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第２部 入院料等

135 第２部 入院料等
＜通則＞

12 救急患者として受け入れた患者が, 処置室, 手術室等において
死亡した場合は, 当該保険医療機関が救急医療を担う施設として
確保することとされている専用病床 (区分番号 ｢Ａ205｣ 救急医療
管理加算・乳幼児救急医療管理加算又は区分番号 ｢Ａ300｣ 救命救
急入院料を算定する病床に限る｡) に入院したものとみなすもので
あること｡

141 Ａ102 結核病棟
入院基本料

(２) ｢注３｣ において13対１入院基本料を算定する患者は, ｢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 (平成10
年法律第114号)｣ 第19条, ≪以下略≫

142 Ａ104 特定機能
病院入院基本料

(２) 当該特定機能病院において同一種別の病棟が複数ある場合の
入院基本料の算定については, 一般病棟入院基本料の (３２),
結核病棟入院基本料の (４５) 及び精神病棟入院基本料の (２)
の例による｡

170 Ａ311－３
精神科救急・合
併症入院料

(１) ～ (４) ≪略≫
(５) ～ (８) ≪削除≫ [次の (５) 及び (６) を追加]
(５) 当該入院料の算定対象となる患者は, 区分番号 ｢Ａ311｣ 精神
科救急入院料の (５) の例による｡

(６) ｢注３｣ に規定する加算の算定に当たっては, 区分番号 ｢Ａ311｣
精神科救急入院料の例による｡

173 Ａ400 短期滞在
手術基本料

(２) 保険医療機関 (有床診療所を含む｡) において, ≪中略≫当該
患者が特別入院基本料及び区分番号 ｢Ａ307｣ に掲げる小児入院
医療管理料を算定する病院に入院している場合を除き, 全て短
期滞在手術基本料３を算定するものであること｡

第２章 特掲診療料
第１部 医学管理等

207 Ｂ004 退院時共
同指導料１,
Ｂ005 退院時共
同指導料２

(１) 退院時共同指導料１又は退院時共同指導料２は, ≪中略≫退
院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を, 入院中の保険医
療機関の保険医, 看護師若しくは又は准看護師と共同して行っ
た上で, ≪中略≫それぞれの保険医療機関の医師又は看護師の
指示を受けて行うものであること｡

217 Ｂ012 傷病手当
金意見書交付料

(５) 感染症法第37条の２による医療を受くべき患者に対して,
≪中略≫同じく傷病手当金意見書交付料の所定点数の100分の100
を算定できる｡ なお, 感染症法第37条による結核患者の入院に
係る感染症法関係の診断書についても所定点数の100分の100を
算定できる｡

219 Ｂ016 後期高齢
者診療料

(２) 後期高齢者診療料は, ≪中略≫必要な指導を行った場合に月
１回を限度として算定する｡ なお, 行った指導内容の要点を診

－必 読－ ６月度請求書 (５月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日(火)
午後５時まで△

国保 10日(火)
午後５時まで△

労災 12日(木)
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｡
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療録に記載するとともに, 別紙様式14又はこれに準じた形式を
参考にした文書を用いて患者に提供するとともに診療録に記載
すること｡

(３) 後期高齢者診療料は, 服薬, 運動, 栄養, 日常生活等に関す
る総合的な治療管理に係る診療計画書 (診療計画書の様式は,
別紙様式11の３15又はこれに準じた様式とする｡) を交付した月
から算定するものとする｡
≪以下略≫

第２部 在宅医療

241 Ｃ001 在宅患者
訪問診療料

(９) ｢注４｣ のただし書に規定する在宅療養支援診療所若しくは在
宅療養支援診療所と連携する保険医療機関 (特別の関係にある
保険医療機関を含む｡) 又は在宅療養支援病院に係る加算につい
ては, (８) の要件に加えて, 在宅療養支援診療所若しくは在宅
療養支援診療所と連携する保険医療機関 (特別の関係にある保
険医療機関を含む｡) 又は在宅療養支援病院の保険医が, ≪以下
略≫

