保 医 発 0304 第 ２ 号
令和４年３月４日
地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長

殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長
（公

印

省

略）

厚生労働省保険局歯科医療管理官
（公

印

省

略）

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（令和４年厚生労働省告示第
54 号）の告示に伴い、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」（令和４年厚生労働省告示第
55 号）が告示され、令和４年４月１日より適用されることとなったところであるが、保険医療機関か
らの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等に周
知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
なお、従前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和２
年３月５日保医発 0305 第２号）は、令和４年３月 31 日限り廃止する。
記
第１ 基本診療料の施設基準等
基本診療料の施設基準等については、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」による改
正後の「基本診療料の施設基準等」（平成 20 年厚生労働省告示第 62 号）に定めるものの他、下記
のとおりとし、下記の施設基準等を歯科診療について適用する場合にあっては、必要に応じて、当
該基準等中「医師」とあるのは、「歯科医師」と読み替えて適用するものとすること。
１

初・再診料の施設基準等は別添１のとおりとすること。

２

入院基本料等の施設基準等は別添２のとおりとすること。

３

入院基本料等加算の施設基準等は別添３のとおりとすること。

４

特定入院料の施設基準等は別添４のとおりとすること。
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(４)

地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ、以下のアからオの対応を行っている

こと。また、当該対応を行っていることについて当該保険医療機関の見やすい場所及びホー
ムページ等に掲示していること。
ア

患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理
を行うこと。

イ

専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。

ウ

健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。

エ

保健・福祉サービスに関する相談に応じること。

オ

診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医

療機関を検索できることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(５)

（４）に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に

置き、患者が持ち帰ることができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、
当該文書を交付すること。
２

届出に関する事項
(１) 機能強化加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式１の３を用いること。
(２) 令和４年３月 31 日時点で機能強化加算に係る届出を行っている保険医療機関については、
令和４年９月 30 日までの間に限り、１の(２)のイの(ロ)、エの(ロ)並びにキ、(３)及び(４)
の基準を満たしているものとみなす。

第１の４
１

外来感染対策向上加算

外来感染対策向上加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(１) 診療所であること。
(２)

感染防止に係る部門「以下「感染防止対策部門」という。」を設置していること。ただし、

別添３の第 20 の１の(１)イに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感
染防止対策部門としても差し支えない。
(３)

感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染

管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。なお、当該職員は別添
３の第 20 の１の(１)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できない
が、医科点数表第１章第２部通則７に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことが
できる。
(４) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
(５)

(３)の院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準

予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬
適正使用等の内容を盛り込んだ手順書（マニュアル）を作成し、各部署に配布していること。
(６)

(３)の院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年２回程度、定期的に院内

感染対策に関する研修を行っていること。なお、当該研修は別添２の第１の３の(５)に規定
する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(７)

(３)の院内感染管理者は、少なくとも年２回程度、感染対策向上加算１に係る届出を行っ
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た医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参
加していること。なお、感染対策向上加算１に係る届出を行った複数の医療機関と連携する
場合は、当該複数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年１回参加
し、合わせて年２回以上参加していること。また、感染対策向上加算１に係る届出を行った
医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少
なくとも年１回以上参加していること。
(８)

(７)に規定するカンファレンスは、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション

（以下「ビデオ通話」という。）が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
(９)

ビデオ通話を用いる場合において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する

際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報シ
ステムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労
働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(10)

院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算１に係る届出を行った医療

機関又は地域の医師会から助言を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合
は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小
病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。
(11)

(３)の院内感染管理者により、１週間に１回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例

の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(12)

当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示している

こと。
(13)

新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の診療等を実施する体制を

有し、そのことを自治体のホームページにより公開していること。
(14)

新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線を分

けることができる体制を有すること。
(15)

厚生労働省健康局結核感染症課「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に、抗菌薬の適正

な使用の推進に資する取組を行っていること。
(16)

新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連

携に係る体制について、連携する感染対策向上加算１に係る届出を行った他の保険医療機関
等とあらかじめ協議されていること。
(17)

