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看護技術の位置づけ／Ⅱ

看護技術と診療報酬点数のしくみ

第 1 部 診療報酬における入院医療と

看護技術の評価

看護技術の位置づけ

医科点数表は、基本診療料（初・再診料、入院基本料等）と特掲診療料（医学管理等、在宅医療、
検査等の医療技術料）から成り立っており、これに薬剤費及び材料費、入院の場合はさらに入院時食
事療養費又は入院時生活療養費を合わせて診療報酬となる。
A 基本診療料

初診料

特掲診療料

再診料
入院料等

B 医学管理等
C 在宅医療
D 検査

入院基本料等加算

E 画像診断

特定入院料

F 投薬

短期滞在手術等基本料

G 注射
H リハビリテーション
I 精神科専門療法
J 処置
K 手術
L 麻酔
M 放射線治療

診療報酬請求に係る留意点

入院基本料

診療報酬における食事の評価

Ⅰ

診療報酬における
入院医療と看護技術の評価

Ⅰ

N 病理診断

考えることができる。
①入院医療においては、入院料（寝具類を含む療養環境の提供、看護師等の確保、医学的管理等に
関する費用を総合的に評価した「入院基本料」、「入院基本料等加算」、「特定入院料」）として、看護
職員の配置の厚さ等を基準とする診療報酬が設定されている。平成27年度でみると、医科診療医療費
は国民医療費全体の70.9％（入院医療費36.8％、入院外医療費34.2％）である。社会医療診療行為別
調査では、入院における１日当たり点数のおよそ38.1％が入院料等（入院基本料、入院基本料等加算、
特定入院料。DPC分は含んでいない。）という結果が示されているので、いわゆる入院料は、国民医
療費全体の1/7弱（約６兆円）を占めていると推計することができる。
②外来医療については、従来から初・再診料、処置料などにおいて、医師及び看護職員の技術料と
して包括して評価されている。なお看護職員の技術は、診療の補助サービスとして評価されている。
③在宅医療については、医科点数表における看護技術の新たな評価領域として、急速に拡大しつつ
ある。現に、2025年を目途に構築が進められている地域包括ケアシステムの姿においては、在宅医療
及び訪問サービスは重要な位置づけを占めており、看護職員の活躍が必要不可欠である。
一方、入院・入院外の双方で、所定の知識・技術を有する看護師等を専従もしくは専任で配置させ
てサービスを提供することを評価した診療報酬は定着し、
さらに増加傾向にある（入院基本料等加算、
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医科点数表における看護技術の評価形態は、大きく①入院医療、②外来医療、③在宅医療に分けて

平成

入院時食事療養及び入院時生活療養

診療報酬における
入院医療と看護技術の評価

第1部

診療報酬における入院医療と看護技術の評価

Ⅰ

医学管理等、在宅医療等）
。国民医療費全体への影響を勘案しつつ保険診療で確保することがふさわ

・院内感染防止対策委員会（病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任

しい医療について、体制、技術力（有用性及び普及性）
、難易度、時間帯を踏まえた診療報酬上の評

者、事務部門の責任者、感染症に関し相当の経験を有する医師等の職員から構成されること）が

価を議論した結果、看護職員によるいくつかの指導や管理等の技術については、経済効率を見込んだ

定期的に開催されていること。

上でも必要かつ適切な診療行為として、新たな評価が行われるようになっている。

・病院の疫学情報として把握・活用する目的で、検査部で週１回程度の感染情報レポートを作成し、

こうした診療行為のほとんどは、特定の技術者によって単独でなされるというのではなく、必要な

充分に活用される体制であること。

ことをそれぞれの技術を有する者が持ち寄って、診療行為が安全確実に実施され、また、より効率よ

・職員等の流水による手洗い励行を徹底し、各病室に水道又は速乾式手洗い液等の消毒液が設置さ

く提供されるように、各保険医療機関において適切にチームを組み、あるいは組織上の位置づけを明
診療報酬における食事の評価
診療報酬請求に係る留意点
平成
年度改定に係る経過措置
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看護技術の位置づけ／Ⅱ
Ⅱ 看護技術と診療報酬点数のしくみ

確にするなどの体制整備を行った上で、保険医療機関の責任で提供される。従って各医療関係者は、

れていること。
３

医療安全管理体制

病棟や外来といった各々の配属先で求められる業務のみならず、その保険医療機関が目指す医療全体

・安全管理のための指針が整備され、文書化されていること。

の質の確保を担う一員として業務を行っていることを十分に認識することが必要であり、それがひい

・安全管理のための医療事故等の院内報告制度（報告、分析、改善策実施）が整備されていること。

ては、個々の患者への最大限のきめ細かなサービスの提供につながることとなる。

・安全管理の責任者等で構成される安全管理のための委員会が、月１回開催されていること。

前述のような診療報酬体系の変化に伴って、看護師等の働き方も多様化している。例えば、医療安
全管理者や褥瘡管理者のように、専従とする業務分野については施設全体を活動の拠点とする働き方

・安全管理の体制確保のための計画的職員研修が、年２回程度開催されていること。
４

褥瘡対策

が可能となり、他方、自分の働きたい時間・働ける時間に勤務する短時間夜勤に専従する非常勤職員

・褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に関して臨床経験を有する専任の看護職員から構成され

や産休、育児・介護休業の制度の活用等の例も増えてきた。さらに、多様化への対応として、現場の

る褥瘡対策チームが設置されていること。また、褥瘡対策チームの構成メンバー等による褥瘡対

負担の軽減や人材の確保の必要性が高まっている。診療報酬においては、看護職員の負担軽減、処遇

策に係る委員会が定期的に開催されることが望ましい。

改善を念頭に現場の実態を踏まえ、体制整備の要件化、専従要件の緩和、兼務した場合の取扱いの見

・日常生活の自立度が低い入院患者につき褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険

直しなどを行ってきた。

因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者につき、褥瘡対策チームの医師及び看護師が適切な褥

個々の患者へのケアを安全確実に提供するためには、組織全体の経営理念や人材育成を含む質・量

瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価を行うこと。

両面からの計画的な確保・充実が今後いっそう求められることとなる。本書をご利用なさる方々には、

・患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が

そうした観点から、入院医療、外来医療、在宅医療の領域での看護技術の評価体系、専従配置又は専

整えられていること。

任配置として位置づけられた看護技術の評価のあり方を読み解いていただきたい。

・毎年7月に褥瘡患者数等を届け出ること。
５

Ⅱ
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栄養管理体制
・当該病院である保険医療機関に常勤の管理栄養士が１名以上配置されていること。
＊管理栄養士を確保できない場合、非常勤の管理栄養士または常勤の栄養士を確保していれば、
入院の所定点数から１日当たり40点控除した点数で算定できる。

１．入院料等

＊栄養管理体制は、診療所の入院基本料の要件とされていない。
（栄養管理実施加算あり。
）
・管理栄養士、医師、看護師等で栄養管理を行う体制を整備し、栄養管理手順を作成すること。

保険医療機関が入院患者に係る入院基本料等の入院料を算定するためには、あらかじめ所在地の地

・入院時に特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者について患者ごとの栄養状態の評価を

方厚生（支）局長に対して、一定様式による届出書を提出しなければならない（実際の提出地は、巻

行い、医師、管理栄養士、薬剤師、看護師その他の医療従事者が共同して、入院患者ごとの栄養

末参照）。地方厚生（支）局長は、その届出書を基に基本診療料の施設基準等に適合しているかどう

状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画を作成していること。

かを審査し、届出受理の可否を決定する。受理された保険医療機関は、入院基本料と入院基本料等加
算又は特定入院料の算定が認められ、入院患者１人１日当たりで請求し、支払基金等から診療報酬と
して支払われることとなる。

・当該栄養管理計画に基づき入院患者ごとの栄養管理を行うとともに、栄養状態を定期的に記録し
ていること。
・当該栄養管理計画に基づき患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直して
いること。

（1）入院基本料及び特定入院料の算定要件（通則）
届出においては、看護実質配置、看護師比率、平均在院日数が核となる基準であるが、これらとは
別に算定に際しての前提として、次の要件を満たすことが必要である。
１

入院診療計画

（2）入院基本料
入院基本料は、医療機関及び病棟の機能に着目して病院７種類（一般病棟入院基本料、療養病棟入
院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本
料、障害者施設等入院基本料）、診療所２種類（有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基

・説明に用いた文書の写しを診療録に貼付すること。

本料）が設定されている。算定は病棟単位あるいは患者単位で行われる。

２

・総合的な診療計画を医師、看護師等が共同で策定し、患者に対し文書により説明すること。
院内感染防止対策

入院基本料は通常必要とされる療養環境（寝具を含む）の提供、看護、医学的管理に要する費用を
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A234医療安全対策加算