247
248
249
250

Ｃ005
在宅患者訪問看
護・指導料
Ｃ005－１－２
居住系施設入居
者等訪問看護・
指導料

(４) 診療に基づき, 患者の病状の急性増悪, 終末期等により一時
的に週４日以上の頻回の訪問看護が必要であると認められた患
者 (厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く｡) については,
月１回 (別に厚生労働大臣が定める者については月に２回) に
限り, 当該診療を行った日から14日以内の期間において, 14日
を限度として算定できる｡
当該患者が介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等で

ある場合には, 診療録に頻回の訪問看護が必要であると認めた
理由及び頻回の訪問看護が必要な期間 (ただし14日間以内に限
る｡) を記載すること｡
【厚生労働大臣が定める者】
ア 気管カニューレを使用している状態にある者
イ 真皮を越える褥瘡の状態にある者
(イ) NPUAP (National Pressure Ulcer of Advisory Panel)
分類Ⅲ度又はⅣ度

(ロ) DESIGN 分類 (日本褥瘡学会によるもの) Ｄ３, Ｄ４
又はＤ５ (但し, Ｄ５であって深さが判定不能の場合は
除く｡)

(５) ～ (14) ≪略≫
(15) ｢注５｣ に規定する在宅患者連携指導加算又は居住系施設入居
者等連携指導加算は, 以下の要件を満たす場合に算定すること｡
ア ≪略≫
イ 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な者に
ついて, 患者の同意を得て, 月２回以上診療情報等を医療関
係職種間で文書等 (電子メール, ファクシミリでも可) によ
り共有された診療情報を基に, 患者又はその家族等に対して
指導等を行った場合に, 月１回に限り算定できる｡
ウ ～ オ ≪略≫
カ 特別の関係にある保険医療機関等と連携のみと診療情報等
を共有した場合は, 所定額は算定しないこと｡
キ 他職種から提供された受けた診療情報等の内容及びその情
報提供日, 並びにその診療情報等を基に行った指導等の内容
の要点及び指導日を看護記録に記載すること｡

(16) ｢注６｣ に規定する在宅患者緊急時等カンファレンス加算又は
居住系施設入居者等緊急時等カンファレンス加算は, 以下の要
件を満たす場合に算定すること｡
ア 当該加算は, 在宅での療養を行っている患者の状態の急変
や診療方針の変更等の際, 当該患者に対する診療等を行う医
療関係職種等が一堂に会しカンファレンスを行うことにより,
≪以下略≫
イ ～ エ ≪略≫
オ 緊急カンファレンス加算は, カンファレンスを行い, 当該
カンファレンスで共有した当該患者の診療情報を踏まえた療
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養上必要な指導を行った場合に, 当該指導日以降最初の区分
番号 ｢Ｃ005｣ 在宅患者訪問看護・指導料等又は区分番号 ｢Ｃ
005－１－２｣ 居住系施設入居者等訪問看護・指導料を算定す
る日に合わせて算定すること｡ また, 必要に応じ, カンファ
レンスを行った日以降に当該指導を行う必要がある場合には,
カンファレンスを行った日以降できる限り速やかに指導を行
うこと｡
なお, 当該指導とは, 区分番号 ｢Ｃ005｣ 在宅患者訪問看護・
指導料等又は区分番号 ｢Ｃ005－１－２｣ 居住系施設入居者等
訪問看護・指導料を算定する訪問看護・指導とは異なるもの
であるが, 例えば, 当該指導とは別に継続的に実施している
≪以下略≫

