平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－２．外来医療の機能分化、かかりつけ医の機能の評価①
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社会保障制度改革国民会議報告書（H25年8月6日）抜粋

○ 新しい提供体制は、利用者である患者が大病院、重装備病院への選好を今の形で続けたままでは機能しない
○ フリーアクセスの基本は守りつつ、限りある医療資源を効率的に活用するという医療提供体制改革に即した観点から
は、医療機関間の適切な役割分担を図るため、「緩やかなゲートキーパー機能」の導入は必要
○ 大病院の外来は紹介患者を中心とし、一般的な外来受診は「かかりつけ医」に相談することを基本とするシステムの
普及、定着は必須
○ 医療の提供を受ける患者の側に、大病院にすぐに行かなくとも、気軽に相談できるという安心感を与える医療体制の
方が望ましい

外来医療の役割分担のイメージ

地域の拠
点となるよ
うな病院
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平成30年度診療報酬改定での主な対応

・ 紹介状なしの大病院受診時の定額負担
の対象医療機関の範囲を拡大

地域レベルで
の連携強化

入院
診療所等

外来

入院
外来・訪問診療等

かかりつけ医
機能の強化
出典：社会保障国民会議資料を基に医療課で作成

・ 地域包括診療料等を算定する医療機
関について、初診料に一定の加算
・ 地域包括診療料等の施設基準や小児
かかりつけ診療料の算定要件の緩和
等、かかりつけ医機能の評価の拡充
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－２．外来医療の機能分化、かかりつけ医の機能の評価②

病床規模に関する要件（大病院）の見直し
紹介状なしの大病院受診時の定額負担の対象範囲の拡大
大病院の外来医療の機能分化を推進する観点から、紹介状なしで大病院を受診した患者等の
定額負担を徴収する責務がある医療機関について、対象病院を拡大する。
現行（対象病院）
特定機能病院及び一般病床500床以上の地域医療支援病院

改定後（対象病院）
特定機能病院及び許可病床400床以上の地域医療支援病院

［経過措置］
・ 自治体による条例制定が必要な公的医療機関については、条例を制定するまでの期間を考慮し、６か月間の経過措置を
設ける。

病床数500床以上を要件としている診療報酬の取扱いの見直し
病床数500床以上を要件とする診療報酬について、当該基準を400床に変更する。
［対象］
○ 初診料及び外来診療料

※ 平成30年９月30日までの経過措置を設ける

初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低い場合において、他の病院又は診療所等から
の文書による紹介がない患者（緊急その他やむを得ない事情があるものを除く）に関する減算規定の対象となる保険医療機関。

○

在宅患者緊急入院診療加算※１及び在宅患者共同診療料※２

※１については平成31年３月31日まで、※２については平成30年９月
30日までの経過措置を設ける

算定対象が、15歳未満の人工呼吸を実施している患者若しくは15歳未満から引き続き人工呼吸を実施しており体重が
20kg未満の患者又は神経難病等の患者に限られる保険医療機関。

○ 地域包括ケア病棟入院料
地域包括ケア病棟入院料を届出をすることができる病棟が１病棟に限られる保険医療機関。
※ 平成 30年１月１日時点で地域包括ケア病棟入院料１又は２を２病棟以上届け出ている場合、
当該時点で現に届け出ている複数の病棟を維持することができる。
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－２．外来医療の機能分化、かかりつけ医の機能の評価③

かかりつけ医機能評価の充実

• がん患者に対しての治療と
仕事の両立のために産業医
と情報共有・連携を評価

情報共有
・連携

• かかりつけ医
とかかりつけ
歯科医の間の
情報共有の評
価

情報共有
・連携

• 末期のがん患者に
ついてケアマネー
ジャーと在宅主治医
との連携を強化

連携

〇〇健保

• かかりつけ医機能を有する医療
機関における初診機能の評価
• 生活習慣病管理料の療養
計画書の記載項目（様式）
に、保険者からの依頼に応
じて情報提供を行うことを
要件化

• 地域包括診療料(※)等の施設基
準の緩和
（※）複数の慢性疾患を持つ患者に対する継続的
で全人的な医療を行うことを評価

• 小児かかりつけ診療料の算定要
件の緩和

• 外来から訪問診療
に移行した患者への
在宅医療の提供実
績の評価
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－２．外来医療の機能分化、かかりつけ医の機能の評価④

かかりつけ医機能を有する医療機関における初診の評価等
かかりつけ医機能に係る診療報酬を届け出ている医療機関において、専門医療機関への受診
の要否の判断等を含めた、初診時における診療機能を評価する観点から、加算を新設する。
初診料
小児かかりつけ診療料（初診時）
(新)

機能強化加算

［評価の対象となる患者の範囲（イメージ）］

再診の患者

80点

［算定要件］
地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学
総合管理料（在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。）、施設入
居時等医学総合管理料（在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限
る。）を届け出をしている保険医療機関（診療所又は 200床未満の保険医療
機関に限る。）において、初診を行った場合に、所定の点数に加算する。

