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第８部 精神科専門療法

＜通則＞

精神科専門療法においては、薬剤を使用した場合は、第１節の精神科専門療法料と第２節の薬

剤料を合算した点数により、薬剤を使用しない場合は、第１節の精神科専門療法料に掲げる所定

点数のみによって算定する。

第１節 精神科専門療法料

Ｉ０００ 精神科電気痙攣療法

(１) 精神科電気痙攣療法とは、100ボルト前後の電流を頭部に短時間通電することを反復し、

各種の精神症状の改善を図る療法をいい、精神科を標榜する保険医療機関において、精神

科を担当する医師が行った場合に限り、１日１回を限度として算定する。

(２) 精神科電気痙攣療法は、当該療法について十分な知識を有する医師が実施すべきもので

あり、当該医師以外の介助者の立ち合いの下に、何らかの副作用が生じた際に適切な処置

が取り得る準備の下に行われなければならない。

(３) マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴った精神科電気痙攣療法を実施す

る場合は、当該麻酔に要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。ただし、当該

麻酔に伴う薬剤料及び特定保険医療材料料は別途算定できる。

Ｉ００１ 入院精神療法

(１) 入院精神療法とは、入院中の患者であって統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神

障害（アルコール依存症等をいう。）、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリテ

ィ障害、精神症状を伴う脳器質性障害等（以下この項において「対象精神疾患」とい

う。）又は対象精神疾患に伴い、知的障害、認知症、心身症及びてんかんがあるものに対

して、一定の治療計画に基づいて精神面から効果のある心理的影響を与えることにより、

対象精神疾患に起因する不安や葛藤を除去し、情緒の改善を図り洞察へと導く治療方法を

いう。

(２) 入院精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神保健指定医その他の精神科を担

当する医師が、当該保険医療機関内の精神療法を行うにふさわしい場所において、対象精

神疾患の患者に対して必要な時間行った場合に限り算定する。ただし、区分番号「Ａ２３

０－４」精神科リエゾンチーム加算の届出を行っている保険医療機関については、精神科

を標榜していない場合にも、入院精神療法を算定できる。

(３) 入院精神療法として算定できる回数は、医学的に妥当と認められる回数を限度とする。

なお、入院精神療法は、同時に複数の患者又は複数の家族を対象として集団的に行われた

場合には、算定できない。

(４) 患者の家族に対する入院精神療法は、統合失調症の患者であって、家族関係が当該疾患

の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り、当該保険医療機関における初回の入院の

時に、入院中２回を限度として算定できる。ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的

な療養指導である場合は、算定できない。なお、家族に対して入院精神療法を行った場合

は、診療報酬明細書の摘要欄に 家族 と記載する。

(５) 入院精神療法を行った場合（家族に対して行った場合を含む。）は、その要点を診療録

に記載する。入院精神療法(Ⅰ)にあっては、更に当該療法に要した時間及びその要点を診
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療録に記載する。

(６) 患者に対して入院精神療法を行った日と同一の日に家族に対して入院精神療法を行った

場合における費用は、患者に対する入院精神療法の費用に含まれ、別に算定できない。

(７) 入院の日及び入院の期間の取扱いについては、入院基本料の取扱いの例による。

(８) 重度の精神障害者とは、措置入院患者、医療保護入院患者及び任意入院であるが何らか

の行動制限を受けている患者等をいう。

(９) 入院精神療法(Ⅰ)を行った週と同一週に行われた入院精神療法(Ⅱ)は別に算定できない。

(10) 入院中の対象精神疾患の患者に対して、入院精神療法に併せて区分番号「Ｉ００４」心

身医学療法が算定できる自律訓練法、森田療法等の療法を行った場合であっても、入院精

神療法のみにより算定する。

(11) 当該患者に対して、同じ日に入院精神療法と区分番号「Ｉ００３」標準型精神分析療法

を行った場合は標準型精神分析療法により算定する。

Ｉ００２ 通院・在宅精神療法

(１) 通院・在宅精神療法とは、入院中の患者以外の患者であって、統合失調症、躁うつ病、

神経症、中毒性精神障害（アルコール依存症等をいう。）、心因反応、児童・思春期精神

疾患、パーソナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性障害等（以下この項において「対象

精神疾患」という。）又は対象精神疾患に伴い、知的障害、認知症、心身症及びてんかん

のため社会生活を営むことが著しく困難なもの（患者の著しい病状改善に資すると考えら

れる場合にあっては当該患者の家族）に対して、精神科を担当する医師（研修医を除

く。）が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図る

ための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法をいう。

(２) 通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行っ

た場合に限り算定する。

(３) 通院・在宅精神療法は、同時に複数の患者又は複数の家族を対象に集団的に行われた場

合には算定できない。

(４) 通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が５分を超えたときに限り算定する。ただし、

通院・在宅精神療法の「１」及び「２」（ロを除く。）は、区分番号「Ａ０００」初診料

を算定する初診の日（区分「Ａ０００」の初診料の「注５」のただし書に規定する初診を

含む。）は、診療に要した時間が30分以上の場合に限り算定することとし、通院・在宅精

神療法の「２」（ロに限る。）は、診療に要した時間が60分以上の場合に限り算定する。

この場合において診療に要した時間とは、医師自らが患者に対して行う問診、身体診察

（視診、聴診、打診及び触診）及び当該通院・在宅精神療法に要する時間をいい、これら

以外の診療に要する時間は含まない。

(５) 通院・在宅精神療法を算定するに当たっては、診療録に当該診療に要した時間を記載す

ること。ただし、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が

5分、30分又は60分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限

り、「○分超」などの記載でも差し支えない。また、通院・在宅精神療法の「１」のイ又

は「２」のイ、ロを算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要し

た時間を記載する。

(６) 当該患者の家族に対する通院・在宅精神療法は、家族関係が当該疾患の原因又は増悪の
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原因と推定される場合に限り算定する。ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療

