
疾患別リハビリテーション料の見直し

(平成19年４月１日実施) について

平成19年３月30日付厚生労働省告示第95号および同第

96号等により, 今回の疾患別リハビリテーション料の見

直しに係る告示および通知が下記のとおり示されました

ので, お知らせします｡

なお, 本件につきましては, 日本医師会ホームページ

のメンバーズルーム中 ｢医療保険｣ の ｢平成18年度 診

療報酬改定の情報｣ (http://www.med.or.jp/japanese/memb

ers/iryo/18kaitei/) に掲載されています｡

１. 診療報酬の算定方法 (平成18年厚生労働省告示第92号)

第７部 リハビリテーション

通則

１～４ (略)

４の２ 心大血管疾患リハビリテーション医学管理料, 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン医学管理料, 運動器リハビリテーション医学管理料又は呼吸器リハビリテーション

医学管理料については, 患者の疾患等を勘案し, 最も適当な区分１つに限り算定でき

る｡

５～８ (略)

第１節 リハビリテーション料

区分

Ｈ000 心大血管疾患リハビリテーション料

１・２ (略)

注１ 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社会保険

事務局長に届け出た保険医療機関において, (略) ただし, 別に厚生労働大臣

が定める患者であって, 治療を継続することにより状態の改善が期待できると

医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には, 150日

を超えて所定点数を算定することができる｡

２ 注１本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者が治療開始日から120日

を超えた場合は, 当該超過した日において行ったリハビリテーションの費用は,

所定点数にかかわらず, 注１本文に規定する基準に係る区分に従って, １単位

につきそれぞれ210点又は85点を算定する｡

Ｈ001 脳血管疾患等リハビリテーション料

１・２ (略)

注１ 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社会保険

事務局長に届け出た保険医療機関において, (略) ただし, 別に厚生労働大臣

2007年(平成19年)４月15日 No.1859 ( 1 )

－ 必 読－ ５月度請求書 (４月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日 (木)
午後５時まで△

国保 10日 (木)
午後５時まで

＊４月から窓口点検が廃止
されます｡(詳細は２月15日
号および本号保険医療部通
信参照)△

労災 15日 (火)
午後５時まで

☆提出期限にかかわらず,
お早目にご提出ください｡



が定める患者であって, 治療を継続することにより状態の改善が期待できると

医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には, 180日

を超えて所定点数を算定することができる｡

２ 注１本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者がそれぞれ発症, 手術又

は急性増悪から140日を超えた場合は, 当該超過した日において行ったリハビ

リテーションの費用は, 所定点数にかかわらず, 注１本文に規定する基準に係

る区分に従って, １単位につきそれぞれ210点又は85点を算定する｡

Ｈ002 運動器リハビリテーション料

１・２ (略)

注１ 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社会保険

事務局長に届け出た保険医療機関において, (略) ただし, 別に厚生労働大臣

が定める患者であって, 治療を継続することにより状態の改善が期待できると

医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には, 150日

を超えて所定点数を算定することができる｡

２ 注１本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者がそれぞれ発症, 手術又

は急性増悪から120日を超えた場合は, 当該超過した日において行ったリハビ

リテーションの費用は, 所定点数にかかわらず, 注１本文に規定する基準に係

る区分に従って, １単位につきそれぞれ150点又は65点を算定する｡

Ｈ003 呼吸器リハビリテーション料

１・２ (略)

注１ 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社会保険

事務局長に届け出た保険医療機関において, (略) ただし, 別に厚生労働大臣

が定める患者であって, 治療を継続することにより状態の改善が期待できると

医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には, 90日を

超えて所定点数を算定することができる｡

２ 注１本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者が治療開始日から80日を

超えた場合は, 当該超過した日において行ったリハビリテーションの費用は,

所定点数にかかわらず, 注１本文に規定する基準に係る区分に従って, １単位

につきそれぞれ150点又は65点を算定する｡

Ｈ003-2 (略)

Ｈ003-3 心大血管疾患リハビリテーション医学管理料

１ 心大血管疾患リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 440点

２ 心大血管疾患リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) 260点

注１ 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社会保険

事務局に届け出た保険医療機関において, 別に厚生労働大臣が定める患者に対

し, 計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行っている場合に,

月１回 (１月に４日以上計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーション

を行った場合にあっては, 月２回) に限り算定する｡

２ 心大血管疾患リハビリテーション医学管理を受けている患者に対して行った

リハビリテーションの費用並びに区分番号 J117に掲げる鋼線等による直達牽

引 (２日目以降｡ 観血的に行った場合の手技料を含む｡), 区分番号 J118に掲

2007年(平成19年)４月15日 No.1859( 2 )



げる介達牽引, 区分番号 J118-2に掲げる矯正固定, 区分番号 J118-3に掲げる変

形機械矯正術, 区分番号 J119に掲げる消炎鎮痛等処置, 区分番号 J119-2に掲

げる腰部又は胸部固定帯固定, 区分番号 J119-3に掲げる低出力レーザー照射及

び区分番号 J119-4に掲げる肛門処置 (当該医学管理を開始した月にあっては,

その開始の日以降に行ったものに限る｡) は, 心大血管疾患リハビリテーショ

ン医学管理料に含まれるものとする｡

Ｈ003-4 脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料

１ 脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 440点

２ 脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) 260点

注１ 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社会保険

事務局に届け出た保険医療機関において, 別に厚生労働大臣が定める患者に対

し, 計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行っている場合に,

月１回 (１月に４日以上計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーション

を行った場合にあっては, 月２回) に限り算定する｡

２ 脳血管疾患等リハビリテーション医学管理を受けている患者に対して行った

リハビリテーションの費用並びに区分番号 J117に掲げる鋼線等による直達牽

引 (２日目以降｡ 観血的に行った場合の手技料を含む｡), 区分番号 J118に掲

げる介達牽引, 区分番号 J118-2に掲げる矯正固定, 区分番号 J118-3に掲げる変

形機械矯正術, 区分番号 J119に掲げる消炎鎮痛等処置, 区分番号 J119-2に掲

げる腰部又は胸部固定帯固定, 区分番号 J119-3に掲げる低出力レーザー照射及

び区分番号 J119-4に掲げる肛門処置 (当該医学管理を開始した月にあっては,

その開始の日以降に行ったものに限る｡) は, 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン医学管理料に含まれるものとする｡

Ｈ003-5 運動器リハビリテーション医学管理料

１ 運動器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 340点

２ 運動器リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) 220点

注１ 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社会保険

事務局に届け出た保険医療機関において別に厚生労働大臣が定める患者に対し,

計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行っている場合に, 月

１回 (１月に４日以上計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを

行った場合にあっては, 月２回) に限り算定する｡

２ 運動器リハビリテーション医学管理を受けている患者に対して行ったリハビ

リテーションの費用並びに区分番号 J117に掲げる鋼線等による直達牽引 (２

日目以降｡ 観血的に行った場合の手技料を含む｡), 区分番号 J118に掲げる介

達牽引, 区分番号 J118-2に掲げる矯正固定, 区分番号 J118-3に掲げる変形機械

矯正術, 区分番号 J119に掲げる消炎鎮痛等処置, 区分番号 J119-2に掲げる腰

部又は胸部固定帯固定, 区分番号 J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分

番号 J119-4に掲げる肛門処置 (当該医学管理を開始した月にあっては, その開

始の日以降に行ったものに限る｡) は, 運動器リハビリテーション医学管理料

に含まれるものとする｡

Ｈ003-6 呼吸器リハビリテーション医学管理料

１ 呼吸器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 340点
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２ 呼吸器リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) 220点

注１ 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社会保険

事務局に届け出た保険医療機関において別に厚生労働大臣が定める患者に対し,

計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行っている場合に, 月

１回 (１月に４日以上計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを

行った場合にあっては, 月２回) に限り算定する｡

２ 呼吸器リハビリテーション医学管理を受けている患者に対して行ったリハビ

リテーションの費用並びに区分番号 J117に掲げる鋼線等による直達牽引 (２

日目以降｡ 観血的に行った場合の手技料を含む｡), 区分番号 J118に掲げる介

達牽引, 区分番号 J118-2に掲げる矯正固定, 区分番号 J118-3に掲げる変形機械

矯正術, 区分番号 J119に掲げる消炎鎮痛等処置, 区分番号 J119-2に掲げる腰

部又は胸部固定帯固定, 区分番号 J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分

番号 J119-4に掲げる肛門処置 (当該医学管理を開始した月にあっては, その開

始の日以降に行ったものに限る｡) は, 呼吸器リハビリテーション医学管理料

に含まれるものとする｡

第８部～第10部 (略)

第11部 麻酔

第１節 麻酔料

区分

Ｌ009 麻酔管理料

１・２ (略)

注 麻酔管理料を算定する旨を当該保険医療機関の所在地の地方社会保険事務局

長に対して届け出た麻酔科を標榜する保険医療機関において, 当該保険医療機

関の麻酔に従事する医師 (医療法第６条の６第１項に規定する厚生労働大臣の

許可を受けた者に限る｡) が行った場合に算定する｡

２. ｢診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について｣ (平成18年３月６日

保医発第0306001号) の一部改正について

１ 別添１の第２章第７部通則を次のように改める｡

＜通則＞

１ (略)

１の２ 心大血管疾患リハビリテーション医学管理料, 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン医学管理料, 運動器リハビリテーション医学管理料及び呼吸器リハビリテーション

医学管理料 (以下この部において ｢疾患別リハビリテーション医学管理料｣ という｡)

は, 急性期, 回復期及び維持期のリハビリテーションを一貫して担当する保険医療機

関を評価したものであり, 原則として, 心大血管疾患リハビリテーション料, 脳血管

疾患等リハビリテーション料, 運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテー

ション料 (以下この部において ｢疾患別リハビリテーション料｣ という｡) に掲げる

リハビリテーション (以下この部において ｢疾患別リハビリテーション｣ という｡)

を行わず, 心大血管疾患リハビリテーション医学管理, 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン医学管理, 運動器リハビリテーション医学管理及び呼吸器リハビリテーション医学

管理 (以下この部において ｢疾患別リハビリテーション医学管理｣ という｡) のみを
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行う保険医療機関は想定されないものであること｡

２・３ (略)

４ (略)

また, 疾患別リハビリテーションを実施している患者であって, 算定日数の上限を

超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち, 治療を継続することに

より状態の改善が期待できると医学的に判断される場合 (特掲診療料の施設基準等別

表第九の八第一号に掲げる患者であって, 別表第九の九第一号に掲げる場合) は, 継

続することとなった日及びその後３か月に１回以上, リハビリテーション実施計画書

を作成し, 患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付するこ

と｡ なお, 当該リハビリテーション実施計画書は, ①これまでのリハビリテーション

の実施状況 (期間及び内容), ②前月の状態との比較をした当月の患者の状態, ③将

来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画, ④機能的自立度評価

法 (Functional Independence Measure, 以下この部において ｢ＦＩＭ｣ という｡), 基

本的日常生活活動度 (Barthel Index, 以下この部において ｢ＢＩ｣ という｡), 関節の

可動域, 歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した

継続の理由, などを記載したものであること｡

４の２ 疾患別リハビリテーションを実施している患者であって, 算定日数の上限を超

えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち, 患者の疾患, 状態等を総

合的に勘案し, 治療上有効であると医学的に判断される場合 (特掲診療料の施設基準

等別表第九の八第二号に掲げる患者であって, 別表第九の九第二号に掲げる場合) 及

び疾患別リハビリテーション医学管理を行う場合は, 当該医学管理の開始日及びその

後３か月に１回以上, リハビリテーション実施計画書を作成し, 患者又は家族に説明

の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること｡ なお, 当該リハビリテーショ

ン実施計画書は, ①これまでのリハビリテーションの実施状況 (期間及び内容), ②

前月の状態との比較をした当月の患者の状態, ③今後のリハビリテーション計画等に

ついて記載したものであること｡

５ 届出施設である保険医療機関内において, 治療, 訓練の専門施設外で訓練を実施し

た場合においても, 所定点数により算定疾患別リハビリテーション又は疾患別リハビ

リテーション医学管理の下に実施されるリハビリテーションとみなすことができる｡

６ 心大血管疾患リハビリテーション料, 脳血管疾患等リハビリテーション料, 運動器

リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に掲げるリハビリテーション

(以下この部において ｢疾患別リハビリテーション料｣ という｡) の点数は, 患者に対

して20分以上個別療法として訓練を行った場合 (以下この部において, ｢１単位｣ と

いう｡) にのみ算定するものであり, 訓練時間が１単位に満たない場合は, 基本診療

料に含まれる｡ また, 疾患別リハビリテーション医学管理料は, １日 (ただし, １単

位以上のものに限る｡) 以上のリハビリテーションを含む, リハビリテーション実施

計画に基づく必要な医学管理を行った場合に算定できるものである｡ したがって, １

単位に満たないリハビリテーションのみしか実施されない日は, 当該医学管理料を算

定できるリハビリテーションを行っているものではないこと｡

７・８ (略)

