
平成20年度診療報酬改定関連
通知の一部訂正(抜粋)

厚生労働省から診療報酬改定関連の一部訂正通知が下

記のとおり示されましたので, お知らせします｡

なお, 本内容については, 日本医師会のホームページ

からもダウンロードできるため, 各種様式等の変更につ

いては, そちらをご参照ください｡

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 (医科)
(平成20年３月５日保医発第0305001号)

第１章 基本診療料

＜Ａ０００ 初診料＞

(16) 夜間・早朝等加算

キ 区分番号 ｢Ｄ２８２－３｣ コンタクトレンズ検査料, 区分番号 ｢Ｉ０１０｣ 精神

科ナイト・ケア, 区分番号 ｢Ｊ０３８｣ 人工腎臓の注１に規定する加算又は区分番

号 ｢Ｊ０３８－２｣ 持続緩徐式血液濾過の注１に規定する加算を算定する診療科場

合においては, 夜間・早朝等加算は算定しない｡

＜Ａ００１ 再診料＞

(４) 外来管理加算

ア 外来管理加算は, 処置, リハビリテーション等 (診療報酬点数のあるものに限る｡)

を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである｡

＜Ａ２００ 入院時医学管理加算＞

入院時医学管理加算は, 急性期医療を提供する体制及び病院勤務医の負担の軽減に対

する体制等を評価した加算であるり, 入院した日から起算して14日を限度として算定で

きる｡ なお, ここでいう入院した日とは, 第２部通則５に規定する起算日のことをいい,

入院期間が通算される入院の初日のことをいう｡

＜Ａ２０５ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算＞

(４) 加算の起算日となる入院日については, 夜間又は休日において入院治療を必要とす

る重症患者に対して救急医療を提供した日 (午前０時から午後12時まで) であって,

その旨を地域の行政部門, 医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周

知している日とする｡ するとともに, 地方社会保険事務局長に届け出ている日とする｡

(以下略)

＜Ａ２０７－２ 医師事務作業補助体制加算＞

(１) 医師事務作業補助体制加算は, 地域の急性期医療を担う保険医療機関 (特定機能病

院を除く｡) において, 病院勤務医の負担の軽減に対する体制を確保することを目的

として, 医師, 医療関係職員, 事務職員等との間での業務の役割分担を推進し, 医師

の事務作業を補助する専従者 (以下 ｢医師事務作業補助者｣ という｡) を配置してい

る体制を評価するものである｡
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－ 必 読－ ５月度請求書 (４月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日(土)
午後５時まで△

国保 10日(土)
午後５時まで△

労災 14日(水)
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｡



＜Ａ２３０－２ 精神科地域移行実施加算＞

精神科地域移行実施加算は, 精神障害者の地域移行支援に係る取組を計画的に進める

ことにより, 当該保険医療機関における入院期間５年以上のを超える入院患者のうち,

退院した患者 (退院後３月以内に再入院した患者を除く｡) の数が１年間で５％以上減

少の実績がある場合に, １年間算定する｡

＜Ａ２３０－３ 精神科身体合併症管理加算＞

(２) 当該加算は, 当該疾患の治療開始日から７日間に限り算定できるものであり, 同一

月において同一疾患に対して１回に限り算定できる｡ また, 同一月に複数の身体疾患

を発症した場合には, それぞれの疾患について, それぞれの疾患の治療開始日から７

日間に限り当該加算を算定することが可能であるが, この場合であっても, 同一月内

に当該加算を算定できる期間は14日間までとする｡ なお, 複数の身体疾患を同時期に

発症した場合であって, 当該加算を算定する日が重複する日は, いずれか一つの疾患

に係る加算を算定する｡

＜Ａ３０８－２ 亜急性期入院医療管理料＞

(３) 当該病室に入室してから７日以内 (当該病室に直接入院した患者を含む｡) に, 医

師, 看護師, 在宅復帰支援を担当する者, その他必要に応じ関係職種が共同して新た

に診療計画 (退院に向けた指導・計画等を含む｡) を作成し, ｢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｣ の別添６の別紙１２を参考として,

文書により病状, 症状, 治療計画, 検査内容及び日程, 手術内容及び日程, 推定され

る入院期間等について, (以下略)

＜Ａ３１１－３ 精神科救急・合併症入院料＞

(１) 精神科救急・合併症入院料の算定対象となる患者は, 次のア, イ又はイウに該当す

る患者 (以下この項において ｢新規患者｣ という｡) であること｡

(以下略)

＜Ａ４００ 短期滞在手術基本料＞

(５) 短期滞在手術基本料を算定している月においては, 血液学的検査判断料, 生化学的

検査 (Ⅰ) 判断料又は免疫学的検査判断料は算定できない｡ ただし, 短期滞在手術基

本料３を算定している月においては, 入院日の前日までに行った血液学的検査判断料,

生化学的検査 (Ⅰ) 判断料又は免疫学的検査判断料はこの限りではない｡

(６) 短期滞在手術基本料を算定した同一月に心電図検査を算定した場合は, 算定の期日

にかかわらず, 所定点数の100分の90の点数で算定する｡ ただし, 短期滞在手術基本

料３を算定している月においては, 退院日の翌日以降に限る｡

(７) 短期滞在手術基本料１又は２を算定する際使用したフィルムの費用は, 区分番号

｢Ｅ４００｣ に掲げるフィルムの所定点数により算定する｡

(８) 同一の部位につき短期滞在手術基本料１又は２に含まれる写真診断及び撮影と同時

に２枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第２枚

目から第５枚目までの写真診断及び撮影の費用は, それぞれの所定点数の100分の50

に相当する点数で別に算定できるものとする｡ なお, 第６枚目以後の写真診断及び撮

影の費用については算定できない｡

第２章 特掲診療料

＜通則＞

第１部に規定する特定疾患療養管理料, ウイルス疾患指導料, 小児特定疾患カウンセ

2008年(平成20年)４月15日 No.1883( 2 )



リング料,小児科療養指導料,てんかん指導料,難病外来指導管理料,皮膚科特定疾患指導

管理料, 慢性疼痛疾患管理料, 及び小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾

患指導管理料並びに第２部第２節第１款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第

８部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は自院, 他院を問わず同一月に算定できない｡

＜Ｂ００１ 特定疾患治療管理料＞

９ 外来栄養食事指導料

(５) 特別食には, 心臓疾患及び妊娠中毒症等の患者に対する減塩食, 十二指腸潰瘍の患

者に対する潰瘍食, 侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食, クローン病及

び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度

肥満症 (肥満度が＋40％以上又はＢＭＩが30以上) の患者に対する治療食を含む｡ な

お, 高血圧症の患者に対する減塩食 (塩分の総量が7.0グラム以下６ｇ未満のものに

限る｡ ただし, 平成20年９月30日までの間は, なお従前の例によることができる｡)

及び小児食物アレルギー患者 (食物アレルギー検査の結果 (他の保険医療機関から提

供を受けた食物アレルギー検査の結果を含む｡), 食物アレルギーを持つことが明らか

な９歳未満の小児に限る｡) に対する小児食物アレルギー食については, 入院時食事

療養 (Ⅰ)又は入院時生活療養 (Ⅰ)の特別食加算の場合と異なり, 特別食に含まれる｡

＜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, 保険医療機関に入院中の患者につ

いて, 地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当

該保険医の指示を受けた当該保険医療機関の看護師若しくは准看護師が, 当該患者が

入院している保険医療機関に赴いて, (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｡ なお, ここでいう入院とは, 第１章第２部

通則５に定める入院期間が通算される入院のことをいう｡

＜Ｂ０１４ 後期高齢者退院時薬剤情報提供料＞

(１) 後期高齢者退院時薬剤情報提供料は, 医薬品の副作用や相互作用, 重複投薬を防止

するため, 後期高齢者である患者の入院時に, 薬剤服用歴や患者が持参した医薬品等

(医薬部外品及びいわゆる健康食品等を含む｡) を確認するとともに, 入院中に使用し

た主な薬剤の名称等を患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳 (区分番号 ｢Ｂ

０１１－３｣薬剤情報提供料の(２)に掲げる手帳をいう｡以下同じ｡) に記載した場合

に, 退院の日において後期高齢者である患者について, 退院の日１回に限り算定する｡

なお, ここでいう退院とは, 第２部通則５に規定する入院期間が通算される入院にお

ける退院のことをいい, 入院期間が通算される再入院に係る退院日には算定できない｡

＜Ｂ０１５ 後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料＞

(１) 後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料は, 栄養管理計画に基づき栄養管理が実施

されている入院中の患者の退院に際して, 管理栄養士が医師の指示の下, 当該計画に

基づき, 患者, 家族等に対して, 患者の退院後の生活を勘案した上で, 退院後の在宅

での栄養・食事管理について概ね15分以上指導を行うとともに, 必要な情報を文書で

提供した場合に, 退院時に算定する｡ なお, ここでいう退院時とは, 第２部通則５に

規定する入院期間が通算される入院における退院のことをいい, 入院期間が通算され

る再入院に係る退院時には算定できない｡

(２) 後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料の対象となる患者は, 経口摂取を行う患者

であって次のアからエに掲げる要件の全てに該当するものであること｡ なお, 経管栄
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養のみの患者は対象となっていないが, 経管栄養と経口摂取を併用している場合は,

対象患者となること｡

ア 当該指導の実施日において75歳以上後期高齢者である患者であること｡

イ 低栄養状態にある者｡ なお, 低栄養状態にある者とは, アルブミン値が概ね3.5g

/dlＬ以下の者若しくはＢＭＩが概ね18.5未満の者又は医師が低栄養状態にあると認

めた者をいう｡

ウ 区分番号 ｢Ａ２３３｣ 栄養管理実施加算が算定されていること｡

エ 当該指導の実施日において, 食事が提供されていること｡

＜Ｂ０１６ 後期高齢者診療料＞

(６) 病状の急性増悪時に, 区分番号の所定点数 (注加算を除く｡) が550点以上の検査等

を実施した場合は, その理由等を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること｡

(９) 後期高齢者の生活機能を含んだ評価の実施にあたって当たっては, 関係学会等より

ガイドラインが示されているので, 評価が適切に実施されるよう十分留意すること｡

(23) 後期高齢者診療料の算定に当たっては, 算定の基礎となる指導及び診療が行われた

時点で75歳以上のときに後期高齢者である患者であること｡

＜Ｂ０１８ 後期高齢者終末期相談支援料＞

(２) 一般的に認められている医学的知見に基づき終末期と保険医が判断した者について,

医師, 看護師その他の医療関係職種が共同し, 患者及びその家族等とともに, 診療内

容を含む終末期における療養について, ｢終末期医療の決定プロセスに関するガイド

ライン｣ (平成1819年５月21日医政発第0521011号), ｢終末期医療に関するガイドライ

ン｣ (日本医師会) 等を参考として, 患者の十分な理解を得るために話し合い, その

内容を文書 (電子媒体を含む｡) 又は映像により記録した媒体 (以下, この区分にお

いて ｢文書等｣ という｡) にまとめて提供した場合に, 当該文書等の提供日において

後期高齢者である患者１人につき１回に限り算定する｡ とりまとめた内容の提供に当

たって交付した文書等の写しを診療録に添付すること｡

＜Ｃ０００ 往診料＞

(９) 同一の患家 (有料老人ホーム等であって, その形態から当該ホーム全体を同一の患

家とみなすことが適当であるもの (区分番号 ｢Ｃ００１｣ 在宅患者訪問診療料の (２)