(17) ｢注７｣ に規定する後期高齢者終末期相談支援加算は, 以下の
要件を満たす場合に算定すること｡
ア 後期高齢者終末期相談支援加算は, 後期高齢者である患者
が, 終末期においても安心した療養生活を送ることができる
よう, 医師等の医療関係職種から適切な情報の提供と説明が
なされ, それに基づいて患者が医療従事者関係職種と話し合
いを行い, 患者が終末期における療養について十分に理解す
ることを基本とした上で, 診療が進められることを目的とし
たものであること｡
イ ～ カ ≪略≫
キ 終末期相談支援の目的のみをもって患家を訪問し, 終末期
相談支援以外特段の指導を行わなかった日にあっては, 区分
番号 ｢Ｃ005｣ 在宅患者訪問看護・指導料等又は区分番号 ｢Ｃ
005－１－２｣ 居住系施設入居者等訪問看護・指導料は算定で
きないこと｡
ク ≪略≫

(18) 在宅患者訪問看護・指導料 ｢注８｣ に規定する在宅ターミナ
ルケア加算又は居住系施設入居者等訪問看護・指導料 ｢注８｣
に規定する居住系施設等ターミナルケア加算は, 在宅訪問看護・
指導料等を死亡日前14日以内に２回以上算定し, かつ, 訪問看
護におけるターミナルケアの支援体制 (訪問看護に係る連絡担
当者の氏名, 連絡先電話番号, 緊急時の注意事項等) について
患者及びその家族に対して説明した上でターミナルケアを行っ
た場合に算定する｡ 当該加算を算定した場合は, 死亡時刻等を
看護記録に記録すること｡

253 Ｃ007 訪問看護
指示料

(３) 特別訪問看護指示加算は, 患者の主治医が, 診療に基づき,
急性増悪, 終末期等の事由により, ≪中略≫当該特別の指示に
係る診療の日から14日以内に限り実施するものであること｡
【厚生労働大臣が定める者】
ア 気管カニューレを使用している状態にある者
イ 真皮を越える褥瘡の状態にある者
(イ) NPUAP (National Pressure Ulcer of Advisory Panel)
分類Ⅲ度又はⅣ度

(ロ) DESIGN 分類 (日本褥瘡学会によるもの) Ｄ３, Ｄ４
又はＤ５ (但し, Ｄ５であって深さが判定不能の場合は
除く｡)

第３部 検査

307 Ｄ006－４
遺伝病学的検査

(１) 遺伝病学的検査は以下の遺伝子疾患が疑われる場合に行うも
のとし, 患者１人につき１回算定できる｡
ア デュシェンヌ型筋ジストロフィー
イ ベッカー型筋ジストロフィー
ウ 福山型先天性筋ジストロフィー
エ 筋緊張性ジストロフィー
オエ 栄養障害型表皮水疱症
カオ 家族性アミロイドーシス
キカ 先天性ＱＴ延長症候群
ク ハンチントン舞踏病
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ケ 脊髄小脳変性症
コ 球脊髄性筋萎縮症
サ 家族性筋萎縮性側索硬化症
シ 家族性低カリウム血症性周期性四肢麻痺
ス マックリード症候群
セキ 脊髄性筋萎縮症
ソク 中枢神経白質形成異常症
タケ ムコ多糖症Ⅰ型
チコ ムコ多糖症Ⅱ型
ツサ ゴーシェ病
テシ ファブリ病
トス ポンペ病

(２) (１) のアからソクまでに掲げる遺伝子疾患の検査は, PCR
法, DNAシーケンス法, FISH法又はサザンブロット法による｡
タからト (１) のケからスまでに掲げる遺伝子疾患の検査は,
酵素活性測定法, DNAシーケンス法又は培養法による｡

316
317
318

Ｄ009
腫瘍マーカー

(３) ｢５｣ の PSA精密測定は, 診察, 腫瘍マーカー以外の検査,
画像診断等の結果から, 前立腺癌の患者であることを強く疑わ
れる者に対して検査を行った場合に, 前立腺癌の診断の確定又
は転帰の決定までの間に原則として, １回を限度として算定す
る｡ ただし, PSA精密検査測定の検査結果が 4.0ng/ml以上で
あって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては, ３月に
１回に限り, ３回を上限として算定できる｡ ≪以下略≫