加算１は専従、加算２は専任で研修を受けた薬剤師、看護師等の配置
が必要

第1部

診療報酬における入院医療と看護技術の評価

含んでいるが、療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料では、さらに検査、投薬、注
射及び病理診断並びに一部の画像診断及び処置を含んだものとなっている。
各入院基本料は、看護職員実質配置、看護師比率（病院のみ）、平均在院日数（療養病棟、結核病棟、
障害者施設等、診療所を除く）
、看護補助者配置（療養病棟、有床診療所療養病床のみ）
、重症度、医
療・看護必要度の測定（療養病棟、障害者施設等、診療所を除く）という基準指標によって細かく区
分されている（基準指標は他にもあり、例えば急性期一般入院料１については、在宅復帰・ 病床機
能連携率及び医師配置の基準がある）
。当該区分の入院基本料を届け出るためには、定められている

A234-2感染防止対策加算

一定の経験を有し、研修を修了した専任の看護師の配置が必要

A234-3患者サポート体制充実加算

相談窓口に専任の看護師（又は他の医療有資格者等）の配置
Ⅱ 看護技術と診療報酬点数のしくみ
褥瘡管理者として、研修を受けた専従の看護師等の配置

A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算
A237ハイリスク分娩管理加算

常勤の助産師3人以上の配置

A242呼吸ケアチーム加算

呼吸ケアチームに一定の経験を有し、研修を修了した専任の看護師が
必要

A246入退院支援加算

経験を有する専従又は専任の看護師の配置

A247認知症ケア加算

認知症ケアチームに一定の経験を有し、研修を修了した専任の常勤看
護師が必要

※この表は概要を示したものであり、各項目の具体的な施設基準・算定要件は、告示、通知及び事務連絡（疑義解釈資
料）により規定されている。本書301頁以降におけるそれぞれの項目の内容を参照されたい

基準全てを満たさなければならない。例えば、一般病棟において、看護職員実質配置と看護師比率は
急性期一般入院料１を算定できる基準を満たしているが、平均在院日数基準（18日以内）を下回る場
合には、
その平均在院日数が満たすことになる下位の区分（21日以内ならば急性期一般入院料２～４、
24日以内ならば地域一般入院基本料１、等）の入院基本料となる。

（4）特定入院料
特定入院料は特定の機能又は患者特性に着目して設けられ、その包括範囲はリハビリテーションの
みを出来高評価とする回復期リハビリテーション病棟入院料、精神科専門療法のみを出来高評価とす
る精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料、一部加算を除い

（3）入院基本料等加算

て包括評価する特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料など、機能特性に応じて設定されている。

入院基本料等加算は64種類設定されているが、大多数の加算には施設基準があり、その算定単位は
医療機関単位、病棟単位、病室単位、患者単位のいずれかに決められている。

一般、精神、感染症病床の病床区分で23種類（いずれも病院）があるが、それぞれ看護配置基準を
含む施設基準が設けられている。算定は、病棟単位、治療室単位、病室単位あるいは患者単位で行わ
れる。

看護関連の入院基本料等加算
加算名

（5）短期滞在手術等基本料

看護師等の要件の概要

A207-3急性期看護補助体制加算

昼夜の看護補助者の数が、常時、入院患者一定数に対して1人以上

短期滞在手術等基本料は、日帰り、１泊２日又は４泊５日までで行うことが可能な手術や検査につ

A207-4看護職員夜間配置加算

夜勤看護職員数が、常時、入院患者12人又は16人ごとに1人以上

いて、必要とされる職員、設備、フォローアップ体制等の施設基準が定められており、基本診療料、

A211特殊疾患入院施設管理加算

1日に看護等を行う看護職員又は看護補助者の人数が、常時、入院患

検査、画像診断、麻酔等の費用を包括している。日帰り手術の場合は、専用の回復室と看護師の配置

者一定数に対して1人以上（有床診療所の場合、正看比率要件あり）
A213看護配置加算

病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師

A214看護補助加算

昼夜の看護補助者の数が、常時、入院患者一定数に対して1人以上（曜
日や時間帯で傾斜配置可能）

A219療養環境加算

看護要員の人数が、医療法に定める標準を満たす

A221重症者等療養環境特別加算

重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等の配置

A222療養病棟療養環境加算／

医療法施行規則に定める員数以上の看護師等の人数を配置

A222-2療養病棟療養環境改善加算／

が必要である。１泊２日の場合は、２日分の入院基本料が含まれ、４泊５日の場合は、５日分の入院
基本料が含まれている。算定は患者単位で行われる。

２．看護技術に関連する特掲診療料
看護職の特性に着目した診療報酬は、医学管理等や在宅医療を中心に、特掲診療料の中にも数多く
設定されている。項目によっては、その専門性を担保するために、施設基準が設けられている。施設

A223診療所療養病床療養環境加算／

基準の内容は、従事者について、経験年数や研修修了を要件とするものや、専従あるいは専任での配

A223-2診療所療養病床療養環境改善加算

長期にわたる療養を行うにつき十分な看護師等の配置

A226-2緩和ケア診療加算

緩和ケアチームに緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師が必要

置を要件とするものが主なものである。なお、看護職員の負担軽減、処遇改善、さらには人材確保の

A226-3有床診療所緩和ケア診療加算

緩和ケアの経験を有する常勤の看護師の配置

観点から、非常勤職員の常勤職員換算や兼任可能の措置が拡大してきている。

夜間の看護職員１名

以上必要
A228精神科応急入院施設管理加算

医師、看護師等3人以上が、適時、応急入院患者等の診療応需体制、
また、1日に看護等を行う看護職員及び看護補助者の人数が、常時、
入院患者一定数に対して1人以上（正看比率要件あり）

A230-4精神科リエゾンチーム加算

例えば、平成30年度改定後の現在、次の項目について、看護職員の配置基準が専従レベルで設定さ
れている（他職種が専従であれば専任でも可、等の設定も含む）
。
項目名

看護師等の要件の概要

精神科リエゾンチームに一定の経験を有し、研修を修了した専任の常

B001・1ウイルス疾患指導料（注２の加算）

HIV感染者の看護経験2年以上の専従看護師1人以上の配置が必要

勤看護師が必要

B001-2-8外来放射線照射診療料

専従の看護師1人以上の勤務が必要

H000心大血管疾患リハビリテーション料

専従看護師の勤務が必要（他職種の配置状況や算定区分により異な

A231-3重度アルコール依存症入院医療管理加算 医師、看護師等の配置（研修修了者含む）
A233-2栄養サポートチーム加算

栄養サポートチームに研修を修了した専任の常勤看護師が必要

A234医療安全対策加算

加算１は専従、加算２は専任で研修を受けた薬剤師、看護師等の配置

る。他職種に代替可能の場合あり）
（Ⅰは非常勤看護師の常勤換算
可、Ⅱは一部兼任可）

が必要

H006難病患者リハビリテーション料

専従の看護師の勤務が必要（一部兼任可）

A234-2感染防止対策加算

一定の経験を有し、研修を修了した専任の看護師の配置が必要

H007障害児（者）リハビリテーション料

看護師が従事する場合は、経験を有する看護師が常勤・専従である

A234-3患者サポート体制充実加算

相談窓口に専任の看護師（又は他の医療有資格者等）の配置

A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算

褥瘡管理者として、研修を受けた専従の看護師等の配置

A237ハイリスク分娩管理加算

常勤の助産師3人以上の配置

A242呼吸ケアチーム加算

呼吸ケアチームに一定の経験を有し、研修を修了した専任の看護師が

A246入退院支援加算

経験を有する専従又は専任の看護師の配置

必要 ─ 16 ─

ことが必要（非常勤看護師の常勤換算可、一部兼任可）
I008-2 ～ I010-2精神科ショート・ケア／デイ・ 専従の看護師の配置が必要（ケアの種類・規模により他職種に代替
ケア／ナイト・ケア／デイ・ナイト・ケア

可能）（各々兼任可）

I015重度認知症患者デイ・ケア料
M001-4注４粒子線治療医学管理加算

専従の常勤看護師１名以上の配置が必要（外来放射線照射診療科と
─ 17 ─
兼任不可）

る。他職種に代替可能の場合あり）
（Ⅰは非常勤看護師の常勤換算
可、Ⅱは一部兼任可）
H006難病患者リハビリテーション料

専従の看護師の勤務が必要（一部兼任可）

H007障害児（者）リハビリテーション料
看護師が従事する場合は、経験を有する看護師が常勤・専従である
第1部
診療報酬における入院医療と看護技術の評価
ことが必要（非常勤看護師の常勤換算可、一部兼任可）
I008-2 ～ I010-2精神科ショート・ケア／デイ・ 専従の看護師の配置が必要（ケアの種類・規模により他職種に代替
ケア／ナイト・ケア／デイ・ナイト・ケア