のイに規定する居住系施設入居者である患者の患家を除く｡) を含む｡) で２人以上の

患者を診療した場合は, ２人目以降の患者については往診料又は区分番号 ｢Ｃ００１｣

在宅患者訪問診療料を算定せず, 区分番号 ｢Ａ０００｣ 初診料又は区分番号 ｢Ａ００１｣

再診料若しくは区分番号 ｢Ａ００２｣ 外来診療料及び第２章特掲診療料のみを算定す

る｡ (以下略)

＜Ｃ００１ 在宅患者訪問診療料＞

(２) 在宅での療養を行っている患者とは, 保険医療機関, 介護老人保健施設で療養を行っ

ている患者以外の患者であり, 次の患者をいうこと｡

ア 自宅, 社会福祉施設又は障害者施設等で療養を行う患者

イ 次に掲げる患者 (以下 ｢居住系施設入居者等である患者｣ という｡)

(イ) 次に掲げるいずれかの施設に入居又は入所している患者

① 老人福祉法 (昭和38年法律第133号) 第20条の４に規定する養護老人ホーム

(⑤に規定する特定施設を除く｡)

② 老人福祉法第20条の６に規定する軽費老人ホーム (⑤に規定する特定施設を

除く｡)
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③ 老人福祉法第29条第１項に規定する有料老人ホーム (⑤に規定する特定施設

を除く｡)

④ 老人福祉法第20条の５に規定する特別養護老人ホーム

⑤ 特定施設 (指定居宅サービス等の事業の人員, 設備及び運営に関する基準

(平成11年厚生省令第37号) 第174条第１項に規定する指定特定施設, 指定地域

密着型サービスの事業の人員, 設備及び運営に関する基準 (平成18年厚生労働

省令第34号) 第109条第１項に規定する指定地域密着型特定施設及び指定介護

予防サービス等の事業の人員, 設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成18年３月14日厚

生労働省令第35号) 第230条第１項に規定する指定介護予防特定施設に限り介

護保険法 (平成９年法律第123号) 第８条第11項に規定する特定施設及び同条

第19項に規定する地域密着型特定施設のことをいい, 指定居宅サービス等の事

業の人員, 設備及び運営に関する基準 (平成11年厚生省令第37号) 第192条の

２に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予

防サービス等の事業の人員, 設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第253条に規定する外部

サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を受けている患者が入居

する施設を含む｡)

⑥ 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 (平成13年国土交通省令第115

号)第３条第６号に規定する高齢者専用賃貸住宅(⑤に規定する特定施設を除く｡)

(ロ) 次に掲げるいずれかのサービスを受けている患者

① 介護保険法第８条第９項に規定する短期入所生活介護

② 介護保険法第８条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護 (指定地域密着

型サービスの事業の人員, 設備及び運営に関する基準 (平成18年厚生労働省令

第34号) 第63条第５項に規定する宿泊サービスに限る｡)

③ 介護保険法第８条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護

④ 介護保険法第８条の２第９項に規定する介護予防短期入所生活介護

⑤ 介護保険法第８条の２第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員, 設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準 (平成18年厚生労働省令第36号) 第44条第５項に規定する宿泊サービス

に限る｡)

⑥ 介護保険法第８条の２第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護

ただし, ｢要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる

場合｣ (平成18年厚生労働省告示第176号), ｢特別養護老人ホーム等における療養の給付

(医療) の取扱いについて｣ (平成18年３月31日保医発第0331002号) 等 (以下 ｢給付調

整告示等｣ という｡) に規定する場合を除き, 医師の配置が義務づけられている施設に

入所している患者については算定の対象としない｡

＜Ｃ００２ 在宅時医学総合管理料＞

＜Ｃ００２－２ 特定施設入居時等医学総合管理料＞

(３) 特定施設入居時等医学総合管理料の対象患者は, 医師又は看護師の配置が義務づけ

られている施設において療養を行っている次に掲げる特定施設入居者等である患者で

あって, 通院困難な者である｡ なお, 特定施設入居時等医学総合管理料の算定の対象
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となる患者は, 給付調整告示等の規定によるものとする｡

ア 次に掲げるいずれかの施設において療養を行っている患者

(イ) 養護老人ホーム ((ニ) に規定する施設を除く｡)

(ロ) 軽費老人ホーム (｢軽費老人ホームの設備及び運営について｣ (昭和47年２月26

日厚生省社会局長通知) 第二に規定するＡ型のものに限り, (ニ) に規定する施

設を除く｡)

(ハ) 特別養護老人ホーム

(イニ) 特定施設 (指定居宅サービス等の事業の人員, 設備及び運営に関する基準第

174条第１項に規定する指定特定施設, 指定地域密着型サービスの事業の人員,

設備及び運営に関する基準第109条第１項に規定する指定地域密着型特定施設及

び指定介護予防サービス等の事業の人員, 設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第230条第１項

に規定する指定介護予防特定施設に限り, 外部サービス利用型指定特定施設入居

者生活介護及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設生活介護を受けている

患者が入居する施設を除く｡)

(ロ) 特別養護老人ホーム

(ハ) 養護老人ホーム

(ニ) 軽費老人ホーム (｢軽費老人ホームの設備及び運営について｣ (昭和47年２月26

日厚生省社会局長通知) 第二に規定するＡ型のものに限る｡)

イ 次に掲げるいずれかのサービスを受けている患者

(イ) 短期入所生活介護

(ロ) 介護予防短期入所生活介護

＜Ｃ１０８ 在宅悪性腫瘍患者指導管理料＞

(６) 在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定する月は, 区分番号 ｢Ｇ００３｣ 抗悪性腫瘍剤

局所持続注入の費用は算定できない｡ ただし, 抗悪性腫瘍剤局所持続注入に用いる薬

剤に係る費用は算定できる｡

＜Ｃ２００ 薬剤＞

(２) 上記の注射薬の投与日数は, 以下のとおりである｡

ア 投与日数に制限のないもの

イ及びウに該当しない注射薬

イ 14日分を限度に投与することができるもの

(イ) 新医薬品 (薬事法第14条の４第１項第一号に規定する新医薬品をいう｡) であっ

て, 使用薬剤の薬価 (薬価基準) への収載の日の属する月の翌月の初日から起算

して１年を経過していない注射薬

(ロ) クエン酸フェンタニル製剤及び複方オキシコドン製剤

ウ 30日分を限度に投与することができるもの

ブプレノルフィン製剤, 塩酸モルヒネ製剤

＜外来迅速検体検査加算＞

(２) 以下の多項目包括規定に掲げる点数を算定する場合には, その規定にかかわらず,

実施した検査項目数に相当する点数を加算する｡

区分番号 ｢Ｄ００６｣ 出血・凝固検査の注の場合

区分番号 ｢Ｄ００７｣ 血液化学検査の注の場合

区分番号 ｢Ｄ００８｣ 内分泌学的検査の注の場合
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区分番号 ｢Ｄ００９｣ 腫瘍マーカーの注２の場合

区分番号 ｢Ｄ０１０｣ 特殊分析の ｢５｣ アミノ酸定量の ｢ロ｣ の場合

区分番号 ｢Ｄ０１３｣ 肝炎ウイルス関連検査の注の場合

区分番号 ｢Ｄ０１４｣ 自己抗体検査の注の場合

＜Ｄ００６ 出血・凝固検査＞

(９) フィブリンモノマー複合体定量

ア ｢21｣ のフィブリンモノマー複合体定量は, ＤＩＣ, 静脈血栓症又は肺動脈血栓

塞栓症の診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する｡

イ フィブリンモノマー複合体定量, ｢19｣ のトロンビン・アンチトロンビンⅢ複合

体 (ＴＡＴ) 精密測定及び ｢19｣ のプロトロンビンフラグメントＦ１＋２精密測定の

うちいずれか複数を同時に測定した場合は, 主たるもののみ算定する｡

＜Ｄ００８ 内分泌学的検査＞

(21) ｢17｣ のエリスロポエチン精密測定は, 赤血球増加症の鑑別診断並びに及び重度の

慢性腎不全患者及び又はエリスロポエチン若しくはダルベポエチン投与前の透析患者

における腎性貧血の診断のために行った場合に算定する｡

＜Ｄ２１４ 脈波図, 心機図, ポリグラフ検査＞

(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番号 ｢Ｄ２０７｣ 体

液量等測定の ｢２１｣ により算定する｡

＜Ｈ０００ 心大血管疾患リハビリテーション料＞

(４) 心大血管疾患リハビリテーションは, 専任の医師の指導管理の下に実施することと

する｡ この場合, 医師が直接監視を行うか, 又は医師が同一敷地建物内において直接

監視をしている他の従事者と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応でき

る態勢であること｡ (以下略)

