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項 目 現 行 改 正 案

第２章 特掲診療料

第１部 医学管理等

Ｂ００１ 特定疾患治療管理料

５ 小児科療養指導料

【点数の見直し】 250点 270点

【注の見直し】 注１ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす小 注１ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす小

児科を標榜する保険医療機関において、小児 児科を標榜する保険医療機関において、小児

科を担当する医師が、慢性疾患であって生活 科を担当する医師が、慢性疾患であって生活

指導が特に必要なものを主病とする15歳未満 指導が特に必要なものを主病とする15歳未満

の患者であって入院中以外のものに対して、 の患者であって入院中以外のものに対して、

必要な生活指導を継続して行った場合に、月 必要な生活指導を継続して行った場合に、月

１回に限り算定する。ただし、区分番号Ｂ０ １回に限り算定する。ただし、区分番号Ｂ０

００に掲げる特定疾患療養管理料又は区分番 ００に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号

号Ｂ００１の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指 Ｂ００１の７に掲げる難病外来指導管理料又

導管理料を算定している患者については算定 は区分番号Ｂ００１の18に掲げる小児悪性腫

しない。 瘍患者指導管理料を算定している患者につい

ては算定しない。

９ 外来栄養食事指導料
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【項目の見直し】 130点 イ 初回 260点

ロ ２回目以降 200点

【注の見直し】 注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険 注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険

医療機関において、入院中の患者以外の患者で 医療機関において、入院中の患者以外の患者で

あって、別に厚生労働大臣が定める特別食を必 あって、別に厚生労働大臣が定めるものに対し

要とするものに対して、医師の指示に基づき管 て、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な

理栄養士が具体的な献立によって指導を行った 献立等によって指導を行った場合に、初回の指

場合に、初回の指導を行った月にあっては月２ 導を行った月にあっては月２回に限り、その他

回に限り、その他の月にあっては月１回に限り の月にあっては月１回に限り算定する。

算定する。

10 入院栄養食事指導料（週１回）

【項目の見直し】 イ 入院栄養食事指導料１ 130点 イ 入院栄養食事指導料１

(1) 初回 260点

(2) ２回目 200点

ロ 入院栄養食事指導料２ 125点 ロ 入院栄養食事指導料２

(1) 初回 250点

(2) ２回目 190点

【注の見直し】 注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める 注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める

基準を満たす保険医療機関において、入院中 基準を満たす保険医療機関において、入院中

の患者であって、別に厚生労働大臣が定める の患者であって、別に厚生労働大臣が定める

特別食を必要とするものに対して、医師の指 ものに対して、医師の指示に基づき管理栄養

示に基づき管理栄養士が具体的な献立によっ 士が具体的な献立等によって指導を行った場

て指導を行った場合に、入院中２回を限度と 合に、入院中２回を限度として算定する。

して算定する。
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【注の見直し】 注２ ロについては、別に厚生労働大臣が定める 注２ ロについては、別に厚生労働大臣が定める

基準を満たす保険医療機関（診療所に限る。 基準を満たす保険医療機関（診療所に限る。

）において、入院中の患者であって、別に厚 ）において、入院中の患者であって、別に厚

生労働大臣が定める特別食を必要とするもの 生労働大臣が定めるものに対して、当該保険

に対して、当該保険医療機関の医師の指示に 医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療

基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が 機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によ

具体的な献立によって指導を行った場合に、 って指導を行った場合に、入院中２回を限度

入院中２回を限度として算定する。 として算定する。

12 心臓ペースメーカー指導管理料

【項目の見直し】 イ 遠隔モニタリングによる場合 550点 イ 着用型自動除細動器による場合 360点

ロ 着用型自動除細動器による場合 360点 ロ イ以外の場合 360点

ハ イ又はロ以外の場合 360点

【注の見直し】 注１ 体内植込式心臓ペースメーカー等を使用し 注１ 体内植込式心臓ペースメーカー等を使用し

ている患者（イ及びハについては入院中の患 ている患者（ロについては入院中の患者以外

者以外のものに限る。）に対して、療養上必 のものに限る。）に対して、療養上必要な指

要な指導を行った場合に、イにあっては４月 導を行った場合に、１月に１回に限り算定す

に１回に限り、ロ及びハにあっては１月に１ る。

回に限り算定する。ただし、イを算定する患

者について、算定した月以外の月において、

当該患者の急性増悪により必要な指導を行っ

た場合には、１月に１回に限りハを算定す

る。
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【注の見直し】 注４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た