可能）（各々兼任可）

I015重度認知症患者デイ・ケア料
M001-4注４粒子線治療医学管理加算

専従の常勤看護師１名以上の配置が必要（外来放射線照射診療科と
兼任不可）

※この表は概要を示したものであり、各項目の具体的な施設基準・算定要件は、告示、通知及び事務連絡（疑義解釈資
料）により規定されている。本書717頁以降におけるそれぞれの項目の内容を参照されたい
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看護技術と診療報酬点数のしくみ／Ⅲ
Ⅲ 入院サービス・看護関連技術評価の変遷

入院サービス・看護関連技術評価の変遷

１．平成30年度改定の基本方針と今後の課題
診療報酬の改定は、通常、２年に一度行われる。その流れは、厚生労働省に設置された審議会であ
る「社会保障審議会医療保険部会・医療部会」で基本方針が示され、これを受けて同じく厚生労働省
の審議会である「中央社会保険医療協議会」において具体案が検討される。最終的には厚生労働大臣

また、次の項目では、看護職員の専任レベルでの配置が求められている。
項目名

看護師等の要件の概要

B001・16喘息治療管理料

専任の看護職員の常時1人以上の配置が必要

B001・20糖尿病合併症管理料

糖尿病足病変の指導を担当する専任の看護師の配置が必要

B001・23がん患者指導管理料（イ、ロ）

専任の看護師1人以上の配置が必要

B001・24外来緩和ケア管理料

緩和ケアチームに緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師が必
要

※平成30年度改定において専従要件を緩和

B001・25移植後患者指導管理料

従事経験2年以上の専任の常勤看護師の配置が必要

B001・27糖尿病透析予防指導管理料

透析予防診療チームに糖尿病指導経験を有する専任の看護師又は
保健師が必要

B001-2-5院内トリアージ実施料

救急医療経験3年以上の専任の看護師の配置が必要（専任の医師が
行う場合は不要）

B001-2-6夜間休日救急搬送医学管理料
注３救急搬送看護体制加算

救急患者の受入への対応に係る専任の看護師の配置が必要（B0012-5院内トリアージ実施料に係る専任の看護師と兼務可能）

B001-3-2ニコチン依存症管理料

禁煙治療に係る専任の看護職員1人以上の配置が必要

B001-9療養・就労両立支援指導料

がん患者の療養環境の調整に係る相談窓口に専任の看護師の配置

注２相談体制充実加算

が必要（社会福祉士で代替可）

B005-9排尿自立指導料

経験3年以上の専任の常勤看護師の配置が必要

外来化学療法加算

化学療法実施時間帯に、化学療法の経験を５年以上有する専任の常
勤看護師の勤務が必要

H007-4リンパ浮腫複合的治療料

専任の常勤看護師の配置が必要（他職種代替可）（非常勤看護師の
常勤換算可）

が決定し、告示、通知によって改定内容が示される。また、改定に先立って、実施年の前年の６月頃
から、薬価調査等により改定に必要な資料が整えられる。
平成30年度診療報酬改定の基本方針は平成29年12月11日に社会保障審議会から示されており、その
内容は次のとおりである。
平成30年度診療報酬改定の基本方針（ポイント）
１．改定に当たっての基本認識
（人生100年時代を見据えた社会の実現）
○ 人口の高齢化が急速に進展する中で、あらゆる世代の国民一人一人が状態に応じた安心・安
全で質が高く効果的・効率的な医療を受けられるようにすることが必要。
○ 我が国の医療制度は、人口減少の中での地域医療の確保、少子化への対応、さらには、災害
時の対応や自殺対策など、様々な課題へ総合的に対応することが必要。
（どこに住んでいても適切な医療・介護を安心して受けられる社会の実現（地域包括ケアシス
テムの構築）
）
○ 住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、地域包
括ケアシステムを構築し、安心・安全で質が高く効果的・効率的な医療を受けられるようにす
ることが重要。
○ 平成30年度の改定は、2025年に向けた道筋を示す実質的に最後の診療報酬と介護報酬の同時
改定となるため、医療機能の分化・強化、連携や、医療と介護の役割分担と切れ目のない連携

I002-3救急患者精神科継続支援料

専任の常勤看護師の配置が必要（他職種代替可）

を着実に進めることが重要。

I003-2認知療法・認知行動療法２

経験等を有する専任の常勤看護師の配置が必要

（制度の安定性・持続可能性の確保と医療・介護現場の新たな働き方の推進）

I006-2依存症集団療法

専任の常勤看護師の配置が必要（他職種代替可）

I016精神科在宅患者支援管理料

精神科訪問看護・指導を実施する常勤の保健師又は看護師の配置が
必要（訪問看護ステーションとの連携可）

※この表は概要を示したものであり、各項目の具体的な施設基準・算定要件は、告示、通知及び事務連絡（疑義解釈資
料）により規定されている。本書717頁以降におけるそれぞれの項目の内容を参照されたい

○ 人口減少・少子高齢化が進む中で、国民皆保険を支える国民各層の給付・負担の両面にわた
る制度の理解を深めることが不可欠。
「経済財政運営と改革の基本方針2017」や「未来投資戦
略2017」等を踏まえつつ、経済成長への貢献を図ることが必要。
○ 制度を支える医療現場の人材確保や働き方改革の推進が重要。
○ 医療制度が直面する様々な課題に対応するため、総合的な政策の構築が不可欠。
２．改定の基本的視点と具体的方向性
⑴地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進【重点課題】
○ 質の高い医療、切れ目のない医療・介護提供体制の確保。
○ 効果的・効率的で質の高い医療提供体制及び地域包括ケアシステムの構築。
⑵新しいニ―ズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実
○ 国民の安心・安全を確保する観点から、適切な情報に基づき患者自身が納得して主体的に選
択可能で新たなニ―ズにも対応できる医療の実現、重点的な対応が求められる分野の適切な評
価。
⑶医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進

─ 18 ─
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A103 精神病棟入院基本料

施設基準

入院基本料

平成22年改定では、10対１精神病棟入院基本料と13対１精神病棟入院基本料（平成22年改定で新設）につい
ては、新規入院患者の重症度に関する基準が導入されており、①10対１では重症者（GAF尺度30以下）が５
割以上、②13対１では重症者又は身体合併症の患者が４割以上と定められた。また、10対１入院基本料では、
■Ａ102 結核病棟入院基本料（１日につき）
①平均在院日数が40日以内に延長されるとともに、②月平均夜勤時間数72時間以下の基準のみを満たせない場
算定点数（基本点数＋入院期間の加算）
合は、３か月を限度として10対１特別入院基本料を算定することとされた。
種 別
基本点数
14日以内
15日～ 30日
31日～ 60日
61日～ 90日
91日以降
平成24年改定では、①入院基本料等加算として、精神科救急搬送患者地域連携受入加算が新設されるととも
＋400〔＋320〕 ＋300〔＋240〕 +200〔+160〕
＋100
に、救急搬送患者地域受入加算の算定（届出）が可能になり、②急性期医療を担う病院からの転院を受け入れ
７対１入院基本料
1,591
1,991
1,891
1,791
1,691
1,591
た場合の評価として、救急搬送患者地域受入加算・精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定された患者を
10対１入院基本料
1,332
1,732
1,632
1,532
1,432
1,332
対象に、救急支援精神病棟初期加算（14日以内）が新設された。
13対１入院基本料
1,121
1,521
1,421
1,321
1,221
1,121
15対１入院基本料
960
1,360
1,260
1,160
1,060
960
平成26年改定では、月平均夜勤時間超過減算が導入されるとともに、精神保健福祉士を配置した場合の評価
18対１入院基本料
822
1,222
1,122
1,022
922
822
として精神保健福祉士配置加算が新設された。
20対１入院基本料
775
1,175
1,075
975
875
775
平成28年改定では、看護職員の月平均夜勤時間の要件等が見直された。
特別入院基本料
559
〔879〕
〔799〕
〔719〕
659
559
⑴
月平均夜勤時間数の計算方法の見直し・月平均夜勤時間超過減算の軽減（20％→15％）
届 −15/100（直近３月限度）
月平均夜勤時間超過減算
⑵
月平均夜勤時間数の基準のみを満たさない場合の評価として夜勤時間特別入院基本料を新設
70/100（特別入院基本料の点数を下回る場合は569）

重症患者割合特別入院基本料 届

95/100

〈平成30年改定における精神病棟入院基本料の主な見直し〉
夜間看護体制特定日減算 −５ /100（年６日以内かつ当該日が属する月が連続する２月以内）
精神科入院患者の高齢化が進んでいることを踏まえ、精神保健福祉士配置加算の在宅移行に係る要件につい
て、移行先に介護老人保健施設が追加された。その他、夜間看護体制特定日減算が新設されている。