養指導である場合は、算定できない。家族に対して通院・在宅精神療法を行った場合は、

診療報酬明細書の摘要欄に 家族 と記載する。

(７) 通院・在宅精神療法を行った場合（家族に対して行った場合を含む。）は、その要点を

診療録に記載する。

(８) 患者に対して通院・在宅精神療法を行った日と同一の日に家族に対して通院・在宅精神

療法を行った場合における費用は、患者に対する通院・在宅精神療法の費用に含まれ、別

に算定できない。

(９) 入院中の患者以外の対象精神疾患を有する患者に対して、通院・在宅精神療法に併せて

区分番号「Ｉ００４」心身医学療法が算定できる自律訓練法、森田療法等の療法を行った

場合であっても、通院・在宅精神療法のみにより算定する。

(10) 当該患者に対する通院・在宅精神療法を算定した場合は、同じ日に区分番号「Ｉ００

３」標準型精神分析療法は算定できない。

(11) 通院・在宅精神療法の「１」のイ、「２」のイ、ロは、次のア、イ、ウのいずれか２つ

の要件を満たす、地域の精神科救急医療体制の確保に協力等を行っている精神保健指定医

又はこれに準ずる者（精神保健指定医であった医師及び旧精神衛生法に規定する精神衛生

鑑定医であった医師をいう。以下同じ。）に限り算定できる。なお、通院・在宅精神療法

の「１」のイ及び「２」のイは、初診時に通院・在宅精神療法を行った場合に限り、初診

時にのみ算定できる。なお、この場合においても他の初診時と同様に診療時間が30分以上

の場合に限り算定できる。

ア 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務（措置診察等）について、

都道府県（政令市の区域を含むものとする。以下本区分番号において同じ。）に積極的

に協力し、診察業務等を年１回以上行うこと。

具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業

務等に参画し、(イ)から(ホ)までのいずれかの診察あるいは業務を年１回以上行うこと。

(イ) 措置入院及び緊急措置入院時の診察

(ロ) 医療保護入院及および応急入院のための移送時の診察

(ハ) 精神医療審査会における業務

(ニ) 精神科病院への立ち入り検査での診察

(ホ) その他都道府県の依頼による公務員としての業務

イ 都道府県や医療機関等の要請に応じて、地域の精神科救急医療体制の確保への協力等

を行っていること。具体的には、(イ)から(ハ)までの要件を合計して年６回以上行うこ

と。

(イ) 時間外、休日又は深夜における救急患者への対応に関し、精神科救急情報センタ

ー等の相談員からの問合せに対応すること。具体的には、精神科救急情報センター

等の対応体制（オンコール体制を含む。）に協力していること。

(ロ) 時間外、休日又は深夜における外来対応施設（自治体等の夜間・休日急患センタ

ー等や精神科救急医療体制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等）で

の外来診療や、救急医療機関への診療協力（外来、当直又は対診）を行うこと。

（いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。）
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(ハ) 所属する医療機関が精神科救急医療体制整備事業に参加し、当該精神保健指定医

が当直又はオンコール等に参加していること。

ウ 標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電

話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している

保険医療機関に紹介できる体制を有していること。具体的には、(イ)又は(ロ)のいずれ

かの要件を満たすこと。

(イ) 区分番号「Ａ００１」再診料の時間外対応加算１の届出を行っていること。

(ロ) 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防（救急車）、

救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則とし

て当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、や

むを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であ

っても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。

(12) 通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が、

訪問診療又は往診による診療を行った際にも算定できる。

(13) 「注３」に規定する加算は、必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な指

導を行った上で、20歳未満の患者に対して、通院・在宅精神療法を行った場合（当該保険

医療機関の精神科を初めて受診した日から起算して１年以内（区分番号「Ａ３１１－４」

に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行った保険医療機関において、

16歳未満の患者に対して行った場合は２年以内）の期間に行った場合に限る。）に、所定

点数に加算する。

(14) 「注４」に規定する児童思春期精神科専門管理加算は、児童思春期精神科の専門の医師

（精神保健指定医に指定されてから５年以上にわたって主に20歳未満の患者に対する精神

医療に従事した医師であって、現に精神保健指定医である医師をいう。）又は当該専門の

医師の指導の下、精神療法を実施する医師が、20歳未満の患者（イについては16歳未満の

患者に限る。）に対し、専門的な精神療法を実施した場合に算定する。

(15) 「注４」のロについては、発達障害や虐待の有無等を含む精神状態の総合的な評価、鑑

別診断及び療育方針の検討等が必要な者に対し、発達歴や日常生活の状況の聴取・行動観

察等に基づく、60分以上の専門的な精神療法を実施すること。なお、実施に当たっては、

以下の要件をいずれも満たすこと。

ア 発達障害の評価に当たっては、ADI-R(Autism Diagnostic Interview‒Revised)やDISC

O（The Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders）等で採用さ

れている診断項目を考慮すること。

イ 患者及び患者の家族に、今後の診療計画について文書及び口頭で説明すること。説明

に用いた診療計画の写しを診療録に添付すること。

(164) 「注５４」に定める特定薬剤副作用評価加算は、抗精神病薬を服用中の患者について、

精神保健指定医又はこれに準ずる者が、通常行うべき薬剤の副作用の有無等の確認に加え、

更に薬原性錐体外路症状評価尺度を用いて定量的かつ客観的に薬原性錐体外路症状の評価

を行った上で、薬物療法の治療方針を決定した場合に、月に１回に限り算定する。この際、

別紙様式33に準じて評価を行い、その結果と決定した治療方針について、診療録に記載す

ること。なお、同一月に区分番号「Ｉ００２－２」精神科継続外来支援・指導料の「注
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４」に規定する特定薬剤副作用評価加算を算定している患者については、当該加算は算定