(４) ～ (９) ≪略≫
(10) ｢８｣ の血清中抗 p53抗体測定は, 食道癌, 大腸癌又は乳癌が
強く疑われる患者に対して行った場合に月１回に限り算定でき
る｡

(1011) �
�↓ �※番号の変更
�(2122) �

337 Ｄ207
体液量等測定

(１) 体液量等測定の所定点数には, 注射又は採血を伴うものにつ
いては第６部第１節第１款の注射実施料及び採血料区分番号
｢Ｄ400｣ 血液採取を含む｡

358 [内視鏡検査に係
る共通事項
(Ｄ295～Ｄ325)｣

(７) 区分番号 ｢Ｄ295｣ 関節鏡検査から区分番号 ｢Ｄ325｣ 肺臓カ
テーテル法, 肝臓カテーテル法, 膵臓カテーテル法までに掲げ
る内視鏡検査は, 次により算定する｡
ア ～ イ ≪略≫
ウ 内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっ
ても, 区分番号 ｢Ｅ000｣ 透視診断料は算定しない｡
エ 写真診断を行った場合は, 施用フィルム代 (現像料及び郵
送料を含むが, 書留代等は除く｡) を10円で除して得た点数を
加算して算定するが, 区分番号 ｢Ｅ002｣ 撮影料及び区分番号
｢Ｅ001｣ 写真診断料並びにデジタル映像化処理加算は算定し
ない｡

≪以下略≫

第６部 注射

396 Ｇ004 点滴注射 (３) 血漿成分製剤加算
ア ｢注５３｣ に規定する ｢文書による説明｣ とは, １回目の輸
注を行う際 (当該患者に対して複数回の輸注を行う場合は概
ね１週間毎) に, ≪以下略≫
イ ～ ウ ≪略≫
エ ｢注５３｣ に規定する血漿成分製剤とは, 新鮮液状血漿及び
新鮮凍結人血漿等をいい, 血漿分画製剤 (アルブミン製剤,
グロブリン製剤等) は含まれないが, ≪以下略≫

397 Ｇ005
中心静脈注射

(２) 注２１に掲げられる血漿成分製剤加算については, 区分番号
｢Ｇ004｣ 点滴注射の (３) に規定する血漿成分製剤加算の例に
よる｡
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第８部 精神科専門療法

430 Ｉ012 精神科訪
問看護・指導料

(２) ｢注１｣ に規定する精神科訪問看護・指導料 (Ⅰ) の算定回数
は, 週 (日曜日から土曜日までの連続した７日間をいう｡) につ
いて計算する｡ また, ｢注１｣ ただし書の患者に対する算定回数
は, 急性増悪した日から連続した７日間について計算すること
とし, その必要性について, 急性増悪の状態及び指示内容の要
点と併せて診療録に記載すること｡ また, 同一日に複数回精神
科訪問看護・指導を行った場合であっても, １日につき１回に
限り算定することとする｡

(３) ≪略≫
(４) ｢注１｣ ただし書に規定する場合と, ｢注２｣ に規定する場合
においては, その必要性について, 急性増悪の状態及び指示内
容の要点と併せて診療録に記載し, 診療報酬明細書にもその必
要性について記載すること｡

(４５) �
�↓ �※番号の変更
�(1011) �

第９部 処置

450
452

Ｊ038 人工腎臓 (２) 入院中の患者 (介護老人保健施設に入所中の患者を含む｡ 以
下この項で同じ) に人工腎臓を行った場合又は特掲診療料の施
設基準等 (平成 年厚生労働省告示第 号) の第十一の二に規
定する場合≪以下略≫