しているものとして地方厚生局長等に届け出 す保険医療機関において、当該患者（イを算

た保険医療機関において、当該患者（ロを算 定する場合に限る。）に対して、植込型除細

定する場合に限る。）に対して、植込型除細 動器の適応の可否が確定するまでの期間等に

動器の適応の可否が確定するまでの期間等に 使用する場合に限り、初回算定日の属する月

使用する場合に限り、初回算定日の属する月 から起算して３月を限度として、月１回に限

から起算して３月を限度として、月１回に限 り、植込型除細動器移行期加算として、31,5

り、植込型除細動器移行期加算として、23,8 10点を所定点数に加算する。

30点を所定点数に加算する。

【注の追加】 （追加） 注５ ロを算定する患者について、前回受診月の

翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔

モニタリングを用いて療養上必要な指導を行

った場合は、遠隔モニタリング加算として、

60点に当該期間の月数（当該指導を行った月

に限り、11月を限度とする。）を乗じて得た

点数を、所定点数に加算する。

16 喘息治療管理料

【項目の見直し】 イ １月目 75点 １ 喘息治療管理料１

ロ ２月目以降 25点 イ １月目 75点

ロ ２月目以降 25点

２ 喘息治療管理料２ 280点

【注の追加】 （追加） 注３ ２については、別に厚生労働大臣が定める

基準を満たす保険医療機関において、入院中

の患者以外の喘息の患者（６歳未満又は65歳
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以上のものに限る。）であって、吸入ステロ

イド薬を服用する際に吸入補助器具を必要と

するものに対して、吸入補助器具を用いた服

薬指導等を行った場合に、初回に限り算定す

る。

27 糖尿病透析予防指導管理料

【注の追加】 （追加） 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、腎不全期の糖尿病

性腎症の患者に対して医師が必要な指導を行

った場合には、腎不全期患者指導加算として

、100点を所定点数に加算する。

Ｂ００１－２－６ 夜間休日救急搬送

医学管理料

【点数の見直し】 200点 600点

【注の見直し】 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た

しているものとして地方厚生局長等に届け出 す保険医療機関において、当該保険医療機関

た保険医療機関において、当該保険医療機関 が表示する診療時間以外の時間（土曜日以外

が表示する診療時間以外の時間（土曜日に限 の日（休日を除く。）にあっては、夜間に限

る。）、休日又は深夜において、救急用の自 る。）、休日又は深夜において、救急用の自

動車等により緊急に搬送された患者に対して 動車等により緊急に搬送された患者に対して

必要な医学管理を行った場合に、区分番号Ａ 必要な医学管理を行った場合に、区分番号Ａ

０００に掲げる初診料を算定する初診の日に ０００に掲げる初診料を算定する初診の日に

限り算定する。 限り算定する。
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【新設】 （新設） Ｂ００１－２－10 認知症地域包括診療料（月１

回） 1,515点

注１ 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（許可病床数が200床未満の

病院又は診療所に限る。）において、認知症

の患者（認知症以外に１以上の疾患（疑いの

ものを除く。）を有する入院中の患者以外の

ものであって、１処方につき５種類を超える

内服薬の投薬を行った場合及び１処方につき

抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬

を合わせて３種類を超えて投薬を行った場合

のいずれにも該当しないものに限る。）に対

して、患者又はその家族等の同意を得て、療

養上必要な指導及び診療を行った場合（初診

の日を除く。）に、患者１人につき月１回に

限り算定する。

注２ 認知症地域包括診療を受けている患者に対

して行った区分番号Ａ００１に掲げる再診料

の注５から注７までに規定する加算、区分番

号Ｂ００１－２－２に掲げる地域連携小児夜

間・休日診療料、区分番号Ｂ０１０に掲げる

診療情報提供料(Ⅱ)、第２章第２部在宅医療

（区分番号Ｃ００１に掲げる在宅患者訪問診

療料、区分番号Ｃ００２に掲げる在宅時医学

総合管理料及び区分番号Ｃ００２－２に掲げ

る施設入居時等医学総合管理料を除く。）及

び第５部投薬（区分番号Ｆ１００に掲げる処
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方料及び区分番号Ｆ４００に掲げる処方せん