■Ａ103

精神病棟入院基本料（１日につき）
算定点数（基本点数＋入院期間の加算）

種

別

基本点数

14日以内
15日～ 30日
31日～ 90日
91日～180日
＋465〔＋300〕 ＋250〔＋155〕 ＋125〔＋100〕
＋10

181日～
1年以内
＋3

１年超

10対１入院基本料

1,271

1,736

1,521

1,396

1,281

1,274

1,271

13対１入院基本料

946

1,411

1,196

1,071

956

949

946

15対１入院基本料

824

1,289

1,074

949

834

827

824

18対１入院基本料

735

1,200

985

860

745

738

735

20対１入院基本料

680

1,145

930

805

690

683

680

特別入院基本料

559

〔859〕

〔714〕

〔659〕

569

562

559

月平均夜勤時間超過減算 届
夜勤時間特別入院基本料 届

−15/100（直近３月に限る）
70/100（特別入院基本料の点数を下回る場合は569）

重度認知症加算 施 ＋300（１日につき，１月以内）
救急支援精神病棟初期加算 ＋100（１日につき，14日限度）
精神保健福祉士配置加算 施 ＋30（１日につき）
夜間看護体制特定日減算

−５ /100（年６日以内かつ当該日が属する月が連続する２月以内）

─ 242 ─

精神病棟入院基本料の施設基準等〈平22/26/28/30〉

⑴

精神病棟入院基本料は、特定機能病院以外の病院であって、特定入院料に係る病棟を除く精神病棟において
入院している患者について算定する入院基本料である。
入院基本料は、施設基準に応じて定められており、これに入院期間に応じた加算及び選択可能な入院基本料
等加算を合算して算定する。
精神病棟の施設基準は、当該病棟ごとに、次の要素により定められている。
①平均在院日数―――直近３か月間の保険診療に係る入院患者の数で計算
②看護配置―――――それぞれの勤務帯で実際に勤務している看護職員の入院患者に対する実質割合
③看護師比率――――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
（通則事項は120頁〜、入院基本料等加算は301頁〜参照）

夜勤時間特別入院基本料 届

第五・四の二

精神病棟入院基本料の注１に規定する入院基本料の施設基準
イ 10対１入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその
端数を増すごとに１以上であること。ただし、当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数が本
文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の
規定にかかわらず、２以上であること（精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。）とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の７割以上が看護師であること。
③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が40日以内であること。
④ 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が30以下の患者が５割以上であること。
ロ 13対１入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその
端数を増すごとに１以上であること。ただし、当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数が本
文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の
規定にかかわらず、２以上であること（精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。）とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の７割以上が看護師であること。
③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が80日以内であること。
④ 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が30以下の患者又は身体合併症を有す
る患者が４割以上であること。
⑤ 身体疾患への治療体制を確保していること。
ハ 15対１入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその
端数を増すごとに１以上であること。ただし、当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数が本
文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の
規定にかかわらず、２以上であること（精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。）とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の４割以上が看護師であること。
ニ 18対１入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が18又はその
端数を増すごとに１以上であること。ただし、当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数が本
文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の
規定にかかわらず、２以上であること（精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。）とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の４割以上が看護師であること。
ホ 20対１入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が20又はその
端数を増すごとに１以上であること。ただし、当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数が本
文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の
規定にかかわらず、２以上であること（精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。）とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の４割以上が看護師であること。
⑵ 精神病棟入院基本料の注２本文に規定する特別入院基本料の施設基準【経過措置一→244頁】
当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数
を増すごとに１以上であること。ただし、当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数が本文に規定
する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわ
らず、２以上（看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は１以上）であることとする。
⑶ 精神病棟入院基本料の注２ただし書及び注９に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の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。
⑷ 精神病棟入院基本料の注２に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去１年間において、一般病棟入院基本料の注２ただし書に規定する月平均夜勤時
間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注７に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の
注２ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注６に規定する夜勤時間特
─ 243 ─

3-4：A103 精神病棟入院基本料

病院の入院基本料【基本診療料・第五】

別入院基本料、精神病棟入院基本料の注２ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入
院基本料の注９に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注２に規定する月平均夜
勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
⑸ 精神病棟入院基本料の注４に規定する重度認知症加算の施設基準
イ 当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端
数を増すごとに１以上であること。ただし、当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数が本文に
規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定に
かかわらず、２以上（看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は１以上）であることとする。
ロ 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
⑹ 精神保健福祉士配置加算の施設基準
イ 当該病棟に専従の精神保健福祉士が１名以上配置されていること。
ロ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
⑺ 精神病棟入院基本料の注10に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が100床未満のものであること。
⑻ 精神病棟入院基本料の注10に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟の
いずれか１病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に２未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に２未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に２未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員１
を含む２以上であること。ただし、入院患者数が30人以下の場合にあっては、看護職員の数が１以上であ
ること。

施設基準

第十一

経過措置

任できないが、退院支援部署は、退院調整加算又は精神科地域移行実施加算の退院支援部署又は地域移行
推進室と同一でもよい。
⑶ 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。）及び第42条第１項第一号若しくは第61条第１項第一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。
）の決定を受けた者として当該保険医療機関に入院となった患者を除いた
当該病棟の入院患者のうち９割以上が入院日から起算して１年以内に退院し、自宅等へ移行すること。
「自
宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律（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又は福祉ホーム（以下「精
神障害者施設」という。
）へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一
の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及
び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第１章第２部通則
５【→99頁】の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。

取扱い通知

第４

経過措置等

２ 精神病棟入院基本料の特別入院基本料の施設基準のうち「当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増
すごとに１以上であること」については、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、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、当該施設基準の規定にか
かわらず、なお従前の例によることができる。
※上記以外の取扱い通知については、122〜133頁を参照

一

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については、第五の四の二の⑵の規定【特別
入院基本料の施設基準】にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。
改

別紙12

取扱い通知

別添2

第２

病院の入院基本料等に関する施設基準
ランク

４の10 精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料（精神病棟に限る。
）を算定する病棟について
⑴ ７対１入院基本料（特定機能病院の精神病棟に限る。
）
又は10対１入院基本料を算定する病棟については、
以下の基準を満たすこと。
当該病棟の直近３か月間の新規入院患者の５割以上が入院時においてGAF尺度30以下であること。
⑵ 13対１入院基本料を算定する病棟については、以下の基準を満たすこと。
ア 当該病棟の直近３か月間の新規入院患者の４割以上が、入院時においてGAF尺度30以下又は区分番
号「Ａ230-3」に掲げる精神科身体合併症管理加算の対象となる患者であること。
イ 身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師
が治療を行う体制が確保されていること。
13 精神病棟入院基本料の注４及び特定機能病院入院基本料の注４に規定する重度認知症加算の施設基準
精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料（精神病棟に限る。）を算定する患者について加算でき
る施設基準等は以下のとおりである。
⑴ 精神病棟入院基本料の注４の施設基準等
ア 「基本診療料の施設基準等」の第五の四の二の⑸のイの基準を満たしていること。
イ 算定対象となる重度認知症の状態とは、
「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」
（平成18年４月３日老発第0403003号｡ 別添６の別紙12及び別紙13参照）におけるランクＭに該当する
こと。ただし、重度の意識障害のある者（JCS（Japan Coma Scale）でⅡ－３（又は30）以上又はGCS
（Glasgow Coma Scale）で８点以下の状態にある者）を除く。
14 精神病棟入院基本料の注７に規定する精神保健福祉士配置加算の施設基準
⑴ 当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が１名以上配置されていること。
⑵ 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、当該部署に専従の常勤精神保健福祉士が１名以上配置さ
れていること。なお、当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健福祉士は兼
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別紙13

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準（抜粋）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱa

Ⅱb

Ⅲ

Ⅲa

Ⅲb
Ⅳ

判定基準
見られる症状・行動の例
何らかの認知症を有するが、日常
生活は家庭内及び社会的にほぼ
自立している。
日常生活に支障を来すような症
状・行動や意思疎通の困難さが
多少見られても、誰かが注意して
いれば自立できる。
家庭外で上記Ⅱの状態が見られ たびたび道に迷うとか、買い
る。
物や事務、金銭管理などそれ
までできたことにミスが目立
つ等
家庭内でも上記Ⅱの状態が見ら 服薬管理ができない、電話の
れる。
応対や訪問者との対応などひ
とりで留守番ができない等
日常生活に支障を来すような症
状・行動や意思疎通の困難さが
見られ、介護を必要とする。
日中を中心として上記Ⅲの状態 着替え、食事、排便・排尿が
が見られる。
上手にできない・時間がかか
る
やたらに物を口に入れる、物
を拾い集める、徘徊、失禁、
大声・奇声をあげる、火の不
始末、不潔行為、性的異常行
為等
夜間を中心として上記Ⅲの状態 ランクⅢaに同じ
が見られる。
日常生活に支障を来すような症 ランクⅢに同じ
状・行動や意思疎通の困難さが
頻繁に見られ、常に介護を必要と
する。