(３) ～ (16) ≪略≫
(17) 人工腎臓の所定点数に含まれるものの取扱いについては, 次
の通りとする｡
ア ｢１｣ の場合には, 透析液 (灌流液), 血液凝固阻止剤, 生
理食塩水及び, エリスロポエチン製剤及びダルベポエチン製
剤の費用は所定点数に含まれており, 別に算定できない｡
≪以下略≫
イ ｢１｣ により算定する場合においても, 透析液 (灌流液),
血液凝固阻止剤, 生理食塩水及び, エリスロポエチン製剤等
及びダルベポエチン製剤の使用について適切に行うこと｡
≪以下略≫

第10部 手術

540 Ｋ338
鼻甲介切除術
Ｋ339
粘膜下下鼻甲介
骨切除術

(１) 慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対して, 区分番号 ｢Ｋ338｣ 鼻甲介切
除及び区分番号 ｢Ｋ339340｣ 鼻茸摘出術を併施した場合は, そ
れぞれの所定点数を別に算定する｡

568 Ｋ920 輸血 (19) 自己血を採血する際の採血バッグ並びに輸血する際の輸血用
回路及び輸血用針の費用並びに自己血の保存に係る費用は, 所
定点数に含まれ別に算定できない｡ なお, 自己血の採血に伴う
エリスロポエチン等の注射に係る第２章第６部第１款注射実施
料については, 自己血輸血の所定点数とは別に算定する｡

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

634
635

第１ 基本診療料
の施設基準等

基本診療料の施設基準等については, ｢基本診療料の施設基準等｣
(平成20年厚生労働省告示第62号) に定めるものの他, 下記のとおり
とする｡
１ ～ ５ ≪略≫
６ 基本診療料の施設基準等 (平成20年厚生労働省告示第62号) 及
び本通知において規定する診療科については, 医療法施行令 (昭
和23年政令326号) 及び医療法施行規則 (昭和23年厚生省令第50号)
の規定に基づき, 当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜す
る場合も含むものであること｡
７ 診療等に要する書面等は別添６のとおりである｡
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ページ 項 目 正 誤
なお, 当該書面による様式として示しているものは, 参考とし

て示しているものであり, 必要な示している事項全てが記載され
ている様式であれば, 別添６の様式と同じでなくても差し支えな
いものであること｡
≪以下略≫

別添２ 入院基本料等の施設基準等

651
653
657

第２ 病院の入院
基本料等に関す
る施設基準

４ 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする｡
(１) ≪略≫
(２) 看護要員の数については, 次の点に留意する｡
ア ～ ウ ≪略≫
エ ただし, 病棟勤務と外来勤務, 手術室勤務, 中央材料室勤
務, 集中治療室勤務, 又は褥瘡対策に係る専任の看護職員
(当該保険医療機関の届け出入院料が一の場合を除く｡) を兼
務する場合は, 勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算
の上, 看護要員の数に算入することができる｡ ≪以下略≫

オ ～ ケ ≪略≫
(３) ≪略≫
(４) 看護勤務体制は, 次の点に留意する｡
ア ≪略≫
イ 病棟ごとに１日当たり勤務する看護要員の数が所定の要件
を満たす場合は, 24時間一定の範囲で傾斜配置することがで
きる｡ なお, 各勤務帯に配置する看護職員の数については,
各病棟における入院患者の状態 (看護必要度等) について評
価等を行い, 実情に合わせた適正な配置数が確保されるよう
管理すること｡
≪以下略≫

(５) ～ (６) ≪略≫
４の２ ～ ６ ≪略≫
７ 療養病棟入院基本料の注４に規定する褥瘡評価実施加算の施設
基準
別添６の別紙８の ADL区分３に係るの判定が23点以上の状態の

患者について, 別添６の別紙９の ｢治療・ケアの評価の手引き｣,
別添６の別紙10の褥瘡及び ADLに係る治療・ケアの確認リストを
参考にして現在の治療・ケアの内容を確認すること｡ ≪以下略≫

