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B008-2　薬剤総合評価調整管理料　 

算定
点数

　　　250点 加算 　　　連携管理加算　　　50点

対象
患者

入院中の患者以外

算定
要件等

・ 服薬を開始して4週間以上経過した6種類以上の内服薬から，自院での処方が2種類以上減少し，その
状態が4週間以上継続すると見込まれる場合，月1回に限り算定

・ 錠剤，カプセル剤，散剤，顆粒剤および液剤は，1銘柄ごと1種類とする
・ 自院において，1年以内に薬剤総合評価調整管理料，または，薬剤総合評価調整加算（入院加算）を
算定した場合，前回の算定にあたり減少した後の内服薬の種類数から，さらに2種類以上減少した場
合に算定できる
・ 他院の投薬を合わせ，6種類以上の内服薬から，2種類以上減少する場合も算定できるが，「A250」薬
剤総合評価調整加算（入院加算）と合わせて，1か所の医療機関に限る

〔6種類から除外するもの〕
・服薬開始後4週間以内の薬剤
・頓服薬
連携管理加算：
・ 処方内容の総合調整にあたり，薬効の類似した処方，または相互作用を有する処方等について，他院
または保険薬局に照会を行った場合
・ 他院等からの情報提供により，処方内容の調整または評価を行い，その結果について他院等に情報提
供を行った場合

併算定
不可

連携管理加算を算定した場合：
同一日の診療情報提供料（Ⅰ）（ただし，本管理料とは異なる目的での別の医療機関等への診療情報提供
料（Ⅰ）は算定可能）

カルテ
記載

評価した内容，調整の要点

レセ
記載

他院の内服薬と合わせ，算定した場合：
他院名，および各院における調整前後の薬剤の種類数

m e m o
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B009　診療情報提供料（Ⅰ）　 （紹介先ごとに月1回）

紹介先 所定点数 加算 留意点

医療機関

250点

〔地域連携加算（要届出）〕

50点 退院支援加算の地域連携診療計画加算を算定した医療機
関へ情報提供した場合

〔検査・画像情報提供加算〕
200点

詳細はP.87
30点

市町村・居宅介護支援事業者
（☆）

－

保健福祉サービスのため（入院患者については退院日か
ら2週間以内に紹介〔家庭に復帰する場合に限る〕）

保険薬局（☆） 在宅患者訪問薬剤管理指導のため

精神障害者社会復帰施設 「入所している患者」の医療機関での診療にもとづく情
報の提供

介護老人保健施設（併設除く） 入所等のため
老人性認知症センター等 認知症状態の鑑別診断，治療方針の選定等のため
認知症に関する専門の
医療機関等 100点 認知症疑いの患者の鑑別診断等の必要性

認知症専門医療機関

〔認知症専門医療機関連携加算〕

50点
「認知症の確定診断」のある患者の症状増悪・療養方針
の再検討が必要な場合に，その診断をした認知症専門診
断管理料2算定医療機関へ紹介

精神科を標榜する医療機関
〔精神科医連携加算〕

200点 精神科以外を標榜する医療機関で，患者の同意を得て，
1月以内の受診日の予約を含めて精神科医に紹介した場合

肝疾患に関する専門医療機関

〔肝炎インターフェロン治療連携加算〕

50点
肝炎インターフェロン治療計画料算定医療機関との連携
において，治療計画にもとづく診療の状況を示す文書を
添えて紹介した場合

ハイリスク妊産婦共同管理料Ⅰ
届出医療機関 200点 ・ ・ 検査結果，画像情報，その他必要な書類

・紹介元も同様の届出

歯科を標榜する医療機関

〔歯科医療機関連携加算〕

100点

・ ・ 患者の口腔機能の管理のため，患者（家族）の同意の
もと診療情報を文書で提供

・ ・ 以下の手術前に歯科医師による周術期口腔機能管理の
必要性を認めた場合
　（ア） 悪性腫瘍手術（病理診断による悪性腫瘍確定診断）
　（イ）心・脈管系（動脈・静脈を除く）の手術
　（ウ）造血幹細胞移植の手術
・ ・ 在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に属する
医師が，訪問診療を行う栄養障害を有する患者に歯科
訪問診療の必要性を認めた場合

