
平成18年度診療報酬改定関連

通知の一部訂正等について

厚労省より, ｢平成18年度診療報酬改定関連通知の一

部訂正について｣, ｢医療費の内容の分かる領収証の交付

について｣ 等の一部改正および ｢診療報酬の算定方法の

法定等に伴う実施上の留意事項について｣ 等の一部改正

について, 発出されましたのでお知らせします｡

なお, ｢医療費の内容の分かる領収証の交付について｣

等の一部改正および ｢診療報酬の算定方法の法定等に伴う実施上の留意事項について｣ 等

の一部改正については, 本年10月１日からの適用となりますのでご留意ください｡

( は削除事項, は追加事項)

｢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｣ の一部訂正について

第１章 基本診療料

第１部 初・再診料

第２節 再診料

A002 外来診療料 医科点数表の解釈 P.31 医科診療報酬点数表 P.14

(６) 爪甲除去 (麻酔を要しないもの), 穿刺排膿後薬液注入, 後部尿道洗浄 (ウル

ツマン), 義眼処置, 矯正固定, 変形機械矯正術, 腰部又は胸部固定帯固定, 低

出力レーザー照射及び肛門処置は外来診療料に含まれ別に算定できない｡

第２部 入院料等

＜通則＞

６ 外泊期間中の入院料等 医科点数表の解釈 P.36 医科診療報酬点数表 P.18

(１) 入院患者の外泊期間中の入院料等については, 入院基本料 (療養病棟入院基本

料２を算定する療養病棟にあっては, 外泊前日の入院基本料) の基本点数の15％

又は特定入院料の15％を算定するが, 精神及び行動の障害の患者について治療の

ために外泊を行わせる場合は更に15％を算定できる｡ ただし, 入院基本料又は特

定入院料の30％を算定することができる期間は, 連続して３日以内に限り, かつ

月 (同一暦月) ６日以内に限る｡

外泊中の入院料等を算定する場合においては, その点数に１点未満の端数があ

るときは, 少数点以下第一位を四捨五入して計算するものとする｡

なお, 当該外泊期間は, ７の入院期間に算入する｡
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－ 必 読－ 11月度請求書 (10月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日 (金)
午後５時まで

＊医保分点検＝９日△

国保 10日 (金)
午後５時まで

＊国保分点検＝９日△

労災 13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｡



第１節 入院基本料

A100 一般病棟入院基本料

医科点数表の解釈 P.46～P.48 医科診療報酬点数表 P.24～P.26

(４) ｢注４｣ に規定する特定患者とは, 90日を超える期間, 同一の保険医療機関

(特別の関係にある保険医療機関を含む｡) の一般病棟に入院している患者であっ

て, 当該90日を経過する日の属する月 (90日経過後にあってはその後の各月とす

る｡ 以下, 下の表において単に ｢月｣ という｡) に下の表の左欄に掲げる状態等

にあって, 中欄の診療報酬点数に係る療養のいずれかについて, 右欄に定める期

間等において実施している患者 (以下 ｢基本料算定患者｣ という｡) 以外のもの

をいう｡

なお, 左欄に掲げる状態等にある患者が, 退院, 転棟又は死亡により右欄に定

める実施の期間等を満たさない場合においては, 当該月の前月に基本料算定患者

であった場合に限り, 当該月においても同様に取り扱うこととする｡
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状 態 等 診療報酬点数 実施の期間等

４ 悪性新生物に対する
治療 (重篤な副作用の
おそれがあるもの等に
限る｡) を実施している
状態 (※２参照)

動脈注射 左欄治療により, 集中的
な入院加療を要する期間

抗悪性腫瘍剤動脈内局所
持続注入

点滴注射

中心静脈注射

骨髄内注射

放射線治療 (エックス線
表在治療又は血液照射を
除く｡)

６ リハビリテーション
等を実施している状態
(患者の入院の日から起算
して180日までの間に限る｡)

心大血管疾患リハビリテー
ション, 脳血管疾患等リ
ハビリテーション, 運動
器リハビリテーション及
び呼吸器リハビリテーショ
ン

週３回以上実施している
週が, 当該月において２
週以上であること

８ 頻回に喀痰吸引・排
出を実施している状態
(※３参照)

喀痰吸引, 干渉低周波去
痰器による喀痰排出

１日に８回以上 (夜間を
含め約３時間に１回程度)
実施している日が, 当該
月において20日以上であ
ること

気管支カテーテル薬液注
入法

９ 人工呼吸器を使用し
ている状態

間歇的陽圧吸入法, 体外
式陰圧人工呼吸器治療

当該月において１週以上
使用していること

人工呼吸



※３ ７に係る胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場合は, 当該胸腔穿刺又は腹腔

穿刺に関し洗浄を行った旨を診療報酬明細書に記載すること｡

また, ８に係る喀痰吸引及び干渉低周波去痰器による喀痰排出を算定した

場合は, 当該喀痰吸引及び干渉低周波去痰器による喀痰排出を頻回に行った

旨を診療報酬明細書に, その実施時刻及び実施者について診療録等に記載す

ること｡

(６) ｢注４｣ に規定する特定患者が, 包括病床群 (第３節 ｢A313 老人一般病棟入

院医療管理料｣ の ｢注１｣ に規定する包括病床群をいう｡) の届出を行っていな

い病床に入院している場合については, 老人特定入院基本料 (928点又は790点)

を算定すること｡

また, 老人特定入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使

用する薬剤及び, 特定保険医療材料又は区分 ｢J201｣ 酸素加算の費用並びに浣腸,

注腸, 吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置に際して薬剤又

は特定保険医療材料を使用した場合の当該及びこれに伴い使用する薬剤又は特定

保険医療材料に係るの費用については, 老人特定入院基本料に含まれるものであ

ること｡

老人特定入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は,

老人特定入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない｡

A101 療養病棟入院基本料 医科点数表の解釈 P.50 医科診療報酬点数表 P.27

(１) 療養病棟入院基本料１ (平成18年６月30日までに限る｡)

ウ 療養病棟入院基本料１に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用

する薬剤又は, 特定保険医療材料又は区分 ｢J201｣ 酸素加算の費用並びに浣腸,

注腸, 吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴

い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については療養病棟入院基本料１

に含まれる｡

A109 有床診療所療養病床入院基本料

医科点数表の解釈 P.68 医科診療報酬点数表 P.40

(１) 有床診療所療養病床入院基本料１ (平成18年６月30日までに限る｡)

イ 有床診療所療養病床入院基本料１に含まれる画像診断及び処置並びにこれら

に伴い使用する薬剤又は, 特定保険医療材料又は区分 ｢J201｣ 酸素加算の費用

並びに浣腸, 注腸, 吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置

及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については有床診療

所療養病床入院基本料１に含まれる｡
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10 人工腎臓, 持続緩徐
式血液濾過又は血漿交換
療法を実施している状態

人工腎臓, 持続緩徐式血
液濾過

各週２日以上実施してい
ること

血漿交換療法 当該月において２日以上
実施していること



第３節 特定入院料

A304 広範囲熱傷特定集中治療室管理料

医科点数表の解釈 P.99 医科診療報酬点数表 P.62

(２) 熱傷用空気流動ベッドの使用の有無にかかわらず所定点数を算定する｡ なお,

創傷処置, 熱傷処置, 爪甲除去 (麻酔を要しないもの), 穿刺排膿後薬液注入又

は皮膚科軟膏処置の費用は所定点数に含まれ別に算定できないが, 創傷処置, 熱

傷処置, 爪甲除去 (麻酔を要しないもの), 穿刺排膿後薬液注入又は皮膚科軟膏

処置に用いた薬剤料については別に算定できる｡

第２章 特掲診療料

第１部 医学管理等

17 慢性疼痛疾患管理料

医科点数表の解釈 P.143 医科診療報酬点数表 P.91

(１) 慢性疼痛疾患管理料は, 変形性膝関節症, 筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病と

し, 疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療

法を行った場合に算定することができる｡ なお, 当該管理料を算定している患

者であっても, 介達牽引及び消炎鎮痛等処置に係る薬剤料は, 別途算定できる

ものとする｡

(２) 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及び肛門処置の費用は所定点数に含まれるが, こ

れらの処置に係る薬剤料は, 別途算定できるものとする｡

B001-2 小児科外来診療料

医科点数表の解釈 P.145 医科診療報酬点数表 P.93

(３) 当該患者の診療に係る費用は, 初診料 (｢注２｣ のただし書に規定するものを

除く｡), 再診料及び外来診療料の時間外加算, 休日加算, 深夜加算及び小児科特

例加算, 地域連携小児夜間・休日診療料, 診療情報提供料 (Ⅱ) 並びに往診料

(往診料の加算を含む｡) を除き, すべて所定点数に含まれる｡ ただし, 初診料の

時間外加算, 休日加算, 深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は, それぞ

れ85点, 250点, 580点又は230点を, 再診料及び外来診療料の時間外加算, 休日

加算, 深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は, それぞれ65点, 190点,

520点又は180点を算定する｡

B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料

医科点数表の解釈 P.147 医科診療報酬点数表 P.94

乳幼児育児栄養指導料は, 小児科を標榜する保険医療機関において, 小児科を担

当する医師が３歳未満の乳幼児に対して初診 (区分 ｢A000｣ 初診料の ｢注２｣ の

ただし書に規定する初診を除く｡) を行った場合に, 育児, 栄養その他療養上必要

な指導を行ったときに算定する｡ この場合, 指導の要点を診療録に記載すること｡

第２部 在宅医療

第１節 在宅患者診療・指導料

C002 在宅時医学総合管理料

医科点数表の解釈 P.175 医科診療報酬点数表 P.118

(２) 在宅時医学総合管理料は, 厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているもの
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として地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関の主治医が, 在宅療養計画

に基づき月２回以上継続して訪問診療 (往診を含む｡) を行った場合に月１回に

限り算定する｡

在宅時医学総合管理料の ｢１｣ については, 在宅療養支援診療所の主治医が,

往診及び訪問看護により24時間対応できる体制を確保し, 在宅療養支援診療所の

連絡担当者の氏名, 連絡先電話番号等, 担当日, 緊急時の注意事項等並びに往診

担当医及び訪問看護担当者の氏名等について, 文書により提供している患者に限

り, 在宅療養支援診療所において算定し, 在宅療養支援診療所の主治医が, 当該

患者以外の患者に対し, 月２回以上継続して訪問した場合には, 在宅時医学総合

管理料の ｢２｣ を算定する｡ ただし, 医師又は看護師等の配置が義務付けられて

いる施設に入所している患者 (給付調整告示等に規定する場合を除く｡) につい

ては算定の対象としない｡

(７) 当該患者について在宅時医学総合管理料が算定されている月において, 区分番

号 ｢B000｣ 特定疾患療養管理料, 区分 ｢B001｣ の ｢５｣ 小児科療養指導料, 同

区分の ｢７｣ 難病外来指導管理料, 同区分の ｢８｣ 皮膚科特定疾患指導管理料,

同区分の ｢18｣ 小児悪性腫瘍患者指導管理料, 及び区分番号 ｢C109｣ 在宅寝た

きり患者処置指導管理料及び区分 ｢C113｣ 寝たきり老人訪問指導管理料は所定

点数に含まれ, 別に算定できない｡

第２節 在宅療養指導管理料

第１款 在宅療養指導管理料

C103 在宅酸素療法指導管理料

医科点数表の解釈 P.191 医科診療報酬点数表 P.131

(８) 在宅酸素療法指導管理料を算定している患者 (入院中の患者を除く｡) につ

いては, 酸素吸入, 突発性難聴に対する酸素療法, 酸素テント, 間歇的陽圧吸

入法, 体外式陰圧人工呼吸器治療, 喀痰吸引, 干渉低周波去痰器による喀痰排

出及び鼻マスク式補助換気法 (これらに係る酸素代も含む｡) の費用は算定で

きない｡

C106 在宅自己導尿指導管理料

医科点数表の解釈 P.192 医科診療報酬点数表 P.132

(３) 在宅自己導尿指導管理料を算定している患者 (入院中の患者を除く｡) につ

いては, 導尿 (尿道拡張を要するもの), 膀胱洗浄, 後部尿道洗浄 (ウルツマ

ン) 及び留置カテーテル設置の費用は算定できない｡

C107 在宅人工呼吸指導管理料

医科点数表の解釈 P.192 医科診療報酬点数表 P.132

(５) 在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者 (入院中の患者を除く｡) につ

いては, 酸素吸入, 突発性難聴に対する酸素療法, 酸素テント, 間歇的陽圧吸

入法, 体外式陰圧人工呼吸器治療, 喀痰吸引, 干渉低周波去痰器による喀痰排

出, 鼻マスク式補助換気法及び人工呼吸の費用 (これらに係る酸素代を除く｡)

は算定できない｡
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C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料

医科点数表の解釈 P.194 医科診療報酬点数表 P.134

(４) 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者 (入院中の患者を除く｡)

については, 創傷処置 (気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含み, 熱傷

に対する処置を除く｡), 爪甲除去 (麻酔を要しないもの), 穿刺排膿後薬液注

入, 皮膚科軟膏処置, 留置カテーテル設置, 膀胱洗浄, 後部尿道洗浄 (ウルツ

マン), 導尿 (尿道拡張を要するもの), 鼻腔栄養, ストーマ処置, 喀痰吸引,

干渉低周波去痰器による喀痰排出, 介達牽引, 矯正固定, 変形機械矯正術及び,

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及び肛門処置

の費用は算定できない｡

C112 在宅気管切開患者指導管理料

医科点数表の解釈 P.195 医科診療報酬点数表 P.134

(３) 在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者 (入院中の患者を除く｡)

については, 創傷処置 (気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含み, 熱傷

に対する処置を除く｡) 及び, 爪甲除去 (麻酔を要しないもの), 穿刺排膿後薬

液注入, 喀痰吸引及び干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない｡

C113 寝たきり老人訪問指導管理料

医科点数表の解釈 P.195 医科診療報酬点数表 P.135

(９) 寝たきり老人訪問指導管理料を算定している患者については, ウイルス疾患

指導料及び心臓ペースメーカー指導管理料を算定できないものであること｡ ま

た, 皮膚科特定疾患指導管理料 (Ⅰ) を算定すべき管理を行った場合において

は, 寝たきり老人訪問指導管理の費用は, 当該点数に含まれ, 別に算定できな

いものであること｡

第３部 検査

第１節 検体検査料

第１款 検体検査実施料

D001 尿中特殊物質定性定量検査

医科点数表の解釈 P.215 医科診療報酬点数表 P.148

(３) ｢12｣ のマイクロトランスフェリン精密測定 (尿中), ｢12｣ のアルブミン定

量精密測定及び ｢15｣ のⅣ型コラーゲン定量精密測定は, 糖尿病又は早期糖尿

病性腎症患者であって微量アルブミン尿を伴う疑うもの (糖尿病性腎症第１期

又は第２期のものに限る｡) に対して行った場合に, ３か月に１回に限り算定

できる｡ なお, これらを同時に行った場合は, 主たるもののみ算定する｡

D006 出血・凝固検査 医科点数表の解釈 P.221 医科診療報酬点数表 P.154

(７) ｢15｣ の第Ⅷ因子様抗原は, SRID 法, ロケット免疫電気泳動法又は通則に

掲げる精密検査によるものである｡

D008 内分泌学的検査

(８) ｢12｣ の黄体形成ホルモン (LH) は LA法又は通則に掲げる精密検査による｡
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D009 腫瘍マーカー 医科診療報酬点数表 P.166

(12) ｢10｣ のサイトケラチン19フラグメント精密測定は, 悪性腫瘍の診断の確定

又は転帰の決定までの間に１回に限り算定する｡

また, 悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については, 小細胞癌

を除く肺癌の場合に限り, 区分 ｢B001｣ 特定疾患治療管理料の ｢３｣ 悪性腫

瘍特異物質治療管理料を算定できる｡

(14) 尿中遊離型フコース

ア ｢11｣ の尿中遊離型フコースは酵素化学的測定法により, 悪性腫瘍の診断

の確定又は転帰の決定までの間に１回に限り算定する｡ よる｡

医科点数表の解釈 P.235 医科診療報酬点数表 P.166, P.167

(21) ｢16｣ のインターロイキン２受容体 (IL-2R) 精密測定は, 非ホジキンリンパ

腫, ATL の診断の目的で測定した場合のみに算定できる｡

また, 非ホジキンリンパ腫又は ATL であることが既に確定診断された患者

に対して, 経過観察のために測定した場合は, 区分 ｢B001｣ 特定疾患治療管

理料の ｢３｣ 悪性腫瘍特異物質治療管理料の ｢ロ｣ により算定する｡

D014 自己抗体検査 医科点数表の解釈 P.248 医科診療報酬点数表 P.176

(17) ｢22｣ の抗アセチルコリンレセプター抗体価は, 重症筋無力症の診断又は診

断後の経過観察の目的で行った場合のみに算定できる｡

D015 血漿蛋白免疫学的検査

医科点数表の解釈 P.248 医科診療報酬点数表 P.177

(３) ｢８｣ の補体蛋白 (Ｃ３) 測定, ｢８｣ の補体蛋白 (Ｃ４) 測定及び ｢７｣ のト

ランスフェリンは, SRID 法又は通則に掲げる精密検査による｡

第３節 生体検査料

D214 脈波図, 心機図, ポリグラフ検査

医科点数表の解釈 P.267 医科診療報酬点数表 P.192

(４) 脈波図, 心機図, ポリグラフ検査を１誘導で行った場合は区分 ｢D207｣ 体液

量等測定の ｢２｣ により算定し, 脈波図, 心機図, ポリグラフ検査判断料は, 別

に算定できないする｡

D215 超音波検査 医科点数表の解釈 P.267 医科診療報酬点数表 P.193

(12) ｢５｣ の血管内超音波法の算定は次の方法による｡

エ 区分 ｢D220｣ 呼吸心拍監視, 新生児心拍・呼吸監視装置, カルジオスコー

プ (ハートスコープ), カルジオタコスコープの費用は, 所定点数に含まれる｡

D216-2 残尿測定検査 医科点数表の解釈 P.269 医科診療報酬点数表 P.194

(１) 残尿測定検査は, 前立腺肥大症並びに, 神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に

対し, 超音波若しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する｡
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D220 呼吸心拍監視, 新生児心拍・呼吸監視装置, カルジオスコープ (ハートスコー

プ), カルジオタコスコープ

医科点数表の解釈 P.270 医科診療報酬点数表 P.195

(２) 呼吸心拍監視, 新生児心拍・呼吸監視装置, カルジオスコープ (ハートスコー

プ), カルジオタコスコープは, 観察した呼吸曲線, 心電曲線, 心拍数のそれぞ

れの観察結果の要点を診療録に記載した場合に算定できる｡

(４) 呼吸心拍監視, 新生児心拍・呼吸監視装置, カルジオスコープ (ハートスコー

プ) 又はカルジオタコスコープを同一日に行った場合は, 主たるもののみ算定す

る｡

(５) 診療報酬明細書の摘要欄に呼吸心拍監視, 新生児心拍・呼吸監視装置, カルジ

オスコープ (ハートスコープ), カルジオタコスコープの算定開始日を記載する｡

(６) 呼吸心拍監視装置等の装置を中止した後30日以内に再装着が必要となった場合

の日数の起算日は, 最初に呼吸心拍監視, 新生児心拍・呼吸監視装置, カルジオ

スコープ (ハートスコープ), カルジオタコスコープを算定した日とする｡ 特定

入院料を算定した患者が引き続き ｢D220｣ の呼吸心拍監視, 新生児心拍・呼吸

監視装置, カルジオスコープ (ハートスコープ), カルジオタコスコープを行う

場合の日数の起算日についても同様とする｡ なお, 当該検査を中止している期間

についても実施日数の計算に含める｡

(８) 人工呼吸を同一日に行った場合は, 呼吸心拍監視, 新生児心拍・呼吸監視装置,

カルジオスコープ (ハートスコープ), カルジオタコスコープに係る費用は区分

｢J045｣ 人工呼吸の所定点数に含まれる｡

D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定

医科点数表の解釈 P.271 医科診療報酬点数表 P.195

経皮的動脈血酸素飽和度測定は, 次のいずれかに該当する患者に対して行った場

合に算定する｡

ア 呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって, 酸素吸入若しくは突発性

難聴に対する酸素療法を現に行っているもの又は酸素吸入若しくは突発性難聴に

対する酸素療法を行う必要があるもの｡

D282-3 コンタクトレンズ検査料

医科点数表の解釈 P.284 医科診療報酬点数表 P.206

(２) コンタクトレンズの既装用者に対して, コンタクトレンズの装用者については,

屈折異常を有すること及びコンタクトレンズ装用に伴う眼疾患の発生の蓋然性が

高いことから継続的な管理が必要であり, 患者の眼の状態, コンタクトレンズの

装用歴等を勘案し, 医師が屈折異常に係る継続的な管理の必要性を認め, 次回の

受診を指示した場合にあっては, 当該受診日にすることとなるが, こうした継続

的な管理を目的として既装用者に対して行われる眼科学的検査については ｢１｣

の ｢ロ｣ 又は ｢２｣ の ｢ロ｣ を算定する｡

また, コンタクトレンズの既装用者であって, 自他覚症状を有する等, 新たな

疾患の罹患が疑われる場合にあっては, 医師の指示した受診日以前であっても,

実施された眼科学的検査については ｢１｣ の ｢ロ｣ 又は ｢２｣ の ｢ロ｣ を算定で

きる｡
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(３) 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別な関係特別の関係にある保険医

