
【基本テーブル】 　

区分番号
診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

A105-00 301089970
有床診療所在宅患者支援病床初期加算（有床診療所入院基
本料）

5 施設基準② 0 0858

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け保医発0304第2号「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（通知）」
に基づき変更

A205-00 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

3

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡「新型コロ
ナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨
時的な取扱いについて（その34）」に基
づき新設

A205-00 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

3

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡「新型コロ
ナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨
時的な取扱いについて（その76）」に基
づき新設

A208-02 301117150
二類感染症患者入院診療加算（１日につき）（新型コロナ
ウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い）

3

【令和2年4月1日から適用】
令和2年4月24日付け事務連絡「新型コロ
ナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨
時的な取扱いについて（その14）」に基
づき新設

A208-02 301117250
二類感染症患者入院診療加算（１日につき）（新型コロナ
ウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い）

3 〃

H001-00 308004670 摂食嚥下機能回復体制加算２（摂食機能療法） 5 施設基準⑦ 0 3707

【令和4年10月1日から適用】
令和4年3月4日付け保医発0304第3号「特
掲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（通知）」
に基づき変更

新　　設

新　　設

令和４年４月版歯科診療行為マスター登録内容の一部変更（Ｒ４．９．３０現在）

新　　設

新　　設



【基本・基本加算対応テーブル】 

加算
コード

診療行為
コード

診療行為名称
加算
識別

3 B001 BA209 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

05

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

3 B001 BA210 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

05

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

3 B002 BA209 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

04

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

3 B002 BA210 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

04

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

3 B003 BA209 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

04

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

3 B003 BA210 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

04

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

3 B004 BA209 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

01

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

令和４年４月版歯科診療行為マスター登録内容の一部変更（Ｒ４．９．３０現在）

変更
区分

グループ
番号

基本・基本加算対応テーブル加算項目
変更箇所 変更後 変更前 備考

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本・基本加算対応テーブル】 

加算
コード

診療行為
コード

診療行為名称
加算
識別

変更
区分

グループ
番号

基本・基本加算対応テーブル加算項目
変更箇所 変更後 変更前 備考

3 B004 BA210 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

01

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

3 B009 BA209 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

02

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

3 B009 BA210 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

02

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

3 B010 BA209 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

02

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

3 B010 BA210 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

02

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

3 B011 BA209 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

02

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

3 B011 BA210 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

02

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

3 B012 BA209 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

01

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本・基本加算対応テーブル】 

加算
コード

診療行為
コード

診療行為名称
加算
識別

変更
区分

グループ
番号

基本・基本加算対応テーブル加算項目
変更箇所 変更後 変更前 備考

3 B012 BA210 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

01

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

3 B025 BA209 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

04

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

3 B025 BA210 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

04

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

3 B035 BA212 301117250
二類感染症患者入院診療加算（１日につき）（新型コロナ
ウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い）

04

【令和2年4月1日から適用】
令和2年4月24日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その14）」に基づ
き新設

3 B040 BA209 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

04

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

3 B040 BA210 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

04

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

3 B046 BA209 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

04

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

3 B046 BA210 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

04

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【基本・基本加算対応テーブル】 

加算
コード

診療行為
コード

診療行為名称
加算
識別

変更
区分

グループ
番号

基本・基本加算対応テーブル加算項目
変更箇所 変更後 変更前 備考

3 B048 BA211 301117150
二類感染症患者入院診療加算（１日につき）（新型コロナ
ウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い）

03

【令和2年4月1日から適用】
令和2年4月24日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その14）」に基づ
き新設

3 B049 BA211 301117150
二類感染症患者入院診療加算（１日につき）（新型コロナ
ウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い）

01 〃

3 B050 BA212 301117250
二類感染症患者入院診療加算（１日につき）（新型コロナ
ウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い）

04 〃

3 B051 BA209 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

04

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

3 B051 BA210 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

04

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

3 B057 BA212 301117250
二類感染症患者入院診療加算（１日につき）（新型コロナ
ウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い）

04

【令和2年4月1日から適用】
令和2年4月24日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その14）」に基づ
き新設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



【算定回数限度テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 算定単位 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A205-00 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウ
イルス感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

121

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

3 A205-00 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウ
イルス感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転
院）

121

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

令和４年４月版歯科診療行為マスター登録内容の一部変更（Ｒ４．９．３０現在）

新　　設

新　　設



【実日数テーブル】 

変更
区分

区分番号
診療行為
コード

基本名称 変更箇所 変更後 変更前 備考

3 A205-00 301116910
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い）

【令和3年1月22日から適用】
令和3年1月22日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その34）」に基づ
き新設

3 A205-00 301117010
救急医療管理加算１（１日につき）（新型コロナウイルス
感染症・診療報酬上の臨時的な取扱い・転院）

【令和4年10月1日から適用】
令和4年9月27日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その76）」に基づ
き新設

3 A208-02 301117150
二類感染症患者入院診療加算（１日につき）（新型コロナ
ウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い）

【令和2年4月1日から適用】
令和2年4月24日付け事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に
係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて（その14）」に基づ
き新設

3 A208-02 301117250
二類感染症患者入院診療加算（１日につき）（新型コロナ
ウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い）

〃

令和４年４月版歯科診療行為マスター登録内容の一部変更（Ｒ４．９．３０現在）

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設