８の２ 疾患別リハビリテーション料の対象となる患者は, 心大血管疾患リハビリテー

ション料は治療開始日から121日目以降, 脳血管疾患等リハビリテーション料は, 発

症日, 手術日又は急性増悪の日 (以下この部において ｢発症日等｣ という｡) から141
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日目以降, 運動器リハビリテーション料は発症日等から121日目以降, 呼吸器リハビ

リテーション料は治療開始日から81日目以降は, 逓減された点数を算定するものであ

ること｡ なお, 疾患別リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患

者が, 当該算定日数の上限を超えて, 引き続き疾患別リハビリテーションを行う場合

も, 逓減後の点数を算定するものであること｡ ただし, 児童福祉法第43条の３に規定

する肢体不自由児施設又は同法第27条第２項に規定する国立高度専門医療センター及

び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するも

のの通園者 (外来患者を含む｡) であって, 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第

二号に規定する者については, 逓減前の点数を算定するものであること｡

８の３ 疾患別リハビリテーション医学管理料は, 患者の疾患等を総合的に勘案して最

も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション医学管理料を算定する｡ ただし,

当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には, 必要に応じ, それぞれを対象と

する疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できる｡

８の４ 疾患別リハビリテーション医学管理は, 当該疾患別リハビリテーション医学管

理を行う以前に, 当該疾患別リハビリテーション医学管理に係る疾患等について, 疾

患別リハビリテーションを実施していたか否か及び疾患別リハビリテーション料の算

定日数の上限の日以内であるか否かにかかわらず, 患者の疾患等を総合的に勘案して

行うことができる｡ ただし, 当該医学管理は, 疾患別リハビリテーションを実施する

ことがふさわしい患者以外の患者 (特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患

者であって, 別表第九の九に掲げる場合に該当する者以外の患者) に対して実施する

ものであるから, 当該医学管理を行った後に疾患別リハビリテーションを行うことは,

原則としてできないものであること｡

８の５ 疾患別リハビリテーションを行っている期間は, 同一の疾患等に係る疾患別リ

ハビリテーション医学管理を実施できない｡ なお, 疾患別リハビリテーションから疾

患別リハビリテーション医学管理に移行する月においては, 移行日までは疾患別リハ

ビリテーション料を, 移行日後は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定するも

のであること｡

９ 疾患別リハビリテーションを実施する場合は, 診療報酬明細書の摘要欄に, 疾患名

及び当該疾患の治療開始日又は発症日等につき明記すること｡ を記載すること｡ また,

算定日数の上限を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち, 治療

を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合 (特掲診療

料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって, 別表第九の九第一号に掲

げる場合) は, ①これまでのリハビリテーションの実施状況 (期間及び内容), ②前

月の状態との比較をした当月の患者の状態, ③将来的な状態の到達目標を示した今後

のリハビリテーション計画, ④ＦＩＭ, ＢＩ, 関節の可動域, 歩行速度及び運動耐用

能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を摘要欄に記載する

こと｡ ただし, リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては, 当該計画書

の写しを添付することでも差し支えない｡ なお, 継続の理由については, 具体的には

次の例を参考にして記載すること｡

本患者は, 2006年９月21日に脳出血を発症し, 同日開頭血腫除去術を施行｡ 右片

麻痺を認めたが, 術後に敗血症を合併したため, 積極的なリハビリテーションが実

施できるようになったのは術後40日目からであった｡ 2007年２月中旬まで１日５単

位週４日程度のリハビリテーションを実施し, ＢＩは45点→65点に改善を認めた｡
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３月末に算定日数上限に達するが, ＢＩの改善を引き続き認めており, リハビリ開

始が合併症のために遅れたことを考えると, リハビリテーションの継続により, 更

なる改善が見込めると判断される｡

また, 疾患別リハビリテーション医学管理を実施する場合は, 診療報酬明細書の摘

要欄に, 疾患名, 当該疾患の治療開始日又は発症日等, 当該医学管理の開始日及びリ

ハビリテーションの実施日を記載すること｡

10 (略)

11 疾患別リハビリテーション医学管理料に含まれるリハビリテーションの費用につい

ては, 第７部リハビリテーションに定めるリハビリテーションに係る費用のうち, 当

該疾患別リハビリテーション医学管理料に係る疾患に対応する疾患別リハビリテーショ

ン料であり, 当該疾患別リハビリテーション医学管理料に係る疾患に対応する疾患別

リハビリテーション料以外の疾患別リハビリテーション料, 摂食機能療法, 視能訓練,

難病患者リハビリテーション料, 障害児 (者) リハビリテーション料及び薬剤料は含

まないものであること｡

また, 鋼線等による直達牽引 (２日目以降｡ 観血的に行った場合の手技料を含む｡),

介達牽引, 矯正固定, 変形機械矯正術, 消炎鎮痛等処置, 腰部又は胸部固定帯固定,

低出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行った場合の費用は, 同一の患者であって,

病態の異なる別の疾患に対するものであるか否かにかかわらず, 心大血管疾患リハビ

リテーション料, 脳血管疾患等リハビリテーション料, 運動器リハビリテーション料,

呼吸器リハビリテーション料疾患別リハビリテーションを行った日又は疾患別リハビ

リテーション医学管理を行った月の所定点数に含まれるものとする｡ なお, 単に疼痛

を緩和させるためのマッサージなどによる療法は, 消炎鎮痛等処置で行われるもので

あり, 疾患別リハビリテーション医学管理により実施されるリハビリテーションとは

明確に区分されるべきものであること｡

12 区分番号 B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った疾

患別リハビリテーション医学管理料を算定すべき医学管理に係る費用は, 算定しない｡

13 疾患別リハビリテーション又は疾患別リハビリテーション医学管理を一の保険医療

機関で実施している場合には, 他の保険医療機関で, 同一の疾患等に係る疾患別リハ

ビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない｡ したがっ

て, 当該患者等に対し照会等を行うことにより, 他の保険医療機関における疾患別リ

ハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料の算定の有無を確認す

ること｡

２ 別添１の第２章第７部第１節 ｢Ｈ000 心大血管疾患リハビリテーション料｣ を次の

ように改める｡

Ｈ000 心大血管疾患リハビリテーション料, Ｈ003-3 心大血管疾患リハビリテーショ

ン医学管理料

(１) 心大血管疾患リハビリテーション料及び心大血管疾患リハビリテーション医学管

理料は (以下略)

(２)・(３)・(４) (略)

(５) 心大血管疾患リハビリテーション料 (Ⅱ) を算定すべきリハビリテーション及び

心大血管疾患リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) を算定すべきリハビリテーショ
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ンについては, の届出保険医療機関において, 重症不整脈や運動で誘発される心筋

虚血を有する例, 左室駆出率40％未満の低心機能例又は慢性心不全例以外の心疾患

の患者について当該療法を行う場合には, 緊急対応が可能であることを前提としつ

つ, 看護師と患者が１対１で行った場合に限り医師の管理下で看護師が行うことも

可能である｡ この場合, 看護師と患者が１対１で行った場合に限り算定し, なお,

当該リハビリテーションの実施単位数は, 看護師１人につき１日18単位を標準とし,

週108単位に限り算定までとする｡ ただし, １日24単位を上限とする｡

(６) (略)

また, 心大血管疾患リハビリテーション医学管理料の所定点数には, 心大血管疾

患リハビリテーション医学管理の下に実施したリハビリテーションに付随する当該

検査に係る費用が含まれるものであり, 当該心大血管疾患リハビリテーション医学

管理を行っている月にあっても, 当該リハビリテーションを実施しないときに行わ

れる当該検査に係る費用は含まれないものである｡

(７) 治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合で

あって, 別に厚生労働大臣が定める患者とは, 算定日数の上限を超えて心大血管疾

患リハビリテーション料の所定点数が算定できる者は, 特掲診療料の施設基準等別

表第九の八に掲げる患者であって, 別表第九の九に掲げる場合であり, その留意事

項は以下のとおりである｡

ア 失語症, 失認及び失行症の患者

イ 高次脳機能障害の患者

ウ 重度の頸髄損傷の患者

エ 頭部外傷又は多部位外傷の患者

オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者

カ 難病患者リハビリテーション料に規定する患者

キ 障害児 (者) リハビリテーション料に規定する患者

である｡

ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する ｢その他別表第九の四

から別表第九の七までに規定する患者であって, リハビリテーションを継続して

行うことが必要であると医学的に認められる者｣ とは, 別表第九の四から別表第

九の七までに規定する患者であって, リハビリテーションを継続することにより

状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである｡

イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する ｢加齢に伴って生ずる心身の

変化に起因する疾病の者｣ とは, 要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者

であって, その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害

が, 介護保険法第７条第３項第２号に規定する特定疾病によって生じたものであ

るものをいう｡

３ 別添１の第２章第７部第１節 ｢Ｈ001 脳血管疾患等リハビリテーション料｣ を次の

ように改める｡

Ｈ001 脳血管疾患等リハビリテーション料, Ｈ003-4 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン医学管理料

(１) 脳血管疾患等リハビリテーション料及び脳血管疾患等リハビリテーション医学管

理料は, (以下略)
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(２) ア～カ (略)

キ リハビリテーションを要する状態であって, 一定程度以上の基本動作能力, 応

用動作能力, 言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは,

外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群, 脳性麻痺等に伴う先天性

の発達障害等の患者であって, 治療開始時の機能的自立度評価法 (Funetional

Independence Measure, 以下この項において ｢ＦＩＭ｣ という｡) 115以下, 基本

的日常生活活動度 (Burthel Index, 以下この項において ｢ＢＩ｣ という｡) 85以

下の状態等のものをいう｡

(３) 脳血管疾患等リハビリテーション料の所定点数には, 徒手筋力検査及びその他の

リハビリテーションに付随する諸検査が含まれる｡

また, 脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料の所定点数には, 脳血管疾患

等リハビリテーション医学管理の下に実施したリハビリテーションに付随する当該

検査に係る費用が含まれるものであり, 当該脳血管疾患等リハビリテーション医学

管理を行っている月にあっても, 当該リハビリテーションを実施しないときに行わ

れる当該検査に係る費用は含まれないものである｡

(４)・(５) (略)

(５) の２ 脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料は, 医師の指導管理の下, 理

学療法士, 作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われた１日 (ただし, １単位以

上のものに限る｡) 以上のリハビリテーションを含む, リハビリテーション実施計

画に基づく必要な医学管理を行った場合に算定する｡ また専任の医師が, 直接訓練

を実施した場合にあっても, 理学療法士, 作業療法士又は言語聴覚士が実施した場

合と同様に取り扱う｡

(６) 脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーション及び脳血管

疾患等リハビリテーション医学管理料を算定すべきリハビリテーションは, １人の

従事者が１人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場

合であって, 理学療法士, 作業療法士又は言語聴覚士と患者が１対１で行った場合

に算定し, うものとする｡

なお, 当該リハビリテーションの実施単位数は, 従事者１人につき１日18単位を

標準とし, 週108単位に限り算定までとする｡ ただし, １日24単位を上限とする｡

(７) 脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅱ) 及び脳血管疾患等リハビリテーション

医学管理料 (Ⅱ) の届出を行った保険医療機関 (専従する常勤の理学療法士が２名

以上勤務しているものに限る｡) において, 理学療法士, 作業療法士又は言語聴覚

士以外に, 運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに, 定期的に適切な研修

を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については,

当該療法を実施するに当たり, 医師又は理学療法士が事前に指示を行い, かつ事後

に当該療法に係る報告を受ける場合であって, (１) から (６) までのいずれにも

該当する場合に限り, 脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅱ) の100点を算定で

きる｡ なお, 当該保険医療機関が脳血管疾患等リハビリテーション医学管理を行う

月において, 当該あん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合について

は, 脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) の260点を算定できる｡

(８) 治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合で

あって, 別に厚生労働大臣が定める患者とは, 算定日数の上限を超えて脳血管疾患

等リハビリテーション料の所定点数が算定できる者は, 特掲診療料の施設基準等別
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表第九の八に掲げる患者であって, 別表第九の九に掲げる場合であり, その留意事