療機関において過去に ｢１｣ の ｢イ｣ 又は ｢２｣ の ｢イ｣ を算定した患者に対し

て ｢１｣ の ｢ロ｣ 又は ｢２｣ の ｢ロ｣ を算定する場合は, 区分 ｢A000｣ に掲げ

る初診料は算定せず, 区分 ｢A001｣ に掲げる再診料又は区分 ｢A002｣ に掲げる

外来診療料を算定する｡

(４) コンタクトレンズの既装用者であって, 自他覚症状がなく屈折異常以外の新た

な疾病の罹患が疑われないにもかかわらず, 疾病の予防の観点から定期的に行わ

れる眼科学的検査については, 疾病又は負傷に対する療養又は医療の給付に該当

しないことから, 保険給付の対象とはならない｡ ただし, コンタクトレンズの既

装用者であって, 自他覚症状を有する等, 新たな疾病の罹患が疑われる場合にあっ

ては, 医師の指示した受診日以前であっても, 実施された眼科学的検査について

は ｢１｣ の ｢ロ｣ 又は ｢２｣ の ｢ロ｣ を算定できる｡

(５)(４) コンタクトレンズ処方のために眼科学的検査を行った場合又はコンタクト

レンズ装用者に対して眼科学的検査を行った場合は, ｢１｣ 又は ｢２｣ の所定点

数を算定し, 別に区分 ｢D255｣ から ｢D282-2｣ までに掲げる眼科学的検査を算

定することはできない｡ ただし, 新たな疾患の発生 (屈折異常以外の疾患の急性

増悪を含む｡) によりコンタクトレンズの装用を中止しコンタクトレンズの処方

を行わない場合, 円錐角膜, 角膜変形若しくは高度不正乱視の治療を目的として

ハードコンタクトレンズの処方を行った場合, ９歳未満の小児に対して弱視, 斜

視若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処方を行った場合, 緑

内障又は高眼圧症の患者 (治療計画を作成し診療録に記載するとともに, アプラ

ネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し, 視神経

乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る｡), 網膜硝子体疾患若しくは視

神経疾患の患者 (治療計画を作成し診療録に記載するとともに, 散瞳剤を使用し,

汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査, 細隙燈顕微鏡検査 (前眼部及び後眼部) 並

びに眼底カメラ撮影を実施し, 網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細

に診療録に記載した場合に限る｡), 度数のない治療用コンタクトレンズを装用す

る患者又は眼内の手術 (角膜移植術を含む｡) 前後の患者等にあっては, 当該点

数を算定せず, 区分 ｢D255｣ から ｢D282-2｣ までに掲げる眼科学的検査により

算定する｡ なお, この場合においても, 区分 ｢A000｣ に掲げる初診料は算定せ

ず, 区分 ｢A001｣ に掲げる再診料又は区分 ｢A002｣ に掲げる外来診療料を算定

する｡

D324 血管内視鏡検査 医科点数表の解釈 P.298 医科診療報酬点数表 P.214

区分 ｢D220｣ 呼吸心拍監視, 新生児心拍・呼吸監視装置, カルジオスコープ

(ハートスコープ), カルジオタコスコープの費用は, 所定点数に含まれる｡

第４部 画像診断

第２節 核医学診断料 医科点数表の解釈 P.316 医科診療報酬点数表 P.231

E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

(８) ターゲットガス (窒素, 酸素, 二酸化炭素) 等の15Ｏ標識ガス剤の合成に係る

費用及び15Ｏ標識ガス剤の吸入に係る費用並びに18FDG の合成及び注入に係る費

用は所定点数に含まれ, 別に算定できない｡
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第７部 リハビリテーション

＜通則＞ 医科点数表の解釈 P.353 医科診療報酬点数表 P.250

11 鋼線等による直達牽引, 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は,

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の所定点数に含まれるものと

する｡

第１節 リハビリテーション料

H000 心大血管疾患リハビリテーション料

医科点数表の解釈 P.354 医科診療報酬点数表 P.252

(６) 心大血管疾患リハビリテーション料の所定点数には, 心大血管疾患リハビリテー

ションに付随する区分 ｢D208｣ 心電図検査, 区分 ｢D209｣ 負荷心電図検査及び区

分 ｢D220｣ 呼吸心拍監視, 新生児心拍・呼吸監視装置, カルジオスコープ (ハー

トスコープ), カルジオタコスコープの費用が含まれる｡

H007 障害児 (者) リハビリテーション料

医科点数表の解釈 P.366 医科診療報酬点数表 P.258

(１) 障害児 (者) リハビリテーション料は, 別に厚生労働大臣が定める障害児 (者)

リハビリテーションの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

届出を行った保険医療機関であって, 児童福祉法 (昭和22年法律第164号) 第43条

の３及び第43条の４に規定する肢体不自由児施設及び重度心身障害児施設又は同法

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医療機関の入所者又は通園者

(外来患者を含む｡) である以下の患者 (医師がリハビリテーションが必要と認めた

患者に限る｡) に対して, 個々の症例に応じてリハビリテーションを行った場合に

算定する｡

ア 脳性麻痺の患者

イ 胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害には, の患者 (脳

形成不全, 小頭症, 水頭症, 奇形症候症, 二分脊椎等が含まれる｡ の患者を含む｡)

ウ 顎・口腔の先天異常の患者

エ 先天性の体幹四肢の奇形又は変形には, の患者 (先天性切断, 先天性多発性関

節拘縮症等が含まれる｡ の患者を含む｡)

オ 先天性神経代謝異常症, 大脳白質変性症の患者

カ 先天性又は進行性の神経筋疾患には, の患者 (脊髄小脳変性症, シャルコーマ

リートゥース病, 進行性筋ジストロフィー症等が含まれる｡ の患者を含む｡)

キ 神経障害による麻痺及び後遺症には, の患者 (低酸素性脳症, 頭部外傷, 溺水,

脳炎, 脳症・髄膜炎, 脊髄損傷, 脳脊髄腫瘍, 腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等回

復に長期間を要する神経疾患等が含まれる｡ の患者を含む｡)

ク 言語障害, 聴覚障害, 認知障害を伴う自閉症等の発達障害には, の患者 (広汎

性発達障害, 注意欠陥多動性障害, 学習障害等が含まれる｡ の患者を含む｡)
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第８部 精神科専門療法

第１節 精神科専門療法料

I008-2 精神科ショート・ケア

医科点数表の解釈 P.374 医科診療報酬点数表 P.264

(３) 同一の保険医療機関で精神科ショート・ケア, 精神科デイ・ケア, 精神科ナイ

ト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアを開始した日から起算して３年を超える

場合には, 精神科ショート・ケアの実施回数にかかわらず, 算定は１週間に５日

を限度とする｡

I015 重度認知症患者デイ・ケア料

医科点数表の解釈 P.375 医科診療報酬点数表 P.268

(５) 重度認知症患者デイ・ケア料は入院中の患者以外の患者に限り算定する｡ ただ

し, 重度認知症患者デイ・ケア料を算定している患者に対しては, 同一日に行う

他の精神科専門療法は, 別に算定できない｡

第９部 処置

＜通則＞ 医科点数表の解釈 P.382, P.383 医科診療報酬点数表 P.270, P.271

３ 浣腸, 注腸, 吸入その他第１節処置料に掲げられていない処置であって簡単な処

置 (簡単な物理療法を含む｡) の費用は, 基本診療料に含まれるものとし, 別に算

定することはできない｡

なお, 処置に対する費用が別に算定できない場合 (処置後の薬剤病巣撒布を含む｡)

であっても, 処置に際して薬剤を使用した場合には, 第２節第３節薬剤料に定める

ところにより薬剤料を算定することはできる｡

７ 時間外加算等に係る ｢所定点数｣ とは, 第１節処置料に掲げられた点数及び各注

による加算 (プラスチックギプス加算及びギプスに係る乳幼児加算を含む｡) を合

計した点数であり, 通則に基づく加算, 第２節, 第３節及び第４節における費用は

含まない｡

＜処置料＞

(一般処置)

J000 創傷処置 医科点数表の解釈 P.383 医科診療報酬点数表 P.271

(４) 区分 ｢C109｣ 在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分 ｢C112｣ 在宅気管

切開患者指導管理料を算定している患者 (これらに係る在宅療養指導管理材料

加算, 薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み, 入院中の

患者を除く｡) については, 創傷処置 (熱傷に対するものを除く｡), 爪甲除去

(麻酔を要しないもの) 及び穿刺排膿後薬液注入の費用は算定できない｡

J001 熱傷処置 医科点数表の解釈 P.384 医科診療報酬点数表 P.271

(１) 熱傷処置を算定する場合は, 創傷処置, 爪甲除去 (麻酔を要しないもの) 及

び穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない｡

J001-4 重度褥瘡処置 医科点数表の解釈 P.384 医科診療報酬点数表 P.271

(２) 重度褥瘡処置を算定する場合は, 創傷処置, 爪甲除去 (麻酔を要しないもの)
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及び穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない｡

J001-5 老人処置 医科点数表の解釈 P.385 医科診療報酬点数表 P.272

(１) 老人処置料の算定に係る褥瘡処置とは, 臥床に伴う褥瘡性潰瘍又は圧迫性潰

瘍に対する処置 (第２章第９部創傷処置又は皮膚科軟膏処置において, 入院中

の患者について算定することとされている範囲のものに限る｡) をいうもので

あること｡ り, 重度褥瘡処置を含むものであること｡

J001-6 老人精神病棟等処置料

医科点数表の解釈 P.386 医科診療報酬点数表 P.273

(１) ｢注１｣ に掲げる処置には褥瘡処置, 重度褥瘡処置を含む｡

(２) 入院期間が１年を超える入院中の患者に対して行った褥瘡処置, 重度褥瘡処

置が, ｢注１｣ に掲げるもの以外の創傷処置又は皮膚科軟膏処置である場合は,

老人処置料の所定点数により算定する｡

J002 ドレーン法 (ドレナージ)

医科点数表の解釈 P.387 医科診療報酬点数表 P.274

(４) ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は, 区分 ｢J000｣ 創傷処置の

｢１｣ により手術後の患者に対するものとして算定する｡

J018 喀痰吸引 医科点数表の解釈 P.388 医科診療報酬点数表 P.275

(２) 喀痰吸引, 内視鏡下気管支分泌物吸引, 干渉低周波去痰器による喀痰排出,

間歇的陽圧吸入法, 鼻マスク式補助換気法, 体外式陰圧人工呼吸器治療, 高気

圧酸素治療, インキュベーター, 人工呼吸, 持続陽圧呼吸法, 間歇的強制呼吸

法, 気管内洗浄 (気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む｡), ネブラ

イザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は, 主たるものの所定点

数のみにより算定する｡

J018-2 内視鏡下気管支分泌物吸引

医科点数表の解釈 P.389 医科診療報酬点数表 P.275

算定は１日に１回を限度とする｡

J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出

医科点数表の解釈 P.389 医科診療報酬点数表 P.275

(２) 区分 ｢C103｣ 在宅酸素療法指導管理料, 区分 ｢C107｣ 在宅人工呼吸指導管

理料, 区分 ｢C109｣ 在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分 ｢C112｣ 在宅

気管切開患者指導管理料を算定している患者 (これらに係る在宅療養指導管理

材料加算又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み, 入院中の患者

を除く｡) については, 喀痰吸引干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算

定できない｡

(３) 算定は１日に１回を限度とする｡
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J022 高位浣腸, 高圧浣腸, 洗腸

医科点数表の解釈 P.390 医科診療報酬点数表 P.276

高位浣腸, 高圧浣腸, 洗腸又は, 摘便, 腰椎麻酔下直腸内異物除去又は腸内ガ

ス排気処置 (開腹手術後) を同一日に行った場合は, 主たるものの所定点数によ

り算定する｡

J024 酸素吸入, J024-2 突発性難聴に対する酸素療法

医科点数表の解釈 P.390 医科診療報酬点数表 P.276

(１) 間歇的陽圧吸入法, 体外式陰圧人工呼吸器治療, 鼻マスク式補助換気法, 体

外式陰圧人工呼吸器治療, インキュベーター, 人工呼吸, 持続陽圧呼吸法, 間歇

的強制呼吸法又は気管内洗浄 (気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む｡)

と同一日に行った酸素吸入, 突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントの費用

は, それぞれの所定点数に含まれており, 別に算定できない｡

(２) 区分 ｢C103｣ 在宅酸素療法指導管理料又は区分 ｢C107｣ 在宅人工呼吸指導管

理料を算定している患者 (これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定して

いる者を含み, 入院中の患者を除く｡) については, 酸素吸入及び突発性難聴に

対する酸素療法の費用は算定できない｡

(３) 酸素と窒素を用いて空気と類似した組成の気体を作成し酸素吸入等に用いた場

合, 酸素及び窒素の費用は算定できない｡

J026 間歇的陽圧吸入法, J026-2 鼻マスク式補助換気法, J026-3 体外式陰圧人工

呼吸器治療 医科点数表の解釈 P.391 医科診療報酬点数表 P.277

(１) 区分 ｢C103｣ 在宅酸素療法指導管理料又は区分 ｢C107｣ 在宅人工呼吸指導管

理料を算定している患者 (これらに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定し

ている者を含み, 入院中の患者を除く｡) については, 間歇的陽圧吸入法, 鼻マ

スク式補助換気法及び体外式陰圧人工呼吸器治療の費用は算定できない｡

(２) 間歇的陽圧吸入法, 鼻マスク式補助換気法又は体外式陰圧人工呼吸器治療と同

時に行う喀痰吸引, 干渉低周波去痰器による喀痰排出, 酸素吸入, 突発性難聴に

対する酸素療法又は酸素テントは, 所定点数に含まれるものとする｡

J038-2 持続緩徐式血液濾過

医科点数表の解釈 P.398 医科診療報酬点数表 P.281

(５) 持続緩徐式血液濾過と人工腎臓を併せて１月に15回以上実施した場合 (持続緩

徐式血液濾過のみを15回以上実施した場合を含む｡) は, 15回目以降の持続緩徐

式血液濾過又は人工腎臓は算定できない｡ ただし, 薬剤料又は特定保険医療材料

料は別に算定できる｡

J040 局所灌流 医科点数表の解釈 P.400 医科診療報酬点数表 P.284

開始日の翌日以降に行ったものについては, 区分 ｢J000｣ 創傷処置における手術

後の患者に対するものに準じて算定する｡

J045 人工呼吸 医科点数表の解釈 P.403 医科診療報酬点数表 P.286

(２) 呼吸心拍監視, 新生児心拍・呼吸監視装置, カルジオスコープ (ハートスコー
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プ), カルジオタコスコープ, 経皮的動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血

圧測定を同一日に行った場合は, これらに係る費用は人工呼吸の所定点数に含ま

れる｡

(３) 喀痰吸引, 干渉低周波去痰器による喀痰排出, 酸素吸入及び突発性難聴に対す

る酸素療法の費用は, 所定点数に含まれる｡

J050 気管内洗浄 医科点数表の解釈 P.404 医科診療報酬点数表 P.287

(４) 気管内洗浄 (気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む｡) と同時に行

う喀痰吸引, 干渉低周波去痰器による喀痰排出又は酸素吸入は, 所定点数に含ま

れる｡

J055-2 イオントフォレーゼ

医科点数表の解釈 P.407 医科診療報酬点数表 P.289

(１) 尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので, 他の療

法が無効な場合に限り認めて差し支えない｡ 点数は, ４㎝×４㎝ごとに算定する｡

(２) 汗疱状白癬, 慢性湿疹, 尋常性�瘡, 慢性皮膚炎, 稽留性化膿性肢端皮膚炎,

多汗症, 頑癬に対するイオントフォレーゼは, 他の療法で無効な場合に限り認め

られる｡

J060 膀胱洗浄, J060-2 後部尿道洗浄 (ウルツマン)

医科点数表の解釈 P.408 医科診療報酬点数表 P.289

(２) 膀胱洗浄, 留置カテーテル設置又は, 導尿 (尿道拡張を要するもの) 又は後部

尿道洗浄 (ウルツマン) を同一日に行った場合には, 主たるものの所定点数によ

り算定する｡

(３) 区分 ｢C106｣ 在宅自己導尿指導管理料又は区分 ｢C109｣ 在宅寝たきり患者処

置指導管理料を算定している患者 (これらに係る在宅療養指導管理材料加算, 薬

剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み, 入院中の患者を除く｡)

については膀胱洗浄又は後部尿道洗浄 (ウルツマン) の費用は算定できない｡

J096 耳管処置 医科点数表の解釈 P.412 医科診療報酬点数表 P.292

(４) 耳管開放症に対する処置は, ｢１｣ により算定する｡

J100 副鼻腔手術後の処置 (片側)

医科点数表の解釈 P.413 医科診療報酬点数表 P.293

副鼻腔手術後の洗浄, ガーゼ交換等 (手術日の翌日以降のものに限る｡) を行っ

た場合に算定する｡

この場合, 区分 ｢J000｣ 創傷処置, 爪甲除去 (麻酔を要しないもの) 及び穿刺排

膿後薬液注入は別に算定できない｡

J103 扁桃周囲膿瘍穿刺 医科点数表の解釈 P.414 医科診療報酬点数表 P.293

(２) 区分 ｢D406｣ の扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺と同一日に算

定することはできない｡
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J108 鼻出血止血法 医科点数表の解釈 P.414 医科診療報酬点数表 P.293

副鼻腔炎術後の後出血 (手術日の翌日以後起った出血をいう｡) が多量で再び術

創を必要があって開く場合は, 区分 ｢K352｣ 上顎洞根本手術に準じて算定する｡

J117 鋼線等による直達牽引

医科点数表の解釈 P.415 医科診療報酬点数表 P.294

(３) 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は, 鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する｡

J118 介達牽引 医科点数表の解釈 P.416 医科診療報酬点数表 P.295

(２) 同一患者につき同一月において, 介達牽引, 矯正固定, 変形機械矯正術, 消炎

鎮痛等処置 (器具等による療法及び湿布処置に限る｡), 腰部又は胸部固定帯固定,

低出力レーザー照射及び肛門処置について併せて５回以上行った場合は, ５回目

以降の介達牽引, 矯正固定又は変形機械矯正術については所定点数の100分の50

に相当する点数により算定する｡ ただし, 急性発症した脳血管疾患等の疾患の患

者であって発症後180日以内のものについては, ７回以上行った場合に, ７回目

以降の介達牽引, 矯正固定又は変形機械矯正術について所定点数の100分の50に

相当する点数により算定する｡

(６) 介達牽引, 矯正固定又は変形機械矯正術に消炎鎮痛等処置, 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は, 主たるものい

ずれかの所定点数のみにより算定する｡

J118-2 矯正固定 医科点数表の解釈 P.417 医科診療報酬点数表 P.295

変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に, 副子, 厚紙や絆創膏にて矯

正固定を行った場合に１日につき所定点数を算定する｡

J118-3 変形機械矯正術 医科点数表の解釈 P.417 医科診療報酬点数表 P.295

１日につき所定点数を算定する｡

J119-2 腰部又は胸部固定帯固定

医科点数表の解釈 P.417 医科診療報酬点数表 P.296

(１) 腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合又は骨折非観血的整復

術等の手術を必要としない肋骨骨折等の患者に対して, 胸部固定帯で胸部を固定

した場合に１日につき所定点数を算定する｡

(２) 同一患者につき同一日において, 腰部又は胸部固定帯固定に併せて消炎鎮痛等

処置, 低出力レーザー照射又は肛門処置を行った場合は, 主たるものにより算定

する｡

(３) 区分 ｢C109｣ 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者 (これに

係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み, 入院中の患者

を除く｡) については, 腰部又は胸部固定帯固定の費用は算定できない｡

J119-3 低出力レーザー照射

医科点数表の解釈 P.418 医科診療報酬点数表 P.296
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(１) 筋肉, 関節の慢性非感染性炎症性疾患における疼痛の緩和のために低出力レー

ザー照射を行った場合はに, 疾病, 照射部位又は照射回数に関わらず１日につき

所定点数を算定する｡

(２) 同一患者につき同一日において, 低出力レーザー照射に併せて消炎鎮痛等処置,

腰部又は胸部固定帯固定, 肛門処置を行った場合は, 主たるものにより算定する｡

J119-4 肛門処置 医科点数表の解釈 P.418 医科診療報酬点数表 P.296

(１) 診療所において, 入院中の患者以外の患者についてのみ１日につき所定点数を

算定する｡

(３) 同一患者につき同一日において, 肛門処置に併せて消炎鎮痛等処置, 腰部又は

胸部固定帯固定, 低出力レーザー照射を行った場合は, 主たるものにより算定す

る｡

第10部 手術

＜通則＞ 医科点数表の解釈 P.426 医科診療報酬点数表 P.303

18 臓器等移植における組織適合性試験及び臓器等提供者に係る感染症検査の取扱い

(１) 組織適合性試験

ウ 次に掲げる臓器等移植の移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含

まれ, 別に算定できない｡

区分 ｢K514-34｣ 同種死体肺移植術

区分 ｢K605-2｣ 同種心移植術

区分 ｢K605-4｣ 同種心肺移植術

区分 ｢K697-5｣ 生体部分肝移植術

区分 ｢K697-7｣ 同種死体肝移植術

区分 ｢K709-3｣ 同種死体膵移植術

区分 ｢K709-45｣ 同種死体膵腎移植術

区分 ｢K780｣ 同種腎移植術

区分 ｢K922｣ 骨髄移植の ｢１｣ 同種移植

第１節 手術料

第１款 皮膚・皮下組織

医科点数表の解釈 P.435～P.438 医科診療報酬点数表 P.310～P.312

K000 創傷処理, K000-2 小児創傷処理

K006-2, K006-3 鶏眼・胼朕胝切除後縫合

(１) ｢露出部｣ とは区分 ｢K000｣ 創傷処理の ｢注２｣ の ｢露出部｣ と同一の部位

をいう｡

(２) 近接密生している鶏眼・胼胝等については, １個として取り扱い, 他の手術

等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること｡

(３) 露出部と露出部以外が混在する患者については, 露出部に係る長さが全体の

50％以上の場合は, 区分 ｢K006-2｣ の所定点数により算定し, 50％未満の場

合は, 区分 ｢K006-3｣ の所定点数により算定する｡
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第２款 筋骨格系・四肢・体幹

K083 鋼線等による直達牽引

医科点数表の解釈 P.451 医科診療報酬点数表 P.322

(４) 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は, 鋼線等によ

る直達牽引の所定点数のみにより算定する｡

K083-2 内反足足板挺子固定

医科点数表の解釈 P.451 医科診療報酬点数表 P.322

(１) 内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定した場合に算定する｡ こ

の場合において, ギプス固定を行った場合は, その所定点数を別に算定する｡

(２) 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は, 内反足足板

挺子固定の所定点数のみにより算定する｡

第４款 眼

K228 眼窩骨折整復術 医科点数表の解釈 P.467 医科診療報酬点数表 P.332

陳旧性の変形治癒骨折に対して整復術を実施した場合に算定する｡

第５款 耳鼻咽喉

K386 気管切開術 医科点数表の解釈 P.478 医科診療報酬点数表 P.339

気管切開術後カニューレを入れた数日間の処置 (単なるカニューレの清拭でな

い) は, 区分 ｢J000｣ 創傷処置における手術後の患者に対するものにより算定す

る｡

第７款 胸部

K476-3 乳房再建術 (乳房切除後)

医科点数表の解釈 P.487 医科診療報酬点数表 P.346

一期的乳房再建術及び二期的乳房再建術は, 動脈 (皮) 弁術, 筋 (皮) 弁術を

実施した場合に算定する｡ なお, 遊離皮弁術 (顕微鏡下血管柄付きのもの) を実

施した場合は, 一期的乳房再建術又は二期的乳房再建術を算定せず, 区分 ｢K017｣

遊離皮弁術 (顕微鏡下血管柄付きのもの) を算定する｡

K533 食道・胃静脈瘤硬化療法 (内視鏡によるもの) (一連として)

医科点数表の解釈 P.495 医科診療報酬点数表 P.351

(２) 食道・胃静脈瘤硬化療法と内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術を併施した場合

(一連の期間内において異なる日に実施する場合を含む｡) には, いずれか主た

るもので算定する｡

K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術

医科点数表の解釈 P.496 医科診療報酬点数表 P.351

(１) 一連の期間 (概ね２週間) において, １回に限り算定する｡ 治療上の必要が

あって初回実施後２週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する｡
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(２) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は, 所定点