区分番号「Ａ２３４－２」に掲げる感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療

機関であること。
２

届出に関する事項
外来感染対策向上加算に係る届出は、別添７の様式１の４を用いること。なお、当該加算の届
出については実績を要しない。

第１の５
１

連携強化加算

連携強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(１) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
(２)

当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算１に係る届出を行った他の保険医療機関に
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い。
(14)

新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者又は疑い患者を受け入れ

る体制を有し、そのことを自治体のホームページにより公開していること。
(15)

新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い患者を受け入れることを念頭に、汚染区域

や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有すること。
(16)

新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連

携に係る体制について、連携する感染対策向上加算１に係る届出を行った他の保険医療機関
等とあらかじめ協議されていること。
(17) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
３

感染対策向上加算３の施設基準
(１) 当該保険医療機関の一般病床の数が 300 床未満を標準とする。
(２) 感染防止対策部門を設置していること。ただし、第 20 の１の(１)イに規定する医療安全対
策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
(３)

(２)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日

常業務を行うこと。
ア

専任の常勤医師（歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任
の常勤歯科医師）

イ

専任の看護師
当該保険医療機関内に上記のア及びイに定める者のうち１名が院内感染管理者として配置

されていること。アの常勤医師及びイの看護師については、適切な研修を修了していること
が望ましい。なお、当該職員は第 20 の１の(１)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安
全管理者とは兼任できないが、第２部通則７に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行
うことができる。
(４)

(３)における適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。

ア

国又は医療関係団体等が主催する研修であること（修了証が交付されるもの）。

イ

医療機関における感染防止対策の推進を目的とした研修であること。

ウ

講義により、次の内容を含むものであること。
(イ) 標準予防策と経路別予防策
(ロ) 院内感染サーベイランス
(ハ) 洗浄・消毒・滅菌
(ニ) 院内アウトブレイク対策
(ホ) 行政（保健所）との連携
(ヘ) 抗菌薬適正使用

(５)

感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者若しくは感染制御チームの具体的な業務内容

が整備されていること。
(６)

(３)のチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、

感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用
等の内容を盛り込んだ手順書（マニュアル）を作成し、各部署に配布していること。なお、
手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(７)

(３)のチームにより、職員を対象として、少なくとも年２回程度、定期的に院内感染対策
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に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添２の第１の３の(５)に規定する安全管
理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(８)

(３)のチームは、少なくとも年４回程度、感染対策向上加算１に係る届出を行った保険医

療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、
感染対策向上加算１に係る届出を行った複数の保険医療機関と連携する場合は、当該複数の
保険医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年１回参加し、合わせて年
４回以上参加していること。また、感染対策向上加算１に係る届出を行った他の保険医療機
関が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年１回以上参加
していること。
(９)

(８)に規定するカンファレンス等は、ビデオ通話を用いて実施しても差し支えない。なお、

患者の個人情報の取扱いについては、１の(９)の例による。
(10)

院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算１に係る届出を行った他の

保険医療機関又は地域の医師会から助言を受けること。また、細菌学的検査を外部委託して
いる場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、
「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っている
こと。
(11)

(３)のチームにより、１週間に１回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を

行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(12)

当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示している

こと。
(13)

公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望まし

い。
(14)

新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者又は疑い患者を受け入れ

る体制若しくは発熱患者の診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページ
により公開していること。
(15)

新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い患者を受け入れることを念頭に、汚染区域

や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制若しくは発熱患者の診療を実施することを
念頭に、発熱患者の動線を分けることができる体制を有すること。
(16)

新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連

携に係る体制について、連携する感染対策向上加算１に係る届出を行った他の保険医療機関
等とあらかじめ協議していること。
(17) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
４

指導強化加算の施設基準
(１) 感染対策向上加算１の届出を行っている保険医療機関であること。
(２)

感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去１年間に４回以上、感染対策向上加算２、

感染対策向上加算３又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内
感染対策に関する助言を行っていること。なお、令和５年３月 31 日までの間に限り、当該基
準を満たすものとみなす。
５

連携強化加算の施設基準
(１)

感染対策向上加算２又は感染対策向上加算３に係る届出を行っている保険医療機関である
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