＜一般診療所の推計外来患者数＞

（ 4,233千人）

生活習
慣病に
関連す
る患者
20%

地域包括診療料等の対象
患者（生活習慣病や認知
症を有する患者 等）

機能強化加算に
の
対象患者

100%
80%

内訳
60%
40%

その
他
80%

初診の患者

20%
0%

高血圧
性疾患,
67%

約84％

糖尿病,
17%
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－２．外来医療の機能分化、かかりつけ医の機能の評価⑤

地域包括診療料等の見直し
地域包括診療料等の見直し
かかりつけ医機能を推進する観点から、医師の配置基準の緩和と在宅への移行実績を評価
現行

改定後

【地域包括診療料等】
地域包括診療料

1,503点

認知症地域包括診療料

1,515点

［施設基準（抜粋）］
以下の全ての要件を満たしていること。
ア 診療所の場合
(イ) 時間外対応加算１の届出
(ロ) 常勤医師２名以上の配置
(ハ) 在宅療養支援診療所
イ 病院の場合
(イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出
(ロ) 在宅療養支援病院の届出

【地域包括診療料等】
(新) 地域包括診療料１
地域包括診療料２
(新) 認知症地域包括診療料１
認知症地域包括診療料２

1,560点
1,503点
1,580点
1,515点

［施設基準（抜粋）］
(1) 診療料については、以下の全ての要件を満たしていること。
ア 診療所の場合
(イ) 時間外対応加算１の届出
(ロ) 常勤換算２名以上の医師の配置、うち常勤医師が１名以上
(ハ) 在宅療養支援診療所
イ 病院の場合
(イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること。
(ロ) 在宅療養支援病院の届出を行っていること。
(2) 診療料１を算定する場合には、外来中心の医療機関であり、当該
医療機関での外来診療を経て訪問診療に移行した患者数が10人
以上であること。

小児かかりつけ診療料の見直し
小児科医師の負担を軽減し、一層の普及を図る観点から、在宅当番医制等により地域における夜間・
休日の小児科外来診療に定期的に協力する常勤小児科医が配置された医療機関について、時間外の相
談対応について、地域の在宅当番医等を案内することでもよいこととする。
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－２．外来医療の機能分化、かかりつけ医の機能の評価⑥

地域包括診療加算等の見直し
かかりつけ医機能を推進する観点から、 24時間対応や医師配置基準の緩和と在宅への移行実績を評価
現行

改定後

【地域包括診療料等】
地域包括診療加算

20点

認知症地域包括診療加算

30点

【地域包括診療料等】
(新) 地域包括診療加算１
地域包括診療加算２
(新) 認知症地域包括診療加算１
認知症地域包括診療加算２

25点
18点
35点
28点

［施設基準（抜粋）］
(1) 在宅医療の提供及び当該患者に対し
24時間の対応を実施している旨を院内掲
示していること。

［施設基準（抜粋）］
(1) 在宅医療の提供及び当該患者に対し 24時間の往診等の体制を確
保していること。（在宅療養支援診療所以外の診療所については連携
医療機関の協力を得て行うものを含む。）

(2) 以下のいずれかを満たしていること。
ア 時間外対応加算１又は２の届出
イ 常勤の医師を２名以上配置
ウ 在宅療養支援診療所

(2) 以下のいずれかの要件を満たしていること。
ア 時間外対応加算１又は２の届出
イ 常勤換算２名以上の医師の配置、うち常勤医師が１名以上
ウ 在宅療養支援診療所
(3) 加算１を算定する場合には、外来中心の医療機関であり、当該医療
機関での外来診療を経て訪問診療に移行した患者数が3人（在宅療養
支援診療所の場合は10人）以上であること。

地域包括診療料等の要件である患者の受診医療機関や処方薬の把握について看護師等が実施可能で
あることを明確化する。
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在宅療養支援診療所以外の診療所の訪問診療に対する評価
在支診以外の診療所が、かかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携等により24時間の
往診体制と連絡体制を構築した場合の評価を新設する。
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
（新）
継続診療加算
216点（１月に１回）
［算定要件］
(1) 当該保険医療機関の外来又は訪問診療を継続的に受診していた患者であること。
(2) 算定患者ごとに、連携する医療機関との協力等により、24時間の往診体制及び 24時間の連絡体制を構築すること。
(3) 訪問看護が必要な患者に対し、訪問看護を提供する体制を有していること。

［在宅医療サービスを実施する一般診療所の施設数］

［訪問診療を行っている患者の受診経路別割合］

在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所以外の一般診療所
(在支診）10,702

訪問診療

(在支診以外）

全20,597施設

9,895

9,289

往診

他院からの紹介患者

自院に通院等してい
た患者
在支診以外の診療所 (n=250)

全23,358施設

14,069

在支診 (n=508)
3,042

在宅看取り

1,270

全4,312施設
機能強化型在支診 (n=146)

(参考）在宅療養支援診
療所の届出数

14,188
0%

0

5,000

10,000

15,000

出典：平成26年度医療施設調査(厚生労働省）（特別集計）

20,000

25,000

（施設）

50%

自院に通院等していた患者

他院からの紹介患者

医療機関以外からの紹介

無回答

（出典：診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成28年度））

100%
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－２．外来医療の機能分化、かかりつけ医の機能の評価⑧