数に含まれる｡

第８款 心・脈管

医科点数表の解釈 P.497～P.500 医科診療報酬点数表 P.352～P.355

K544 心腫瘍摘出術, 心腔内粘液腫摘出術, K553 心室瘤切除術 (梗塞切除を含

む｡), K553-2 左室形成術, 心室中隔穿孔閉鎖術, 左室自由壁破裂修復術

左心室形成手術と, 区分 ｢K544｣ 心腫瘍摘出術, 心腔内粘液腫摘出術, 区分

｢K553｣ 心室瘤切除術 (梗塞切除を含む｡) 又は区分 ｢K553-2｣ 左室形成術, 心

室中隔穿孔閉鎖術, 左室自由壁破裂修復術と, 区分 ｢K554｣ 弁形成術 (１弁の

ものに限る｡) 又は区分 ｢K555｣ 弁置換術 (１弁のものに限る｡) を併施した場

合は, 区分 ｢K544｣, 区分 ｢K553｣ 又は区分 ｢K553-2｣ の ｢２｣ により算定する｡

K550-2 経皮的冠動脈血栓吸引術

医科点数表の解釈 P.499 医科診療報酬点数表 P.355

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない｡

K613 腎血管性高血圧症手術 (経皮的腎血管拡張術)

医科点数表の解釈 P.511 医科診療報酬点数表 P.363

経皮的腎血管拡張術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない｡

K743-5 モルガニー氏洞及び肛門管切開術, K743-6 肛門部皮膚剥離切除術

医科点数表の解釈 P.530 医科診療報酬点数表 P.377

肛門�痒症に対し種々の原因治療を施しても治癒しないとき, モルガニー氏洞

及び肛門管切開術又は肛門部皮膚剥離切除術を行った場合にそれぞれ算定する｡

第13款 脳死臓器提供管理料

K914 脳死臓器提供管理料

医科点数表の解釈 P.549 医科診療報酬点数表 P.390

(５) 脳死臓器提供管理料について, ｢通則８｣, ｢通則10｣, ｢通則11｣ 及び ｢通則

12｣ の加算は適用しない｡

第２節 輸血料

K923 術中術後自己血回収術

医科点数表の解釈 P.553 医科診療報酬点数表 P.393

(３) 開心術及び大血管手術で出血量が600mL 以上の場合並びにその他無菌的手術

で出血量が600mL 以上の場合 (外傷及び悪性腫瘍の手術を除く｡) に, 術中術後

自己血回収術を算定する｡

(４) 術中術後自己血回収セットとは, 術野から血液を回収して, 濃縮及び洗浄を行

い, 又は濾過を行い, 当該手術の際に患者の体内に戻す一連の器具をいう｡
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第11部 麻酔

第１節 麻酔科

L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔

医科点数表の解釈 P.558 医科診療報酬点数表 P.398

(10) 所定点数に含まれる費用

イ 区分 ｢D220｣ 呼吸心拍監視, 新生児心拍・呼吸監視装置, カルジオスコー

プ (ハートスコープ), カルジオタコスコープの検査に要する費用は本区分の

所定点数に含まれ, 本区分の所定点数を算定した同一日においては, 麻酔の前

後にかかわらず, 呼吸心拍監視料当該検査に要する費用は別に算定できない｡

｢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｣ の一部訂正について

第４ 経過措置等

７ 有床診療所入院基本料２の施設基準のうち ｢当該診療所 (療養病床を除く｡) にお

ける看護職員の数が, １以上５未満であること｣ については, 平成18年３月31日現在

において有床診療所入院基本料Ⅱ群４を算定している有床診療所に限り, 次のとおり

取扱うこととする｡

(２) 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関であって, ｢厚生労

働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定

方法｣ (平成18年厚生労働省告示第104号) の別表第三の各号に規定する地域に所在

し, かつ, 看護職員の確保に関する具体的な計画が定められているものについては,

平成19年３月31日までの間は適用しない｡

８ 第２及び第３の規定にかかわらず, 平成18年６月30日現在において有床診療所療養

病床入院基本料１の届出が受理されている保険医療機関については, 平成18年７月１

日以降新たに該当する有床診療所療養病床入院基本料２の届出を要しないが, 平成18

年７月以降の実績をもって, 施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は, 変更

の届出を行うこと｡

別添２

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｡

(３) 夜間における勤務については, 次の点について留意する｡

エ 月平均夜勤時間数は, 各病棟ごとに届出前１か月又は４週間の夜勤時間帯に従

事する看護要員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に従事した実人員数で除して得た数

とし, 当該月当たりの平均夜勤時間数の直近１か月又は直近４週間の実績の平均

値により, 72時間以下であること｡

また届出直後においては, 当該病棟の直近３か月間又は12週間の実績の平均値

が要件を満たしていれば差し支えない｡

なお, 次の療養病棟の看護職員については, この限りではないこと｡

(イ) 療養病棟入院基本料２を算定する病棟の入院患者のうち, ｢基本診療料の施
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設基準等｣ の別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者 (以下別添２にお

いて ｢別表第五の二の患者｣ という｡) と別表第五の三の一及び二に掲げる疾

患及び状態にある患者及び同表の三に掲げる患者 (以下別添２において ｢別表

第五の三の患者｣ という｡) の合計が８割以上である病棟 (ただし, 平成18年

10月１日以前においては, ｢基本診療料の施設基準等｣ の第五の三の (２) の

ロの ｢20対１配置病棟｣ への変更の届出が行えないことから, (２) (ロ) 及び

(３) (ハ) を除く病棟については, 月平均夜勤時間数が72時間以下である必要

があること｡)

カ ｢夜勤時間｣ とは, 午後10時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する

16時間 (以下 ｢夜間時間帯夜勤時間帯｣ という｡) の間において, 当該保険医療

機関の夜勤帯又は日勤帯として現に勤務した時間をいう｡ ただし, 日勤帯につい

ては, ｢夜間勤務帯夜勤時間帯｣ と重なる時間が, 当該日勤帯の２分の１以下で

あるものに限る｡

別添３

第６ 超重症児 (者) 入院診療加算・準超重症児 (者) 入院診療加算の施設基準に規定す

る状態

｢基本診療料の施設基準等｣ における超重症児 (者) ・準超重症児 (者) の判定基

準による判定スコアについては, 別紙６を参照のこと｡

第８ 夜間勤務等看護加算

１ 夜間勤務等看護加算に関する施設基準等

(６) ｢夜勤時間｣ とは, 午後10時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16

時間 (以下 ｢夜間時間帯夜勤時間帯｣ という｡) の間において, 当該保険医療機関

の夜勤帯又は日勤帯として現に勤務した時間をいう｡ ただし, 日勤帯については,

｢夜間勤務帯夜勤時間帯｣ と重なる時間が, 当該日勤帯の２分の１以下であるもの

に限る｡

第18 がん診療連携拠点病院加算

１ がん診療連携拠点病院加算に関する施設基準

｢がん診療連携拠点病院の整備について｣ (平成18年２月１日健発第0201004号厚生

労働省健康局長通知) に基づき, がん診療連携拠点病院の指定を受けていること｡

２ 届出に関する事項

がん診療連携拠点病院加算の施設基準に係る届出は, 別添６の様式23を用いること｡

なお, 当該加算の届出については実績を要しない｡

別添４

第16 精神科急性期治療病棟入院料

１ 精神科急性期治療病棟入院料に関する施設基準等

(２) 精神科急性期治療病棟入院料１又は２の施設基準

ウ 当該病院に他の精神病棟が存在する場合は, 当該他の精神病棟は, 精神病棟入

院基本料の10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20

対１入院基本料又は特定入院料を算定している病棟であるなければならない｡
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｢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｣ の一部訂正について

第２ 届出に関する手続き

４ 届出に当たっては, 当該届出に係る基準について, 特に定めがある場合を除き, 実

績期間を要しない｡

(３) 人工内耳埋込術, 経皮的冠動脈形成術 (高速回転式経皮経管アテレクトミーカテー

テルによるもの), 経皮的中隔心筋焼灼術, 両心室ペースメーカー移植術, 両心室

ペースメーカー交換術, 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術, 補助人

工心臓, 埋込型補助人工心臓, 生体部分肝移植並びに高エネルギー放射線治療に係

る年間実施件数

第50 精神科ショート・ケア ｢小規模なもの｣

１ 精神科ショート・ケア ｢小規模なもの｣ に関する施設基準

(１) 精神科医師及び専従する１人の従事者 (看護師, 作業療法士, 精神保健福祉士,

又は臨床心理技術者又は看護師等のいずれか１人) の２人で構成される場合には,

患者数は, 当該従事者２人に対しては１回20人を限度とすること｡ なお, 看護師は

精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアの経験を有していることが望ましい｡

(２) 精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設 (広さ30平方メートル以上

とし, 患者１人当たりの面積は3.3平方メートルを標準とする｡) 又は同等の面積を

有する精神科デイ・ケア, 精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア

と兼用の施設を有しすること｡

第65 ペースメーカー移植後, ペースメーカー交換術

１ ペースメーカー移植術, ペースメーカー交換術に関する施設基準

循環器科又は心臓血管外科の経験を５年以上有する医師が１名以上勤務しているこ

と｡ なお, 診療所である保険医療機関においても届出が可能である｡
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｢入院時食事療養の実施上の留意事項について｣ の一部訂正について

１ 一般的事項

(13) １日の必要量を数回に分けて提供した場合は, 提供された回数に相当する食数とし

て算定して差し支えないこと (ただし, 食事時間外に提供されたおやつを除き, １日

に３食を限度とする｡)｡

３ 特別食加算

(１) 特別食加算は, 入院時食事療養 (Ⅰ) の届出を行った保険医療機関において, 患者

の病状等に対応して医師の発行する食事せんに基づき, ｢入院時食事療養の基準等｣

(平成18年厚生労働省告示第100号平成６年厚生省告示第238号) の第２号に示された

特別食が提供された場合に, １食単位で１日３食を限度として算定する｡ なお, 当該

加算を行う場合は, 特別食の献立表が作成されている必要がある｡

(５) 腎臓食に準じて取り扱うことができる心臓疾患, 妊娠中毒症等の減塩食については,

食塩相当量が総量 (１日量) 7.0ｇ以下の減塩食をいう｡

４ 食堂加算

(１) 食堂加算は, 入院時食事療養 (Ⅰ) の届出を行っている保険医療機関であって, 下

記 (２) の要件を満たす食堂を備えている病棟又は診療所に入院している患者 (療養

病棟に入院している患者を除く｡) について, 食堂における食事療養を行った時に１

日につき, 病棟又は診療所単位で算定する｡

｢入院時食事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｣ の一部訂正について

第４ その他

平成６年９月30日現在基準給食又は特別管理給食の承認を受けている保険医療機関に

ついては, 各々入院時食事療養 (Ⅰ) の基準を満たすものとして新たな届出を要しない｡

ただし, 平成６年９月30日現在基準給食又は特別管理給食の承認を受けている保険医

療機関であって, 厚生大臣の定める入院患者数の基準, 医師等の員数の基準及び入院基

本料の算定方法 (平成18年厚生省告示第104号) に規定する基準に該当するものにあっ

ては, 入院時食事療養 (Ⅰ) の届出要件に適合しないので都道府県医務関係主管課と連

携を図り, 所要の改善を指導し, 概ね９か月間を経ても, 改善が認められない場合には,

当該届出を無効とする｡

ただし, 当該告示に規定する基準に該当する保険医療機関であって, 概ね９か月を経

た段階で, 医師若しくは看護要員の確保についての着実な改善又は当該基準に該当しな

くなることについての具体的な目処が認められるもの及び当該基準に該当するものであっ

て次に掲げる地域を含む市町村 (ただし, 人口５万人以上のものを除く｡) に所在する

もの (以下 ｢離島等所在保険医療機関｣ という｡) のうち, 医師又は看護要員の確保に

関する具体的な計画が定められているものにあっては, この限りではない｡

なお, この取扱いについては, 医政局指導課と調整済であるので, 都道府県医務関係
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主管課と十分連携を図り, 運用されたい｡

(１) 離島振興法 (昭和28年法律第72号) 第２条第１項に基づいて指定された離島振興対

策実施地域

(２) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 (昭和

37年法律第88号) 第２条第１項に規定する辺地

(３) 山村振興法 (昭和40年法律第64号) 第７条第１項に基づいて指定された振興山村

(４) 過疎地域自立促進特別措置法 (平成12年法律第15号) 第２条第１項に規定する過疎

地域

別添 入院時食事療養に係る施設基準等

１ 一般的事項

(２) 届出を行う時点において, 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の

員数の基準並びに入院基本料の算定方法 (平成18年厚生労働省告示第104号) に規

定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当す

る保険医療機関については, 入院時食事療養 (Ⅰ) の届出を行うことはできない｡

ただし, 離島等所在保険医療機関のうち, 医師又は看護要員歯科医師の確保に関

する具体的な計画が定められているものにあっては, この限りではない｡

なお, この取扱いについては, 医政局指導課と調整済であるので, 医務関係主管

課と十分連携を図り, 運用されたい｡

｢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

算定方法等の施行に伴う実施上の留意事項について｣ の一部訂正について

別添

第３ 費用の算定方法

１ 診療報酬の算定

(７) 外泊の取扱い

① 外泊期間中の点数については, 患者の入院している病棟について病院が届け出

ている入院基本料又は特定入院料の基本点数の15％を算定するものである｡

ただし, 精神及び行動障害の患者が治療のために外泊する場合は, 当該入院基

本料又は特定入院料の基本点数の30％を算定するものであるが, 30％を算定する

ことができる期間は, 連続して３日以内, かつ, 同一月中６日以内とする｡

２ 診療報酬の調整等

(２) 診断群分類区分に該当しなくなった患者の取扱い

③ ①の場合の入院期間の算定の起算日は入院の日, (２) ②の場合の入院期間の

算定の起算日は, 医療資源を最も投入した傷病名が同一である場合には入院の日,

同一ではない場合には診断群分類区分に該当すると判断された日とする｡
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｢診療報酬請求書等の記載要領等について｣ の一部訂正について

別紙１

Ⅱ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第３ 診療報酬明細書の記載要領 (様式第２)

２ 診療報酬明細書の記載要領に関する事項

(15) ｢特記事項｣ 欄について

記載する略号をまとめると, 以下のとおりであること｡ なお, 電子計算機の場合

はコードと略号を記載すること｡

(25) ｢在宅｣ 欄について

オ 在宅患者訪問診療の項については, 回数及び総点数を記載するほか, 次による

こと｡ なお, 厚生労働大臣が定める疾病等に罹患している患者に対して行った場

合は 難病 と表示すること｡

(ウ) 在宅ターミナルケア加算を算定した場合は, 所定点数に当該加算点数を加算

した点数を記載し, ｢在宅患者訪問診療｣ の字句の次に タ と表示すること｡

なお, ｢摘要｣ 欄に死亡日前14日以内に行った往診又は訪問診療の日を記載す

ること｡ また, 在宅療養支援診療所又はその連携保険医療機関の保険医が行っ

た場合は, ｢摘要｣ 欄に死亡日前14日以内に行った往診又は訪問診療の日を記

載するとともに, 死亡日前24時間以内に行った訪問診療の日時を併せて記載す

ること｡

ケ 救急搬送診療料, 在宅患者訪問看護・指導料, 在宅患者訪問点滴注射管理指導

料, 在宅訪問リハビリテーション指導管理料, 訪問看護指示料, 特別訪問看護指

示加算, 在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者訪問栄養食事指導料を算定し

た場合は, その他の項にそれぞれ ｢搬送診療｣, ｢訪問看護｣ (厚生労働大臣の定

める疾病等に罹患している患者に対して行った場合は, ｢訪問看護 難病 ｣, 急

性増悪等により頻回な訪問看護を必要とする患者に対して行った場合は, ｢訪問

看護 急性 ｣, 在宅療養支援診療所の保険医の指示により, 保険医療機関の看

護師等が緊急に行った場合は, ｢訪問看護 緊急 ｣), ｢訪問点滴｣, ｢訪問リハ｣,

｢訪問指示｣, ｢特別指示｣, ｢訪問薬剤｣ 又は ｢訪問栄養｣ と表示し, 回数 (単位

数) 及び総点数を記載すること｡

在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関等が, 在宅療養支援診療所の保険

医の指示により訪問看護を行った場合は, ｢摘要｣ 欄に 支援 と表示し, 当該

指示のあった在宅療養支援診療所の名称を記載すること｡

患者の急性増悪等により頻回な, １日に２回又は３回以上, 在宅患者訪問看護・
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指導を行った場合は, ｢摘要｣ 欄にその必要を認めた診療日又は在宅療養支援診

療所から指示のあった日, 訪問看護・指導を行った日及びその必要を認めた理由

を記載すること｡ また, 特別訪問看護指示加算を算定した場合は, ｢摘要｣ 欄に

その必要を認めた理由を記載すること｡

なお, 月の初日が週の途中にある場合は, 前月の最終の週における訪問回数を

( ) 書きで ｢摘要｣ 欄に記載するほか, 保健師, 助産師, 看護師又は准看護師

のそれぞれが別に当該月に在宅患者訪問看護・指導を行った場合は, それぞれの

回数を ｢摘要｣ 欄に記載すること｡

難病等複数回訪問加算又はターミナルケア加算を算定した場合は, 所定点数に

当該加算点数を加算した点数を記載し, ｢訪問看護｣ の字句の次にそれぞれ 複

又は タ と表示するとともに, 訪問看護を実施した日時及び患者が死亡した日

時を ｢摘要｣ 欄に記載すること｡ また, 在宅療養支援診療所の保険医の指示によ

りターミナルケアを行った場合は, タ支 と表示し, 当該指示のあった日, 訪

問看護を実施した日時及び患者が死亡した日時を ｢摘要｣ 欄に記載すること｡

在宅移行管理加算又は在宅移行管理重症者加算を算定した場合は, 所定点数に

当該点数を加算した点数を記載し, ｢訪問看護｣ の字句の次に 移 又は 移重症

と表示するとともに, 退院日, 使用している医療機器等の名称 (当該診療報酬明

細書において医療機器の使用等が明らかである場合を除く｡) 及び訪問看護を実

施した日を ｢摘要｣ 欄に記載すること｡ また, 訪問看護指示料及び特別訪問看護

指示加算を算定した場合は, ｢摘要｣ 欄に算定日を記載すること｡

在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定した場合は, 点滴注射を行った日を

｢摘要｣ 欄に記載すること｡ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料に用いる注射薬を

支給した場合は, ｢注射｣ の項に (27) の例により記載し, 在宅患者訪問点滴注

射管理指導料に係る注射薬である旨の 訪点 を表示すること｡ なお, 在宅患者

訪問点滴注射管理指導料に係る指示を行った後に算定要件を満たさず薬剤料のみ

を算定する場合についても同様に記載すること｡

在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定した場合は, 訪問指導を行った

日及び単位数を ｢摘要｣ 欄に記載すること｡

在宅患者訪問薬剤管理指導料を月２回算定する場合は, それぞれ算定の対象と

なる訪問指導を行った日を ｢摘要｣ 欄に記載し, 施設入所者に対して訪問指導を

行った場合は, 施 と併せて表示すること｡ また, 麻薬管理指導加算を算定し

た場合は ｢訪問薬剤｣ に併せて 麻加 と表示し, 当該加算を加算した点数を記

載すること｡

(29) ｢検査｣ 欄について

ウ 外来迅速検体検査加算を算定した場合は, 当該加算を加算した点数を ｢点数｣

欄に記載するとともに, ｢摘要｣ 欄に 外迅検 と表示し, 当該加算を算定した

日に行った検体検査すべてについて検査日を記載すること｡ また, 外来診療料を

算定した場合であって, 当該診療料に包括される検査のみに対して当該加算を算

定した場合は, 加算点数のみを ｢点数｣ 欄に記載するとともに, ｢摘要｣ 欄に

外迅検 と表示し, 当該加算を算定した日に行った検体検査の項目名及び検査日

を記載すること｡ なお, 引き続き入院した場合には, その旨を ｢摘要｣ 欄に記載

すること｡

タ 呼吸心拍監視, 新生児心拍・呼吸監視装置, カルジオスコープ (ハートスコー
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プ), カルジオタコスコープを算定した場合は, ｢摘要｣ 欄に算定開始日を記載す

ること｡

ツ 神経磁気診断を算定した場合は, ｢摘要｣ 欄に手術実施日又は手術実施予定日

を記載し, 手術が行われた場合は, ｢摘要｣ 欄にその理由を記載すること｡

テ 鼻腔通気度検査を算定した場合は, ｢摘要｣ 欄に当該検査に関連する手術名及

び手術実施日 (手術前に当該検査を実施した場合においては手術実施予定日) を

記載すること｡

(30) ｢画像診断｣ 欄について

ア 画像診断の種類, 回数及び点数を記載すること｡ なお, 単純撮影及び造影剤使

用撮影を行うに当たって撮影した画像を電子媒体に保存した場合は, ｢摘要｣ 欄

に撮影回数を記載すること｡

(31) ｢その他｣ 欄について

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｡ また, 精神科専門療

法を算定した場合は, 当該項目, 回数及び合計点数を記載すること｡ ただし, 持

続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料を算定した場合は, 持精 と表示するこ

と｡ 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 ｢摘要｣ 欄に記載すること｡ 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になった場合には, 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｡

(40) その他

カ 平成16年３月19日保医発第0319004号平成18年３月31日保医発第0331002号通知

に規定する特別養護老人ホーム等に入所中の患者について診療報酬を算定した場

合は, ｢特記事項｣ 欄に ｢施｣ と記載すること｡

なお, 当該診療が同通知に規定する配置医師による場合は, ｢摘要｣ 欄に ｢配｣

と表示して回数を記載すること｡ また, 同一月内に同一患者につき, 特別養護老

人ホーム等に赴き行った診療と, それ以外の外来分の診療がある場合は, それぞ

れ明確に区分できるよう ｢摘要｣ 欄に記載すること｡

セ 老人保健法第28条第１項第２号等に基づく一部負担金を負担することとなる70

歳以上の高齢者であって, 平成18年８月から平成20年７月 (老人保健法又は国民

健康保険法以外における一部負担金の割合が２割となる者については, 平成18年

2006年(平成18年)11月１日 No.1848 ( 27 )



９月から平成20年８月) までの間, 入院又は入院外 (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る｡) に係る一部負担金が, 一

般の世帯 (現役並み所得者及び市町村民税非課税の世帯以外の世帯のことをいう｡)

と同額の自己負担額を超えた場合には, ｢特記事項｣ 欄に ｢経過｣ と記載するこ

と｡

｢厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の

記載要領について｣ の一部訂正について

｢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｣ (平成

18年厚生労働省告示第138号｡ 以下 ｢算定告示｣ という｡), ｢厚生労働大臣が指定する病院

の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院及び調整係数｣ (平成18年厚生労働省告示第141号｡

