
基準年表（医科：基本診療料）

初・再診料 入院基本料 入院基本料等加算 特定入院料 短期滞在手術基本料

1994(平成6)年

10月

・特定機能病院の紹介患者加算 ・入院環境料

　　病衣貸与加算

・基準看護

・特定看護

・その他看護

・療養環境加算

・療養型病床群療養環境加算

・重症者等療養環境特別加算

・夜間勤務等看護加算

・特殊疾患収容施設管理料

・精神科応急入院施設管理料

・特定機能病院入院施設管理料

・救命救急入院料

・特定集中治療室管理料

・新生児特定集中治療室管理料

・広範囲熱唱特定集中治療室管理料

・緩和ケア病棟入院料

・療養型病床群入院医療管理料

・精神療養病棟入院料

・特殊疾患療養病棟入院料

1996(平成8)年

4月

・院内感染防止対策 ・総合周産期特定集中治療室管理

・精神科急性期治療病棟（A、B）

・老人病棟入院医療管理（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）

・老人性痴呆疾患治療病棟

・老人性痴呆疾患療養病棟入院（A、B）

1998(平成10)年

4月

・紹介患者加算（Ⅳ、Ⅴ） ・地域医療支援病院入院診療

・特定機能病院入院診療

・重症皮膚潰瘍管理加算

2000(平成12)年

4月

・一般病棟入院基本料

・結核病棟入院基本料

・精神病棟入院基本料

・療養病棟入院基本料

・老人病棟入院基本料

・一般病棟特別入院基本料

・結核病棟特別入院基本料

・精神病棟特別入院基本料

・有床診療所入院基本料

・有床診療所療養病床入院基本料

・紹介外来加算

・紹介外来特別加算

・入院時医学管理加算

・急性期病院加算

・急性期特定病院加算

・地域医療支援病院入院診療加算２

・診療録管理体制加算

・看護配置加算

・看護補助加算

・特別看護補助加算

・精神病棟入院時医学管理加算

・一類感染症患者入院医療管理料

・特殊疾患入院医療管理料

・小児入院医療管理料

・回復期リハビリテーション病棟入院料

・老人一般病棟入院医療管理料１，２

短期滞在手術基本料１，２

2002(平成14年)

4月

・専門病院入院基本料

・障碍者施設等入院基本料

・新生児入院医療管理加算

・緩和ケア診療加算

・児童・思春期精神科入院医療管理加算

・小児入院医療管理料2、3

・精神科救急入院料

・老人一般病棟入院医療管理料

・老人性痴呆疾患療養病棟

2004(平成16)年

4月

・褥瘡患者管理加算

・臨床研修病院入院診療加算

・ハイケアユニット入院医療管理料

・亜急性期入院医療管理料

2006(平成18年)

