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質問・未確定事項等 回 答

初・再診料

Ｑ１ ８時00分より診療を開始する診療所で,
７時30分より患者の受付を開始した場合
は, ８時00分までの受付患者については
夜間・早朝等加算を算定できるか｡

Ａ１ 表示している診療時間の開始時間が８
時00分とされており, ８時00分以降の診
療を前提として受付しているため, この
場合においては夜間・早朝等加算の算定
の対象とはならない｡

Ｑ２ 基本診療料に含まれる処置について,
それらを実施した場合の際に使用した薬
剤の費用を第９部処置の第３節薬剤料で
算定した場合においても, 外来管理加算
は算定できるか｡

Ａ２ 算定できる｡

Ｑ３ 標準的算定日数の除外対象者以外の患
者で, 標準的算定日数を超え月に13単位
を超えて, 選定療養で疾患別リハビリテー
ションを請求している診療の場合は, リ
ハビリテーションを行わなかった場合と
して, 外来管理加算を算定できるか｡

Ａ３ 算定できない｡

入院基本料

Ｑ４ 有床診療所入院基本料１の夜間看護配
置加算１の要件である ｢当該診療所にお
ける夜間の看護職員の数が, １以上であ
ること｣ とは, 当直でもよいか｡

Ａ４ よい｡ 交代制など夜勤体制を整備して
いる必要はない｡

Ｑ５ 有床診療所入院基本料の注４の加算に
ついて, イとロ及びハとニについては,
併算定は可能なのか｡

Ａ５ 要件を満たしている場合には, 併算定
が可能である｡
当該有床診療所において ｢ロ 看護配
置加算２｣ 及び ｢ニ 夜間看護配置加算｣
を届け出ている場合には, イとロ及びハ
とニの加算が算定可能である｡

入院基本料等加算

Ｑ６ 入院時医学管理加算の外来縮小体制の
要件にある, 地域の他の保険医療機関と
の連携のもとに, 区分番号 ｢Ｂ009｣ 診
療情報提供料 (Ⅰ) の ｢注７｣ の加算を
算定する退院患者数について, 特別な関
係ではない医療機関へ直接退院した場合
には, 医学管理等が包括対象となってい
る小児入院医療管理料では区分番号 ｢Ｂ
009｣ 診療情報提供料 (Ⅰ) の ｢注７｣
の加算を算定する事ができないが, その
場合の取り扱い如何｡

Ａ６ 区分番号 ｢Ｂ009｣ 診療情報提供料
(Ⅰ) の ｢注７｣ の加算を算定できる場
合と同等に情報提供を行った上で転院し
た場合であれば, 患者数として算定して
差し支えない｡ なお, その場合には情報
提供の内容について確認できるように診
療録へ記載すること｡

平成20年４月診療報酬改定について
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質問・未確定事項等 回 答

Ｑ７ ｢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 (保医発第03
05001号｣ のＡ206 在宅患者緊急入院診
療加算 (３) に ｢当該診療所の保険医の
求めによらない緊急入院において, 当該
患者の入院後24時間以内に, 当該診療所
の保険医から, 受入保険医療機関の保険
医に対して当該患者の診療情報が提供さ
れた場合であっても算定できる｡｣ とあ
るが, この場合に診療情報提供料 (Ⅰ)
を当該診療所で算定できるか｡

Ａ７ 算定できる｡

Ｑ８ 医師事務作業補助体制加算の施設基準
となっている研修について, 既存の講習
等を受けた場合にあっては, 免除され
るか｡

Ａ８ 基礎知識習得については, 適切な内容
の講習の時間に代えることは差し支えな
い｡ ただし, 業務内容についての６ヶ月
間の研修は実施すること｡
適切な内容の講習には, 診療報酬請求,
ワープロ技術, 単なる接遇等の講習につ
いての時間は含めない｡ なお, 既存の講
習等が32時間に満たない場合, 不足時間
については別に基礎知識習得の研修を行
うこと｡

Ｑ９ 修得すべき基礎知識の中に, 医療関係
法規として健康保険法が規定されている
が, 診療報酬に関するものも含まれる
のか｡

Ａ９ あくまでも健康保険制度の理念, 制度
概要についての知識であり, 診療報酬実
務に関するものは含まれない｡

Ｑ10 精神科地域移行実施加算について, 退
院に係る実績は１月から12月までの１年
間とされているが, この期間内に入院期
間が５年以上となり, かつ退院した患者
については, 実績に算入できるか｡