(５) 心大血管疾患リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーショの実施単位数は,

看護師又は理学療法士１人につき１日18単位を標準とし, 週108単位までとする｡ た

だし, １日24単位を上限とする｡

＜Ｈ００１ 脳血管疾患等リハビリテーション料＞

(10) 廃用症候群に該当するものとして脳血管疾患等リハビリテーション料を算定する場

合は, 廃用をもたらすに至った要因, 臥床・活動性低下の期間, 廃用の内容, 介入に

よる改善の可能性, 改善に要する見込み期間, 前回の評価からの改善や変化, 廃用に

陥る前のＡＤＬについて別紙様式22を用いて, 月ごとに評価するし, 診療報酬明細書

に添付すること｡

＜Ｈ００４ 摂食機能療法＞

(１) 摂食機能療法は, 摂食機能障害を有する患者に対して, 個々の患者の症状に対応し

た診療計画書に基づき, 医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言

語聴覚士, 看護師, 准看護師, 歯科衛生士, 理学療法士又は作業療法士が１回につき

30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する｡ なお, 摂食機能障害者とは, 発達遅

滞, 顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害が

あるものをいう｡

(４) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は, 看護師等, 准看護師又は歯科衛生

士が行う嚥下訓練は, 摂食機能療法として算定できる｡

＜Ｉ００２ 通院・在宅精神療法＞

(４) 通院・在宅精神療法の ｢１｣ 及び ｢２｣ は, 区分番号 ｢Ａ０００｣ 初診料を算定す
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る初診の日 (区分番号 ｢Ａ０００｣ 初診料の ｢注２｣ のただし書に規定する初診を含

む｡) には, 診療に要した時間が30 分を超えた場合に限り算定することとし, 通院・

在宅精神療法の ｢２｣ は, ｢１｣ 以外の場合において診療に要した時間が５分を超え

た場合に限り算定する｡ この場合において診療に要した時間とは, 医師自らが患者に

対して行う問診, 身体診察 (視診, 聴診, 打診及び触診) 及び当該通院・在宅精神療

法に要する時間をいい, これら以外の診療に要する時間は含まない｡

＜Ｌ００８ マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔＞

(２) 静脈注射用麻酔剤を用いて全身麻酔を実施した場合であって, マスク又は気管内挿

管による酸素吸入又は酸素・亜鉛酸化窒素混合ガス吸入と併用する場合は, 20分以上

実施した場合は, 本区分により算定する｡

＜Ｎ００１ 電子顕微鏡病理組織標本作製＞

(１) 電子顕微鏡病理組織標本作製は, 腎組織, 甲状腺腫を除く内分泌臓器の機能性腫瘍,

異所性ホルモン産生腫瘍, 軟部組織悪性腫瘍, ゴーシェ病等の脂質蓄積症, 多糖体蓄

積症, 慢性腎不全等に対する生検及び心筋症に対する心筋生検の場合において, 電子

顕微鏡による病理診断のための病理組織標本を作製した場合に算定できる｡

第３章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第２部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
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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20年３月５日保医発第0305002号)

＜第４ 経過措置等＞

３ 基本診療料の施設基準等第十一の三の二, 四の三, 四の五, 四の六の規定は, 平成

20年３月31日において現に障害者施設等入院基本料, 特殊疾患入院医療管理料, 特殊

疾患療養病棟入院料１又は特殊疾患療養病棟入院料２を算定する病棟に入院していた

重度の肢体不自由児 (者) 等の患者に限り, 当該病棟を療養病棟入院基本料を算定す

る病棟に転換した日以降からが療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院し

た場合, 平成22年３月31日までの間に限り, 医療区分２又は３の患者とみなす取扱い

を規定したものであり, その取扱いに係る転換方法ついては, 次の場合がも含まれる

ものであること｡ なお, いずれの場合においても, 転棟, 転院又は転換後に医療区分

２又は３の患者とみなす患者は, 平成20年３月31日において現に障害者施設等入院基

本料等を算定する病棟に入院していた重度の肢体不自由児 (者) 等の患者であって,

平成20年４月１日から転棟, 転院又は転換までの間に障害者施設等入院基本料等を算

定する病棟に入院した重度の肢体不自由児 (者) 等の患者は該当しないものであるこ

と｡ (以下略)

入院基本料等の施設基準等

＜第２ 病院の入院基本料等に関する施設基準＞

４の２ ７対１入院基本料を算定する病棟については, 次の点に留意する｡

(１) ７対１入院基本料 (特定機能病院入院基本料及び, 障害者施設等入院基本料及び

救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の病棟を除く｡) を算

定する病棟は, 当該入院基本料を算定している全ての患者の状態を別添６の別紙７

の一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて測定し, その結果, 当該

入院基本料を算定している患者全体 (延べ患者数) に占める基準を満たす患者 (別

添６の別紙７による測定の結果, Ａ得点が２点以上, かつＢ得点が３点以上の患者

をいう｡) の割合が１割以上であること｡ ただし, 産科患者及び小児科患者は測定

対象から除外する｡

(３) 特定機能病院入院基本料の７対１入院基本料 (一般病棟及び結核病棟に限る｡)

及び救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の７対１入院基本

料を算定する病棟については, 当該入院基本料を算定している全ての病棟に入院し

ている患者の重症度・看護必要度等について継続的に測定を行い, その結果に基づ

き評価を行っていること｡

(４) 毎年７月において, １年間 (前年７月から６月までの間) の (１) 又は (３) の

測定結果を別添７の様式10の３により地方社会保険事務局長に報告すること｡ (た

だし, 平成20年７月は報告を要しないこと｡)

14 ｢基本診療料の施設基準等｣ の第五の七障害者施設等入院基本料の対象となる病棟

は, 次のいずれかの基準を満たすものをいう｡ ただし, ７対１入院基本料の対象とな

る病棟は, 次の (１) のいずれかの基準を満たすものに限る｡

(１) から (２) (略)

＜第５ 入院基本料の届出に関する事項＞

２ 診療所の入院基本料の施設基準に係る届出は, 別添７の様式５及び様式12から様式
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12の５までを用いること｡ ただし, 有床診療所 (療養病床に限る｡) の特別入院基本

料の届出は, 別添７の様式12を用いること｡

入院基本料等加算の施設基準等

＜第１ 入院時医学管理加算＞

１ 入院時医学管理加算に関する施設基準等

(２) 内科, 精神科, 小児科, 外科, 整形外科, 脳神経外科及び産科又は産婦人科を標

榜し, 当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること｡ ただし,

精神科については, 24時間対応できる体制 (自院又は他院の精神科医が, 速やかに

診療に対応できる体制も含む｡) があれば, 必ずしも標榜し, 入院医療を行う体制

を必要としないこと｡

２ 届出に関する事項

(２) 入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は, 別添７の様式13及び様式13の２を

用いること｡ また, 毎年４月において, 前年度における病院勤務医の負担の軽減に

資する計画の成果を評価するため, 別添７の別紙13様式13の２により届出ること｡

＜第４の２ 医師事務作業補助体制加算＞

１ 医師事務作業補助体制加算に関する施設基準

(１) 急性期医療を行う病院 (特定機能病院を除く｡) であること｡

(中略)

(２３) 院内計画に基づき, 診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ, 医師の事務作業を

補助する専従者 (以下 ｢医師事務作業補助者｣ という) を, 25対１補助体制加算の

場合は届出病床数 (一般病床に限る｡ 以下この項において同じ｡) 25床ごとに１名

以上, 50対１補助体制加算の場合は届出病床数50床ごとに１名以上, 75対１補助体

制加算の場合は届出病床数75床ごとに１名以上, 100対１補助体制加算の場合は届

出病床数100床ごとに１名以上配置していること｡ また, 当該医師事務作業補助者

は, 派遣職員であるなど雇用形態を問わない (派遣職員を含むが, 指揮命令権が当

該保険医療機関にない請負方式などを除く｡) が, 当該保険医療機関の常勤職員

(週４日以上常態として勤務し, かつ所定労働時間が週32時間以上である者) と同

じ勤務時間数以上の勤務を行う職員であること｡ なお, 当該職員は, 常勤換算によ

る場合であっても差し支えない｡

(４) 保険医療機関で策定した勤務医負担軽減策を踏まえ, 医師事務作業補助者を適切

に配置し, 医師事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者 (医師事務作

業補助者以外の職員であって, 常勤の者に限る｡) を置くこと｡ 当該責任者は適宜

勤務医師の意見を取り入れ, 医師事務作業補助者の配置状況や業務内容等について

見直しを行い, 実際に勤務医の事務作業の軽減に資する体制を確保することに努め

ること｡

(３５) 当該責任者は, 医師事務作業補助者を新たに配置してから６か月間は研修期間

として, 業務内容について必要な研修を行うこと｡ するに当たっては, なお, 最低

６か月の研修期間間内に32時間以上の研修 (医師事務作業補助者としての業務を行

いながらの職場内研修を含む｡) を実施するものとし, 当該医師事務作業補助者に

は実際に病院勤務医の負担軽減に資する業務を行わせるものであること｡ なお, 平

成20年３月以前から, 医師の事務作業を補助する専従者として雇用している者に対

しても, 当該研修が必要であること｡ 研修の内容については, 次の項目に係る基礎
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知識を習得すること｡ また, 職場内研修を行う場合には, その実地作業における業

務状況の確認並びに問題点に対する改善の取組みを行うこと｡

ア 医師法, 医療法, 薬事法, 健康保険法等の関連法規の概要

イ 個人情報の保護に関する事項

ウ 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容

や用語等

エ 診療録等の記載・管理及び代筆, 代行入力

オ 電子カルテシステム (オーダリングシステムを含む｡)

(以下略)

＜第11 療養病棟療養環境加算＞

１ 療養病棟療養環境加算に関する施設基準

(１) 療養病棟療養環境加算１に関する施設基準

ア 当該療養病棟に係る病室の病床数は, １病室につき４床以下であること｡

(中略)

キ 当該病棟保険医療機関内に, 身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けら

れていること｡

(以下略)

＜第16の２ 精神科地域移行実施加算＞

１ 精神科地域移行実施加算の施設基準

(３) 当該病院に専門の部門 (以下この項において ｢地域移行推進室｣ という｡) が設

置され, 医師, 保健師, 看護師, 作業療法士, 精神保健福祉士による地域移行推進

のための体制が院内に確保されていること｡

(４) 地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が１名以上配置されていること｡ なお,

当該精神保健福祉士は, 入院期間が５年以上の入院患者の地域移行支援に係る業務

(当該患者又はその家族等に対して, 退院後地域で生活するに当たっての留意点等

について面接等を行うなどの業務) に専従していることが必要であり, 業務を行う

場所が地域移行推進室である必要はないこと｡

＜第16の３ 精神科身体合併症管理加算＞

１ 精神科身体合併症管理加算の施設基準

(１) 精神科を標榜する病院であって, 当該保険医療機関病棟に専任の内科又は外科の

医師が１名以上配置されていること｡

特定入院料の施設基準等

＜第１ 救命救急入院料＞

１ 救命救急入院料に関する施設基準

(１) 専任の医師が, 午前０時より午後12時までの間常に (以下 ｢常時｣ という｡) 救

命救急センター内に勤務しているとともに, 手術に必要な麻酔医等が当該保険医療

機関内に常時待機している緊急時に速やかに対応できる体制がとられていること｡

＜第11 回復期リハビリテーション病棟入院料＞

１ 通則

(７) 当該病棟への入院時等に測定する日常生活機能評価は, 別添６の別紙2221を用い

て測定すること｡ また, 当該日常生活機能評価表の記入は, 院内研修を受けたもの

が行うものであること｡ なお, 院内研修は, 次に掲げる所定の研修を修了したもの
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(修了証が交付されているもの) 若しくは評価に習熟したものが行う研修であるこ

