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質問・未確定事項等 回 答

７：１入院基本料

Ｑ１ ｢一般病棟用の重症度・看護必要度に係
る評価票｣ は, その評価の手引きにおいて,
｢評価は24時間の記録と観察に基づいて行
い, 推測は行わないこと｣ とあるが, 入院
日等で24時間の記録と観察が行えない患者
の場合, 測定対象から除外してよいか｡

Ａ１ 除外しない｡ 当該病棟に入院した時点か
ら評価時刻までの記録と観察を行い評価票
に記載する｡

Ｑ２ ｢一般病棟用の重症度・看護必要度に係
る評価票｣ は, その評価の手引きにおいて,
｢評価時間は一定の時間で行うこと｣ とさ
れているが, あらかじめ設定した一定の時
刻以降に急変等により患者の状態が悪化し
た場合は, 翌日でないと評価できないのか｡

Ａ２ 当該日の患者の状態として, 一定の時刻
以後の記録と観察が評価として適切だと判
断される場合は, 評価票のすべての項目に
ついて改めて評価を行い, その結果を記載
し, その日の評価に変更することができる｡

Ｑ３ 産科患者で保険診療の対象である帝王切
開になった患者も ｢一般病棟用の重症度・
看護必要度の評価票｣ の測定対象から除外
するのか｡

Ａ３ そのとおり｡ 保険診療の対象如何にかか
わらず, 産科の対象となる疾患, 病状であ
れば測定対象から除外する｡

Ｑ４ 一般病棟用の重症度・看護必要度の評価
票を用いて測定する対象から産科患者及び
小児科患者は除外するが, 別添７の様式10
及び10の３に係る基準を満たす患者割合の
計算に当たっても分子及び分母の ｢患者延
べ数｣ から除外するということでよいか｡

Ａ４ 産科患者及び小児科患者は分子及び分母
の ｢患者延べ数｣ から除外する｡ なお, 小
児科患者には, 15歳以上の患者は含まれな
い｡

Ｑ５ 通常, 入院患者数の計算方法において退
院した日は含まないこととしているが, 別
添７の様式10及び10の３の ｢患者延べ数｣
についても同様と考えてよいか｡

Ａ５ 退院した日については, ｢入院患者延べ
数｣ に含めない｡

入院基本料等加算

Ｑ６ 退院調整加算及び後期高齢者退院調整加
算の施設基準である ｢専従の看護師又は社
会福祉士｣ として, いわゆるMSWは認め
られないのか｡

Ａ６ 退院調整に関する５年間以上の経験を有
するものについては, 当分の間, 当該加算
の要件である ｢看護師又は社会福祉士｣ と
して認めて差し支えない｡

(第130報)

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

特定入院料

Ｑ７ 小児入院医療管理料１の夜勤時間帯の看
護師の配置について, ｢当該病棟における
看護師の数は, 夜勤の時間帯も含め, 常時
当該病棟の入院患者の数が９又はその端数
を増すごとに１以上であること｣ が要件で
あるが, 夜間緊急の入院患者の受け入れ等
により１日でも配置基準を満たさない日が
あれば, 届出はできないのか｡

Ａ７ 夜間緊急の患者の受け入れ等により, 入
院患者数の変動が比較的著しい保険医療機
関にあっては, 夜勤時間帯の月入院患者数
に対して平均で１夜勤時間帯当たり常時９
対１の看護配置を満たしていれば届出を認
めることとする｡
ただし, 届出にあたっては夜勤時間帯の

入院患者数及び看護師の勤務状況が確認で
きる書類を添付すること｡

医学管理等

Ｑ８ 区分番号Ｂ001の21 耳鼻咽喉科特定疾患
指導管理料について, ｢耳鼻咽喉科と他の
診療科を併せ標榜する保険医療機関にあっ
ては, 耳鼻咽喉科を専任する医師が当該指
導管理を行った場合に限り算定するもので
あり, 同一医師が当該保険医療機関が標榜
する他の診療科を併せて担当している場合
にあっては算定できない｡｣ とあるが, 耳
鼻咽喉科とアレルギー科を併せて標榜して
いる場合についても, これに従うのか｡

Ａ８ 耳鼻咽喉科に, アレルギー科, 気管食道
科及び小児耳鼻咽喉科を併せて標榜する場
合については, これらを担当する医師が同
一であっても, 当該点数を算定できる｡

Ｑ９ 区分番号Ｂ001－20 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｡

Ａ９ ６月１日号保険医療部通信 ｢Ｑ＆Ａ｣
(その４) で示した研修 (※参照) に加え,
現時点では, 平成19年度までに開催した
①北海道(一部研修を除く), 青森県, 香川
県, 長崎県 (厚生労働省による委託事業)
｢専門分野 (がん・糖尿病) における質
の高い看護師育成研修
｢糖尿病専門分野看護師育成事業実務研修｣｣