以下 ｢調整係数告示｣ という｡), ｢厚生労働大臣が定める傷病名, 手術, 処置等及び副傷

病名｣ (平成18年厚生労働省告示第140号) 等が公布されたところであるが, これに伴い,

当該費用の額の請求に関する診療報酬請求書等の記載要領を別紙添のとおり定めたので,

その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し, 周知徹底を図られたい｡

なお, 本通知は, 平成18年４月１日から適用することとし, 従前の ｢特定機能病院の入

院医療の包括評価に係る診療報酬請求書等の記載要領について (通知)｣ は, 平成18年３

月31日限り廃止する｡

別紙

Ⅱ 診療報酬明細書 (様式第９) の記載要領

２ 明細書の記載要領に関する事項

次に掲げるもののほかは, 一般記載要領別表紙１のⅡ第３の２の (１) から (11)

まで, (13) から (15) まで, (20), (35) から (37) まで及び (39) から (41) まで

と同様であること｡ この場合, 入院分と入院外分に係る記載がなされている事項の場

合にあっては, 入院分の記載に係る例によること｡

(10) ｢包括評価部分｣ 欄について

④ 外泊した場合は, ｢外泊｣ と記載し, 外泊した日を記載すること｡ また, 連続

した２日を超える場合は, 外泊の開始日と終了日を ｢～｣ 等で結ぶことにより記

載して差し支えないこと｡ なお, 算定に当たっては, ｢出来高部分｣ 欄に記載す

ること｡

(記載例)

※ 入院期間Ⅰ日未満：入Ⅰ 入院期間Ⅰ日以上Ⅱ日未満：入Ⅱ

入院期間Ⅱ日以上：入Ⅲ

１点未満については四捨五入

例２：急性心筋梗塞, 再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈ステント留置術等 手術・

処置等２ なし

→急性心筋梗塞, 再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈ステント留置術等 手術・

処置等２ ３ありに変更の場合

(４月16日入院, ５月３日診断群分類区分変更, ５月８日退院の場合) の例
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(５月診療分)

(11) ｢出来高部分｣ 欄について

② 特定入院料を算定する治療室に係る加算の記載については以下による｡

イ 救命救急入院料の算定に係る入院年月日と ｢今回入院年月日｣ の項欄の入院

年月日が異なる場合は, 救命救急入院料の算定に係る入院年月日を記載するこ

と｡

(12) その他について

③ 明細書の ｢傷病情報｣ 欄, ｢入退院情報｣ 欄, ｢診療関連情報｣ 欄及び ｢包括評

価部分｣ 欄並びに ｢出来高部分｣ 欄に書ききれない場合は, 明細書又は明細書と

同じ大きさの用紙に, 診療年月, 医療機関コード, 患者氏名, 保険種別 (例：１

社・国 １単独 １本入人), 保険者番号 (公費負担医療のみの場合は第１公費

の公費負担者番号), 被保険者証・保険者手帳等の記号・番号 (公費負担医療の

みの場合は第１公費の公費負担医療の受給者番号) を記載した上, ｢傷病情報｣

欄, ｢入退院情報｣ 欄, ｢診療関連情報｣ 欄, ｢包括評価部分｣ 欄, ｢出来高部分｣

欄の順に該当する所定の内容を記載し, 続紙として, これを当該明細書の次に重

ね, 左上端を貼り付けること｡

④ 当該病院における入院医療について, 同一月において診断群分類点数表等に基

づき費用を算定する日と医科点数表に基づき費用を算定する日がある場合は, 明

細書を総括表とし, ｢医科入院 (様式第２ (－))｣ 明細書若しくは明細書又はこ

れらの明細書と同じ大きさの用紙 (以下 ｢出来高明細書｣ という｡) を続紙とし

て添付し, １件の明細書を作成すること｡ この場合, 総括表の記載方法は, 一般

記載要領別紙１のⅡ第３の２の (１) から (11) まで, (13) から (15) まで及

び (20) 並びに本通知Ⅱの２の (１) と同様に記載し, ｢療養の給付｣ 欄及び

｢食事療養｣ 欄に当該明細書１件の請求額等の合計額がわかるよう記載すること｡

なお, 当該記載においては, 総括表の出来高欄に医科点数表に基づき費用を算

定することとなった理由を具体的に記載すること｡

⑥ ④及び③から⑤の場合において, 各種 (減・免・猶・Ⅰ・Ⅱ・３月超) のいず

れかに○をする場合には, 総括表及び明細書のいずれにも○をすること｡

別表を追加する｡
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１ 93 ４月請求分 (ａ＋ｂ) ×４月医療機関別係数＝合計…Ａ
入Ⅰ 3,147×８＝小計…ａ
入Ⅱ 2,326×７＝小計…ｂ

５月診療分 (ｃ＋ｄ) ×５月医療機関別係数＝合計…Ｂ
入Ⅱ 2,799×４＝小計…ｃ
入Ⅲ 2,379×４＝小計…ｄ

調整分 ((ｅ＋ｆ) ×４月医療機関別係数) －Ａ＝小計…Ｃ
入Ⅰ 3,721×９＝小計…ｅ
入Ⅱ 2,799×６＝小計…ｆ

５月請求分 Ｂ＋Ｃ＝合計



(別表)

(１) 負担区分コード番号

注１. 国民健康保険, 退職者医療又は３種の公費負担医療の併用における生活保護に

ついては, 医療保険を国民健康保険, 退職者医療又は生活保護と読み替えること｡

２. 老人医療単独のみで負担する場合はコード１, 老人医療と１種の公費負担医療

で負担する場合はコード３, 老人医療と２種の公費負担医療で負担する場合はコー

ドＡであること｡

(２) 診療識別コード番号
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内 容 コード番号
医療保険のみで負担 １
医療保険と第一公費で負担 ２
医療保険と第二公費で負担 ３
医療保険と第一及び第二公費で負担 ４
公費単独又は第一公費のみで負担 ５
第二公費のみで負担 ６
第一及び第二公費で負担 ７
医療保険と老人第二公費で負担 ８
医療保険と第二及び老人第二公費で負担 Ａ
第二及び老人第二公費で負担 Ｄ
老人第二公費のみで負担 Ｆ

診 療 識 別 コード番号
初 診 11
医学管理 13
在 宅 14
内 服 21
屯 服 22
外 用 23
調 剤 24
麻 毒 26
調 基 27
投薬その他 28
皮下筋肉内 31
静脈内 32
注射その他 33
薬剤料減点 39
処 置 40
手 術 50
麻 酔 54
検 査 60
画像診断 70
その他 80
入院基本料 90
特定入院料・その他 92
診断群分類 93
食事療養・標準負担額 97



｢｢老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等の記載要領について｣

の全部改正について｣ の一部訂正について

別紙

Ⅱ 請求書等の記載要領

第２ 明細書に関する事項 (様式第三)

７ ｢被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号｣ 欄について

(２) 記号と番号の間にスペース, ｢・｣ を挿入すること｡ また, 当該記号及び番号

のうち○で囲んだ文字に代えて当該文字を ( ) で囲んだものを使用して記載す

ることも差し支えなく, 記載枠に入りきらない等の場合は, ( ) を省略するこ

とも差し支えないこと｡

なお, 被保険者が, 月の途中において, 記号・番号の変更, 継続を変更した場

合又は任意継続に変更した場合 (給付割合に変更がない場合に限る｡) は, 変更

後の記号・番号を記載すること｡

26 ｢基本療養費｣ 欄について

(２) 末期の悪性腫瘍等の利用者又は特別訪問看護指示書が交付された者に対して,

必要に応じて１日に２回指定訪問看護を行った場合は, ｢難病等複数回訪問加算｣

欄に, ｢×, ×××｣ 円, 当該月において複数回訪問した日数及びこれらを乗じ

て得た額を記載し, １日に３回以上指定訪問看護を行った場合は, 行を改めて同

様に記載すること｡ また, 訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外

であって, 利用者又はその家族等の緊急の求めに応じて, 在宅療養支援診療所の

保険医の指示により, 連携する訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行っ

た場合は, ｢緊急訪問看護加算｣ 欄に, ｢×, ×××｣ 円, 当該月において訪問し

た日数及びこれらを乗じて得た額を記載すること｡

32 ｢合計｣ 欄について

(２) ｢負担金額｣ の項については, 以下によること｡

イ ｢負担金額｣ の項中 ｢公費①｣ 又は ｢公費②｣ の項には, 医療券等に記入さ

れている第１公費又は第２公費に係る患者の負担額 (更正決定を要する場合に

は, 更正決定後の金額) を記載すること｡ それぞれ, 第１公費及び第２公費に

係る医療券等に記入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

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) を記載すること｡

なお, 障害者自立支援法による自立支援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すること｡

ただし, 医療保険と結核予防法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｡
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｢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｣ の一部訂正について

第１ 厚生労働大臣が定める療養告示について

２ 第２号関係について

(２) 当該届出については, 別紙様式１から10８までに従い, 医療保険からの給付を行

う場合の入院基本料の区分のほか, 夜間勤務等の体制, 療養環境等について記載す

るものであること｡ 入院基本料の区分については, 原則として, 介護保険適用病床

における療養型介護療養施設サービス費又は診療所型介護療養施設サービス費の算

定に係る看護師等の配置基準と同一のものに相当する入院基本料を届け出るもので

あること｡

第３ 医療保険適用及び介護保険適用の病床を有する保険医療機関に係る留意事項につい

て

２ 施設基準関係

(２) １病棟を医療療養病床と介護療養病床に分ける場合については, 各保険適用の病

床ごとに, １病棟すべてを当該保険の適用病床とみなした場合に満たすことのでき

る看護師等の配置基準に係る入院基本料等 (医療療養病床の場合は療養病棟入院基

本料, 介護療養病床の場合は療養型介護療養施設サービス費) を採用するものとす

ること｡ このため, １病棟内における医療療養病床と介護療養病床とで, 届け出る

看護師等の配置基準が異なることがあり得るものであること｡ ただし, 医療療養病

床及び介護療養病床各々において満たすことのできる看護師等の配置基準に係る入

院基本料等を採用することもできるものであること｡ なお, 医療療養病床に係る届

出については, ｢基本診療料の施設基準等｣ (平成18年厚生労働省告示第93号) 及び

｢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18

年３月６日保医発第0330006号平成18年３月６日保医発第0306002号) に基づき, 療

養病棟入院基本料２又は有床診療所療養病床入院基本料２を届け出るものであるこ

と｡

第４ 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事

項

２ 月の途中で要介護者被保険者等となる場合等の留意事項について

要介護被保険者等となった日から, 同一の傷害又は疾病等についての給付が医療保

険から介護保険へ変更されることとなるが, この場合において, １月あたりの算定回

数に制限がある場合 (医療保険における訪問歯科衛生指導と介護保険における歯科衛

生士が行う居宅療養管理指導の場合の月４回など) については, 同一保険医療機関に

おいて, 両方の保険からの給付を合算した回数で制限回数を考慮するものであること｡

５ リハビリテーションに関する留意事項について

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, 介護保険における指定通所介護指定訪問リハ
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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, 医療保険に

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｡

６ 重度認知症患者デイ・ケア等に関する留意事項について

(２) 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

に対して行う重度認知症患者デイ・ケア等については, 指定訪問リハビリテーショ

ン介護保険における指定認知症対応型通所介護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, 医療保険における重度認知症患者デイ・ケア等を算定できる

ものであること｡

｢｢療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて｣

の一部改正について｣ の一部訂正について

１ 費用徴収する場合の手続について

(１) 保険医療機関等内の見やすい場所, 例えば, 受付窓口, 待合室等に費用徴収に係る

サービス等の内容及び料金について患者にとって分かりやすく掲示しておくこと｡ な

お, 掲示の方法については, ｢ 『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 『選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が

定める医薬品等』 の制定に伴う実施上の留意事項について｣ (平成14年３月18日保医

発第0318001号平成18年３月13日保医発第0313003号) 第１の２ (４) (５) に示す掲

示例によること｡

２ 療養の給付と直接関係ないサービス等

療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例としては, 次に掲げるものが挙げられ

ること｡

(４) 医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用

ウ ニコチン貼付剤の処方 (ニコチン依存症管理料の算定対象となるニコチン依存症

(以下 ｢ニコチン依存症｣ という｡) 以外の疾病について保険診療により治療中の患

者に対し, スクリーニングテストを実施し, ニコチン依存症と診断されなかった場

合であって, ニコチン貼付剤を処方する場合に限る｡) 等
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｢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18年３月６日保医発第0306002号) の一部改正について

１ 第３の６を次のように改める｡

第３ 届出受理後の措置等

６ 届出事項については, 被保険者等の便宜に供するため, 地方社会保険事務局及び

都道府県において閲覧に供するとともに, 当該届出事項を適宜とりまとめて, 保険

者等に提供するよう努めるものとする｡ また, 保険医療機関においても, 保険医療

機関及び保険医療養担当規則 (昭和32年厚生省令第15号) 及び老人保健法の規定に

よる医療並びに入院時食事療養費, 入院時生活療養費及び保険外併用療養費に係る

療養の取扱い及び担当に関する基準 (昭和58年厚生省告示第14号) の規定に基づき,

院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること｡

２ 第４の６の次に次のように加える｡

第４ 経過措置等

６の２ 入院基本料の施設基準のうち ｢当該病棟において, 看護職員の最小必要数の

７割以上 (４割以上又は２割以上) が看護師であること｣ については, 平成18年９

月の実績が当該要件を満たしている場合であって, 平成18年10月16日までに届出書

の提出があり, 同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて

は, 同月１日に遡って当該要件を満たしたものとし, 該当する入院基本料を算定す

ることができるものとする｡

なお, 平成18年９月の実績を算出するに当たっては, ｢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｣ 等の一部改正について (平成18年９月29日

保医発第0929002号) による改正後の別紙２の１の (１) 及び２の (１) を参考に

するものとする｡

３ 別添２の第15の１の (11) を次のように改める｡

第15 精神科救急入院料

１ 精神科救急入院料に関する施設基準等

(11) 措置入院患者, 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察

等に関する法律 (平成15年法律第110号｡ 以下 ｢医療観察法｣ という｡) 第34条第

１項若しくは第60条第１項に規定する鑑定入院の命令を受けた者又は第37条第５

項若しくは第62条第２項に規定する鑑定入院の決定を受けた者 (以下 ｢鑑定入院

患者｣ という｡) 及び同法第42条第１項第１号又は第61条第１項第１号に規定す

る同法による入院 (以下 ｢医療観察法入院｣ という｡) の決定を受けた者 (以下

｢医療観察法入院患者｣ という｡) を除いた新規患者のうち４割以上が入院日から

起算して３月以内に退院し, 在宅へ移行すること｡ ｢在宅へ移行する｣ とは, 患

家又は障害者自立支援法 (平成17年法律第123号) に規定する障害福祉サービス

を行う施設若しくは福祉ホーム又は同法附則第48条の規定によりなお従前の例に

より運営をすることができることとされた精神障害者社会復帰施設 (以下 ｢精神

障害者施設｣ という｡) へ移行することである｡
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４ 別添２の第16の１の (２) のサを次のように改める｡

第16 精神科急性期治療病棟入院料

１ 精神科急性期治療病棟入院料に関する施設基準等

(２) 精神科急性期治療病棟入院料１又は２の施設基準

サ 措置入院患者, 鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除いた新規患者のう

ち４割以上が入院日から起算して３月以内に退院し, 在宅へ移行すること｡ 在

宅へ移行するとは, 患家又は精神障害者施設へ移行することである｡

５ 別添３の第14の１の (２) を次のように改める｡

第14 緩和ケア診療加算

１ 緩和ケア診療加算に関する施設基準

(２) (１) にかかわらず, (１) のア又はイに掲げる医師のうちいずれかは緩和ケア

チームに係る業務に関し専任であって差し支えないものとする｡

また, 悪性腫瘍患者に係る緩和ケアの特性にかんがみて, 当該専任の医師以外

の医師にあっても, 入院中に緩和ケアチームによる診療を受けた患者のみを対象

として, 当該患者の退院後に継続的に外来で診療を行う場合については, 緩和ケ

ア診療加算を算定すべき診療に影響のない範囲においては専従とみなすことがで

きる｡

６ 別紙２を次のように改める｡

別紙２

看護要員 (看護職員及び看護補助者をいう) の配置状況 (例)

１ 一般病棟の場合

【１病棟 (１看護単位) 入院患者数40人で一般病棟入院基本料の10対１入院基本料の届

出を行う場合】

○ １勤務帯８時間, １日３勤務帯を標準として, 月平均１日当たり必要となる看護

職員の数が12人以上であること｡

○ 当該届出区分において, 月平均１日当たり勤務することが必要となる看護職員

(看護師及び准看護師をいう) の数に対する実際に勤務した月平均１日当たりの看

護師の比率が70％以上であること｡

○ 当該病棟が交代制の勤務形態であること｡

○ 夜間勤務の看護職員配置については, 看護師１人を含む２人以上であること｡

○ 当該病棟の平均在院日数が21日以内であること｡

(１) 看護職員配置の算出方法

① 各勤務帯に従事している看護職員の１人当たりの受け持ち患者数が10人以内であ

ること｡

(40人×１/10) ×３＝当該病棟に１日当たり12人 (小数点以下切り上げ) 以上の

看護職員が勤務していること｡

② 月平均１日当たり勤務することが必要となる看護職員の数に対する実際に勤務し

た月平均１日当たりの看護師の比率が70％を満たすこと｡

当該病棟の月平均１日当たり勤務することが必要となる看護職員の数が12人の
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場合, 実際に勤務する月平均１日当たりの看護師は8.4人以上であること｡

12人×70％＝8.4人

(２) 看護職員１人当たりの月平均夜勤時間数の算出方法

○ 各病棟において, 夜勤時間帯に従事した看護職員１人当たりの月平均夜勤時間数

が72時間以下であること｡

① 当該保険医療機関で夜勤時間帯を設定：16時から翌朝８時まで (16時間)

② 夜勤時間と従事者数：２人以上の看護職員が配置されている｡

16時～24時30分 (看護師３人, 計３人)

０時～８時30分 (看護師２人, 准看護師１人 計３人)

③ １月当たり夜勤時間帯に従事する実人員数：23人 (８人＋11人＋４人)

８人×72時間＝576時間 (ａ)

11人×64時間＝704時間 (ｂ)

４人×40時間＝160時間 (ｃ)

※ 夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間 (24時から24時30分)

は申し送った従事者の夜勤時間には含めない｡

④ 月延夜勤時間数：1,440時間 ((ａ) ～ (ｃ) の合計)

⑤ 月平均夜勤時間数：72時間以下である｡

1,440時間÷23人＝62.6時間 (小数点２位以下切り捨て)

２ 療養病棟の場合

【１病棟 (１看護単位) 入院患者数40人で療養病棟入院基本料２の届出を行う場合 (当

該病棟の入院患者のうち医療区分２及び３の患者が８割未満である場合) 】

○ １勤務帯８時間, １日３勤務帯を標準として, 月平均１日当たり必要となる看護

職員の数が５人以上であって, かつ, 看護補助業務を行う看護補助者の数が５人以

上であること｡

○ 当該届出区分において, 月平均１日当たり勤務することが必要となる看護職員の

数に対する実際に勤務した月平均１日当たりの看護師の比率が20％以上であること｡

○ 当該病棟が交代制の勤務形態であること｡

○ 夜間勤務の看護職員配置については, 看護職員１人と看護補助者１人の計２人以

上であってもよい｡

(１) 看護要員配置の算出方法

① 各勤務帯に従事している看護職員の１人当たりの受け持ち患者数が25人以内であ

ること｡

(40人×1/25) ×３＝当該病棟に１日当たり５人 (小数点以下切り上げ) 以上の

看護職員が勤務していること｡

② 月平均１日当たり勤務することが必要となる看護職員の数に対する実際に勤務し

た, 月平均１日当たりの看護師の比率が20％を満たすこと｡
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当該病棟の看護職員の月延夜勤時間数
月平均夜勤時間数 ＝

夜勤時間帯の従事者数

※ 夜勤専従者及び夜勤16時間以下の看護職員を除く



当該病棟の月平均１日当たり勤務することが必要となる看護職員の数が５人の

場合, 実際に勤務する月平均１日当たりの看護師は１人以上であること｡

５人×20％＝１人

③ １日に従事している看護補助者の１人当たりの受け持ち患者数が25人以内である

こと｡

(40人×1/25) ×３＝５人 (小数点以下切り上げ)

(２) 看護要員１人当たりの月平均夜勤時間数の算出方法

○ 各病棟において, 夜勤時間帯に従事した看護要員１人当たりの月平均夜勤時間数

が72時間以下であること｡

① 当該保険医療機関で夜勤時間帯を設定：17時から翌朝９時まで (16時間)

② 夜勤時間と従事者数：２人以上の看護要員が配置されている｡

17時～23時30分 (准看護師１人, 看護補助者１人 計２人)

23時～９時30分 (看護師１人, 看護補助者１人 計２人)

７時～12時 (夜勤は７時～９時) (准看護師１人, 看護補助者１人 計２人)

17時～９時 (夜勤専従者１人, 月64時間勤務)

③ １月当たり夜勤時間帯に従事する実人員数：18人 (２人＋７人＋８人＋１人)

２人×72時間＝144時間 (ａ)

７人×68時間＝476時間 (ｂ)

８人×54時間＝432時間 (ｃ)

１人×28時間＝28時間 (ｄ)

※ 夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間 (23時から23時30分) は申し送っ

た従事者の夜勤時間には含めない｡

※ 夜間専従者及び夜勤16時間以下の者を除く｡

④ 月延夜勤時間数：1,080時間 ((ａ) ～ (ｄ) の合計)

⑤ 月平均夜勤時間数：72時間以下である｡

1,080時間÷18人＝60.0時間 (小数点２位以下切り捨て)
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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

１ 別紙１のⅠの１及び４を次のように改める｡

１ 診療報酬請求書, 診療報酬明細書, 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書 (以下 ｢診