676 第14 緩和ケア診
療加算

２ 届出に関する事項
(１) ～ (２) ≪略≫
(３) １の (１) のアからエまでに掲げる医師, 看護師及び薬剤師
の勤務の態様 (常勤・非常勤, 専従・非専従専任の別) 及び勤
務時間を, 別添７の様式20を用いて提出すること｡

別添５ 短期滞在手術基本料の施設基準等

703 ２ 短期滞在手術
基本料２に関す
る施設基準

(１) 当該保険医療機関が, 病院にあっては７対１入院基本料, 10
対１入院基本料, 13対１入院基本料, 15対１入院基本料, 18対
１入院基本料若しくは又は20対１入院基本料又は療養病棟入院
基本料１の入院基本料１若しくは入院基本料２のいずれかの基
準を, 有床診療所にあっては有床診療所入院基本料１の基準を
満たしていること｡

(２) ≪略≫
(３) 術前に患者に十分に説明し, 別添６の別紙2322を参考として
同意を得ること｡

３ 届出に関する事項
短期滞在手術基本料の施設基準に係る届出は, 別添７の様式７

９及び様式58を用いること｡



後期高齢者終末期相談支援料の取り扱いについて

標記について, 厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出され, 当該項目についてと

りまとめる文書等の取り扱い等について, 下記のとおり示されましたのでお知らせします｡

記

後期高齢者終末期相談支援料の算定にあたっては, 病状が急変した場合の治療等につい

て, 医師, 看護師その他の医療関係職種が共同し, 患者およびその家族等とともに話し合

い, その内容を文書等にとりまとめることとしているが, ｢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 (通知)｣ (平成20年３月５日保医発第0305001号) にあ

るように, 後期高齢者終末期相談支援料は, 終末期においても安心した療養生活を送るこ

とができるよう, 患者が終末期における療養について十分に理解することを基本とした上

で診療が進められることを目的としたものであるため, 患者の自発的な意思を尊重し, 患

者に意思の決定を迫ってはならず, 病状が急変した場合の治療方針や急変時の搬送の希望

等について, 患者の希望が確認できない場合等には, ｢不明｣, ｢未定｣ 等とすることで差

し支えないものである｡
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薬価基準の一部改正
４月11日から

平成20年４月11日付厚生労働省告示第279号をもって薬価基準の一部が改正され, 告示

の日から適用されました｡

今回の改正は, 薬事法の規定に基づき承認を得た新医薬品で, 薬価基準への収載希望の

あった ｢ムコ多糖症Ⅳ型｣ 治療薬を薬価基準の別表に第５部追補(１)として緊急的に収

載したものです｡

記

△

新たに収載されたもの (平成20年４月11日から適用)

＜ 注 射 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価 (円)

ナグラザイム点滴静注液５mg ５mg５mL１瓶 256,775



｢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

厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数 (平成20年厚生労働省告

示第273号) が平成20年５月１日から適用されることに伴い, 標記通知 (平成18年４月28

日保医発第0428001号・老老発第0428001号) が下記のとおり一部改正されましたのでお知

らせします (４月15日号京都医報付録保険だより23ページ参照)｡

記

＜新旧対照表＞
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現 行 改 正 案

５ 医療保険の診療項目と介護保険の特定診療
費の算定における留意事項
(１) 医療保険適用病床から介護保険適用病床
へ転床転換した場合, 当該転床した月にお
いては, 特定診療費として定められた初期
入院診療管理は算定できないものであるこ
と｡ ただし, 当該医療保険適用病床と介護
保険適用病床における入院期間が通算して
６月以内の場合であって, 当該介護保険適
用病床に転床した患者の病状の変化等によ
り, 診療方針に重要な変更があり, 入院診
療計画を見直す必要が生じた場合において
は, この限りでない｡

(２) 医療保険適用病床から介護保険適用病床
に転床した場合, 当該転床した週において,
医療保険の薬剤管理指導料を算定している
場合には, 特定診療費として定められた薬
剤管理指導は算定できないものであること｡
また, 介護保険適用病床から医療保険適用
病床に転床した場合についても同様である
こと｡