4月

・電子化加算 ・療養病棟療養環境加算３，４

・がん診療連携拠点病院加算

・栄養管理実施加算

・医療安全対策加算

・褥瘡ハイリスク患者ケア加算

・ハイリスク分娩管理加算

脳卒中ケアユニット入院医療管理料

基本診療料　　　　　　　項

目
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基準年表（医科：基本診療料）

初・再診料 入院基本料 入院基本料等加算 特定入院料 短期滞在手術基本料

基本診療料　　　　　　　項

目

2008(平成20)年

4月

・夜間・早朝等加算 ・超急性期脳卒中加算

・妊産婦緊急搬送入院加算

・医師事務作業補助体制加算

・精神科地域移行実施加算

・精神科身体合併症管理加算

・児童・思春期精神科入院医療管理加算

・ハイリスク妊娠管理加算

・退院調整加算

・後期高齢者総合評価加算

・後期高齢者退院調整加算

・小児入院医療管理料１

・回復期リハビリテーション病棟入院料１

・精神科救急・合併症入院料

・認知症病棟入院料（←老人性認知症疾患治療病

  棟入院料）

2010(平成22)年

4月

・地域医療貢献加算

・明細書発行体制等加算

・精神病棟入院基本料（13対１）

・特定機能病院入院基本料（精神病棟の

　13対１入院基本料）

・有床診療所入院基本料/有床診療所一般病床

　初期加算

・有床診療所入院基本料/医師配置加算

・一般病棟看護必要度評価加算

・救急・在宅等支援療養病床初期加算

・救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算

・医師事務作業補助体制加算

・急性期看護補助体制加算

・強度行動障害入院医療管理加算

・重度アルコール依存症入院医療管理加算

・摂食障害入院医療管理加算

・栄養サポートチーム加算

・医療安全対策加算２

・感染防止対策加算

・慢性期病棟等退院調整加算１

・急性期病棟等退院調整加算１

・新生児特定集中治療室退院調整加算

・救急搬送患者地域連携紹介加算

・救急搬送患者地域連携受入加算

・呼吸ケアチーム加算

・後発医薬品使用体制加算

・総合入院体制加算（←入院時医学管理加算）

・慢性期病棟等退院調整加算２（←退院調整加算）

・総合評価加算（←後期高齢者総合評価加算）

・急性期病棟等退院調整加算２（←後期高齢者退

  院調整加算）

・救命救急入院料/注４の加算（充実段階Ｂ）

・救命救急入院料/小児加算

・特定集中治療室管理料２

・特定集中治療室管理料２/小児加算

・新生児特定集中治療室管理料２

・新生児治療回復室入院医療管理料

・小児入院医療管理料２

・回復期リハビリテーション病棟入院料/休日

　リハビリテーション提供体制加算

・回復期リハビリテーション病棟入院料/リハビリ

  テーション充実加算

・亜急性期入院医療管理料/リハビリテーション提

   供体制加算

・認知症治療病棟入院料（←認知症病棟入院料）

・認知症治療病棟入院料/退院調整加算
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基準年表（医科：基本診療料）