Ａ10 退院に係る実績は, １月１日において
入院期間が５年以上である患者について
算入するため, 問の患者については, 次
年度の実績として算入する｡

Ｑ11 精神科地域移行実施加算を初めて届け
出る場合は, 届け出る月の前月から遡っ
て１年間の実績が要件とされているが,
届け出後に再入院した患者が出たために
要件を満たさなくなった場合は算定でき
るのか｡

Ａ11 届け出は無効となるため, 速やかに届
出の取り下げを行うこと｡

Ｑ12 精神科身体合併症管理加算は, 内科又
は外科を専門とする医師が１名以上配置
とあるが, 各病棟に内科又は外科を専門
とする医師が必要か｡

Ａ12 内科又は外科を専門とする医師が当該
病院に常勤又は非常勤として勤務してお
り, 算定される病棟で診察・治療を担当
していればよい｡ 算定される病棟が複数
有る場合, それぞれの病棟に別の内科又
は外科の医師を配置する必要はない｡

Ｑ13 一つの医療機関で, Ａ238 退院調整加
算とＡ241 後期高齢者退院調整加算の両
方を算定する場合, Ａ238 退院調整加算
における ｢入院患者の退院に係る調整及
び支援に関する部門｣ とＡ241 後期高齢
者退院調整加算における ｢入院患者の退
院に係る調整に関する部門｣ は, 一つで
よいか｡

Ａ13 よい｡
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質問・未確定事項等 回 答

Ｑ14 Ａ238 退院調整加算における ｢退院調
整に関する経験を有する専従の看護師又
は社会福祉士｣, Ａ241 後期高齢者退院
調整加算における ｢退院調整部門に２年
以上の退院調整に係る業務の経験を有す
る専従の看護師又は社会福祉士｣, Ａ308-
2 亜急性期入院医療管理料 ｢専任の在宅
復帰支援を担当する者｣ は, それぞれ兼
務可能か｡

Ａ14 可能｡

Ｑ15 入院診療計画書の総合的な機能評価に
ついては, Ａ240 後期高齢者総合評価加
算を算定しない患者では, 行う必要はな
いのか｡

Ａ15 その通り｡

特定入院料

Ｑ16 起算日の変わらない入院期間中に, Ａ
303 総合周産期特定集中治療室管理料と,
Ａ236-2 ハイリスク妊娠管理加算又はＡ
237 ハイリスク分娩管理加算を算定する
ことはできないのか｡

Ａ16 Ａ303 総合周産期特定集中治療室管理
料を算定する日とあわせ, それぞれ, 20
日間又は８日間まで算定可能｡

Ｑ17 ｢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 (保医発第
0305001号｣ のＡ308 回復期リハビリテー
ション病棟入院料 (６) に ｢回復期リハ
ビリテーション病棟入院料を算定してい
る患者は, 転院してきた場合においても,
転院先の保険医療機関で当該入院料を継
続して算定できることとする｡ …｣ とあ
るが, 転院先に回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料の施設基準を満たす病棟が
ある場合に限り, 算定できることとする
扱いでよろしいか｡

Ａ17 そのとおり｡

Ｑ18 回復期リハビリテーション病棟入院料
１を算定する医療機関が新たな回復期リ
ハビリテーション病棟入院料を届け出る
場合, 当該病棟は回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料２での算定となるのか｡

Ａ18 回復期リハビリテーション病棟入院料
２での算定となる｡ ただし, その後, 当
該２つの病棟の６ヶ月間の実績を報告し,
その際に併せて当該２つの病棟をまとめ
て, 回復期リハビリテーション病棟入院
料１又は２のどちらか一方を算定するよ
う届け出るものとする｡

Ｑ19 日常生活機能評価の評価を行うのに必
要な所定の研修とは, 看護必要度にかか
る研修でもよいのか｡

Ａ19 よい｡

Ｑ20 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り扱いについて (平
成20年３月５日保医発第0305002号) に
おいて規定されている, 精神科救急入院
料及び精神科急性期治療病棟入院料の延
べ入院日数の要件における ｢新規患者｣
とは, どのような患者を指すのか｡