料を除く。）を除く費用は、認知症地域包括

診療料に含まれるものとする。ただし、患者

の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診

断及び処置に係る費用は、所定点数が550点

未満のものに限り、当該診療料に含まれるも

のとする。

【新設】 （新設） Ｂ００１－２－11 小児かかりつけ診療料（１日

につき）

１ 処方せんを交付する場合

イ 初診時 602点

ロ 再診時 413点

２ 処方せんを交付しない場合

イ 初診時 712点

ロ 再診時 523点

注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、未就学児（３歳以

上の患者にあっては、３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に対

して診療を行った場合に算定する。

注２ 区分番号Ａ００１に掲げる再診料の注９に

規定する場合については、算定しない。

注３ 区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注７及

び注８に規定する加算、区分番号Ａ００１に

掲げる再診料の注５及び注６に規定する加算

、区分番号Ａ００２に掲げる外来診療料の注
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８及び注９に規定する加算、区分番号Ｂ００

１－２－２に掲げる地域連携小児夜間・休日

診療料、区分番号Ｂ００１－２－５に掲げる

院内トリアージ実施料、区分番号Ｂ００１－

２－６に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料

、区分番号Ｂ００９に掲げる診療情報提供料

(Ⅰ)、区分番号Ｂ００９－２に掲げる電子的

診療情報評価料、区分番号Ｂ０１０に掲げる

診療情報提供料(Ⅱ)並びに区分番号Ｃ０００

に掲げる往診料（同区分番号の注１から注３

までに規定する加算を含む。）を除き、診療

に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含ま

れるものとする。

Ｂ００１－３－２ ニコチン依存症管

理料

【注の見直し】 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注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 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、禁煙を希望する患 た保険医療機関において、禁煙を希望する患

者であって、スクリーニングテスト（ＴＤＳ 者であって、スクリーニングテスト（ＴＤＳ

）等によりニコチン依存症であると診断され ）等によりニコチン依存症であると診断され

たものに対し、治療の必要を認め、治療内容 たものに対し、治療の必要を認め、治療内容

等に係る説明を行い、文書により患者の同意 等に係る説明を行い、文書により患者の同意

を得た上で、禁煙に関する総合的な指導及び を得た上で、禁煙に関する総合的な指導及び

治療管理を行うとともに、その内容を文書に 治療管理を行うとともに、その内容を文書に

より情報提供した場合に、５回に限り算定す より情報提供した場合に、５回に限り算定す

る。 る。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準

を満たさない場合には、それぞれの所定点数

の100分の70に相当する点数により算定する。
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Ｂ００１－７ リンパ浮腫指導管理料

【注の見直し】 注１ 保険医療機関に入院中の患者であって、子 注１ 保険医療機関に入院中の患者であって、子

宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪 宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪

性腫瘍又は腋窩部郭清を伴う乳腺悪性腫瘍に 性腫瘍又は腋窩部郭清を伴う乳腺悪性腫瘍に

対する手術を行ったものに対して、当該手術 対する手術を行ったものに対して、当該手術

を行った日の属する月又はその前月若しくは を行った日の属する月又はその前月若しくは

翌月のいずれかに、医師又は医師の指示に基 翌月のいずれかに、医師又は医師の指示に基

づき看護師又は理学療法士が、リンパ浮腫の づき看護師、理学療法士若しくは作業療法士

重症化等を抑制するための指導を実施した場 が、リンパ浮腫の重症化等を抑制するための

合に、入院中１回に限り算定する。 指導を実施した場合に、入院中１回に限り算

定する。

Ｂ００４ 退院時共同指導料１

【点数の見直し】 １ 在宅療養支援診療所（地域における退院後の

患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有

する診療所であって、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

局長等に届け出たものをいう。以下この表にお

いて同じ。）の場合 1,000点 1,500点

２ １以外の場合 600点 900点

Ｂ００５ 退院時共同指導料２

300点 400点

Ｂ００５－１－２ 介護支援連携指導
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料

【点数の見直し】 300点 400点

Ｂ００５－２ 地域連携診療計画管理 900点 （削除）

料 注１ 転院後又は退院後の地域における患者の治

療を総合的に管理するため、別に厚生労働大

【削除】 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病院である保険

医療機関（以下この表において「計画管理病

院」という。）が、別に厚生労働大臣が定め

る疾患ごとにあらかじめ地域連携診療計画を

作成し、当該疾患に係る治療等を担う別の保

険医療機関又は介護サービス事業者等と共有

するとともに、当該疾患の患者に対して、患

者の同意を得た上で、入院時に当該計画に基

づく個別の患者の診療計画を作成し、患者に

説明し、文書により提供するとともに、転院

時又は退院時に当該別の保険医療機関又は介

護サービス事業者等に当該患者に係る診療情

報を文書により提供した場合に、転院時又は

退院時に１回に限り所定点数を算定する。

注２ 注１の規定に基づく当該別の保険医療機関

又は介護サービス事業者等への文書の提供に

係る区分番号Ｂ００９に掲げる診療情報提供

料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとす

る。

注３ 当該患者に対して行われた区分番号Ｂ００

５－１－２に掲げる介護支援連携指導料の費
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用は、所定点数に含まれるものとする。

