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○保医発0430第1号（平成22年4月30日）
検査料の点数の取扱いについて

　標記について，「診療報酬の算定方法の一部改正に
伴う実施上の留意事項について」 （平成22年 3月 5日
保医発0305第 1号）の一部を下記のとおり改正し，平
成22年 5月 1日から適用しますので，貴管下の保険
医療機関，審査支払機関等に対して周知徹底をお願い
します。

記
１ 　別添1第2章第3部第1節第1款D007の（28）中
「ELISA 法又は免疫クロマト法」を「ELISA 法，免
疫クロマト法，ラテックス免疫比濁法又はラテック
ス凝集法」に改める。 

２ 　別添1第2章第3部第1節第1款D014中（19）を
（20）とし，（4）から（18）までを（5）から（19）まで
とし，（3）の次に次のように加える。

　（4）血清中抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 
ア 　血清中抗RNAポリメラーゼⅢ抗体は，「10」
の抗Scl - 70抗体に準じて算定する。 
イ 　びまん性型強皮症の確定診断を目的として
行った場合には，1回を限度として算定できる。 
ウ 　イの診断において陽性と認められた患者に関
し，腎クリーゼのリスクが高い者については治
療方針の決定を目的として行った場合に，腎ク
リーゼ発症後の者については病勢の指標として
測定した場合に，それぞれ3月に1回を限度と
して算定できる。

検査料の点数の取扱いについて通
知

（参考：新旧対照表） 
◎ 「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」（平成22年 3月 5日保医発0305第 1号）別添1
第2章第3部中

改　正　後 現　　行

D007　血液化学検査 
（１）～（27）　（略）
（28）　「30」のヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白（H- 

FABP）はELISA 法，免疫クロマト法，ラテッ
クス免疫比濁法又はラテックス凝集法により，急
性心筋梗塞の診断を目的に用いた場合のみ算定す
る。
　ただし，ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-
FABP）と「30」のミオグロビンを併せて実施し
た場合は，主たるもののみ算定する。

（29）～（49）　（略）

D014　自己抗体検査
（１）～（３）　（略）
（４）　血清中抗RNAポリメラーゼⅢ抗体
ア 　血清中抗RNAポリメラーゼⅢ抗体は，「10」の
抗Scl - 70抗体に準じて算定する。 
イ 　びまん性型強皮症の確定診断を目的として行っ
た場合には，1回を限度として算定できる。 
ウ 　イの診断において陽性と認められた患者に関
し，腎クリーゼのリスクが高い者については治療
方針の決定を目的として行った場合に，腎クリー
ゼ発症後の者については病勢の指標として測定し
た場合に，それぞれ3月に1回を限度として算定
できる。

（５） ～ （20）   （略）

D007　血液化学検査
（１）～（27）　（略） 
（28）　「30」のヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-

FABP）はELISA 法又は免疫クロマト法により，
急性心筋梗塞の診断を目的に用いた場合のみ算定
する。 
　ただし，ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-
FABP）と「30」のミオグロビンを併せて実施し
た場合は，主たるもののみ算定する。 

（29）～（49）　（略）

D014　自己抗体検査 
（１）～（３）　（略）

（４） ～ （19）   （略）

【本書該当頁：p313の右段の上から27行目】

【本書該当頁：p321の右段の上から30行目以降】
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○保医発0531第2号 （平成22年5月31日）
検査料の点数の取扱いについて

　標記について，「診療報酬の算定方法の一部改正に
伴う実施上の留意事項について」 （平成22年 3月 5日
保医発0305第 1号）の一部を下記のとおり改正し，
平成22年 6月 1日から適用しますので，貴管下の保
険医療機関，審査支払機関等に対して周知徹底をお願
いします。

記
１ 　別添1第2章第3部第1節第1款D008の（15）中

「骨型アルカリホスファターゼ（BAP）」の下に「，
インタクトⅠ型プロコラーゲン- N - プロペプチド
（Intact PINP）」を加え，「を併せて実施」を「のう
ち2項目以上を併せて実施」に改める。

２ 　別添1第2章第3部第1節第1款D008中（26）を
（27）とし，（15）から（25）までを（16）から（26）ま
でとし，（14）の次に次のように加える。