生活習慣病重症化予防推進に係る要件の見直し
生活習慣病の重症化予防を推進する観点から、算定要件に以下の項目を追加する。
（１）生活習慣病管理料の療養計画書の記載項目（様式）に、血圧の目標値及び特定健康診査・特定保健指導を
実施する保険者からの依頼に応じて情報提供を行うこと等の記載欄を追加するとともに、同意が得られている場
合に必要な協力を行うこと。
［追加する記載欄のイメージ］

（２）糖尿病又は高血圧症の患者
について、管理方針等を変更し
た理由等を記載し、当該患者数
を定期的に記録すること。

［例：高血圧治療ガイドライン2014］

［例：全国糖尿病データベース事業］

（３）生活習慣病管理料につい
て、学会等の診療ガイドラインや
診療データベース等の診療支援
情報を、必要に応じて、参考にす
ること。
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－１－１）小児医療、周産期医療、救急医療の充実①

小児医療の充実①
入

院

在

宅

入退院支援の一層の推進（再掲）

小児かかりつけ診療料の見直し（再掲）

○ 入退院支援加算の対象である「退院困難な要因」に、入院早
期から福祉等の関係機関との連携が必要な状態及び小児に
おける退院困難な場合を加える。
○ 入退院支援加算１の施設基準の一つである介護支援等連携
指導料の算定件数の要件を、小児を専門とする医療機関や
病棟に対応する要件に見直す。また、入退院支援加算１、２に
小児加算を新設する。

○ 医師の負担を軽減し、一層の普及を図る観点から、在宅当番医制等
により地域における夜間・休日の小児科外来診療に定期的に協力す
る常勤小児科医が配置された医療機関について、時間外の相談対応
について、地域の在宅当番医等を案内することでもよいこととする。

小児慢性特定疾病に罹患する患者に対する
小児特定集中治療室管理料の評価

○ 対象患者に、医療的ケアが必要な児に該当する患者を追加するとと
もに、患者の通学する学校との情報共有・連携を要件とする。
○ 小児科医が作成する治療計画に基づき、小児科医以外の医療従事
者が指導を行った場合にも算定可能となるよう、取扱いを明確化す
る。

○ 小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている患者につ
いては、小児特定集中治療室管理料の算定対象年齢を15歳
未満から20歳未満に引き上げる。

小児入院医療管理料の包括範囲の見直し
○ 小児入院医療管理料１及び２について、その診療実態を踏ま
え、「がん拠点病院加算」及び「緩和ケア診療加算」の算定を
可能とする。

小児科療養指導料の見直し

学校への情報提供に係る評価（再掲）
○ 医療的ケアが必要な小児が学校へ通学する際に、訪問看護ステー
ションから訪問看護についての情報を学校へ提供した場合の評価を
新設する。
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－１－５）感染症対策や薬剤耐性対策、医療安全対策の推進①

感染症対策・薬剤耐性対策の推進
入院

これまでの取組※
感染防止対策地域連携加算
感染制御
チーム

感染制御
チーム

新たな取組

※現行の評価の対象
・感染制御チームの組織
・院内感染対策に関する合同カンファレンス
・他医療機関の感染防止対策に関する評価
感染防止対策地域連携加算

感染防止対策加算１

感染制御
チーム

感染制御
チーム

感染防止対策加算１

感染制御
チーム

感染防止対策加算１

感染制御チーム
感染防止対策加算２

感染防止対策加算２

抗菌薬適正使用支援加算
抗菌薬適正使用支援チーム

・感染症治療の早期モニタリング
・主治医へのフィードバック
・微生物検査・臨床検査の利用の
適正化
・抗菌薬適正使用の教育・啓発 等

： 院内感染対策に関する合同カンファレンス（感染防止対策加算）
： 他医療機関の感染防止対策に関する評価（感染防止対策地域連携加算）

新たな取組

外来

小児科外来診療料及び小
児かかりつけ診療料におい
て、抗菌薬の適正使用に関
する小児抗菌薬適正使用支
援加算を新設

地域包括診療加算、小児
科外来診療料等について、
抗菌薬適正使用の普及啓発
の取組を行っていることを
要件化
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－１－５）感染症対策や薬剤耐性対策、医療安全対策の推進③

外来における抗菌薬適正使用の取組に対する評価
小児外来診療における抗菌薬の適正使用の推進
小児科外来診療料及び小児かかりつけ診療料において、抗菌薬の適正使用に関する患者・家族の理解向上
に資する診療を評価する加算を新設する。
急性気道感染症

(新)

小児抗菌薬適正使用支援加算

診断・治療の考え方

80点

強

［算定要件］
急性気道感染症又は急性下痢症により受診した基礎疾患のない患者であって、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ものに対して、療養上必要な
指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合に、小児科のみを専任
する医師が診療を行った初診時に限り算定する。なお、インフルエンザ感染の患者またはイン
フルエンザウイルス感染の疑われる患者については、算定できない。
[施設基準]
(1) 薬剤耐性（ＡＭＲ）対策アクションプラン（平成 28 年４月５日 国際的に脅威となる感染症
対策関係閣僚会議）に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク（仮称）」に係る活動
に参加していること、または、感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。
(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。

