
 

 ２月12日厚労大臣に対して中医協が

平成26年度診療報酬改定について、

「初再診料、主治医機能の評価（地域

包括診療料・地域包括診療加算）の影

響などについて引き続き検討するこ

と」など15項目の附帯意見を付けた答

申書を提出した。 

 改定の主要内容を厚生労働省保険局

医療課の「平成26年度診療報酬改定の

概要」(厚生労働省保険局医療課 平成26

年2月12日版 (未定稿))から見てみる。 

 全体改定率 ＋0.10％  

 診療報酬(本体)＋0.73％(＋0.63％) 

          【約3,000億円(約2,600億円)】 

  医科＋0.82％(＋0.71％) 

          【約2,600億円(約2,200億円)】 

  歯科＋0.99％(＋0.87％) 

          【約300億円(約200億円)】 

  調剤＋0.22％(＋0.18％) 

          【約200億円(約100億円)】 

  薬価改定▲0.58％(＋0.64％) 

        【▲約2,400億円(約2,600億円)】 

  材料価格改定▲0.05％(＋0.09％) 

        【▲約200億円(約400億円)】 

 医科診療報酬改定の主な内容（以下

で「→」印から前は現行報酬、後は改

定後の報酬） 

＜外来医療＞ 

○消費税８％への引上げに伴う対応 

…この項のみ入院部分の記載含む… 

 初診料…270点→282点、再診料…69点

→72点、外来診療料…70点→73点、入院

基本料(有床診療所入院基本料を含

む。)、特定入院料、短期滞在手術基本

料→平均的に+2%、小児科外来診療料(処

方せん交付) 初診時…560点→572点、再

診時…380点→383点、外来リハビリテー

ション診療料１…69点→72点、外来放射

線照射診療料…280点→292点、在宅患者

訪問診療料１…830点→833点 

○主治医機能の評価 

 地域包括診療料1,503点（月1回）、地

域包括診療加算20点（1回につき）が新

設された。 

 これは高血圧症、糖尿病、脂質異常

症、認知症の４疾患のうち２つ以上(疑

いは除く)を有する患者に算定する。  

 地域包括診療料は再診時以降、再診

の際に月１回に限り算定する。時間外

加算など再診料の加算、診療情報提供

料(Ⅱ)、訪問診療料、在宅

時医学総合管理料、特定

施設入居時等医学総合管理料以外の在

宅医療の点数、薬剤料、急性増悪時の

550点以上の検査、画像診断、処置の費

用以外はすべて包括されている。地域

包括診療加算は再診料の加算点数で、

その他はすべて出来高で算定できる。 

 地域包括診療料を算定できる医療機

関の要件は、診療所の場合、常勤医師

が３人以上の在宅支援診療所で時間外

対応加算１の届出をしていることである。

病院の場合、２次救急指定病院又は救

急告示病院であり、地域包括ケア入院

料又は地域包括ケア入院医療管理料を

届出した在宅療養支援病院である。 

 地域包括診療加算を算定できる医療

機関の要件は、診療所であり、時間外

対応加算１又は２の算定、常勤医師が

３人以上、在宅支援診療所であるのい

ずれかを満たしていること。地域包括

診療料又は地域包括診療加算のいずれ

かを届け出る。 

○在宅医療を担う医療機関の確保と

質の高い在宅医療 

 機能強化型在支診等の実績要件を引

き上げる。 

 過去1年間の緊急往診の実績5件→10

件・在宅看取りの実績2件→4件、連携

形の場合には個々の医療機関につい

て、過去1年間の緊急往診の実績→4

件・看取りの実績→2件 

在宅療養における後方病床の確保 

 在宅療養後方支援病院の新設。 

 許可病床数200床以上、入院希望患者

の緊急時に必要があれば入院を受け入

れる、在宅医療を提供している医療機

関と３月に１回以上診療情報の交換を

していることなどが要件である。在宅

患者緊急入院診療加算(入院初日)2,500

点が算定できる。 

在宅医療の適正化（不適切と考えられ

る事例への対策） 

 在宅時医学総合管理料(在医総管)、

特定施設入居時等医学総合管理料(特医

総管)に同一建物における複数訪問時の

点数を引き下げ、新設する。 

 強化型在支診・病の場合で在医総管