　（15 ）インタクトⅠ型プロコラーゲン- N - プロペ
プチド（Intact PINP）は，「14」の骨型アルカ
リホスファターゼ（BAP）に準じて算定する。

検査料の点数の取扱いについて通
知

（参考：新旧対照表） 
◎ 「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」（平成22年 3月 5日保医発0305第 1号）別添1
第2章第3部中

改　正　後 現　　行

D008　内分泌学的検査
（１）～（14）　（略）
（15）　インタクトⅠ型プロコラーゲン- N - プロペプ

チド（Intact PINP）は，「14」の骨型アルカリホ
スファターゼ（BAP）に準じて算定する。

（16）　「14」の骨型アルカリホスファターゼ（BAP），
インタクトⅠ型プロコラーゲン- N - プロペプチ
ド（Intact PINP）及び区分番号「D007」血液化
学検査の「33」のアルカリホスファターゼ・アイ
ソザイム（ポリアクリルアミドディスク電気泳動
法）のうち2項目以上を併せて実施した場合は，
主たるもののみ算定する。

（17） ～ （27）   （略）

D008　内分泌学的検査
（１）～（14）　（略） 

（15）　「14」の骨型アルカリホスファターゼ（BAP）
及び区分番号「D007」血液化学検査の「33」のア
ルカリホスファターゼ・アイソザイム（ポリアク
リルアミドディスク電気泳動法）を併せて実施し
た場合は，主たるもののみ算定する。

（16） ～ （26）   （略）

【本書該当頁：p315の右段の上から32行目以降】



5

○疑義解釈資料の送付について（その3）
平成22年 4月 30日 　厚生労働省保険局医療課 
 
　「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成
22年厚生労働省告示第69号）等については，「診療
報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に
ついて」（平成22年 3月 5日保医発0305第 1号）等に
より，平成22年 4月 1日より実施しているところで
あるが，今般，その取扱いに係る疑義照会資料を別添
1から別添4のとおり取りまとめたので，参考までに
送付いたします。 
　なお，「疑義解釈資料の送付について（その2）」（平
成22年 4月 13日付事務連絡）を別添5のとおり訂正
いたしますので，併せて送付いたします。

〈別添1〉 
医科診療報酬点数表関係
【地域医療貢献加算】

（問1）　連携医療機関として病院又は休日・夜間
診療所でもよいか。

（答） 　原則，自院で対応することとするが，やむを得
ない事情がある場合は，例外的に病院又は休日・
夜間診療所との連携についても可能とする。

（問2）　複数の診療所や地域医師会が当番制で主
務する休日・夜間診療所を緊急時の対応施
設とする場合は，当該休日・夜間診療所の
連絡先に加え，出務医日程表を提示するこ
とが必要か。

（答） 　病院又は休日・夜間診療所との連携について
は，例外的な対応と考えていることから，そこま
での必要はない。

（問3）　再診料が包括されている小児科外来診療
料や在宅患者訪問診療料などを算定した場
合には，地域医療貢献加算，明細書発行体
制等加算など再診料の加算は算定できない
という理解でよいか。

（答） 　そのとおり。

（問4）　留守番電話対応について音声ガイダンス
にて医療機関の紹介をすることに加えて，
メッセージの録音が必要であるか。また，
速やかにコールバックする必要があるか。

（答） 　メッセージの録音を行い，録音内容に応じて速

やかにコールバックを行うことが必要である。

中　略

【医学管理等】

（問7）　認知症専門診断管理料の施設基準におい
て，「「認知症疾患医療センター運営事業実
施要綱について」における認知症疾患医療
センターであること又はそれに準じた機能
を有する保険医療機関であること」と規定
されている。「要綱」では実施主体が「病院」
とされていることから，本管理料を算定す
るには，「要綱に準じた病院」でなければ
いけない，という理解でよいか

（答） 　そのとおり。

（問8）　地域連携診療計画退院時指導料（Ⅱ）の
届出をする医療機関については医療計画に
記載されていなくともよいか。

（答） 　そのとおり。

【検査】

中　略

（問10）　HPV 核酸同定検査は施設基準を満たし
ていれば外注検査であっても算定できるか。

（答） 　算定できる。

（問11）　心臓カテーテル法による諸検査におい
て，右心カテーテル，左心カテーテルを同
時に行い，その際心筋生検を行った場合は，
心筋生検法を右心，左心を別部位としてそ
れぞれに算定できるか。

