カルテ記載等を算定要件としている主な診療報酬一覧
平成２８年度医科点数表においてカルテ記載等を算定要件としている主な診療報酬を以下に記載します。
記載項目欄については、医科点数表の告示から抽出し記載しています。

区分

項目

記載項目

初・再診料
A001

A102

外来管理加算

 患者からの聴取事項や診察所見の要点を記載

地域包括診療加算

 当該患者の署名付の同意書を作成し、診療録に添付

結核病棟入院基本料

 結核患者に化学療法を行う際、保健所の担当者とDOTS
カンファレンス等を行った内容の要点を記載

A226-2

緩和ケア診療加算

 緩和ケア診療実施計画書の写しを診療録に添付

A233-2

栄養サポートチーム加算

 栄養治療実施計画の写しを診療録に添付
 治療終了時又は退院・転院時、栄養治療実施報告書の
写しを診療録に添付

A240

総合評価加算

 総合的な機能評価の結果について患者及びその家族等
に説明し、要点を記載

A244

病棟薬剤業務実施加算

 服薬計画を書面で医師等に提案するとともに、その書
面の写しを診療録に添付

A250

薬剤総合評価調整加算

 医師が内服薬を調整するに当たっては、評価した内容
や調整の要点を記載

A308-3

地域包括ケア病棟入院料

 文書により病状、症状、治療計画、検査内容及び日
程、手術内容及び日程、推定される入院期間等につい
て、患者に対して説明を行い、交付するとともに、そ
の写しを診療録に添付

医学管理等
B000

特定疾患療養管理料

 管理内容の要点を記載

B001

ウイルス疾患指導料

 指導内容の要点を記載

特定薬剤治療管理料

 薬剤の血中濃度、治療計画の要点を記載

悪性腫瘍特異物質治療管理料

 腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を記載

小児特定疾患カウンセリング料

 原因と考えられる要素、診療計画及び指導内容の要点
等カウンセリングに係る概要を診療録に記載

小児科療養指導料

 指導内容の要点を記載

てんかん指導料

 診療計画及び診療内容の要点を記載

難病外来指導管理料

 診療計画及び診療内容の要点を記載

皮膚科特定疾患指導管理料

 診療計画及び指導内容の要点を記載

外来栄養食事指導料

 医師は、診療録に管理栄養士への指示事項を記載

-1-

区分

項目
入院栄養食事指導料
集団栄養食事指導料

記載項目
 管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成すると
ともに、指導内容の要点及び指導時間を記載

心臓ペースメーカー指導管理料

 計測した機能指標の値及び指導内容の要点を記載

高度難聴指導管理料

 指導内容の要点を記載

慢性維持透析患者外来医学管理料

 特定の検査結果及び計画的な治療管理の要点を記載

喘息治療管理料

 指導内容の要点を記載

小児悪性腫瘍患者指導管理料

 治療計画及び指導内容の要点を記載

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

 診療計画及び指導内容の要点を記載

がん性疼痛緩和指導管理料

 麻薬の処方前の疼痛の程度（疼痛の強さ、部位、性
状、頻度等）、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有
無、治療計画及び指導内容の要点を記載

がん患者指導管理料

 指導内容等の要点を診療録又は看護記録又は薬剤管理
指導記録に記載

外来緩和ケア管理料

 緩和ケア診療実施計画書の写しを診療録に添付

植込型輸液ポンプ持続注入療法指

 指導内容の要点を記載

導管理料
糖尿病透析予防指導管理料

 医師は診療録に指示事項を記載

B001-2-3

乳幼児育児栄養指導料

 指導の要点を記載

B001-2-5

院内トリアージ実施料

 院内トリアージを行った旨を記載

B001-2-7

外来リハビリテーション診療料

 リハビリテーションスタッフがリハビリテーション提
供前に患者状態を十分に観察し、療養指導記録に記載

B001-2-9

地域包括診療料

 当該患者の署名付の同意書を作成し、診療録に添付

B001-3

生活習慣病管理料

 療養計画書の写しを診療録に貼付

B001-3-2

ニコチン依存症管理料

 治療管理の要点を記載

B001-7

リンパ浮腫指導管理料

 指導内容の要点を記載

B001-8

臍ヘルニア圧迫指導管理料

 指導内容の要点を記載

B004

退院時共同指導料 1

 指導の内容等について、要点を診療録に記載するとと

B005

退院時共同指導料 2

もに、患者又はその家族等に提供した文書の写しを診
療録に添付

B005-1-2

介護支援連携指導料

 指導等の要点を診療録に記載するとともに、患者又は
その家族等に提供した文書の写しを診療録に添付
 指導内容を踏まえ作成されたケアプランの写しを診療
録に添付

B005-6

がん治療連携計画策定料

B005-6-2

がん治療連携指導料

B005-7-2

認知症療養指導料

 治療計画を記載書の写しを診療録に添付

 認知症療養計画に基づき、症状の定期的な評価（認知
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区分

項目

記載項目
機能（MMSE、HDS-R等）、生活機能（ADＬ、IADL
等）、行動・心理症状（NPI、DBD等）等）、家族又は
介護者等による介護の状況（介護負担度の評価（NPI
等））の定期的な評価、抗認知症薬等の効果や副作用
の有無等の定期的な評価等を行い、診療録にその要点
を記載