できない。

(17) 「注６」に定める別に厚生労働大臣が定める要件は、特掲診療料の施設基準等別表第十

の三に掲げるものを全て満たすものをいう。なお、その留意事項は以下のとおりである。

ア 「当該保険医療機関において、３種類以上の抗うつ薬及び３種類以上の抗精神病薬の

投与の頻度が一定以下であること」とは、当該保険医療機関において抗うつ薬又は抗精

神病薬のいずれかを処方された患者のうち、３種類以上の抗うつ薬又は３種類以上の抗

精神病薬を処方された患者の割合が１割未満であるか、その数が20名未満であることを

いう。なお、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は区分番号「Ｆ１００」処方料における

計算方法に準じる。抗うつ薬又は抗精神病薬を処方された患者のうち、３種類以上の抗

うつ薬又は３種類以上の抗精神病薬を処方された患者の割合は、区分番号「Ｆ１００」

処方料（３）ウにより報告したもののうち、直近のものを用いるものとし、平成28年９

月までは全ての医療機関が当該要件を満たすものとして扱う。また、平成28年10月以降

であっても、向精神薬多剤投与を行っていないために当該報告を行わなかった保険医療

機関については、当該要件を満たすものとして扱う。

イ 「当該患者に対し、適切な説明や医学管理が行われていること」とは、当該月を含む

過去３か月以内に以下の全てを行っていることをいう。

(イ) 患者又はその家族等の患者の看護や相談に当たる者（以下イにおいて「患者等」

という。）に対して、当該投与により見込む効果及び特に留意する副作用等につい

て説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。ただし、

説明を行うことが診療上適切でないと考える場合は、診療録にその理由を記載する

ことで代替して差し支えない。

(ロ) 服薬状況（残薬の状況を含む。）を患者等から聴取し、診療録に記載しているこ

と。

(ハ) ３種類以上の抗精神病薬を投与している場合は、「注５」に掲げる客観的な指標

による抗精神病薬の副作用評価を行っていること。

(ニ) 減薬の可能性について検討し、今後の減薬計画又は減薬計画が立てられない理由

を患者等に説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。

ウ 「当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであるこ

と」とは、区分番号「Ｆ１００」処方料(３)のアの(イ)から(ニ)までのいずれかに該当

するものであることをいう。ただし、平成28年９月までは、当該保険医療機関において

精神科を担当する、臨床経験を５年以上有する医師が患者の病状等によりやむを得ず投

与を行う必要があると認めた場合も当該要件を満たすものとして扱う。

Ｉ００２－２ 精神科継続外来支援・指導料

(１) 精神科継続外来支援・指導料とは、入院中の患者以外の患者であって、統合失調症、躁

うつ病、神経症、中毒性精神障害（アルコール依存症等をいう。）、心因反応、児童・思

春期精神疾患、パーソナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性障害等のものに対して、精

神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が、精神障害者の地域生活の維持や

社会復帰に向けた支援のため、患者又はその家族等の患者の看護や相談に当たる者に対し

て、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を継続して行う場合を評価
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したものである。