の無床診、処方せんあり4,600点→1,100

点、処方せんなし4,900点→1,400点、特

医総管の無床診、処方せんあり3,300点

→800点、処方せんなし3,600点→1,100点

など。 

 訪問診療料の同一建物居住者(特定施

設等)が400点→203点、特定施設等以外

の同一建物が200点→103点に引き下げら

れ、訪問診療日の当該医師の診療時

間、診療場所、診療人数等を記録、レ
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※( )内は、消費税率引上げに伴う医療機関等の課
税仕入れにかかるコスト増への対応分 

※なお、別途、後発医薬品の価格設定の見直し、

うがい薬のみの処方の保険適用除外などの措置を

講ずる。 

＜入院医療＞ 

○高度急性期と一般急性期の機能分化 

 一般病棟用の重症度、医療・看護必

要度により、患者像ごとの評価の適正

化をはかり、10月1日より実施する。7対

1、10対1入院基本料においても、90日超

入院患者を療養病棟入院料で算定する

か、出来高算定で平均在院日数の計算

対象とするかを選択する。 

 特定集中治療室管理料１を新設、１

は13,650点（従来の1は9,211点）と高点

数で、人員基準などを高く設定した。

特定集中治療室、ハイケアユニット入

院医療管理料の医療・看護必要度を見

直している。短期滞在手術等基本料３

の対象を21種類の手術・検査に拡大

し、平均在院日数の計算対象から除外

した。従来の総合入院体制加算（120点)

に加え、さらに高い施設基準の総合入

院体制加算（240点）が新設された。新

生児特定集中治療室管理料、新生児治

療回復室入院医療管理料について、出

生体重1,500g以上の先天性水頭症などに

ついて、算定日数上限をそれぞれ21日

から35日、30日から50日に延長され、新

生児特定集中治療室管理料２は、施設

基準を変更し、6,011点から8,109点に引

き上げた。 

○長期療養患者の受け皿の確保 

 療養病棟に慢性維持透析管理加算(1

日につき100点)を新設、超重症児(者)・

準超重症児(者)加算の対象が15歳を超え

て障害を受けたものにも拡大された。

平成27年4月1日以降、一部を除き一般病

棟の算定日数を90日までとする。療養

病棟入院医療管理料１について、在宅

復帰率50%以上の場合、在宅復帰機能強

化加算10点（1日につき）を新設した。 

○急性期後・回復期の病床の充実と

機能に応じた評価 

 地域包括ケア病棟入院料(病棟単

位)、地域包括ケア入院医療管理料(病

室単位)１、2,558点、同２、2,058点、看

護職員配置加算150点、看護補助者配置

加算150点、救急・在宅等支援病床初期

加算150点が新設され、亜急性期入院医

療管理料が廃止された。 

○看護職員の確保が困難な医療機関

に対する緩和措置 

 月平均夜勤時間72時間を満たせない

場合は、一般病棟、療養病棟入院基本

料２等において、直近３カ月に限り

20／100を減算する。 

○有床診療所の機能に着目した評価 

 有床診療所の評価を「過去1年間の急

変時の入院件数が６件以上であるこ

と。」などの要件を満たした場合、他

より50点ほど高い入院基本料が新設さ

れ、６区分となる。看護配置加算が4人

未満でも算定できるようになり、看護

補助配置加算が新設された。 

 入院基本料の本体点数が、11点引き

下げられ、それに代わって、常勤の管

理栄養士がいる場合に、栄養管理実施

加算12点(1日につき)が新設された。 

○認知症対策 

 精神病棟入院基本料、特定機能病院

入院基本料(精神病棟)の重度認知症加

算を100点(1日につき、3カ月以内の期

間)→300点(1日につき、1カ月以内の期

間)に短期集中的に変更、認知症患者リ

ハビリテーション料240点(1日につき、

入院日から1月以内、週3日まで)が新設

された。 

○救急医療等の推進 

 意識障害等に準ずる状態の救急医療

管理加算2…400点と、これまでのものに

区分された。救命救急入院料１、3日以

内の期間9,711点→9,869点に急性薬毒物

中毒加算(機器分析)5,000点、(その他)