障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準（抜粋）
生
活
自
立

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独
力で外出する
１ 交通機関等を利用して外出する
２ 隣近所へなら外出する
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しな
準
い
寝
１ 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生
た ランクＡ
活する
き
２ 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をし
り
ている
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生
活が主体であるが座位を保つ
ランクＢ
１ 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
寝
２ 介助により車椅子に移乗する
た
き
１日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を
り
要する
ランクＣ
１ 自力で寝返りをうつ
２ 自力で寝返りもうたない
※判定に当たっては補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支
えない。
「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） 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知
ランクＪ

M

著しい精神症状や周辺症状ある せん妄、妄想、興奮、自傷・
いは重篤な身体疾患が見られ、専 他害等の精神症状や精神症状
門医療を必要とする。
に起因する問題行動が継続す
る状態等
「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について（平成１８年４月
３日老発第0403003号） 厚生省老人保健福祉局長通知
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疑義解釈資料（事務連絡）
その１（平成30年３月30日・事務連絡〈別添１〉）
①当該患者が他の精神保健福祉士配置加算を算定する病
【介護医療院】
棟（Ｂ）へ転棟した後に、在宅へ移行した場合
問75 精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加
②当該患者が他の精神保健福祉士配置加算を算定しない
算、精神科措置入院退院支援加算、精神科急性期医師配
病棟（Ｃ）へ転棟した後に、元の配置加算病棟（Ａ）
置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院
へ転棟し、その後在宅へ移行した場合
料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料に
③当該患者が在宅へ移行した後に、元の配置加算病棟
係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟
（Ａ）へ入院期間が通算される再入院をし、その後、
入院料において規定される患家に介護医療院は含まれる
最初の入院日から起算して１年以内に在宅へ移行した
のか。
場合
施
答 含まれる。
答①：病棟（Ｂ）において、分母・分子に計上し、病棟（Ａ）
【精神保健福祉士配置加算】
においては分母・分子ともに計上しない。
問76 精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加
②：病棟（Ａ）において、分母に１回目の入棟のみを計
算、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟
上し、分子は在宅移行時を計上する。
入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能
③：病棟（Ａ）において、１回目の入棟を分母に計上し、
強化病棟入院料において、当該病棟又は治療室に専従配
最後の在宅移行を分子に計上する。（１回目の在宅移
置された精神保健福祉士は、精神保健及び精神障害者福
行、再入院は計上しない。）
祉に関する法律に基づく医療保護入院者に対する退院後
なお、当該加算における在宅移行率の届出にあたって
生活環境相談員に選任されることが可能か。
は、精神保健福祉士が配置されている期間の実績のみを
施
答 当該精神保健福祉士が専従配置された病棟又は治療室
もって届け出ることとする。
の入院患者に対して退院後生活環境相談員に選任される その８（平成26年７月10日・事務連絡〈別添１・医科〉）
場合に限り、可能。なお、当該患者が同一の保険医療機 【暦月で３か月を超えない期間の１割以内の一時的な変動】
関の他の病棟又は治療室に転棟又は転室し、当該保険医 問11 ①精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院
療機関に入院中の場合については、当該精神保健福祉士
料、精神科救急・合併症入院料の施設基準における新規
は継続して当該患者の退院後生活環境相談員の業務を
患者割合及び在宅移行率は届出受理後の措置等の暦月で
施
行ってよい。
３か月を超えない期間の１割以内の一時的な変動の場合
その５（平成30年７月10日・事務連絡〈別添１・医科〉）
は届出を要しない旨の規定が適用されるか。
問16 精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加
②また、精神病棟入院基本料及び精神療養病棟入院料
算、精神科措置入院退院支援加算、精神科急性期医師配
の精神保健福祉士配置加算の在宅移行率についてはどうか。
置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院 答 ①適用される。精神科救急入院料等の新規患者割合、
料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料に
在宅移行率については、１割以内の一時的な変動により
係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟
基準を下回った場合は３か月まで届出が猶予される。
施
入院料において、同一の敷地内にある介護医療院又は介
②適用されない。
護老人保健施設に退院した場合も自宅等への退院に含ま
平成22年改定
れるという理解でよいか。
施
答 よい。
その１（平成22年３月29日・事務連絡〈別添１〉）
問31 精神病棟入院基本料の13対１入院基本料を算定す
平成26年改定
る病棟については、当該病棟の直近３か月間の新規入院
その２（平成26年４月４日・事務連絡〈別添１〉）
患者の４割以上が、入院時においてGAF尺度30以下又
【精神保健福祉士配置加算】
は区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算
問17 複数病棟分届出があった場合、在宅へ移行した割
の対象となる患者とされているが、この場合、精神科身
合については、病棟単位で要件を満たす必要があるか。
体合併症管理加算の届出を行っていないと対象とはなら
施
答 その通り。
ないのか。それとも精神科身体合併症管理加算の対象と
その７（平成26年６月２日・事務連絡〈別添１〉）
なる患者が４割以上であれば良いということか。
【精神保健福祉士配置加算】
答 精神科身体合併症管理加算の届出を行っていない場合
問３ 精神病棟入院基本料等の精神保健福祉士配置加算を
であっても、当該加算の対象となる患者であれば差し支
算定する病棟（Ａ）へ入院した患者が当初の入院日から
えないが、身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、
起算して1年以内に在宅へ移行した場合であって、以下
必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が
施
のケースに該当した場合、当該加算の在宅移行率計算に
治療を行う体制が確保されていること。
おける分母、分子の取扱いはどのようになるのか。

診療報酬（点数表と留意事項通知）
Ａ103 精神病棟入院基本料（１日につき）
１ 10対１入院基本料
1,271点
２ 13対１入院基本料
946点
３ 15対１入院基本料
824点
４ 18対１入院基本料【経過措置】
735点
５ 20対１入院基本料【経過措置】
680点
注１ 病院（特定機能病院を除く。）の精神病棟（医療法
第７条第２項第１号に規定する精神病床に係る病棟と
して地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下
この表において同じ。）であって、看護配置、看護師
比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険
医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者（第３節の特定入院料を算定する患者を除
く。）について、当該基準に係る区分に従い、それぞ
れ所定点数を算定する。
注２ 注１に規定する病棟以外の精神病棟については、当
分の間、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限
り、当該病棟に入院している患者（第３節の特定入院
料を算定する患者を除く。）について、特別入院基本
料として、559点を算定できる。ただし、注１に規定
する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するも
のとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であっ
て、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるものの
みに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届
け出た病棟については、当該病棟に入院している患者
（第３節の特定入院料を算定する患者を除く。）につい
て、当該基準に適合しなくなった後の直近３月に限り、
月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数
から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別
に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
注３ 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる
点数をそれぞれ１日につき所定点数に加算する。
〔特別入院基本料等300点〕
イ 14日以内の期間 465点
ロ 15日以上30日以内の期間
250点〔155点〕
ハ 31日以上90日以内の期間
125点〔100点〕
ニ 91日以上180日以内の期間
10点
ホ 181日以上１年以内の期間
３点
注４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た
病棟に入院している患者が別に厚生労働大臣が定める
ものである場合には、入院した日から起算して１月以
内の期間に限り、重度認知症加算として、１日につき
300点を所定点数に加算する。

注５

─ 246 ─

当該病棟に入院する患者が、入院に当たって区分番

留意事項通知
⑴ 精神病棟入院基本料は、
「注１」の入院基本料、
「注２」
の特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算並びに
「注９」の夜勤時間特別入院基本料から構成され、
「注１」
の入院基本料及び「注２」の特別入院基本料については
それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして届け出た精神病棟に入院している患者に
ついて、10対１入院基本料等の各区分の所定点数を算定
し、「注９」の夜勤時間特別入院基本料については、届
け出た精神病棟に入院している患者について算定する。
⑵ 当該保険医療機関において複数の精神病棟がある場合
には、当該病棟のうち、精神科急性期治療病棟入院料等
の特定入院料（病棟単位で行うものに限る。）を算定す
る病棟以外の病棟については、同じ区分の精神病棟入院
基本料を算定するものとする。