②社会保険看護研修センター ｢糖尿病ケア
研修｣ (補講を含む)
及び, 平成20年度に開催を予定している
①日本糖尿病教育・看護学会 ｢糖尿病重症
化予防 (フットケア) 研修会｣
②日本看護協会 看護教育研究センター
｢糖尿病フットケア研修｣
③香川県 (厚生労働省による委託事業)
｢専門分野 (がん・糖尿病) における質
の高い看護師育成研修
｢糖尿病専門分野看護師育成事業実務研修｣｣

④北海道看護協会 ｢糖尿病フットケア研修会｣
⑤埼玉県看護協会 ｢今日からはじめるフッ
トケア｣ (追加研修を含む)
⑥神奈川県看護協会 ｢糖尿病足病変看護従
事者研修｣
⑦独立行政法人国立病院機構 ｢糖尿病フッ
トケア研修｣
⑧社会保険看護研修センター ｢糖尿病ケア
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質問・未確定事項等 回 答
研修｣
等の研修が要件を満たしている｡

※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

Ｑ10 区分番号Ｂ008 薬剤管理指導料の２の算
定対象となる ｢特に安全管理が必要な医薬
品｣ のうち免疫抑制剤には, トシリズマブ
及びアダリムマブが含まれるのか｡

Ａ10 そのとおり｡

検 査

Ｑ11 遺伝カウンセリング加算の施設基準の１
つに, ｢遺伝カウンセリングを年間合計20
例以上実施していること｣とあるが,当該加
算の届出様式23の記載上の注意２には,｢新
規届出の場合は届出前３ヶ月間の件数を記
入すること｣ となっている｡ この場合, ３
ヶ月間で５例以上遺伝カウンセリングを実
施していれば要件を満たすこととなるのか｡

Ａ11 そのとおり｡

Ｑ12 区分番号Ｄ023の２ クラミジアトラコマ
チス核酸同定検査においては, SDA法以外
の方法では咽頭からの検体では算定できな
いのか｡

Ａ12 算定可能｡

Ｑ13 区分番号Ｄ023の２ クラミジアトラコマ
チス核酸同定検査においては, 核酸ハイブ
リダイゼーション法やハイブリッドキャプ
チャー法は算定可能か｡

Ａ13 算定可能｡

Ｑ14 区分番号Ｄ250 平衡機能検査 ｢５｣ の重
心動揺計は, ｢１｣ の標準検査を行った上,
実施の必要が認められたものに限り算定す
る, とされているが, その他の ｢５｣ の下
肢加重検査, フォースプレート分析, 動作
分析検査についても, あらかじめ ｢１｣ の
標準検査を行う必要があるのか｡

Ａ14 その必要はない｡

Ｑ15 区分番号Ｄ250 平衡機能検査 ｢５｣ の下
肢加重検査は, 靴式足圧計測装置やシート
式足圧接地足跡計測装置, プレート式足圧
計測装置等を用いて行うが, 一連の検査と
して, 複数の装置を用いて計測した場合に
おいても, 1 回しか算定できないのか｡

Ａ15 そのとおり｡ 一連の検査につき１回である｡
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質問・未確定事項等 回 答

Ｑ16 区分番号Ｄ250 平衡機能検査 ｢５｣ の下
肢加重検査, フオースプレート分析, 動作
分析検査は, 耳鼻科領域に限定されている
のか｡

Ａ16 当該検査は, 耳鼻科領域に限定するもの
ではない｡

Ｑ17 16週以降の切迫流産又は35週未満の切迫
早産の患者に対し, 診断や症状の改善や悪
化等の経時的変化判定のため, 経膣超音波
断層法を用いて頸管長計測や頸管開大等の
形態的異常, 血腫形成等の胎盤異常を観察
し, また, 破水時には胎児, 臍帯と胎盤の
位置関係等を観察した場合, 区分番号Ｄ21
5に掲げる超音波検査 ｢２断層撮影法｣ ｢イ
胸腹部｣ を算定できるのか｡

Ａ17 切迫流早産の臨床症状である粘液性血性
帯下, 子宮出血, 不規則または規則的子宮
収縮の出現と増加, また子宮口開大や頸管
展退, あるいは頸管熟化の所見, 若しくは
前期破水が認められた患者に対し施行した
場合に限り算定する｡
なお, 切迫流早産に伴う症状及び所見に

ついて, 診療録に記載しておくこと｡

画像診断

Ｑ18 画像診断管理加算２は ｢８割以上の読影
結果が (２) に規定する医師により遅くと
も撮影日の翌診療日までに当該患者の診療
を担当する医師に報告されていること｣
(保医発第0305003号) が要件であるが, 全
ての画像診断 を ｢(２) に規定する医師｣
が読影する必要があるのか｡