350点が新設された。 

 当該病棟に専従の理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が１名以上常勤

配置されているなどの要件で、ADL維

持向上等体制加算25点(1日につき、14日

間)が新設された。 

○回復期リハビリテーション病棟入

院料全体の見直し 

 患者の自宅等を訪問し、退院後の住

環境等を評価した上で、リハビリテー

ション総合実施計画を作成した場合の

リハビリテーション総合計画評価料の

加算として入院時訪問指導加算150点(入

院中１回)が新設された。 

○医療従事者の負担を軽減する取り

組み 

 勤務医の負担軽減を条件に、従来の

加算に加え、手術・処置が1,000点以上

の場合の加算が引き上げられた。休日

加算80／100→160／100、時間外加算

10／100→80／100、深夜加算80／100→

16／100 

 手厚い急性期看護補助体制加算に25

対1…35点が新設された。 

 医師事務作業補助体制加算1を高い点

数で新設、80%以上を病棟又は外来で従

事しているとして、それ未満の2と区別

した。また、看護職員を医師事務作業

者に読替え算入できないものとした。 

外来は裏面に続く 
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セプトに添付する。訪問診療について

患者の同意を得ることが要件に加えら

れた。 

○がん患者指導管理の充実 

 がん患者カウンセリング料をがん患

者指導管理料に名称変更、心理的不安

を軽減するための面接を行った場合200

点(6回に限り)、抗悪性腫瘍剤の投薬又

は注射の必要性等について文書により

説明を行った場合200点(6回に限り)が新

設された。 

○向精神薬の使用の制限 

 抗不安薬(3種類以上)、睡眠薬(3種類

以上)、抗うつ薬(4種類以上)、向精神薬

(4種類以上)を多剤投与した場合、精神

科継続外来支援・指導料が算定できな

くなる。また、先の多剤投与の場合に

は、低い処方せん料68点→30点、処方料

42点→20点、薬剤料80／100の算定となる。 

○外来における早期リハビリテー

ションの評価 

 脳卒中及び大腿骨頸部骨折の患者に

ついて、リハビリテーションの初期加算、

早期加算を、入院中から引き続き実施

する場合に限り、外来で算定可能とする。 

 地域連携診療計画管理料等を算定し

た患者について、退院後の外来リハビリ

テーションを担う他医療機関に対して、

リハビリテーション総合計画を提供した

場合の評価を行う。 

（新）リハビリテーション総合計画提供

料100点(退院時1回)(発症、手術又は急

性増悪から14日以内に限り) 

 外来の患者についても運動器リハビ

リテーション料Ⅰを算定可能とする。 

 廃用症候群に対するリハビリテーショ

ンの評価を適正化する。 

 廃用症候群に対するリハビリテーショ

ン料 脳血管疾患等リハビリテーション

料(Ⅰ) 235点→180点、同(Ⅱ) 190点→146

点、同(Ⅲ) 100点→77点 

疾患別リハビリテーション等の評価の

充実 

 心大血管疾患リハビリテーションⅠ…

200点→205点、運動器リハビリテーショ

ンⅠ…175点→180点、呼吸器リハビリ

テーションⅠ… 170点→175点、障害児

(者)リハビリテーション料(６歳未満)…

220点→225点、がん患者リハビリテー

ション料…200点→205点 

○胃瘻増設術の評価の見直し 

 胃瘻増設前の嚥下機能評価実施等の

推進を図るため、胃瘻増設術の評価を見

直し、嚥下機能検査の評価を新設する。 

 胃瘻造設術…10,070点→6,070点、

（新）胃瘻造設時嚥下機能評価加算

2,500点(胃瘻造設術実施が年間50件以上

の保険医療機関の場合であって、鼻腔

栄養及び胃瘻造設の患者を1年以内に経

口摂取に回復させている割合が35％未

満の場合、80/100へ減算。)(平成27年4月

1日より施行) 