⑶ 「注３」の加算に係る入院期間の起算日は、第２部通
則５【→99頁】に規定する起算日とする。

⑷ 「注４」に掲げる加算を算定するに当たっては、当該
加算の施設基準を満たすとともに、次のアからウまでの
要件を満たすことが必要である。なお、既に入院中の患
者が当該入院期間中に、当該施設基準の要件を満たすこ
ととなっても、当該加算は算定できない。
ア 入院時において、当該加算の施設基準に基づくラン
クがＭであること。
イ 当該加算の施設基準に基づき、患者の身体障害の状
態及び認知症の状態を評価するとともに、当該加算の
施設基準に基づく評価、これらに係る進行予防等の対
策の要点及び評価日を診療録に記載するものとする。
当該加算は、対策の要点に基づき、計画を立て、当該
計画を実行した日から算定する。
ウ 当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要
欄に当該加算の算定根拠となる評価（当該加算の施設
基準に基づくランク等）及び評価日を記載すること。
⑸ 「注５」の救急支援精神病棟初期加算は、当該病棟に
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5-39：A234 医療安全対策加算

入院基本料等加算【基本診療料・第八】

5-39

A234 医療安全対策加算

医療安全対策加算は、平成18年改定において新設された入院基本料等加算で、医療機関内の医療安全管理委
員会との連携による、より実効性のある医療安全対策を組織的に推進するため、医療安全対策に係る専門の教
育を受けた看護師、薬剤師等を医療安全管理者として専従で配置している場合、入院初日に算定するものであ
る。平成20年改定において、医療安全管理部門には、診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等のすべての
部門の専任の職員を配置することとされた。
平成22年改定では、より多くの病院において医療安全対策を推進する観点から、質を担保しつつ要件を緩和
した医療安全対策加算２が新設された（医療安全管理者である薬剤師、看護師等の専従要件を専任に緩和）
。
また、感染防止対策加算が新設された。
平成24年改定では、院内感染の防止策について、感染防止対策チームの評価がＡ234-2 感染防止対策加算と
して医療安全対策加算と別の評価体系に改められた。
平成30年改定では、医療安全対策の推進の観点から、医療安全対策加算に医療安全対策地域連携加算が新設
された。医療安全対策に関して３年以上の経験があるか適切な研修を修了した専任の医師を配置すること、医
療安全対策加算を算定する複数の医療機関が連携し、医療安全対策に関する評価を行うこと等を施設基準とす
る。

施設基準

第八・二十九

医療安全対策加算の施設基準〈平22/24/30〉

⑴

医療安全対策加算１の施設基準
医療安全対策に係る研修を受けた専従の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されているこ
と。
ロ 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備されて
いること。
ハ 当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置していること。
⑵ 医療安全対策加算２の施設基準
イ 医療安全対策に係る研修を受けた専任の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されているこ
と。
ロ ⑴のロ及びハの要件を満たしていること。
⑶ 医療安全対策地域連携加算１の施設基準 新
イ 医療安全対策加算１に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 医療安全対策に関する十分な経験を有する専任の医師又は医療安全対策に関する研修を受けた専任の医
師が医療安全管理部門に配置されていること。
ハ 医療安全対策加算１を算定する他の保険医療機関及び医療安全対策加算２を算定する保険医療機関との
連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
⑷ 医療安全対策地域連携加算２の施設基準 新
イ 医療安全対策加算２に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 医療安全対策加算１を算定する他の保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要
な体制が整備されていること。
イ

取扱い通知
１

別添3

第20

医療安全対策加算

医療安全対策加算１に関する施設基準
医療安全管理体制に関する基準
ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師その他の医
療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、次に掲げ
る全ての事項に該当するものをいう。また、既に受講している研修がこれらの事項を満たしていない場
合には、不足する事項を補足する研修を追加受講することで差し支えない。
イ 国及び医療関係団体等が主催するものであること。

⑴
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ロ 医療安全管理者としての業務を実施する上で必要な内容を含む通算して40時間以上のものであるこ
と。
ハ 講義又は具体例に基づく演習等により、医療安全の基礎的知識、安全管理体制の構築、医療安全に
ついての職員に対する研修の企画・運営、医療安全に資する情報収集と分析、対策立案、フィードバッ
ク、評価、事故発生時の対応、安全文化の醸成等について研修するものであること。
イ 医療に係る安全管理を行う部門（以下「医療安全管理部門」という。）を設置していること。
ウ 医療安全管理部門の業務指針及び医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
エ 医療安全管理部門に診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等の全ての部門の専任の職員が配置さ
れていること。
オ 医療安全管理者が、安全管理のための委員会（以下「医療安全管理対策委員会」という。）と連携し、
より実効性のある医療安全対策を実施できる体制が整備されていること。
カ 当該保険医療機関の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる旨の掲示をす
るなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。
⑵ 医療安全管理者の行う業務に関する事項
ア 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。
イ 定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のため
に必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。
ウ 各部門における医療事故防止担当者への支援を行うこと。
エ 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。
オ 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。
カ 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制
を支援すること。
⑶ 医療安全管理部門が行う業務に関する基準
ア 各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作
成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録していること。
イ 医療安全管理対策委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の
取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録していること。
ウ 医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週１回程度開催されており、医療安全管理
対策委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参加していること。
２ 医療安全対策加算２に関する施設基準
⑴ 医療安全管理体制に関する基準
ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師、薬剤師その他の医
療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、１の⑴の
アに掲げる研修である。
イ １の⑴のイからカまでの基準を満たすこと。
⑵ １の⑵及び⑶の基準を満たすこと。
３ 医療安全対策地域連携加算１の施設基準 新
⑴ 医療安全対策加算１に係る届出を行っていること。
⑵ 当該保険医療機関内に、医療安全対策に３年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係る適
切な研修を修了した専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。なお、ここでいう適切な研修
とは、１の⑴のアに掲げる研修である。
この場合、１の⑴のアの規定に関わらず、当該専任医師が医療安全管理者として配置され、１の⑴のア
に規定された専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていることとし
ても差し支えない。
⑶ 他の医療安全対策加算１に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算２に係る届出を
行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年１回程度、医療安全対策地域連携加算１に関し
て連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関に
その内容を報告すること。また、少なくとも年１回程度、当該加算に関して連携している医療安全対策加
算１に係る届出を行っている保険医療機関より評価を受けていること。なお、感染防止対策地域連携加算
を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算１に係る評価
とを併せて実施しても差し支えない。
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5-39：A234 医療安全対策加算

入院基本料等加算【基本診療料・第八】

⑷

⑶に係る評価については、次の内容に対する評価を含むものである。
医療安全管理者、医療安全管理部門及び医療安全管理対策委員会の活動状況
イ 医療安全対策の実施状況の把握・分析、医療安全確保のための業務改善等の具体的な対策の推進
ロ 当該対策や医療安全に資する情報の職員への周知（医療安全対策に係る体制を確保するための職員
研修の実施を含む）
ハ 当該対策の遵守状況の把握
イ 当該保険医療機関内の各部門における医療安全対策の実施状況
具体的な評価方法及び評価項目については、当該保険医療機関の課題や実情に合わせて連携する保険
医療機関と協議し定めること。その際、独立行政法人国立病院機構作成の「医療安全相互チェックシー
ト」を参考にされたい。
４ 医療安全対策地域連携加算２の施設基準 新
⑴ 医療安全対策加算２に係る届出を行っていること。
⑵ 医療安全対策加算１に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年１回程度、医療安全
対策地域連携加算２に関して連携しているいずれかの保険医療機関より医療安全対策に関する評価を受け
ていること。なお、感染防止対策地域連携加算を算定している保険医療機関については、当該加算に係る
評価と医療安全対策地域連携加算２に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
⑶ ⑵に係る評価については、３の⑷に掲げる内容に対する評価を含むものである。
５ 届出に関する事項
⑴ 医療安全対策加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式35を用いること。
⑵ 医療安全対策地域連携加算１及び医療安全対策地域連携加算２の施設基準に係る届出は、別添７の様式
35の４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。
ア

様式  の４

様式 35

ア
イ


１ 医療安全対策地域連携加算１
１  医療安全管理部門に配置されている医師

氏名
経験年数
研修
医療安全対策に３年 



以上の経験を有する

年
専任の医師又は医療
□
安全対策に係る適切
な研修を修了した専
任の医師

２  届出保険医療機関が直接赴いて評価を実施する連携保険医療機関名

医療機関名
開設者名
所在地
医療安全対策加算１ 


に係る届出を行って
いる保険医療機関
医療安全対策加算２ 


に係る届出を行って
いる保険医療機関

医療安全対策加算１
医療安全対策加算２
氏

名

勤務時間

職

種

専従・専任

１ 医療安全管理者



２

３  届出保険医療機関の評価を実施する連携保険医療機関名（医療安全対策加算１
に係る届出を行っている保険医療機関に限る。
）
医療機関名
開設者名
所在地




患者に対する情報提供



２ 医療安全対策地域連携加算２
届出保険医療機関の評価を実施する連携保険医療機関名（医療安全対策加算１に係る
届出を行っている保険医療機関に限る。
）
医療機関名
開設者名
所在地