療報酬請求書等｣ という｡) については, ｢療養の給付, 老人医療及び公費負担医療に

関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令｣ (平成18年厚生労働省令第62

号) の制定により, 平成18年５月１日 (４月診療分) から新様式により扱うものとし,

平成18年３月診療分までは旧様式によっても差し支えないこと｡

また, ｢健康保険法施行規則等の一部を改正する省令｣ (平成18年厚生労働省令第157

号) の制定に基づく新様式については, 平成18年11月１日 (10月診療分) から適用す

るものとし, 平成18年９月診療分までは旧様式によっても差し支えないこと｡

４ 診療報酬請求書等においては, 単に保険医療機関又は保険薬局とのみ表示している

が, 老人医療又は公費負担医療に係るもの (老人医療のうち保険医療機関におけるも

のを除く｡) については ｢保険医療機関｣ とあるのは ｢老人医療又はそれぞれの公費

負担医療の担当医療機関｣ と, ｢保険薬局｣ とあるのは ｢老人医療又はそれぞれの公

費負担医療の担当薬局｣ と読み替え, また, ｢保険医氏名｣ とあるのは ｢老人医療又

はそれぞれの公費負担医療の担当医氏名｣ と読み替えるものであること｡

２ 別紙１のⅡの第１の７の (２) 及び (４) から (６) までを次のように改める｡

７ ｢医療保険｣ 欄について

(２) 入院分の ｢療養の給付｣ 欄については, ｢件数｣ 欄には明細書の医療保険に係る

件数の合計を, ｢診療実日数｣ 欄には明細書の診療実日数の合計を, ｢点数｣ 欄には

明細書の ｢療養の給付｣ 欄の ｢保険｣ の項に係る ｢請求｣ の項の合計を, ｢一部負

担金｣ 欄には明細書の ｢療養の給付｣ 欄の ｢保険｣ の項に係る ｢負担金額｣ の項の

合計を記載すること｡

｢食事療養・生活療養｣ 欄については, ｢件数｣ 欄には明細書の医療保険の食事療

養及び生活療養に係る件数の合計を, ｢回数｣ 欄には明細書の ｢食事・生活療養｣

欄の ｢保険｣ の項に記載されている回数の合計を, ｢金額｣ 欄には明細書の ｢食事・

生活療養｣ 欄の ｢保険｣ の項に係る ｢請求｣ の項に記載されている金額の合計を,

｢標準負担額｣ 欄には明細書の ｢食事・生活療養｣ 欄の ｢保険｣ の項に係る ｢標準

負担額｣ の項に記載されている金額の合計を記載すること｡

(４) ｢医保単独 (七〇以上九割)｣ 欄の ｢小計｣ 欄, ｢医保単独 (七〇以上七割)｣ 欄の

｢小計｣ 欄, ｢医保単独 (本人)｣ 欄の ｢小計｣ 欄, ｢医保単独 (家族)｣ 欄の ｢小計｣

欄, ｢医保単独 (三歳)｣ 欄の ｢小計｣ 欄にはそれぞれの合計を記載すること｡

(５) ｢①合計｣ 欄には, ｢医保 (70以上９割) と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独七〇以上

九割｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢医保 (70以上７割) と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独

(七〇以上七割)｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢医保本人と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独

(本人)｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢医保家族と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独 (家族)｣ 欄

の ｢小計｣ 欄と, ｢医保 (３歳) と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独 (三歳)｣ 欄の ｢小
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計｣ 欄とを合計して記載すること｡

(６) 医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関等にあっては, ｢医保

単独 (七〇以上九割)｣ 欄と, ｢医保単独 (七〇以上七割)｣ 欄とに記載すべき各項

の数字を合算し, その合計を ｢医保単独 (七〇以上九割)｣ 欄に記載することをもっ

て請求することができること｡ この場合には, 当該合算を実施した上で各項を記載

していることがわかるように ｢備考｣ 欄に合算している旨を記載すること｡

３ 別紙１のⅡの第１の８の (２) から (４) までを次のように改める｡

８ ｢老人保健｣ 欄について

(２) 療養の給付の ｢件数｣ 欄, ｢診療実日数｣ 欄, ｢点数｣ 欄及び ｢一部負担金 (控除

額)｣ 欄, 食事療養・生活療養の ｢件数｣ 欄, ｢回数｣ 欄, ｢金額｣ 欄及び ｢標準負

担額｣ 欄については, ７の (２) 及び (３) と同様であること｡ この場合, ７の

(２) 及び (３) 中 ｢医療保険｣ とあるのは ｢老人医療｣ と, ｢船員保険の被保険者

に係る通勤災害時の初診料｣ とあるのは ｢老人保健法 (昭和57年法律第80号) 第28

条第３項の規定に基づき減額された一部負担金｣ と読み替えるものであること｡ な

お, ｢老人九割｣ 欄の ｢小計｣ 欄, ｢老人七割｣ 欄の ｢小計｣ 欄にはそれぞれの合計

を記載すること｡

(３) ｢②合計｣ 欄には, ｢老人九割｣ 欄の ｢老人９割と公費の併用｣ 欄と ｢老人単独｣

欄と, ｢老人七割｣ 欄の ｢老人７割と公費の併用｣ 欄と ｢老人単独｣ 欄とを合計し

て記載すること｡

(４) 医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関等にあっては, ｢老人

九割｣ 欄と ｢老人七割｣ 欄とに記載すべき各項の数字を合算し, その合計を ｢老人

九割｣ 欄に記載することをもって請求することができること｡ この場合には, 合計

を記載していることがわかるように ｢備考｣ 欄に合算している旨を記載すること｡

４ 別紙１のⅡの第１の９の (５) 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

(５) ｢食事療養・生活療養｣ 欄については, ｢件数｣ 欄には, 公費負担医療制度ごとに

明細書の食事療養及び生活療養に係る件数を合計して, それぞれの制度の該当欄に

記載すること｡

また, ｢金額｣ 欄には明細書の ｢食事・生活療養｣ 欄の ｢公費①｣ 及び ｢公費②｣

の項に係る ｢請求｣ の項に記載されている金額を, ｢標準負担額｣ 欄には, 明細書

の ｢食事・生活療養｣ 欄の ｢公費①｣ 及び ｢公費②｣ の項に係る ｢標準負担額｣ の

項に記載されている金額を, それぞれ公費負担医療制度ごとに合計して, それぞれ

の制度の該当欄に記載すること｡ ただし, ｢公費｣ の項に係る記載を省略した明細

書については, ｢保険｣ 又は ｢公費①｣ の項に記載した金額が当該公費負担医療の

金額と同じであるので, これを加えて合計すること｡

５ 別紙１のⅡの第１の10の (２) 及び (５) を次のように改める｡

2006年(平成18年)11月１日 No.1848 ( 39 )



10 ｢公費負担｣ 欄の ｢公費と公費の併用｣ 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並びに食事療養及び生活療養に

係る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, １枚の明細書であっても, 公費負担医療に係る件数は, ２件ないし３件となる

こと｡

(５) ｢金額｣ 欄には, 明細書の ｢食事・生活療養｣ 欄の ｢公費①｣ 及び ｢公費②｣ の

項に係る ｢請求｣ の項に記載されている金額を, それぞれ公費負担医療制度ごとに

合計して, それぞれの制度の該当欄に記載すること｡ ただし, ｢公費②｣ の項に係

る記載を省略した明細書については, ｢公費①｣ の項に記載した金額が当該公費負

担医療の金額と同じであるので, これを加えて合計すること｡ また, 特例的に３種

の公費負担医療の併用を行った場合は, 生活保護法に係る金額は明細書の ｢食事・

生活療養｣ 欄の ｢保険｣ の項に係る ｢請求｣ の項の金額を合計して記載すること｡

６ 別紙１のⅡの第１の11の (２) 及び (５) を次のように改める｡

11 ｢公費負担｣ 欄の ｢公費単独｣ 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並びに食事療養及び生活療養に

係る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｡

(５) ｢金額｣ 欄には, 明細書の ｢食事・生活療養｣ 欄の ｢公費①｣ の項に係る ｢請求｣

の項に記載されている金額をそれぞれ公費負担医療制度ごとに合計して, それぞれ

の制度の該当欄に記載すること｡

７ ｢別紙１のⅡの第３の２｣ の (４) のエ, (12), (15) の表中, (25) のサ, (26) の

アの (カ) 及びウ, (27) のク及びコ, (28) のシ及びセ, (32) の７, (35) のイの

(イ), ウの (カ) 及びエ並びに (36) のア及びイを次のように改め, (36) のイの次

に次のようにウからカまでを加え, (36) のウ及びエをキ及びクとし, (37) のアから

ウまで及び (40) のアの (カ), イ及びウを次のように改め, (40) のオを削り, (40)

のカからセをオからスとする｡

２ 診療報酬明細書の記載要領に関する事項

(４) ｢保険種別１｣, ｢保険種別２｣ 及び ｢本人・家族｣ 欄について

エ ｢本人・家族｣ 欄については, 以下の左に掲げる種別に応じて, 右の番号の

うち１つを○で囲むこと｡ なお, ３歳未満の患者 (３歳に達する日の属する月

以前の患者をいう｡ 以下同じ｡) は ｢３｣ 又は ｢４｣, 高齢受給者又は老人医療

受給対象者は ｢７｣, ｢８｣, ｢９｣ 又は ｢０｣ を○で囲むこととし, また, 公費

負担医療については本人に該当するものとする｡

ただし, 国民健康保険の場合は, 市町村国民健康保険であって被保険者 (世

帯主) と被保険者 (その他) の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合に

ついては被保険者 (世帯主 (高齢受給者を除く｡)) は ｢１｣ 又は ｢２｣, 被保

険者 (その他 (３歳未満の患者及び高齢受給者を除く｡)) は ｢５｣ 又は ｢６｣

を○で囲むこととし, それ以外 (３歳未満の患者及び高齢受給者を除く｡) は

いずれか一方を○で囲むこと｡

なお, 入院の場合は, ｢１ 本入｣ (若しくは ｢１ 本｣), ｢３ 三入｣ (若し
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くは ｢３ 三｣), ｢５ 家入｣ (若しくは ｢５ 家｣), ｢７ 高入９｣ (若しくは

｢７高９｣) 又は ｢９ 高入７｣ (若しくは ｢９ 高７｣), 外来の場合は, ｢２

本外｣ (若しくは ｢２ 本｣), ｢４ 三外｣ (若しくは ｢４ 三｣), ｢６ 家外｣

(若しくは ｢６ 家｣), ｢８ 高外９｣ (若しくは ｢８ 高９｣) 又は ｢０ 高外

７｣ (若しくは ｢０ 高７｣) の項のみを印刷したものを使用することとしても

差し支えないこと｡

１ 本人入院 １ 本入

２ 本人外来 ２ 本外

３ ３歳未満入院 ３ 三入

４ ３歳未満外来 ４ 三外

５ 家族入院 ５ 家入

６ 家族外来 ６ 家外

７ 高齢受給者・老人医療９割給付入院 ７ 高入９

８ 高齢受給者・老人医療９割給付外来 ８ 高外９

９ 高齢受給者・老人医療７割給付入院 ９ 高入７

０ 高齢受給者・老人医療７割給付外来 ０ 高外７

(12) ｢区分｣ 欄について

当該患者が入院している病院又は病棟の種類に応じ, 該当する文字を○で囲む

こと｡ また, 月の途中において病棟を移った場合は, そのすべてに○を付すこと｡

なお, 電子計算機の場合は, コードと名称又は次の略称を記載することとして

も差し支えないこと｡

01 精神 (精神病棟), 02 結核 (結核病棟), 07 療養 (療養病棟)

(15) ｢特記事項｣ 欄について
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02 長

以下のいずれかに該当する場合
① 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額
が, 健康保険法施行令第42条第６項第１号に規定する金額を超えた
場合 (ただし, 患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に, 既
に同号に規定する金額を超えて受領している場合であって, 現物給
付化することが困難な場合を除く｡)
② 老人保健特定疾病療養受療証を提示した患者の負担額が, 老人保
健法施行令第15条第５項に規定する金額を超えた場合 (ただし, 患
者が老人保健特定疾病療養受療証の提示を行った際に, 既に同項に
規定する金額を超えて受領している場合であって, 現物給付化する
ことが困難な場合を除く｡)

05 (削除) (削除)



(25) ｢在宅｣ 欄について

サ 在宅自己注射指導管理料を算定した場合は, その他の項に 注 と表示して所

定点数を記載し, 注入器用注射針加算 (１の加算に限る｡) を算定した場合は,

｢摘要｣ 欄に当該加算を算定した理由を記載すること｡ 血糖自己測定器加算,

注入器加算, 間歇注入シリンジポンプ加算又は注入器用注射針加算を算定した

場合は, 併せてそれぞれ 注糖 , 入 , 間 又は 針 と表示して当該加算を加

算した点数を記載すること｡ また, 血糖自己測定器加算を算定した場合は,

｢摘要｣ 欄に血糖自己測定の回数及び１型糖尿病である場合は１型糖尿病であ

ることを記載すること｡ 在宅自己注射に用いる薬剤を支給した場合は, 薬剤の

項に総点数を記載し, ｢摘要｣ 欄に総支給単位数, 薬剤の総点数, 所定単位当

たりの薬剤名及び支給日数等を記載すること｡

(26) ｢投薬｣ 欄について

ア 入院分について

(カ) 入院時食事療養費に係る食事療養又は入院時生活療養費に係る生活療養の

食事の提供たる療養を受けている入院患者に対してビタミン剤 (ビタミンＢ

群製剤及びビタミンＣ製剤に限る｡) を投与した場合は, 当該ビタミン剤の

投与が必要かつ有効と判断した趣旨を ｢摘要｣ 欄に記載すること｡

ただし, 病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合は

この限りではない｡

ウ 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第１条第４号又は第１条第６号

に係る医薬品を投与した場合は, 次の例により ｢摘要｣ 欄に ｢薬評｣ と記載し,

当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載すること｡

[記載例]

ラシックス錠20mg １錠

アルダクトンＡ錠 １錠 ４×５

リピトール錠10mg １錠 15×５

(薬評)

エフピー錠2.5
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11 薬治

厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養 (平成18年厚生労働省
告示第495号) 第１条第２号の規定に基づく薬事法に規定する治験
(人体に直接使用される薬物に係るものに限る｡) に係る診療報酬の請
求である場合

12 器治
厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第１条第３号の規定に

基づく薬事法に規定する治験 (機械器具等に係るものに限る｡) に係
る診療報酬の請求である場合

16 長２

高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が,
健康保険法施行令第42条第６項第２号に規定する金額を超えた場合
(ただし, 患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に, 既に同号
に規定する金額を超えて受領している場合であって, 現物給付化する
ことが困難な場合を除く｡)



(27) ｢注射｣ 欄について

ク 入院時食事療養費に係る食事療養又は入院時生活療養費に係る生活療養の食

事の提供たる療養を受けている入院患者又は入院中の患者以外の患者に対して

ビタミン剤 (ビタミンＢ群製剤及びビタミンＣ製剤に限る｡) を投与した場合

は, 当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を ｢摘要｣ 欄に記載

すること｡

ただし, 病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこ

の限りではない｡

コ 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第１条第４号又は第１条第６号

に係る医薬品を投与した場合は, (26) のウの例により ｢摘要｣ 欄に ｢薬評｣

と記載し, 当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載すること｡

(28) ｢処置｣ 欄又は ｢手術・麻酔｣ 欄について

シ 生体腎を移植した場合においては, ｢手術・麻酔｣ 欄の余白に 腎 と表示し

た腎提供者の療養上の費用に係る点数及び食事に要した費用の額を10円で除し

て得た点数につき１点未満の端数を四捨五入して得た点数を合算した点数を記

載し, ｢摘要｣ 欄に腎提供者の氏名を記載すること｡

この場合, 食事に要した費用の額については, ｢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費用の額の算定に関する基準｣

(平成18年厚生労働省告示第99号) の別表 ｢食事療養及び生活療養の費用額算

定表｣ による額とすること｡

なお, 腎提供者の療養上の費用に係る点数を記載した明細書 (保険者番号及

び被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号を除いたもの) を ｢摘要｣ 欄に貼

付すること｡ 骨髄移植のうち同種移植を行った場合又は同種皮膚移植若しくは

生体部分肝移植を行った場合においては, ｢手術・麻酔｣ 欄の余白にそれぞれ

骨 又は 膚 若しくは 肝 と表示するほか, 生体腎の移植と同様に記載し, 明

細書の貼付を行うこと｡

セ 180日を超える期間通算対象入院料を算定している患者であって厚生労働大

臣が定める状態にあるもの (｢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｣ (平成18年厚生労働省告示第498号) 第九のトに該当する患者) につ

いて胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場合は, ｢処置｣ 欄に洗浄と表示して回

数及び合計点数を記載し, ｢摘要｣ 欄に処置名を記載すること｡ また, 重度の

肢体不自由者及び人工腎臓を実施している状態にある患者 (同告示第九のニ又

はリに該当する患者) については, ｢摘要｣ 欄に, ｢障害老人の日常生活自立度

(寝たきり度) 判定基準｣ の活用について (平成３年11月18日老健第102－２号)

におけるランクを記載すること｡

(32) ｢入院｣ 欄について

ク 180日を超える期間通算対象入院料を算定している患者について, ｢保険外併

用療養費に係る厚生労働大臣の定める医薬品等｣ 第九のいずれにも該当しない

場合は, ｢摘要｣ 欄に ｢選｣ と記載し, いずれかに該当する場合は, ｢摘要｣ 欄

に ｢選外｣ と記載し, その理由を簡潔に記載すること｡ また, 月の途中で通算

対象入院料を算定する期間が180日を超えた場合は, 行を改めて減額された通
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算対象入院料の所定点数, 算定日数及び合計点数を記載すること｡

(35) ｢療養の給付｣ 欄について

イ 医療保険 (高齢受給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｡

(イ) 健康保険, 国民健康保険及び退職者医療の場合は, 患者の負担金額が ｢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, 減額される金額を記載して ｢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｡

ウ 医療保険 (高齢受給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｡

(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｡

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

医療券等に記入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

齢受給者に係るものに限る｡) と結核予防法による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部負担金の額を記載すること｡

ただし, 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｡)

と結核予防法による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
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は ｢公費①｣ 及び ｢公費②｣ の項には記載することを要しない｡

(36) ｢食事・生活｣ 欄について

ア ｢基準｣ の項には, 入院時食事療養費に係る食事療養について算定した項目

について次の略号を用いて記載すること｡

Ⅰ (入院時食事療養Ⅰ), Ⅱ (入院時食事療養Ⅱ)

イ ｢基準｣ の項の右の項には, 入院時食事療養費に係る食事療養に係る１食当

たりの所定金額及び回数を記載すること｡

なお, 特別食加算を算定した場合には, ｢特別｣ の項の右の項に１食当たり

の所定金額及び回数を記載すること｡

ウ ｢食堂｣ の項の右の項には, 入院時食事療養費に係る食事療養又は入院時生

活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養に係る食堂加算を算定した場合

に, １日当たりの所定金額及び日数を記載すること｡

エ ｢環境｣ の項の右の項には, 入院時生活療養費に係る生活療養の温度, 照明

及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養に係る１日当たりの所定金額

及び日数を記載すること｡

オ ｢基準 (生)｣ の項には, 入院時生活療養費に係る生活療養について算定した

項目を次の略号を用いて記載すること｡

Ⅰ (入院時生活療養Ⅰ), Ⅱ (入院時生活療養Ⅱ)

カ ｢基準 (生)｣ の項の右の項には, 入院時生活療養費に係る生活療養の食事の

提供たる療養に係る１食当たりの所定金額及び回数を記載すること｡

なお, 特別食加算を算定した場合には, ｢特別 (生)｣ の項の右の項に１食当

たりの所定金額及び回数を記載すること｡

キ 老人医療に係る食事療養又は生活療養の内容が公費負担医療に係る食事療養

又は生活療養の内容と異なる場合には, ｢摘要｣ 欄に公費負担医療に係る事項

を記載すること｡

ク 月の途中で公費負担医療の受給資格の変更があった場合又は公費負担医療に

係る食事療養の給付若しくは生活療養の給付の内容が医療保険 (老人医療を除

く｡) と異なる場合は, ｢摘要｣ 欄に公費負担医療に係る事項を記載すること｡

(37) ｢食事・生活療養｣ 欄について

ア ｢請求｣ の項には, ｢保険｣, ｢公費①｣ 及び ｢公費②｣ の項に, それぞれ医療

保険, 第１公費及び第２公費に係る食事療養又は生活療養の食事の提供たる療

養を行った回数及び当該食事療養又は生活療養に係る金額合計を記載すること｡

なお, 公費負担医療のみの場合の第１公費の金額合計は, ｢公費①｣ の項に記

載すること｡

ただし, 第１公費に係る食事療養又は生活療養が医療保険に係るものと同じ

場合は, 第１公費に係る ｢請求｣ の項の記載を省略して差し支えないこと｡ ま

た, 第２公費がある場合において, 当該第２公費に係る請求金額が第１公費に

係る請求金額と同じ場合は, 第２公費に係る ｢請求｣ の項の記載を省略しても

差し支えないこと｡ なお, 当該食事療養又は生活療養が公費の給付対象となら

ない場合は, 当該公費の項には ｢０｣ と記載すること｡

イ ｢標準負担額｣ の項には, ｢保険｣, ｢公費①｣ 及び ｢公費②｣ の項に, それぞ

れ医療保険, 第１公費及び第２公費の食事療養標準負担額又は生活療養標準負
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担額 (生活療養標準負担額を記載した場合には, 生活療養の食事の提供たる療

養に係る負担額と生活療養の温度, 照明及び給水に関する適切な療養環境の形

成たる療養に係る負担額の内訳を ｢摘要｣ 欄に記載すること｡) を記載するこ

と｡ なお, 公費負担医療のみの場合の第１公費の負担額は, ｢公費①｣ の項に

記載すること｡

ただし, 第１公費に係る負担額が医療保険に係るものと同じ場合は, 第１公

費に係る負担額の記載を省略しても差し支えないこと｡ また, 第２公費がある

場合において, 当該第２公費に係る負担額が第１公費に係る負担額と同じ場合

は, 第２公費に係る負担額の記載を省略しても差し支えないこと｡ なお, 当該

食事療養又は生活療養が公費の給付対象とならない場合は, 当該公費の項には

｢０｣ と記載すること｡

ウ 健康保険法施行令第42条第２項第４号, 国民健康保険法施行令第29条の３第

３項第４号に掲げる者又は老人保健法施行令第15条第１項第４号に掲げる者の

場合は, (35) のウの (エ) と同様とする｡ ただし, 老人保健法施行令第15条

第１項第４号に掲げる者のうち, 同令第14条第６項に規定する老齢福祉年金の

受給者であって, かつ, 生活療養を受ける者の場合は, ｢摘要｣ 欄に, ｢老福｣

と記載すること｡

(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

(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｡

イ 医療保険と３種の公費負担医療の併用の者に係る記載要領の特例について

別添３ ｢法別番号及び制度の略称表｣ に示す順番により, 先順位の公費負担

医療を ｢第１公費｣ とし, 後順位の公費負担医療を順次 ｢第２公費｣, ｢第３公

費｣ として, 第３公費に係る公費負担者番号, 受給者番号及び診療実日数を,

｢摘要｣ 欄に ｢第３公費｣ と表示して, 次の略称を用いて記載すること｡ また,

第３公費に係る療養の給付の合計点数, 負担金額, 食事療養及び生活療養を行っ

た日数及び当該療養に係る金額の合計額並びに標準負担額は, ｢療養の給付｣

欄及び ｢食事・生活療養｣ 欄の ｢公費②｣ の項をそれぞれ上下に区分し, 上欄

には第２公費に係る事項を, 下欄には第３公費に係る事項を記載すること｡

なお, ４種以上の公費負担医療の併用の場合においても, これに準じて記載

すること｡

公３ (公費負担者番号), 受 (受給者番号), 実 (診療実日数)