項は以下のとおりである｡

ア 失語症, 失認及び失行症の患者

イ 高次脳機能障害の患者

ウ 重度の頸髄損傷の患者

エ 頭部外傷又は多部位外傷の患者

オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者

カ 難病患者リハビリテーション料に規定する患者

キ 障害児 (者) リハビリテーション料に規定する患者

である｡

ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する ｢その他別表第九の四

から別表第九の七までに規定する患者であって, リハビリテーションを継続して

行うことが必要であると医学的に認められる者｣ とは, 別表第九の四から別表第

九の七までに規定する患者であって, リハビリテーションを継続することにより

状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである｡

イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する ｢加齢に伴って生ずる心身の

変化に起因する疾病の者｣ とは, 要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者

であって, その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害

が, 介護保険法第７条第３項第２号に規定する特定疾病によって生じたものであ

るものをいう｡

４ 別添１の第２章第７部第１節 ｢Ｈ002 運動器リハビリテーション料｣ を次のように

改める｡

Ｈ002 運動器リハビリテーション料, Ｈ003-5 運動器リハビリテーション医学管理料

(１) 運動器リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション医学管理料は (以下

略)

(２) (略)

(３) 運動器リハビリテーション料の所定点数には, 徒手筋力検査及びその他のリハビ

リテーションに付随する諸検査が含まれる｡

また, 運動器リハビリテーション医学管理料の所定点数には, 運動器リハビリテー

ション医学管理の下に実施したリハビリテーションに付随する当該検査に係る費用

が含まれるものであり, 当該運動器リハビリテーション医学管理を行っている月に

あっても, 当該リハビリテーションを実施しないときに行われる当該検査に係る費

用は含まれないものである｡

(４) (略)

(４) の２ 運動器リハビリテーション医学管理料は, 医師の指導監督の下, 理学療法

士又は作業療法士の監視下により行われた１日 (ただし, １単位以上のものに限る｡)

以上のリハビリテーションを含む, リハビリテーション実施計画に基づく必要な医

学管理を行った場合に算定する｡ また専任の医師が, 直接訓練を実施した場合にあっ

ても, 理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に取り扱う｡

(５) 運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーション及び運動器リハビ

リテーション医学管理料を算定すべきリハビリテーションは, １人の従事者が１人

の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって,
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理学療法士又は作業療法士と患者が１対１で行った場合に算定し, うものとする｡

なお, 当該リハビリテーションの実施単位数は, 従事者１人につき１日18単位を

標準とし, 週108単位までとする｡ ただし, １日24単位を上限とする｡

(６) 運動器リハビリテーション料 (Ⅱ) 及び運動器リハビリテーション医学管理料

(Ⅱ) の届出を行った保険医療機関 (専従の常勤理学療法士が勤務している場合に

限る｡) において, 理学療法士及び作業療法士以外に, 運動療法機能訓練技能講習

会を受講するとともに, 定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧

師等の従事者が訓練を行った場合については, 当該療法を実施するに当たり, 医師

又は理学療法士が事前に指示を行い, かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合

であって (１) から (５) までのいずれにも該当する場合に限り, 運動器リハビリ

テーション料 (Ⅱ) の80点を算定できる｡ なお, 当該保険医療機関が運動器リハビ

リテーション医学管理を行う月において, 当該あん摩マッサージ指圧師等の従事者

が訓練を行った場合については, 運動器リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) の220

点を算定できる｡

(７) 運動器リハビリテーション料 (Ⅰ) 及び運動器リハビリテーション医学管理料

(Ⅰ) の届出を行った保険医療機関において, 理学療法士及び作業療法士以外に,

適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等

の従事者が訓練を行った場合については, 当該療法を実施するに当たり, 医師又は

理学療法士が事前に指示を行い, かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であっ

て (１) から (５) までのいずれにも該当する場合に限り, 運動器リハビリテーショ

ン料 (Ⅱ) の80点を算定できる｡ なお, 当該保険医療機関が運動器リハビリテーショ

ン医学管理を行う月において, 当該あん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行っ

た場合については, 当該月においては運動器リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ)

の220点を算定する｡

(８) 治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合で

あって, 別に厚生労働大臣が定める患者とは, 算定日数の上限を超えて運動器リハ

ビリテーション料の所定点数が算定できる者は, 特掲診療料の施設基準等別表第九

の八に掲げる患者であって, 別表第九の九に掲げる場合であり, その留意事項は以

下のとおりである｡

ア 失語症, 失認及び失行症の患者

イ 高次脳機能障害の患者

ウ 重度の頸髄損傷の患者

エ 頭部外傷又は多部位外傷の患者

オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者

カ 難病患者リハビリテーション料に規定する患者

キ 障害児 (者) リハビリテーション料に規定する患者

である｡

ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する ｢その他別表第九の四

から別表第九の七までに規定する患者であって, リハビリテーションを継続して

行うことが必要であると医学的に認められる者｣ とは, 別表第九の四から別表第

九の七までに規定する患者であって, リハビリテーションを継続することにより

状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである｡

イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する ｢加齢に伴って生ずる心身の
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変化に起因する疾病の者｣ とは, 要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者

であって, その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害

が, 介護保険法第７条第３項第２号に規定する特定疾病によって生じたものであ

るものをいう｡

５ 別添１の第２章第７部第１節 ｢Ｈ003 呼吸器リハビリテーション料｣ を次のように改

める｡

Ｈ003 呼吸器リハビリテーション料, Ｈ003-6 呼吸器リハビリテーション医学管理料

(１) 呼吸器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション医学管理料は, (以

下略)

(２) (略)

(３) 呼吸器リハビリテーション料の所定点数には, 呼吸機能検査, 経皮的動脈血酸素

飽和度測定及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる｡ また,

及び呼吸機能訓練と同時に行った酸素吸入の費用も所定点数にが含まれる｡

また, 呼吸器リハビリテーション医学管理料の所定点数には, 呼吸器リハビリテー

ション医学管理の下に実施したリハビリテーションに付随する当該検査に係る費用

及び当該酸素吸入の費用が含まれるものであり, 当該呼吸器リハビリテーション医

学管理を行っている月にあっても, 当該リハビリテーションを実施しないときに行

われる当該検査に係る費用及び当該酸素吸入の費用は含まれないものである｡

(４) (略)

(４) の２ 呼吸器リハビリテーション医学管理料は, 医師の指導監督の下で行われる

ものであり, 理学療法士の監視下に行われた１日 (ただし, １単位以上のものに限

る｡) 以上のリハビリテーションを含む, リハビリテーション実施計画に基づく必

要な医学管理を行った場合に算定する｡ また専任の医師が, 直接訓練を実施した場

合にあっても, 理学療法士が実施した場合と同様に取り扱う｡

(５) 呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーション及び呼吸器リハビ

リテーション医学管理料を算定すべきリハビリテーションは, １人の従事者が１人

の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって,

理学療法士と患者が１対１で行った場合に算定し, うものとする｡

なお, 当該リハビリテーションの実施単位数は, 従事者１人につき１日18単位を

標準とし, 週108単位に限り算定までとする｡ ただし, １日18単位を標準とするが,

１日24単位を上限とする｡

(６) 治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合で

あって, 別に厚生労働大臣が定める患者とは, 算定日数の上限を超えて呼吸器リハ

ビリテーション料の所定点数が算定できる者は, 特掲診療料の施設基準等別表第九

の八に掲げる患者であって, 別表第九の九に掲げる場合であり, その留意事項は以

下のとおりである｡

ア 失語症, 失認及び失行症の患者

イ 高次脳機能障害の患者

ウ 重度の頸髄損傷の患者

エ 頭部外傷又は多部位外傷の患者

オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者

カ 難病患者リハビリテーション料に規定する患者
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キ 障害児 (者) リハビリテーション料に規定する患者

である｡

ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する ｢その他別表第九の四

から別表第九の七までに規定する患者であって, リハビリテーションを継続して

行うことが必要であると医学的に認められる者｣ とは, 別表第九の四から別表第

九の七までに規定する患者であって, リハビリテーションを継続することにより

状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである｡

イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する ｢加齢に伴って生ずる心身の

変化に起因する疾病の者｣ とは, 要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者

であって, その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害

が, 介護保険法第７条第３項第２号に規定する特定疾病によって生じたものであ

るものをいう｡

６ 別添１の第２章第７部第１節 ｢Ｈ007 障害児 (者) リハビリテーション料｣ の (３)

を次のように改める｡

(３) 障害児 (者) リハビリテーション料を算定する場合は, 脳血管疾患等リハビリテー

ション料又は, 運動器リハビリテーション料, 脳血管疾患等リハビリテーション医

学管理料又は運動器リハビリテーション医学管理料は別に算定できない｡

７ 別添２の第２章第７部通則２から４までを次のように改める｡

２ 各区分におけるリハビリテーション又はリハビリテーション医学管理の実施に当

たっては全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻 (開始時刻と終了時刻)

の記録を診療録等へ記載すること｡

３ 顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は診療録にマイオモニターを

用いた顎関節疾患の治療の開始及び終了時間, 治療内容, 使用機器名等を記載する

とともに, 診療報酬明細書の摘要欄に当該治療の実施年月日, 治療時間, 治療内容,

使用機器名を記載した場合に限り, １回につき医科点数表第２章第７部第１節の区

分番号Ｈ002に掲げる運動器リハビリテーション料の ｢２ 運動器リハビリテーショ

ン料 (Ⅱ)｣ の逓減前の所定点数により算定する｡

４ 開口障害の治療に際して整形手術後に開口器等を使用して開口訓練を行った場合

は診療録に開口障害の訓練の開始及び終了時間, 訓練内容, 使用器具名等を記載す

るとともに, 診療報酬明細書の摘要欄に当該治療の実施年月日, 訓練時間, 訓練内

容, 使用器具名を記載した場合に限り, 医科点数表第２章第７部第１節の区分番号

Ｈ002に掲げる運動器リハビリテーション料の ｢１ 運動器リハビリテーション料

(Ⅰ)｣ の逓減前の所定点数により１日につき１回に限り算定する｡ また, 顎骨骨折

に対する観血的手術後又は悪性腫瘍に対する放射線治療後に生じた開口障害につい

て, 開口器等を使用して開口訓練を行ったときについても同様の取扱いとする｡

８ 別添２の第２章第７部 ｢Ｈ000 脳血管疾患等リハビリテーション料｣ を次のように

改める｡

Ｈ000 脳血管疾患等リハビリテーション料, Ｈ000-2 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン医学管理料

脳血管疾患等リハビリテーション又は脳血管疾患等リハビリテーション医学管理は,
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医科点数表第２章第７部第１節の区分番号Ｈ001に掲げる脳血管疾患等リハビリテー

ション又は医科点数表第２章第７部第１節のＨ003-4に掲げる脳血管疾患等リハビリ

テーション医学管理の例により算定する｡ ただし, 音声・構音障害を持つ患者に対し

て言語機能に係る訓練を行った場合に限り算定できるものとする｡

３ 特掲診療料の施設基準等 (平成18年厚生労働省告示第94号)

第九 リハビリテーション

一 心大血管疾患リハビリテーション料, 脳血管疾患等リハビリテーション科, 運動器

リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準等

(１) ～ (８) (略)

(９) 心大血管疾患リハビリテーション料, 脳血管疾患等リハビリテーション料, 運動

器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働

大臣が定める場合

別表第九の九に掲げる場合

一の２ 心大血管疾患リハビリテーション医学管理料, 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン医学管理料, 運動器リハビリテーション医学管理料及び呼吸器リハビリテーション

医学管理料の施設基準等

(１) 心大血管疾患リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ), 脳血管疾患等リハビリテー

ション医学管理料 (Ⅰ), 運動器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 及び呼吸器

リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) の施設基準

第九第一号 (２) に規定する施設基準

(２) 心大血管疾患リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ), 脳血管疾患等リハビリテー

ション医学管理料 (Ⅱ), 運動器リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) 及び呼吸器

リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) の施設基準

第九第一号 (３) に規定する施設基準

(３) 心大血管疾患リハビリテーション医学管理料の対象患者

別表第九の四に掲げる患者

(４) 脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料の対象患者

別表第九の五に掲げる患者

(５) 運動器リハビリテーション医学管理料の対象患者

別表第九の六に掲げる患者

(６) 呼吸器リハビリテーション医学管理料の対象患者

別表第九の七に掲げる患者

二 (略)