・ ・ 在宅療養支援歯科診療所に対する提供のみ

（☆）介護保険の居宅療養管理指導費を算定している場合は，診療情報提供料（Ⅰ）の算定不可
※　医療機関以外に診療情報を提供する場合は，レセプトの摘要欄に「情報提供先」を記載
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主な算定ルール

①他院（診療所・病院）での診療の必要を認め，患者の同意を得て文書を添え，紹介した場
合に算定できます。文書の写しをカルテに貼付します。
② 患者 1人につき，2以上の診療情報提供料の要件に該当するときは，紹介先医療機関ごと
に，月1回算定します。
③ 診療情報提供に際して，レントゲンフィルム等をコピーした場合などの費用は，情報提供
料に含まれ，別に算定できません。
④患者の居住地を管轄する次の施設に対して保健福祉サービスに必要な情報提供（用語解説

P.90）を行った場合に算定できます。

・市町村，保健所もしくは精神保健福祉センター
・指定居宅介護支援事業者，地域包括支援センター

⑤ 在宅において療養をしている患者に対し，在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め，保険
薬局に対して情報提供を行った場合に算定できます。交付した文書および処方せんの写し
をカルテに貼付します。なお，処方せんによる訪問薬剤管理指導の依頼のみの場合は，診
療情報提供料（Ⅰ）は算定できません。
⑥以下の施設に入所している，精神障害者である患者の診療情報を，これらの施設に提供し
た場合に算定できます。

・グループホーム
・障害者支援施設，自立訓練（生活訓練），就労移行支援，就労継続支援を行う事業所
・福祉ホーム
・介護老人保健施設（併設を除く）

⑦認知症の状態にある患者に，鑑別診断治療方針の選定等の必要を認め，患者または家族の
同意を得て，認知症疾患医療センター等に紹介した場合に算定します。
⑧認知症専門医療機関連携加算における「専門医療機関」とは，認知症施策総合支援事業の
実施について規定されている認知症疾患医療センターとして，都道府県知事または指定都
市市長が指定した医療機関を指します。
⑨訪問診療を担当する医療機関が，診療の日から2週間以内に，訪問看護または訪問リハビ
リテーションを担当する他院に対して，診療日，診療内容，患者の病状，日常生活動作能
力等の情報提供を行った場合に算定します。
　　また，訪問看護または訪問リハビリテーションを担当する医療機関が，診療の日から

2週間以内に，他院に対して，病歴，診療内容，患者の病状等の情報提供を行った場合に
も算定します。
⑩提供される情報の内容が，以下に該当する場合は診療情報提供料（Ⅰ）は算定できません。
　・　自費を徴収した診断書等
　　・　交付について，診療報酬または公費の設定がある意見書等
⑪診療情報提供書の写しをカルテに添付します（薬局への情報提供の場合は処方せんの写
し）。
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B009　検査・画像情報提供加算（診療情報提供料（Ⅰ）の加算）　〔要届出〕

算定
点数

イ． 自院を退院する患者について，患者の退院日の属する月，または
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

算定
要件等

・ 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，注射内容お
よび退院時要約（サマリ）等の診療記録のうち主要なもの（少なくとも検査結果および画像情報を含
むものに限る。画像診断の所見を含むことが望ましい）について，情報提供する

・「イ」については，平成30年4月以降は，退院時要約を含むものに限る
・（Ａ）または（Ｂ）いずれかの場合に加算できる
　　　（Ａ） 医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークを通じ，他院に常時閲覧可能なよ

う提供した場合
　　　（Ｂ）電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合
・ 多数の検査結果および画像情報等を提供する場合には，どの検査結果および画像情報等が主要なもの
であるかを併せて，情報提供することが望ましい

・ ・ 検査・画像情報提供加算，電子的診療情報評価料の届出は，いずれか一方のみを届け出ればもう一方
の届出は不要

B009-2　電子的診療情報評価料　〔要届出〕 

算定
点数

　　　30点

算定
要件等

・  ・  他院から診療情報提供書の提供を受けた患者について，同時に電子的方法により提供された検査結果，
画像情報，画像診断の所見，投薬内容，注射内容および退院時要約（サマリ）等のうち主要なものを
電子的方法により閲覧または受信し，検査結果等を診療に活用することによって，質の高い診療が効
率的に行われることを評価するもの