とが望ましい｡

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること (１日程度)

イ 講義及び演習により, 次の項目を行う研修であること

(イ) 日常生活機能評価の考え方, 日常生活機能評価表の構成と評価方法

(ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法

２ 回復期リハビリテーション病棟入院料１の施設基準

(２) 他の保険医療機関へ転院した者等とは, 同一の保険医療機関の当該入院料に係る

病棟以外へ転棟した患者, 他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設

に入所する患者のことをいう｡ なお, 退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院し

た者等を除く者の割合は, 次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するもの

であること｡

ア 直近６か月間に退院した患者数 (第２部通則５に規定する入院期間が通算され

る再入院患者を除く｡) のうち, 他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数

イ 直近６か月間に退院した患者数 (第２部通則５に規定する入院期間が通算され

る再入院患者を除き, 他の保険医療機関へ転院した者等を含む｡ ただし病状の急

性増悪等により, 他の保険医療機関 (当該保険医療機関と特別の関係にあるもの

を除く) での治療が必要になり転院した患者及び死亡退院した患者を除く｡ なお,

当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を, 届出の際に別途添付の上提出する

こと｡)

＜第19 認知症病棟入院料＞

１ 認知症病棟入院料の施設基準等

(３) 認知症病棟入院料１の施設基準

ア 当該保険医療機関内に, 精神科医師及び認知症病棟に専従する作業療法士がそ

れぞれ１人以上勤務していること｡ ただし, 平成20年３月31日時点で特殊疾患療

養病棟入院料２を算定している病棟から当該病棟へ移行した場合は, 平成21年３

月31日までは精神科医師の勤務のみで足りることとする｡

(中略)

エ 当該病棟保険医療機関内において, 専従する精神保健福祉士又は専従する臨床

心理技術者がいずれか１人以上勤務していること｡

(以下略)

特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(平成20年３月５日保医発第0305003号)

＜第４ 経過措置等＞

表１ 新たに施設基準が創設されたことにより, 平成20年４月以降において当該点数を

算定するに当たり届出の必要なもの

(略)

在宅療養支援歯科診療所

血液細胞核酸増幅同定検査

検体検査管理加算 (Ⅱ)

(略)

外来化学療法加算２１
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(略)

表２ 施設基準の改正により, 平成20年３月31日において現に当該点数を算定していた

保険医療機関であっても, 平成20年４月以降において当該点数を算定するに当たり

届出の必要なもの

(略)

外来化学療法加算１２

脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ)

(略)

特掲診療料の施設基準等

＜第12の３ 後期高齢者診療料＞

２ 届出に関する事項

(２) 療養を行うにつき必要な研修を修了していることが確認できる文書を添付するこ

とを届出るに当たっては, 届出書に研修の名称, 主催者, 受講日を記入するか｡ ,

研修会等の修了証の写しを添付することで良いこと｡ なお, 平成20年度の届出に当

たっては, 平成17年４月１日以降の研修を対象とする｡ また, 平成21年度以降の届

出に当たっては, 届出日から３年以内の研修を対象とする｡

＜第18 血液細胞核酸増幅同定検査＞

１ 血液細胞核酸増幅同定検査に関する施設基準

検体検査管理加算 (Ⅱ) 及び (Ⅲ) の施設基準に準ずる｡

＜第37 外来化学療法加算＞

２ 外来化学療法加算２に関する施設基準

(５) 外来化学療法加算の届出に当たっては, 関節リウマチ患者及びクローン患者に対

するインフリキシマブ製剤の投与についても, 悪性腫瘍の患者に対する抗悪性腫瘍

剤の投与と同等の体制を確保することが原則であるが, 常勤薬剤師の確保が直ちに

困難な場合であって, 既に関節リウマチ患者及びクローン病患者の診療を行ってい

る診療所であって, 改正前の外来化学療法加算の算定を行っている診療所について

は, 外来化学療法加算２の届出を行うことができる｡

＜第38 心大血管疾患リハビリテーション料 (Ⅰ)＞

１ 心大血管疾患リハビリテーション料 (Ⅰ) に関する施設基準

(２) 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従

の常勤看護師が合わせて２名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もし

くは専従の常勤看護師のいずれか一方が２名以上勤務していること｡ ただし, いず

れか一方はの場合であっても, ２名のうち１名は専任の従事者でも差し支えないこ

と｡ また, これらの者については, 回復期リハビリテーション病棟の配置従事者と

の兼任はできないこと｡

＜第44 呼吸器リハビリテーション料 (Ⅰ)＞

２ 届出に関する事項

(２) 当該治療に従事する医師, 理学療法士, 作業療法士の氏名, 勤務の態様 (常勤・

非常勤,専従・非専従, 専任・非専任の別) 及び勤務時間を別添２の様式４を用い

て提出すること｡ なお, 従事者が呼吸器リハビリテーションの経験を有する者であ

る場合は勤務歴等を備考欄に記載すること｡
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＜第45 呼吸器リハビリテーション料 (Ⅱ)＞

２ 届出に関する事項

(２) 当該治療に従事する医師, 理学療法士, 作業療法士の氏名, 勤務の態様 (常勤・

非常勤,専従・非専従, 専任・非専任の別) 及び勤務時間を別添２の様式４を用い

て提出すること｡ なお, 従事者が呼吸器リハビリテーションの経験を有する者であ

る場合は勤務歴等を備考欄に記載すること｡

＜第47 障害児 (者) リハビリテーション料＞

１ 障害児 (者) リハビリテーション料に関する施設基準

(１) 当該リハビリテーションを実施する保険医療機関は, 次のいずれかであること｡

(中略)

オ 当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち,

概ね８割以上が別表第十の二に該当する患者 (ただし加齢に伴って生ずる心身の

変化に起因する疾病の者を除く｡) である医療機関 (概ね８割であることの要件

については, 暦月で３か月を超えない期間の１割以内の変動である場合には, 要

件を満たすものであること｡)

＜第67の２ 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き

埋込型除細動器交換術＞

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

除細動器交換術に関する施設基準

(３) 開心術又は冠動脈, 大動脈バイパス移植術を合わせて年間30例以上実施しており,

かつ, 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器ペースメーカー移植術を年間10例以

上実施していること｡
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｢｢療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める

掲示事項等｣ 及び ｢保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬

品等｣ の実施上の留意事項について｣ 等の一部改正 (抜粋)

標記について, 通知の一部改正が示されましたので, お知らせします｡ なお, 内容的に

変更されていないもの等, 差し支えないと思われるものについては, 省略しています｡

また, 本内容については, 日医ホームページからもダウンロードできるため, 様式等に

ついてはそちらをご参照ください｡

｢｢療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等｣

及び ｢保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等｣ の実施上の留意事項

について｣ (平成18年３月13日保医発第0313003号) の一部改正について

｢記｣ 以下を次のように改める｡

｢療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等｣ 及び

｢保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等｣ の実施上の留意事項

第１ 厚生労働大臣が定める掲示事項 (掲示事項等告示第１関係)

(中略)

２ 具体的には, 従来から院内掲示とされていたものを含め, 以下の５つの事項を院内

掲示事項として定めたこと｡

(中略)

(３) 地方社会保険事務局長への届出事項に関する事項

① 診療報酬の算定方法 (平成20年厚生労働省告示59号｡ 以下 ｢算定告示｣ という｡)

又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) に基づき, 保険医

療機関が地方社会保険事務局長へ届け出ることとされている事項を届け出た場合

は, 当該届け出た事項を掲示するものとすること｡

② 具体的には, 各種施設基準及び入院時食事療養 (Ⅰ) 又は入院時生活療養 (Ⅰ)

の基準に適合するものとして届け出た内容のうち, 当該届出を行ったことにより

患者が受けられるサービス等をわかりやすく掲示するものであること｡

(掲示例)

電子化加算を算定する保険医療機関 (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20年３月５日保医発第0305002号) 別添１の

第２の１ (２) のウを満たすこととして電子化加算の施設基準の届出を行ってい

る保険医療機関) の例

｢一部負担金等の内訳の診療報酬点数の算定項目, 薬剤名又は特定保険医療材料

名が分かる明細書を発行しています｡｣

入院時食事療養 (Ⅰ) に係る食事療養を実施している病院の例

｢入院時食事療養 (Ⅰ) の届出を行っており, 管理栄養士又は栄養士によって管

理された食事を適時 (夕食については午後６時以降), 適温で提供しています｡｣
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(以下略)

第２ 明細書を交付しなければならない保険医療機関 (掲示事項告示第１の２関係)

１ 患者から求められた場合に, 個別の診療報酬点数の算定項目 (投薬等に係る薬剤又

は特定保険医療材料の名称を含む｡) が分かる明細書を発行しなければならない医療

機関として, 許可病床数が400床以上の保険医療機関のうち, レセプトコンピュータ

を使用しているものであって, 光ディスク等を用いた請求を行っているもの又はレセ

プト文字データ変換ソフトを使用することによって光ディスク等を用いた請求を行う

ことができるものを定めたものであること｡

これは, 電子情報処理組織を使用して療養の給付費等の請求を行うこと (レセプト

オンライン化) とされた保険医療機関については, 明細書を即時に発行できる基盤が

整っていると考えられることによるものであり, レセプトオンライン化の進捗状況を

踏まえ, 平成21年４月１日以降においては, 療養の給付及び公費負担医療に関する費

用の請求に関する省令 (昭和51年厚生省令第36号) 附則第４条の表第１号に規定する

保険医療機関についても, 患者から求められた場合には明細書を発行しなければなら

ないものとしたこと｡

２ 明細書の発行に当たっては, ｢医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の

算定項目の分かる明細書の交付について｣ (平成18年３月６日保発第0306005号保険局

長通知) によるものであること｡

第３ 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等 (掲示事項等告示第３及び医

薬品等告示関係)