Ａ18 その必要はない｡

Ｑ19 区分番号Ｅ200 コンピューター断層撮影
の注４冠動脈ＣＴ撮影加算及び心臓ＭＲＩ
撮影加算について, 画像診断管理加算２の
基準を満たしてはいないが, 当該画像診断
を行うに十分な体制がとられている場合,
算定できないのか｡

Ａ19 画像診断管理加算１を算定しており, か
つ, 循環器疾患を専ら担当する常勤の医師
(専ら循環器疾患の診療を担当した経験を
10年以上有するもの) 又は画像診断を専ら
担当する常勤の医師 (専ら画像診断を担当
した経験を10年以上有するもの) が合わせ
て３名以上配置されている医療機関におい
ては, 画像診断管理加算２に関する施設基
準に準じるものであり, 当該施設基準を満
たすものとして差し支えない｡

注 射

Ｑ20 通則６に規定されている外来化学療法加
算について, ｢Ｇ000 皮内, 皮下及び筋肉
内注射｣, ｢Ｇ001 静脈内注射｣ 又は ｢Ｇ
005 中心静脈注射｣ により化学療法を行っ
た場合においても算定できるのか｡

Ａ20 この他の算定要件を満たしているのであ
れば, 算定できる｡

リハビリテーション

Ｑ21 疾患別リハビリテーションを算定してい
る患者にリハビリテーション総合計画書を
作成した際にもリハビリテーション実施計
画書が必要なのか｡

Ａ21 従来通りリハビリテーション総合計画書
を作成している場合には必要ない｡

手 術
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質問・未確定事項等 回 答

Ｑ22 先天奇形に対して眼窩上縁前進術を行っ
た場合, 区分番号 ｢Ｋ180｣ 頭蓋骨形成手
術の ｢３｣ 骨移動を伴うものを算定するこ
とができるか｡

Ａ22 算定できる｡

Ｑ23 先天奇形に対して Le Fort Ⅳ型骨切離に
よる移動を行った場合, 区分番号 ｢Ｋ180｣
頭蓋骨形成手術の ｢３｣ 骨移動を伴うもの
と区分番号 ｢Ｋ443｣ 上顎骨形成術の ｢３｣
骨移動を伴う場合をそれぞれ算定できるか｡

Ａ23 算定できる｡

Ｑ24 区分番号Ｋ059 骨移植術について, ｢人
工骨の移植を行った場合は, 本区分の ｢３｣
により算定する｡｣ とあるが, 人工骨を用
いる手術が行われた場合は, すべて ｢３｣
により算定できるのか｡

Ａ24 人工骨の移植のみを行った場合は算定で
きない｡ あくまで, 自家骨移植又は同種骨
移植が行われた場合であって, さらに特定
保険医療材料078の人工骨が移植された場
合に限り, ｢３｣ を算定する｡

Ｑ25 区分番号Ｋ059 骨移植術について, ｢｢３｣
については, 移植用骨採取を行う保険医療
機関と骨移植を行う保険医療機関が同一で
あって, 骨採取後速やかに移植を行った場
合に算定する｡｣ とあるが, 凍結保存され
た死体骨 (同種骨) を移植した場合に,
｢３｣ を算定可能か｡

Ａ25 算定できない｡ ただし ｢ヒト組織を利用
する医療行為の安全性確保・保存・使用に
関するガイドライン｣ を遵守し実施した場
合に限り算定できる｡

Ｑ26 人血清アルブミン (遺伝子組換え) 注射
剤を用いた場合であっても, 区分番号Ｋ920－
２に掲げる輸血管理料は算定可能か｡

Ａ26 算定できる｡

Ｑ27 Ｋ939 画像等手術支援加算について, 複
数の手術を行った場合も１回のみの算定か｡

Ａ27 複数の手術が行われ, それぞれの手術に
ついて点数が算定される場合には, それぞ
れの手術に対して当該加算が算定できる｡

麻 酔

Ｑ28 区分番号Ｌ008 マスク又は気管内挿管に
よる閉鎖循環式全身麻酔の各区分の麻酔の
開始時間及び終了時間はどの時点をいうの
か｡

Ａ28 ｢分離肺換気麻酔｣ については, 挿管を
行った時点から抜管した時点までをいう｡
ただし, 腹部や頚部操作を伴う食道手術の
際のように, 同一麻酔で分離した肺換気を
全く行っていない時間帯がある場合には,
当該時間は算入しない｡
｢低体温麻酔｣ については, クーリング

を開始した時点から, 復温する時点までを
いう｡ ただし, 当該麻酔の開始以前に既に
クーリングを行っていた場合, 又は復温し
ないまま麻酔を終了した場合は, それぞれ,
麻酔の開始又は終了の時間をもって, 低体
温麻酔の開始又は終了の時間とする｡
｢低血圧麻酔｣ については, 人為的低血