・ 医療機関が，他院から診療情報提供書の提供を受けた患者について，検査結果，画像情報，画像診断
の所見，投薬内容，注射内容および退院時要約等のうち主要なもの（少なくとも検査結果および画像
情報を含む場合に限る）を，閲覧または受信した場合

・（Ａ） または（Ｂ）いずれかの場合に算定できる
　　　（Ａ） 医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークを通じ，閲覧
　　　（Ｂ） 電子的に送付された診療情報提供書と併せて受信し，検査結果や画像を評価して診療に活

用した場合
・ 提供された情報が自院の依頼にもとづくものであった場合は，算定できない
・ 検査結果や画像情報の電子的な方法による閲覧等の回数にかかわらず，「B009」診療情報提供料（Ⅰ）
を算定する他院からの1回の診療情報提供に対し，1回に限り算定する
・ ・ 検査・画像情報提供加算，電子的診療情報評価料の届出は，いずれか一方のみを届け出ればもう一方
の届出は不要

カルテ
記載

検査結果や画像の評価の要点
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算定のイメージ

検査・画像情報提供加算と電子的診療情報評価料は，他院との診療情報提供のやりとりを
した患者について，電子的方法により提供された検査結果，画像情報，画像診断の所見，投
薬内容，注射内容および退院時要約等のうち，主要なものを電子的方法により添付および閲
覧または受信し診療に活用することによって，質の高い診療が効率的に行われることを評価
するものです。
紹介状自体は紙でもかまいませんが，検査結果等の添付は下図のようにネットワーク上で
のやりとりを想定していますので，CD-ROM等でのやりとりでは算定できません。

電子的に文書等を送信・受信する環境  （イメージ図， 厚生労働省の公開資料をもとに作成）

ガイドラインにもとづいたセキュアな通信環境

電子的に文書等を送信するために，以下の取り組みが必要

HPKI認証局（日本医師会等）

専用サーバー等

紹介状を持参する
必要なし

提供側
検査，画像情報
提供加算 30点

受信側
電子的診療情報
評価料 30点

A診療所

B病院

電子証明書
（資格者カード）

を発行
開封確認
資格認証

電子署名を付与した
診療情報提供書

●送信形式の統一　●セキュリティ環境の整備（インターネット環境からの隔絶など）　●電子署名システムの活用（HPKI）

HPKI（Healthcare Public Key Infrastructure）：
電子署名・電子認証・暗号化を実現するための公開鍵暗号を利用したセキュリティ基盤であり，電子署名法等に定
められた基準にもとづき構築されている。
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 診療情報提供料（Ⅰ）の検査・画像情報提供加算および電子的診療情報評価
料に関する施設基準

①他院と連携し，患者の医療情報に関する電子的な送受信，または閲覧が可能なネットワークを
構築していること。

②電子的な送受信，または閲覧が可能な情報には，原則として検査結果，画像情報，投薬内容，
注射内容および退院時要約が含まれていること（画像診断の所見についても含まれていること
が望ましい）。

③電子的方法によって，個々の患者の診療に関する情報等を他院に提供する場合は，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」を遵守し，安全な通信環境を確保すること。

④医療機関において，個人単位の情報の閲覧権限の管理など個人情報の保護が確実に実施されて
いること。

⑤常時データを閲覧できるネットワークを用いる際に，ストレージを活用する場合には，原則と
して厚生労働省標準規格にもとづく標準化されたストレージ機能を有する情報蓄積環境を確保
すること。

⑥診療情報提供書を送付する際には，原則として，厚生労働省標準規格にもとづく診療情報提供
書様式を用いること。

⑦情報の提供側医療機関では，提供した診療情報，または閲覧可能とした情報の範囲および日時
が記録されており，必要に応じ随時確認できること。

⑧情報を提供された側の医療機関では，提供を受けた情報を保管している，または閲覧した情報
および閲覧者名を含むアクセスログを1年間記録していること。

⑨これらの記録について，①のネットワークを運営する事務局が医療機関に代わって記録を行っ
ている場合は，本加算・評価料を算定する医療機関は，その事務局から必要に応じて随時記録
を取り寄せることができること。
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紹介先医療機関ごとに月 1回の算定