B005-8

肝炎インターフェロン治療計画料

 治療計画書の写しを診療録に貼付

B006-3

退院時リハビリテ-ション指導料

 指導（又は指示）内容の要点を記載

B007

退院前訪問指導料

 指導又は指示内容の要点を記載

B007-2

退院後訪問指導料

 指導又は指示内容の要点を記載

B008-2

薬剤総合評価調整管理料

 医師が内服薬を調整するに当たっては、評価した内容
や調整の要点を記載

B009

診療情報提供料(Ⅰ)

 交付した文書の写しを診療録に添付

B009-2

電子的診療情報評価料

 検査結果や画像の評価の要点を記載

B014

退院時薬剤情報管理指導料

 患者が医薬品等を持参している場合には、当該医薬品
等について実際に確認し、その名称等及び確認した結
果の要点
 退院時薬剤情報管理指導料を算定した場合は、薬剤情
報を提供した旨及び提供した情報並びに指導した内容
の要点を記載

在宅医療
C001

在宅患者訪問診療料

 訪問診療の計画及び診療内容の要点を記載

C005

在宅患者訪問看護・指導料

 医師は、保健師、助産師、看護師又は准看護師に対し

C005-1-2

同一建物居住者訪問看護・指導料

C006

在宅患者訪問リハビリテ-ション指
導管理料

て行った指示内容の要点を記載
 医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対
して行った指示内容の要点を記載

C007

訪問看護指示料

 交付した訪問看護指示書等の写しを診療録に添付

C013

在宅患者訪問褥瘡管理指導料

 カンファレンス及び月1回以上の指導管理の結果を踏
まえ、在宅褥瘡対策チ-ムにおいて在宅褥瘡診療計画
を作成し、その内容を患者等に説明するとともに、診
療録に添付

検査
D220

呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸
監視、カルジオスコ-プ（ハートス

 観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観
察結果の要点を記載

コープ）、カルジオタコスコ-プ
D237

終夜睡眠ポリグラフィ-

 検査結果の要点を記載

D282-2

行動観察による視力検査

 検査結果の要点を記載
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区分
D291-2

項目
小児食物アレルギ-負荷検査

記載項目
 食物アレルギ-負荷検査の危険性、必要性、検査方法
及びその他の留意事項について、患者又はその家族等
に対して文書により説明の上交付するとともに、その
文書の写しを診療録に添付

D291-3

内服・点滴誘発試験

 内服・点滴誘発試験の危険性、必要性、検査方法及び
その他の留意事項について、患者又はその家族等に対
して文書により説明の上交付するとともに、その文書
の写しを診療録に添付

リハビリテーション
疾患別リハビリテーション料

 当該リハビリテ-ション実施計画の内容を説明し、診
療録にその要点を記載

H001-2

廃用症候群リハビリテ-ション料

 廃用症候群に係る評価表の写しを診療録に添付

H003-2

リハビリテ-ション総合計画評価料

 リハビリテ-ション総合実施計画書の写しを診療録に
添付

リハビリテ-ション総合計画評価料

 評価書を作成するとともに、その写しを診療録に添付

入院時訪問指導加算
H003-3

リハビリテ-ション総合計画提供料

 他保険医療機関に提供した文書の写しを診療録に添付

H003-4

目標設定等支援・管理料

 目標設定等支援・管理シ-トを作成し、患者に交付
し、その写しを診療録に添付

H004

摂食機能療法

経口摂取回復促進

加算

 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果及びカンフ
ァレンスの結果の要点を記載
 カンファレンスの結果に基づき、計画の見直し及び嚥
下調整食の見直しを行うとともに、その内容を患者又
は家族等に対し、要点を診療録に記載

H007

障害児（者）リハビリテ-ション料

 実施計画の内容を説明し、その要点を記載

H007-2

がん患者リハビリテ-ション料

 実施計画の内容を説明し、その要点を記載

H008

集団コミュニケ-ション療法料

 実施計画の内容を説明し、その要点を記載

人工腎臓

 実施時間（開始及び終了した時間を含む）を診療録等

処置
J038

に記載
手術
L009

麻酔管理料

 麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載（麻酔
記録の診療録への添付により診療録記載に代えること
ができる）

作成日：2016.10.20
本内容に関する
お問合せ先

株式会社ユアーズブレーン 医業経営コンサルティング部 担当：大迫
ＴＥＬ：０８２−２４３−７３３１ ＦＡＸ：０８２−２４９−７０７０
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