１～10 略

11 入院期間が180日を超える入院に関する事項

(１) ～ (５) 略

(６) 当該制度は, 入院医療の必要性が低いが患者側の事情により入院しているものへ

の対応を図るためのものであることから, 以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

実施している患者の入院については, 選定療養には該当せず, 特別の料金を徴収す

ることは認められないものである｡ なお, 左欄に掲げる状態等にある患者が, 退院

等により右欄に定める実施期間等を満たさない場合においては, 当該月の前月にお

いて選定療養に該当していない場合に限り, 当該月においても同様に取扱う｡ 他の

病院から転院してきた患者についても同様の取扱いとする｡
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状 態 等 診療報酬点数 実施の期間等

１ 難病患者等入院診療加
算を算定する患者

難病患者等入院診療加算 当該加算を算定している期
間

２ 重症者等療養環境特別
加算を算定する患者

重症者等療養環境特別加算 当該加算を算定している期
間

３ 重度の肢体不自由者
(脳卒中の後遺症の患者
及び認知症の患者を除
く｡), 脊髄損傷等の重度
障害者 (脳卒中の後遺症
の患者及び認知症の患者

－ 左欄の状態にある期間
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を除く｡), 重度の意識障
害者, 筋ジストロフィー
患者及び難病患者等 (注
１参照)

４ 悪性新生物に対する腫
瘍用薬 (重篤な副作用を
有するものに限る｡) を
投与している状態 (注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局所持続注入

点滴注射

中心静脈注射

骨髄内注射

５ 悪性新生物に対する放
射線治療を実施している
状態

放射線治療 (エックス線表
在治療又は血液照射を除く｡)

６ ドレーン法又は胸腔若
しくは腹腔の洗浄を実施
している状態 (注３参照)

ドレーン法 (ドレナージ) 当該月において２週以上実
施していること胸腔穿刺

腹腔穿刺

７ 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

８ 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 (注４参照)

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

９ 全身麻酔その他これに
準ずる麻酔を用いる手術
を実施し, 当該疾病に係
る治療を継続している状
態
(当該手術を実施した日
から起算して30日までの
間に限る｡)

脊椎麻酔 －

開放点滴式全身麻酔

マスク又は気管内挿管によ
る閉鎖循環式全身麻酔

10 末期の悪性新生物に対
する治療を実施している
状態

薬剤料 (麻薬に限る｡) (注
５参照)

左欄の状態にある期間

神経ブロック (注６参照)

11 呼吸管理を実施してい
る状態

救命のための気管内挿管
(注７参照)

気管切開術 (注８参照)

酸素吸入 (注９参照)

12 頻回に喀痰吸引・排出
を実施している状態 (注
10参照)

喀痰吸引, 干渉低周波去痰
器による喀痰排出

当該月において１日あたり
８回 (夜間を含め約３時間
に１回程度) 以上実施して
いる日が20日を超えること

気管支カテーテル薬液注入
法

13 肺炎等に対する治療を 薬剤料 (抗生剤に限る｡) 左欄の状態にある期間



注１ ３の左欄に掲げる状態等にある患者は具体的には以下のような状態等にあるもの

をいうものであること｡

ａ 重度の肢体不自由者 (平成20年10月１日以降においては, 脳卒中の後遺症の患

者及び認知症の患者を除く｡), 脊髄損傷等の重度障害者 (平成20年10月１日以降

においては, 脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く｡)

なお, 脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者については, 当該傷病が主たる

傷病である患者のことをいう｡

ｂ 重度の意識障害者

重度の意識障害者とは, 次に掲げる者をいう｡ なお, 病因が脳卒中の後遺症で

あっても, 次の状態である場合には, 重度の意識障害者となる｡

ア 意識障害レベルがＪＣＳ (Japan Coma Scale) でⅡ－３ (又は30) 以上又は

ＧＣＳ (Glasgow Coma Scale) で８点以下の状態が２週以上持続している患

者

イ 無動症の患者 (閉じ込め症候群, 無動性無言, 失外套症候群等)

ｃ 以下の疾患に罹患している患者

筋ジストロフィー, 多発性硬化症, 重症筋無力症, スモン, 筋萎縮性側索硬化

症, 脊髄小脳変性症, ハンチントン病, パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性

麻痺, 大脳皮質基底核変性症, パーキンソン病 (ホーエン・ヤールの重症度分類

がステージ３以上でかつ生活機能障害度Ⅱ度又はⅢ度のものに限る｡)), 多系統

萎縮症 (線条体黒質変性症, オリーブ橋小脳萎縮症, シャイ・ドレーガー症候群),

プリオン病, 亜急性硬化性全脳炎及びもやもや病 (ウイリス動脈輪閉塞症)

ｄ 重度の肢体不自由者については, ｢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) においてラン

クＢ (以下 ｢ランクＢ｣ という｡) 以上に該当するものが対象となるものであり,

ランクＢ以上に該当する旨を診療報酬明細書に記載すること｡

(以下略)

12～13 略

14 保険適用されている医療機器の薬事法に基づく承認に係る使用目的, 効能若しくは

効果又は操作方法若しくは使用方法と異なる使用目的, 効能若しくは効果又は操作方
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実施している状態 (注11参照)

14 集中的な循環管理が実
施されている先天性心疾
患等の患者 (注12参照)

薬剤料 (強心剤等に限る｡)

15 15歳未満の患者 － 左欄の年齢にある期間

16 児童福祉法第21条の９
の２による小児慢性特定
疾患治療研究事業に係る
医療の給付を受けている
患者

－ 当該給付を受けている期間

17 児童福祉法 (昭和22年
法律第164号) 第20条の
育成医療の給付を受けて
いる患者

当該給付を受けている期間



法若しくは使用方法に係る使用に関する事項

(１) 保険適用されている医療機器の薬事法第14条第１項若しくは第19条の２第１項の

規定による承認又は同法第23条の２第１項の規定による認証に係る効能若しくは効

果又は操作方法若しくは使用方法 (以下 ｢使用目的等｣ という｡) と異なる使用目

的等に係る使用 (支給を含む｡ 以下14において同じ｡) に対する患者のニーズに対

応する観点から, 当該医療機器に係る費用等に相当する療養部分についてその費用

を患者から徴収することができることとしたものである｡

(２) 保険外併用療養費の支給額には, 診療報酬上評価されていない手術及び処置並び

に歯冠修復及び欠損補綴並びに当該医療機器の費用については含まれないものであ

ること｡

(３) 病院又は診療所にあっては, 以下の要件を満たすことが望ましい｡

ア 医療機器管理室を有し, 臨床工学技士等が配置されていること｡

イ 医療機器管理室の臨床工学技士等が, 医療機関内における医療機器の保守管理

等を一括して実施し, 医師等に対する医療機器の操作方法, 安全性情報等の情報

提供を行っていること｡

(４) 薬局にあっては, 算定告示別表第三調剤報酬点数表第１節に規定する調剤基本料

の注３の規定に基づく届出を行った薬局であって, (３) のア及びイの要件を満た

す病院又は診療所の医師又は歯科医師から交付された処方せんに基づき医療機器を

支給するものであること｡

(５) 薬事法第14条第９項 (同法第19条の２第５項において準用する場合を含む｡) の

規定による承認事項 (使用目的等に限る｡) の一部変更の承認 (以下 ｢医療機器一

部変更承認｣ という｡) の申請 (申請書に添付しなければならない資料について,

当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を

必要としない合理的理由がある場合において, 申請者が依頼して実施された臨床試

験の試験成績に関する資料の添付を省略して行われるものに限る｡) を行うことが

適当と認められるものとして厚生労働省設置法第11条に規定する薬事・食品衛生審

議会が事前の評価を開始した医療機器の使用にあっては, 当該評価が開始された日

から６月 (当該期間内に医療機器一部変更承認の申請が受理されたときは, 当該申

請が受理された日までの期間), 医療機器一部変更承認の申請 (申請書に添付しな

ければならない資料について, 当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認め

られる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合において, 申請

者が依頼して実施された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略して行われ

るものに限る｡) が受理された医療機器の使用にあっては, 当該申請が受理された

日から２年 (当該期間内に当該申請に対する処分があったとき又は当該申請の取下

げがあったときは, 当該処分又は取下げがあった日までの期間) の範囲内で行われ

たものについて特別の料金を徴収することができるものとする｡ なお, 支給時点が

上記期間内であれば, 患者による使用時点が上記期間を超える場合であっても特別

の料金を徴収することができるものとする｡

(６) 特別の料金の徴収は, 患者への十分な情報提供が前提とされるものであり, 患者

に対し当該医療機器の名称, 薬事法に基づく承認に係る使用目的等, 不具合等に関

する主な情報を文書により提供しなければならないものとする｡

(７) 処方せんを交付する場合であっても, (６) の情報の提供は医療機関において行

うものとする｡ また, 処方せんを交付する場合は, 患者の希望する薬局において当
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該医療機器の支給が可能であるか事前に確認すること｡ この場合, 処方せんを交付

する場合も特別の料金を徴収することは認められるが, 薬局においても特別の料金

を徴収されることがある旨の説明を行うものとする｡

(８) 特別の料金については, その徴収の対象となる療養に要するものとして社会的に

みて妥当適切な範囲の額とする｡

(９) 特別の料金等の内容を定め又は変更しようとする場合は, 別紙様式12の２により

社会保険事務局長にその都度報告するものとする｡

(以下略)

第４～第９ 略

第10 厚生労働大臣が定める注射薬等 (掲示事項等告示第10関係)

１ 保険医が投与することができる注射薬としてインスリン製剤等を定めたものである｡

２ 投薬期間に上限が設けられている医薬品

(１) 投薬量又は投与量が14日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬として,

麻薬及び向精神薬取締法 (昭和28年法律第14号) 第２条第１号に規定する麻薬等を

定めたものである｡

(２) 投薬量又は投与量が30日分を限度とされる内服薬及び注射薬として, アルプラゾ

ラム等を定めたものである｡

(３) 投与量が90日分を限度とされる内服薬として, ジアゼパム等を定めたものである｡

(４) 投与期間に上限が設けられている麻薬又は向精神薬の処方は, 薬物依存症候群の

有無等, 患者の病状や疾患の兆候に十分注意した上で, 病状が安定し, その変化が

予見できる患者に限って行うものとする｡

そのほか, 当該医薬品の処方に当たっては, 当該患者に既に処方した医薬品の残

量及び他の医療機関における同一医薬品の重複処方の有無について患者に確認し,

診療録に記載するものとする｡

第11 略

第12 処方せんの交付に係る厚生労働大臣が定める場合 (掲示事項等告示第12関係)