初・再診料 入院基本料 入院基本料等加算 特定入院料 短期滞在手術基本料

基本診療料　　　　　　　項

目

2012(平成24)年

4月

・再診料/時間外対応加算１、３

・再診料/時間外対応加算（←地域医療貢献

　加算）

・一般病棟入院基本料（10：1）/看護必要度加算

・一般病棟入院基本料（13：1）/一般病棟看護必

   要度評価加算

・特定機能病院入院基本料/看護必要度加算

・専門病院入院基本料/看護必要度加算１

・専門病院入院基本料/一般病棟看護必要度評価

  加算

・有床診療所入院基本料/看取り加算

・有床診療所入院基本料/注９有床診療所療養病床

  入院基本料

・有床診療所療養病床入院基本料/看取り加算

・医師事務作業補助体制加算（30対１、40対1）

・急性期看護補助体制加算（25対１）

・急性期看護補助体制加算/夜間50対１、夜間

   100対1

・急性期看護補助体制加算/看護職員夜間配置

   加算

・看護補助加算１（13対１入院基本料を算定する

   病棟に限る。）

・療養病棟療養環境改善加算

・診療所療養病床療養環境改善加算

・無菌治療室管理加算

・有床診療所緩和ケア診療加算

・精神科リエゾンチーム加算

・感染防止対策加算1，2

・感染防止対策加算/感染防止対策地域連携加算

・患者サポート体制充実加算

・精神科救急搬送患者地域連携紹介加算

・精神科救急搬送患者地域連携受入加算

・病棟薬剤業務実施加算

・データ提出加算

・退院調整加算（←慢性期病棟等退院調整加算）

・退院調整加算（←急性期病棟等退院調整加算）

・小児特定集中治療室管理料

・児童・思春期精神科入院医療管理料

・回復期リハビリテーション病棟入院料１

・精神療養病棟入院料/重症者加算１

・精神療養病棟入院料/退院調整加算

・認知症治療病棟入院料/認知症夜間対応加算

・特定一般病棟入院料

2014(平成26)年4月

・地域包括診療加算 ・一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料、結

　核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害

　者施設等入院基本料/月平均夜勤時間超過減算

・一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料

 （一般）、専門病院入院基本料/療養病棟入院基

  本料１の例によるもの

・一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、

　専門病院入院基本料/ADL維持向上等体制加算

・療養病棟入院基本料/在宅復帰機能強化加算

・精神病棟入院基本料/精神保健福祉士配置加算

・有床診療所入院基本料/看護補助配置加算

・有床診療所入院基本料/栄養管理実施加算

・有床診療所療養病床入院基本料/栄養管理実施

　加算

・総合入院体制加算１

・医師事務作業補助体制加算１

・急性期看護補助体制加算/夜間25対１急性

　期看護補助体制加算

・看護職員夜間配置加算

・新生児特定集中治療室退院調整加算３

・特定集中治療室管理料１又は２

・ハイケアユニット入院医療管理料１

・回復期リハビリテーション病棟入院料/体制強化

　加算

・地域包括ケア病棟入院料

・地域包括ケア病棟入院料/看護職員配置加算

・地域包括ケア病棟入院料/看護補助者配置加算

・精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院

　料、精神科救急、合併症入院料/院内標準診療

　計画加算

・精神科急性期治療病棟入院料/精神科急性期医師

　配置加算

・精神療養病棟入院料/精神保健福祉士配置加算

・特定一般病棟入院料の注７

・短期滞在手術等基本料（←短期滞在手術基

　本料）

2016(平成28)年

4月

・一般病棟入院基本料・特定機能病院入院基本料、

　専門病院入院基本料/看護必要度加算１

・一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料、結

　核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、精神

　病棟入院基本料/夜勤時間特別入

　院基本料

・有床診療所入院基本料/有床診療所在宅復帰機能

　強化加算

・有床診療所療養病床入院基本料/有床診療所療養

　病床在宅復帰機能強化加算

・総合入院体制加算２

・急性期看護補助体制加算/夜間看護体制加算

・看護職員夜間配置加算（12対1，16対1）

・退院支援加算

・認知症ケア加算

・精神疾患診療体制加算

・精神科急性期医師加算

・薬剤総合評価調整加算

・小児入院医療管理料/重症児受入体制加算

・回復期リハビリテーション病棟入院料/体制強化

　加算２

・地域移行機能強化病棟入院料
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基準年表（医科：基本診療料）

初・再診料 入院基本料 入院基本料等加算 特定入院料 短期滞在手術基本料

基本診療料　　　　　　　項

目

2018(平成30)年4月

・初診料/機能強化加算

・オンライン診療料

・一般病棟入院基本料　地域一般入院料１

・療養病棟入院基本料/夜間看護加算

・障害者施設等入院基本料/看護補助加算

・障害者施設等入院基本料/夜間看護体制加算

・看護職員夜間16対１配置加算２

・医療安全対策加算/医療安全対策地域連携加算１

　又は２

・感染防止対策加算/抗菌薬適正使用支援加算

・後発医薬品使用体制加算４

・入退院支援加算（←退院支援加算）

・入退院支援加算/入院時支援加算

・特定集中治療室管理料/早期離床・リハビリテー

　ション加算

・回復期リハビリテーション病棟入院料

　１、３，５

・地域包括ケア病棟入院料１、3

・地域包括ケア入院医療管理料１、3

・地域包括ケア病棟入院料/看護職員夜間配置加算

・緩和ケア病棟入院料１、2

・精神科救急入院料/看護職員夜間配置加算

・精神科救急・合併症入院料/看護職員夜間配置

　加算

2020(令和2)年

4月

・結核病棟入院基本料/重症患者割合特別入院

　基本料

・がんゲノム拠点病院加算

・入退院支援加算/総合機能評価加算

・認知症ケア加算２

・せん妄ハイリスク患者ケア加算

・精神科急性期医師配置加算１、2

・排尿自立支援加算

・地域医療体制確保加算

・特定集中治療室管理料/早期栄養介入管理加算

・緩和ケア病棟入院料１

2022(令和4)年

4月

・初診療・再診料/情報通信機器を用いた診療

・初診料・再診料/外来感染対策向上加算

・初診料・再診料/連携強化加算

・初診料・再診料/サーベイランス強化加算

・療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本

　料/看護補助体制充実加算

・特定機能病院入院基本料/入院栄養管理体制

　加算

・有床診療所急性期患者支援病床初期加算（←有

　床診療所一般病床初期加算）

・有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算

　（←救急・在宅等支援療養病床初期加算）

・依存症入院医療管理加算（←重度アルコール依

　存症入院医療管理加算）

・急性期充実体制加算

・紹介受診重点医療機関入院診療加算

・急性期看護補助体制加算、看護補助加算/看護補

　助体制充実加算

・放射線治療病室管理加算

・感染対策向上加算（←感染防止対策加算）

・感染対策向上加算/指導強化加算

・感染対策向上加算/連携強化加算

・感染対策向上加算/サーベイランス強化加算

・重症患者初期支援充実加算

・報告書管理体制加算

・ハイリスク分娩等管理加算 ２地域連携分娩管

　理加算

・術後疼痛管理チーム加算

・救命救急入院料・特定集中治療室管理料/算定

　上限日数に関する基準

・救命救急入院料/精神疾患診断治療初回加算（イ

　を算定する場合に限る。）

・救命救急入院料、ハイケアユニット入院医療管

　理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小

　児特定集中治療室管理料/早期離床・リハビリ

　テーション加算

・救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイ

　ケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユ

　ニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管

　理料/早期栄養介入管理加算

・救命救急入院料、特定集中治療室管理料/重症患

　者対応体制強化加算

・総合周産期特定集中治療室管理料/成育連携支援

　加算

・小児入院医療管理料/無菌治療管理加算

・小児入院医療管理料/養育支援体制加算

・小児入院医療管理料/時間外受入体制強化加算

・地域包括ケア病棟入院料/看護補助体制充実

　加算

・精神科救急急性期医療入院料（←精神科救急

　入院料）

・精神科救急急性期医療入院料/精神科救急医療体

　制加算

・特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
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