Ａ20 当該病棟への入院日が当該特定入院料
の起算日に当たる患者であって, 当該病
棟に入院してから３ヶ月以内の患者をい
うものである｡

短期滞在手術基本料

Ｑ21 短期滞在手術基本料３について, どの
時点で15歳未満の患者が対象か｡

Ａ21 手術日当日に15歳未満の患者が対象で
ある｡
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質問・未確定事項等 回 答

医学管理等

Ｑ22 皮膚科特定疾患指導管理料 (Ⅱ) につ
いて, 対象となる特定疾患に脂漏性皮膚
炎が追加されたが, これに含まれる病名
は何か｡

Ａ22 脂漏性湿疹及び脂漏性乳児皮膚炎であ
る｡ なお, 乾性脂漏症, 単純性顔面粃糠
疹, 頭部脂漏, 乳痂, 粃糠疹及び新生児
皮脂漏は含まない｡

Ｑ23 リンパ浮腫指導管理料について, 他院
で手術を行う, 若しくは, 他院で手術を
行った患者についても算定可能か｡

Ａ23 算定不可である｡

Ｑ24 糖尿病合併症管理料の要件である ｢適
切な研修｣ には, どのようなものがある
のか｡

Ａ24 現時点では,
①日本看護協会認定看護師教育課程 ｢糖
尿病看護｣ の研修
②日本看護協会認定看護師教育課程 ｢皮
膚・排泄ケア (旧創傷・オストミー・
失禁 (WOC) 看護)｣ の研修
③日本看護協会が認定している看護系大
学院の ｢慢性疾患看護｣ の専門看護師
教育課程

が要件を満たしているものと考えている｡
なお, その他の研修については, 個別
に照会されたい｡

Ｑ25 糖尿病合併症管理料算定対象者の要件
について, 糖尿病の疑い, またはハイリ
スク要因のいずれかの疑いがある場合,
算定できるか｡

Ａ25 算定できない｡ 糖尿病の診断名かつハ
イリスク要因のいずれかの診断がされて
いる必要があり, 疑いのみでは算定不可
である｡

Ｑ26 糖尿病合併症管理料に ｢在宅での療養
を行う患者を除く｣ とあるが, 月初に糖
尿病合併症管理料を算定した患者が, 月
末に在宅療養の患者になった場合は算定
可能か｡

Ａ26 算定可｡

Ｑ27 ①新設の糖尿病合併症管理料をＢ000
特定疾患療養管理料と要件を充たせ
ば併算定が可能か｡
②可能であれば同一日に算定できるのか｡

Ａ27 ①②ともに算定可｡

Ｑ28 薬剤管理指導料が３つの区分に分かれ
たが, どの区分で算定するかにかかわら
ず, 患者１人につき週１回に限り, 月４
回を限度として算定するという理解でよ
いか｡

Ａ28 そのとおり｡

Ｑ29 薬剤管理指導料の ｢２｣ の対象となる
｢精神神経用剤｣ には薬効分類112に属す
る｢催眠鎮静剤,抗不安剤｣は含まれるか｡

Ａ29 薬効分類117に属する ｢精神神経用剤｣
のみが対象であり, 薬効分類112に属す
る｢催眠鎮静剤,抗不安剤｣は含まれない｡
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質問・未確定事項等 回 答

Ｑ30 薬剤管理指導料の ｢２｣ の対象となる
｢免疫抑制剤｣ には, 抗リウマチ薬のう
ち, メトトレキサート, ミゾリビン及び
レフルノミドは含まれるが, 金チオリン
ゴ酸ナトリウム, オーラノフィン, Ｄ－
ペニシラミン, サラゾスルファピリジン,
ブシラミン, ロベンザリット二ナトリウ
ム及びアクタリットは含まれないという
理解でよいか｡
また, インフリキシマブ及びエタネル
セプトについては含まれるという理解で
よいか｡

Ａ30 そのとおり｡

Ｑ31 薬剤管理指導料の退院時服薬指導加算
については, 退院時に算定することとなっ
ているが, 算定の対象となる指導につい
ては, 必ずしも退院日の指導に限るもの
ではないと理解してよいか｡

Ａ31 そのとおり｡

Ｑ32 診療情報提供料 (Ⅰ) の注９にある専
門医療機関は, 鑑別診断, 専門医療相談,
合併症対応, 医療情報提供等を行うとと
もに, かかりつけの医師や介護サービス
等との調整を行うとされているが, 具体
的な要件はあるのか｡