介護老人保健施設の入所者である患者に対する薬剤又は治療材料の支給を目的とし

た処方せんの交付の禁止の例外として, 次の場合を定めたものであること｡

① 悪性新生物に罹患している患者に対して抗悪性腫瘍剤の支給を目的とする処方せ

んを交付する場合

② 疼痛コントロールのための医療用麻薬の支給を目的とする処方せんを交付する場

合

③ 抗ウイルス剤 (Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天

性免疫不全症候群又はＨＩＶ感染症の効能若しくは効果を有するものに限る｡) の

支給を目的とする処方せんを交付する場合

第13～第15 略

｢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

算定方法について｣ (平成18年３月23日保医発第0323003号) の一部改正について

｢記｣ 以下を次のように改める｡
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第１ 入院患者数の基準及び入院基本料の算定方法

１ 入院患者数の基準については次のとおりであること｡ ただし, 入院患者数は１月間

(暦月) の平均入院患者数とし, その計算方法は別紙１に定めるところによるものと

する｡

(１) 病院の場合

医療法 (昭和23年法律第205号) の規定に基づき許可を受け, 若しくは届け出を

し, 又は承認を受けた病床数 (以下 ｢許可病床数｣ という｡) のうち病床の種別ご

との病床数にそれぞれ100分の105を乗じて得た数以上

(２) 有床診療所の場合

許可病床数に３を加えて得た数以上

(以下略)

別紙１

入院患者数に係る平均入院患者数の計算方法

１ １月間の平均入院患者数は, 当該月の全入院患者の入院日数の総和を当該月の日数で

除して得た数とする｡

２ 入院日数には, 当該患者が入院した日を含む｡ ただし, 退院した日は含まない｡

３ 精神病院における措置入院患者, 緊急措置入院患者及び鑑定入院患者については, 当

該入院した月においては１の入院患者数に算入しない｡

４ 保険診療の対象とならない新生児は入院患者数に算入しない｡ ただし, その場合であっ

ても, 適切な看護が実施されるものであること｡

｢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｣ (平成18年４月28日保医発第0428001号) の一部改正について

｢記｣ 以下を次のように改める｡

第１ 厚生労働大臣が定める療養告示について

１ 第１号関係について

(１) 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が, 急性増悪等によ

り密度の高い医療行為が必要となった場合については, 当該患者を医療保険適用病

床に転床させて療養を行うことが原則であるが, 患者の状態, 当該病院又は診療所

の病床の空き状況等により, 患者を転床させず, 当該介護保険適用病床において緊

急に医療行為を行う必要のあることが想定され, このような場合については, 当該

病床において療養の給付又は医療が行われることは可能であり, この場合の当該緊

急に行われた医療に係る給付については, 医療保険から行うものであること｡

(２) 介護保険から給付される部分に相当する療養については, 医療保険からの給付は

行わないものであること｡

２ 第２号関係について

(１) 療養病棟 (介護保険法第８条第26項に規定する療養病床等に係る病棟をいう｡ 以

下同じ｡) に該当する病棟が一つである病院又は診療所において, 介護保険適用の
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指定を受けることにより要介護被保険者以外の患者等に対する対応が困難になるこ

とを避けるため, 当該病院又は診療所において, あらかじめ２つの病室 (各病室の

病床数が４を超える場合については４病床を上限とする｡) を定め, 当該病室につ

いて都道府県知事及び地方社会保険事務局長に届け出た場合は, 当該病室において

行った療養に係る給付は, 医療保険から行うものとすること｡

(２) 当該届出については, 別紙様式１から８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｡

３ 第３号関係について

介護保険適用病床に入院している患者に対し歯科療養を行った場合についての当該

療養に係る給付については医療保険から行うものであること｡

第２ 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

１ 同一の病棟で医療保険適用と介護保険適用の病床を病室単位で混在できる場合

(１) 療養病棟を２病棟以下しか持たない病院及び診療所

(２) 病院であって, 当該病院の療養病棟 (医療保険適用であるものに限る｡) の病室

のうち, 当該病棟の病室数の２分の１を超えない数の病室を定め, 当該病室につい

て指定介護療養型医療施設の指定を受けることについて地方社会保険事務局長に届

け出た場合には, 平成21年３月31日までの間に限り, 当該病室において行った療養

に係る給付は, 介護保険から行うものとすること｡

(３) 病院 (指定介護療養型医療施設であるものに限る｡) であって, 当該病院の療養

病棟の病室のうち, 当該病棟の病室数の２分の１を超えない数の病室を定め, 当該

病室について指定介護療養型医療施設の指定を除外し, 当該病室に入院する者につ

いて療養の給付 (健康保険法第52条第１項の療養の給付をいう｡) を行おうとする

ことについて地方社会保険事務局長に届け出た場合には, 平成21年３月31日までの

間に限り, 当該病室において行った療養に係る給付は, 医療保険から行うものとす

ること｡

２ 施設基準関係

(１) １保険医療機関における介護保険適用の療養病床 (以下 ｢介護療養病床｣ という｡)

と医療保険適用の療養病床 (以下 ｢医療療養病床｣ という｡) で別の看護師等の配

置基準を採用できること｡

(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20年厚生労働省告示第62号) 及び
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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

20年３月５日保医発第0305002号) に基づき, 療養病棟入院基本料又は有床診療所

療養病床入院基本料を届け出るものであること｡

(３) 夜間勤務等の体制については, 病棟ごとに届出を行うことが可能であるが, １病

棟を医療療養病床と介護療養病床とに分ける場合には, 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夜間勤務

等の体制を採用するものとすること｡

３ 入院期間, 平均在院日数の考え方について

(１) 介護保険適用病床に入院している患者が, 急性増悪等により一般病棟での医療が

必要となり, 同病棟に転棟した場合は, 転棟後30日までの間は, 新規入院患者と同

様に取り扱うこと｡

(２) (１) 以外の場合についての入院期間の考え方については, 介護保険適用の病床

に入院している期間についても, 医療保険適用病床に入院している場合と同様に取

り扱うものであること｡

(３) 平均在院日数の考え方については, (１) 及び (２) と同様であること｡

４ 介護保険適用病床に入院中に医療保険からの給付を受けた場合の取扱いについて

(１) 介護保険適用病床において, 緊急その他の場合において療養の給付を受けた場合

において, 当該医療保険における請求については, ｢入院外｣ のレセプトを使用す

ること｡

(２) この場合において, 医療保険における患者の一部負担の取扱いについても通常の

外来に要する費用負担によるものであること｡

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｡

(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｡

６ 介護療養型医療施設に入院中の患者の医療保険における他保険医療機関への受診に

ついて

(１) 介護療養型医療施設に入院中の患者が, 当該入院の原因となった傷病以外の傷病

に罹患し, 当該介護療養型医療施設以外での診療の必要が生じた場合は, 他保険医

療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする｡
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(２) 介護療養施設サービス費を算定している患者について, 当該介護療養施設サービ

ス費に含まれる診療を他保険医療機関で行った場合には, 当該他保険医療機関は当

該費用を算定できない｡

(３) (２) にかかわらず, 介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼科等の専

門的な診療が必要となった場合 (当該介護療養型医療施設に当該診療に係る診療科

がない場合に限る｡) であって, 当該患者に対し当該診療が行われた場合 (当該診

療に係る専門的な診療科を標榜する他保険医療機関 (特別の関係にあるものを除く｡)

において, 次に掲げる診療行為を含む診療行為が行われた場合に限る｡) は, 当該

患者について算定する介護療養施設サービス費に含まれる診療が当該他保険医療機

関において行われた診療に含まれる場合に限り, 当該他保険医療機関において, 当

該診療に係る費用を算定できる｡ ただし, 短期滞在手術基本料２及び３, 医学管理

等, 在宅医療, 投薬, 注射及びリハビリテーションに係る費用 (当該専門的な診療

科に特有な薬剤を用いた投薬又は注射に係る費用を除く｡) は算定できない｡

ア 初・再診料

イ 短期滞在手術基本料１

ウ 検査

エ 画像診断

オ 精神科専門療法

カ 処置

キ 手術

ク 麻酔

ケ 放射線治療

コ 病理診断

(４) 他保険医療機関は, (３) のアからコまでに規定する診療を行った場合には, 当

該患者の入院している介護療養型医療施設から提供される当該患者に係る診療情報

に係る文書を診療録に添付するとともに, 診療報酬明細書の摘要欄に, ｢当該受診

に係る診療科｣ 及び ｢他○介○ (受診日数：○日)｣ と記載する｡

第３ 介護調整告示について

要介護被保険者等である患者に対し算定できる診療報酬点数表に掲げる療養につい

ては, 介護調整告示によるものとし, 別紙を参照のこと｡

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

１ 同一日算定について

診療報酬点数表の別表第一第２章第２部 (在宅医療) に掲げる療養に係る同一日算

定に関する考え方については, 介護保険の指定居宅サービスは対象とするものではな

いこと｡

２ 月の途中で要介護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｡
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３ 訪問診療に関する留意事項について

(１) 指定特定施設 (指定居宅サービス等の事業の人員, 設備及び運営に関する基準第

174条第１項), 指定地域密着型特定施設 (指定地域密着型サービスの事業の人員,

設備及び運営に関する基準第109条第１項) 又は指定介護予防特定施設 (指定介護

予防サービス等の事業の人員, 設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第230条第１項) のいずれかに

入居する患者 (指定居宅サービス等の事業の人員, 設備及び運営に関する基準第192

条の２に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予

防サービス等の事業の人員, 設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第253条に規定する外部サービス