（答） 　ディスポーザブルの鉗子を用いた場合に限り，
１回を限度として算定する。

　　　左右別には算定できない。

（問12）　D216-2「残尿測定検査」において，２
回目については，100分の90の算定とな
るのか。

（答） 　残尿測定検査については，月２回を上限とし，
２回目も100分の100で算定する。

中　略

疑義解釈資料の送付について（その3）事務
連絡
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【精神科専門療法】

（問16）　精神科デイ・ケア等に創設された早期加
算について，当該療法を最初に算定した日
から起算して1年以内とあるが，今回の診
療報酬改定前に退院した患者についても算
定できるか。

（答） 　算定できる。
　　　「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の
一部改正について（平成22年 3月 26日保医発
0326第 3号）」に従い，当該療法を算定した年月
日と精神病床を退院した年月日を記載すること。

【処置】

（問17）　「疑義解釈資料の送付について（その1）」
（平成22年 3月 29日付事務連絡）の問145
では，「関係学会の定める基準を参考にす
ること。」とされているが，日本透析医学
会の「透析液水質基準と血液浄化器性能評
価基準」のみではサンプリング方法等が規
定されていないが，何か参考となるものは
ないか。

（答） 　日本臨床工学技士会の定める「透析液清浄化ガ
イドライン」Ver1. 06を参考にすること。

（問18）　日本臨床工学技士会の定める「透析液清
浄化ガイドライン」Ver1. 06には，原水や
透析用水の検査等，透析医学会の「透析液
水質基準と血液浄化器性能評価基準」にな
い基準が示されているが，その他の基準も
遵守することが加算の要件か。

（答） 　今回改定においては，日本透析医学会の「透析
液水質基準と血液浄化器性能評価基準」が基本で
あり，各種基準値についても当該基準に則った適
切な水質管理を行うこと。日本臨床工学技士会の
「透析液清浄化ガイドライン」Ver1. 06はさらな
る水質管理の実地にあたり，参考としていただき
たい。

中　略

【手術】

（問20）　内視鏡的胃，十二指腸ポリープ・粘膜切
除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手
技料は別に算定できるのか。

（答） 　算定できない。

中　略

（問22）　経肛門的内視鏡下手術（直腸腫瘍に限
る。）には，内視鏡的大腸粘膜下層剥離術
が含まれるのか。

（答） 　経肛門的内視鏡下手術とは，専門用語で言うな
らばTEM（Transanal Endoscopic Microsurgery）
を指し，内視鏡的大腸粘膜下層剥離術とは使用す
る機器も異なる別の手術であるため，含まれない。

〔（問23）については，平成22年6月4日付事務連絡「疑
義解釈資料の送付について（その4）」により廃止〕

【明細書の発行】

（問24）　明細書発行の推進により，保険医療機
関，保険薬局において，院内や薬局内に明
細書の発行に関する状況について掲示する
こととされたが，どのような保険医療機関，
保険薬局で掲示が必要なのか。

（答） 　明細書の取扱いについては，すべての保険医療
機関，保険薬局が以下のいずれかに分類される
が，そのいずれにおいても院内掲示が必要である。
①　電子請求が義務づけられており，明細書の
原則無償発行が義務付けられている保険医療
機関，保険薬局
　（掲示内容：明細書を発行する旨，等）
②　電子請求が義務づけられているが，正当な
理由があり，明細書の原則無償発行を行って
いない保険医療機関，保険薬局
（掲示内容：「正当な理由」に該当する旨，希
望する患者には明細書を発行する旨（発行の
手続き，費用徴収の有無，費用徴収を行う場
合の金額）
③　電子請求が義務づけられておらず，明細書
の原則無償発行が義務付けられていない保険
医療機関，保険薬局
（掲示内容：明細書発行の有無，明細書を発
行する場合の手続き，費用徴収の有無，費用
徴収を行う場合の金額）

（問25）　会計を患者の家族の方が代わりに行った
場合，明細書はどのように取り扱えばよい
のか。

（答） 　明細書は，保険医療機関や保険薬局が支払を受
けた際に発行すべきものであり，その支払を患者
が家族に代理させた場合には，本人に発行すべき
明細書を代理の者に発行することとしても差し支
えない。ただし，患者のプライバシーの観点から，
患者が家族に病名等を知られたくない場合も考え
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られるため，会計窓口に「明細書には薬剤の名称
や行った検査の名称が記載されます。ご家族の方
が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付
も含めて，明細書の交付を希望しない場合は事前
に申し出て下さい。」と掲示すること等を通じて，
その意向を的確に確認できるようにすること。

