
施設基準の届出忘れに
ご注意を

ご承知のとおり, 平成20年４月診療報酬改定により,

入院料, 医学管理等, 後期高齢者医療などに係る施設基

準が改変され, 変更・新設等については改めて届出が必

要となりました｡

３月下旬に開催しました ｢平成20年４月診療報酬改定点数説明会｣ 等でもお知らせしま

したとおり, ４月14日(月) までに京都社会保険事務局または京都府医師会に届出された

ものについては, ４月１日に遡及して算定が認められますが, ４月14日(月) までに届出

を行わなかったものについては, ４月分の当該施設基準に係る保険請求はできませんので,

ご留意ください｡

＜新たに施設基準が創設されたことにより, 平成20年４月以降に

おいて当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの＞ (抜粋)

◇基本診療料

夜間・早朝等加算

超急性期脳卒中加算

妊産婦緊急搬送入院加算

医師事務作業補助体制加算

精神科地域移行実施加算

看護補助加算２及び３ (平成20年３月31日において現に７対１入院基本料を算定してる

病棟であって, 平成20年４月１日以降において10対１入院基本料を算定する病棟に限る｡)

精神科身体合併症管理加算

児童・思春期精神科入院医療管理加算 (治療室単位での届出を行う場合に限る｡)

ハイリスク妊娠管理加算

退院調整加算

後期高齢者総合評価加算

後期高齢者退院調整加算

小児入院医療管理料１

回復期リハビリテーション病棟入院料１

亜急性期入院医療管理料２

精神科救急・合併症入院料

◇特掲診療料

糖尿病合併症管理料

在宅療養支援病院

地域連携診療計画管理料, 地域連携診療計画退院時指導料 (脳卒中に係るものに限る｡)

医療機器安全管理料１及び２
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－ 必 読－ ４月度請求書 (３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△

労災 14日(月)
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｡



後期高齢者診療料

在宅療養支援歯科診療所

検体検査管理加算 (Ⅱ)

遺伝カウンセリング加算

神経学的検査

冠動脈ＣＴ撮影加算

心臓ＭＲＴ撮影加算

無菌製剤処理料

外来化学療法加算２

脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅱ)

集団コミュニケーション療法料

障害児 (者) リハビリテーション料 (ただし, リハビリテーションを実施している外来

患者のうち, 概ね８割以上が特掲診療料の施設基準等別表第十の二に該当する患者であ

る医療機関として届け出る場合に限る｡)

頭蓋骨形成手術 (骨移動を伴うものに限る｡)

上顎骨形成術 (骨移動を伴うものに限る｡), 下顎骨形成術 (骨移動を伴う場合に限る｡)

生体部分肺移植術

両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細

動器交換術

腹腔鏡下小切開副腎摘出術

腹腔鏡下小切開腎部分切開術, 腹腔鏡下小切開腎摘出術, 腹腔鏡下小切開腎 (尿管) 悪

性腫瘍手術

同種死体腎移植術

生体腎移植術

焦点高エネルギー超音波療法

腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術

外来放射線治療加算

強度変調放射線治療

＜施設基準の改正により, 平成20年３月31日において現に当該点数を

算定していた保険医療機関であっても, 平成20年４月以降において

当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの＞ (抜粋)

◇基本診療料

電子化加算 (ただし, 第２の１ (２) のウ以外の要件を満たす保険医療機関を除く｡)

一般病棟入院基本料 (７対１入院基本料であって, 平成20年７月１日以降に限る｡)

結核病棟入院基本料 (７対１入院基本料であって, 平成20年７月１日以降に限る｡)

専門病院入院基本料 (７対１入院基本料であって, 平成20年７月１日以降に限る｡)

障害者施設等入院基本料 (平成20年10月１日以降に限る｡)

有床診療所入院基本料の注２から注４までに掲げる加算

入院時医学管理加算

特殊疾患入院施設管理加算 (平成20年10月１日以降に限る｡)

医療安全対策加算

ハイリスク分娩管理加算

2008年(平成20年)４月１日 No.1882( 2 )



特殊疾患入院医療管理料 (平成20年10月１日以降に限る｡)

特殊疾患病棟入院料 (平成20年10月１日以降に限る｡)

精神科救急入院料

◇特掲診療料

検体検査管理加算 (Ⅰ), (Ⅲ)

心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算

人工膵臓

コンタクトレンズ検査料Ⅰ, Ⅱ

画像診断管理加算２

無菌製剤処理料

外来化学療法加算１

脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ)

脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅲ)

