
 

１ 一般名処方加算、外来後発医薬品使用体制加算、 

後発医薬品使用体制加算の特例引き上げ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴～⒂ （略） 

⒃ 「注９」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす診療所において投薬を行

った場合には、令和５年 12 月 31 日までの間に限り、「注 11」に規定する外来後発医薬品使用体制加算

（注の追加） → 注 11 注 9の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険

医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、

注９に規定する基準に係る区分に従い、１処方につき次に掲げる点数をそれぞれ

所定点数に加算する。 

イ 外来後発医薬品使用体制加算１ ７点 

ロ 外来後発医薬品使用体制加算２ ６点 

ハ 外来後発医薬品使用体制加算３ ４点 



 

を算定する。 

 

【告示】（略） 

【通知】 

⑴～⑸ （略） 

⑹ 「注 11」に規定する点数を算定する場合には、上記⑴から⑸までのほか、以下の基準を満たすこと。 

ア 外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 

イ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整

備されていること。 

ウ イの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があ

ること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場

所に掲示していること。 

外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添２の様式 38 の３を用いること。 

なお、「注 11」に規定する点数の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、

特に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。 

 

５ 第１章又は第２章の規定にかかわらず、A001 の注 18（編注 再診料の医療情報・システム基盤整備

体制充実加算３）、A002 の注 10（編注 外来診療料の医療情報・システム基盤整備体制充実加算３）、

A234（編注 後発医薬品使用体制加算）の注ただし書、F100 の注 11（編注 外来後発医薬品使用体制

加算の特例）及び F400 の注 9（編注 一般名処方加算の特例）の規定による加算は、令和５年 12 月

31 日までの間に限り、算定できるものとする。 

 

 

⑴～⒂ （略） 

⒃ 「注７」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において薬

剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合には、令和５年 12 月 31 日までの間に限り、「注９」

に規定する一般名処方加算を算定する。 

なお、一般名処方加算１及び２の取扱いについては、「注７」と同様である。 

（注の追加） → 注９ 注７の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす

保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、

当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付１回につきそれぞれ

所定点数に加算する。 

イ 一般名処方加算１ ９点 

ロ 一般名処方加算２ ７点 



 

【告示】（略） 

【通知】 「注９」に規定する一般名処方加算を算定する場合は、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一

般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示してい

ること。 

 

「注９」に規定する一般名処方加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよ

く、特に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。 

⑴ （略） 

⑵ 後発医薬品使用体制加算は、当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後

発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 75％以上、85％以上又

は 90％以上であるとともに、入院及び外来において後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用を積極的

に行っている旨を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している保険医療機関に入院している患者

について、入院期間中１回に限り、入院初日に算定する。なお、後発医薬品使用体制加算の注本文の規

定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たしている保険医療機関に入院している患者

については、令和５年 12 月 31 日までの間に限り、後発医薬品使用体制加算の注ただし書に規定する加

算を入院期間中１回に限り、入院初日に算定する。ここでいう入院初日とは、第２部通則５に規定する

起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。 

（注の変更） 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出た

保険医療機関に入院している患者（第１節の入

院基本料（特別入院基本料等を含む。）又は第３

節の特定入院料のうち、後発医薬品使用体制加

算を算定できるものを現に算定している患者に

限る。）について、当該基準に係る区分に従い、

それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。 

→  

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出た

保険医療機関に入院している患者（第１節の入

院基本料（特別入院基本料等を含む。）又は第３

節の特定入院料のうち、後発医薬品使用体制加

算を算定できるものを現に算定している患者に

限る。以下この区分番号において同じ。）につい

て、当該基準に係る区分に従い、それぞれ入院

初日に限り所定点数に加算する。ただし、この

注本文の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣

が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院

している患者については、この注本文に規定す

る基準に係る区分に従い、それぞれ入院初日に

限り次に掲げる点数を所定点数に加算する。 

イ 後発医薬品使用体制加算１ 67 点 

ロ 後発医薬品使用体制加算２ 62 点 

ハ 後発医薬品使用体制加算３ 57 点 



 

【告示】（略） 

【通知】 

⑴～⑸（略） 

⑹ 後発医薬品使用体制加算の注ただし書に規定する点数を算定する場合には、上記⑴から⑸までのほ

か、以下の基準を満たすこと。 

ア 後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 

イ 医薬品の供給が不足した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等、適切に対

応する体制を有していること。 

ウ イの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性がある

こと及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場

所に掲示していること。 

後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 40 の３を用いること。 

なお、後発医薬品使用体制加算の注ただし書に規定する点数の施設基準に係る取扱いについては、当該

基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。 

 