(２) 「注２」については、当該保険医療機関が、１回の処方において、抗不安薬を３種類以

上、睡眠薬を３種類以上、抗うつ薬を３４種類以上又は抗精神病薬を３４種類以上投与

（以下「向精神薬多剤投与」という。）した場合には、算定しない。ただし、区分番号

「Ｆ１００」処方料(３２)のアの(イ)から(ニ)のいずれかに該当する場合は算定すること

ができる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に向精神薬多剤投与に該

当するが、精神科継続外来支援・指導料を算定する理由を記載すること。

(３) 抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は一般名で計算する。また、抗不

安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類については、別紙36を参考にすること。

(４) 「注２」の規定については、平成26年10月１日より適用する。

(４５) 「注３」に規定する加算は、「注１」に規定する医師による支援と併せて、精神科を

担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士（以下「保健

師等」という。）が、患者又はその家族等の患者の看護や相談に当たる者に対して、療養

生活環境を整備するための支援を行った場合を評価したものである。

(５６) 「注４」に定める特定薬剤副作用評価加算は、抗精神病薬を服用中の患者について、

精神保健指定医又はこれに準ずる者が、通常行うべき薬剤の副作用の有無等の確認に加え、

更に薬原性錐体外路症状評価尺度を用いて定量的かつ客観的に薬原性錐体外路症状の評価

を行った上で、薬物療法の治療方針を決定した場合に、月１回に限り算定する。この際、

別紙様式33に準じて評価を行い、その結果と決定した治療方針について、診療録に記載す

ること。なお、同一月に区分番号「Ｉ００２」通院・在宅精神療法の「注５４」に規定す

る特定薬剤副作用評価加算を算定している患者については、当該加算は算定できない。

(６７) 他の精神科専門療法と同一日に行う精神科継続外来支援・指導に係る費用は、他の精

神科専門療法の所定点数に含まれるものとする。

(７８) 精神科継続外来支援・指導料は、初診時（区分番号「Ａ０００」初診料の「注５」の

ただし書に規定する初診を含む。）は算定できないものとする。

(８９) 精神科継続外来支援・指導を行った場合は、その要点を診療録に記載する。

(９) 「注５」に定める別に厚生労働大臣が定める要件は、特掲診療料の施設基準等別表十の

三に掲げるものを全て満たすものをいう。なお、その留意事項は、「Ｉ００２」通院・在

宅精神療法の(17)に示すものと同様である。

Ｉ００２－３ 救急患者精神科継続支援料

(１) 救急患者精神科継続支援料は、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法

士、精神保健福祉士、臨床心理技術者若しくは社会福祉士が、自殺企図若しくは自傷又は

それらが疑われる行為によって生じた外傷や身体症状のために医師が入院の必要を認めた

患者であって、気分障害、適応障害、統合失調症等の精神疾患の状態にあるものに対し、

自殺企図や精神状態悪化の背景にある生活上の課題の状況を確認した上で、解決に資する

社会資源について情報提供する等の援助を行う他、かかりつけ医への受診や定期的な服薬

等、継続して精神疾患の治療を受けるための指導や助言を行った場合に算定する。なお、

指導等を行う精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師等は、適切な研修を受講してい

る必要があること。

(２) 「１」については、精神科医の指示を受けた看護師等が指導等を行う場合には、あらか
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じめ、当該精神科医が週に１回以上診察している必要があること。

(３) 「２」については、精神科医又は当該精神科医の指示を受けた看護師等（いずれも入院

中に当該患者の指導等を担当した者に限る。）が、電話等で１月に２回以上の指導等を行

った場合に１回算定することとし、退院から６月に６回に限り算定する。なお、指導等を

実施した月の翌月以降に外来を受診した際に算定しても差し支えないこととし、指導等を

行った月と算定する月が異なる場合には、診療報酬明細書の摘要欄に指導等を行った月を

記載すること。

(４) 指導等の内容の要点を診療録等に記載すること。

Ｉ００３ 標準型精神分析療法

(１) 標準型精神分析療法とは、口述による自由連想法を用いて、抵抗、転移、幼児体験等の

分析を行い解釈を与えることによって洞察へと導く治療法をいい、当該療法に習熟した医

師により行われた場合に、概ね月６回を標準として算定する。また、精神科を標榜する保

険医療機関以外の保険医療機関において、標準型精神分析療法に習熟した心身医学を専門

とする医師が当該療法を行った場合においても算定できる。

(２) 口述でなく筆記による自由連想法的手法で行う精神分析療法は、１時間以上にわたるよ

うな場合であっても、入院中の患者にあっては区分番号「Ｉ００１」入院精神療法により、

入院中の患者以外の患者にあっては区分番号「Ｉ００２」通院・在宅精神療法により算定

する。

(３) 標準型精神分析療法を行った場合は、その要点及び診療時間を診療録に記載する。

Ｉ００３－２ 認知療法・認知行動療法

(１) 認知療法・認知行動療法とは、入院中の患者以外のうつ病等の気分障害、強迫性障害、

社交不安障害、パニック障害又は心的外傷後ストレス障害の患者に対して、認知の偏りを

修正し、問題解決を手助けすることによって治療することを目的とした精神療法をいう。

(２) 認知療法・認知行動療法は、一連の治療計画を策定し、患者に対して詳細な説明を行っ

た上で、当該療法に関する研修を受講するなど当該療法に習熟した医師によって30分を超

えて治療が行われた場合（「３」において、看護師により30分を超える面接が行われ、そ

の後当該療法に習熟した医師により５分以上の面接が行われた場合を含む。）に算定する。

(３) 一連の治療につき16回を限度として算定する。

(４) 認知療法・認知行動療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。

(５) うつ病等の気分障害の患者に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たっては、厚生

労働科学研究班作成の「うつ病の認知療法・認知行動療法治療者用マニュアル」（平成21

年度厚生労働省こころの健康科学研究事業「精神療法の実施方法と有効性に関する研

究」）に従って行った場合に限り、算定できる。

(６) 強迫性障害の患者に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たっては、厚生労働科学

研究班作成の「強迫性障害（強迫症）の認知行動療法マニュアル（治療者用）」（平成27

年度厚生労働省障害者対策総合研究事業「認知行動療法等の精神療法の科学的エビデンス

に基づいた標準治療の開発と普及に関する研究」）に従って行った場合に限り、算定でき

る。

(７) 社交不安障害の患者に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たっては、厚生労働科

学研究班作成の「社交不安障害（社交不安症）の認知行動療法マニュアル（治療者用）」
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（平成27年度厚生労働省障害者対策総合研究事業「認知行動療法等の精神療法の科学的エ