圧を開始した時点 (降圧剤投与開始等) か
ら, ｢低血圧｣ を離脱する時点までをいう｡
また, ここでいう ｢低血圧｣ とは, ｢診療
報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留
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意事項について｣ のＬ008 マスク又は気管
内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 (７) 麻
酔の種類等についてにおいて規定するとこ
ろによる｡
｢高頻度換気法による麻酔｣ について,

特殊な換気装置を作動させた時点から, 終
了した時点までをいう｡
｢人工心肺を使用した時間｣ については,

人工心肺装置に接続し, 装置を動かし始め
た時点から, 装置を停止した時点までをい
う｡

ＤＰＣ

Ｑ29 特定入院期間を超えた後に手術を行った
場合も, 診断群分類は ｢手術あり｣ として
選択すべきなのか｡

Ａ29 手術を行うことを決定した日が特定入院
期間を超えていなければ ｢手術あり｣, 特
定入院期間を超えていれば ｢手術なし｣ を
選択する｡
なお, 入院後に手術を行うことを決定し

た際には, その理由と決定日を診療録等に
記載しておくこと｡

Ｑ30 平成20年５月９日付事務連絡 (別添１－
２) の問36において, ｢ＤＰＣを実施して
いる病院に入院中の患者が, ガンマナイフ
等の放射線治療のため, 他の保険医療機関
を受診した場合の算定方法｣ が示されてい
るが, ここでいう ｢ガンマナイフ等の放射
線治療｣ には, どのような場合が含まれる
のか｡

Ａ30 区分番号Ｍ001－２ ｢ガンマナイフによ
る定位放射線治療｣ 又は区分番号Ｍ001－
３ ｢直線加速器による定位放射線治療｣ を
行う場合に限る｡

その他

Ｑ31 傷病名をメタボリックシンドロームのみ
で診療報酬を請求することはできるのか｡

Ａ31 メタボリックシンドロームには, 生活習
慣病予防のために用いられる概念であり,
かならずしも疾病ではないものが含まれる
ため, これのみを傷病名として診療報酬を
請求することは認められない｡
但し, 脂質異常症や２型糖尿病等の直接

診療に当たった傷病名が記載されているの
であれば, 併せてメタボリックシンドロー
ムを記載することは差し支えない｡
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保険薬局における後発医薬品への変更について

今回の診療報酬改定より, 厚生労働省保険局医療課長通知 (平成20年３月19日付, 保医

発第0319001号) に基づき, ｢後発医薬品への変更が不可の場合の保険医署名｣ 欄に署名ま

たは記名押印のない処方せんを受け付けた保険薬局では, 保険薬剤師が患者に説明し, 患

者の選択に基づき, 別銘柄の後発医薬品への変更 (｢先発医薬品→後発医薬品｣ および

｢後発医薬品→後発医薬品 (処方せんに記載された後発医薬品と同一剤形に限る)｣) がで

きるとなっています｡ さらに保険薬局は後発医薬品に変更した薬剤銘柄等を, 当該院外処

方せんを発行した保険医療機関に情報提供を行っています｡

しかしながら, 後発医薬品を変更した旨の情報提供を受けた当該保険医療機関より,

｢後発医薬品から後発医薬品への変更は認められないのではないか｣ という疑義を保険薬

局に問い合わせられる事例が発生しているため, 改めて下記の通知内容についてお知らせ

します｡

なお, 処方医が, 処方せんに記載した後発医薬品の一部に他の銘柄の後発医薬品への変

更に差し支えがあると判断した場合は, 当該後発医薬品の銘柄名の近傍に ｢変更不可｣ と

記載する取り扱いになっていますのでご留意ください｡

記

◇厚生労働省保険局医療課長通知 (平成20年３月19日付, 保医発第0319001号) 抜粋

(４) 処方医が, 処方せんに記載した後発医薬品の一部について他の銘柄の後発医薬品へ

の変更に差し支えがあると判断した場合には, ｢保険医署名｣ 欄には何も記載せず,

当該後発医薬品の銘柄名の近傍に ｢変更不可｣ と記載するなど, 患者および処方せん

に基づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても変更不可であることが

明確に分かるように記載すること｡

(５) ｢保険医署名｣ 欄に処方医の署名または記名・押印がない処方せんに記載された後

発医薬品 (処方医が変更不可とした後発医薬品を除く｡) については, 当該処方せん

を受け付けた保険薬局の保険薬剤師が, 患者に対して説明し, その同意を得ることを

前提に, 処方医に改めて確認することなく, 別銘柄の後発医薬品を調剤することがで

きることとすること｡