ウ 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が, 健康保

険法施行令第42条第６項第１号又は同項第２号に規定する金額を超えた場合に

あっては, ｢特記事項｣ 欄に, それぞれ ｢長｣ 又は ｢長２｣ と記載すること｡

ただし, 患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に, 既に健康保険法施

行令第42条第６項第１号又は同項第２号に規定する金額を超えて受領している
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場合であって, 現物給付化することが困難な場合を除くこと｡

オ 平成18年３月31日保医発第0331002号通知に規定する特別養護老人ホーム等

に入所中の患者について診療報酬を算定した場合は, ｢特記事項｣ 欄に ｢施｣

と記載すること｡

なお, 当該診療が同通知に規定する配置医師による場合は, ｢摘要｣ 欄に

｢配｣ と表示して回数を記載すること｡

また, 同一月内に同一患者につき, 特別養護老人ホーム等に赴き行った診療

と, それ以外の外来分の診療がある場合は, それぞれ明確に区分できるよう

｢摘要｣ 欄に記載すること｡

カ 患者の疾病又は負傷が, 交通事故等第三者の不法行為によって生じたと認め

られる場合は, ｢特記事項｣ 欄に ｢第三｣ と記載すること｡ なお, ｢交｣ 等従来

行われていた記載によることも差し支えないこと｡

キ 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第１条第２号の規定に基づく薬

事法に規定する治験 (人体に直接使用される薬物に係るものに限る｡) に係る

診療報酬の請求については, 次に掲げる方法によること｡

ク 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第１条第３号の規定に基づく薬

事法に規定する治験 (機械器具等に係るものに限る｡) に係る診療報酬請求に

ついては, 次に掲げる方法によること｡

ケ 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第１条第５号に規定する医療機

器を使用又は支給した場合は, ｢摘要｣ 欄に ｢器評｣ と記載し, 当該医療機器

名を他の特定保険医療材料と区別して記載すること｡

コ 老人医療の対象者において, 公費負担医療のみの場合は, ｢特記事項｣ 欄に

｢老保｣ と表示すること｡

サ 地方社会保険事務局長に届け出て別に厚生労働大臣が定める先進医療を実施

した場合には, ｢特記事項｣ 欄に ｢先進｣ と記載するとともに, 当該先進医療

の名称及び当該先進医療について徴収した特別の料金の額を ｢摘要｣ 欄の最上

部に記載すること｡

シ ｢制限回数を超えて行う診療｣ に係る診療報酬の請求については, ｢特記事項｣

欄に ｢制超｣ と記載すること｡ また, 実施した検査, リハビリテーション又は

精神科専門療法ごとに, ｢摘要｣ 欄に ｢検選｣, ｢リハ選｣ 又は ｢精選｣ と記載

し, 併せて当該 ｢制限回数を超えて行う診療｣ の名称, 徴収した特別の料金及

び回数を記載すること｡

ス 老人保健法第28条第１項第２号等に基づく一部負担金を負担することとなる

70歳以上の高齢者であって, 平成18年８月から平成20年７月 (老人保健法又は

国民健康保険法以外における一部負担金の割合が２割となる者については, 平

成18年９月から平成20年８月) までの間, 入院又は入院外 (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る｡) に係る一部負

担金が, 一般の世帯 (現役並み所得者及び市長村民税非課税の世帯以外の世帯

のことをいう｡) と同額の自己負担額を超えた場合には, ｢特記事項｣ 欄に ｢経

過｣ と記載すること｡

８ 別紙１のⅢの第２の６の (２) から (４) までを次のように改める｡
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６ ｢医療保険｣ 欄について

(２) ｢件数｣ 欄には明細書の医療保険に係る件数の合計を, ｢診療実日数｣ 欄には明細

書の診療実日数の合計を, ｢点数｣ 欄には明細書の ｢合計｣ 欄の点数の合計を記載

すること｡

また, ｢一部負担金｣ 欄には明細書の ｢療養の給付｣ 欄の ｢保険｣ の項に係る

｢一部負担金額｣ の項の一部負担金額の合計を記載すること｡

ただし, ｢一部負担金｣ 欄は, 船員保険の被保険者に係る通勤災害時の初診料に

係るものに限り記載すれば足りるものとすること｡

なお, ｢医保単独 (七〇以上九割)｣ 欄, ｢医保単独 (七〇以上七割)｣ 欄, ｢医保

単独 (本人)｣ 欄, ｢医保単独 (家族)｣ 欄及び ｢医保単独 (三歳)｣ 欄の ｢小計｣ 欄

にはそれぞれの合計を記載すること｡

(３) ｢①合計｣ 欄には, ｢医保 (70以上９割) と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独 (七〇以

上九割)｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢医保 (70以上７割) と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独

(七〇以上七割)｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢医保本人と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独

(本人)｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢医保家族と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独 (家族)｣ 欄

の ｢小計｣ 欄と, ｢医保 (３歳) と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独 (三歳)｣ 欄の ｢小

計｣ 欄とを合計して記載すること｡

(４) 医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関等にあっては, ｢医保

単独 (七〇以上九割)｣ 欄と, ｢医保単独 (七〇以上七割)｣ 欄とに記載すべき各項

の数字を合算し, その合計を ｢医保単独 (七〇以上九割)｣ 欄に記載することをもっ

て請求することができること｡ この場合には, 当該合算を実施した上で各項を記載

していることがわかるように ｢備考｣ 欄に合算している旨を記載すること｡

９ 別紙１のⅢの第２の７の (２) から (４) までを次のように改める｡

７ ｢老人保健｣ 欄について

(２) ｢件数｣ 欄, ｢診療実日数｣ 欄, ｢点数｣ 欄及び ｢一部負担金 (控除額)｣ 欄につい

ては, ６の (２) と同様であること｡ この場合, ６の (２) 中 ｢医療保険｣ とある

のは ｢老人医療｣ と, ｢船員保険の被保険者に係る通勤災害時の初診料｣ とあるの

は ｢老人保健法第28条第３項の規定に基づく一部負担金の減額｣ と読み替えるもの

であること｡

なお, ｢老人九割｣ 欄の ｢小計｣ 欄及び ｢老人七割｣ 欄の ｢小計｣ 欄には, それ

ぞれの合計を記載すること｡

(３) ｢②合計｣ 欄には, ｢老人九割｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢老人七割｣ 欄の ｢小計｣ 欄

とを合計して記載すること｡

(４) 医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関等にあっては, ｢老人

九割｣ 欄と, ｢老人七割｣ 欄とに記載すべき各項の数字を合算し, その合計を ｢老

人九割｣ 欄に記載することをもって請求することができること｡ この場合には, 合

計を記載していることがわかるように ｢備考｣ 欄に合算している旨を記載すること｡

10 別紙１のⅢの第３の２の (４) のエ, (17) のカ, (23) のコ及びチ, (27) のク及び

ハ, 並びに (32) のイを次のように改め, (35) のウを削り, (35) のエ及びオをウ及び

エとし, (35) のカを次のように改め, オとし, (35) のキ及びクをカ及びキとし, (35)
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のケを次のように改め, コとし, (35) のコ及びサをケ及びコとする｡

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

(４) ｢保険種別１｣, ｢保険種別２｣ 及び ｢本人・家族｣ 欄について

エ ｢本人・家族｣ 欄については, 以下の左に掲げる種別に応じて, 右の番号のう

ち１つを○で囲むこと｡ なお, ３歳未満の患者は ｢４｣, 高齢受給者又は老人医

療受給対象者は ｢８｣ 又は ｢０｣ を○で囲むこととする｡ なお, 公費負担医療に

ついては本人に該当するものとする｡

ただし, 国民健康保険の場合は, 市町村国民健康保険であって被保険者 (世帯

主) と被保険者 (その他) の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合につい

ては被保険者 (世帯主 (高齢受給者を除く｡)) は ｢２｣, 被保険者 (その他 (３

歳未満の患者及び高齢受給者を除く｡)) は ｢６｣ を○で囲むこととし, それ以外

(３歳未満の患者及び高齢受給者を除く｡) はいずれか一方を○で囲むこと｡

なお, ｢２ 本外｣ (若しくは ｢２ 本｣), ｢４ 三外｣ (若しくは ｢４ 三｣),

｢６ 家外｣ (若しくは ｢６ 家｣), ｢８ 高外９｣ (若しくは ｢８ 高９｣) 又は

｢０ 高外７｣ (若しくは ｢０ 高７｣) の項のみを印刷したものを使用すること

としても差し支えないこと｡

２ 本人外来 ２ 本外

４ ３歳未満外来 ４ 三外

６ 家族外来 ６ 家外

８ 高齢受給者・老人医療９割給付外来 ８ 高外９

０ 高齢受給者・老人医療７割給付外来 ０ 高外７

(23) ｢投薬・注射｣ 欄について

コ 入院時食事療養費に係る食事療養又は入院時生活療養に係る生活療養の食事の

提供たる療養を受けている入院患者又は入院中の患者以外の患者に対してビタミ

ン剤 (ビタミンＢ群製剤及びビタミンＣ製剤に限る｡) を投与した場合は, 当該

ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を ｢摘要｣ 欄に記載すること｡

ただし, 病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限

りではない｡

チ 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第１条第４号又は第１条第６号に

係る医薬品を投与した場合は, Ⅱの第３の２の (26) のウの例により ｢摘要｣ 欄

に ｢薬評｣ と記載し, 当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載すること｡

(27) ｢歯冠修復及び欠損補綴｣ 欄について

ク ｢充填｣ 欄について

(ウ) 上記 (イ) の略称は, 光重合型レジン, 光重合型複合レジン強化グラスアイ

オノマー及び初期齲蝕小窩裂溝填塞材の場合は ｢光｣, グラスアイオノマーセ

メントの場合は ｢グ｣, 複合レジンの場合は ｢複｣, 歯科用硅酸セメント及び硅

燐酸セメントの場合は ｢硅｣, 歯科用充填用即時硬化レジンの場合は ｢即｣, 銀

錫アマルガムの場合は ｢ア｣ と記載すること｡

ハ ｢義歯調整｣ 欄について

有床義歯の調整を行った場合は, 点数を記載し, 咬合機能回復が困難な者に対
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する加算を算定した場合は, ｢＋｣ の項に加算点数を記載すること｡

ただし, 新製義歯調整料の算定が, 新製義歯の装着の翌月である場合は, ｢摘

要｣ 欄に新製した義歯の部位及び月日を記載すること｡ また, 新製義歯調整料を

算定した月の翌月に有床義歯調整料を算定する場合においては, ｢摘要｣ 欄に新

製義歯を装着した月日を記載すること｡

(32) ｢一部負担金額｣ 欄について

イ 健康保険, 国民健康保険及び退職者医療の場合は, 患者の負担金額が ｢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, 減額される金額を記載して ｢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, 支払が猶予され

る場合は ｢支払猶予｣ の字句を○で囲むこと｡

(35) その他

ウ 平成18年３月31日保医発第0331002号に規定する特別養護老人ホーム等に入所

中の患者について診療報酬を算定した場合は, ｢特記事項｣ 欄に ｢施｣ と表示す

ること｡

なお, 同一月内に同一患者につき, 特別養護老人ホーム等に赴き行った診療と,

それ以外の外来分の診療がある場合は, それぞれ明確に区分できるよう ｢摘要｣

欄に記載すること｡

エ 公費負担医療のみの場合において, 請求点数を老人医療の診療報酬点数表によ

る場合は, ｢特記事項｣ 欄に ｢老保｣ と表示すること｡

オ 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が, 健康保険

法施行令第42条第６項第１号又は同項第２号に規定する金額を超えた場合にあっ

ては, ｢特記事項｣ 欄に, それぞれ ｢長｣ 又は ｢長２｣ と記載すること｡

ただし, 患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に, 既に健康保険法施行

令第42条第６項第１号又は同項第２号に規定する金額を超えて受領している場合

であって, 現物給付化することが困難な場合を除くこと｡

カ 患者の疾病又は負傷が, 交通事故等第三者の不法行為によって生じたと認めら

れる場合は, ｢特記事項｣ 欄に ｢第三｣ と記載すること｡ なお, ｢交｣ 等従来行わ

れていた記載によることも差し支えないこと｡

キ 老人被爆者の場合は, ｢摘要｣ 欄右下に赤色で 原 の表示をすること

ク 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第１条第５号に規定する医療機器

を使用又は支給した場合は, Ⅱの第３の２の (40) のケの例により ｢摘要｣ 欄に

｢器評｣ と記載し, 当該医療機器名を他の特定保険医療材料と区別して記載する

こと｡

ケ 地方社会保険事務局長に届け出て別に厚生労働大臣が定める先進医療を実施し

た場合には, ｢特記事項｣ 欄に ｢先進｣ と記載するとともに, 当該先進医療の名

称及び当該先進医療について徴収した特別の料金の額を ｢摘要｣ 欄の最上部に記

載すること｡

コ ｢制限回数を超えて行う診療｣ に係る診療報酬の請求については, ｢特記事項｣

欄に ｢制超｣ と記載すること｡ また, 実施したリハビリテーションごとに, ｢摘
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要｣ 欄に ｢リハ選｣ と記載し, 併せて当該 ｢制限回数を超えて行う診療｣ の名称,

徴収した特別の料金及び回数を記載すること｡

11 別紙１のⅣの第１の６の (２) から (４) までを次のように改める｡

６ ｢医療保険｣ 欄について

(２) ｢件数｣ 欄には明細書の医療保険に係る件数の合計を, ｢処方せん受付回数｣ 欄に

は明細書の受付回数の合計を, ｢点数｣ 欄には明細書の ｢請求｣ 欄の ｢保険｣ の項

に係る ｢請求｣ の項の合計を記載すること｡

なお, ｢医保単独 (七〇以上九割)｣ 欄, ｢医保単独 (七〇以上七割)｣ 欄, ｢医保

単独 (本人)｣ 欄, ｢医保単独 (家族)｣ 欄及び ｢医保単独 (三歳)｣ 欄の ｢小計｣ 欄

にはそれぞれの合計を記載すること｡

(３) ｢①合計｣ 欄には, ｢医保 (70以上９割) と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独 (七〇以

上九割)｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢医保 (70以上７割) と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独

(七〇以上七割)｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢医保本人と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独

(本人)｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢医保家族と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独 (家族)｣ 欄

の ｢小計｣ 欄と, ｢医保 (３歳) と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独 (三歳)｣ 欄の ｢小

計｣ 欄とを合計して記載すること｡

(４) 医事会計システムの電算化が行われていない保険薬局等にあっては, ｢医保単独

(七〇以上九割)｣ 欄と, ｢医保単独 (七〇以上七割)｣ 欄とに記載すべき各項の数字

を合算し, その合計を ｢医保単独 (七〇以上九割)｣ 欄に記載することをもって請

求することができること｡ この場合には, 当該合算を実施した上で各項を記載して

いることがわかるように ｢備考｣ 欄に合算している旨を記載すること｡

12 別紙１のⅣの第１の７の (２) から (４) までを次のように改める｡

７ ｢老人保健｣ 欄について

(２) ｢件数｣ 欄, ｢処方せん受付回数｣ 欄, ｢点数｣ 欄については, ６の (２) と同様

であること｡ この場合, ６の (２) 中 ｢医療保険｣ とあるのは ｢老人医療｣ と読み

替えるものであること｡

また, ｢一部負担金 (控除額)｣ 欄については, 老人保健法第28条第３項の規定に

基づく一部負担金の減額に係るものに限り記載すれば足りるものとすること｡

なお, ｢老人九割｣ 欄の ｢小計｣ 欄及び ｢老人七割｣ 欄の ｢小計｣ 欄には, それ

ぞれの合計を記載すること｡

(３) ｢②合計｣ 欄には, ｢老人九割｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢老人七割｣ 欄の ｢小計｣ 欄

とを合計して記載すること｡

(４) 医事会計システムの電算化が行われていない保険薬局等にあっては, ｢老人九割｣

欄と, ｢老人七割｣ 欄とに記載すべき各項の数字を合算し, その合計を ｢老人九割｣

欄に記載することをもって請求することができること｡ この場合には, 合計を記載

していることがわかるように ｢備考｣ 欄に合算している旨を記載すること｡

13 別紙１のⅣの第２の２の (４) のエ, (23) のア及びケ, (34) のイの (ア) 並びに

(35) のア及びエを次のように改める｡
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２ 調剤報酬明細書に関する事項

(４) ｢保険種別１｣, ｢保険種別２｣ 及び ｢本人・家族｣ 欄について

エ ｢本人・家族｣ 欄については, 以下の左に掲げる種別に応じて, 右の番号のう

ち１つを○で囲むこと｡ なお, ３歳未満の患者は ｢４｣, 高齢受給者及び老人医

療受給対象者は ｢８｣ 又は ｢０｣ を○で囲むこととする｡ なお, 公費負担医療に

ついては本人に該当するものとする｡

ただし, 国民健康保険の場合は, 市町村国民健康保険であって被保険者 (世帯

主) と被保険者 (その他) の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合につい

ては被保険者 (世帯主 (高齢受給者を除く｡)) は ｢２｣, 被保険者 (その他 (３

歳未満の患者及び高齢受給者を除く｡)) は ｢６｣ を○で囲むこととし, それ以外

(３歳未満の患者及び高齢受給者を除く｡) はいずれか一方を○で囲むこと｡

なお, ｢２ 本外｣ (若しくは ｢２ 本｣), ｢４ 三外｣ (若しくは ｢４ 三｣),

｢６ 家外｣ (若しくは ｢６ 家｣), ｢８ 高外９｣ (若しくは ｢８ 高９｣) 又は

｢０ 高外７｣ (若しくは ｢０ 高７｣) の項のみを印刷したものを使用すること

としても差し支えないこと｡

２ 本人外来 ２ 本外

４ ３歳未満外来 ４ 三外

６ 家族外来 ６ 家外

８ 高齢受給者・老人医療９割給付外来 ８ 高外９

０ 高齢受給者・老人医療７割給付外来 ０ 高外７

(23) ｢処方｣ 欄について

ア 所定単位 (内服薬 (浸煎薬, 湯薬及び一包化薬を除く｡ 以下同じ｡) 及び一包

化薬にあっては１剤１日分, 内服用滴剤, 屯服薬, 浸煎薬, 湯薬, 注射薬及び外

用薬にあっては１調剤分) ごとに調剤した医薬品名, 用量 (内服薬については,

１日用量, 内服用滴剤, 注射薬及び外用薬については, 投薬全量, 屯服薬につい

ては１回用量及び投薬全量), 剤形及び用法 (注射薬及び外用薬については, 省

略して差し支えない｡) を記載し, 次の行との間を線で区切ること｡

なお, 浸煎薬及び湯薬の用量については, 投薬全量を記載し, 投薬日数につい

ても併せて記載すること｡

また, 一包化薬の調剤時に一包化薬の投薬日数を超えて一包化薬に含まれる内

服薬が調剤された場合は, ｢○○日分の一包化薬調剤後｣ と記載すること｡

ただし, 服用時点が同一であっても投薬日数が異なる内服薬に係る調剤及び同

一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され, 受付回

数１回とされた異なる保険医の発行する処方せんに係る調剤については, ぞれぞ

れ別の欄 (線により区切られた部分をいう｡ 以下同じ｡) に記載すること｡

ケ 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第１条第４号又は第１条第６号に

係る医薬品を投与した場合は, Ⅱの第３の２の (26) のウの例により ｢薬評｣ と

記載し, 当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載すること｡

(34) ｢請求｣ 欄及び ｢一部負担金額｣ 欄について

イ ｢一部負担金額｣ 欄については, 以下によること｡
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(ア) 健康保険, 国民健康保険及び退職者医療の場合は, 患者の負担金額が ｢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, 減額される金額を記載して ｢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, 支払が猶予さ

れる場合は ｢支払猶予｣ の字句を○で囲むこと｡

(35) その他

ア 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が, 健康保険

法施行令第42条第６項第１号又は同項第２号に規定する金額を超えた場合にあっ

ては, ｢特記事項｣ 欄に, それぞれ ｢長｣ 又は ｢長２｣ と記載すること｡

ただし, 患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に, 既に健康保険法施行

令第42条第６項第１号又は同項第２号に規定する金額を超えて受領している場合

であって, 現物給付化することが困難な場合を除くこと｡

エ 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第１条第５号に規定する医療機器

を使用又は支給した場合は, Ⅱの第３の２の (40) のケの例により ｢摘要｣ 欄に

｢器評｣ と記載し, 当該医療機器名を他の特定保険医療材料と区別して記載する

こと｡

14 別紙１のⅤの２及び３を次のように改める｡

２ 当分の間, 従来の様式を取り繕って使用することができるものであること｡ ただし,

特段の事情がない限り速やかに改正後の様式を用いること｡

３ ｢療養の給付, 老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部

を改正する省令｣ (平成18年厚生労働省令第62号) による改正前の様式により請求

(歯科診療報酬に係る請求を除く｡) を行う場合, 平成18年４月の診療報酬点数表の改

正により新たに記載が必要となる事項については, 改正後の記載要領によること｡

また, ｢健康保険法施行規則等の一部を改正する省令｣ (平成18年厚生労働省令第157

号) による改正前の様式により請求を行う場合, 平成18年10月の健康保険法及び診療

報酬点数表の改正により新たに記載が必要となる事項については, 改正後の記載要領

によること｡

15 別紙２の第１の４を次のように改める｡

第１ 一般的事項

４ 公費負担医療に係る診療録等については, ｢保険医療機関｣ とあるのは公費負担医

療の担当医療機関と, ｢保険医氏名｣ とあるのは公費負担医療の担当医氏名と読み替

えるものであること｡

16 別紙２の第３の18の (５) 及び (６) を次のように改める｡

第３ 診療録の記載上の注意事項

18 ｢診療の点数等｣ 欄について
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(５) ｢食事療養・生活療養算定額｣ 欄について

受診者に対し, 食事療養又は生活療養を行った月日ごとに算定した金額の合計

を記載すること｡

(６) ｢標準負担額｣ 欄について

食事療養に係る食事療養標準負担額又は生活療養に係る生活療養標準負担額を

記載すること｡

16 別紙２の第４の23及び24を次のように改める｡

第４ 歯科診療録の記載上の注意事項

23 ｢食事療養・生活療養算定額｣ 欄について

受診者に対し, 食事療養又は生活療養を行った月日ごとに算定した金額の合計を記

載すること｡

24 ｢標準負担額｣ 欄について

食事療養に係る食事療養標準負担額又は生活療養に係る生活療養標準負担額を記載

すること｡

17 別紙２の第５の８の (４) を次のように改める｡

第５ 処方せんの記載上の注意事項

８ ｢備考｣ 欄について

(４) ３歳未満の患者の場合は ｢３歳｣ と, 高齢受給者又は老人医療受給対象者であっ

て９割給付の患者の場合は ｢高９｣ と, 高齢受給者又は老人医療受給対象者であっ

て７割給付の患者の場合は ｢高７｣ と記載すること｡

18 別添１及び別添３を次のように改める｡

別添１
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診療報酬
明 細 書

算定告示別表第１ (医科), 入院時食事療養
費及び入院時生活療養費の告示又は保険外併
用療養費の告示 (医科の例による場合)

