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点数を算定される場合は、必ず厚生労働省の告示・通知等で詳細をご確認下さい。

吉富薬品株式会社

精神科医療制度・法律
「精神科関連の診療報酬」（平成 30 年 4 月改定版）
■第 1 章 基本診療料「初診料、再診料、外来診療料」
1．外来においての基本診療料の種類････････････････････････････････････1
（初診料、再診料及び外来診療料の概要等）
紹介率・逆紹介率の低い大病院に対する減算規定･････････････････････2
医薬品価格の妥結率が低い医療機関に対する減算規定･････････････････2
2．初診料････････････････････････････････････････････････････････････4
時間外加算・･････････････････････････････････････････････････････5
休日加算、深夜加算、夜間・早朝等加算･････････････････････････････6
機能強化加算･････････････････････････････････････････････････････7
3．再診料････････････････････････････････････････････････････････････9
時間外加算、深夜加算、休日加算、夜間・早朝等加算････････････････10
外来管理加算････････････････････････････････････････････････････10
時間外対応加算･･････････････････････････････････････････････････11
地域包括診療加算････････････････････････････････････････････････13
認知症地域包括診療加算･･････････････････････････････････････････15
薬剤適正使用連携加算、明細書発行体制等加算･･････････････････････16
電話等による再診････････････････････････････････････････････････17
4．外来診療料･･･････････････････････････････････････････････････････18
5. オンライン診療料･････････････････････････････････････････････････19
■第２章 基本診療料「入院料等」
Ⅰ．入院料の仕組み
1．診療報酬体系見直しの概要･････････････････････････････････････････21
2．入院料とは･･･････････････････････････････････････････････････････22
Ⅱ．入院基本料
1．入院基本料の概要･････････････････････････････････････････････････23
2．入院基本料・特定入院料算定の基準等
(1)平成 18 年度･24 年度改定で入院基本料の算定要件となった項目･･･････23
（①医療安全管理体制、②入院診療計画、③院内感染防止対策、④褥瘡対策、
⑤栄養管理体制、⑥病棟で 1 日に看護を行う看護要員の勤務時間数）
(2)看護職員の夜間勤務体制･････････････････････････････････････････27
(3)看護職員配置の病棟内掲示･･･････････････････････････････････････28
(4)入院期間の計算･････････････････････････････････････････････････30
(5)特別の関係･････････････････････････････････････････････････････30
(6)外泊期間中の入院料･････････････････････････････････････････････30
(7)病棟移動時の入院料･････････････････････････････････････････････31
(8)歴週・歴月に基づく算定･････････････････････････････････････････31
(9)施設基準における常勤の取扱い･･･････････････････････････････････31
3．精神病棟入院基本料等の構成･･･････････････････････････････････････32
(1）精神病棟入院基本料････････････････････････････････････････････32
月平均夜勤時間超過減算････････････････････････････････････････32

夜勤時間特別入院基本料････････････････････････････････････････33
精神病棟 10 対１(13 対 1)入院基本料･････････････････････････････34
平均在院日数の算定方法････････････････････････････････････････34
初期加算･･････････････････････････････････････････････････････35
救急支援精神病棟初期加算･･････････････････････････････････････36
精神保健福祉士配置加算････････････････････････････････････････36
公認心理師の評価･･････････････････････････････････････････････38
重度認知症加算････････････････････････････････････････････････39
(2）特定機能病院入院基本料（精神病棟）････････････････････････････41
特定機能病院 7 対１(10 対 1、13 対 1)入院基本料（精神病棟）･･････41
初期加算･･････････････････････････････････････････････････････42
Ⅲ．入院基本料等加算
1．精神科特有の入院基本料等加算
(1) 精神科措置入院診療加算････････････････････････････････････････44
(2) 精神科応急入院施設管理加算････････････････････････････････････44
(3) 精神科措置入院退院支援加算････････････････････････････････････45
(4) 精神病棟入院時医学管理加算････････････････････････････････････46
(5) 救急医療管理加算･･････････････････････････････････････････････47
(6) 精神科隔離室管理加算･･････････････････････････････････････････48
(7) 精神科地域移行実施加算････････････････････････････････････････49
(8) 精神科身体合併症管理加算･･････････････････････････････････････50
(9）強度行動障害入院医療管理加算･･････････････････････････････････52
(10) 重度アルコール依存症入院医療管理加算･･････････････････････････53
(11) 摂食障害入院医療管理加算･･････････････････････････････････････55
(12) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算････････････････････････････56
(13) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算････････････････････････････57
(14) 精神科急性期医師配置加算･･････････････････････････････････････58
2．精神科医等の関与が必要な入院基本料等加算
(1）総合入院体制加算･･････････････････････････････････････････････60
1) 総合入院体制加算の主な施設基準･･･････････････････････････････62
2）屋内禁煙が算定要件となる入院基本料等加算・医学管理等･････････63
(2) 緩和ケア診療加算･･････････････････････････････････････････････64
個別栄養食事管理加算･･････････････････････････････････････････65
厚生労働大臣が定める特定地域(医療資源の少ない地域)････････････67
(3) 精神科リエゾンチーム加算･･････････････････････････････････････68
(4) 認知症ケア加算････････････････････････････････････････････････70
(5) 精神疾患診療体制加算･･････････････････････････････････････････72
(6) ハイリスク分娩管理加算････････････････････････････････････････73
(7)一般病棟用の「重症度、医療・介護必要度」（認知症が係る項目）････74
(8)療養病棟の医療区分のきめ細やかな評価（うつ症状に対する治療等が
係る項目）････････････････････････････････････････････････････74
3．精神病床で算定可能な主な入院基本料等加算
(1) 地域加算･･････････････････････････････････････････････････････76
(2) 看護補助加算･･････････････････････････････････････････････････78
夜間 75 対１看護補助加算･･･････････････････････････････････････80
夜間看護体制加算(看護補助加算の加算)･･････････････････････････80

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

看護配置加算･･････････････････････････････････････････････････81
離島加算･･････････････････････････････････････････････････････81
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Ⅲ．医学管理等の区分に該当する項目
1．抗精神病特定薬剤治療指導管理料
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疾患別等診療計画加算････････････････････････････････････････････････183
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早期加算････････････････････････････････････････････････････････････184
4．重度認知症患者ﾃﾞｲ･ｹｱ料････････････････････････････････････････････････187
早期加算････････････････････････････････････････････････････････････188
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■第５章 特掲診療料「医学管理等」
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Ⅳ．主な特定疾患治療管理料
1．特定薬剤治療管理料･･･････････････････････････････････････････････････208
特定薬剤治療管理料１･･･････････････････････････････････････････････208
初回月加算･････････････････････････････････････････････････････････209
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2．てんかん指導料･･･････････････････････････････････････････････････････210
3．外来緩和ケア管理料･･･････････････････････････････････････････････････211
4．糖尿病合併症管理料･･･････････････････････････････････････････････････213
5．外来栄養食事指導料・入院栄養食事指導料・集団栄養食事指導料･･･････････215
6．小児特定疾患カウンセリング料･････････････････････････････････････････217

Ⅴ．その他の主な医学管理料･･
1．薬剤管理指導料････････････････････････････････････････････････････････218
麻薬管理指導加算･･･････････････････････････････････････････････････219
2．薬剤情報提供料････････････････････････････････････････････････････････220
手帳記載加算･･･････････････････････････････････････････････････････220
3．退院時薬剤情報管理指導料･･･････････････････････････････････････････…･221
4．薬剤総合評価調整管理料････････････････････････････････････････････…･･223
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精神科医連携加算、検査･画像情報提供加算、療養情報提供加算 等）
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