５ 医療保険の診療項目と介護保険の特定診療
費及び特別療養費の算定における留意事項
(１) 同一施設内の医療保険適用病床から介護
保険適用病床へ転床した場合, 当該転床し
た月においては, 特定診療費として定めら
れた初期入院診療管理は算定できないもの
であること｡ ただし, 当該医療保険適用病
床と介護保険適用病床における入院期間が
通算して６月以内の場合であって, 当該介
護保険適用病床に転床した患者の病状の変
化等により, 診療方針に重要な変更があり,
入院診療計画を見直す必要が生じた場合に
おいては, この限りでない｡

(２) 同一施設内の医療保険適用病床から, 介
護療養型老人保健施設に入所した者又は当
該医療機関と一体的に運営されるサテライ
ト型小規模介護療養型老人保健施設に入所
した者にあっては, 特別療養費に定める初
期入所診療管理は算定できないものである
こと｡ ただし, 当該施設の入所期間及び当
該施設入所前の医療保険適用病床における
入院期間が通算して６月以内の場合であっ
て, 当該入所した者の病状の変化等により,
診療方針に重要な変更があり, 診療計画を
見直す必要が生じた場合においては, この
限りでない｡

(３) 医療保険適用病床から介護保険適用病床
に転床又は介護療養型老人保健施設に入所
した場合, 当該転床又は入所した週におい
て, 医療保険の薬剤管理指導料を算定して
いる場合には, 特定診療費又は特別療養費
として定められた薬剤管理指導は算定でき
ないものであること｡ また, 介護保険適用
病床から医療保険適用病床に転床又は介護
療養型老人保健施設から医療保険適用病床
に入院した場合についても同様であること｡



※参考

①初期入院診療について

②薬剤管理指導について
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(３) 特定診療費として定められた理学療法,
作業療法及び精神科作業療法を行う施設に
ついては, 医療保険の疾患別リハビリテー
ション及び精神科作業療法を行う施設と同
一の場合及びこれらと共用する場合も認め
られるものとすること｡ ただし, 共用する
場合にあっては, 施設基準及び人員配置基
準等について, 特定診療費及び医療保険の
それぞれにおいて定められた施設基準の両
方を同時に満たす必要があること｡

(４) 特定診療費として定められた理学療法,
作業療法, 言語聴覚療法及び精神科作業療
法並びに特別療養費として定められた言語
聴覚療法及び精神科作業療法を行う施設に
ついては, 医療保険の疾患別リハビリテー
ション及び精神科作業療法を行う施設と同
一の場合及びこれらと共用する場合も認め
られるものとすること｡ ただし, 共用する
場合にあっては, 施設基準及び人員配置基
準等について, 特定診療費又は特別療養費
及び医療保険のそれぞれにおいて定められ
た施設基準の両方を同時に満たす必要があ
ること｡

単位数
厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数

(平成20年厚生労働省告示第273号)

初期入院診療
(介護療養病床)

250単位

入院患者に対して, その入院に際して医師が必要な診察, 検
査等を行い, 診療方針を定めて文書で説明を行った場合に,
入院中１回 (診療方針に重要な変更があった場合にあっては
２回) を限度として所定単位数を算定する｡

初期入所診療
(介護療養型
老人保健施設)

250単位

入所者に対して, その入所に際して医師が必要な診察, 検査
等を行い, 診療方針を定めて文書で説明を行った場合に, 入
所中１回 (診療方針に重要な変更があった場合にあっては２
回) を限度として所定単位数を算定する｡

単位数
厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数

(平成20年厚生労働省告示第273号)

薬剤管理指導
(介護療養病床)

350単位

指定短期入所療養介護, 指定介護療養施設サービス又は指定
介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入院患者
に対して, 投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に,
週１回に限り, 月に４回を限度として所定単位数を算定する｡