Ａ32 具体的には ｢認知症疾患医療センター
運営事業実施要綱について (平成20年３
月31日障発0331009号) における保険医
療機関に準じた機能を有する保険医療機
関であること｡

Ｑ33 医療機器安全管理料について, 放射線
治療を専ら担当する常勤の医師, 及び精
度管理を専ら担当する技術者は, 放射線
治療専任加算の医師及び診療放射線技師
と併任は可能か｡

Ａ33 可能である｡

Ｑ34 医療機器安全管理料の生命維持管理装
置として, 血液浄化装置 (人工腎臓を除
く) が示されているが, 自動腹膜灌流装
置のほか, 血液濾過装置, 血液透析濾過
装置も算定対象外となるのか｡

Ａ34 そのとおり｡

Ｑ35 後期高齢者退院時薬剤情報提供料は退
院日に算定することとされているが, 患
者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手
帳への薬剤情報の記載は, 必ず退院日に
行わなければいけないのか｡

Ａ35 入院中に副作用が発現した薬剤につい
ては, その都度手帳に記載して差し支え
ない｡ また, 入院中に使用した主な薬剤
の名称等の必要な情報を手帳に記載して
いるのであれば, 必ずしも退院日に手帳
へ記載する必要はない｡ なお, この場合,
手帳に薬剤情報を記載した後に新たに薬
剤による副作用が発現していないか十分
注意するとともに, 発現した場合には当
該副作用に関する情報についても退院時
までに手帳に追記すること｡

Ｑ36 後期高齢者診療料の注２ ｢(前略) …
ただし, 患者の急性増悪時に実施した検
査, 画像診断及び処置に係る費用は所定
点数が550点未満のものに限り, 当該診
療料に含まれるものとする｣ とあるが,
①急性増悪の判断基準はあるか｡
②所定点数には加算を含むか｡

Ａ36 ①医学的判断による
②含まない
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Ｑ37 後期高齢者診療料の要件として, ｢診
療所及び当該病院を中心に半径４キロメー
トル以内に診療所が存在しない病院にお
いて算定できることとする｣ とあるが,
半径４キロメートル以内に病院が存在す
る場合は算定可能か｡

Ａ37 算定可｡

Ｑ38 特定疾患療養管理料を算定していた患
者に対して, 後期高齢者診療料を算定す
ることによって, 他の医療機関での診療
は制限されるのか｡

Ａ38 従来通り他の医療機関での診療を妨げ
るものではない｡

Ｑ39 後期高齢者外来継続指導料について,
｢…当該患者が退院後再び継続して区分
番号Ｂ016に掲げる後期高齢者診療料を
算定する保険医療機関において診療を行っ
たときに, 退院後の最初の診療日に算定
する｡｣ とあるが, 入退院を繰り返せば
その都度算定できると解してよいか｡
(入院期間や前回算定日からの期間, 月
に算定できる回数の制限はあるか｡)

Ａ39 通算される再入院でない場合には算定
できる｡

Ｑ40 後期高齢者終末期相談支援料について
｢一般的に認められる医学的知見に基づ
き回復を見込むことが難しいと判断した
後期高齢者である患者｣ とあるが, 医学
的な判断でよいか｡

Ａ40 医学的な判断でよい｡

在宅医療

Ｑ41 平成20年度診療報酬改定前の在宅時医
学総合管理料が, 特定施設入居者等に対
する特定施設入居時等医学総合管理料と
それ以外の在宅患者に対する在宅時医学
総合管理料とに評価が分かれたが, 例え
ば, 自宅など在宅時医学総合管理料の対
象となる施設で１回訪問診療が行われた
後, 特別養護老人ホームなど特定施設入
居時等医学総合管理料の対象となる施設
に当該患者が入居し, そこで訪問診療が
行われた場合には, いずれの点数を算定
することとなるのか｡

Ａ41 特定施設入居時等医学総合管理料を算
定すること｡
なお, 同一月において, 自宅など在宅
時医学総合管理料を算定する施設での訪
問診療又は往診が２回以上行われた場合
にあっては, 特別養護老人ホームなど特
定施設入居時等医学総合管理料の対象と
なる施設での訪問診療の実施回数を問わ
ず, 在宅時医学総合管理料を算定するも
のであること｡