 

  



 

2 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の改定 

   



 

注 15 初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医

療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算１とし

て、月１回に限り４点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第３条第 13 項に規定する電子資格

確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療

情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算２として、月１回に限

り２点を所定点数に加算する。 

⑴～(28) （略） 

(29) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算 

ア 「注 15」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、オンライン資格確認の導入の

原則義務化を踏まえ、オンライン資格確認を導入している保険医療機関の外来において、初診時に

患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する

ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初

診を行った場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算１として、月１回に限り４点を算定

する。 

ただし、健康保険法第３条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取

得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合は、医療情

報・システム基盤整備体制充実加算２として、月１回に限り２点を算定する。 

イ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項につ

いて院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明する。 

(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。 

(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療

情報を取得・活用して診療を行うこと。 

ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式 54（→P11 参照）に定めるとおりであり、医療情報・

システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目につ

いて、別紙様式 54 を参考とする。 

エ アにかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対

して初診を行った場合に、令和５年 12 月 31 日までの間に限り、医療情報・システム基盤整備体制

充実加算１として、月１回に限り６点を算定する。 

ただし、健康保険法第３条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取

得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合は、医療情

報・システム基盤整備体制充実加算２として、月１回に限り２点を算定する。 



 

【告示】（略） 

【通知】 

⑴ 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 

⑵ 健康保険法第３条第 13 項に規定する電子資格確認（以下「オンライン資格確認」という）を行う体

制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイト

において、運用開始日の登録を行うこと。 

⑶ 次に掲げる事項について、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 オンライン資格確認を行う体制を有していること。 

イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情

報を取得・活用して診療を行うこと。 

⑷ 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていない保険医療機関が、令和５年 12 月 31 日ま

でにこれを開始する旨について、地方厚生（支）局長に届け出た場合は、同日までの間に限り、(1)を

満たしているものとみなす。 

 

⑴ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たし

ていればよく、特に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。 

⑵ なお、通知の⑷の届出は、別添７の様式２の５を用いること。 

⑶ 令和５年４月 10 日までに当該届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が

行われたものについては、同月１日に遡って算定することができるものとする。 

 

【点数表告示】 

６ 第１章の規定にかかわらず、令和５年 12 月 31 日までの間、初診に係る十分な情報を取得する体制と

して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った

場合は、A000（編注 初診料）の注 15 中「４点」とあるのは「６点」とする。 

【施設基準告示】 

31 令和 5 年 12 月 31 日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条に

規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険医療機関について

は、同日までの間に限り、第 3 の 3 の 7 の(1)に該当するものとみなす。 

 

 

（注の変更） 

注３ 同一保険医療機関において、同一日に他

の傷病について、別の診療科を再診として受

診した場合は、注１の規定にかかわらず、２つ

目の診療科に限り、37 点（注２に規定する場

合にあっては、27 点）を算定する。この場合

において、注４から注８まで及び注 10 から注

17 までに規定する加算は算定しない。 
 

→ 注３ 同一保険医療機関において、同一日に他

の傷病について、別の診療科を再診として受

診した場合は、注１の規定にかかわらず、２つ

目の診療科に限り、37 点（注２に規定する場

合にあっては、27 点）を算定する。この場合

において、注４から注８まで及び注 10 から注

18 までに規定する加算は算定しない。 

注９ 患者又はその看護に当たっている者から → 注９ 患者又はその看護に当たっている者から



 

電話等によって治療上の意見を求められて指

示をした場合においても、再診料を算定する

ことができる。ただし、この場合において、注

８、注 12、注 13 及び注 15 から注 17 までに

規定する加算は算定しない。 
 

電話等によって治療上の意見を求められて指

示をした場合においても、再診料を算定する

ことができる。ただし、この場合において、注

８、注 12、注 13 及び注 15 から注 18 までに

規定する加算は算定しない。 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算（注の

追加） 

→ 注18 再診に係る十分な情報を取得する体制と

して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

たす保険医療機関を受診した患者に対して再

診を行った場合は、医療情報・システム基盤整

備体制充実加算３として、月１回に限り２点

を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第

３条第 13 項に規定する電子資格確認により

当該患者に係る診療情報を取得等した場合又

は他の保険医療機関から当該患者に係る診療

情報の提供を受けた場合にあっては、この限

りでない。 

 

⑴～⒁ （略） 

⒂ 「注 18」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算３は、再診時に診療情報を活用して質

の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険

医療機関を受診した患者に対して、当該患者に係る診療情報を取得等した上で診療を行った場合に、

令和５年 12 月 31 日までの間に限り、月１回に限り２点を算定する。 

ただし、健康保険法第３条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得

等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、この

限りでない。また、同一月に初診料の「注 15」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算

を算定した場合にあっては算定できない。 

⒃) 「注 18」に規定する加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健

診情報等を問診等により確認する。 

 