利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を受けている患者を除く｡) について

は在宅末期医療総合診療料は算定できない｡

(２) 要介護被保険者等については在宅患者連携指導料は算定できない｡

(３) 特別養護老人ホーム入居者に対しては, ｢特別養護老人ホーム等における療養の

給付の取扱いについて｣ (平成18年保医発第0331002号) に定める場合を除き, 在宅

患者訪問診療料を算定できない｡

４ 在宅患者緊急時等共同指導料に関する留意事項について

介護保険における居宅療養管理指導を算定した日は調剤に係る在宅患者緊急時等共

同指導料を算定できない｡

５ 訪問看護に関する留意事項について

(１) 訪問看護療養費は, 要介護被保険者等である患者については原則としては算定で

きないが, 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合及び訪問看護療養費

にかかる訪問看護ステーションの基準等 (平成18年厚生労働省告示第103号｡ 以下

｢基準告示｣ という｡) 第２の１に規定する疾病等の利用者に対する指定訪問看護を

行う場合 (退院時共同指導加算及び退院支援指導加算については, 退院後行う初回

の訪問看護が特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護である場合又は基準告示第２

の１に規定する疾病等の利用者に対する指定訪問看護である場合, 後期高齢者終末

期相談支援療養費については, 終末期における療養についてその内容を文書等にま

とめた日が特別訪問看護指示書に係る頻回の訪問看護が必要な期間内である場合又

は基準告示第２の１に規定する疾病等の利用者に対する指定訪問看護を行う場合に

限る) には, 訪問看護情報提供療養費を除き, 算定できる｡

ただし, その場合であっても, 介護保険の訪問看護において緊急時訪問看護加算

又は緊急時介護予防訪問看護加算を算定している月にあっては24時間対応体制加算

又は24時間連絡体制加算, 介護保険における特別管理加算を算定している月にあっ

ては重症者管理加算は算定できない｡

(２) 要介護被保険者等については在宅患者連携指導加算は算定できない｡

６ 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に対して行うリハビリテーションは, 同一の疾患等に

ついて, 医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料, 脳血管疾患等リハビ

リテーション料, 運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料 (以

下 ｢医療保険における疾患別リハビリテーション料｣ という｡) を算定するリハビリ

テーション (以下 ｢医療保険における疾患別リハビリテーション｣ という｡) を行っ

た後, 介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション
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(リハビリテーションマネジメント加算又は短期集中リハビリテーション実施加算を

算定していない場合を含む｡) 又は介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通

所リハビリテーション (運動器機能向上加算を算定していない場合を含む｡) (以下

｢介護保険におけるリハビリテーション｣ という｡) に移行した日以降は, 当該リハビ

リテーションに係る疾患等について, 手術, 急性増悪等により医療保険における疾患

別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合を除き, 医療保

険における疾患別リハビリテーション料は算定できない｡

ただし, 患者の状態や, 医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施

設とは別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合

などでは, 一定期間, 医療保険における疾患別リハビリテーションと介護保険のリハ

ビリテーションを併用して行うことで円滑な移行が期待できることから, 必要な場合

には, 診療録及び診療報酬明細書に ｢医療保険における疾患別リハビリテーションが

終了する日｣ を記載し, 当該終了する日前の１月間に限り, 同一の疾患等について介

護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾患別リ

ハビリテーション料を算定することが可能である｡

また, 医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日として最初に設定

した日以降については, 原則どおり, 同一の疾患等について医療保険における疾患別

リハビリテーション料は算定できないものであるので留意すること｡

７ 重度認知症患者デイ・ケア等に関する留意事項について

(１) 医療保険における重度認知症患者デイ・ケア, 精神科ショート・ケア又は精神科

デイ・ケア (以下 ｢重度認知症患者デイ・ケア等｣ という｡) を算定している患者

に対しては, 当該重度認知症患者デイ・ケア等を, 同一の環境において反復継続し

て行うことが望ましいため, 患者が要介護被保険者等である場合であっても, 重度

認知症患者デイ・ケア等を行っている期間内においては, 介護保険における通所リ

ハビリテーション費を算定できないものであること｡

ただし, 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, 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｡

(２) 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) 入所者については, 医療保険の重度認知症患者デイ・ケ

アは算定できないものであること｡ ただし, 認知症である老人の日常生活自立度判

定基準がランクＭに該当する者については, 介護保険からの給付が行われないこと

からこの限りではないこと｡

８ 人工腎臓等に関する留意事項について

介護老人保健施設の入所者について, 人工腎臓の ｢１｣ を算定する場合には, エリ

スロポエチン及びダルベポエチンの費用は当該点数に含まれており別に算定すること

はできない｡
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｢特別養護老人ホーム等における療養の給付 (医療) の取扱いについて｣

(平成18年３月31日保医発第0331002号) の一部改正について

１ 表題を次のように改める｡

｢特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて｣

２ ｢記｣ 以下を次のように改める｡

１ 保険医が, 次の (１) から (８) までのいずれかに該当する医師 (以下 ｢配置医師｣

という｡) である場合は, それぞれの配置されている施設に入所している患者に対し

て行った診療 (特別の必要があって行う診療を除く｡) については, 介護報酬, 自立

支援給付, 措置費等の他給付 (以下 ｢他給付｣ という｡) において評価されているた

め, 初診料, 再診料 (外来診療料を含む｡), 小児科外来診療料及び往診料を算定でき

ない｡

(１) 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 (昭和41年厚生省令第19号) 第12条

第１項第２号, 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 (平成11年厚生省

令第46号) 第12条第１項第２号, 指定居宅サービス等の事業の人員, 設備及び運営

に関する基準 (平成11年厚生省令第37号) 第121条第１項第１号又は指定介護予防

サービス等の事業の人員, 設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成18年厚生労働省令第35号) 第

129条第１項第１号の規定に基づき, 養護老人ホーム (定員111名以上の場合｡ 以下

同じ｡), 特別養護老人ホーム, 指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期

入所生活介護事業所に配置されている医師

(２) 病院又は診療所と特別養護老人ホームが併設 (｢病院又は診療所と介護老人保健

施設等との併設等について｣ (平成19年７月30日医政発第0730001号・老発第0703001

号) にいう併設をいう｡) されている場合の当該病院又は診療所 (以下 ｢併設医療

機関｣ という｡) の医師

なお, 病院又は診療所と養護老人ホーム, 指定短期入所生活介護事業所, 指定介

護予防短期入所生活介護事業所, 指定障害者支援施設 (障害者自立支援法第５条第

６項に規定する生活介護を行う施設に限る｡ 以下同じ｡), 障害者自立支援法附則第

41条第１項又は第58条第１項の規定によりなお従前の例により運営することができ

るとされた附則第41条第１項に規定する身体障害者更生援護施設 (身体障害者更生

施設又は身体障害者療護施設に限る｡ 以下同じ｡) 又は附則第58条第１項に規定す

る知的障害者援護施設 (障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令

の整備等に関する省令により廃止された知的障害者援護施設の設備及び運営に関す

る基準 (平成15年厚生労働省令第22号｡ 以下 ｢知的障害者援護施設の設備及び運営

に関する基準｣ という｡) に規定する知的障害者入所更生施設 (定員150名以上の場

合｡ 以下同じ｡) 又は知的障害者入所授産施設 (定員150名以上の場合｡ 以下同じ｡)

に限る｡ 以下同じ｡), 盲導犬訓練施設, 救護施設, 乳児院又は情緒障害児短期治療

施設が合築又は併設されている場合についても同様の取扱いとする｡

(３) 障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 (平

成18年厚生労働省令第172号) 第４条第１号の規定に基づき, 指定障害者支援施設

に配置されている医師

(４) 障害者自立支援法第５条第５項に規定する療養介護を行う事業所に配置されてい
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る医師

(５) 障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

により改められた身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準 (平成15年

厚生労働省令第21号) 第16条第１項第２号, 第17条第１項第２号, 第18条第１項第

２号, 第19条第１項第２号又は第38条第１項第２号の規定に基づき, 身体障害者更

生施設又は身体障害者療護施設に配置されている医師

(６) 救護施設, 更生施設, 授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基

準 (昭和41年厚生省令第18号) 第11条第１項第２号の規定に基づき, 救護施設 (定

員111名以上の場合｡ 以下同じ｡) に配置されている医師

(７) 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準 (平成15年厚生労働省令第22号)

第28条第１項第２号又は第52条第１項第２号の規定に基づき, 知的障害者入所更生

施設又は知的障害者入所授産施設に配置されている医師

(８) 児童福祉施設最低基準 (昭和23年厚生省令第63号) 第21条第１項又は第75条第１

項の規定に基づき, 乳児院 (定員100名以上の場合｡ 以下同じ｡) 又は情緒障害児短

期治療施設に配置されている医師

２ 保険医が次の表の左欄に掲げる医師に該当する場合は, それぞれ当該保険医 (併設

医療機関の医師を含む｡) の配置されている施設に入所している患者に対する一部の

診療については他給付で評価されていることから, 同表の右欄に掲げる診療報酬は算

定できない｡
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保 険 医 診 療 報 酬

・配置医師 (全施設共通｡) ・退院前訪問指導料
・特定疾患療養管理料
・後期高齢者診療料
・在宅自己注射指導管理料
・在宅自己腹膜灌流指導管理料
・在宅酸素療法指導管理料
・在宅中心静脈栄養法指導管理料
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
・在宅自己導尿指導管理料
・在宅血液透析指導管理料
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
・在宅人工呼吸指導管理料
・在宅悪性腫瘍患者指導管理料
・在宅寝たきり患者処置指導管理料
・在宅自己疼痛管理指導管理料
・在宅肺高血圧症患者指導管理料
・在宅気管切開患者指導管理料

・指定障害者支援施設, 身体
障害者更生援護施設, 知的
障害者援護施設の配置医師

・小児科療養指導料

・障害者自立支援法附則第41
条第１項の規定によりなお
従前の例により運営するこ
とができるとされた附則第

・脳血管疾患等リハビリテーション料 (言語聴覚療法
を除く｡)
・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



３ 保険医が, 配置医師でない場合については, 緊急の場合又は患者の傷病が当該配置

医師の専門外にわたるものであるため, 特に診療を必要とする場合を除き, それぞれ

の施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない｡

４ 養護老人ホーム, 特別養護老人ホーム, 指定短期入所生活介護事業所, 指定介護予

防短期入所生活介護事業所, 指定障害者支援施設, 指定療養介護事業所, 身体障害者

更生援護施設, 救護施設, 知的障害者援護施設, 乳児院又は情緒障害児短期治療施設

(以下 ｢特別養護老人ホーム等｣ という｡) に入所している患者については, 次に掲げ

る診療報酬等の算定の対象としない｡

・退院時共同指導料

・在宅療養指導料

・外来栄養食事指導料

・集団栄養食事指導料

・乳幼児育児栄養指導料

・診療情報提供料 (Ⅰ) (注２及び注４に該当する場合に限る｡)