薬剤管理指導
(介護療養型
老人保健施設)

350単位

指定短期入所療養介護, 介護保健施設サービス又は指定介護
予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対し
て, 投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に, 週１
回に限り, 月に４回を限度として所定単位数を算定する｡



船員保険被保険者証および船員保険被扶養者証の
更新について

今般, 船員保険被保険者証および船員保険被扶養者証が更新されることになり, 下記の

とおり概要が示されましたので, お知らせします｡

記

１ 船員保険被保険者証および船員保険被扶養者証の更新の実施時期

船員保険被保険者証および船員保険被扶養者証 (以下 ｢被保険者証等｣ という｡) の

更新は, 平成20年７月１日から同年８月31日までの間に実施すること｡

２ 被保険者証等の様式および色

様式は, 別紙１のとおりとし, 船員保険被保険者証は藤色地, 船員保険被扶養者証は

サーモン色地とし, それぞれ黒刷りとすること｡

３ 被保険者証等の有効期限

現行の被保険者証等は, 平成20年９月１日以降は無効とすること｡

４ 船員保険被保険者 (被扶養者) 資格証明書の発行

被保険者証等の更新を受けるために現行の被保険者証等を提出している間において,

療養の給付 (家族療養費を含む｡) を受ける必要があるときは, 船舶所有者は, ｢健康保

険被保険者資格証明書について｣ (昭和56年10月１日保険発第76号・庁保険発第76号・

庁保険発第15号通知) に準じ, 船員保険被保険者 (被扶養者) 資格証明書 (別紙２) を

発行することとしたこと｡

５ 船員保険被扶養者証の異動年月日の記載

平成20年６月30日以前より引き続き被扶養者である者については, 今回の更新によっ

て発行される船員保険被扶養者証の第２面の ｢異動年月日｣ 欄は, 記載されないもので

あること｡

なお, 同年７月１日以降新たに被扶養者となる者に係る ｢異動年月日｣ 欄については,

従来どおり記載されるものであること｡
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(別紙１)
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(別紙２)
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被保険者証の更新および一部負担金割合の変更

全国土木建築国民健康保険組合の被保険者証の更新および一部負担金割合の変更につい

ては, ４月15日号京都医報付録保険だよりにて既報のとおりですが, 高齢受給者証の一部

負担金割合に誤りがありましたので, お知らせします｡ なお, 被保険者には, 訂正後の証

が配布されています｡

記

１. 一部負担金割合の変更

２. 証見本

2008年(平成20年)６月１日 No.1886 ( 15 )

変 更 前 変 更 後

(１) ３歳未満の乳幼児：２割
(１) ６歳に達する日以後の最初の３月31日以
前 (義務教育就学前) の被保険者：２割

(２) 70歳以上の被保険者 (現役並み
所得を有する者を除く) ：１割

(２) 70歳以上の被保険者 (現役並み所得を有
する者を除く) ：２割 (但し, 有効期限迄
は１割)
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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｡

〔京都府医師国保〕

記 号 番 号 医 05－14377 医 13－10940

氏 名 木 下 恵梨香 －

生 年 月 日 昭 62.５.19 －

無 効 事 由 紛 失 紛 失

無 効 年 月 日 平 20.４.26 平 20.５.１

〔刑務共済組合京都刑務所支部〕 〔法務省共済組合京都地方検察庁支部〕

記 号 番 号 1546

氏 名 増 本 昌 生

生 年 月 日 昭 36.12.24

無 効 事 由 －

無 効 年 月 日 平 20.４.１

記 号 番 号 017－70002460

氏 名 山 上 真由美

生 年 月 日 昭 42.６.16

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 20.４.１

〔厚生労働省第二共済組合滋賀病院所属所〕

記 号 番 号 50102264

氏 名 上 西 秀 典

生 年 月 日 －

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 20.４.30


