1

 冠動脈ＣＴ撮影加算 （冠動Ｃ）第１１０号 R1.8.1

 心臓ＭＲＩ撮影加算 （心臓Ｍ）８９号 H29.10.1

 大腸ＣＴ撮影加算 （大腸Ｃ）第１６４号 H27.7.1

 抗悪性腫瘍剤処方管理加算（月に1回） （抗悪処方）第３４号 H22.4.1

 外来化学療法加算１ （外化１）第１７６号 H25.10.1

 連携充実加算 （外化連）第１５号 R2.4.1

 無菌製剤処理料 （菌）第２５１号 H20.4.1

 心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）（初期加算届出：有） （心Ⅰ）第５９号 H24.4.1

 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）（初期加算届出：有） （脳Ⅰ）第２２５号 H24.4.1

 廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ） ― H28.4.1

 運動器リハビリテーション料（Ⅰ）（初期加算届出：有） （運Ⅰ）第３３９号 H24.4.1

 呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）（初期加算届出：有） （呼Ⅰ）第２７４号 H24.4.1

 摂食機能療法　注３　摂食嚥下支援加算 （摂嚥支）第２号 R2.4.1

 がん患者リハビリテーション料 （がんリハ）第３２号 H24.8.1

 処置の休日加算１ （医処休）第３０号 H27.10.1

 処置の時間外加算１ （医処外）第３０号 H27.10.1

 処置の深夜加算１ （医処深）第３２号 H27.10.1

 人工腎臓（慢性維持透析を行った場合１） （人工腎臓）第１４１号 H30.4.1

 導入期加算１ （導入１）第１２０号 H30.4.1

 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 （肢梢）第１２５号 H28.7.1

 一酸化窒素吸入法 （ＮＯ）第１４号 H22.6.1

 医科点数表第２章第１０部手術の通則５及び６
 （歯科点数表第２章第９部手術の通則４を含む）に掲げる手術

（通手）第６５６号 H20.4.1
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届出事項 受理番号

 手術の休日加算１ （医手休）第３６号 H27.10.1

 手術の時間外加算１ （医手外）第３５号 H27.10.1

 手術の深夜加算１ （医手深）第３５号 H27.10.1

 脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含む） （脳刺）第３６号 H18.12.1

 脊髄激装置植込術又は脊髄激装置交換術 （脊刺）第５２号 H19.1.1

 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、
 内視鏡下バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）、
 内視鏡下副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術

（内下）第５号 H28.10.1

 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 （内甲悪）第３号 H31.3.1

 乳がんセンチネルリンパ節加算１（併用法) （乳セ１）第２５号 H22.4.1

 乳がんセンチネルリンパ節加算２（単独法) （乳セ２）第２７号 H22.4.1

 経皮的冠動脈形成術 （経冠形）５２号 H26.4.1

 経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの） （経特）１０５号 R2.4.1

 経皮的冠動脈ステント留置術 （経冠ス）５３号 H26.4.1

 経皮的中隔心筋焼灼術 （経中）３０号 H24.11.1

 ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術 （ぺ）第２５３号 H18.10.1

 植込型心電図検査 （埋心電）第３７号 H22.7.1

 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術 （埋記録）第３５号 H22.7.1

 大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法） （大）第１１９号 H18.10.1

 胃瘻造設術
（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）

（胃瘻造）第１４５号 H26.4.1

 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 （バ経静脈）第１３号 H30.4.1

 体外衝撃波胆石破砕術 （胆）第３０号 H25.8.1

 体外衝撃波膵石破砕術 （膵石破）第１７号 H30.7.1

 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 （早大腸）第４８号 H26.4.1

 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 （腎）第４７号 H18.10.1

 膀胱水圧拡張術 （膀胱）第２２号 H22.4.1

 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの） （腹前支器）第２２号 R2.3.1

 輸血管理料Ⅱ （輸血Ⅱ）第９５号 H24.4.1

 輸血適正使用加算 （輸適）第３３号 H24.4.1

 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 （造設前）第１２１号 H27.7.1

 麻酔管理料Ⅰ （麻管Ⅰ）第１２０３号 R2.4.1

 高エネルギー放射線治療 （高放）第３２号 H22.4.1

 入院時食事療養/生活療養（Ⅰ） （食）第１６３６号 H18.10.1

 地域歯科診療支援病院歯科初診料 （病初診）第８９号 H31.3.1

 歯科外来診療環境体制加算２ （外来環２）第８６０号 H30.10.1

歯科疾患管理料の注１１に掲げる総合医療管理加算 （歯総医）第１５８号 H18.10.1

 クラウン・ブリッジ維持管理料（歯科） （補管）第４５５０号 H18.10.1

 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠 （歯ＣＡＤ）第９０９号 H26.7.1

 処置の休日加算１ （歯処休）第５号 H27.10.1

 処置の時間外加算１ （歯処外）第５号 H27.10.1

 処置の深夜加算１ （歯処深）第５号 H27.10.1

 上顎骨形成術（骨移動に伴う場合に限る）（歯科）、
 下顎骨形成術（骨移動に伴う場合に限る）（歯科）

（歯顎移）第１６号 H24.12.1

 歯科口腔リハビリテーション料２ （歯リハ２）第１９８号 H26.4.1

 手術の休日加算１ （歯手休）第５号 H27.10.1

 手術の時間外加算１ （歯手外）第５号 H27.10.1

 手術の深夜加算１ （歯手深）第５号 H27.10.1

※令和２年４月１日現在
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