・後期高齢者終末期相談支援料 (末期の悪性腫瘍の患者であって, 特別養護老人ホー

ム等の配置医師と共同して行った場合を除く｡)

・在宅患者訪問診療料 (特別養護老人ホームの入所者であって, 末期の悪性腫瘍であ

るもの (介護福祉施設サービス又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

係る看取り介護加算を算定している場合の在宅ターミナルケア加算及び ｢注４｣ の

ただし書に規定する加算を除く｡) を除く｡)

・在宅時医学総合管理料

・特定施設入居時等医学総合管理料 (特別養護老人ホームの入所者であって, 末期の

悪性腫瘍であるものを除く｡)
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41条第１項に規定する身体
障害者更生援護施設 (身体
障害者更生施設に限る) の
配置医師

・難病患者リハビリテーション料
・障害児 (者) リハビリテーション料 (言語聴覚療法
を除く｡)

・障害者自立支援法附則第41
条第１項の規定によりなお
従前の例により運営するこ
とができるとされた附則第
41条第１項に規定する身体
障害者更生援護施設 (身体
障害者療護施設に限る) の
配置医師

・脳血管疾患等リハビリテーション料 (理学療法に限
る｡)
・運動器リハビリテーション料 (理学療法に限る｡)
・呼吸器リハビリテーション料
・難病患者リハビリテーション料
・障害児 (者) リハビリテーション料 (理学療法に限
る｡)

・情緒障害児短期治療施設又
は知的障害者援護施設の設
備及び運営に関する基準第
22条第１号に規定する知的
障害者入所更生施設の配置
医師

・通院精神療法
・心身医学療法
・通院集団精神療法
・精神科作業療法
・精神科ショート・ケア
・精神科デイ・ケア
・精神科ナイト・ケア
・精神科デイ・ナイト・ケア

・乳児院又は情緒障害児短期
治療施設の配置医師

・小児特定疾患カウンセリング料



・在宅末期医療総合診療料

・在宅患者訪問看護・指導料

・居住系施設入居者等訪問看護・指導料 (特別養護老人ホームの入所者であって, 末

期の悪性腫瘍であるもの (介護福祉施設サービス又は地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護に係る看取り介護加算を算定している場合の居住系施設等ターミナ

ルケア加算を除く｡) を除く｡)

・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 (特別養護老人ホームの入所者であって, 末期の悪性腫瘍であるも

のを除く｡)

・在宅患者訪問薬剤管理指導料 (特別養護老人ホームの入所者であって, 末期の悪性

腫瘍であるものを除く｡)

・在宅患者訪問栄養食事指導料

・在宅患者連携指導料

・在宅患者緊急時等カンファレンス料 (特別養護老人ホームの入所者であって, 末期

の悪性腫瘍であるものを除く｡)

・精神科訪問看護・指導料

・訪問看護療養費 (在宅患者連携指導加算及び訪問看護情報提供療養費を除く｡) (特

別養護老人ホームの入所者であって, 末期の悪性腫瘍であるもの (介護福祉施設サー

ビス又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る看取り介護加算を算定

している場合の訪問看護ターミナルケア療養費を除く｡) を除く｡)

・訪問看護療養費 (在宅患者連携指導加算及び訪問看護情報提供療養費に限る｡)

５ 特別養護老人ホーム等の職員 (看護師, 理学療法士等) が行った医療行為について

は, 診療報酬を算定できない｡

６ 保険医が, 特別養護老人ホーム等に入所中の患者について診療を行った場合は, 診

療報酬明細書の欄外上部に, 施○又は (施) の表示をする｡

７ 各都道府県知事は, 別紙様式により, 特別養護老人ホーム等の配置医師に係る情報

を把握し, 必要に応じ市町村等に対して周知するよう努めること｡
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四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に
係る療養費の支給について

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性ストッキング, 弾性スリーブ, 弾性グローブおよび

弾性包帯 (以下 ｢弾性着衣等｣) に係る療養費の取り扱いが下記のとおり定められました

ので, お知らせします｡

記

１ 目 的

腋窩, 骨盤内の広範なリンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ

浮腫の重篤化予防を目的とした弾性着衣等の購入費用について, 療養費として支給する｡

２ 支給対象

上記悪性腫瘍術後の四肢のリンパ浮腫の治療のために, 医師の指示に基づき購入する

弾性着衣等について, 療養費の支給対象とする｡

なお, 弾性包帯については, 弾性ストッキング, 弾性スリーブおよび弾性グローブを

使用できないと認められる場合に限り療養費の支給対象とする｡

３ 適用年月日

本通知による取り扱いは, 平成20年４月１日から適用する｡

４ 支給対象となる疾病

リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍 (悪性黒色腫, 乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節

郭清を伴う悪性腫瘍, 子宮悪性腫瘍, 子宮附属器悪性腫瘍, 前立腺悪性腫瘍および膀胱

をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍) の術後に発生する四

肢のリンパ浮腫

５ 弾性着衣 (弾性ストッキング, 弾性スリーブおよび弾性グローブ) の支給

(１) 製品の着圧

30mmHg 以上の弾性着衣を支給の対象とする｡ ただし, 関節炎や腱鞘炎により強

い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など, 医師の判断により特別の指示があ

る場合は20mmHg 以上の着圧であっても支給して差し支えない｡

(２) 支給回数

１度に購入する弾性着衣は, 洗い替えを考慮し, 装着部位ごとに２着を限度とする

(パンティストッキングタイプの弾性ストッキングについては, 両下肢で１着となる

ことから, 両下肢に必要な場合であっても２着を限度とする｡ また, 例えば①乳がん,

子宮がん等複数部位の手術を受けた者で, 上肢および下肢に必要な場合, ②左右の乳

がんの手術を受けた者で, 左右の上肢に必要な場合および③右上肢で弾性スリーブと

弾性グローブの両方が必要な場合などは, 医師による指示があればそれぞれ２着を限

度として支給して差し支えない)｡

また, 弾性着衣の着圧は経年劣化することから, 前回の購入後６ヶ月経過後におい

て再度購入された場合は, 療養費として支給して差し支えない｡

(３) 支給申請費用

療養費として支給する額は, １着あたり弾性ストッキングについては28,000円 (片

足用の場合は25,000円), 弾性スリーブについては16,000円, 弾性グローブについては

15,000円を上限とし, 弾性着衣の購入に要した費用の範囲内とすること｡
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６ 弾性包帯の支給

(１) 支給対象

弾性包帯については, 医師の判断により弾性着衣を使用できないとの指示がある場

合に限り療養費の支給対象とする｡

(２) 支給回数

１度に購入する弾性包帯は, 洗い替えを考慮し, 装着部位ごとに２組を限度とする｡

また, 弾性包帯は経年劣化することから, 前回の購入後６ヶ月経過後において再度

購入された場合は, 療養費として支給して差し支えない｡

(３) 支給申請費用

療養費として支給する額は, 弾性包帯については装着に必要な製品 (筒状包帯, パッ

ティング包帯, ガーゼ指包帯, 粘着テープ等を含む) １組がそれぞれ上肢7,000円,

下肢14,000円を上限とし, 弾性包帯の購入に要した費用の範囲内とすること｡

７ 療養費の支給申請書には, 次の書類を添付させ, 治療用として必要がある旨を確認し

た上で, 適正な療養費の支給に努められたいこと｡

(１) 療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書 (装着部位, 手術日等が明記され

ていること｡ 別紙様式参照)

(２) 弾性着衣等を購入した際の領収書または費用の額を証する書類｡
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後期高齢者医療被保険者証の確認の徹底について

４月１日から後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い, 75歳以上 (一定の障害があ

ると認定された方については65歳以上) の方は後期高齢者医療被保険者証 (ピンク色) を

もって保険診療を受けることになっています｡

したがって, 各医療機関では後期高齢者医療被保険者証を確認した上で, レセプト等を

作成することになりますが, 多くのレセプトコンピューター会社では, 保険者番号を入力

しないとその他全ての内容が入力できない設定になっています｡

つきましては, 医療機関窓口における後期高齢者医療被保険者証の確認を徹底していた

だきますようお願いします｡
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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

現行の全国土木建築国民健康保険組合の被保険者証が平成20年３月31日で有効期限満了

となるため, ４月１日より下記のとおり更新されます｡ また, 国民健康保険法の改正に合

わせて, 一部負担金割合についても, 平成20年４月１日から, 下記のとおり一部変更され

ますので, お知らせします｡

記

１. 被保険者証の更新

(表) (裏)

２. 一部負担金割合の変更
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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
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早見表正誤表

2008年 (平成20年) ４月速報版 ｢診療報酬点数早見表｣ に以下の誤りがござ

いました｡ 謹んでお詫び申し上げますとともに, 訂正をお願いいたします｡

該当頁 場 所 誤 正

Ｐ.１
および
Ｐ.３

表中下から３行目
～４行目

平日午後６時から午前８時, 土
曜正午から午前８時までの間及
び休日の診療時間に初診が行わ
れた場合に加算

※乳幼児加算・時間外等加算と
は同時算定不可

当該医療機関が表示する診療
時間内であって, 平日午後６
時から午前８時, 土曜正午か
ら午前８時までの間及び休日
の診療時間に初診が行われた
場合に加算｡

※保険医療機関が診療応需の
体制を解いた後において,
診療を再開することを評価
した初診料に係る時間外加
算, 休日加算, 深夜加算は
従来どおり
※時間外等加算とは同時算定
不可

Ｐ.３ 表中下から１行目 (５) 電子化加算 (＊届出要)
(～平成22年度) ３

削除

Ｐ.67 表中上から25行目 (～平成21年３月31日) (～平成22年３月31日)

Ｐ.78 表中 ｢備考｣ 欄下
から３行目

総合失調症 統合失調症

表中 ｢備考｣ 欄下
から21行目

総合失調症 統合失調症

被爆者健康手帳の無効通知について

次のとおり京都府保健福祉部長より無効通知が送付されましたので, ご留意ください｡

受 給 者 番 号 0019612

氏 名 篠 島 靖 子

生 年 月 日 ―

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 20.３.21

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｡

〔法務省共済組合京都地方検察庁支部〕 〔農林水産省共済組合近畿支部〕

記 号 番 号 017－70002290

氏 名 � 口 彰 太

生 年 月 日 昭 57.10.４

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 20.３.25

記 号 番 号 0808－17201043

氏 名 原 淳 夫

生 年 月 日 －

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 20.３.３


