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地方厚生(支)局医療課 

都道府県民生主管部(局) 

国民健康保険主管課(部) 

都道府県後期高齢者医療主管部(局) 

後期高齢者医療主管課(部) 

（別  記）関 係 団 体 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

平成 28 年度診療報酬改定関連通知等について 

 

 

 

平成28年度診療報酬改定に係る関連通知等については別紙のとおり発出され

ておりますので、その取扱いに遺漏なきよう、関係者に対し周知を図られます

ようお願いいたします。 

なお、当該通知等及び関連省令・告示については、厚生労働省ホームページ

に掲載されておりますことを申し添えます。 

 

御中 



（別紙）

名称 番号・日付

薬価算定の基準について
平成28年2月10日
保発0210第1号

医療用医薬品の薬価基準収載等に係る取扱いについて
平成28年2月10日
医政発0212第1号
保発0210第3号

特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について
平成28年2月10日
保発0210第5号

医療機器の保険適用等に関する取扱いについて
平成28年2月10日
医政発0210第4号
保発0210第7号

医薬品及び医療機器の費用対効果評価に関する取扱いについて
平成28年2月10日
医政発0210第10号
保発0210第9号

医療用医薬品の薬価基準収載希望書の提出方法等について
平成28年2月10日
医政経発0210第2号
保医発0210第1号

医療機器に係る保険適用希望書の提出方法等について
平成28年2月10日
医政経発0210第7号
保医発0210第3号

医薬品及び医療機器の費用対効果評価に係る分析結果の提出方法等
について

平成28年2月10日
医政経発0210第13号
保医発0210第5号

平成２８年度診療報酬改定について 保発0304第10号

医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分か
る明細書の交付について

保発0304第11号

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改
正に伴う実施上の留意事項について

保発0304第12号

体外診断用医薬品の保険適用に関する取扱いについて
医政発0304第1号
保発0304第13号

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について
老発0304第１号
保発0304第14号

指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者について
老発0304第２号
保発0304第15号

健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申
出療養の実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて

医政発0304第３号
薬生発0304第１号
保発0304第18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

平成28年３月４日
保医発0304第1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

平成28年３月４日
保医発0304第2号

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
平成28年３月４日
保医発0304第3号

入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等
に係る届出に関する手続きの取扱いについて

平成28年３月４日
保医発0304第4号



名称 番号・日付

入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活
療養の実施上の留意事項について

平成28年３月４日
保医発0304第5号

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について
平成28年３月４日
保医発0304第6号

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について
平成28年３月４日
保医発0304第7号

特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴
う特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について

平成28年３月４日
保医発0304第8号

特定診療報酬算定医療機器の定義等について
平成28年３月４日
保医発0304第9号

特定保険医療材料の定義について
平成28年３月４日
保医発0304第10号

保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第６関係）及び保険薬剤師の使
用医薬品（掲示事項等告示第14関係）に係る留意事項について

平成28年３月４日
保医発0304第11号

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定
める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定め
る医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について

平成28年３月４日
保医発0304第12号

「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について
平成28年３月４日
保医発0304第13号

体外診断用医薬品の保険適用の取扱いに係る留意事項について
平成28年３月４日
医政経発0304第1号
保医発0304第14号

訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いにつ
いて

平成28年３月４日
保医発0304第15号

在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱
いについて

平成28年３月４日
保医発0304第16号

健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申
出療養の申出等の手続の細則について

平成28年３月４日
医政研発0304第２号
薬生審査発0304第１号
薬生機発0304第１号
保医発0304第18号

特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書（希望区分Ｂ）に記載
する機能区分コードについて

平成28年３月４日
事務連絡

複数手術に係る費用の特例について
平成28年３月18日
保医発0318第１号

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額
の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について

平成28年３月18日
保医発0318第２号

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額
の算定方法第１項第５号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患
者について

平成28年３月18日
保医発0318第３号

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額
の算定方法第５項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が実施する調
査について

平成28年３月18日
保医発0318第４号

歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について
平成28年３月18日
保医発0318第５号



名称 番号・日付

「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について
平成28年３月25日
保医発0325第６号

ＤＰＣ制度への参加等の手続きについて
平成28年３月25日
保医発0325第７号

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介
護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

平成28年３月25日
保医発0325第８号

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一
部改正について

平成28年３月25日
保医発0325第９号

傷病名コードの統一の推進について
平成28年３月25日
事務連絡

「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の
留意事項について」の一部改正について

平成28年３月31日
保医発0331第６号



（別記） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康福祉機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房給与厚生課 御中 

防 衛 省 人 事 教 育 局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 