鼻症状

急性鼻副鼻腔炎

感冒
急性咽頭炎
急性気管支炎
強

強

患者・家族への説明内容
・多くは対症療法が中心であり、
抗菌薬は必要なし。休養が重
要。
・改善しない場合の再受診を。

「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）を参考に作成

外来診療における抗菌薬の適正使用の推進
再診料の地域包括診療加算、認知症地域包括診療加算、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児
科外来診療料及び小児かかりつけ診療料の要件として、「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、抗菌薬の適正使用の普及啓発に資する取組を行っていることを追加する。
11

平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－２－１）遠隔診療の評価①

診療報酬における遠隔診療（情報通信機器を用いた診療）への対応
診療形態

診療報酬での対応
［遠隔画像診断］
・ 画像を他医療機関の専門的な知識を持っている医師に送信し、その読影・診断

情報通信機器を用いて画像等の送受信を行い
結果を受信した場合
特定領域の専門的な知識を持っている医師と
［遠隔病理診断］
医師対医師 連携して診療を行うもの

・ 術中迅速病理検査において、標本画像等を他医療機関の専門的な知識を持っ

(D to D)

ている医師に送信し、診断結果を受信した場合（その後、顕微鏡による観察を行
う。）
・ （新）生検検体等については、連携先の病理医が標本画像の観察のみによって
病理診断を行った場合も病理診断料等を算定可能

情報通信機
器を用いた
診察

医師が情報通信機器を用いて
患者と離れた場所から診療を
行うもの

［オンライン診療］
・（新）オンライン診療料
・（新）オンライン医学管理料
・（新）オンライン在宅管理料・精神科オンライン在宅管理料
対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満た
すことを前提に、情報通信機器を用いた診察や、外来・ 在宅での医学管理を行っ
た場合

※電話等による再診
（新）患者等から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした
場合に算定が可能であるとの取扱いがより明確になるよう要件の見直し
（定期的な医学管理を前提とした遠隔での診察は、オンライン診療料に整理。）

医師対患者
(D to P)
情報通信機能を備えた機器を
情報通信機 用いて患者情報の遠隔モニタリ
器を用いた ングを行うもの
遠隔
モニタリング

［遠隔モニタリング］
・心臓ペースメーカー指導管理料（遠隔モニタリング加算）
体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者に対して、医師が遠隔モ
ニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合

・（新）在宅患者酸素療法指導料（遠隔モニタリング加算）
・（新）在宅患者持続陽圧呼吸療法（遠隔モニタリング加算）
在宅酸素療法、在宅CPAP療法を行っている患者に対して、情報通信機器を備
えた機器を活用したモニタリングを行い、療養上必要な指導管理を行った場合
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－２－１）遠隔診療の評価②

オンライン診療料の新設
情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への
配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン診療料を新設する。
(新)

オンライン診療料

70点（１月につき）

［算定要件］
(1) オンライン診療料が算定可能な患者に対して、リアルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いてオンライン
による診察を行った場合に算定。ただし、連続する３月は算定できない。
(2) 対象となる管理料等を初めて算定してから６月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料
等を初めて算定した月から６月以上経過している場合は、直近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。
(3) 患者の同意を得た上で、対面による診療（対面診療の間隔は３月以内）とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計
画に基づき診察を行う。
(4) オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。また、オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診
療に係る指針に沿って診療を行う。
(５) オンライン診療料を算定した同一月に、第２章第１部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。また、当該診察を行う際には、予約
に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
［施設基準］
(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有すること。
(2) オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。
(3) 一月あたりの再診料等（電話等による再診は除く）及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が１割以下であること。
［オンライン診療料が算定可能な患者］
以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ当該管理料等を初めて算定した月から６月以上を経過した患者。
特定疾患療養管理料
小児科療養指導料
てんかん指導料
難病外来指導管理料
糖尿病透析予防指導管理料

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
在宅時医学総合管理料
精神科在宅患者支援管理料
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－２－１）遠隔診療の評価③

オンライン医学管理料の新設
情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を
含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン医学管理料を新設する。
(新)

オンライン医学管理料

100点（１月につき）

［算定要件］
(1) オンライン医学管理料の対象となる管理料を算定している患者に対し、リアルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信
機器を用いてオンラインによる医学管理を行った場合に、前回対面受診月の翌月から今回対面受診月の前月までの期間が２月以内の場合
に限り、次回対面受診時に所定の管理料に合わせて算定。
(2) 対面診療で管理料等を算定する月においては、オンライン医学管理料は算定できない。
(3) 対象となる管理料等を初めて算定してから６月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料
等を初めて算定した月から６月以上経過している場合は、直近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。
(4) 患者の同意を得た上で、対面による診療（対面診療の間隔は３月以内）とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計
画に基づき診察を行う。
(5) オンライン診察による計画的な療養上の医学管理は、当該保険医療機関内において行う。また、当該管理を行う際には、厚生労働省の定
める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。
［施設基準］
オンライン診療料の施設基準を満たしていること。
［オンライン医学管理料が算定可能な患者］
以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料等を初めて算定した月から６月以上を経過した患者。
特定疾患療養管理料
糖尿病透析予防指導管理料