別表第九の八 心大血管疾患リハビリテーション料, 脳血管疾患等リハビリテーション料,

運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上

限の除外対象患者

一 失語症, 失認及び失行症の患者

高次脳機能障害の患者

重度の頸髄損傷の患者

頭部外傷及び多部位外傷の患者

慢性閉塞性肺疾患 (ＣＯＰＤ) の患者
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心筋梗塞の患者

狭心症の患者

回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者

難病患者リハビリテーション料に規定する患者 (先天性又は進行性の神経・筋疾患

の者を除く｡)

障害児 (者) リハビリテーション料に規定する患者 (加齢に伴って生ずる心身の変

化に起因する疾病の者に限る｡)

その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって, リハビリテー

ションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者

二 先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者

障害児 (者) リハビリテーション料に規定する患者 (加齢に伴って生ずる心身の変

化に起因する疾病の者を除く｡)

別表第九の九 心大血管疾患リハビリテーション料, 脳血管疾患等リハビリテーション料,

運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働

大臣が定める場合

一 別表第九の八第一号に規定する患者については, 治療を継続することにより状態の

改善が期待できると医学的に判断される場合

二 別表第九の八第二号に規定する患者については, 患者の疾患, 状態等を総合的に勘

案し, 治療上有効であると医学的に判断される場合

４. ｢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18年

３月６日保医発第0306003号) の一部改正について

２ 別添１の ｢第38 心大血管疾患リハビリテーション料 (Ⅰ)｣ を次のように改める｡

(略)

２ 届出に関する事項

(１) 心大血管疾患リハビリテーション料 (Ⅰ) 及び心大血管疾患リハビリテーション医

学管理料 (Ⅰ) の施設基準に係る届出は, 別添２の様式37を用いること｡ なお, 平成

19年３月31日以前において, 改正前の別添２の様式37により心大血管疾患リハビリテー

ション料 (Ⅰ) の施設基準に係る届出が行われている場合には, 平成19年４月１日に

おいて, 改正後の別添２の様式37により心大血管疾患リハビリテーション料 (Ⅰ) 及

び心大血管疾患リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) の届出があったものとみなすも

のであること｡

(２)・(３) (略)

３ 別添１の ｢第39 心大血管疾患リハビリテーション料 (Ⅱ)｣ を次のように改める｡

(略)

２ 届出に関する事項

(１) 心大血管疾患リハビリテーション料 (Ⅱ) 及び心大血管疾患リハビリテーション医

学管理料 (Ⅱ) の施設基準に係る届出は, 別添２の様式37を用いること｡ なお, 平成

19年３月31日以前において, 改正前の別添２の様式37により心大血管疾患リハビリテー

ション料 (Ⅱ) の施設基準に係る届出が行われている場合には, 平成19年４月１日に

おいて, 改正後の別添２の様式37により心大血管疾患リハビリテーション料 (Ⅱ) 及
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び心大血管疾患リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) の届出があったものとみなすも

のであること｡

(２)・(３) (略)

４ 別添１の ｢第40 脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ)｣ を次のように改める｡

(１) (略)

(２) 次のアからエまでをすべて満たしていること｡

ア 専従の常勤理学療法士が５名以上勤務していること｡ ただし, 回復期リハビリテー

ション病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが, 運動器リハビリテーショ

ン料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ), 呼吸器リハビリテーション料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) 及び, 障害

児 (者) リハビリテーション料, 運動器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は

(Ⅱ) 及び呼吸器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) における常勤理

学療法士との兼任は可能であること｡

イ 専従の常勤作業療法士が３名以上勤務していること｡ ただし, 回復期リハビリテー

ション病棟における常勤作業療法士との兼任はできないが, 運動器リハビリテーショ

ン料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ), 呼吸器リハビリテーション料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) 及び, 障害

児 (者) リハビリテーション料, 運動器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は

(Ⅱ) 及び呼吸器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) における常勤作

業療法士との兼任は可能であること｡

ウ, エ (略)

(３) ～ (７) (略)

２ 届出に関する事項

(１) 脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ) 及び脳血管疾患等リハビリテーション医

学管理料 (Ⅰ) の施設基準に係る届出は, 別添２の様式38を用いること｡ なお, 平成

19年３月31日以前において, 改正前の別添２の様式38により脳血管疾患等リハビリテー

ション料 (Ⅰ) の施設基準に係る届出が行われている場合には, 平成19年４月１日に

おいて, 改正後の別添２の様式38により脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ) 及

び脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) の届出があったものとみなすも

のであること｡

(２) ～ (４) (略)

５ 別添１の ｢第41 脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅱ)｣ を次のように改める｡

(１) (略)

(２) 専従の常勤理学療法士, 専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士のい

ずれか１名以上勤務していること｡ ただし, 回復期リハビリテーション病棟にお

ける従事者との兼任はできないが, 運動器リハビリテーション料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ),

呼吸器リハビリテーション料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) 及び, 障害児 (者) リハビリテー

ション料, 運動器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) 及び呼吸器リ

ハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) における従事者との兼任は可能で

あること｡

(３) ～ (６) (略)

２ 届出に関する事項

(１) 脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅱ) 及び脳血管疾患等リハビリテーショ
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ン医学管理料 (Ⅱ) の施設基準に係る届出は, 別添２の様式38を用いること｡ な

お, 平成19年３月31日以前において, 改正前の別添２の様式38により脳血管疾患

等リハビリテーション料 (Ⅱ) の施設基準に係る届出が行われている場合には,

平成19年４月１日において, 改正後の別添２の様式38により脳血管疾患等リハビ

リテーション料 (Ⅱ) 及び脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) の

届出があったものとみなすものであること｡

(２)・(３) (略)

６ 別添１の ｢第42 運動器リハビリテーション料 (Ⅰ)｣ を次のように改める｡

(１) (略)

(２) 次のアからウまでのいずれかを満たしていること｡ ただし, アからウまでのい

ずれの場合にも, 回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常

勤作業療法士との兼任はできないが, 脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ)

又は (Ⅱ), 呼吸器リハビリテーション料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) 及び, 障害児 (者)

リハビリテーション料, 脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は

(Ⅱ) 及び呼吸器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) における常勤

理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること｡

ア 専従の常勤理学療法士が２名以上勤務していること｡

イ 専従の常勤作業療法士が２名以上勤務していること｡

ウ 専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が併せて２名以上勤務して

いること｡

なお, 当分の間, 適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん

摩マッサージ指圧師等が, 専従の常勤職員として勤務している場合であって, 運

動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制

が確保されている場合に限り, 理学療法士が勤務しているものとして届出ること

ができる｡ ただし, 当該あん摩マッサージ指圧師等は, 呼吸器リハビリテーショ

ン料 (Ⅱ), 呼吸器リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) 等との兼任はできない

こと｡

(３) ～ (６) (略)

２ 届出に関する事項

(１) 運動器リハビリテーション料 (Ⅰ) 及び運動器リハビリテーション医学管理料

(Ⅰ) の施設基準に係る届出は, 別添２の様式38を用いること｡ なお, 平成19年

３月31日以前において, 改正前の別添２の様式38により運動器リハビリテーショ

ン料 (Ⅰ) の施設基準に係る届出が行われている場合には, 平成19年４月１日に

おいて, 改正後の別添２の様式38により運動器リハビリテーション料 (Ⅰ) 及び

運動器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) の届出があったものとみなすもので

あること｡

(２)・(３) (略)

７ 別添１の ｢第43 運動器リハビリテーション料 (Ⅱ)｣ を次のように改める｡

(１) (略)

(２) 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士がいずれか１名以上勤務して

いること｡ ただし, 回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任

2007年(平成19年)４月15日 No.1859 ( 17 )



はできないが, 脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ), 呼吸器リ

ハビリテーション料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) 及び, 障害児 (者) リハビリテーション料,

脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) 及び呼吸器リハビ

リテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) における従事者との兼任は可能である

こと｡

(３) ～ (６) (略)

２ 届出に関する事項

(１) 運動器リハビリテーション料 (Ⅱ) 及び運動器リハビリテーション医学管理料

(Ⅱ) の施設基準に係る届出は, 別添２の様式38を用いること｡ なお, 平成19年

３月31日以前において, 改正前の別添２の様式38により運動器リハビリテーショ

ン料 (Ⅱ) の施設基準に係る届出が行われている場合には, 平成19年４月１日に

おいて, 改正後の別添２の様式38により運動器リハビリテーション料 (Ⅱ) 及び

運動器リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) の届出があったものとみなすもので

あること｡

(２)・(３) (略)

８ 別添１の ｢第44 呼吸器リハビリテーション料 (Ⅰ)｣ を次のように改める｡

(１) (略)

(２) 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士１名を含む常

勤の理学療法士が２名以上勤務していること｡ ただし, 専従の常勤理学療法士１

名については, 回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士との兼任

はできないが, 脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ), 運動器リ

ハビリテーション料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) 及び, 障害児 (者) リハビリテーション料,

脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) 及び運動器リハビ

リテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) における常勤理学療法士との兼任は可

能であること｡

(３) ～ (６) (略)

２ 届出に関する事項

(１) 呼吸器リハビリテーション料 (Ⅰ) 及び呼吸器リハビリテーション医学管理料

(Ⅰ) の施設基準に係る届出は, 別添２の様式38を用いること｡ なお, 平成19年

３月31日以前において, 改正前の別添２の様式38により呼吸器リハビリテーショ

ン料 (Ⅰ) の施設基準に係る届出が行われている場合には, 平成19年４月１日に

おいて, 改正後の別添２の様式38により呼吸器リハビリテーション料 (Ⅰ) 及び

呼吸器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) の届出があったものとみなすもので

あること｡

(２)・(３) (略)

９ 別添１の ｢第45 呼吸器リハビリテーション料 (Ⅱ)｣ を次のように改める｡

(１) (略)

(２) 専従の常勤理学療法士が１名以上勤務していること｡ ただし, 回復期リハビリ

テーション病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが, 脳血管疾患等リ

ハビリテーション料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ), 運動器リハビリテーション料 (Ⅰ) 又は

(Ⅱ) 及び, 障害児 (者) リハビリテーション料, 脳血管疾患等リハビリテーショ
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ン医学管理料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) 及び運動器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ)

又は (Ⅱ) における常勤理学療法士との兼任は可能であること｡

(３) ～ (６) (略)

２ 届出に関する事項

(１) 呼吸器リハビリテーション料 (Ⅱ) 及び呼吸器リハビリテーション医学管理料

(Ⅱ) の施設基準に係る届出は, 別添２の様式38を用いること｡ なお, 平成19年

３月31日以前において, 改正前の別添２の様式38により呼吸器リハビリテーショ

ン料 (Ⅱ) の施設基準に係る届出が行われている場合には, 平成19年４月１日に

おいて, 改正後の別添２の様式38により呼吸器リハビリテーション料 (Ⅱ) 及び

呼吸器リハビリテーション医学管理料 (Ⅱ) の届出があったものとみなすもので

あること｡

(２)・(３) (略)

10 別添１の ｢第47 障害児 (者) リハビリテーション料｣ の (２) を次のように改める｡

(２) ア又はイのいずれかに該当していること｡

ア (略)

イ 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のいずれか１名以上及び障

害児 (者) リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師１名以上の併

せて２名以上が勤務していること｡

ただし, 回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任はでき

ないが, 脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ), 運動器リハビ

リテーション料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) 及び, 呼吸器リハビリテーション料 (Ⅰ) 又

は (Ⅱ), 脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ), 運動

器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) 及び呼吸器リハビリテーショ

ン医学管理料 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) における常勤従事者との兼任は可能であること｡

(３) (以下略)

５. ｢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

関する事項等について｣ (平成18年４月28日老老発第0428001号・保医発第0428001号)

の一部改正について

１ 第４の５を次のように改める｡

５. リハビリテーションに関する留意事項について

(１) 要介護被保険者等である患者であって, 特定施設入居者生活介護又は地域密着型

特定施設入居者生活介護の受給者及びグループホーム (認知症対応型共同生活介護

又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施設) の入所者以外のもの

に対して行うリハビリテーションについては, 指定訪問リハビリテーション又は通

所リハビリテーションを行った日以外の日に限り, 医療保険の疾患別リハビリテー

ション料を算定できるものであること｡ は, 同一の疾患等について, 医療保険にお

ける心大血管疾患リハビリテーション料, 脳血管疾患等リハビリテーション料, 運

動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料 (以下 ｢医療保険にお

ける疾患別リハビリテーション料｣ という｡) を算定するリハビリテーション (以

下 ｢医療保険における疾患別リハビリテーション｣ という｡) を行った後, 介護保
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険における通所リハビリテーション, 訪問リハビリテーション, 介護予防訪問リハ

ビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション (以下 ｢介護保険におけるリ

ハビリテーション｣ という｡) に移行した日以降は, 医療保険における疾患別リハ

ビリテーション料は算定できない｡

また, 同一の疾患等について, 介護保険におけるリハビリテーションを行った月

においては, 医療保険における心大血管疾患リハビリテーション医学管理料, 脳血

管疾患等リハビリテーション医学管理料, 運動器リハビリテーション医学管理料又

は呼吸器リハビリテーション医学管理料は算定できない｡

ただし, 医療保険における疾患別リハビリテーションを実施後, 介護保険におけ

るリハビリテーションに移行した場合であっても, 当該リハビリテーションに係る

疾患等について, 手術, 急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーショ

ン料を算定する患者に該当することとなった場合には, 新たに医療保険における疾

患別リハビリテーション料が算定できるものであること｡

(２) 介護老人保健施設の入所者に対しては, 特掲診療料の施設基準等 (平成18年厚生

労働省告示第94号) 別表第十二第二号に掲げるリハビリテーション又は脳血管疾患

等リハビリテーション医学管理料, 運動器リハビリテーション医学管理料若しくは

呼吸器リハビリテーション医学管理料はいずれも算定できないものであること｡

２ 別紙を次のように改める｡

2007年(平成19年)４月15日 No.1859( 20 )



2007年(平成19年)４月15日 No.1859 ( 21 )

※
１
)
※
２
)
※
３
)
略



６. ｢診療報酬請求書等の記載要領等について｣ (昭和51年８月７日保険発第82号) の一部

改正について

10 別紙１のⅡの第３の２の (31) のウを次のように改める｡

ウ リハビリテーションを算定した場合は, 当該項目, 算定単位数及び合計点数を

記載するとともに, ｢摘要｣ 欄に実施日数を記載すること｡ (略) 心大血管疾患リ

ハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料については, 疾患名及び治

療開始日を, 脳血管疾患等リハビリテーション料, 運動器リハビリテーション料

及び難病患者リハビリテーション料については, 疾患名及び, 発症月日, 手術月

日又は急性増悪した月日を, 障害児 (者) リハビリテーション料については, 発

症月日を, 心大血管疾患リハビリテーション医学管理料, 脳血管疾患等リハビリ

テーション医学管理料, 運動器リハビリテーション医学管理料及び呼吸器リハビ

リテーション医学管理料については, 疾患名及び当該疾患の治療開始日, 発症月

日, 手術月日又は急性増悪した月日, 当該医療管理の開始月日及びリハビリテー

ションの実施日を, それぞれ ｢摘要｣ 欄に記載すること｡ 心大血管疾患リハビリ

テーション料, 脳血管疾患等リハビリテーション料, 運動器リハビリテーション

料及び呼吸器リハビリテーション料について, 治療を継続することにより状態の

改善が期待できると医学的に判断した患者に対して行った場合は, その理由をを

実施している患者であって, 算定日数の上限を超えて継続して疾患別リハビリテー

ションを行う患者のうち, 治療を継続することにより状態の改善が期待できると

医学的に判断される場合 (特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる

患者であって, 別表第九の九第一号に掲げる場合) は, ①これまでのリハビリテー

ションの実施状況 (期間及び内容), ②前月の状態との比較をした当月の患者の

状態, ③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画, ④機

能的自立度評価法 (Functional Independence Measure, 以下この部において ｢Ｆ

ＩＭ｣ という｡), 基本的日常生活活動度 (Barthel Index, 以下この部において

｢ＢＩ｣ という｡), 関節の可動域, 歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた

具体的な改善の状態等を示した継続の理由を ｢摘要｣ 欄に記載すること｡ ただし,

リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては, 当該計画書を添付する

ことでも差し支えないこと｡ なお, 継続の理由については, 具体的には次の例を

参考にして ｢摘要｣ 欄に記載すること｡

本患者は, 2006年９月21日に脳出血を発症し, 同日開頭血腫除去術を施行｡

右片麻痺を認めたが, 術後に敗血症を合併したため, 積極的なリハビリテーショ

ンが実施できるようになったのは術後40日目からであった｡ 2007年２月中旬ま

で１日５単位週４日程度のリハビリテーションを実施し, ＢＩは45点→65点に

改善を認めた｡ ３月末に算定日数上限に達するが, ＢＩの改善を引き続き認め

ており, リハビリ開始が合併症のために遅れたことを考えると, リハビリテー

ションの継続により, 更なる改善が見込めると判断される｡

また, 新たな疾患が発症し, 新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状

態となった場合には, 新たな疾患名及び, 治療開始日又は発症月日等を ｢摘要｣

欄に記載すること｡ 治療開始日から３月以内の患者について摂食機能療法を算定

した場合は, ｢摘要｣ 欄に治療開始日を記載すること｡
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11 別紙１のⅡの第３の２の (32) のエを次のように改める｡

(32) ｢入院｣ 欄について

エ 患者の急性増悪により, 療養病棟入院基本料２を算定する病棟において, 同一

の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場

合であって, 療養病棟入院基本料２の入院基本料Ｅを算定した場合, 又は有床診

療所療養病床入院基本料２を算定する病室において, 同一の保険医療機関の療養

病床以外へ転室又は別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床

以外の病室へ転院する場合であって, 有床診療所療養病床入院基本料２の入院基

本料Ｅを算定した場合は, その医療上の必要性について, 回復期リハビリテーショ

ン入院料を算定する療養病棟において当該入院料に係る算定要件に該当しない患

者について, 療養病棟入院基本料２の入院基本料Ｅを算定する場合は, 非該当患

者である旨について, ｢摘要｣ 欄に詳細に記載すること｡

(以下略)

７. 疾患別リハビリテーション料の見直しに関する 『Ｑ＆Ａ』 (平成19年４月１日実施)

Ｑ１. 平成19年４月１日において疾患別リハビリテーションを継続している患者又はすで

に疾患別リハビリテーションを中断している患者の治療開始日, 発症日, 手術日又は

急性増悪の日の取扱いは, 平成19年４月１日を起算日とするのか？

Ａ１. 当該患者の治療開始日, 発症日, 手術日又は急性増悪の日を起算日とする (いわゆ

る ｢リセット｣ はしない)｡ なお, 平成18年４月の診療報酬改定において, 疾患別リ

ハビリテーションの発症日等の取扱いを平成18年４月１日とした患者については, 平

成18年４月１日が発症日等となる｡

Ｑ２. 平成19年３月末日以前から疾患別リハビリテーションを実施している患者が, 平成

19年４月１日以降, 疾患別リハビリテーション料の逓減開始日数を超えることとなっ

た場合, 逓減後の点数を算定することになるのか？

Ａ２. そのとおり｡

Ｑ３. 平成19年３月末日までに, すでに疾患別リハビリテーションの算定日数上限を超え

ており, 疾患別リハビリテーションを中断している患者であっても, 今回の見直しに

より除外対象患者 (特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって別表

第九の九に掲げる場合に該当する者) に新たに該当することとなった者については,

平成19年４月１日から疾患別リハビリテーション料を算定できるのか？

Ａ３. 算定できる｡ ただし, 逓減後の疾患別リハビリテーション料の点数を算定する｡

Ｑ４. 平成19年３月末日までに, すでに疾患別リハビリテーションの算定日数上限を超え

ており, 疾患別リハビリテーションを中断している患者であっても, 平成19年４月１

日からリハビリテーション医学管理料は算定できるのか？

Ａ４. 算定できる｡ (留意事項 通則８の４)

Ｑ５. 疾患別リハビリテーションの算定日数上限を超えて継続して疾患別リハビリテーショ

ンを実施する場合又は疾患別リハビリテーション医学管理を実施する場合に必要とな

る ｢リハビリテーション実施計画書｣ については, 様式が定められているのか？

Ａ５. 様式は定められていない｡ 各保険医療機関において, 留意事項通知に示されている

必要事項等を盛り込み, 各保険医療機関の運用に沿った計画書を作成されたい｡
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Ｑ６. 運動器リハビリテーション料 (Ⅰ) 及び運動器リハビリテーション医学管理料 (Ⅰ)

の届出を行った保険医療機関が運動器リハビリテーション医学管理を行う月において,

適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の

従事者が訓練を行った日がある場合には, 当該月において理学療法士又は作業療法士

が訓練を行った日があっても, 当該患者については運動器リハビリテーション医学管

理料 (Ⅱ) の220点を算定するのか？

Ａ６. そのとおり｡ (留意事項 H002の (７))
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70歳未満の者の入院等に係る
高額療養費の現物給付化等について

標記については, 平成18年12月20日付け政令第390号により健康保険法施行令等が, 平

成19年２月28日付け厚生労働省令第16号により健康保険法施行規則等が一部改正され, 平

成19年４月１日から, 70歳未満の患者についても, 70歳以上の患者と同様に, 入院患者お

よび在宅時医学総合管理料または在宅末期医療総合診療料算定患者について高額療養費が

現物給付化されることになりました｡ (保険だより３月15日号, ４月１日号参照)

今回の健康保険法施行令等および同施行規則等の一部改正による高額療養費現物給付化

等の概要は下記のとおりです｡

また, 厚生労働省および日本医師会等の連名で医療機関掲示用のポスターが作成され,

社会保険事務局を通じて病院および有床診療所に１枚ずつ配布されることになっています

が, そのデータは, 厚生労働省ホームページに掲載されており, ダウンロード可能です｡

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/index.html)

｢健康保険法施行令等の一部を改正する政令｣ 及び ｢健康保険法施行規則等の一部を改正

する省令｣ 等 (平成19年４月１日施行) の概要

第１ 改正等の趣旨及び主な内容

70歳未満の被保険者に係る高額療養費の支給において, あらかじめ保険者の認定を

受けた被保険者については現行の70歳以上の被保険者と同様に現物給付化 (高額療養

費を保険者から保険医療機関等に支払う) された｡

(１) 現物給付化の対象となる療養

入院療養又は入院療養以外の療養であって一の保険医療機関等による総合的かつ

計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの (注) (以下

｢入院療養等｣ という｡) を受けた場合

(注) ｢入院療養以外の療養であって一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な

医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの｣ は以下のとおり

(現行の70歳以上の場合と同様)
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○健康保険法施行令第43条第１項第１号及び第３号の規定に基づき厚生労働大
臣が定める療養
１ 診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第１第２章第
２部第１節区分Ｃ002に掲げる在宅時医学総合管理料が算定されるべき療養
２ 診療報酬の算定方法別表第１第２章第２部第１節区分Ｃ003に掲げる在宅
末期医療総合診療料が算定されるべき療養
３ 前２号に掲げる療養を受ける被保険者又はその被扶養者が, 当該療養を
受ける月と同一の月において, 当該療養を行う保険医療機関等から受ける
外来療養 (健康保険法 (大正11年法律第70号) 第63条第１項第１号から第
４号までに掲げる療養 (同項第５号に掲げる療養に伴うものを除く｡) をい
う｡)

[以下について同様]
○船員保険法施行令第11条第１項第１号及び第３号の規定に基づき厚生労働大



(２) 70歳未満の患者に係る１か月当たりの自己負担限度額

※高額療養費算定基準額は従来どおり

(注) ＜ ＞内の金額は, 多数回該当 (過去12か月に３回以上高額療養費の支給を

受け４回目以降の支給に該当) の場合｡

第２ 改正等の具体的内容

１ 健康保険法施行規則の一部改正等

(１) 70歳未満の者の入院療養等に係る高額療養費の現物給付化関係

１) 70歳未満の上位所得者及び一般所得者について

① 認定を受けようとする被保険者は, 保険者に対し高額療養費算定基準額に係

る所得区分の認定申請を行う｡

② 保険者は申請に基づき認定を行い, ｢限度額適用認定証｣ (様式第13号の２)

を交付する (有効期限の記載あり)｡

③ 認定を受けた者は, 保険医療機関等から療養 (令第43条第１項第１号に掲げ

る入院療養等に限る｡ 前掲第１の (１) 参照) を受けようとするときは, 被保

険者証に添えて, 限度額適用認定証を当該保険医療機関等に提出する｡ ただし,

やむを得ない理由があるときは, この限りでない｡

保険医療機関等に限度額適用認定証が提出されなかった場合には, 高額療養

費の現物給付の対象とならず, 被保険者等は一旦, 当該保険医療機関等に一部

負担金等を支払い, 保険者に高額療養費の支給申請を行う｡

２) 70歳未満の低所得者について

※現行の70歳以上の低所得者に係る手続きと共通のものとする

① 認定を受けようとする被保険者は, 保険者に対し高額療養費算定基準額に係

る所得区分の認定申請を行う｡

② 保険者は申請に基づき認定を行い, ｢限度額適用・標準負担額減額認定証｣

(様式第14号) を交付する (有効期限の記載あり)｡ ※従前からある様式を使用
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臣の定める療養
○国民健康保険法施行令第29条の４第１項第１号及び第３号の規定に基づき厚
生労働大臣が定める療養