Ｑ42 在宅患者訪問看護・指導料の注４に
｢別に厚生労働大臣が定める長時間の訪
問を要する患者に対し…｣ とありますが,
人工呼吸器を使用している状態にある者
であれば算定できると解してよいのか｡
また長時間とは, 具体的にどの程度の時
間をさすのか｡

Ａ42 人工呼吸器を使用している状態にある
者で１回の訪問看護の時間が２時間を超
えた場合に算定する｡

※Ｃ005-1-2 居住系施設入所者等訪問看
護・指導料の注４についても同様

Ｑ43 在宅療養指導管理材料加算は要件を満
たせば, 別に算定できるとなったが, イ
ンスリン投与中ではない患者に対しても,
血糖自己測定器加算等は算定できるか｡

Ａ43 できない｡

検 査
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Ｑ44 グロブリンクラス別ウイルス抗体価精
密測定の対象となるウイルスのうち, ヘ
ルペスウイルスにはどのようなウイルス
が含まれるか｡

Ａ44 水痘・帯状疱疹ウイルス, 単純ヘルペ
スウイルス１型, 単純ヘルペスウイルス
２型が含まれる｡

Ｑ45 リンパ球幼若化検査について, 薬疹に
ついて実施する場合とはいかなる場合か｡

Ａ45 リンパ球幼若化検査を薬疹の原因と考
えられる非疑医薬品を用いて実施した場
合のことをいう｡

Ｑ46 検体検査管理加算 (Ⅱ) 又は (Ⅲ) を
届け出ている医療機関が, 外来にて検体
検査管理加算 (Ⅰ) を算定する場合, 検
体検査管理加算 (Ⅰ) を届け出る必要が
あるのか｡

Ａ46 必要ない｡

Ｑ47 Ｄ215 超音波検査の注１及び注２の加
算の対象となる ｢断層撮影法｣ とは ｢３
ＵＣＧ イ断層撮影法及びＭモード法に
よる検査｣ の断層撮影法も含むのか｡

Ａ47 含まない｡ ｢２ 断層撮影法｣ のみで
ある｡

Ｑ48 神経学的検査において, 神経学的検査
チャートの検査項目を満たすために, 眼
振や眼底等を検査した場合, 別にＤ250
平衡機能検査やＤ255 精密眼底検査を算
定できるか｡

Ａ48 神経学的検査と一連のものとして実施
された検査については, 別に算定できな
い｡

Ｑ49 神経学的検査の所定の研修とはどのよ
うな研修か｡

Ａ49 日本神経学会又は日本脳神経外科学会
が主催する研修であって, 神経学的検査
を実施する上で必要な内容を含む研修｡
なお, 日本神経学会および日本脳神経外
科学会の専門医試験における研修につい
ても含むものとする｡

注 射

Ｑ50 無菌製剤処理料については, 注射実施
料が算定できないこととされる場合であっ
ても算定できるとされているが, 入院料
に包括される注射手技料についても無菌
製剤処理料が算定できるということか｡

Ａ50 従来の無菌製剤処理加算と同様に, 無
菌製剤処理料は算定できない｡ 薬剤の量
によって, 点滴注射の手技料が算定でき
ない場合等においても, 無菌製剤処理料
が算定できるように変更したものであり,
入院料に包括される注射手技料について
無菌製剤処理料が算定できるようにした
ものではない｡

リハビリテーション

Ｑ51 廃用症候群の病名で脳血管疾患等リハ
ビリテーション料等を算定する際, 電子
情報処理組織を使用して療養の給付費等
の請求を行う場合にも, 別紙様式22に規
定する書式の添付書類を必ず診療報酬明
細書に添付しなければならないのか｡

Ａ51 当分の間, 別紙様式22に規定している
書式に記載されるべき情報を診療報酬明
細書に記載すること｡ この場合, 別途様
式22に規定する書類を添付する必要は
ない｡
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Ｑ52 リハビリテーション総合計画評価料は,
疾患別リハビリテーション料を算定すべ
きリハビリテーションを行った場合に,
患者１人につき月１回を限度として算定
するとされたが, このことは標準的算定
日数を超えてリハビリを行い, 疾患別リ
ハビリテーション料を算定している場合
においても算定できるか｡