【診療報酬請求書等の記載要領】

（問26）　「診療報酬請求書等の記載要領」におい
て，特定疾患処方管理加算を算定した場合
の記載方法について，「なお，隔日及び漸
増・減等で投与する場合はその旨を併せて
「摘要欄」に記載すること。」という文言が
追加されたが，特定疾患処方管理加算を算
定する全ての場合で記載が必要か。

（答） 　処方期間が28日以上の長期処方を算定する場
合のみでよい。 

〈別添2〉
医科診療報酬点数表関係（DPC）　略 

〈別添3〉 
歯科診療報酬点数表関係　略 

〈別添4〉 
調剤診療報酬点数表関係　略 

〈別添5〉 
【手術】

（問12）　2以上の手術を同時に行い，「診療報酬
の算定方法」第10部手術の通則14のただ
し書に基づき費用を算定する場合に，従た
る手術において使用された手術医療機器等
について手術医療機器等加算は算定できな
いのか。

（答） 　手術医療機器等加算については，手術の主従に
かかわらず算定できる。
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○ 平成22年度診療報酬改定関連通知の一部訂正につ
いて
平成22年 5月 17日 　厚生労働省保険局医療課 
 
　下記の通知について，それぞれ別添1から別添13
までのとおり訂正をするので，その取扱いに遺漏のな
いよう，周知徹底を図られたい。
・ 「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22年 3月 5日保発0305第 2号）（別添1）
・ 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項について」（平成22年 3月 5日保医発
0305第 1号）（別添2）

・ 「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22年 3月 5日保
医発0305第 2号）（別添3）

・ 「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22年 3月 5日保
医発0305第 3号）（別添4）

・ 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意
事項について」（平成22年 3月 5日保医発0305
第 5号）（別添5）
・ 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格
基準）の一部改正に伴う特定保険医療材料料（使
用歯科材料料）の算定について（平成22年 3月
5日保医発0305第 6号）（別添6）

・ 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」
（平成22年 3月 5日保医発0305第 7号）（別添7）
・ 「特定保険医療材料の定義について」（平成22年

3月 5日保医発0305第 8号）（別添8）
・ 「「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」の一部改正について」（平成22年 3月
19日保医発0319第 3号）（別添9）

・ 「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の
一部改正について」（平成22年 3月 26日保医発
0326第 3号）（別添10）

・ 「「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断および治療
に関する取扱いについて」の一部改正について」
（平成22年 3月 26日保医発0326第 4号）（別添
11）

・ 「「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事
項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項
等について」の一部改正について」（平成22年 3
月 30日保医発0330第 1号）（別添12）

・ 「「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」の一部改正について（平成22年
3月 30日保医発0330第 2号）（別添13）

　なお，「「診療報酬請求書等の記載要領等について」
等の一部改正について」（平成22年 3月 26日保医発
0326第 3号）の別添2「「厚生労働大臣が定める病院
の診療報酬請求書等の記載要領について」（平成18年
3月 30日保医発第0330007号）の一部改正について」
において，別添が漏れていた別添様式「DPCコーディ
ングデータに係る記録条件仕様（平成22年 4月版）」
を併せて送付いたします。
（以下　略）

平成22年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について事務
連絡

　上記「事務連絡（平成22年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について）」に挙げられた本書に関連する「訂正」
は以下のとおり。

　診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（平成22年 3月 5日保医発0305第 1号）の訂正