１か月当たりの自己負担限度額

上位所得者
150,000円

＋ (医療費 － 500,000円) × １％
＜83,400円＞

一 般
80,100円

＋ (医療費 － 267,000円) × １％
＜44,400円＞

低所得者
(住民税非課税)

35,400円
＜24,600円＞

○様式第13号の２の限度額適用認定証の ｢適用区分｣ 欄の記載について
健康保険法施行令第42条第１項第２号に掲げる者 (上位所得者) ： ｢Ａ]
健康保険法施行令第42条第１項第１号に掲げる者 (一般所得者) ： ｢Ｂ]

�
�
�



平成19年３月31日までに現行の ｢健康保険標準負担額減額認定証｣ (様式第

11号) の交付を受けている場合は, 平成19年７月31日までの間, 当該認定証を

改正後の様式第14号 ｢限度額適用・標準負担額減額認定証｣ とみなす｡ (改正

省令附則第２条第２項)

なお, ｢健康保険標準負担額減額認定証｣ (様式第11号) は今回の改正により

削除され, 平成19年４月１日以降は ｢限度額適用・標準負担額減額認定証｣

(様式第14号) に一本化される｡

③ 認定を受けた者は, 保険医療機関等から療養 (令第43条第１項第１号に掲げ

る入院医療等に限る｡ 前掲第１の (１) 参照) を受けようとするときは, 被保

険者証に添えて, 限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等に

提出する｡ ただし, やむを得ない理由があるときは, この限りでない｡

保険医療機関等に限度額適用・標準負担額減額認定証が提出されなかった場

合には, 高額療養費の現物給付の対象とならず, 被保険者等は一旦, 当該保険

医療機関等に一部負担金等を支払い, 保険者に高額療養費の支給申請を行う｡

３) その他高額療養費の現物給付における留意事項

① 高額療養費の現物給付における多数回該当の取扱い

多数回該当の場合, 保険医療機関等においては, 入院療養等を受けている被

保険者等の入院期間が３か月を超えている場合など, 当該保険医療機関等にお

いて当該被保険者等が多数回該当に該当していることが確認できた場合に限り

対応する｡

被保険者等の転院などに伴い, 当該保険医療機関等において当該被保険者等

が多数回該当に該当していることが確認できない場合等は, 別途被保険者から

の高額療養費の支給申請に基づき, 保険者が対応する｡

② 高額療養費の現物給付における世帯合算の取扱い

同一月内に, 複数の保険医療機関等から高額療養費の現物給付を受けた場合

や複数の者について高額療養費の現物給付を受けた場合など, 世帯合算に係る

調整は, 別途被保険者からの高額療養費の申請に基づき, 保険者が対応する｡

２ 船員保険法施行規則の一部改正

(１) 70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化関係

上記１ (１) に準じた改正｡

2007年(平成19年)４月15日 No.1859 ( 27 )

○様式第14号による限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分欄について
健康保険法施行令第42条第１項第３号に掲げる者

(70歳未満の低所得者 (住民税非課税)) ： ｢Ｃ]
健康保険法施行令第42条第２項第４号に掲げる者 ※従前どおり
(70歳以上の低所得者(住民税非課税)で年金収入80万円以下等) ： ｢Ⅰ]
健康保険法施行令第42条第２項第３号に掲げる者 ※従前どおり

(70歳以上の低所得者 (住民税非課税)で ｢Ⅰ｣以外の者) ： ｢Ⅱ]

�
�
�
�
�
�
�
�
�



３ 国民健康保険法施行規則の一部改正

(１) 70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化関係

１) 認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は, 保険者

に対し高額療養費算定基準額に係る所得区分の認定申請を行う｡

２) 保険者は申請に基づき認定する｡ 市町村国民健康保険においては, 世帯主が

保険料を滞納していない旨を確認できたときに認定を行う｡ ただし, 保険料の

滞納につき特別な事情がある場合又はその他保険者が適当と認める場合は, 認

定を行う｡

３) 保険者は申請に基づき認定を行った場合, ｢限度額適用認定証｣ (様式第１号

の８) を交付する (有効期限の記載あり)｡

ただし, 当該被保険者が減額認定証 (様式第１号の６) の交付を受けており,

保険者が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は, 当

該減額認定証が限度額適用認定証を兼ねる｡

(※国保においては健保・船員とは異なり, 今後も ｢減額認定証｣ (様式第１

号の６) が存続する｡ なお, すでに交付を受けている ｢減額認定証｣ (様式第

１号の６) を ｢限度額適用認定証｣ (様式第１号の８) とみなす措置はない｡)

４) 認定を受けた者は, 保険医療機関から療養 (令第29条の４第１項第１号に掲

げる入院療養等に限る｡ 前掲第１の (１) 参照) を受けようとするときは, 被

保険者証に添えて, 限度額適用認定証を当該保険医療機関に提出する｡

保険医療機関に限度額適用認定証が提出されなかった場合には, 高額療養費

の現物給付の対象とならず, 被保険者等は一旦, 当該保険医療機関に一部負担

金等を支払い, 保険者に高額療養費の支給申請を行う｡

５) 高額療養費の現物給付における多数回該当及び世帯合算の取扱いは, 上記１

(１) ３) と同様｡

(２) 地方公共団体が単独で実施する医療費助成事業 (以下 ｢地方単独事業｣ という｡)

に関する医療の給付に係る高額療養費の算定基準等に関する規定の整備関係

１) 現在, 以下の規定において, 地方単独事業に関する医療の給付にあっては,

公費負担医療と同様に扱うこととされている｡
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○様式第１号の８の限度額適用認定証の ｢適用区分｣ 欄の記載について
国民健康保険法施行令第29条の３第１項第２号に掲げる者

(上位所得者) ： ｢Ａ]
国民健康保険法施行令第29条の３第１項第１号に掲げる者

(一般所得者) ： ｢Ｂ]
国民健康保険法施行令第29条の３第１項第３号に掲げる者

(70歳未満の低所得者 (住民税非課税)) ： ｢Ｃ]

�
�
�
�
�
�
�
�
�

・ ｢健康保険法施行規則第98条第11号及び船員保険法施行規則第47条第10号
の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付｣

(一部改正：平成18年３月30日 厚生労働省告示第180号)
・ ｢健康保険法施行規則第106条第８号及び第107条第10号並びに船員保険法
施行規則第47条ノ２ノ８第７号及び第47条ノ２ノ９第９号の規定に基づき
厚生労働大臣が定める医療に関する給付｣



公費負担医療に関する医療の給付に係る高額療養費の算定基準額の取扱いは,

国民健康保険法施行令第29条の３第５項各号に定める額とされているため, 一

律一般並みの所得区分で算定されることとなるが, 国民健康保険においては,

公費負担医療における取扱いとは異なり所得区分に応じた取扱いとしていた平

成18年３月以前と同様の取扱いとする｡ なお, 平成18年度についても, 平成18

年３月以前と同様の取扱いとして差し支えない｡ (国民健康保険以外は変更な

し｡)

※ 低所得者の場合における公費事業者 (都道府県等) の負担軽減

[国民健康保険における70歳未満被保険者 (低所得者) と公費負担医療

(自己負担25,000円の場合) に係る高額療養費の例]
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(一部改正：平成18年３月30日 厚生労働省告示第181号)
・ ｢健康保険法施行規則第108条第７号及び船員保険法施行規則第47条ノ３
第７号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付｣

(一部改正：平成18年３月30日 厚生労働省告示第182号)



2007年(平成19年)４月15日 No.1859( 30 )



2007年(平成19年)４月15日 No.1859 ( 31 )



2007年(平成19年)４月15日 No.1859( 32 )



2007年(平成19年)４月15日 No.1859 ( 33 )



＜記載例＞
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｢診療報酬請求書等の記載要領等について｣

(昭和51年８月７日保険発第82号) の一部改正について

診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正通知が下記のとおり発出されましたのでお知

らせします｡

診療報酬請求書等の記載要領

１ 別紙１の II の第１の９の (２) を次のように改める｡

９ ｢公費負担｣ 欄の ｢公費と医保 (老人) の併用｣ 欄について

(２) ｢件数｣ 欄には, 公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して, それぞれの

制度の該当欄に記載すること｡ したがって, 医療保険と２種の公費負担医療 (例え

ば, 結核予防法感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下

｢感染症法｣ という｡) による結核患者の適正医療と障害者自立支援法) の併用の場

合は, １枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は２件となること｡

２ 別紙１の II の第１の10の (１) を次のように改める｡

10 ｢公費負担｣ 欄の ｢公費と公費の併用｣ 欄について

(１) 公費負担医療のみで２種以上の公費負担医療の併用が行われた場合には, 当該併

用の者に係る明細書分を記載すること｡ 公費負担医療が２種の場合, 例えば生活保

護法に係る分と結核予防法第34条感染症法による結核患者の適正医療に係る分とを

併せて請求する場合には 欄に記載することとし, これ以外の公費負

担医療の組合せについて請求する場合には, 空欄にそれぞれの公費負担医療の法別

番号を記載し, 当該公費負担医療に係る分を記載すること｡

なお, 特例的に, 生活保護法, 結核予防法感染症法による結核患者の適正医療及

び障害者自立支援法の３種の公費負担医療の併用の場合があるが, この場合は, 空

欄を取り繕ってそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載し, 当該公費負担医療に

係る分を記載すること｡

３ 別紙１の II の第１の14の (３) を次のように改める｡

14 ｢備考｣ 欄について

(３) 老人被爆, 老人保健と結核予防法感染症法の併用, 老人保健と生活保護法の併用,

老人保健と障害者自立支援法の併用, 老人保健と精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律との併用, 老人保健と麻薬及び向精神薬取締法との併用, 老人保健と感染

症の予防及び感染症の患者に対する法律との併用又は老人保健と特定疾患治療研究

事業の併用分については, 次の要領で件数, 日数等を記載すること｡ ただし, ｢備

考｣ 欄に書ききれない場合は, 続紙として診療報酬請求書と同じ大きさの用紙を請

求書に添付しても差し支えないこと｡ なお, 入院外分にあっては療養の給付に係る

事項のみで差し支えないこと｡
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４ 別紙１の II の第３の２の (15) の表に次のように加える｡

(15) ｢特記事項｣ 欄について

５ 別紙１の II の第３の２の (17) のアを次のように改める｡

(17) ｢傷病名｣ 欄について

ア 傷病名については, 原則として, ｢磁気テープ等を用いた請求に関して厚生労

働大臣が定める規格及び方式｣ (平成３年９月27日) ｢光ディスク等を用いた費用

の請求に関して厚生労働大臣が定める方式及び規格並びに電子情報処理組織の使

用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式｣ (平成18年４

月10日) 別添３に規定する傷病名を用いること｡

６ 別紙１の II の第３の２の (21) のウを次のように改める｡

(21) ｢点数｣ 欄について

ウ 公費負担医療のみの場合であっても, 当月診療に係るすべての回数及び点数を

記載すること｡ 結核予防法感染症法と生活保護法との併用の場合は, 生活保護法

に係る診療内容が該当するものであること｡

７ 別紙１の II の第３の２の (24) のコを次のように改める｡

(24) ｢医学管理｣ 欄について

コ 結核予防法感染症法による公費負担申請に係る診断書料及び協力料を算定した

場合は, その旨及び点数を記載すること｡
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８ 別紙１の II の第３の２の (28) のウのｆを次のように改める｡

(28) ｢処置｣ 欄又は ｢手術・麻酔｣ 欄について

ｆ ｢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18年３月

６日保医発第0306005号) Ｉの３の (30) のイ及び, 同３の (42) 及び同３の

(77) に該当する場合には, 所定の事項を ｢摘要｣ 欄に記載すること｡ また, 同

通知の IVに規定する略称を使用しても差し支えないこと｡

９ 別紙１の II の第３の２の (29) のヌの次に次のように加える｡

(29) ｢検査｣ 欄について

ネ 関節リウマチの確定診断がつかず抗シトルリン化ペプチド抗体精密測定を２回

以上算定する場合は, ｢摘要｣ 欄に 未確 と表示し, 当該検査の実施月日及び

検査値をすべて記載すること｡

10 別紙１の II の第３の２の (31) のウを次のように改める｡

(略)