入 院
入院外

様式第２(１)
様式第２(２)

算定告示別表第２ (歯科), 入院時食事療養
費及び入院時生活療養費の告示又は保険外併
用療養費の告示 (歯科の例による場合)

－ 様 式 第 ３



別添３
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担
障害者自立
支援法によ
る

○精神通院医療 (法第５条関係) ２１ (精神通院)

○更生医療 (法第５条関係) １５ －

○育成医療 (法第５条関係) １６ －

○療養介護医療 (法第70条関係) 及
び基準該当療養介護医療 (法第71
条関係)

２４ －

度
児童福祉法
による

○療育の給付 (法第21条の９関係) １７ －

○障害児施設医療 (法第24条の20関
係)

７９ －



｢老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等の記載要領について｣

(平成16年３月30日保医発第0330003号) の一部改正について

１ 別紙のⅡの第１の６の (２) 及び (３) 並びに７を次のように改める｡

第１ 請求書に関する事項 (様式第一関係)

６ ｢医療保険｣ 欄について

(２) ｢件数｣ 欄には明細書の訪問看護に係る件数の合計を, ｢日数｣ 欄には明細書の訪

問看護の ｢実日数｣ 欄の ｢保険｣ の項の日数の合計を, ｢金額｣ 欄には明細書の

｢合計｣ 欄の ｢保険｣ の項に係る ｢請求｣ の項の合計を記載すること｡

なお, ｢医保単独 (七〇以上九割)｣ 欄, ｢医保単独 (七〇以上七割)｣ 欄, ｢医保

単独 (本人)｣ 欄, ｢医保単独 (家族)｣ 欄及び ｢医保単独 (三歳)｣ 欄の ｢小計｣ 欄

にはそれぞれの計数の合計を記載すること｡

(３) ｢①合計｣ 欄には, ｢医保 (70以上９割) と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独七〇以上

九割｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢医保 (70以上７割) と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独

(七〇以上七割)｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢医保本人と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独

(本人)｣ 欄の ｢小計｣ 欄と, ｢医保家族と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独 (家族)｣ 欄

の ｢小計｣ 欄と, ｢医保 (３歳) と公費の併用｣ 欄と ｢医保単独 (三歳)｣ の ｢小計｣

欄の ｢件数｣ 欄の請求件数を合計して記載すること｡

７ ｢老人保健｣ 欄について

(３) ｢②合計｣ 欄には, ｢老人９割と公費の併用｣ 欄と ｢老人単独｣ 欄の ｢小計｣ と

｢老人７割と公費の併用｣ 欄と ｢老人単独｣ 欄の ｢小計｣ 欄とを合計して記載する

こと｡

２ 別紙のⅡの第２の４の (３), 14の表中及び32の (２) のアを次のように改める｡

第２ 明細書に関する事項 (様式第三)

４ ｢６訪問｣ における ｢１ 社・国 ２ 公費 ３ 老人 ４ 退職｣ (以下 ｢保険

種別１｣ という｡), ｢１ 単独 ２ ２併 ３ ３併｣ (以下 ｢保険種別２｣ という｡)

及び ｢２ 本人 ４ 三歳 ６ 家族｣ 欄について

(３) ｢本人・家族｣ 欄については, 以下の左に掲げる種別に応じて, 右の番号のうち

１つを○で囲むこと｡ なお, ３歳未満の患者 (３歳に達する日の属する月以前の患

者をいう｡ 以下同じ｡) は ｢４｣, 高齢受給者及び老人医療 (指定訪問看護を受けた

日が70歳の誕生日の属する月の翌月 (誕生日が月の初日の者は, 誕生月) 以降であ

る患者をいう｡ 以下同じ｡) は ｢８｣ 又は ｢０｣ を○で囲むこととする｡ なお, 公

費負担医療については本人に該当するものとする｡

ただし, 国民健康保険の場合は, 市町村国民保険であって被保険者 (世帯主) と

被保険者 (その他) の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合については被保

険者 (世帯主 (高齢受給者を除く｡)) は ｢２｣, 被保険者 (その他 (３歳未満の患

者及び高齢受給者を除く｡)) は ｢６｣ を○で囲むこととし, それ以外 (３歳未満の

患者及び高齢受給者を除く｡) はいずれか一方を○で囲むこと｡

なお, ｢２ 本人｣ (若しくは ｢２ 本｣), ｢４ 三歳｣ (若しくは ｢４ 三｣),

｢６ 家族｣ (若しくは ｢６ 家｣), ｢８ 高齢９｣ (若しくは ｢８ 高９｣) 又は

｢０ 高齢７｣ (若しくは ｢０ 高７｣) の項のみを印刷したものを使用することと
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しても差し支えないこと｡

２ 本人 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２ 本人

４ ３歳未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４ 三歳

６ 家族 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６ 家族

８ 高齢受給者・老人９割給付 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８ 高齢９

０ 高齢受給者・老人７割給付 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ０ 高齢７

14 ｢特記｣ 欄について

次の表の内容に該当する特記事項を記載する場合は, 略称を記載すること｡

なお, 電子計算機の場合はコードと略称を記載すること｡

32 ｢合計｣ 欄について

(２) ｢負担金額｣ の項については, 以下によること｡

ア 健康保険, 国民健康保険, 退職者医療及び老人医療の場合は, 患者の負担金額が

｢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, 減額される金額を記載して ｢円｣ の字句を○で

囲むこと｡

患者負担額が免除される場合は ｢免除｣ の字句を○で囲み, 支払が猶予される場

合は ｢支払猶予｣ の字句を○で囲むこと｡

３ (別添２) の (３) を次のように改める｡
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コード 略称 内 容

02 長

以下のいずれかに該当する場合
①高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が,
健康保険法施行令 (大正15年勅令第243号) 第42条第６項第１号に規
定する金額を超えた場合 (ただし, 患者が特定疾病療養受療証の提出
を行った際に, 既に同号に規定する金額を超えて受領している場合で
あって, 現物給付化することが困難な場合を除く｡)
②老人保健特定疾病療養受療証を提示した患者の負担額が, 老人保健法
施行令 (昭和57年政令第293号) 第15条第５項に規定する金額を超え
た場合 (ただし, 患者が老人保健特定疾病療養受療証の提示を行った
際に, 既に同項に規定する金額を超えて受領している場合であって,
現物給付化することが困難な場合を除く｡)

16 長２

高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が,
健康保険法施行令第42条第６項第２号に規定する金額を超えた場合 (た
だし, 患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に, 既に同号に規定
する金額を超えて受領している場合であって, 現物給付化することか困
難な場合を除く｡)



別添３
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障害者自立
支援法によ
る

○精神通院医療 (法第５条関係) ２１ (精神通院)

○更生医療 (法第５条関係) １５ －

○育成医療 (法第５条関係) １６ －

○療養介護医療 (法第70条関係) 及
び基準該当療養介護医療 (法第71
条関係)

２４ －



｢老人保健法に基づく医療に要する給付等と公害健康被害の補償等
に関する法律に基づく療養の給付との調整について｣ (平成10年
３月31日保険発第51号, 老健発第70号) の一部改正について

３を次のように改める｡

３ 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費用につ

いては, 主たる疾病が公害補償法の対象である場合には, 公害補償法に基づく請求を

行い, 老健法又は健保法に基づく請求は行わないこと｡ (ただし, 老健法又は健保法

に基づいて特別食のみの給付を行う場合を除く｡)
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国保 (退職者)・老人・公費診療報酬請求書
(兼総括表) 等の様式の一部改正について

平成18年10月１日より, 現役並みの所得を有する高齢者の負担割合が３割とされたこと,

入院時生活療養費が創設されたこと等に伴い, 診療報酬請求書等の様式が一部改正されま

したのでお知らせします｡

１. 国保 (退職者)・老人・公費診療報酬請求書 (兼総括表) －国保医科：京都府管内分
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２. 国保 (退職者)・老人・公費診療報酬請求書 (兼総括表) －国保医科：他府県分
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３. 各種健康診査・予防接種 (京都市) および医保福祉併用分総括表
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４. 診療報酬請求書 (医科・歯科)【他府県用】
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診療報酬明細書 ｢本人・家族｣ 欄および
｢給付割合｣ 欄の記載について

平成18年10月より, ｢一定以上所得者｣ 世帯の前期高齢者の負担割合が変更 (２割負担

から３割負担) されましたが, 引き続き２割負担を継続される保険者 (国保) の場合, 診

療報酬明細書の ｢本人・家族｣ 欄および ｢給付割合｣ 欄は下記のとおり記載ください｡
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｢本人・家族｣ 欄 ｢給付割合｣ 欄

前期高齢者８割給付入院の場合 ９ 高入７ ８割

前期高齢者８割給付外来の場合 ０ 高外７ ８割



福祉医療 (乳幼児医療)費請求書の記載について

平成18年10月より, 上位所得者世帯に属する特定疾病に係る１ヶ月・１医療機関の高額

療養費一部負担金限度額の変更に伴い, 自己負担限度額が２万円の受給者で一部負担金が

２万円を超えた場合は, ｢公○・長○表示の確認｣ 欄に ｢長○２｣ を記載ください｡
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健康保険および船員保険における一部負担金等
の徴収猶予および減免の取り扱いについて

本年10月１日に施行された健康保険法及び船員保険法の一部改正について, 保険者は,

災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって, 保険医療機関等

に一部負担金等を支払うことが困難であると認められるものに対し, 当該一部負担金等の

徴収猶予, 減額または免除の措置を採ることができるとされています｡ また, 健康保険法

施行規則等の一部改正について, 厚生労働省令で定める特別の事情とは, ｢被保険者が,

震災, 風水害, 火災その他これらに類する災害により, 住宅, 家財又はその他の財産につ

いて著しい損害を受けたこと｣ とされたところです｡

つきましては, 健康保険および船員保険における一部負担金等の徴収猶予および減免に

ついて具体的な取り扱いが示されましたので, 下記のとおりお知らせします｡

記

健康保険及び船員保険における

一部負担金等の徴収猶予及び減免の取扱いについて

第１ 健康保険関係

１ 一部負担金等の徴収猶予

保険者は, 被保険者が, 震災, 風水害, 火災その他これらに類する災害により, 住

宅, 家財又はその他の財産について著しい損害を受けたことにより, その生活が困難

となった場合において必要と認めるときは, 当該被保険者の申請により, ６か月以内

の期間を限って, 以下の徴収を猶予することができる｡

この場合において, 当該被保険者又はその被扶養者が, 保険医療機関, 保険薬局及

び指定訪問看護事業者に対して当該一部負担金等を支払うべきものであるときは, 当

該被保険者等の当該保険医療機関等に対する支払に代えて, 保険者が当該一部負担金

等を当該被保険者から直接に徴収することとし, その徴収を猶予することができる｡

２ 一部負担金等の減免

保険者は, 被保険者が, 震災, 風水害, 火災その他これらに類する災害により, 住

宅, 家財又はその他の財産について著しい損害を受けたことにより, その生活が困難

となった場合において必要と認めるときは, 当該被保険者の申請により当該被保険者

及びその被扶養者に係る一部負担金等を減額し, 又はその支払を免除することができ
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① 一部負担金

② 保険外併用療養費に係る自己負担額 (食事療養標準負担額又は生活療養標準

負担額に相当する者は除く｡)

③ 訪問看護療養費に係る自己負担額

④ 家族療養費に係る自己負担額 (食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額

に相当する者は除く｡)

⑤ 家族訪問看護療養費に係る自己負担額



る｡

３ 前記 ｢１｣ 及び ｢２｣ の場合における生活困難の認定は, 地域の特殊事情, 被保険

者の生活実態等に即して適正に実施するよう配慮する｡

また, 前記 ｢１｣ 及び ｢２｣ の取扱いは, 財政運営に与える影響を考慮した上で,

各保険者の判断により弾力的に実施する｡

４ 申請

一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は, あらかじめ保険者

に対し, 申請書 (別紙様式１) を提出する｡

５ 証明書の交付

(１) 保険者は, 一部負担金等の徴収猶予又は減免の決定をした場合は, 速やかに証明

書 (別紙様式２参照) を申請者に交付する｡

(２) 一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が, 保険医療機関等について

療養の給付, 保険外併用療養費の支給, 訪問看護療養費の支給, 家族療養費の支給

又は家族訪問看護療養費の支給を受けようとするときは, (１) の証明書を健康保

険被保険者証に添えて保険医療機関等に提出する｡

６ 保険医療機関等における取扱い

(１) 証明書の交付を受けた者が, 保険医療機関等から療養の給付等を受ける際に健康

保険被保険者証に当該証明書を添えて提出した場合,
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[参 考]

健康保険法第75条の２ (平成18年10月施行)

１ 保険者は, 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者

であって, 保険医療機関又は保険薬局に第74条第１項の規定による一部負担

金を支払うことが困難であると認められるものに対し, 次の措置を採ること

ができる｡

一 一部負担金を減額すること｡

二 一部負担金の支払を免除すること｡

三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて, 一部負担金を直接に

徴収することとし, その徴収を猶予すること｡

２ 前項の措置を受けた被保険者は, 第74条第１項の規定にかかわらず, 前項

第一号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険

医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り, 同項第二号又は第三号の措置

を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払

うことを要しない｡

３ (略)

健康保険法施行規則第56条の２ (平成18年10月施行)

健康保険法第75条の２第１項の厚生労働省令で定める特別の事情は, 被保険

者が, 震災, 風水害, 火災その他これらに類する災害により, 住宅, 家財又は

その他の財産について著しい損害を受けたこととする｡



① 一部負担金等を減額された者は減額された一部負担金等を支払えば足りる｡

② 一部負担金等の支払を徴収猶予又は免除された者は一部負担金等の支払を要し

ない｡

(２) 証明書の提出を受けた保険医療機関等は, 徴収猶予又は減額若しくは免除された

一部負担金等の支払を受けることを要せず, 当該一部負担金相当額については審査

支払機関に請求する｡

７ 徴収猶予及び減免の取消

(１) 保険者は, 一部負担金等の徴収猶予の措置を受けた者が次のいずれかに該当する

場合においては, その徴収猶予をした一部負担金等の全部又は一部についてその猶

予を取り消し, これを一時に徴収することができる｡

① 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため, 徴収猶予をすること

が不適当であると認められるとき｡

② 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき｡

(２) 保険者は, 偽りの申請その他不正の行為により一部負担金等の減免を受けた者が

ある場合においてこれを発見したときは, ただちに当該一部負担金等の減免を取り

消すものとする｡ この場合において当該被保険者等が保険医療機関等について療養

の給付等を受けたものであるときは, 保険者は, ただちに, 減免を取り消した旨及

び取消の年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに, 当該被保険者等がその

取消の日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を当該保険者に返還させ

るものとする｡

第２ 船員保険関係

船員保険についても, 第１に準じて取り扱う｡
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政府管掌健康保険および船員保険における出産育児一時金

および家族出産育児一時金の受取代理について

政府管掌健康保険および船員保険における出産育児一時金および家族出産育児一時金の

受取代理の取り扱いが示され, 平成18年10月１月から適用されましたので, 下記のとおり

お知らせします｡

記

政府管掌健康保険及び船員保険における

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理の概要

１ 対象者

被保険者 (社団法人全国社会保険協会連合会が委託実施している出産費貸付制度を利

用するものを除く｡) であって, 出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり, かつ

以下のいずれかである者

①出産予定日まで１か月以内の者

②出産予定日まで１か月以内の被扶養者を有する者

２ 受取代理の申請手続

(１) 保険者は ｢１｣ に定める対象者から受取代理専用の出産育児一時金請求書 (別添様

式１号参照｡ 以下 ｢請求書｣ という｡) の申請がなされた場合には, 母子健康保険手

帳等により出産予定日まで１か月以内の申請であるかについて確認する｡

(２) 保険者は申請書の受付後は, 速やかに別添様式第２号により医療機関へ請求書を受

け付けたことについて連絡する｡

(３) 請求書の受付後に被保険者が資格喪失等により出産育児一時金等の支給対象者でな

くなった場合は, 速やかに請求書を被保険者に返戻するとともに, 受取代理人である

医療機関等に対しその旨連絡する｡

(４) 受取代理人である医療機関等以外で出産することとなった場合は, 速やかに保険者

に申し出るよう被保険者に周知し, 被保険者から当該申出がなされた場合は, 請求書

を被保険者に返戻するとともに, 受取代理人である医療機関等に対しその旨連絡する｡

３ 出産育児一時金等の支払い

(１) 受取代理人である医療機関等は, 分娩後に分娩費請求書及び出生証明書類の写しを

保険者に送付する｡ (別添様式第２号及び第３号参照)

(２) 出産予定日から２週間を経過しても, 受取代理人である医療機関等から必要書類が

送付されない場合は, 保険者から当該医療機関に確認する｡

(３) 要件審査を経て, 医療機関等から送付された分娩費請求書の写しに記載された請求

額に応じて, 以下のいずれかの取扱いとなる｡

ア 請求額が35万円以上である場合

出産育児一時金等の全額を医療機関等により指定された口座へ支払うこと｡
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イ 請求額が35万円未満である場合

請求額として記載がされている額を医療機関により指定された口座へ支払い, 当

該請求額と35万円との差額については, 被保険者に支払うこと｡

４ その他

(１) 健康保険のオンライン入力方法に関しては, 別途, 社会保険業務センターから通知

されるものであること｡ また, 船員保険にあっては, 手作業により被保険者及び医療

機関等へそれぞれ支払うものであること｡

(２) 健康保険の請求書の調達に当たっては, 今後管理替え帳票とするが, それまでの間

は, 別添ファイルの請求書を出力するなど適宜の方法により交付すること｡

また, 船員保険の請求書にあっては管理替え帳票とされていないことから, 別添ファ

イルの請求書を出力するなど適宜の方法により交付すること｡

(３) 今回の取扱いについて, 貴管下の被保険者, 事業主及び船舶所有者に対する周知に

努めること｡
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被保険者の皆様に対する留意事項
１. この請求書による出産育児一時金の請求書による事前申請は, 出産予定日まで１ヶ月

以内であることとなっております｡

２. この請求書を提出いただいた場合, 出産予定の医療機関等と社会保険事務所等の間に

おいて, 請求書の受付の有無, 分娩に関する証明, 及び分娩費用に関する情報の提供を

行いますのであらかじめご了承願います｡ 標題の ｢被保険者｣ ｢家族｣ の文字は, いず

れか該当する方をマル (○) で囲んでください｡

３. ④の欄は, 該当する番号をマル (○) で囲んでください｡

４. ⑨の欄は, 被保険者が自ら記入 (自署) する場合には, 押印は不要です｡ なお, 被保

険者以外の方の押印を省略することはできません｡

５. この請求書の提出に当たっては, 次の書類を提示するか, 又はその写しを添付してく

ださい｡

・母子保健法第16条第１項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を証

明する書類

医療機関等の皆様に対する留意事項
１. この請求書を受け付けた時は, 社会保険事務所等から受付を行った旨連絡しますので,

住所・名称・電話番号を記載してください｡

２. 分娩し, 分娩費用が確定した場合は, 分娩費請求書及び出産証明書類の写しを速やか

に社会保険事務所へ提出してください｡ この場合, 社会保険事務所から請求書を受付報

告書の送付の際同封する用紙も記入の上, 送付してください｡

被保険者・医療機関等の皆様に対する留意事項
１. この請求書による出産育児一時金の支払は, 次のとおりです｡

(１) 医療機関等の出産に係る請求額が35万円以上である場合

出産育児一時金等の全額を医療機関等へお支払いします｡

(２) 医療機関等の出産に係る請求額が35万円未満である場合

請求額として記載されている額を医療機関等へお支払いし, その請求額と35万円と

の差額については, 被保険者へお支払いします｡

２. ⑳�の欄は, 該当する番号をマル (○) で囲んでください｡

３. ソ○の欄は該当する金融機関をマル (○) で囲んでください｡ ⑳支払区分の内容は次の

とおりです｡
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支払区分 内 容

１ 振込
給付が決定した場合, 指定の金融機関の口座へ振り込みます｡
郵便局の口座への振込は行っていません｡

２ 銀行送金
給付が決定した場合, 指定の銀行の窓口で受け取ることができ
ます｡

３ 郵便局送金
給付が決定した場合, 指定の郵便局の窓口で受け取ることがで
きます｡

４ 当地払
給付が決定した場合, 管轄の社会保険事務所の窓口で指定され
た日時に受け取ることができます｡



※ ｢２ 銀行送金｣ と ｢３ 郵便局送金｣ は, 指定できない場合があります｡ 希望さ

れるときはあらかじめ社会保険事務所にご確認願います｡

※ ｢当地払い｣ は, 管轄の社会保険事務所から通知により指定された日時に受けるこ

とになりますので, ご了承願います｡

以上により, 銀行等に口座がある場合は, 便利で確実な ｢振込｣ を希望されること

をおすすめいたします｡
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記入上の注意
Ⅰ 被保険者への注意事項

１. この請求書による出産育児一時金の請求書による事前申請は, 出産予定日まで１ヶ

月以内であることとなっております｡

２. この請求書を提出いただいた場合, 出産予定の医療機関等と船舶所有者の住所地を

管轄する社会保険事務局または社会保険事務所 (以下 ｢社会保険事務局等｣ といいま

す｡) の間において, 請求書の受付の有無, 分娩に関する証明, 及び分娩費用に関す

る情報の提供を行いますのであらかじめご了承願います｡ 標題は, 被保険者が出産し

たときは, ｢出産育児一時金｣ を, 被扶養者が出産したときは, ｢家族出産育児一時金｣

を○印で囲んでください｡

３. この請求書の提出に当たっては, 次の書類を提示するか, 又はその写しを添付して

ください｡

・母子保健法第16条第１項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を

証明する書類

４. ⑥欄の入院する医療機関等の名称・住所は, 入院する病院, 診療所又は助産所など

の医療機関の名称及び住所を記入してください｡

５. ⑦欄は, 被保険者 (本人) の出産費の請求であるときは, 斜線て抹消してください｡

Ⅱ 医療機関等への注意事項

１. この請求書を受け付けた時は, 社会保険事務局等から受付を行った旨連絡しますの

で, 住所・名称・電話番号を記載してください｡

２. 分娩し, 分娩費用が確定した場合は, 分娩費請求書及び出産証明書類の写しを速や

かに社会保険事務局等へ提出してください｡ この場合, 社会保険事務局等から請求書

を受付報告書の送付の際同封する用紙も記入の上, 送付してください｡

Ⅲ 被保険者・医療機関等への注意事項

１. この請求書による出産育児一時金の支払は, 次のとおりです｡

(１) 医療機関等の出産に係る請求額が35万円以上である場合

出産育児一時金等の全額を医療機関等へお支払いします｡

(２) 医療機関等の出産に係る請求額が35万円未満である場合

請求額として記載されている額を医療機関等へお支払いし, その請求額と35万円

との差額については, 被保険者へお支払いします｡
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公害健康被害の補償等に関する法律
施行規則の一部改正等について