頁・段 誤 正

p261の左段の上から17行目 注7 注6

p270の左段の下から8行目 体内埋込型 体内埋込式心臓

p270の左段の下から6行目 行なう 行う

p271の左段の下から10行目 アからカ アからカまで

p275の右段の上から15行目 医学管理等 医学管理等（「B001」の「20」糖尿病
合併症管理料及び同「22」がん性疼痛
緩和指導管理料を除く。）

p277の右段の下から9行目およ
びp278の上から2行目

診療計画 診療計画書
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頁・段 誤 正

p278の左段の上から21行目およ
び23行目

日常生活機能評価 日常生活機能評価表による評価

p278右段の上から3行目，同12
行目，同下から2行目

治療計画 治療計画書

p281の右段の上から15行目 アからウ アからウまで

p293の左段の上から7行目 又 又は

p319の左段の上から18行目 ウイルス抗体価 ウイルス抗体価 （半定量）

p321の左段の下から9行目 免疫クロマト法， 免疫クロマト法，赤血球凝集法，

p324の右段の下から16行目 の種類により が4種類以上の場合に限り

p328の左段の下から18行目と16
行目

心電図記憶伝送装置 心電図記憶伝達装置

p330右段の上から11行目 〔（1）を差し替え〕
（1）ノンストレステストは，以下に掲げる患者に対し行われた場合に算定する。
ア　40歳以上の初産婦である患者
イ　BMI が 35以上の初産婦である患者
ウ　多胎妊娠の患者
エ　子宮内胎児発育不全の認められる患者
オ　子宮収縮抑制剤を使用中の患者
カ　妊娠高血圧症候群重症の患者
キ　常位胎盤早期剥離の患者
ク　前置胎盤（妊娠22週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。）の患者
ケ　胎盤機能不全の患者
コ　羊水異常症の患者
サ 　妊娠30週未満の切迫早産の患者で，子宮収縮，子宮出血，頸管の開大，
短縮又は軟化のいずれかの切迫早産の兆候を示し，かつ，以下のいずれ
かを満たすもの

　　　（イ） 前期破水を合併したもの
　　　（ロ） 経腟超音波検査で子宮頸管長が20mm未満のもの
　　　（ハ） 切迫早産の診断で他の医療機関から搬送されたもの
　　　（ニ） 早産指数（tocolysis index）が3点以上のもの
シ　心疾患（治療中のものに限る。）の患者
ス　糖尿病（治療中のものに限る。）の患者
セ　甲状腺疾患（治療中のものに限る。）の患者
ソ　腎疾患（治療中のものに限る。）の患者
タ　膠原病（治療中のものに限る。）の患者
チ　特発性血小板減少性紫斑病（治療中のものに限る。）の患者
ツ　白血病（治療中のものに限る。）の患者
テ　血友病（治療中のものに限る。）の患者
ト　出血傾向（治療中のものに限る。）のある患者
ナ　HIV陽性の患者
ニ　Rh不適合の患者
ヌ 　当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定の
ある患者
　ただし，治療中のものとは，対象疾患について専門的治療が行われて
いるものを指し，単なる経過措置のために年に数回程度通院しているの
みでは算定できない。

p332の左段の上から6行目，8
行目

手掌部， 手掌部又は

p343の右段の上から1行目 ファイバースコピー ファイバースコピー及び区分番号
「D317-2」膀胱尿道鏡検査
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頁・段 誤 正

p344の左段の上から17行目と
18行目の間

〔挿入〕 （4）放射性同位元素の検出に要する費
用は，区分番号「E100」シンチグラ
ム（画像を伴うもの）の「1」部分（静
態）（一連につき）により算定する。

p344の左段の上から18行目 （4） （5）

p346の右段の下から2行目 アナログ アナログ撮影

p362の左段の上から23行目 （6） （7）

p370の右段の下から15行目 躯幹固定用 躯幹等固定用

p390の右段の下から13行目 汎副鼻腔根本手術 汎副鼻腔根治手術

p391の左段の下から9行目と8
行目の間

〔挿入〕 区分番号「K014」皮膚移植術（生体・
培養）
区分番号「K014-2」皮膚移植術（死体）
区分番号「K059」骨移植術（軟骨移
植術を含む）

p400の右段の下から13行目 植込み型ペースメーカ又は植込み型除
細動器

埋込型ペースメーカー又は埋込型除細
動器

p409の（別紙様式9） 〔差し替え〕 〔→ 別添1〕

p409の（別紙様式9の2） 〔差し替え〕 〔→ 別添2〕

p416の（別紙様式19の 2） 〔差し替え〕 〔→ 別添3〕

p425の様式 〔差し替え〕 〔→ 別添4〕

　「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22年 3月 5日保医発0305第 3号）」
に関する訂正