［記載上の注意］
１ 医療安全対策加算１又は医療安全対策加算２のいずれか届出を行うも
のを○で囲むこと。
２ 医療安全管理者が、医療安全対策に係る適切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。
３ 医療安全管理者を２名以上配置する場合は、それぞれについて必要事
項を記載すること。
４ 医療安全管理部門の設置及び組織上の位置付けが確認できる文書を添
付すること。
５ 医療安全管理部門の業務指針及び医療安全管理者の業務内容が明記さ
れた文書を添付すること。
６ 「２」は、どのような情報提供方法をとっているかを簡潔に記載する
こと。



［記載上の注意］
１ 「１の １ 」の医師について、医療安全対策に３年以上の経験が確認できる文
書又は医療安全対策に係る適切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。
２ 「１の ２ 」には、医療安全対策地域連携加算１に係る連携を行っている保険
医療機関のうち、当該保険医療機関が直接赴いて評価を実施する保険医療機関
について記載すること。
３ 「１の ３ 」には、医療安全対策地域連携加算１に係る連携を行っている保険
医療機関のうち、当該保険医療機関の評価を実施する保険医療機関（医療安全
対策加算１に係る届出を行っている保険医療機関に限る。
）について記載するこ
と。
４ 「２」には、医療安全対策地域連携加算２に係る連携を行っている保険医療機
関のうち、当該保険医療機関の評価を実施する保険医療機関（医療安全対策加
算１に係る届出を行っている保険医療機関に限る。
）について記載すること。
５ 「１の ２ 」、
「１の ３ 」及び「２」については、届出保険医療機関について
予定されているものを記載することでよく、少なくとも年１回程度、実施され
ていればよい。ただし、実施保険医療機関の変更があった場合には改めて届出
を行うこと。


疑義解釈資料（事務連絡）
その１（平成30年３月30日・事務連絡〈別添１・医科〉）
【医療安全対策地域連携加算】
問88 医療安全対策地域連携加算１の施設基準である専
任の医師は、医療安全対策加算１の施設基準である専従
の医療安全管理者として配置された医師と兼任可能か。
施
答 兼任可能。
問89 医療安全対策加算の医療安全管理部門に配置され
ることとなっている診療部門等の専任の職員が医師であ
る場合、当該医師は医療安全対策地域連携加算１の専任
の医師と兼任可能か。
答 兼任可能。ただし、当該医師は、当該加算に規定され
る医療安全対策に関する評価に係る業務を行うことが必
施
要。
問90 医療安全対策地域連携加算１は、一つ以上の医療
安全対策加算１に係る届出を行っている保険医療機関及
び一つ以上の医療安全対策加算２に係る届出を行ってい
る保険医療機関と連携を行っている場合に届出可能であ
ると理解してよいか。
施
答 そのとおり。
問91 医療安全対策地域連携加算において特別の関係に
ある保険医療機関と連携することは可能か。
施
答 可能。
問92 医療安全対策地域連携加算は特定機能病院は算定
できないが、医療安全対策加算１又は２に係る届出を
行っている特定機能病院と連携して医療安全対策に関す
る評価を行った場合についても医療安全対策地域連携加
算は算定可能か。
施
答 可能。

問93 医療安全対策地域連携加算において連携する保険
医療機関は、必ずしも近隣の保険医療機関でなくてもよ
いと理解してよいか。
答 そのとおり。ただし、少なくとも年１回程度、当該加
算に関して連携している保険医療機関に直接赴いて実施
施
される医療安全対策に関する評価が必要である。
問94 医療安全対策加算１を既に算定しており、専従の
看護師、薬剤師その他の医療有資格者を医療安全管理者
として配置している保険医療機関が、新たに医療安全対
策地域連携加算１の届出を行う場合、医療安全対策に３
年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係
る適切な研修を修了した専任の医師を配置することにな
るが、その際、医療安全対策加算１において配置する医
療安全管理者について、専従の看護師、薬剤師その他の
医療有資格者に替えて、新たに配置する専任の医師を医
療安全管理者とする場合も、医療安全対策加算１の施設
基準を満たすとして理解してよいか。
答 その場合も、引き続き、専従の看護師、薬剤師その他
の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていれ
施
ば、施設基準を満たすとして差し支えない。
問95 医療安全対策地域連携加算の施設基準では、医療
安全対策加算１の届出を行っている医療機関と医療安全
対策加算２の届出を行っている医療機関とが連携するこ
とになっているが、連携する医療機関が１対１ではない
場合、複数の医療機関が合同で連携するその他の医療機
関を評価することでもよいか。
施
答 そのとおり。
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新

医療安全対策地域連携加算１又は２に係る届出書添付書類

医療安全対策加算の施設基準に係る届出書添付書類

診療報酬（点数表と留意事項通知）
Ａ234 医療安全対策加算（入院初日）
１ 医療安全対策加算１
85点
２ 医療安全対策加算２
30点
注１ 別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に
係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関に入院している患者（第１
節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）、第３節
の特定入院料又は第４節の短期滞在手術基本料のう
ち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定し
ている患者に限る。）について、当該基準に係る区分
に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に加算する。
注２ 医療安全対策に関する医療機関間の連携体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関（特
定機能病院を除く。）に入院している患者については、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞ
れ更に所定点数に加算する。
イ 医療安全対策地域連携加算１
50点
ロ 医療安全対策地域連携加算２
20点

留意事項通知
⑴ 医療安全対策加算は、組織的な医療安全対策を実施し
ている保険医療機関を評価したものであり、当該保険医
療機関に入院している患者について、入院期間中１回に
限り、入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日
とは、第２部入院料等の通則５【→99頁】に規定する起
算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日
は算定できない。
⑵ 組織的な医療安全対策とは、医療安全管理部門に所属
する医療安全管理者が、医療安全管理委員会と連携しつ
つ、当該保険医療機関の医療安全に係る状況を把握し、
その分析結果に基づいて医療安全確保のための業務改善
等を継続的に実施していることをいう。
⑶ 医療安全確保のための職員研修を計画的に実施すると
ともに、医療安全管理者が必要に応じて各部門における
医療安全管理の担当者への支援を実施し、その結果を記
録していること。
⑷ 「注２」に掲げる加算は、医療安全対策加算を算定す
る複数の医療機関が連携し、医療安全対策に関する評価
を行っている場合に算定する。
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入院時食事療養等

食事の提供たる療養の実際

る施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食

〔食事の提供たる療養の実際〕
１

管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者」と明確化された。
 また、平成15年 ５ 月に施行された健康増進法第21条第 １ 項の規定により都道府県知事（保健所を設
置する市又は特別区にあっては、市長又は区長）により指定された「医学的な管理を必要とする者に

入院時食事療養及び入院時生活療養の趣旨

食事を供給する特定給食施設であって、継続的に １ 回300食以上又は １ 日750食以上の食事を供給す
る」施設にあっては、管理栄養士を置かなければならないことが規定されている。指定施設以外の特

食事は医療の一環として提供されるべきものであり、それぞれ患者の病状に応じて必要とする栄
養量が与えられ、食事の質の向上と患者サービスの改善をめざして行われるべきものである。
また、生活療養の温度、照明及び給水に関する療養環境は医療の一環として形成されるべきもの
（平18. ３ . ６



れている。
 健康増進法において、特定給食施設は、適切な栄養管理を行わなければならない規定が設けられ、
その省令において、栄養管理基準が定められている。

であり、それぞれの患者の病状に応じて適切に行われるべきものである。


定給食施設にあっても、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めることが規定さ

保医発0306009） １ の⑴

（最終改正；平18. ９ .29

保医発0929002）

（参

考）

健康増進法施行規則
（栄養管理の基準）

〔解

説〕

第９条

平成 ６ 年 ７ 月に行われた医療保険制度の改正により、食事に関する給付が、療養の給付の一部から入

一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者（以下「利用者」という。）の身体の状況、
栄養状態、生活習慣等（以下「身体の状況等」という。）を定期的に把握し、これらに基づき、適

院時食事療養費に改編されることとなった。

当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行

食事の提供は、医療の重要な一部門であり、保険医療機関が入院患者の病状に応じて適切な食事を提

うよう努めること。

供し、栄養状態の改善を図るとともにその治癒あるいは病状回復の促進を図ることは当然である。
このうち、厚生労働大臣が定める基準を満たしているものとして地方厚生局長等に届け出て、当該基