ビデンスに基づいた標準治療の開発と普及に関する研究」）に従って行った場合に限り、

算定できる。

(８) パニック障害の患者に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たっては、厚生労働科

学研究班作成の「パニック障害（パニック症）の認知行動療法マニュアル（治療者用）」

（平成27年度厚生労働省障害者対策総合研究事業「認知行動療法等の精神療法の科学的エ

ビデンスに基づいた標準治療の開発と普及に関する研究」）に従って行った場合に限り、

算定できる。

(９) 心的外傷後ストレス障害に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たっては、厚生労

働科学研究班作成の「PTSD(心的外傷後ストレス障害)の認知行動療法マニュアル〔持続エ

クスポージャー療法／PE療法」（平成27年度厚生労働省障害者対策総合研究事業「認知行

動療法等の精神療法の科学的エビデンスに基づいた標準治療の開発と普及に関する研

究」）に従って行った場合に限り、算定できる。

(10６) 認知療法・認知行動療法の「１」は、地域の精神科救急医療体制の確保に協力等を行

っている精神保健指定医がア、イ、ウのいずれか２つの要件を満たした場合に算定できる。

ア 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務（措置診察等）について、

都道府県（政令市の区域を含むものとする。以下本区分番号において同じ。）に積極的

に協力し、診察業務等を年１回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録

し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、(イ)から(ホ)までのいずれ

かの診察あるいは業務を年１回以上行うこと。

(イ) 措置入院及び緊急措置入院時の診察

(ロ) 医療保護入院及および応急入院のための移送時の診察

(ハ) 精神医療審査会における業務

(ニ) 精神科病院への立ち入り検査での診察

(ホ) その他都道府県の依頼による公務員としての業務

イ 都道府県や医療機関等の要請に応じて、地域の精神科救急医療体制の確保への協力等

を行っていること。具体的には、(イ)から(ハ)までの要件を合計して年６回以上行うこ

と。

(イ) 時間外、休日又は深夜における救急患者への対応に関し、精神科救急情報センタ

ー等の相談員からの問合せに対応すること。具体的には、精神科救急情報センター

等の対応体制（オンコール体制を含む）に協力していること。

(ロ) 時間外、休日又は深夜における外来対応施設（自治体等の夜間・休日急患センタ

ー等や精神科救急医療体制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等）で

の外来診療や、救急医療機関への診療協力（外来、当直又は対診）を行うこと。

（いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。）

(ハ) 所属する医療機関が精神科救急医療体制整備事業に参加し、当該精神保健指定医

が当直又はオンコール等に参加していること。

ウ 標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電

話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している

保険医療機関に紹介できる体制を有していること。具体的には、(イ)又は(ロ)のいずれ



精神 - 9 -

かの要件を満たすこと。

(イ) 時間外対応加算１の届出を行っていること。

(ロ) 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防（救急車）、

救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則とし

て当該保険医療機関において常時対応できる体制がとられていること。また、やむ

を得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっ

ても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。

(11７) 認知療法・認知行動療法を行った場合は、その要点及び診療時間を診療録に記載する。

(12) 認知療法・認知行動療法の「３」は、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（支）局長に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外のうつ

病等の気分障害の患者に対して、地域の精神科救急医療体制の確保に協力等を行っている

精神保健指定医が(10)のア、イ、ウのいずれか２つの要件を満たした上で治療を行うに当

たり、治療に係る面接の一部を専任の看護師が実施した場合に算定する。ただし、この場

合にあっては、次の全てを満たすこと。

ア 初回時又は治療終了時を予定する回の治療に係る面接は専任の医師が実施し、専任の

看護師が同席すること。

イ 初回から治療を終了するまでの間の治療は、初回時に同席した看護師が実施し、当該

看護師による面接後に、専任の医師が患者と５分以上面接すること。

ウ 看護師が面接を実施する場合は、患者の同意を得た上で当該面接の内容を録音し、専

任の医師はその内容を、指示又は指導の参考とすること。

(13) 認知療法・認知行動療法の「１」、「２」及び「３」は、一連の治療において同一の点

数を算定する。ただし、「３」の要件を満たす場合のうち、医師と看護師が同席して 30

分以上の面接を行った日に限り、「１」の点数を算定できる。

Ｉ００４ 心身医学療法

(１) 心身医学療法とは、心身症の患者について、一定の治療計画に基づいて、身体的傷病と

心理・社会的要因との関連を明らかにするとともに、当該患者に対して心理的影響を与え

ることにより、症状の改善又は傷病からの回復を図る治療方法をいう。この心身医学療法

には、自律訓練法、カウンセリング、行動療法、催眠療法、バイオフィードバック療法、

交流分析、ゲシュタルト療法、生体エネルギー療法、森田療法、絶食療法、一般心理療法

及び簡便型精神分析療法が含まれる。

(２) 心身医学療法は、当該療法に習熟した医師によって行われた場合に算定する。

(３) 心身医学療法は、初診時（区分番号「Ａ０００」初診料の「注５」のただし書に規定す

る初診を含む。以下この項において同じ。）には診療時間が30分を超えた場合に限り算定

できる。この場合において診療時間とは、医師自らが患者に対して行う問診、理学的所見

（視診、聴診、打診及び触診）及び当該心身医学療法に要する時間をいい、これら以外の

診療に要する時間は含まない。なお、初診時に心身医学療法を算定する場合にあっては、

診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を記載する。

(４) 心身医学療法を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の傷病名欄において、心身症

による当該身体的傷病の傷病名の次に「（心身症）」と記載する。
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例 「胃潰瘍（心身症）」

(５) 心身医学療法を行った場合は、その要点を診療録に記載する。

(６) 入院の日及び入院の期間の取扱いについては、入院基本料の取扱いの例による。

(７) 「注５」に規定する加算は、必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な指

導を行った上で、20歳未満の患者に対して、心身医学療法を行った場合に、所定点数を加

算する。

(８) 区分番号「Ｉ００１」入院精神療法、区分番号「Ｉ００２」通院・在宅精神療法又は区

分番号「Ｉ００３」標準型精神分析療法を算定している患者については、心身医学療法は

算定できない。

Ｉ００５ 入院集団精神療法

(１) 入院集団精神療法とは、入院中の患者であって、統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒

