
届出年月日 届出年月日

①入院基本料 ③ 特定入院料

一般病棟入院基本料：急性期一般入院料１ (H21.4.1) 特定集中治療室管理料３（８床） (H22.6.1)

②入院基本料等加算 早期離床・リハビリテーション加算 (H30.4.1)

総合入院体制加算２ (H31.4.1) 小児入院医療管理料５ (H23.5.1)

救急医療管理加算 (R2.4.1) 緩和ケア病棟入院料１（２０床） (R2.4.1)

超急性期脳卒中加算 (H20.4.1) ハイケアユニット入院医療管理料２[臨時的取扱] (R2.6.2)

診療録管理体制加算１ (R3.3.1) ④医学管理等

医師事務作業補助体制加算１（２０対１） (R1.8.1) 小児科外来診療料 (R2.4.1)

急性期看護補助体制加算（25対1 5割未満） (R2.6.1) 外来栄養食事指導料　注２ (R2.4.1)

看護職員夜間配置加算１２対１　加算１ (R2.6.1) 心臓ペースメーカー指導料　注５　遠隔モニタリング加算 (R2.9.1)

療養環境加算 (H22.6.1) ウィルス疾患指導料 (H23.4.1)

重症者等療養環境特別加算 (H13.4.1) 高度難聴指導管理料 (H11.11.1)

緩和ケア診療加算 (H29.2.1) 喘息治療管理料 (H18.4.1)

精神科リエゾンチーム加算 (H31.4.1) 糖尿病合併症管理料 (H20.10.1)

栄養サポートチーム加算 (H26.7.1) がん性疼痛緩和指導管理料 (H22.4.1)

医療安全対策加算１ (H18.4.1) がん患者指導管理料イ (H22.4.1)

医療安全対策地域連携加算1 (H30.4.1) がん患者指導管理料ロ (H26.6.1)

感染防止対策加算１ (H24.4.1) がん患者指導管理料ハ (H26.6.1)

抗菌薬適正使用支援加算 (H30.4.1) 外来緩和ケア管理料 (H29.2.1)

感染防止地域連携加算 (H24.4.1) 糖尿病透析予防指導管理料 (H24.4.1)

患者サポート体制充実加算 (H24.4.1) 乳腺炎重症化予防・ケア指導料 (H30.4.1)

褥瘡ハイリスク患者ケア加算 (H20.4.1) 外来放射線照射診療料 (H26.4.1)

ハイリスク妊娠管理加算 (H20.4.1) ニコチン依存症管理料 (H21.3.1)

ハイリスク分娩管理加算 (H18.4.1) 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 (R2.4.1)

総合機能評価加算 (R2.4.1) 開放型病院共同指導料Ⅰ (H20.10.1)

呼吸ケアチーム加算 (H22.4.1) がん治療連携計画策定料 (H22.10.1)

後発医薬品使用体制加算１ (H28.4.1) がん治療連携管理料 (H28.7.1)

病棟薬剤業務実施加算１ (H26.7.1) 外来がん患者在宅連携指導料 (H28.4.1)

病棟薬剤業務実施加算２ (H28.4.1) 肝炎インターフェロン治療管理料 (H22.4.1)

データ提出加算２（200床以上） (H24.10.1) 地域連携診療計画加算 (H28.4.1)

入退院支援加算１ (H29.4.1) 医療機器安全管理料１，医療機器安全管理料（歯科） (H20.4.1)

地域連携診療計画加算 (H29.4.1) 医療機器安全管理料２ (H20.4.1)

入院時支援加算 (H30.4.1) ⑤在宅医療

精神疾患診療体制加算１ (H28.4.1) 在宅患者訪問看護・指導料 (H24.4.1)

精神疾患診療体制加算２ (H28.4.1) 同一建物居住者訪問看護・指導料 (H24.4.1)

地域医療支援病院加算 (H20.6.25) 持続血糖測定器加算 (H29.1.1)

がん診療連携拠点病院（地域） (H20.2.8) ⑥検査

認知症ケア加算１ (R2.7.1) ＨＰＶ核酸検出及びHPV拡散検出（簡易ジェノタイプ判定） (H22.4.1)

せん妄ハイリスク患者ケア加算 (R2.4.1) 検体管理加算（Ⅰ） (H20.4.1)

地域医療体制確保加算 (R2.4.1) 検体管理加算（Ⅳ） (H22.4.1)