小児科療養指導料
地域包括診療料

てんかん指導料
認知症地域包括診療料

難病外来指導管理料
生活習慣病管理料
●：対面診療 ○：オンライン診察

１ｗ

２ｗ

３ｗ

●

４ｗ

５ｗ

６ｗ

７ｗ

８ｗ

●

９ｗ

１０ｗ

11w

12w

●

13W

14Ｗ

15Ｗ

●

オンラインを併用する場合
●

○

医学管理料

＋

再診料

○

オンライン医学管理料 100点

＋

オンライン診療料 70点

●

オンライン医学管理料 100点

医学管理料

オンライン診療料 70点

再診料

＋

※ オンライン医学管理料の請求は次回受診月

＋
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－２－１）遠隔診療の評価④

オンライン在宅管理料の新設
情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を
含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン在宅管理料等を新設する。
(新)

在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料

100点（１月につき）

［算定要件］
(１) 患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を１回のみ行い、かつ、当該月において訪問診療を行った日以外に、リア
ルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、在宅時医学総合管理料の所定点数
に加えて算定する。ただし、連続する３月は算定できない。
(２) 対象となる管理料を初めて算定してから６月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料を
初めて算定した月から６月以上経過している場合は、直近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。
［施設基準］
オンライン診療料の施設基準を満たしていること。
［オンライン在宅管理料が算定可能な患者］
在宅時医学総合管理料を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料を初めて算定した月から６月以上を経過した患者。
●：訪問診療 ○：オンライン診察
１ｗ

２ｗ

３ｗ

４ｗ

●

６ｗ

●

在宅時医学総合管理料（月１回）

＋

訪問診療料

(新)

５ｗ

７ｗ

８ｗ

○

＋

１０ｗ

●

在宅時医学総合管理料（月１回）
訪問診療料

９ｗ

＋

オンライン在宅管理料 100点

精神科在宅患者支援管理料 精神科オンライン在宅管理料

11w

12w

●

在宅時医学総合管理料（月２回）

＋

訪問診療料

＋

訪問診療料

100点（１月につき）

［算定要件］
(１) 患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に、当該月において訪問診療を行った日以外に、リアルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通
話）が可能な情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、精神科在宅患者支援管理料の所定点数に加えて算定する。ただし、連続する
３月は算定できない。
(２) 対象となる管理料を初めて算定してから６月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料
を初めて算定した月から６月以上経過している場合は、直近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。
［施設基準］
オンライン診療料の施設基準を満たしていること。
［精神科オンライン在宅管理料が算定可能な患者］
15
精神科在宅患者支援管理料を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料を初めて算定した月から６月以上を経過した患者。

平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－２－１）遠隔診療の評価⑤

電話等による再診の要件の見直し
電話等による再診について、患者等から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした
場合に算定が可能であるとの取扱いがより明確になるよう、要件を見直す。
［算定要件］
(１) 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接（電話、テレビ画
像等による場合を含む。）に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。なお、定期的な医学管
理を前提として行われる場合は算定できない。ただし、平成30 年３月31 日以前に、３月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による
再診料を算定していた患者については、当該医学管理を前提とした医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、当該再診料を引き続
き算定することができる。その場合には、時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算は算定できない。
(２) 当該再診料を算定する際には、第２章第１部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。
(３) 当該再診料を算定する際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－５．医療と介護の連携の推進⑨

維持期・生活期のリハビリテーションへの対応①
維持期・生活期リハビリテーションに係る見直し
要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料について、経過措置を１年間に限り延長。
（平成 31年4月以降、要介護・要支援被保険者等に対する疾患別リハビリテーション料の算定を認めない取扱いとする）

医療・介護間でのリハビリテーションに係る情報共有の推進
新しく設けた共通様式を使用して、医療機関から介護保険のリハビリテーション事業所に情報提供した場合の評価を新設
介護保険の「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業（ＶＩＳＩＴ）」で活用可能な電子媒体で、計画書を提
供した場合の加算を設ける。
(新)

リハビリテーション計画提供料１

275点

(新)

電子化連携加算

５点

［リハビリテーション計画提供料１の算定要件］
脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料等を算定する患者であって、介護保険のリハビリテーショ
ンの利用を予定している者について、介護保険のリハビリテーション事業所に指定の様式を用いてリハビリテーションの計
画書を提供していること
診療報酬改定と介護報酬改定の共通の対応
医療保険と介護保険のリハビリテーションの連携や業務の効率化を推進するため、双方で使用可能な計画書の共通様式を設ける。
指定通所リハビリテーション事業所が、医療機関から指定の様式をもって情報提供を受けた際、当該事業所の医師が利用者を診療
するとともに、当該様式に記載された内容について確認し、指定通所リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した
場合には、当該様式を根拠として通所リハビリテーション費の算定を開始可能とする。
介護保険の維持期・生活期のリハビリテーションを、医療保険の疾患別リハビリテーションを担う地域の医療機関において、一貫して
提供することができるよう、人員配置等に係る施設基準を緩和する。
医療保険のリハビリテーションを提供している医療機関が、新たに介護保険のリハビリテーションの提供を開始する場合に、医療保
険と介護保険のリハビリテーションを同一のスペースにおいて行う場合の人員等の共用に関する要件を見直し、適宜緩和する。
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－５．医療と介護の連携の推進⑩