医科点数表第２章第10部手術の通則５及び６ (歯科点数表第２章第９部の通則４を含む｡)

に掲げる手術

＜診療報酬の算定項目の名称が変更されたが, 平成20年３月31日において現に

当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出は必要でないもの＞

◇基本診療料

◇特掲診療料

＜回復期リハビリテーション病棟入院料２ (平成20年３月31日において現に回復期リハビ

リテーション病棟入院料を算定していた病棟であって, 平成20年10月１日以降において

回復期リハビリテーション病棟入院料１の届出を行わない場合には, 回復期リハビリテー

ション病棟入院料２の届出がされたものとみなす｡) ＞

※ 電子化加算の届出医療機関において, 選択的要件のうち, ｢患者から求めがあった時

に, 詳細な明細書を交付する体制を整えている｣ ものとして, 届出を行っている医療機

関においては, その要件に ｢その体制を整えていることを院内及び支払窓口に表示して

いること｣ が追加されたことに伴い, 改めて届出を行う必要があります｡ ４月以降も継

続して電子化加算を算定される医療機関においては, ４月14日(月) までに届出がない

場合は, ４月１日以降算定できませんので, ご留意ください｡
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療養病棟入院基本料２ → 療養病棟入院基本料
有床診療所療養病床入院基本料２ → 有床診療所療養病床入院基本料
小児入院医療管理料１,２,３ → 小児入院医療管理料２,３,４
亜急性期入院医療管理料 → 亜急性期入院医療管理料１
老人性認知症疾患治療病棟入院料 → 認知症病棟入院料
診療所老人医療管理料 → 診療所後期高齢者医療管理料

在宅時医学総合管理料 → 在宅時医学総合管理料及び特定施設
入居時等医学総合管理料

テレパソロジーによる病理組織迅速
顕微鏡検査 → テレパソロジーによる術中迅速病理

組織標本作製
単純ＣＴ撮影及び単純ＭＲＩ撮影 → ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影
生体部分肝移植 → 生体部分肝移植術



なお, 詳細は３月下旬に京都社会保険事務局から送付されている届出用紙等をご参照

ください｡

また, 選択的要件において, 上記以外のものを選択されている医療機関や ｢患者から

求めがあった時に, 詳細な明細書を交付する体制を整えている｣ を含めて複数の選択的

要件をもって, 届出を行っている医療機関においては, 改めて届け出る必要はありま

せん｡
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70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の
軽減特例措置について