頁・段 誤 正

p429の左段の下から17行目 及び 及び1の（4）に掲げる

p432の左段の下から19行目 （2）から（5） （1）から（4）

p435の右段の下から1行目～6
行目

血液細胞核酸増幅同定検査 血液細胞核酸増幅同定検査 （造血器腫
瘍核酸増幅同定検査）

p438の左段の上から10行目およ
び13行目

小児神経科（神経小児科） 神経小児科

p439の左段の上から13行目 アレルギー 食物アレルギー

p441の左段の下から21行目 クローン クローン病

p444の左段の下から9行目と10
行目の間

〔挿入〕 （8）年に1回，脳血管疾患等リハビリ
テーションの実施状況を別添2の様式
42の 2を用いて，地方厚生（支）局長
に報告していること。

p444の左段の下から4行目から
3行目

及び勤務時間 等

p444の左段の下から2行目から
右段の上から1行目

なお，従事者が脳血管疾患等リハビリ
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。

〔削除〕

p444の右段の上から2行目 （4） （3）
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頁・段 誤 正

p445の左段の上から22行目と
23行目

〔挿入〕 （7）年に1回，脳血管疾患等リハビリ
テーションの実施状況を別添2の様式
42の 2を用いて，地方厚生（支）局長
に報告していること。

p445の右段の下から11行目と
10行目の間

〔挿入〕 （7）年に1回，脳血管疾患等リハビリ
テーションの実施状況を別添2の様式
42の 2を用いて，地方厚生（支）局長
に報告していること。

p448の左段の下から14行目 行うこは 行うことは

p456の別添2の様式 〔差し替え〕 〔→ 別添5〕

p466の別添2の様式11 〔差し替え〕 〔→ 別添6〕

p469の別添2の様式13 〔差し替え〕 〔→ 別添7〕

p478の別添2の様式26 〔差し替え〕 〔→ 別添8〕

p483の別添2の様式36 〔差し替え〕 〔→ 別添9〕

p491の別添2の様式47 〔差し替え〕 〔→ 別添10〕

p496の別添2の様式79 〔差し替え〕 〔→ 別添11〕

　「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について（平成22年 3月 26
日保医発0326第 4号）に関する訂正

頁・段 誤 正

p517の左段の下から9行目から
6行目

〔差し替え〕 （2）（1）に掲げる①及び②の検査を同
時に実施した場合又は④，⑤及び⑥の
うちいずれか2つの検査を同時に実施
した場合にあっては，（1）の規定にか
かわらずそれぞれの所定点数（①＋
②，④＋⑤，④＋⑥，⑤＋⑥）を初回
実施に限り算定することができる。

　「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22年 3月 5
日保発0305号第2号）」の訂正

頁・段 誤 正

p503の右段19目 記載されます。 記載されます。ご家族の方が代理で会
計を行う場合のその代理の方への交付
も含めて，

p508の（別紙様式7）の下から2
行目

御理解いただき， 御理解いただき，ご家族の方が代理で
会計を行う場合のその代理の方への交
付も含めて，



12

●
 別
添
1

●
 別
添
2



13

●
 別
添
3

●
 別
添
4



14

●
 別
添
5

●
 別
添
6



15

●
 別
添
7

●
 別
添
8



16

●
 別
添
9

●
 別
添
10



17

●
 別
添
11



18

○疑義解釈資料の送付について（その4）
平成22年 6月 4日 　厚生労働省保険局医療課
 
　「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成
22年厚生労働省告示第69号）等については，「診療
報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に
ついて」（平成22年 3月 5日保医発0305第 1号）等に
より，平成22年 4月 1日より実施しているところで
あるが，今般，その取扱いに係る疑義照会資料を別添
のとおり取りまとめたので，参考までに送付いたしま
す。
　なお，「疑義解釈資料の送付について（その1）」（平
成22年 3月 29日付事務連絡）の問157及び「疑義解
釈資料の送付について（その3）」（平成22年 4月 30
日付事務連絡）の問23については廃止します。

〈別添〉 
医科診療報酬点数表関係
【他医療機関の受診】

（問1）　出来高入院料を算定する病床に入院中の
患者について，入院医療機関において行
うことができない専門的な診療が必要と
なり，他医療機関を受診した際に，投薬を
行った場合には，その費用はどのように取
り扱うのか。

（答） 　他医療機関において，専門的な診療に特有な薬
剤を用いた投薬に係る費用（調剤料，薬剤料，処
方料又は処方せん料等）を算定できる。また，薬
局において調剤した場合には，当該薬局において
調剤に係る費用を算定できる。