注４ 区分番号Ａ２３８に掲げる退院調整加算、

区分番号Ａ２３８－４に掲げる救急搬送患者

地域連携紹介加算、区分番号Ｂ００３に掲げ

る開放型病院共同指導料(Ⅱ)又は区分番号Ｂ０

０５に掲げる退院時共同指導料２は、別に算

定できない。

Ｂ００５－３ 地域連携診療計画退院 600点 （削除）

時指導料(Ⅰ) 注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

【削除】 た保険医療機関（計画管理病院を除く。）が

、区分番号Ｂ００５－２に掲げる地域連携診

療計画管理料を算定した患者の退院時に、患

者の同意を得た上で、地域連携診療計画に基

づく退院後の診療計画を作成し、患者に説明

し、文書により提供するとともに、計画管理

病院に当該患者に係る診療情報を文書により

提供した場合に、所定点数を算定する。

注２ 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（計画管理病院を除く。）が

、患者の同意を得た上で、注１に規定する診

療計画に基づいて、地域において当該患者の

退院後の治療等を担う保険医療機関又は介護

サービス事業者等に当該患者に係る診療情報

を文書により提供した場合には、地域連携診

療計画退院計画加算として、100点を所定点

数に加算する。
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注３ 注１の規定に基づく計画管理病院への文書

の提供及び注２の規定に基づく当該保険医療

機関又は介護サービス事業者等への文書の提

供に係る区分番号Ｂ００９に掲げる診療情報

提供料(Ⅰ)の費用は、それぞれ所定点数に含ま

れるものとする。

注４ 当該患者に対して行われた区分番号Ｂ００

５－１－２に掲げる介護支援連携指導料の費

用は、所定点数に含まれるものとする。

注５ 区分番号Ａ２３８に掲げる退院調整加算、

区分番号Ａ２３８－５に掲げる救急搬送患者

地域連携受入加算、区分番号Ｂ００３に掲げ

る開放型病院共同指導料(Ⅱ)又は区分番号Ｂ０

０５に掲げる退院時共同指導料２は、別に算

定できない。

Ｂ００５－３－２ 地域連携診療計画 300点 （削除）

退院時指導料(Ⅱ) 注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

【削除】 た保険医療機関（計画管理病院を除く。）が

、他の保険医療機関において区分番号Ｂ００

５－３に掲げる地域連携診療計画退院時指導

料(Ⅰ)を算定して当該他の保険医療機関を退院

した患者であって入院中の患者以外のものに

対して、同区分番号の注１に規定する診療計

画に基づいた治療を行うとともに、患者の同

意を得た上で、当該退院した日の属する月の

翌月までに計画管理病院に当該患者に係る診

療情報を文書により提供した場合に、所定点
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数を算定する。

注２ 注１の規定に基づく計画管理病院への文書

の提供に係る区分番号Ｂ００９に掲げる診療

情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれる

ものとする。

Ｂ００５－６－３ がん治療連携管理

料

【項目の見直し】 500点 １ がん診療連携拠点病院の場合 500点

２ 地域がん診療病院の場合 300点

３ 小児がん拠点病院の場合 750点

【注の見直し】 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保 保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介

険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介さ された患者であってがんと診断された入院中の

れた患者であってがんと診断された入院中の患 患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線

者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治 治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従

療を行った場合に、１人につき１回に限り所定 い、１人につき１回に限り所定点数を算定す

点数を算定する。 る。

【新設】 （新設） Ｂ００５－６－４ 外来がん患者在宅連携指導料

500点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た

す保険医療機関が、外来で化学療法又は緩和

ケアを実施している進行がんの患者であって

、在宅での緩和ケアに移行が見込まれるもの

について、患者と診療の方針等について十分
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に話し合い、患者の同意を得た上で、在宅で