性精神障害（アルコール依存症等をいう。）、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソ

ナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性障害等のものに対して、一定の治療計画に基づき、

言葉によるやりとり、劇の形態を用いた自己表現等の手法により、集団内の対人関係の相

互作用を用いて、対人場面での不安や葛藤の除去、患者自身の精神症状・問題行動に関す

る自己洞察の深化、対人関係技術の習得等をもたらすことにより、病状の改善を図る治療

法をいう。

(２) 入院集団精神療法は、精神科を標榜している保険医療機関において、精神科を担当する

医師及び１人以上の精神保健福祉士又は臨床心理技術者等により構成される２人以上の者

が行った場合に限り算定する。

(３) １回に15人を限度とし、１日につき１時間以上実施した場合に、入院の日から起算して

６月に限り週２回を限度として算定する。この場合、個々の患者について、精神科医師に

よる治療計画が作成されていることが必要である。なお、入院の日及び入院の期間の取扱

いについては、入院基本料の取扱いの例による。

(４) 入院集団精神療法に使用する十分な広さを有する当該医療機関内の一定の場所及びその

場所を使用する時間帯を予め定めておくこと。

(５) 入院集団精神療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載する。

(６) 入院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。

Ｉ００６ 通院集団精神療法

(１) 通院集団精神療法とは、入院中の患者以外の患者であって、統合失調症、躁うつ病、神

経症、中毒性精神障害（アルコール依存症等をいう。）、心因反応、児童・思春期精神疾

患、パーソナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性障害等のものに対して、一定の治療計

画に基づき、集団内の対人関係の相互作用を用いて、自己洞察の深化、社会適応技術の習

得、対人関係の学習等をもたらすことにより病状の改善を図る治療法をいう。

(２) 通院集団精神療法は、精神科を標榜している保険医療機関において、精神科を担当する

医師及び１人以上の精神保健福祉士又は臨床心理技術者等により構成される２人以上の者

が行った場合に限り算定する。

(３) １回に10人を限度とし、１日につき１時間以上実施した場合に、開始日から６月に限り

週２回を限度として算定する。

(４) 通院集団精神療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載する。
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(５) 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。

Ｉ００６－２ 依存症集団療法

(１) 依存症集団療法は、入院中の患者以外の患者であって、覚せい剤（覚せい剤取締法（昭

和26年法律第252号）第２条に規定する覚せい剤とする。）、麻薬（麻薬及び向精神薬取

締法第２条に規定する麻薬とする。）、大麻（大麻取締法第１条に規定する大麻とす

る。）又は危険ドラッグ（医薬品医療機器法第２条第15項に規定する指定薬物又は指定薬

物と同等以上の精神作用を有する蓋然性が高い薬物、ハーブ、リキッド、バスソルト等を

いう。）に対する物質依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受

けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しくは臨床心理技術者で構成される２人以上

の者（このうち１人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は

作業療法士（いずれも依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。）である

こと。）が、認知行動療法の手法を用いて、薬物の使用を患者自らコントロールする手法

等の習得を図るための指導を行った場合に算定する。

(２) 依存症集団療法は、１回に20人を限度とし、90分以上実施した場合に算定する｡

(３) 依存症集団療法は、平成21～24年度厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業

において「薬物依存症に対する認知行動療法プログラムの開発と効果に関する研究」の研

究班が作成した、物質使用障害治療プログラムに沿って行われた場合に算定すること。

(４) 依存症集団療法実施後に、精神科医及び精神科医の指示を受けて当該療法を実施した従

事者が、個別の患者の理解度や精神状態等について評価を行い、その要点を診療録等に記

載すること。

Ｉ００７ 精神科作業療法

(１) 精神科作業療法は、精神疾患を有するものの社会生活機能の回復を目的として行うもの

であり、実施される作業内容の種類にかかわらずその実施時間は患者１人当たり１日につ

き２時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専用の施

設以外において当該療法を実施することも可能であること。

(２) １人の作業療法士が、当該療法を実施した場合に算定する。この場合の１日当たりの取

扱い患者数は、概ね25人を１単位として、１人の作業療法士の取扱い患者数は１日２単位

50人以内を標準とする。

(３) 精神科作業療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載する。

(４) 当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該保険医療機関の負担とする。

Ｉ００８ 入院生活技能訓練療法

(１) 入院生活技能訓練療法とは、入院中の患者であって精神疾患を有するものに対して、行

動療法の理論に裏付けられた一定の治療計画に基づき、観察学習、ロールプレイ等の手法

により、服薬習慣、再発徴候への対処技能、着衣や金銭管理等の基本生活技能、対人関係

保持能力及び作業能力等の獲得をもたらすことにより、病状の改善と社会生活機能の回復

を図る治療法をいう。

(２) 精神科を標榜している保険医療機関において、経験のある２人以上の従事者が行った場

合に限り算定できる。この場合、少なくとも１人は、看護師、准看護師又は作業療法士の

いずれかとし、他の１人は精神保健福祉士、臨床心理技術者又は看護補助者のいずれかと

することが必要である。なお、看護補助者は専門機関等による生活技能訓練、生活療法又
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は作業療法に関する研修を修了したものでなければならない。