 ※初診料と共通のため P8 参照。 

 

５ 第１章又は第２章の規定にかかわらず、A001 の注 18（編注 再診料の医療情報・システム基盤整備

体制充実加算３）、A002 の注 10（編注 外来診療料の医療情報・システム基盤整備体制充実加算３）、

A234（編注 後発医薬品使用体制加算）の注ただし書、F100 の注 11（編注 外来後発医薬品使用体制

加算）及び F400 の注 9（編注 一般名処方加算）の規定による加算は、令和５年 12 月 31 日までの間

に限り、算定できるものとする。 

 

 

（注の変更） 

注５ 同一保険医療機関において、同一日に他 → 注５ 同一保険医療機関において、同一日に他



 

の傷病について、別の診療科を再診として受

診した場合は、注１の規定にかかわらず、２つ

目の診療科に限り 37 点（注２から注４までに

規定する場合にあっては、27 点）を算定する。

この場合において、注６のただし書及び注７

から注９までに規定する加算は算定しない。 
 

の傷病について、別の診療科を再診として受

診した場合は、注１の規定にかかわらず、２つ

目の診療科に限り 37 点（注２から注４までに

規定する場合にあっては、27 点）を算定する。

この場合において、注６のただし書及び注７

から注 10 までに規定する加算は算定しない。 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算（注の

追加） 

 注10 再診に係る十分な情報を取得する体制と

して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

たす保険医療機関を受診した患者に対して再

診を行った場合は、医療情報・システム基盤整

備体制充実加算３として、月１回に限り２点

を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第

３条第 13 項に規定する電子資格確認により

当該患者に係る診療情報を取得等した場合又

は他の保険医療機関から当該患者に係る診療

情報の提供を受けた場合にあっては、この限

りでない。 

 

⑴～⑿ （略） 

⒀ 「注 10」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算３は、再診時に診療情報を活用して診

療を実施することを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を

受診した患者に対して、当該患者に係る診療情報を取得した上で診療を行った場合に、令和５年 12 月

31 日までの間に限り、月１回に限り算定する。 

ただし、健康保険法第３条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等

した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、この限り

でない。また、同一月に A000 の「注 15」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定

した場合にあっては算定できない。 

⒁ 「注 10」に規定する加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診

情報等を問診等により確認する。 

 

 ※初診料と共通のため P8 参照。 

 

 ※再診料と共通のため P9 参照。 

 

 



（別紙様式 54） 

初診時の標準的な問診票の項目等 

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関は、当該医療機関の受診患者

に対する初診時問診票の項目について、以下を参考とすること。 

 

○ マイナ保険証による診療情報取得に同意したか 

○ 他の医療機関からの紹介状を持っているか 

○ 本日受診した症状について 

 ・・・症状の内容、発症時期、経過 等 

○ 現在、他の医療機関に通院しているか 

 ・・・医療機関名、受診日、治療内容 等 

○ 現在、処方されている薬があるか（マイナ保険証による情報取得に同意した患者については、

直近１ヶ月以内の処方薬を除き、記載を省略可能※） 

 ・・・薬剤名、用量、投薬期間 等 

○ これまでに大きな病気にかかったことがあるか（入院や手術を要する病気等） 

 ・・・病名、時期、医療機関名、治療内容 等 

○ この１年間で健診（特定健診及び高齢者健診に限る）を受診したか（マイナ保険証による情報

取得に同意した患者については、記載を省略可能※） 

 ・・・受診時期、指摘事項 等 

○ これまでに薬や食品などでアレルギーを起こしたことがあるか 

 ・・・原因となったもの、症状 等 

○ 現在、妊娠中又は授乳中であるか（女性のみ） 

 ・・・妊娠週数 等 

※マイナ保険証により取得可能な情報については、令和４年９月上旬現在の状況 

 

なお、問診票の項目とは別に、以下の内容についても問診票等に記載すること。 

 

○ 当該医療機関は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用するこ

とにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関（医療情報・システム基盤整備体制充実加

算の算定医療機関）であること。 

〇 マイナ保険証により正確な情報を取得・活用することで、より質の高い医療を提供できるた

め、マイナ保険証を積極的に利用いただきたいこと。 

（記載例） 

 

 

 

 

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。 
◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算（初診時） 加算１ ４点 加算２ ２点（マイナ保険証を利用した場合） 