緩和ケアを実施する他の保険医療機関に対し

て文書で紹介を行った場合に、１人につき１

回に限り所定点数を算定する。

注２ 注１の規定に基づく他の保険医療機関への

文書の提供に係る区分番号Ｂ００９に掲げる

診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含ま

れるものとする。

Ｂ００５－７ 認知症専門診断管理料

【項目の見直し】 １ 認知症専門診断管理料１ 700点 １ 認知症専門診断管理料１

２ 認知症専門診断管理料２ 300点 イ 基幹型又は地域型の場合 700点

ロ 診療所型の場合 500点

２ 認知症専門診断管理料２ 300点

【新設】 （新設） Ｂ００５－９ 排尿自立指導料

200点

注 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

険医療機関に入院中の患者であって、別に厚生

労働大臣が定めるものに対して、包括的な排尿

ケアを行った場合に、週１回に限り、患者１人

につき６回を限度として算定する。

Ｂ００７ 退院前訪問指導料

【点数の見直し】 555点 580点
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【新設】 （新設） Ｂ００７－２ 退院後訪問指導料 580点

注１ 当該保険医療機関が、保険医療機関を退院

した別に厚生労働大臣が定める状態の患者の

地域における円滑な在宅療養への移行及び在

宅療養の継続のため、患家等を訪問し、当該

患者又はその家族等に対して、在宅での療養

上の指導を行った場合に、当該患者が退院し

た日から起算して１月以内の期間（退院日を

除く。）に限り、５回を限度として算定す

る。

注２ 在宅療養を担う訪問看護ステーション又は

他の保険医療機関の看護師等と同行し、必要

な指導を行った場合には、訪問看護同行加算

として、退院後１回に限り、20点を所定点数

に加算する。

注３ 注１及び注２に掲げる指導に要した交通費

は、患家の負担とする。

Ｂ００８ 薬剤管理指導料

【項目の見直し】 １ 救命救急入院料等を算定している患者に対し １ 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射

て行う場合 430点 されている患者に対して行う場合 380点

２ 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射 ２ １の患者以外の患者に対して行う場合

されている患者に対して行う場合（１に該当す 325点

る場合を除く。） 380点

３ １及び２の患者以外の患者に対して行う場合

325点
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【新設】 （新設） Ｂ００８－２ 薬剤総合評価調整管理料

250点

注１ 入院中の患者以外の患者であって、６種類

以上の内服薬（特に規定するものを除く。）

が処方されていたものについて、当該処方の

内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に

処方する内服薬が２種類以上減少した場合に

、月１回に限り所定点数を算定する。

注２ 処方の内容の調整に当たって、別の保険医

療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報

提供を行った場合、連携管理加算として、50

点を所定点数に加算する。ただし、連携管理

加算を算定した場合において、区分番号Ｂ０

０９に掲げる診療情報提供料（Ⅰ）（当該別

の保険医療機関に対して患者の紹介を行った

場合に限る。）は同一日には算定できない。

Ｂ００９ 診療情報提供料(Ⅰ)

【注の追加】 （追加） 注14 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

た保険医療機関が、患者の退院日の属する月

又はその翌月に、連携する保険医療機関にお

いて区分番号Ａ２４６の注４に掲げる地域連

携診療計画加算を算定して当該連携保険医療

機関を退院した患者（あらかじめ共有されて

いる地域連携診療計画に係る入院中の患者以

外の患者に限る。）の同意を得て、当該連携
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保険医療機関に対して、診療状況を示す文書

を添えて当該患者の地域連携診療計画に基づ

く療養に係る必要な情報を提供した場合に、

地域連携診療計画加算として、50点を所定点

数に加算する。

【注の追加】 （追加） 注15 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

た保険医療機関が、患者の紹介を行う際に、

検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬

内容、注射内容、退院時要約等の診療記録の

うち主要なものについて、他の保険医療機関

に対し、電子的方法により閲覧可能な形式で

提供した場合又は電子的に送受される診療情

報提供書に添付した場合に、検査・画像情報

提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ

所定点数に加算する。ただし、イについては

、注７に規定する加算を算定する場合は算定

しない。

イ 退院する患者について、当該患者の退院

日の属する月又はその翌月に、必要な情報

を提供した場合 200点

ロ 入院中の患者以外の患者について、必要

な情報を提供した場合 30点

【新設】 （新設） Ｂ００９－２ 電子的診療情報評価料

30点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報

提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画

像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容

、退院時要約等の診療記録のうち主要なものに

ついて、電子的方法により閲覧又は受信し、当

該患者の診療に活用した場合に算定する。