維持期・生活期のリハビリテーションへの対応②
脳卒中等の発症

回復期
（主に医療保険）

維持期・生活期
(主に介護保険）

身体機能

診断・治療

安定化

入院
外来

急性期

医療機関での
通所リハビリテーション等

維持期・生活期のリハビリテーションを介
護保険に円滑に移行する必要

平成30年度改定での見直し
医療保険で見直し

医療保険と介護保険の
双方で見直し

● リハビリが長期にわたる外傷等の
患者の算定日数上限を緩和
● 介護保険のリハビリ事業所への
情報提供を評価

● 地域の医療機関で一貫してリハビリを提供するため、施設基準を緩和
● 計画書様式の共通化による連携の推進・業務効率化
計画書

計画書

計画書
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－１－４）地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価①

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価
専門的な精神医療の評価
○向精神薬処方の適正化
○認知療法・認知行動療法の充実

○発達障害に対する診療の充実

措置入院患者や重症患者に対する医療の充実

長期入院中

○精神療養病棟入院料等にお
けるクロザピンの包括範囲か
らの除外
○精神療養病棟入院料等にお
ける在宅移行に係る要件の
見直し

退院後

退院後

退院後

○自治体と連携し
た措置入院後
の通院精神療
法等の評価

重症患者への対応

措置入院中

○精神科措置入
院退院支援加
算の新設

○精神科救急入院料の算
定要件の見直し
○精神科救急入院料等の
病棟における夜間の看
護配置の評価を新設
○入院精神療法の評価の
充実
○精神科電気痙攣療法に
おける質の高い麻酔の
評価

長期入院患者の地域移行の推進

○精神疾患患者に対する訪問支援（アウトリーチ）の充実
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－１－４）地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価⑤

措置入院患者への精神医療の評価
精神科措置入院退院支援加算の新設
措置入院患者に対して、自治体と連携した退院支援を実施した場合の評価を新設する。
(新)

精神科措置入院退院支援加算

600点（退院時）

［算定要件］
措置入院者（緊急措置入院者及び措置入院又は緊急措置入院後に医療保護入院等により入院し
た者を含む。以下同じ。）に対して、入院中から、自治体と連携して退院に向けた支援を実施するため、
以下の体制をとっていること。
(1) 当該保険医療機関の管理者は、措置入院者を入院させた場合には、入院後速やかに、措置入
院者の退院後の生活環境に関し、本人及びその家族等の相談支援を行う担当者を選任すること。
(2) 自治体が作成する退院後支援に関する計画が適切なものとなるよう、多職種で協働して当該患
者の退院後支援のニーズに関するアセスメントを実施し、自治体と協力して計画作成のために必
要な情報収集、連絡調整を行うこと。
(3) 退院後支援に関する計画を作成する自治体に協力し、当該患者の入院中に、退院後支援の
ニーズに関するアセスメントの結果及びこれを踏まえた計画に係る意見書を当該自治体へ提出す
ること。
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－１－４）地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価⑥

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価①
自治体と連携した措置入院後の通院精神療法等の評価
自治体の作成する退院後の支援計画に基づいて、措置入院を経て退院した患者に行う通院・在宅精神療法の
区分を新設する。
通院・在宅精神療法における精神保健指定医に係る評価を廃止し、初診時に 60分以上の通院・在宅精神療
法を行った場合の評価を新設する。
現行

改定後

【通院・在宅精神療法】
１ 通院精神療法

イ 初診の日において地域の精神科救急医療体制を
確保するために必要な協力等を行っている精神保健
指定医等が 30分以上行った場合
600点
ロ イ以外の場合
(1) 30分以上の場合
400点
(2) 30分未満の場合
330点

【通院・在宅精神療法】
１ 通院精神療法
イ 自治体が作成する退院後の支援計画において支援を受ける期間にある
措置入院後の患者に対し、当該計画において療養を提供することとされて
いる医療機関の精神科医が行った場合
660点
ロ 初診の日において 60分以上行った場合
540点

ハ イ又はロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
(2) 30分未満の場合

400点
330点
(※) 在宅精神療法についても同様に見直し

措置入院を経て退院した患者に対し、看護師等が通院精神療法と併せて患者の療養生活等に対する総合的
な支援を行った場合の加算を新設する。
通院精神療法
(新）
措置入院後継続支援加算

275点（３月に１回）

［算定要件］
(1) 医師の指示を受けた看護職員又は精神保健福祉士が、月に１回以上の頻度で、服薬や社会参加等の状況を踏まえて療養上の指導を行って
いること。
(2) 患者の同意を得た上で、退院後の支援に係る全体調整を行う自治体に対し、患者の診療状況等について情報提供を行っていること。
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－４．質の高い在宅医療・訪問看護の確保⑬

質の高い訪問看護の確保④
喀痰吸引等を実施する介護職員等との連携の推進
訪問看護ステーションが利用者に対して喀痰吸引等の業務を行う介護職員等と連携し
た場合の評価を新設する。
(新)

（訪問看護管理療養費）
看護・介護職員連携強化加算

2,500円

（在宅患者訪問看護・指導料／同一建物居住者訪問看護・指導料／精神科訪問看護・指導料）

(新)