11 別紙１の II の第３の２の (32) のエを次のように改める｡

(略)

12 別紙１の II の第３の２の (35) のイ, ウ及びエを次のように改める｡

(35) ｢療養の給付｣ 欄について

イ 医療保険 (高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度

額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付された

者に係るものを除く｡) に係る入院における ｢負担金額｣ の項, 入院外における

｢一部負担金額｣ の項については, 以下によること｡

(ア)・(イ) (略)

ウ 医療保険 (高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度

額適用・標準負担額認定証の提示があった者で高額療養費の現物給付された者に

係るものに限る｡) 及び老人医療に係る入院における ｢負担金額｣ の項, 入院外

における ｢一部負担金額｣ の項については, 以下によること｡

(ア)・(イ) (略)

(ウ) 健康保険法施行令第42条第２項第２号ロ第43条第１項並びに同条第４項, 国

民健康保険法施行令 (昭和33年政令第362号) 第29条の３第３項第２号ロ第29

条の４第１項並びに同条第３項又は老人保健法施行令 (昭和57年政令第293号)

第15条第16条第１項並びに同条第３項第１号ロの規定が適用される者の場合は,

｢負担金額｣ 及び ｢一部負担金額｣ の項には, 前各号これらの規定により算定

した額 (この額に１円未満の端数がある場合において, その端数金額が50銭未

満であるときは, これを切り捨て, その端数金額が50銭以上であるときは, こ

れを切り上げた額) を記載すること｡

(エ) 健康保険法施行令第42条第２項第４号第43条第１項第２号ニ, 国民健康保険

法施行令第29条の３第３項第４号第29条の４第１項第２号ニに掲げる者又は老

人保健法施行令第15条第16条第１項第４号第１号ニ及び同令附則第３条第５項
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に掲げる者の場合は, 入院分にあっては, ｢Ｉ｣ の字句を○で囲むこととし,

入院外分にあっては, 在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算

定している場合に限り, ｢摘要｣ 欄に, ｢低所得Ｉ｣ と記載すること｡

(オ) 健康保険法施行令第42条第２項第３号第43条第１項第２号ハ及び同令附則第

２条第７項に掲げる者, 国民健康保険法施行令第29条の３第３項第３号第29条

の４第１項第２号ハ及び同令附則第２条第８項に掲げる者又は老人保健法施行

令第15条第１項第３号第16条第１項第１号ハ及び同令附則第２条第５項に掲げ

る者の場合は, 入院分にあっては, ｢II｣ の字句を○で囲むこととし, 入院外

分にあっては, 在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定して

いる場合に限り, ｢摘要｣ 欄に, ｢低所得 II｣ と記載すること｡

(カ) 健康保険, 国民健康保険及び退職者医療の場合で, 一部負担金の減免又は支

払いが猶予される場合は, イの (イ) と同様とすること｡ は, 患者の負担額が

｢割｣ の単位で減額される場合には, 減額割合を記載して ｢割｣ の字句を○で

囲み, ｢円｣ 単位で減額される場合には, 減額後の一部負担金の金額を記載し

て ｢円｣ の字句を○で囲むこと｡

また, 負担額が免除される場合は ｢免除｣ の字句を○で囲み, 支払いが猶予

される場合は ｢支払猶予｣ の字句を○で囲むこと｡

(キ)・(ク) (略)

エ ｢公費①｣ 及び ｢公費②｣ の項には, それぞれ第１公費及び第２公費に係る医

療券等に記載されている公費負担医療に係る患者の負担額 (一部負担金 (食事療

養標準負担額及び生活療養標準負担額を含む｡) の額が医療券等に記載されてい

る公費負担医療に係る患者の負担額を下回る場合で, ｢負担金額｣ の項又は ｢一

部負担金額｣ の項に金額を記載するものの場合はウの (ア) 又は (イ) により記

載した額 (食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を含む｡) を, 金額の記

載を要しないものの場合は10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額

(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を含む｡)) を記載すること｡ ただ

し, 障害者自立支援法による精神通院医療, 更生医療, 育成医療, 療養介護医療

及び基準該当療養介護医療並びに児童福祉法による障害児施設医療に係る患者の

負担額 (一部負担金) については, 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額

を含まない額とすること｡ なお, 老人医療又は医療保険 (高齢受給者及び高齢受

給者以外であって限度額摘用認定証又は限定額適用・標準負担額減額認定証の提

示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものに限る｡) と結核予防

法感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合 (入院の場合及び在宅時医

学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定した場合に限る｡) には, 一部

負担金から同負担金のうち当該公費負担医療が給付する額を控除した額 (即ち,

窓口で徴収した額) を記載すること｡ また, 障害者自立支援法による精神通院医

療, 更生医療, 育成医療, 療養介護医療及び基準該当療養介護医療並びに児童福

祉法による障害児施設医療に係る患者の負担額については, 10円未満の端数を四

捨五入する前の一部負担金の額を記載し, 老人医療又は医療保険 (高齢受給者に

係るものに限る｡) と障害者自立支援法による精神通院医療, 更生医療, 育成医

療, 療養介護医療及び基準該当療養介護医療並びに児童福祉法による障害児施設

医療との併用の場合 (入院の場合及び在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総

合診療料を算定した場合に限る｡) には, 10円未満の端数を四捨五入した後の一
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部負担金の額を記載すること｡

ただし, 老人医療又は医療保険 (高齢受給者に係るもの及び老人医療のうち,

入院の場合及び在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定した場

合を除く｡ 限る｡) と結核予防法感染症法による結核患者の適正医療との併用の

場合 (入院の場合及び在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定

した場合を除く｡) 及び医療保険 (高齢受給者以外であって限度額摘用認定証又

は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付

された者に係るものを除く｡) と感染症法による結核患者の適正医療との併用の

場合には, 当該公費に係る患者負担額は ｢公費①｣ 及び ｢公費②｣ の項には記載

することを要しないこと｡

13 別紙１の II の第３の２の (40) のアを次のように改め, セからタを加える｡

(40) その他

ア ３種の公費負担医療の併用の者に係る明細書の記載要領の特例について

特例的に, 生活保護法, 結核予防法及感染症法による結核患者の適正医療び障

害者自立支援法の３種の公費負担医療の併用の場合があるが, この場合にあって

は, 法別番号順等によらず, 次の記載要領によること｡

(ア) 生活保護法に係る公費負担者番号は ｢保険者番号｣ 欄に, 公費負担医療の受

給者番号は ｢被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号｣ 欄に記載し, 結核予

防法感染症法による結核患者の適正医療に係る分は ｢公費負担者番号①｣ 欄に,

障害者自立支援法に係る分は ｢公費負担者番号②｣ 欄に記載すること｡

(イ) ｢職務上の事由｣ 欄は記載しないこと｡

(ウ) 生活保護法に係る診療実日数は ｢診療実日数｣ 欄の ｢保険｣ の項に, 結核予

防法感染症法による結核患者の適正医療に係る分は ｢公費①｣ の項に, 障害者

自立支援法に係る分は ｢公費②｣ の項にそれぞれ記載すること｡

なお, 結核予防法感染症法による結核患者の適正医療又は障害者自立支援法

に係る診療実日数が, 生活保護法に係る診療実日数と同じ場合は, 当該診療実

日数の記載を省略しても差し支えないこと｡

(エ) ｢初診｣ 欄から ｢入院｣ 欄には生活保護法に係る回数及び点数を記載するこ

と｡

(オ) ｢公費分点数｣ 欄は縦に２区分し, 左欄に結核予防法感染症法による結核患

者の適正医療, 右欄に障害者自立支援法に係る請求点数を記載することとする

が, 生活保護法に係る請求点数と同じ請求点数の公費負担医療がある場合は,

縦に２区分すること及び当該請求点数を記載することを省略しても差し支えな

いこと｡

(カ) 生活保護法に係る合計点数及び合計金額は, それぞれ ｢療養の給付｣ 欄及び

｢食事・生活療養｣ 欄の ｢保険｣ の項に, 結核予防法感染症法による結核患者

の適正医療に係る合計点数及び合計金額は, それぞれ ｢療養の給付｣ 欄及び

｢食事・生活療養｣ 欄の ｢公費①｣ の項に, 障害者自立支援法に係る合計点数

及び合計金額は, それぞれ ｢療養の給付｣ 欄及び ｢食事・生活療養｣ 欄の ｢公

費②｣ の項にそれぞれ記載すること｡

セ ｢上位所得者の世帯｣ の限度額適用認定証 (適用区分がＡであるもの) が提示

された場合には, ｢特記事項｣ 欄に ｢上位｣ と記載すること｡
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ソ ｢上位所得者の世帯｣ 又は ｢低所得者の世帯｣ 以外の限度額適用認定証 (適用

区分がＢであるもの) が提示された場合には, ｢特記事項｣ 欄に ｢一般｣ と記載

すること｡

タ ｢低所得者の世帯｣ の限度額認定証 (適用区分がＣであるもの) 又は限度額適

用・標準負担額減額認定証 (適用区分が低所得であるもの) が提示された場合に

は, ｢特記事項｣ 欄に ｢低所｣ と記載すること｡

14 別紙１の III の第２の８の (２) を次のように改める｡

８ ｢公費負担分｣ 欄の ｢公費と医保 (老人) の併用｣ 欄について

(２) ｢件数｣ 欄には, 公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して, それぞれの

制度の該当欄に記載すること｡ したがって, 医療保険と２種の公費負担医療 (例え

ば, 結核予防法感染症法による結核患者の適正医療と児童福祉法) の併用の場合は,

１枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は２件となること｡

15 別紙１の III の第３の２の (34) を次のように改める｡

２ 歯科診療に係る診療報酬明細書の記載要領に関する事項

(略)

20 別紙１の IVの第２の２の (19) を次のように改める｡

２ 調剤報酬明細書に関する事項

(略)

診療録等の記載上の注意事項

23 別紙２の第２の１の (５) を次のように改める｡

１ ｢公費負担者番号｣ 欄について

(５) 公費負担医療のみが２種併用される場合は, 第１公費に係るものは左上部の該当

欄に, 第２公費に係るものは右下部の該当欄に記載すること｡

なお, 特例的に, 生活保護法, 結核予防法感染症法による結核患者の適正医療及

び障害者自立支援法の３種の公費負担医療の併用の場合があるが, この場合にあっ

ては, 生活保護法に係る公費負担者番号は ｢保険者番号｣ 欄に, 公費負担医療の受

給者番号は ｢被保険者証・被保険者手帳の記号・番号｣ 欄に記載し, 結核予防法感

染症法による結核患者の適正医療に係る分は左上部の該当欄に, 障害者自立支援法

に係る分は右下部の該当欄に記載すること｡

24 別紙２の第３の５を次のように改める｡

５ ｢事業所 (船舶所有者)｣ 欄について

(１) ｢所在地｣ 欄には, 被保険者の勤務する事業所の所在地及び電話番号を記載する

ことを原則とするが, 当該事業所の本社等の所在地及び電話番号を記載することで

も差し支えないこと｡ なお, 必要のない場合は記載を省略しても差し支えないこと｡

(２) ｢名称｣ 欄には, 被保険者の勤務する事業所の名称を記載することを原則とする

が, 当該事業所の本社等の名称を記載することでも差し支えないこと｡ なお, 必要
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のない場合は記載を省略しても差し支えないこと｡

26 別紙２の別添３の (３) 中,
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掲示事項等告示の一部改正
経過措置品目を収載

平成19年３月９日付厚生労働省告示第38号をもって掲示事項等告示の一部が改正され,

同日から適用されました｡

今回の改正は, 医療上の需要がなくなる等の理由により, 製薬企業等から今後供給する

予定がなく, 薬価基準からの削除依頼があった医薬品２品目が掲示事項等告示の別表第２

に第９部追補 (６) として, 同様に151品目が新たに同告示の別表第６として収載され,

経過措置品目とされたものです｡ 使用期限は, 別表第２については平成19年３月31日限り,

別表第６については平成20年３月31日限りです｡

なお, 今回の改正においては, すでに掲示事項等告示の別表第２に収載され使用期限が

平成19年３月31日限りとされていた５品目について, 医療機関における在庫の状況等を踏

まえ, 使用期限が平成20年３月31日まで延長されています｡

△

経過措置品目となったもの (平成19年３月31日限り)

＜ 外 用 薬 ＞

△
経過措置品目となったもの (平成20年３月31日限り)

＜ 内 用 薬 ＞
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品 名 規格・単位
ボルタレンパップ 10㎝×14㎝１枚