Ａ52 算定できる｡

Ｑ53 集団コミュニケーション療法料につい
て, 届出を行った集団コミュニケーショ
ン療法室以外の場所で行った場合でも算
定できるか｡

Ａ53 算定できる｡ 必ずしも, 集団コミュニ
ケーション療法室で行う必要はない｡

手 術

Ｑ54 自己血貯血を行った際のエリスロポエ
チンの薬剤料は, どのように算定する
のか｡

Ａ54 自己血貯血に伴う薬剤料であり, Ｋ940
の薬剤として算定する｡

Ｑ55 画像等手術支援加算には ｢１｣ ナビゲー
ションによるものと ｢２｣ 実物大臓器立
体モデルによるものがあるが, ｢１｣ ｢２｣
両方とも算定可能な手術に対して, 併施
算定可能か｡

Ａ55 いずれか一方のみ算定可能である｡

麻 酔

Ｑ56 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環
式全身麻酔の注５における ｢硬膜外麻酔
の実施時間｣ とは, 当該 ｢マスク又は気
管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔｣ を
実施した時間と同じとして算定するのか｡

Ａ56 硬膜外麻酔を, 当該 ｢マスク又は気管
内挿管による閉鎖循環式全身麻酔｣ の開
始前から終了以降まで実施した場合は,
そのように算定する｡

介護老人保健施設入所者に係る診療料

Ｑ57 緊急時施設治療管理料について, 患者
がショック状態であるなど緊急を要する
場合であっても, 介護療養型老健施設の
医師の電話等による求めを受けてから往
診しなくてはならないのか｡

Ａ57 原則として緊急時施設治療管理料を算
定するにあたっては, 介護療養型老健施
設の医師から往診医への電話による依頼
により往診を行った場合を評価するもの
であり, 当該施設の職員が直接, 往診医
へ連絡した場合は算定の対象とはならな
い｡
ただし, 患者がショックその他病状の
著しく変化した場合であって, 緊急の医
療処置等を必要とする状態である場合に
限り, 当該施設の職員から介護療養型老
健施設の医師へ電話した上で, 当該施設
の医師がやむを得ず往診医へ連絡を行う
ことができない場合は, 必ずしも当該施
設の医師による事前の電話等による求め
を行う必要はない｡
なお, その場合, 当該患者の病状等に
ついて診療録に記載のこと｡

その他
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Ｑ58 基本診療料及び特掲診療料において,
従来の届出と異なる区分への変更の届出
を行う場合には, いつまでに届出を行い,
いつから新たな報酬を算定するのか｡ 特
に, 従来より低い区分への変更の届出
(10対１入院基本料から13対１入院基本
料への変更等) の場合には, どのように
取り扱うのか｡

Ａ58 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３
の２及び特掲診療料の施設基準等及びそ
の届出に関する手続きの取扱いについて
(平成20年３月５日保医発第0305003号)
第３の１に規定するとおりであり, 従来
の届出区分より上の区分への変更である
か下の区分の変更であるかを問わず, 以
下のとおり取り扱うこととしたもので
ある｡
・月単位で算出する数値を用いた要件に
関する施設基準の場合は, その変更を
生じた月の翌月に変更の届出を行い,
当該届出を行った月の翌月より新たな
報酬を算定する｡ ただし, 月の初日に
変更の届出を行った場合には, 当該月
より新たな報酬を算定する｡
・面積要件や常勤職員の配置要件等, 月
単位で算出する数値を用いた要件を含
まない施設基準の場合は, その変更を
生じた日の属する月に速やかに変更の
届出を行い, 当該届出を行った月の翌
月より新たな報酬を算定する｡ ただし,
月の初日に変更の届出を行った場合に
は, 当該月より新たな報酬を算定する｡

Ｑ59 精神科急性期治療病棟に患者が91日以
上入院した場合には, 精神病棟入院基本
料の15対１入院基本料の例により算定す
ることとなるが, その際, 看護配置加算,
看護補助加算を算定する場合に, あらた
めての届出が必要か｡

Ａ59 精神科急性期治療病棟入院料のほか,
精神科救急入院料, 精神科救急・合併症
入院料の届出の際には, 様式９を併せて
提出することとなっている｡ 様式９の
｢看護配置加算の有無｣, ｢看護補助加算
の届出区分｣ 欄に, 当該特定入院料が算
定されない場合に算定されることとなる
精神病棟15対１入院基本料と併せて算定
することを希望するものとして記入があ
れば, あらためての届出は必要ない｡