健康保険法等の一部を改正する法律 (平成18年法律第83号) の施行に伴い, ｢公害健康

被害の補償等に関する法律 (以下 ｢公健法｣ という｡) 施行規則の一部を改正する省令

(平成18年環境省令第29号)｣ および ｢公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診

療報酬の額の算定方法｣ の一部が改正され, 下記のとおり平成18年10月１日から施行され

ましたのでお知らせします｡ この内容は, 公健法において療養病床に入院する者の入院中

の食事の提供について健康保険法等に規定する生活療養の対象者であっても健保の食事療

養の例により算定しますのでご留意ください｡

記

【公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部改正】

１. 健保法で平成18年10月１日より特定承認保険医療機関が廃止されたことに伴い, 公害

医療機関として環境省令で定めるものから特定承認保険医療機関を削除した｡ (特定承

認保険医療機関→保険医療機関)

【公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法の一部改正】

２. 入院中の食事療養に係る診療報酬の額の算定は, 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費用の額の算定に関する基準 (平成18年厚生労働

省告示第99号) 別表食事療養及び生活療養の費用額算定表の第一食事療養の例により算

定した額に1.2を乗じて行う｡

【入院中の食事療養に係る診療報酬の額の算定】

３. 公健法の認定患者が療養病床に入院する場合にあっては, 70歳以上であるか否かにか

かわらず, 従前どおり, 健保の食事療養の例により算定した額に1.2を乗じた額を食事

療養に係る診療報酬額とする｡

『参考：食事療養の例』 (生活療養ではなく食事療養)

入院時食事療養に係る食事療養及び入院時生活療養費

に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準

別表 食事療養及び生活療養の費用額算定表

第一 食事療養

１ 入院時食事療養 (Ⅰ) 640円 (１食につき)

２ 入院時食事療養 (Ⅱ) 506円 (１食につき)

【入院料の算定】

４. 公健法の認定患者が療養病床に入院する場合の入院料の算定は, 70歳以上であるか否

かにかかわらず, 従前どおり, 一般病棟入院基本料により算定する｡

【｢公害医療機関の診療報酬の請求について｣ の一部改正】

５. 公害診療報酬請求書及び公害診療報酬明細書に関する事項については, 上記の改正に

伴い, 記載要領のⅠの第２の２ (14) 食事欄の文言整理が行われた｡
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○公害医療機関の診療報酬の請求について

(平成９年３月31日環保企第166号) 新旧対照表
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改 正 後 現 行

Ⅰ 公害診療報酬請求書及び公害診療報
酬明細書に関する事項

病院又は診療所である公害医療機
関の診療報酬の請求については, 公
害診療報酬請求書に公害診療報酬明
細書を添えて行うものであること｡

第１ (略)

第２ 公害診療報酬明細書 (様式第二
号) については, 次により取り扱
われたいこと｡

１ (略)

２ 公害診療報酬明細書 (入院) の記
載上の注意事項は次のとおりである
こと｡
(１) ～ (13) (略)
(14) ｢�食事｣ 欄について

｢基準｣ の ｢ 円× 回｣ の項に
は, 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
生活療養の費用の額の算定に関す
る基準 (平成18年３月厚生労働省
告示第99号) 別表食事療養及び生
活療養の費用額算定表の第一食事
療養 (以下 ｢食事算定表｣ という｡)
の食事療養に係る１食当たりの所
定金額及び食事療養を行った回数
を記載し, それらに乗じて得られ
る額を右側の ｢ 円｣ の項に記載
すること｡

Ⅰ 公害診療報酬請求書及び公害診療報
酬明細書に関する事項

病院又は診療所である公害医療機
関の診療報酬の請求については, 公
害診療報酬請求書に公害診療報酬明
細書を添えて行うものであること｡

第１ (略)

第２ 公害診療報酬明細書 (様式第二
号) については, 次により取り扱
われたいこと｡

１ (略)

２ 公害診療報酬明細書 (入院) の記
載上の注意事項は次のとおりである
こと｡
(１) ～ (13) (略)
(14) ｢�食事｣ 欄について

｢基準｣ の ｢ 円× 回｣ の項に
は, 入院時食事療養費に係る食事
療養の費用の額の算定に関する基
準 (平成18年３月厚生労働省告示
第99号) 別表食事療養の費用額算
定表 (以下 ｢食事算定表｣ という｡)
の食事療養に係る１食当たりの所
定金額及び食事療養を行った回数
を記載し, それらに乗じて得られ
る額を右側の ｢ 円｣ の項に記載
すること｡



健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う改正内容の

一部および出産育児一時金の受取代理に関するＱ＆Ａについて

標記について厚生労働省保険局保険課においてＱ＆Ａが取りまとめられましたので, お

知らせします｡

１. 出産育児一時金の受取代理について

(回答) 任意の事業であり, 保険者に義務付けられるものではないが, 被保険者等の

負担を軽減する趣旨から, 特段の支障がない限り, その導入に努められたい｡

(回答) 保険者における出産育児一時金の受取代理の開始時期の指定は特にないため,

18年10月１日前であっても, 準備が整い次第, 受付を開始して差し支えない｡

(回答) 様式例等を示す予定は特にない｡ 法定の様式ではなく, 必要事項が記載して

あれば足りるので, 各保険者において適宜作成されたい｡

(回答) 原則として出産前に保険者が事前申請を受け付けた者を対象とすることを想

定しており, 出産予定日まで１ヶ月以内の者が対象と考えている｡ ただし, 保

険者の取り組みとして, 例えば, 出産後であっても退院までの申請であり, 医

療機関から被保険者への分娩費の請求が済んでいなければ, 対象者として申請

を受け付ける等の取り扱いとすることは差し支えない｡

(回答) 出産育児一時金の支払いに関する医療機関等との連絡や出産育児一時金の振

込に困難が伴うことが考えられるため, 海外での出産について出産育児一時金

の受取代理の対象外とすることは差し支えない｡ また, その他の事由で受取代

理の対象外とすることも差し支えないが, 被保険者等の負担を軽減するという

受取代理の趣旨に鑑み, 制限の範囲は必要最低限度とするよう努められたい｡
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問１ 出産育児一時金の受取代理は, 全ての保険者において導入しなければならない

のか｡

問２ 保険者において, 受取代理の事業はいつから開始できるのか｡ 被保険者からの

請求書は, 18年10月１日から受け付けるという理解でよろしいか｡

問３ 被保険者からの請求があったことについて, 保険者から受取代理人である医療

機関等へ連絡するための書面の様式があればお示しいただきたい｡

問４ 受取代理の申請の対象者は, ｢出産予定日まで１ヶ月以内の被保険者・被扶養者｣

とあるが, 出産後の者については申請できないとの理解でよろしいか｡

問５ 保険者において, 受取代理の対象となる医療機関等について一定の範囲で制限

し, 例えば海外での出産等について, 受取代理の対象外とすることは可能か｡



(回答) 受取代理の対象となる出産に関する費用は, 保険適用された場合の一部負担

金に相当する額も含めて, 医療機関等が出産に関し被保険者等に請求する全て

の費用を対象とする｡

(回答) 請求書の様式については, 通知に示されている様式例を参考にして各保険者

が作成することとなるが, 保険者から受取口座欄を１枚にまとめた様式が示さ

れた場合には, それ以外の方法による対応は保険者の事務処理に影響すること

から, 当該様式で対応していただきたい｡ 医療機関等において, 通常使用して

いる口座情報の開示により何らかの不都合が生じるなどの懸念がある場合は,

受取代理専用の口座を設ける等の方法により, できる限り受取代理に応じてい

ただきたい｡

(回答) 出産育児一時金の受取代理は, 被保険者が保険者に請求した出産育児一時金

の受取について医療機関等が代理するものであり, 医療機関は上限35万円まで

の分娩費の請求を直接保険者に行うのではなく, 分娩に要した費用の全額につ

いて被保険者等に請求することとなる｡ したがって, 分娩費の請求書は, 請求

する費用が出産に係るものであることを明らかにした上で, 被保険者等あての

もののみを作成し, 分娩費用の額の多少に関わらず (出産育児一時金の金額を

超えるか否かに関わらず), 分娩に係る全ての費用について記載し被保険者に交

付する必要があり, 保険者に対しては, その写しを送付することとなる｡

(回答) 今回の事前申請を原則とする出産育児一時金の受取代理は, 被保険者の負担

を軽減することを趣旨とするものであり, 出産した医療機関等のみを受取代理

人としている｡

(回答) 特段, 規約や規程を設けることを要しない｡

2006年(平成18年)11月１日 No.1848 ( 83 )

問６ 受取代理の対象となる出産に関する費用の中には, 異常分娩により保険適用さ

れた場合の一部負担金も含まれるのか｡

問７ 医療機関等は, 被保険者等からの請求書の ｢受取代理人の欄｣ の記入依頼に基

づき, 必要事項を記入の上当該被保険者等に交付することになっているが, 請求

書の様式例では１枚に被保険者および受取代理人である医療機関に係る支払金融

機関を記載することになっている｡ 個人情報等の保護の観点から問題ではないか｡

問８ 分娩に係る費用の総額と, 医療機関等が被保険者等から実際に徴収する額 (分

娩に係る費用の総額から受取代理の対象額を除いた額) は異なることとなるが,

医療機関等においては, 保険者あての分娩費請求書と被保険者等あての分娩費請

求書の２種類を作成するのか｡

問９ 受取代理人である医療機関等以外の医療機関等で出産した場合, 当該受取代理

人である医療機関等が出産育児一時金の受取代理をすることはできないのか｡

問10 健保組合が受取代理を導入するにあたり, 規約若しくは規程を設ける必要があ

るのか｡



２. 平成18年10月施行分について
(１) 特定疾病に係る自己負担限度額が２万円になる者について

(回答) 人工透析患者である被扶養者については, その者が70歳未満であり, かつ,

その者を扶養する被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合に自己負担限度

額が２万円となる｡ なお, この場合の被保険者の年齢は70歳未満か以上かを問

わない｡

(回答) 改正後の健康保険法施行令第46条第６項第２号において, 70歳に達する日の

属する月の翌月以後に療養を受けた者については２万円の対象外としており,

具体的には誕生日が月の初日の者は70歳の誕生日が属する月の初日から, 誕生

日が２日以降の者は70歳の誕生日が属する月の翌月初日から自己負担限度額が

１万円となる｡

(２) 入院時生活療養費について

(回答) 医療区分１の者の症状が悪化し, 医療区分２または３の状態になった場合に

ついては, その状態になった日から生活療養標準負担額の軽減対象となる｡ (パ

ブリックコメントで寄せられた意見を踏まえ修正したもの)

(回答) 食費及び居住費が軽減されない者については, 食費に係る費用として, 食材

料費の他に調理コストの負担を求めることとしている｡ 入院時生活療養 (Ⅱ)

が算定される保険医療機関については, (Ⅰ) を算定する要件である ｢食事の提

供が栄養士によって行われていること｣ や ｢患者の年齢, 病状によって適切な

栄養量及び内容の食事の提供が行われていること｣ 等の要件を満たしていない

ことから, 調理コストが (Ⅰ) の場合よりも低いものと考えられるため, 患者

の負担額を低く設定することとしたもの｡ (パブリックコメントで寄せられた意
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問１ 人工透析患者のうち70歳未満の上位所得者については, 自己負担限度額が２万

円に引き上げられるが, 被扶養者についてはどのようになるか｡

問２ 人工透析患者のうち上位所得者については, 70歳に達したところで自己負担限

度額が２万円から１万円となるが, その切り替えの時期はいつか｡

問１ 生活療養標準負担額については, 難病等の入院医療の必要性の高い者について

軽減されることとなっているが, 医療区分１の者の症状が悪化し, 医療区分２ま

たは３に該当することとなった場合, 軽減対象となるのはいつからか｡ (７月の都

道府県説明会資料等では, 状態悪化前の当月における入院日数を勘案することと

されている｡)

問２ 食費および居住費が軽減されない者に係る一般区分の食費に係る生活療養標準

負担額について, 入院時生活療養 (Ⅰ) が算定される保険医療機関に入院する者

より入院時生活療養 (Ⅱ) が算定される保険医療機関に入院する者の方が低い額

とされているのはなぜか｡



見を踏まえ修正したもの)

(回答) ｢入院時食事療養費｣ の科目は, 10月から ｢入院時食事・生活療養費｣ に名称

変更する予定であり, 入院時生活療養費はその科目から支出することとなる｡

なお, 入院時食事療養費は10月から科目名の変更を行うこととなるが, 平成

18年度における入院時食事療養費および入院時生活療養費の執行見込額が, 平

成18年度の入院時食事療養費の予算額の範囲内であれば, 変更予算を編成する

必要はなく, また, 厚生局に届出を行う必要はない｡

(３) 災害時における一部負担金の徴収猶予および減免について

(回答) 認定の公平性を確保し, 事務を円滑に行うためには, 認定基準を設けること

が望ましい｡ なお, 認定基準については, 各組合において財政状況等を勘案し,

適切に定められたい｡

(回答) 支出科目は, 当該法定給付費の科目で支出することとなり, また, 回収した

一部負担金は雑入で受けることとなる｡
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問３ 新設される入院時生活療養費は, 現行の 『入院時食事療養費』 の科目から支出

するという理解でよろしいか｡ また, 当面の間は, その他規約等においても入院

時食事療養費に準じた取り扱いとみなして, 入院時食事療養費と同様の取り扱い

をして差し支えないとの理解でよろしいか｡

問１ 徴収猶予および減免を行うにあたり, 災害等により著しい損害を受けたと保険

者が認定するための具体的な基準等をあらかじめ規程等で定める必要があるか｡

規程例等があればお示しいただきたい｡

問２ 徴収猶予または減免する一部負担金分の費用はどの支出科目から支出すること

になるのか｡ また, 徴収猶予した一部負担金を回収した場合の経理処理はどのよ

うに行うのか｡



検査料の点数の取り扱いについて

標記について, 平成18年９月29日付保医発第0929001号で厚生労働省保険局医療課長か

ら下記のとおり取り扱う通知があり, 平成18年10月１日から適用となりましたので, お知

らせします｡

△

新たに保険適用が認められた検査
平成18年９月29日 保医発第0929001号 (平成18年10月１日適用)

2006年(平成18年)11月１日 No.1848( 86 )

１. ヘモグロビン及びトラン

スフェリン精密測定

(金コロイド凝集法)

Ｄ００３ 糞便検査の11として算定

する｡

75点

平成18年３月６日保医発第

0306001号の別添１の第２章

｢特掲診療料｣ 第３部 ｢検査｣

第１節 ｢検体検査料｣ 第１款

｢検体検査実施料｣ 中, ｢D003

糞便検査｣ の (４) の次に

(５) として右のように加える｡

Ｄ００３ 糞便検査

(５) ヘモグロビン及びトランスフェリンを

金コロイド凝集法による定量法にて行っ

た場合は, ｢11｣ のヘモグロビン及びトラ

ンスフェリン精密測定により算定する｡

２. フェリチン精密測定

(金コロイド凝集法)

Ｄ００７ 血液化学検査の26として

算定する｡

120点

平成18年３月６日保医発第

0306001号の別添１の第２章

｢特掲診療料｣ 第３部 ｢検査｣

第１節 ｢検体検査料｣ 第１款

｢検体検査実施料｣ 中, ｢D007

血液化学検査｣ の (23) ～

(46) を (24) ～ (47) とし,

(22) の次に (23) として右の

ように加える｡

Ｄ００７ 血液化学検査

(23) フェリチンを金コロイド凝集法による

定量法にて行った場合は, ｢26｣ のフェリ

チン精密測定により算定する｡



シプロキサン注200mg, 同注300mg の
留意事項の一部改正について

平成18年10月10日付保医発第1010001号厚生労働省保険局医療課長通知により, シプロ

キサン注200mg, 同注300mg の取り扱いに関する通知が一部改正されました｡

シプロキサン注200mg, 同注300mg については, 平成12年11月17日付保険発第190号に

より取り扱われていましたが, 専門学会からの要望等を踏まえ, 本製剤を初期から投与す

ることがふさわしい症例に対しては, 治療ガイドライン等に従い, 本製剤を第一選択薬と

して用いることが可能となるよう, 今般, 同製剤の薬事法上の効能・効果に関連する使用

上の注意等が変更されたことに伴い, 本製剤に係る留意事項が下記のとおり一部改正され

たものです｡

記

－ 新旧対照表 －
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旧 (保険発第190号(平成12年11月17日)抜粋) 新 (保医第1010001号(平成18年10月10日))

Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項
について
２ シプロキサン注200mg, 同注300mg
の保険適応上の取扱い
(１) 本製剤の使用上の注意に, ｢本剤
の使用にあたっては, 耐性菌の発
現等を防ぐため, 原則として感受
性を確認し, 疾病の治療上必要な
最小限の期間の投与にとどめるこ
と｡｣ と記載されているので, 使用
に当たっては十分留意すること｡

(２) 本製剤は, 他の抗菌剤にアレル
ギーの既往を有する患者あるいは
カルバペネム系, 第３世代または
それ以降の世代として開発された
新しいセフェム系注射用抗菌剤を
使用しても十分な臨床効果が得ら
れない患者で, かつ経口抗菌剤が
投与不能の患者に使用した場合に
限り算定できるものであること｡

Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項
について
２ シプロキサン注200mg, 同注300mg
の保険適応上の取扱い
(１) 本製剤の使用上の注意に, ｢本剤
の使用にあたっては, 耐性菌の発
現等を防ぐため, 原則として感受
性を確認し, 疾病の治療上必要な
最小限の期間の投与にとどめるこ
と｡｣ と記載されているので, 使用
に当たっては十分留意すること｡

(２) 本製剤の効能・効果に関連する
使用上の注意に, ｢本剤の適用は,
原則として他の抗菌剤にアレルギー
の既往を有する患者, 重症あるい
は他の抗菌剤を使用しても十分な
臨床効果が得られない患者に限定
すること｡｣ と記載されているので,
使用に当たっては十分留意するこ
と｡



材料価格基準の一部改正等について

特定保険医療材料 ｢ジェルパート｣ について, 新たな機能区分および保険償還価格が設

定されたことに伴い, 特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項ならびに特定保

険医療材料の定義が一部改正され, 下記のとおり平成18年10月１日から適用されましたの

でお知らせします｡

△

新たに機能区分および価格が設定された医療機器

１. 肝動脈塞栓材 14,800円

【製品名】『ジェルパート (アステラス製薬)』 【薬事法承認番号：21700BZZ00029000】

※ 本製品は, ｢医療機器の保険適用について｣ (平成18年８月１日適用) にて, ｢新た

な保険適用 区分Ｃ１｣ として保険適用されている｡

※ 本製品は, 平成18年８月１日から同年９月30日までの間に行われた療養については,

材料価格基準の ｢138 血管内手術用カテーテル｣ の ｢(11) 塞栓用コイル｣ の ｢①コ

イル｣ の ｢ア 標準型｣ を類似機能区分として14,800円で算定し, 平成18年10月１日

以降は, 新たな機能区分および保険償還価格を設定することになっていた｡

※ 今般, 新たな機能区分として ｢肝動脈塞栓材｣, 保険償還価格として ｢14,800円｣

が告示されたもの｡

○平成18年９月22日 厚生労働省告示第513号 (平成18年10月１日適用)

○平成18年９月22日 保医発第0922002号 (平成18年10月１日適用)
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告 示 (材料価格基準)

別表
Ⅱ 医科点数表の第２章第３部, 第４部, 第６部, 第９部, 第10部及び第11部に規定する特定保
険医療材料 (フィルムを除く｡) 及びその材料価格

１４９ 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器 ４, １９０, ０００円
１５０ 肝動脈塞栓材 １４, ８００円

※材料価格基準 (平成18年３月６日厚生労働省告示第96号) の別表に下線部を追加｡

材料価格算定の留意事項

平成18年３月６日保医発第
0306005号のⅠの３の (75) の次
に (76) として右のように加え
る｡

Ⅰ 診療報酬の算定方法 (平成18年厚生労働省告示第92号)
別表第一医科診療報酬点数表に関する事項
３ 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料 (フィ
ルムを除く｡) に係る取扱い
(76) 肝動脈塞栓材

肝動脈塞栓材は, 肝細胞癌患者に対する肝動脈塞栓療
法において使用した場合に限り算定できる｡



○平成18年９月22日 保医発第0922003号 (平成18年10月１日適用)
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特定保険医療材料の定義

平成18年３月６日保医発第
0306008号の (別表) Ⅱの149の
次に150として右のように加える｡

(別表)
Ⅱ 医科点数表の第２章第３部, 第４部, 第６部, 第９部,
第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料 (フィルム
を除く｡) 及びその材料価格
１５０ 肝動脈塞栓材

定義
次のいずれにも該当すること｡

(１) 薬事法承認又は認証上, 類別が ｢機械器具 (51)
医療用嘴管及び体液誘導管｣ であって, 一般的名称
が ｢血管内塞栓促進用補綴材｣ であること｡

(２) 肝動脈の血流遮断を目的として使用する塞栓材で
あること｡



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
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国保組合名 種 別 改正前 改正後 施行日

佐賀県建設
国民健康保険組合

70歳以上の
一定以上所得者

２ 割

３ 割

70歳以上一定以
上所得者のうち
組合員である被
保険者は, 平成
18年10月診療分
から平成19年３
月診療分まで
２ 割

平成18年
10月１日

兵庫県歯科医師
国民健康保険組合

70歳以上の
一定以上所得者

２ 割

３ 割

ただし, 平成18
年10月診療分か
ら同年11月診療
分まで
２ 割

平成18年
10月１日

福岡県歯科医師
国民健康保険組合

70歳
以上

一定
以上
所得者

組合員 ２ 割 ２ 割

平成18年
10月１日

世帯に属する者 ２ 割 ３ 割

一 般 １ 割 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｡

〔国土交通省共済組合第六管区海上保安本部支部遠隔地被扶養者〕

〔厚生労働省共済組合石川労働局支部〕

記 号 番 号 7500－17001705 7500－17001611

氏 名 近 堂 小百合 出 元 亜 優

生 年 月 日 － －

無 効 事 由 － －

無 効 年 月 日 平 18.８.18 平 18.８.７

記 号 番 号 60020001

氏 名 安 福 慶 広

生 年 月 日 －

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 18.９.10

〔刑務共済組合大阪矯正管区支部〕

記 号 番 号 1300031－2

氏 名 野 畠 美 佐

生 年 月 日 －

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 18.10.２

記 号 番 号 2509

氏 名 玉 城 浩 巳

生 年 月 日 昭 32.11.17

無 効 事 由 －

無 効 年 月 日 平 18.９.26

〔刑務共済組合京都刑務所支部〕