 高い割合で経口摂取に回復させてい

る場合の摂食機能療法の評価の見直し

を行う。 

 摂食機能療法…185点→185点、(新)経

口摂取回復促進加算185点（胃瘻造設患

者が年間2名以上、鼻腔栄養及び胃瘻造

設の患者の35％以上が1年以内に経口摂

取に回復した） 

 これまで評価が不明確だった、胃瘻

抜去術の技術料を新設する。 

（新）胃瘻抜去術2,000点 

○透析医療に係る評価の適正化 

 慢性維持透析患者外来医学管理料…

2,305点→2,250点 

 人工腎臓 

 １ 慢性維持透析を行った場合 イ 4時

間未満の場合…2,040点→2,030点、ロ 4

時間以上5時間未満の場合…2,205点→

2,195点 ハ 5時間以上の場合…2,340点

→2,330点 

 ２ 慢性維持透析濾過(複雑なもの)を

行った場合…2,255点→2,245点 

○うがい薬だけを処方する場合の取

扱い 

 入院外の患者に対して、うがい薬(治

療目的のものを除く)のみを投与された

場合については、当該うがい薬に係る

処方料、調剤料、薬剤料、処方せん

料、調剤技術基本料を算定しない。 

 

 歯科の診療報酬改定の主な内容（以

下で「→」印から前は現行報酬、後は

改定後の報酬） 

○消費税８％への引上げに伴う対応 

 歯科初診料…218点→234点、歯科再診

料…42点→45点、歯科訪問診療料１…

850点→866点 

○在宅歯科医療の推進等 

 訪問歯科診療のうち、在宅療養を

行っている患者に対する訪問を中心に

実施している歯科診療所の評価 

 (新)在宅かかりつけ歯科診療所加算 

100点(歯科訪問診療１の加算)([施設基

準]直近３か月の歯科訪問診療の実績

が、月平均５人以上であり、そのうち

少なくとも８割以上が歯科訪問診療１

を算定していること。) 

 在宅歯科医療における医科医療機関

と歯科医療機関の連携に係る評価 

 (新)歯科医療機関連携加算 100点【医

科点数表】(診療情報提供料の加算)在

支診又は在支病の医師が訪問診療を

行った栄養障害を有する患者につい

て、歯科訪問診療の必要があり、在宅

療養支援歯科診療所に対して情報提供

を行った場合の評価 

 歯科訪問診療２の見直し及び歯科訪

問診療３の新設等 

 同一建物における複数訪問時の点数

を引き下げと新設。歯科訪問診療２…2

人以上380点→2人～9人283点、(新)10人

以上 歯科訪問診療３…143点(時間要件

なし） 

○周術期における口腔管理（医療機

関相互の連携の評価） 

 周術期口腔機能管理を実

施した患者に対する手術料の加算の新

設等、周術期口腔機能管理の充実 

 (新)周術期口腔機能管理後手術加算 

100点【医科、歯科点数表】(手術料の加

算） 

【医科点数表】歯科医師による周術期

口腔機能管理の実施後１月以内に、胸

部・腹部等の悪性腫瘍手術又は心血管 

系の手術を全身麻酔下で実施した場合 

【歯科点数表】周術期口腔機能管理料

(Ⅰ)(手術前)又は(Ⅱ)(手術前)の算定後

１月以内に、悪性腫瘍手術を全身麻酔

下で実施した場合 

○歯科医療の推進について 

歯科診療で特別な対応が必要な者に対

する歯科医療の充実 

 歯科診療特別対応連携加算の施設基

準の見直し【施設基準】歯科診療特別

対応加算を算定した月外来患者数 20人 

→ 10人 

各ライフステージに応じた対応等 

小児期(正常な口腔機能の獲得・成長発

育に関する評価)…(新)小児保隙装置 

600点(クラウンループ、バンドループ) 