診療情報提供料は，紹介先医療機関ごとに算定します。下記のようにAとBの複数の医療機
関に紹介した場合は，それぞれ250点が算定できます。
ただし，Aの同一医療機関内の複数の診療科に紹介した場合は，医療機関で250点1回の算
定になります。

A医療機関

B医療機関

自
院

内科

整形外科

250点

250点

用語解説 保健福祉サービスに必要な情報提供

　患者にかかる健康教育，健康相談，機能訓練，訪問指導等の保健サービス，またはホームヘ
ルプサービス，ホームケア促進事業，ショートステイ，デイサービス，日常生活用具の給付等
の介護保険の居宅サービス，もしくは福祉サービスを有効かつ適切に実施するために必要な診
療，ならびに家庭の状況に関する情報をいいます。

B010　診療情報提供料（Ⅱ）　 （月1回）

算定
点数

　　　500点

算定
要件等

医療機関が，治療法の選択等に関して他院の医師の意見（セカンド・オピニオン）を求める患者，家族
の要望を受けて，他院において必要な情報（治療計画，検査結果，画像診断にかかる画像情報等）を添
付し，診療状況を示す文書を患者，家族に提供した場合に，患者 1人につき月 1回に限り算定

カルテ
記載

患者，家族からの希望があった旨
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B011-3　薬剤情報提供料（院内処方のみ） （月1回）

算定
点数

　　　10点 加算 　　　手帳記載加算　　　3点

算定
要件等

・ 患者に対して，処方した薬剤の名称，用法，用量，効能，効果，副作用および相互作用に関する主な情
報を文書（薬袋等に記載されている場合も含む）により提供した場合
・ 患者の求めに応じて手帳に，処方した薬剤の名称，医療機関名および処方年月日を記載した場合には，
「手帳記載加算」3点を算定できる。なお，この場合の「手帳」とは経時的に薬剤の記録が記入でき，
かつ，次の（ア）から（ウ）までに掲げる事項を記録する欄がある「薬剤の記録用の手帳」をいう

 　（ア）患者の氏名，生年月日，連絡先等患者に関する記録
 　（イ）患者のアレルギー歴，副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
 　（ウ）患者の主な既往歴等疾病に関する記録
・ 複数の診療科を標榜する医療機関において，同一日に2以上の診療科で処方された場合であっても，

1回のみ算定
・ 効能，効果，副作用および相互作用に関する情報については患者が理解しやすい表現であることが必
要

・処方内容に変更があった場合はそのつど算定
〔算定できない場合〕
・院外処方せんを交付した場合
・薬剤の処方日数のみの変更の場合
・ 手帳記載加算：所有している手帳を持参しなかった患者に対して薬剤の名称が記載された簡潔な文書
（シール等）を交付した場合

〔例外として算定できる場合〕
やむを得ない理由により，薬剤の名称に関する情報を提供できない場合（薬剤の形状〔色，剤形等〕に
関する情報を提供する）

カルテ
記載

薬剤情報を提供した旨

薬剤情報提供料が月 1回を超えて，そのつど算定できる場合

①何種類かの薬剤のうち，1種類でも変更した場合
②1回目に内服薬を投与し，2回目に同じ内服薬に加えて，頓服薬を処方した場合
③同じ効能の薬剤で，カプセルから錠剤に変更した場合
④同じ効能で，商品名の異なる薬剤を処方した場合
⑤同じ薬剤で，投与目的（効能・効果）が異なる場合
⑥同じ薬剤で，1回あたりの服用量を変更した場合
⑦外用薬の用法・用量を変更した場合
⑧3種類の薬剤（内服薬または外用薬）を2種類に減らした場合
⑨ 月の初めに咽頭炎で内服薬を投与し，治癒後，同月末に，また咽頭炎で初診料を算定し，月
初めと同じ内服薬を投与した場合
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