(３) 対象人数及び実施される訓練内容の種類にかかわらず、患者１人当たり１日につき１時

間以上実施した場合に限り、週１回を限度として算定できる。

(４) １人又は複数の患者を対象として行った場合に算定できるが、複数の患者を対象とする

場合は、１回に15人を限度とする。ただし、精神症状の安定しない急性期の精神疾患患者

は、対象としない。

(５) 当該療法に従事する作業療法士は、精神科作業療法の施設基準において、精神科作業療

法に専従する作業療法士の数には算入できない。また、当該療法に従事する看護師、准看

護師及び看護補助者が従事する時間については、入院基本料等の施設基準における看護職

員の数に算入できない。

(６) 入院生活技能訓練療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載する。

(７) 入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。

(８) 当該療法に要する消耗材料等については、当該保険医療機関の負担とする。

Ｉ００８－２ 精神科ショート・ケア

(１) 精神科ショート・ケアは、精神疾患を有するものの地域への復帰を支援するため、社会

生活機能の回復を目的として個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療

するものであり、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者１人当たり１

日につき３時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専

用の施設以外において当該療法を実施することも可能であること。

(２) ｢大規模なもの｣については、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合

に算定する。なお、診療終了後に当該計画に基づいて行った診療方法や診療結果について

評価を行い、その要点を診療録に記載している場合には、参加者個別のプログラムを実施

することができる。

(３) 精神科ショート・ケアは入院中の患者以外の患者に限り算定する。精神科ショート・ケ

アを算定している患者に対しては、同一日に行う他の精神科専門療法（他の保険医療機関

において実施するものも含む。）は、別に算定できない。ただし、他の医療機関に入院中

の患者であって、退院を予定しているもの(区分番号「I０１１」に掲げる精神科退院指導

料を算定したもの又は区分番号「Ａ３１８」地域移行機能強化病棟入院料を算定している

患者であって、指定特定相談支援事業者等において、退院後の生活を念頭に置いたサービ

ス等利用計画が作成されているものに限る。）に対しては、退院支援の一環として、当該

他の医療機関の入院中１回に限り算定できる。この場合、当該他の医療機関に照会を行い、

退院を予定しているものであること、入院料等について他医療機関を受診する場合の取り

扱いがなされていること。他の医療機関を含め、入院中に精神科ショート・ケアの算定の

ないことを確認すること。また、精神科ショート・ケアに引き続き、同一日に、患家又は

社会復帰施設等において精神科訪問看護・指導を行う場合は、退院後３か月以内に限り、

精神科訪問看護・指導料を算定できるものとする。

(４) 同一の保険医療機関で精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア

又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という。)を開始した日から

起算して１年を超える場合には、精神科ショート・ケアの実施回数にかかわらず、算定は

１週間に５日を限度とする。ただし、週４日以上算定できるのは、以下のいずれも満たす
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場合に限られること。

ア 少なくとも６月に１回以上医師が精神科デイ・ケア等の必要性について精神医学的

な評価を行っていること。継続が必要と判断した場合には、その理由を診療録に記載

すること。

イ 少なくとも６月に１回以上、精神保健福祉士又は臨床心理技術者が患者の意向を聴

取していること。なお、平成29年３月31日までの間は、精神保健福祉士及び臨床心理

技術者以外の従事者であっても患者の意向を聴取することができること。

ウ 精神保健福祉士等が聴取した患者の意向を踏まえ、医師を含む多職種が協同して、

患者の意向及び疾患等に応じた診療計画を作成していること。診療計画には、短期目

標及び長期目標、必要なプログラム内容と実施頻度、精神科デイ・ケア等を必要とす

る期間等を記載すること。医師は、作成した診療計画を患者又は家族等に説明し、精

神科デイ・ケア等の実施について同意を得ること。

エ 当該保険医療機関が以下のいずれかの要件を満たしていること。

(イ) 直近６月の各月について、次の(a)に掲げる数を(b)に掲げる数で除して算出し

た数値の平均が0.8未満であること。

(a) 当該月において、14回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数

(b) 当該月において、１回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数

(ロ) 直近１か月に１回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者について、当該保険

医療機関の精神科デイ・ケア等を 初に算定した月から当該月末までの月数の平均

が、12か月未満であること。

（５） 月14回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数等について、毎年10月に「別紙様式

31」を用いて地方厚生（支）局長に報告すること。

(６５) 精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアの届出を併せて行

っている保険医療機関にあっては、精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケア又は精神科

ナイト・ケアを各々の患者に対して同時に同一施設で実施することができる。この場合、

精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアを算定する患者は、各々に規定する治療がそれ

ぞれ実施されている場合に限り、それぞれ算定できる。なお、同一日に実施される精神科

ショート・ケアの対象患者数と精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアの対象患者数の

合計は、精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアの届出に係る患者数の限度を超えるこ

とはできない。この場合において、精神科ショート・ケアの対象患者数の計算に当たって

は、精神科デイ・ケアの対象患者数の２分の１として計算する。

(７６) 当該療法に要する消耗材料等については、当該保険医療機関の負担とする。

(８７) 「注４」に掲げる早期加算の対象となる患者は、当該療法の算定を開始してから１年

以内又は精神病床を退院して１年以内の患者であること。

(９) 「注５」については、入院中の患者であって、退院を予定しているもの（区分番号「Ⅰ

０１１」に掲げる精神科退院指導料を算定したもの又は区分番号「Ａ３１８」地域移行機

能強化病棟入院料を算定している患者であって、指定特定相談支援事業者等において、退

院後の生活を念頭に置いたサービス等利用計画が作成されているものに限る。)に対して、

精神科ショート・ケアを行う場合に、入院中１回に限り算定できる。

(10８) 「注５」について、入院中の患者が精神科ショート・ケアを行う場合は、対象患者数
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に含めること。