二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成する
よう努めること。

準による食事療養（以下解説中、入院時生活療養に係る食事の提供たる療養を含む）を行ったときには、
それぞれ入院時食事療養（Ⅰ）
、入院時生活療養（Ⅰ）を算定するものである。

２

法第21条第 ３ 項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者
に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。

食事療養部門及び食事療養担当者

四

献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。

五 衛生の管理については、食品衛生法（昭和22年法律第233号）その他関係法令の定めるところに
よること。

患者への食事提供については病棟関連部門と食事療養部門との連絡が十分とられていることが必
要である。

（平18. ３ . ６

保医発0306009） １ の⑶

〔解

説〕

なお、食事療養を担当するには何人位が適当であるかは保険医療機関の実情、すなわち入院患者数、
〔解

説〕

厨房等の設備、機械器具の状況、特別食の数等よりみて一概にはいえないが、実情を勘案し、 １ 回の食

食事療養は医療の重要な部門の １ つであり、食事療養を担当する部門が独立し、病棟における栄養管
理など他部門との連絡が十分取られることが、食事療養を行う上で必要なことである。
（参
１

考）

数25〜30食に １ 人の割合で配置されていることが望ましい。ただし、この数はあくまでも標準的な規模
の医療機関の一般食の提供の場合の基準であって、規模が小さくなるほど相対的に必要数は増え、特別
食の提供を行う施設にあっては、さらに増員が必要となってくる。

食事療養を担当する部門の業務としては次のようなものが考えられる。
病院である保険医療機関にあっては入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養を

ア．食事療養業務の企画、運営、実施に関すること。
イ．食事療養施設、人事、事務等の管理に関すること。

担当する部門が組織化されており、常勤の管理栄養士又は栄養士が入院時食事療養及び入院時生活

ウ．食事療養施設、食品、器具、環境等の衛生に関すること。

療養の食事の提供たる療養部門の指導者又は責任者となっていること。また、診療所にあっては管

エ．栄養指導に関すること。

理栄養士又は栄養士が入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の指導を行ってい

オ．食事療養の効果判定に関すること。

る。

カ．他部門との連絡に関すること。



（平18. ３ . ６

保医発0306010）別添の ２ ⑴

（最終改正；平18. ６ .30

保医発0630001）

キ．その他の食事療養に関すること。
２  平成14年 ４ 月に栄養士法の一部改正法が施行され、栄養士法において管理栄養士の業務が「傷病者

〔解

説〕

に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及

入院時食事療養（Ⅰ）及び入院時生活療養（Ⅰ）の届出を行う保険医療機関では、さらに、食事療養

び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給す

を担当する部門は独立したものであって、その組織が診療補助部門系統の組織の中に位置づけられ、指

─ 1046 ─
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入院時食事療養等

食事の提供たる療養の実際

事摂取基準の数値を適切に用いる。

導者又は責任者には食事療養に深い経験を有し、かつ栄養管理の知識に富む管理栄養士又は栄養士を当

なお、患者の体位、病状、身体活動レベル等を考慮する。

てることが求められている。

 また、推定エネルギー必要量は治療方針にそって身体活動レベルや体重の増減等を考慮して

また、従来の基準給食では、病院である保険医療機関のみが対象とされていたが、入院時食事療養費

適宜増減することが望ましい。

の創設に伴い、入院時食事療養（Ⅰ）及び入院時生活療養（Ⅰ）の基準を満たす診療所においても、そ

イ アに示した食事摂取基準についてはあくまでも献立作成の目安であるが、食事の提供に際し

の費用を算定することができることとなった。

ては、病状、身体活動レベル、アレルギー等個々の患者の特性について十分考慮する。

病院と診療所における要件の相違は、診療所は病院に比べ規模が小さく、食事療養の部門を組織化す


るまでに至らないことが多いことを勘案したものである。

（平18. ３ . ６



食事療養の指導は、医療機関による医療の一環として、患者に対する適切な医療を提供する観点から、

保医発0306009） １ の⑷

（最終改正；平28. ３ . 4

保医発0304第 ５ 号）

保険医療機関の職員である管理栄養士又は栄養士が行う必要がある。
なお、平成24年改定において、入院料の算定要件として、常勤の管理栄養士の配置（有床診療所は非

〔解

説〕

常勤も可）が必須（経過措置あり）となった。平成26年改定では、見直しが行われ、病院については非

一般食とは、特別食以外で患者に提供される食事である。特別食の対象となっている疾病以外の患者

常勤の管理栄養士又は常勤の栄養士を配置の場合は入院料を減算（平成26年 7 月から）
、有床診療所に

においても、患者個々人の疾病、栄養状態、摂食・嚥下の状態等を把握し、適切な栄養補給量の提供と

ついては常勤の管理栄養士の配置は加算により評価されることになった。

食形態への配慮が必要である。したがって、一般食を提供している患者の栄養補給量については、患者

３

の栄養状態等の把握に基づいた、患者個々に算定された医師の食事せん又は栄養管理計画による栄養補

食事提供業務の委託

給量を用いることが原則となる。
これによらない場合には、「日本人の食事摂取基準」を用いることになるが、推定エネルギー必要量

食事の提供に関する業務は保険医療機関自らが行うことが望ましいが、保険医療機関の管理者が

は身体活動レベルや体重の増減を考慮して使用することとされている。

業務遂行上必要な注意を果たし得るような体制と契約内容により、食事療養の質が確保される場合

さらに、「日本人の食事摂取基準」を用いる場合でも、あくまで献立作成の目安であり、食事の提供

には、保険医療機関の最終的責任の下で第三者に委託することができる。なお、業務の委託にあた

に際しては、病状、身体活動レベル、栄養状態、アレルギー等の個々の患者特性について考慮する必要

っては、医療法（昭和23年法律第205号）及び医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）の規定

がある。

によること。食事提供業務の第三者への一部委託については「医療法の一部を改正する法律の一部

なお、「日本人の食事摂取基準」の数値等については、算定根拠等を理解して適切に活用する必要が

の施行について」（平成 ５ 年 ２ 月15日健政発第98号厚生省健康政策局長通知）の第 ３ 及び「病院診

あり、
「日本人の食事摂取基準（2015年版）
」
（平成27年 ３ 月31日厚生労働省告示第199号〔食事による栄

療所等の業務委託について」
（平成 ５ 年 ２ 月15日指第14号厚生省健康政策局指導課長通知）に基づ

養摂取量の基準〕
）に解説されている。この2015年版は、平成27年度から平成31年度の 5 年間にわたり

き行うこと。

使用することとされ、その概要は厚生労働省のウェブサイトに掲載されている。

（平18. ３ . ６

保医発0306009） １ の⑵

参考〈一般食〉
〔解

説〕

一般食とは、特別食以外の患者食で、その食形態により常食、軟食、流動食等に区分する。

平成 ８ 年 ３ 月26日医療法施行規則の一部改正により、病院給食の院外調理方法が認められることにな

ａ

常

 常食は、おおむね普通の社会生活を営むことができる程度の患者を対象とする食事であり、米飯又

った。

４

は軟飯とこれに相当する副食が用いられるが、消化し易いものであることが必要である。

食事療養業務

⑴

食

ｂ

軟

食

 軟食とは、全粥、 ７ 分粥食、 ５ 分粥食、 ３ 分粥食、等がある。このうち、一般に用いられる軟食は、

一般食における栄養補給量

３ 分粥、 ５ 分粥、全粥で、例えば、 ３ 分粥食は、主食は重湯 ７ 、全粥 ３ の割合に、副食は消化器系統
に機械的刺激が少なく、かつ消化吸収の容易なものでなければならない。

入院患者の栄養補給量は、本来、性、年齢、体位、身体活動レベル、病状等によって個々に適正

ｃ

流動食

量が算定されるべき性質のものである。従って、一般食を提供している患者の栄養補給量について

 流動食とは、流動体のもので構成され、残渣あるいは不消化物、刺激性調味料を含まず、かつ機械

も、患者個々に算定された医師の食事せんによる栄養補給量又は栄養管理計画に基づく栄養補給量

的刺激がないものでなければならず、特に病状、食欲、消化状態、嗜好などを考慮した食事をその都

を用いることを原則とするが、これらによらない場合には、次により算定する。なお、医師の食事

度献立、調理する必要がある。

せんとは、医師の署名捺印がされたものを原則とするが、オーダリングシステム等により、医師本
人の指示によるものであることが確認できるものについても認める｡
ア 一般食患者の推定エネルギー必要量及び栄養素（脂質、たんぱく質、ビタミンＡ、ビタミン
Ｂ1、ビタミンＢ2、ビタミンＣ、カルシウム、鉄、ナトリウム（食塩）及び食物繊維）の食事
摂取基準については、健康増進法（平成14年法律第103号）第16条の ２ に基づき定められた食
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