血管内視鏡検査加算 (H12.4.1)

胎児心エコー法 (H22.4.1)

ヘッドアップティルト試験 (H24.4.1)

施設基準届出一覧（令和３年３月１日）



⑥検査 ⑬麻酔

皮下連続式グルコース測定（一連につき） (H29.1.1) 麻酔管理料Ⅰ (H13.9.1)

長期継続頭蓋内脳波検査 (H12.4.1) ⑭放射線治療

神経学的検査 (H20.4.1) 放射線治療専任加算 (H16.9.1)

補聴器適合検査 (H13.6.1) 外来放射線治療加算 (H20.4.1)

小児食物アレルギー負荷検査 (H24.5.1) 高エネルギー放射線治療 (H14.4.1)

センチネルリンパ節生検 (H24.4.1) 画像誘導放射線治療加算 (H22.4.1)

ＣＴ透視下気管支鏡検査加算 (H24.4.1) 体外照射呼吸性移動対策加算 (H24.4.1)

⑦画像診断 直線加速器による定位放射治療 (H22.8.1)

画像診断管理加算Ⅰ (H14.4.1) 定位放射線治療呼吸移動対策加算（その他） (H24.4.1)

ＣＴ撮影（16列以上64列未満） (H24.4.1) 一回線量増加加算 (R2.7.1)

冠動脈ＣＴ撮影加算 (H21.6.1) ⑮病理診断

MRI撮影（1.5ﾃｽﾗ以上3ﾃｽﾗ未満） (H24.4.1) 病理診断管理加算１ (H30.11.1)

心臓ＭＲＩ撮影加算 (H24.4.1) 悪性腫瘍病理組織標本加算 (H30.4.1)

⑧投薬、注射 ⑯入院時食事療養費

抗悪性腫瘍剤処方管理加算 (H22.4.1) 入院時食事療養（Ⅰ）　　 (H16.10.1)

外来化学療法加算１ (H22.4.1)

連携充実加算 (R2.4.1)

無菌製剤処理加算 (H20.4.1) 食堂加算（４階～８階） (H22.6.1)

⑨リハビリテーション ⑰歯科

心大血管リハビリテーション料（Ⅰ） (H28.2.1) 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 (H30.10.1)

　初期加算 (H28.2.1) 歯科外来診療環境体制加算1 (H20.4.1)

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） (H21.5.1) 歯科外来診療環境体制加算 (H20.4.1)

　早期リハ初期加算 (H24.4.1) 歯科治療総合医療管理料 (H18.4.1)

運動器リハビリテーション料（Ⅰ） (H22.4.1) クラウン・ブリッジ維持管理料 (H14.5.1)

　早期リハ初期加算 (H24.4.1) 歯科口腔リハビリテーション料（Ⅱ） (H26.4.1)

呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） (H27.5.1) CAD／CAM冠 (H26.4.1)

　早期リハ初期加算 (H27.5.1) 歯周組織再生誘導手術 (H22.4.1)

がん患者リハビリテーション料 (H27.2.1)

集団コミュニケーション療法料 (H20.4.1) 【ハイリスク分娩管理加算に係る事項】

⑩精神専門療法 産婦人科の常勤医師数 3人

治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 (H24.4.1) 産科病棟配置の助産師数 17人

⑪処置

多血小板血漿処置 (R2.4.1)

甲状腺エタノールの局所注入 (H18.4.1)

副甲状腺エタノールの局所注入 (H18.4.1)

⑫手術

脳刺激装置植込術、頭蓋内電極植込術又は脳刺激交換術 (H18.4.1)

脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術 (H12.4.1)

乳頭乳輪温存乳房切除術 (H29.1.1)

乳がんセンチネルリンパ節加算 (H22.4.1)

ペースメーカー移植術／交換術（電池交換含む） (H18.4.1)

大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法） (H18.4.1)

バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 (H30.10.1)

腹腔鏡下肝切除術 (H24.4.1)

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 (H24.4.1)

輸血管理料Ⅰ (H22.1.1)

輸血適正使用加算Ⅰ (H24.4.1)

人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 (H24.4.1)

胃瘻増設術 (H26.4.1)

胃瘻増設時嚥下機能評価加算 (H26.4.1)

椎間板内酵素注入療法 (R2.7.1)

膀胱水圧拡張術 (R2.8.1)

「入院時食事療法（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時（夕

食については午後６時以降）、適温で提供しています。」