健康保険法等の一部改正に伴い, 平成20年４月１日から, 70～74歳の患者の一部負担金

等について１割から２割へ引き上げることとなっていましたが, 平成21年３月までの軽減

特例措置として, 国が１割相当分等を患者に代わって医療機関等に支払うこと等により,

患者一部負担金等を１割に据え置くことになっています｡

今般, 平成20年２月21日付保発第0221003号厚生労働省保険局長通知により, 実施要綱

が定められましたので, その概要をお知らせします｡

記

１. 対象者

特例措置対象被保険者等 (70～74歳の被保険者または被扶養者 (後期高齢者および現

役並み所得者を除く)) であって, 平成20年４月１日から平成21年３月31日までの間に,

医療機関等から療養を受けた者｡

ただし, 他の公費負担の対象となる場合は, 当該公費負担が優先し, 今回の特例措置

の対象としない (特例措置対象被保険者等が, ｢特定疾患治療研究事業｣ に係る医療の

給付を受け, なお残る負担が医療費の１割を超える場合は, 特例措置の対象となる)｡

２. 対象者の確認および医療機関等での取り扱い

(１) 医療機関等は特例措置対象被保険者等の被保険者証 (被保険者資格証明書) および

高齢受給者証を確認する｡

(２) 医療機関等は一部負担金等のうち次に掲げる額を超える額を徴収しない (特例措置

対象被保険者等が, 今回の特例措置に係る負担軽減を受けずに, ２割を支払う旨申し

出た場合は, ２割を徴収する)｡

イ ロ以外の場合は医療費の１割

ロ 特例措置対象被保険者等が受けた入院療養等に要した医療費の１割が高額療養費

算定基準額を超える場合は当該高額療養費算定基準額

(３) (２) により医療機関等が一部負担金等の一部を徴収しなかった場合, 特例措置対

象被保険者等に代わって, 医療機関等は審査支払機関に対して請求・受領する｡

(４) (３) の一部負担金等の一部に相当する額は, 次に掲げる額とする｡

イ 医療費の２割が高額療養費算定基準額を超えない場合は医療費の１割に相当する

額

ロ 医療費の２割が高額療養費算定基準額を超える場合 (医療費の１割が高額療養費

算定基準額を超える場合を除く) は当該高額療養費算定基準額から医療費の１割を

控除した額

３. 対象者に係る療養費の支給の取り扱い

(１) 特例措置対象被保険者等が平成20年４月１日から平成21年３月31日までの間に受け

た療養について, 療養費または特別療養費 (国民健康保険被保険者資格証明書の交付

を受けている者) の支給申請があった場合において, 保険者は, 療養費または特別療

養費の支給に合わせて２ (４) に規定する一部負担金等の一部に相当する額を支給す

ることができる (特例措置対象被保険者等が, 今回の特例措置に係る負担軽減を受け
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ずに, ２割を支払う旨申し出た場合を除く)｡

(２) 保険者が２ (４) に規定する一部負担金等の一部に相当する額を支給する場合,

(１) の支給申請を行った者に代わって, 保険者は審査支払機関に対して請求・受領

する｡

４. 審査支払機関に対する請求方法

(１) 診療報酬請求書等およびレセプト等への記載

診療報酬請求書等およびレセプト等への記載については, 原則従来どおりとし, レ

セプト等に今回の特例措置の対象者である旨の表示は不要｡

ただし, 特例措置対象被保険者等が, 今回の特例措置にかかわらず, ２ (４) に規

定する一部負担金等の一部に相当する額を自ら払った場合は, レセプト等の特記事項

欄に ｢二割｣ と記載する｡

(２) 審査支払機関への請求

① 医療機関は, 診療報酬請求書を都道府県の審査支払機関に提出することにより,

国が支払う２ (４) に規定する一部負担金等の一部に相当する額の請求を行う｡

② 保険者は, 療養費等の支給に合わせて支給する２ (４) に規定する一部負担金等

の一部に相当する額について, 定められた様式を都道府県の審査支払機関に提出す

ることにより, 国が支払う２ (４) に規定する一部負担金等の一部に相当する額の

請求を行う｡

５. 審査支払事務

(１) 審査支払機関は, 社会保険診療報酬支払基金および各都道府県国民健康保険団体連

合会とする｡

(２) 審査支払機関は, 審査のうえ, 国が支払う２ (４) に規定する一部負担金等の一部

に相当する額の支払を行う｡

(３) 審査支払機関は, 国が支払う２ (４) に規定する一部負担金等の一部に相当する額

について, 高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金により造成された基金を取り崩す

ことにより支払を行う｡

※ なお, 記載要領等その他詳細については, 別途通知があり次第お知らせします｡

2008年(平成20年)４月１日 No.1882( 6 )



障害者自立支援医療特別対策事業について

平成20年１月から, 京都府内の市町村が実施主体となって, 自立支援医療のうちの更生

医療 (公費負担法別番号⑮) の対象を一部拡大し, 新たな地方単独事業として障害者自立

支援医療特別対策事業を実施しているところですが, 平成20年度診療報酬改定に伴い, 平

成20年４月１日から在宅酸素療法に係る対象医療が下記のとおりなりますのでご留意くだ

さい｡

なお, 本制度の詳細については, 平成19年12月１日号京都医報保険だよりをご覧くだ

さい｡

１ 呼吸器の機能障害で身体障害者手帳３級所持者に係る対象医療について

(注意事項)

①初診料, 再診料は, 更生医療同様対象となります｡

②動脈血ガス分析装置による動脈血酸素分圧の測定を行った場合については, 在宅酸

素療法指導管理料には含まれておりませんが, 在宅酸素療法に必要な基本的経費と

して, 別途, 本事業の対象とします｡

③薬剤に関する経費 (薬剤料, 処方(箋)料, 調剤料等) は対象外になります｡

④新たに身体障害者手帳の交付申請をされる場合, 手帳交付後でないと対象となりま

せん｡
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平成20年３月31日まで 平成20年４月１日から

対 象 医 療 対 象 医 療

在宅酸素療法(以下を基本とする)
在宅酸素療法指導管理料２ 2,500点
携帯用酸素ボンベ加算 880点
酸素濃縮装置加算 4,620点

計 8,000点

⇒

在宅酸素療法(以下を基本とする)
在宅酸素療法指導管理料２ 2,500点
携帯用酸素ボンベ加算 880点
酸素濃縮装置加算 4,000点
呼吸同調式デマンドバルブ加算(新設) 300点

計 7,680点