成人期以降(口腔機能の回復、維持・向

上に関する評価)…(新)歯科口腔リハビ

リテーション料１ １有床義歯の場合 

イ ロ以外の場合 100点、ロ、困難な場

合 120点、２ 舌接触補助床の場合 190

点※有床義歯又は舌接触補助床に関す

る調整・指導等の評価。従前の評価に

ついて一部簡素化等を実施 

臨床の実態や患者の意向を踏まえた評

価の見直し…有床義歯管理料の評価体

系の見直し及び簡

素化 有床義歯管

理料(新製有床義歯

管理料)150点→新製

有床義歯管理料 イ 

ロ以外の場合 190点 

ロ 困難な場合 230

点 ※有床義歯管理

料の加算について

は新製有床義歯管

理料に包括化 

歯科疾患管理料の

文書提供要件見直

し 

 (患者又はその家族

が、管理計画書に「文書提供が次回来

院以降不要」である旨の内容を記載し

た場合は、４月に１回以上文書提供を

必要としない。) 

歯の喪失リスク増加への対応 

歯周病安定期治療の評価体系の見直し 

歯周病安定期治療300点 →1歯以上10歯

未満 200点、10歯以上20歯未満 250点、

20歯以上 350点 

根面う蝕等に対するフッ化物歯面塗布

処置の評価…(新)フッ化物歯面塗布処

置(在宅等療養患者の場合)80点 

口腔機能の維持・向上、回復等に資す

る技術の評価の見直し 

歯の保存治療等、口腔機能の維持・向

上に資する技術の評価の見直し…充填

１【う蝕で歯を削った後に材料を詰め

る処置】複雑なもの：152点→154点ほか 

補綴治療等、口腔機能の回復等に資す

る技術の評価の見直し…有床義歯【入

れ歯作製】総義歯：2,100点 → 2,110点 

ほか 

先進医療の保険導入 

歯科用CAD/CAM’(コンピュータ支援設

計製造ユニット)装置を用いて製作され

た歯冠補綴物について評価 

 (新)CAD/CAM冠 1,200点 ほか【施設

基準】歯科補綴治療に係る専門の知識

及３年以上の経験を有する/歯科医師が

１名以上配置/保険医療機関内に歯科技

工士が配置(又は歯科技工所との連携が

確保）ほか 

○患者等からみて分かりやすく、質

の高い医療の実現 

患者の視点に立った歯科医療 

歯科外来診療環境体制加算（歯科初・

再診料の加算）の見直し…歯科外来診

療環境体制加算：初診時28点、再診時2

点 → 初診時26点、再診時4点 

編集部から 歯科も関係する「うがい

薬の扱い」は本面の上に掲載の医科の

外来を参照。 

 

初診の場合
現在 14年4月

医科 診療所・病院 ２７０点 ２８２点

現在 14年4月
診療所・病院 ２１８点 ２３４点
地域歯科診療支援病院* ２７０点 ２８２点

◆初診料

◆歯科初診料

歯科

 消費税対応で引き上げの初再診料の医科・歯科の対比は下表の通り。 

【
３
面
の
続
き
】 

＊印は施設基準の届出が要件 

現在 14年4月
再診料 ６９点 ７２点
外来診療料 ７０点 ７３点

現在 14年4月
診療所

６９点 ７２点
病　院

200床以上病院

歯科再診料

地域歯科診療支援
病院歯科再診料＊

診療所・病院

歯　科

再診の場合

医　科

４５点４２点

＊印は施設基準の届出が要件で「地域歯科診療支援病院歯科初診料」となる。 

医科の初診料は表以前では2004年改定の診療所274点がピーク。  

歯科の初診料は、表記のものとは別に2000年4月改定から2006年3月末までの

期間にあった「かかりつけ歯科初診料」を選択した場合、2004年3月からの

診療所で274点が形は異なるがピーク。    