　　※  出来高入院料を算定する病床とは，DPC 算定
病床以外の病床であって，療養病棟入院基本

料，有床診療所療養病床入院基本料及び特定
入院基本料を除く入院基本料を算定する病床
をいう。

（問2）　入院中の患者が他医療機関を受診する場
合，入院医療機関，他医療機関，薬局間で
の処方内容等の情報共有は，どのように行
うのか。

（答） 　他医療機関において院内処方を行う場合には，
他医療機関が入院医療機関に対して処方の内容を
情報提供する。

　　　また，他医療機関が処方せんを交付する場合に
は，処方せんの備考欄に，①入院中の患者である
旨，②入院医療機関の名称，③出来高入院料を算
定している患者であるか否かについて記載して交
付することとし，当該処方せんに基づき調剤を
行った薬局は，調剤内容について入院医療機関に
情報提供する。

　　※  出来高入院料を算定する患者とは，DPC 算定
病棟に入院する患者以外の患者であって，療
養病棟入院基本料，有床診療所療養病床入院
基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料
を算定する患者をいう。

（問3）　入院中の患者が他医療機関を受診した場
合に，入院医療機関や他医療機関の診療報
酬明細書には，摘要欄に「診療科」を記載
することとされているが，どの医療機関の
診療科を記載するのか。

（答） 　入院医療機関の診療報酬明細書には他医療機関
において受診した診療科を記載し，他医療機関の
診療報酬明細書には入院医療機関の入院中の診療
科を記載する。

疑義解釈資料の送付について（その4）事務
連絡

○疑義解釈資料の送付について（その5）
平成22年 6月 11日 　厚生労働省保険局医療課
 
　「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成
22年厚生労働省告示第69号）等については，「診療
報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に
ついて」（平成22年 3月 5日保医発0305第 1号）等に

より，平成22年 4月 1日より実施しているところで
あるが，今般，その取扱いに係る疑義照会資料を別添
1から別添3のとおり取りまとめたので，参考までに
送付いたします。
　なお，「疑義解釈資料の送付について（その1）」（平
成22年 3月 29日付事務連絡）を別添4のとおり訂正
いたしますので，併せて送付いたします。

疑義解釈資料の送付について（その5）事務
連絡
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診療所のための医科点数表2010年4月版　訂正

　本文11p．表1の数値について以下の誤りがありました。お詫びいたしますとともに訂正くださ
いますようお願い申し上げます。

誤

時間内 時間外 休日 深夜 外来管理加算
地域医療
貢献加算

明細書発行
体制等加算

初診料
６歳以上
６歳未満

270
345

355
545

520
710

750
1 , 040

再診料
６歳以上
６歳未満

69
107

134
242

259
367

489
697

＋52
＋52

＋3 ＋1

正

時間内 時間外 休日 深夜 外来管理加算
地域医療
貢献加算

明細書発行
体制等加算

初診料
６歳以上
６歳未満

270
345

355
470

520
635

750
965

再診料
６歳以上
６歳未満

69
107

134
204

259
329

489
659

＋52
＋52

＋3 ＋1

〈別添1〉 
医科診療報酬点数表関係
【明細書発行体制等加算】

（問1）　明細書発行体制等加算に係る施設基準の
届出を行っている保険医療機関において，
何らかの理由により，「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
条第5項の規定に基づきレセプトを書面に
より請求することとなった場合，当該加算
の算定に係る取扱いはどのようにするのか。

（答） 　同項の規定に基づき書面による請求を行ってい
る限り，当該加算の施設基準のひとつである「電
子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク
等を用いた請求を行っていること。」に適合して
いるものとみなす。ただし，同項第4号（廃止又
は休止に関する計画を定めている保険医療機関又
は保険薬局）に該当するために書面による請求を
行う場合には，当該基準に適合しているものとは
みなさないものとする。

〈別添2〉 
歯科診療報酬点数表関係　（略）

〈別添3〉 
調剤診療報酬点数表関係　（略）

〈別添4〉 
医科診療報酬点数表関係
【明細書の発行】

（問159）平成22年 4月現在，医科診療所はレセ
プトの電子請求が義務化されていないが，
明細書発行の義務はあるのか。

（答） 　医科診療所は，実際にレセプト電子請求を行う
こととなる8月請求に合わせて，レセプトの電子
請求が義務化となるため，平成22年 8月１日よ
り原則として明細書発行が義務となる。なお，電
子請求が義務化されたが正当な理由に該当する診
療所については，平成22年 8月 2日（※8月1日
が日曜日であるため）までに地方厚生（支）局長
あてに届出を行うことにより，8月 1日より明細
書発行の義務が免除される。

歯科診療報酬点数表関係　（略）