ボルタレンパップＳ ７㎝×10㎝１枚

品 名 規格・単位
アズレンゾルＧ １％１ｇ

アズレンゾル錠 ２mg１錠

アピラコール錠 10mg１錠

アピラコール錠 30mg１錠

アプシラジン錠 １錠

アロカ 2.5μg１カプセル

アロセンド顆粒 １ｇ

アンペクト 10mg１カプセル

イージーＨＤ 98.5％10ｇ

エチドラール細粒 １％１ｇ

エチドラール錠１mg １mg１錠

ＦＡＤ錠 ｢ミタ｣ 10mg１錠

塩酸トリヘキシフェニジル細粒 ｢オルガノン｣ １％１ｇ

塩酸パパベリン散10％ ｢フソー｣ 10％１ｇ

塩酸ラニチジン錠75 ｢ＤＪ｣ 75mg１錠

塩酸ラニチジン錠150 ｢ＤＪ｣ 150mg１錠
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ガストラストＫ １ｇ

ガストラストＴ １錠

ガスペラジンＤ錠20mg 20mg１錠

ガーレ・ドナウ １錠

カレトラ・ソフトカプセル １カプセル

キノトミン散１％ １％１ｇ

キノレスパン末 １ｇ

局○※クエン酸 (岩城) 10ｇ

クリニミール 10ｇ

グリネートＳ １ｇ

クリーンファイブ錠 200mg１錠

コロカルム錠12.5 12.5mg１錠

コンクターゼＡカプセル １カプセル

コンクターゼＦ錠 １錠

コンクターゼＧ顆粒 １ｇ

サフラック錠 25mg１錠

ザルツクラール細粒小児用100 100mg１ｇ

ザルツクラール細粒200 200mg１ｇ

サンアシル錠200 200mg１錠

セエルカ 100mg１錠

セレカル錠20 20mg１錠

タツクロミン １ｇ

タツミラン錠100mg 100mg１錠

チルトリア錠10 10mg１錠

チレオイド錠50 50mg１錠

ツルセルピＳ 0.5mg１錠

テオコリン散 50％１ｇ

天津当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (Ｋ
Ｍ) 医療用 １ｇ

天津人参湯エキス顆粒 (ＫＭ) 医療用 １ｇ

トレバンス錠25mg 25mg１錠

ナセルポンＡ １カプセル

ニザテノンカプセル150mg 150mg１カプセル

バルギンＳ２号 66％10ｇ

バルピン錠 10mg１錠

ハンクチームＥ錠 1,800単位１錠

パンパール 20mg１錠

パンプロール錠 10mg１錠

ビーシックス散“フソー” １％１ｇ

ビセラルジン錠 40mg１錠

ビタノーン散 ｢１mg｣ 0.1％１ｇ

ビタミンＥ錠 ｢ミタ｣ 50mg１錠

フォートベイスカプセル 200mg１カプセル



＜ 注 射 薬 ＞
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フォリピロン錠 80mg１錠

複合Ｄ・Ｍ錠 １錠

フラメンコ錠 200mg１錠

プレタミラン微粒状軟カプセル100 (分包) 10％１ｇ

プレドニゾロン散１％ ｢マルイシ｣ １％１ｇ

プロパコール錠 100mg１錠

ベータメサ錠 0.5mg１錠

ヘルピニン－Ｒカプセル 20mg１カプセル

ベントン錠50 50mg１錠

ベントン錠100 100mg１錠

ミタンＡ １錠

ミフロール細粒 20％１ｇ

メサルモン－Ｆ錠 １錠

麻○メテバニール錠 ２mg１錠

ラーセン錠 100mg１錠

ロノックカプセル2.5μg 2.5μg１カプセル

ロ・リンデオール １錠

品 名 規格・単位
アペタＫ注射液17.12％ 17.12％10mL１管

アムコラル注射液50 0.5％10mL１管

アムコラル注射液100 0.5％20mL１管

アルブミン (５％)・カッター ５％250mL１瓶

アルブミン (25％)・カッター 25％20mL１瓶

アルブミン (25％)・カッター 25％50mL１瓶

１モル塩化カリウム液 ｢シミズ｣ １モル10mL１管

ヴェノグロブリン－ＩＨ 2.5ｇ50mL１瓶

局○塩酸ドパミン注キット200 0.1％200mL１瓶

局○塩酸ドパミン注キット600 0.3％200mL１瓶

オサグレン注射液0.4％ 20mg５mL１管

カルトニック注射液100mg 0.5％20mL１管

クリニザルツＳ 500mL１瓶

ＫＮ補液３Ｂ 200mL１瓶

ケニセフ静注用 500mg１瓶

コージネイトＦＳ250IU 注射用 250国際単位１瓶 (溶解液付)

コージネイトＦＳ500IU 注射用 500国際単位１瓶 (溶解液付)

コージネイトＦＳ1000IU 注射用 1,000国際単位１瓶 (溶解液付)

サヴィオゾール １Ｌ１袋

サークレチン注10 10単位１管 (溶解液付)

サークレチンデポー40 40単位１管 (溶解液付)

シセプチン注射液50mg 50mg１mL１管



＜ 外 用 薬 ＞
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シセプチン注射液75mg 75mg1.5mL１管

セフォペラジン筋注用0.5ｇ 500mg１瓶 (溶解液付)

ソリューゲンＦ注 300mL１袋

チオクト酸注射液 ｢ミタ｣ 0.5％２mL１管

注射用ナファン10 10mg１瓶

局○テストビロン・デポー250mg 250mg１mL１管

パーゴグリーン注 150単位１管 (溶解液付)

バルピン注射液 10mg１管

パンプロール注 １％１mL１管

ヒアロナ １％2.5mL１筒

ヒュメゴン 75単位１管 (溶解液付)

ヒュメゴン 100単位１管 (溶解液付)

ヒュメゴン 150単位１管 (溶解液付)

フェルティノームＰ注 75単位１管 (溶解液付)

麻○フェンタネスト注射液0.1mg 0.005％２mL１管

麻○フェンタネスト注射液0.25mg 0.005％５mL１管

プラスマネート・カッター 250mL１瓶

フルクトラクト注 200mL１瓶

麻○プレペノン１％注シリンジ １％５mL１筒

麻○プレペノン１％注シリンジ １％10mL１筒

ポタコールＲ 250mL１瓶

ポリグロビンＮ 500mg10mL１瓶

ポリグロビンＮ 2.5ｇ50mL１瓶

マルトス－10 10％250mL１瓶

ラクテックＧ注 250mL１瓶

ラクテック注 250mL１瓶

品 名 規格・単位
アデスタンＧ100 100mg１個

ウンデシレン酸亜鉛 ｢マルイシ｣ １ｇ

ウンデシレン酸 ｢マルイシ｣ １ｇ

オリエンタル浣腸液 50％30mL１個

局○オリブ油 ｢ツキシマ｣ 10mL

キセノン (133Xe) ガスマルチドースコンテナ・
中比放射能 10MBq

キセノン (133Xe) ガスマルチドースコンテナ・
低比放射能 10MBq

局○※グリセリンカリ液 (岩城) 10mL

コルテスクリーム １％１ｇ

コルテス軟膏 １％１ｇ

サルペリン点眼用 10mg１mL

サンフラールズポ 750mg１個
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局○※消毒用エタノール (岩城) 10mL

※消毒用プロピールアルコール (サンケミファ) 50％10mL

スピホルツ 100mg１個

テラコー・スプレー １ｇ

ナクラスＭ 10㎝×14㎝１枚

ニデロン １％0.4mL１筒

ニデロン １％0.6mL１筒

ニデロン １％0.85mL１筒

ノイチオン点眼用 ２％１mL

ビタスト0.05％点眼液 0.05％５mL１瓶

ビタスト0.1％点眼液 0.1％５mL１瓶

局○※フェノール・亜鉛華リニメント (岩城) 10ｇ

フルビナース 10㎝×14㎝１枚

局○ベルツ水 ｢ツキシマ｣ 10mL

局○※ホウ酸 (岩城) 10ｇ

局○※無水エタノール (岩城) 10mL



ゴールデンウィークの投薬について

｢厚生労働大臣が定める内服薬および外用薬｣ も30日まで投与可能

内服薬および外用薬の投与量については, ｢長期の旅行等特殊の事情がある場合におい

て, 必要があると認められるときは, １回14日分を限度とされている内服薬または外用薬

についても, 従来どおり, 旅程その他の事情を考慮し, 必要最小限の範囲において, １回

30日分を限度として投与して差し支えない｣ とされています｡

したがって, ゴールデンウィークでも, 患者の受診の都合上, やむを得ない場合には,

１回14日分を限度とされている ｢厚生労働大臣が定める内服薬および外用薬｣ も14日を超

えて投与することができますが, レセプトの摘要欄 (もしくは院外処方せん) に ｢連休投

与｣ との注記が必要ですので, ご留意ください｡
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被保険者証の記載事項の見直しについて

被保険者証の券面表示の見直しについて, 下記のとおり平成19年３月13日付厚生労働省

保険局保険課長通知 ｢被保険者証の記載事項の見直しについて｣ が発出されましたのでお

知らせします｡

記

被保険者証の記載事項のうち, 事業所所在地および事業所名称については, 各健康保険

組合の判断により, 平成19年４月１日以降適宜次のように取り扱うことができる｡

(１) 事業所所在地および事業所名称については, それぞれの会社の本店の所在地および

本店の名称を記載すれば足りることとする｡

ただし, 本店および支店がいずれも同一の健康保険組合の適用事業所であって本店

および支店間の人事異動などにより, 適用事業所が変更となると見込まれる場合に限

る｡

(２) 事業所所在地および事業所名称については, 被保険者証の裏面に記載して差し支え

ないこととする｡
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健康保険組合の解散について

下記の健康保険組合が, 平成19年４月１日付をもって解散し, 同日付で政府管掌健康保

険へ移行します｡ したがって, 平成19年４月１日より, 従来のフジイコーポレーション健

康保険組合発行の健康保険証では, 受診できませんので, 医療機関窓口での取り扱いにつ

いて, ご協力をお願いします｡

記

１. 解散組合名等

フジイコーポレーション健康保険組合 (保険者番号 06272702)

解散年月日 平成19年４月１日

２. 解散後の承継保険者名等

大手前社会保険事務所 (保険者番号 4145)

承継年月日 平成19年４月１日

３. 解散時 (平成19年４月１日付) の事業所名と事業所記号

事業所名 株式会社フジイコーポレーション 事業所記号 1015

事業所名 フジイコーポレーション健康保険組合 事業所記号 1070

任意継続被保険者 事業所記号 9222

４. 平成19年３月１日付削除の事業所名と事業所記号

事業所名 藤井興発株式会社高石自動車スクール 事業所記号 3130

事業所名 株式会社ウィンズコーポレーション 事業所記号 3150
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一部負担金割合の改正

国民健康保険組合の一部負担金割合が下記のとおり改正される旨, 通知がありましたの

で, お知らせします｡

記

※ただし, ３歳未満, 70歳以上の被保険者を除く
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国保組合名 改正前 改正後 施行日

佐賀県建設
国民健康保険組合

組合員である
被保険者 ２割

組合員である
被保険者 ３割

平成19年
４月１日

静岡県歯科医師
国民健康保険組合

組合員および家族
２割

３ 割
平成19年
10月１日
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〔厚生労働省共済組合岩手労働局支部〕

記 号 番 号 1300058

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 －

無 効 年 月 日 平 19.３.30

被保険者証の無効通知について

次のとおり保険者より無効通知が送付されましたので, ご留意ください｡

〔岩手町国保〕 〔久慈市国保〕

保 険 者 番 号 030536

記 号 番 号 00010588
｢再交付｣の表示がないもの

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 －

無 効 年 月 日 平 19.２.21

保 険 者 番 号 030072

記 号 番 号 007－2107678
｢再交付｣の表示がないもの

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 －

無 効 年 月 日 平 19.２.26

〔平群町国保〕

保 険 者 番 号 290544

記 号 番 号 奈 13－290219

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 遺 失

無 効 年 月 日 平 19.２.６

〔津和野町国保〕

保 険 者 番 号 320911

記 号 番 号 49－7440039
｢再交付｣の表示がないもの

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 19.１.26

〔廿日市市国保〕

保 険 者 番 号 340281

記 号 番 号 00145998

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 －

無 効 年 月 日 平 19.１.14

〔広島市国保〕

保 険 者 番 号 67344051

記 号 番 号 安南 5196411

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 －

無 効 年 月 日 平 19.２.28