看護・介護職員連携強化加算

250点

[算定要件]
訪問看護ステーションの利用者のうち喀痰吸引等（※）を必要とする利用者について、訪問看護ステーションの看護職員が、喀痰吸引等を行う
介護職員等に対し、支援した場合に算定。
①患者の病状やその変化に合わせて、主治医の指示により、（イ）及び（ロ）の対応を行っている場合に算定する。
（イ）喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言
（ロ）介護職員等に同行し、患者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認
② 介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の指定訪問看護の実施日に加算する。
③登録喀痰吸引等事業者等が、患者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のために会議を開催する場合は、当該会議に出席し連携する。
④ 24時間対応体制加算を届け出ている場合に算定。
※口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、
胃瘻又は腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養
⑤ 1人の利用者に対し、１つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定。
指示

介護職員等

医師

（登録喀痰吸引等事業者）

・介護職員に喀痰吸引等の指示
・看護職員に介護職員等との連携の指示
指示

喀痰吸引等の実施

支援

（助言や会議出席等）

看護職員

同行

（医療機関/訪問看護ステーション）

・喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言
・介護職員等に同行し喀痰吸引等の業務の実施状況について確認
・安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－４．質の高い在宅医療・訪問看護の確保⑱

質の高い訪問看護の確保⑨
複数名による訪問看護の見直し
複数名訪問看護加算について算定方法と評価を見直す。
看護職員が看護補助者との同行訪問により訪問看護を実施する場合の利用者の要件に、利用者の身体的理
※ 在宅患者訪問看護・指導料・同一建物居住者訪問看護・指導料の当該加算についても同様
由を追加する。
改定後

現行
訪 問 者

算定回数

イ

看護職員

保健師、助産師、看護
師、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士

ロ

看護職員

准看護師

ハ

看護職員

看護補助者

訪 問 者

算定対象

週1回

①②③④

週1回

①②③④

週3回

④⑤

－

4,300円

看護職員

保健師、助産師、看護
師、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士

週1日

①②③④

4,500円

3,800円

ロ

看護職員

准看護師

週1日

①②③④

3,800円

週3日

④⑤⑥

3,000円

－

①②③

ハ

①②③

3,000円
看護職員

二

①
②
③
④
⑤
⑥

訪 問 者

ロ
ハ

保健師
看護師

１日に２回
１日に３回以上 10,000円

保健師、看護師、作業療法士
准看護師

訪 問 者

算定回数
－
－

4,300円

イ

3,800円
ロ

看護補助者

※ 精神科訪問看護・指導料の当該加算についても同様

改定後

現行

保健師
看護師

3,000円
6,000円

特掲診療料の施設基準等別表第７に掲げる疾病等の利用者
特掲診療料の施設基準等別表第８に掲げる者
特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
利用者の身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者
その他利用者の状況等から判断して、①から⑤のいずれかに準ずると認められる者

複数名精神科訪問看護加算について算定方法と評価を見直す。

保健師
看護師

１日に１回

看護補助者

［算定対象］

特掲診療料の施設基準等別表第７に掲げる疾病等の利用者
特掲診療料の施設基準等別表第８に掲げる者
特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
その他利用者の状況等から判断して、①から④のいずれかに準ずると認められる者

イ

算定対象

イ

［算定対象］
①
②
③
④
⑤

算定日数

週1回

3,000円
ハ

算定日数

保健師
看護師

保健師、看護師、作業療法士

保健師
看護師

准看護師

保健師
看護師

看護補助者

－

－

週１日

１日に１回の場合
１日に２回の場合
１日に３回以上の場合
１日に１回の場合
１日に２回の場合
１日に３回以上の場合

4,500円
9,000円
14,500円

3,800円
7,600円
12,400円

3,000円

23

平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－４．質の高い在宅医療・訪問看護の確保⑲

質の高い訪問看護の確保⑩
精神科訪問看護基本料療養費（Ⅱ）の廃止
個々の患者のニーズに応じた訪問看護を推進する観点から、障害福祉サービスを行う施設に入
所中の利用者への精神科訪問看護を実施した際に算定する精神科訪問看護基本料療養費（Ⅱ）
及び精神科訪問看護・指導料（Ⅱ）を廃止する。
改定後

現行
精神科訪問看護基本療養費（Ⅱ）
精神科訪問看護・指導料（Ⅱ）

1,600円

（廃止）

160点

（廃止）
※ 障害福祉サービスを行う施設等に入所している精神障害を有する利用者については、
同一建物居住者へ個別に精神科訪問看護を実施した場合に算定する精神科訪問看護
基本療養費Ⅲ（精神科訪問看護・指導料Ⅲ）が引き続き算定可能

精神障害を有する者への重点的支援
在宅で療養する重症な精神疾患患者を支援するため、精神科重症患者早期集中支援管理料
の見直しを踏まえ、精神科重症患者早期集中支援管理加算の名称を変更し評価を充実するとと
もに、精神科複数回訪問加算の算定対象を見直す。
改定後

現行
精神科重症患者早期集中支援管理連携加算

6,400円

精神科重症患者支援管理連携加算
イ 精神科在宅患者支援管理料２のイを算定する利用者
ロ 精神科在宅患者支援管理料２のロを算定する利用者

現行
【精神科複数回訪問加算】
［算定対象］
精神科重症患者早期支援管理料を算定する利用者

8,400円
5,800円

改定後
【精神科複数回訪問加算】 ※精神科訪問看護・指導料の当該加算についても同様
［算定対象］
精神科在宅患者支援管理料１（ハを除く。）又は２を算定する利用者
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－１－４）地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価⑦

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価②
精神疾患患者に対する訪問支援の充実①
精神科重症患者早期集中支援管理料を廃止し、精神疾患患者に訪問支援を実施する場合に算定可能な「精
神科在宅患者支援管理料」を新設し、患者の状態に応じ、評価を充実させる。
現行

改定後

【精神科重症患者早期集中支援管理料】

【精神科在宅患者支援管理料】

単一建物診療患者

単一建物診療患者

１人

１人

2～9人

2～9人

管理料１（当該医療機関が訪問看護を提供）
管理料１（当該医療機
関が訪問看護を提供）
管理料２（連携する訪問
看護ステーションが訪問
看護を提供）

1,800点

1,480点

1,350点

1,110点

［対象患者］
以下の全てに該当する患者であること。
ア 精神科を標榜する保険医療機関への通院が困難な者
（精神症状により単独での通院が困難な者を含む。）
イ １年以上入院して退院した者又は入退院を繰り返す者
ウ 統合失調症、統合失調症型障害若しくは妄想性障害、
気分（感情）障害又は重度認知症の状態の状態で、退院
時におけるＧＡＦ尺度が 40以下の者

イ 集中的な支援を必要とする重症患者等

3,000点

2,520点

ロ 重症患者等

2,500点

1,875点

ハ 重症患者等以外

2,030点

1,248点

管理料２（連携する訪問看護ステーションが訪問看護を提供）
イ 集中的な支援を必要とする重症患者等

2,467点

1,850点

ロ 重症患者等

2,056点

1,542点

［対象患者］
精神科を標榜する保険医療機関への通院が困難な者であること。（精神症状によ
り単独での通院が困難な者を含む。）さらに、イを算定する場合には次の全て、ロを
算定する場合には次のいずれかに該当する患者であること。
（1） １年以上入院して退院した者、入退院を繰り返す者又は自治体が作成する退
院後の支援計画において支援を受ける期間にある措置入院後の患者
（2） 統合失調症、統合失調症型障害若しくは妄想性障害、気分（感情）障害又は
重度認知症の状態の状態で、退院時又は算定時におけるＧＡＦ尺度が 40以下
の者
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－１－４）地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価⑧

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価③
精神疾患患者に対する訪問支援の充実②
精神科在宅患者支援管理料において、継続的に訪問支援を実施した場合にも算定可能な区分を設けるととも
に、専従従事者の配置要件を不要とする見直しを行う。
重症患者以外の患者に対する訪問支援を実施する場合には、24時間の連絡体制や24時間の往診体制に係る
施設基準を緩和する。
現行

改定後

【精神科重症患者早期集中支援管理料】

【精神科在宅患者支援管理料】

［算定要件］
以下の全てを実施した場合に、６月に限り、患者１人当た
り月１回に限り算定する。
(1) 精神保健指定医、保健師又は看護師、精神保健福祉士
及び作業療法士の各１名以上からなる専任のチームを設
置すること。いずれか1名以上を専従とする。
(2) 当該患者に対して月１回以上の訪問診療と週２回以上
の精神科訪問看護又は精神科訪問看護・指導を行うこと。
(3) 上記チームが週１回以上一堂に会しカンファレンスを行
うこと。うち月１回以上は、保健所又は精神保健福祉セン
ター等と共同して会議を開催すること。

［算定要件］
（1） 「イ」については、以下の全てを実施した場合に、６月に限り、患者１人当たり月
１回に限り算定する。
ア 算定する患者ごとに、当該患者の診療等を担当する精神科医、保健師又は看
護師、精神保健福祉士及び作業療法士の各１名以上からなる専任のチームを設
置すること。
イ 月１回以上の訪問診療と週２回以上の精神科訪問看護及びは精神科訪問看
護・指導を行うこと。
ウ上記チームが週１回以上一堂に会しカンファレンスを行うこと。うち月１回以上は、
保健所又は精神保健福祉センター等と共同して会議を開催すること。

［施設基準（抜粋）］ 以下を満たしていること。
ア 当該保険医療機関において 24時間連絡体制を確保
すること。
イ 24時間の往診又は24時間の精神科訪問看護若しくは
精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を有するこ
と。

(3) 「ハ」については月に1回以上訪問診療を実施した場合に算定する。

(2) 「ロ」については、（1）のアに加え、以下の全てを実施した場合に、患者１人当た
り月１回に限り算定する。
ア 当該患者に対して月１回以上の訪問診療と月２回以上の精神科訪問看護及
び精神科訪問看護・指導を行うこと。
イ 上記チームが月１回以上一堂に会しカンファレンスを行うこと。うち月１回以上
は、保健所又は精神保健福祉センター等と共同して会議を開催すること。

［施設基準（抜粋）］ 「イ」または「ロ」を算定する場合には、以下を満たしていること。
ア 当該保険医療機関において 24時間連絡体制を確保すること。
イ 24時間の往診又は24時間の精神科訪問看護若しくは精神科訪問看護・指導を
行うことができる体制を有すること。
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