(11９) 精神科ショート・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録に記載する。

Ｉ００９ 精神科デイ・ケア

(１) 精神科デイ・ケアは、精神疾患を有するものの社会生活機能の回復を目的として個々の

患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであり、実施される内容の

種類にかかわらず、その実施時間は患者１人当たり１日につき６時間を標準とする。なお、

治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専用の施設以外において当該療法を実施

することも可能であること。また、この実施に当たっては、患者の症状等に応じたプログ

ラムの作成、効果の判定等に万全を期すること。

(２) ｢大規模なもの｣については、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合

に算定する。なお、診療終了後に当該計画に基づいて行った診療方法や診療結果について

評価を行い、その要点を診療録に記載している場合には、参加者個別のプログラムを実施

することができる。

(３) 精神科デイ・ケアは入院中の患者以外の患者に限り算定する。ただし、他の医療機関に

入院中の患者であって、退院を予定しているもの（区分番号「I０１１」に掲げる精神科

退院指導料を算定したもの又は区分番号「Ａ３１８」地域移行機能強化病棟入院料を算定

している患者であって、指定特定相談支援事業者等において、退院後の生活を念頭に置い

たサービス等利用計画が作成されているものに限る。）に対しては、退院支援の一環とし

て、当該他の医療機関の入院中１回（区分番号「Ａ３１８」地域移行機能強化病棟入院料

を算定しているものについては入院中４回）に限り算定できる。この場合、当該他の医療

機関に照会を行い、退院を予定しているものであること、入院料等について他医療機関を

受診する場合の取り扱いがなされていること、他の医療機関を含め、入院中に精神科デイ

・ケアの算定のないことを確認すること。また、精神科デイ・ケアを算定している患者に

対しては、同一日に行う他の精神科専門療法（他の医療機関で実施するものも含む。）は、

別に算定できない。

(４) 同一の保険医療機関で精神科デイ・ケア等精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、

精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアを開始した日から起算して１年を超え

る場合には、精神科デイ・ケア等の実施回数にかかわらず、算定は１週間に５日を限度と

する。ただし、週４日以上算定できるのは、区分番号「Ｉ００８－２」精神科ショート・

ケアの(４)のアからエまでのいずれも満たす場合に限られること。

（５） 月14回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数等について、毎年10月に「別紙様式

31」を用いて地方厚生（支）局長に報告すること。

(６５) 治療の一環として治療上の目的を達するために食事を提供する場合にあっては、その

費用は所定点数に含まれる。

(７６) 同一の患者に対して同一日に精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを併せて実施し

た場合は、精神科デイ・ナイト・ケアとして算定する。

(８７) 当該療法に要する消耗材料等については、当該保険医療機関の負担とする。

(９８) 「注５４」に掲げる早期加算の対象となる患者は、当該療法の算定を開始してから１

年以内又は精神病床を退院して１年以内の患者であること。

(10９) 「注６５」については、入院中の患者であって、退院を予定しているもの（区分番号
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「Ⅰ０１１」に掲げる精神科退院指導料を算定したもの又は区分番号「Ａ３１８」地域移

行機能強化病棟入院料を算定している患者であって、指定特定相談支援事業者等において、

退院後の生活を念頭に置いたサービス等利用計画が作成されているものに限る。)に対し

て、精神科デイ・ケアを行う場合に、入院中１回に限り算定できるが、当該患者は精神科

デイ・ケアを提供する患者数に含めること。

（11）「注４」に掲げる長期入院患者とは、精神疾患により、通算して１年以上の入院歴を有

する患者であること。

(1210) 当該保険医療機関又は他の保険医療機関に入院中の患者に対して精神科デイ・ケアを

行う場合、当該患者は精神科デイ・ケアを提供する対象患者数に含めること。

(13)精神科デイ・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録に記載する。

Ｉ０１０ 精神科ナイト・ケア

(１) 精神科ナイト・ケアは、精神疾患を有するものの社会生活機能の回復を目的として行う

ものであり、その開始時間は午後４時以降とし、実施される内容の種類にかかわらず、そ

の実施時間は患者１人当たり１日につき４時間を標準とする。なお、治療上の必要がある

場合には、病棟や屋外など、専用の施設以外において当該療法を実施することも可能であ

ること。

(２) その他精神科ナイト・ケアの取扱いについては、精神科デイ・ケアの取扱いに準じて行

う。

（３） 精神科ナイト・ケアを算定する場合においては、区分番号「Ａ０００」初診料の「注

９」及び「Ａ００１」再診料の「注７」に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

(４) 精神科ナイト・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録に記載する。

Ｉ０１０－２ 精神科デイ・ナイト・ケア

(１) 精神科デイ・ナイト・ケアは、精神疾患を有するものの社会生活機能の回復を目的とし

て行うものであり、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者１人当たり

１日につき10時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、

専用の施設以外において当該療法を実施することも可能であること。

(２) 精神科デイ・ナイト・ケアと精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア又は精神科ナイ

ト・ケアの届出を併せて行っている保険医療機関にあっては、精神科デイ・ナイト・ケア

と精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアを各々の患者に対し

て同時に同一施設で実施することができる。この場合、精神科ショート・ケア、精神科デ

イ・ケア又は精神科ナイト・ケアを算定する患者は、各々に規定する治療がそれぞれ実施

されている場合に限り、それぞれ算定できる。なお、同一日に実施される精神科デイ・ケ

ア等精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・

ナイト・ケアの対象患者数の合計は、精神科デイ・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの

届出に係る患者数の限度を超えることはできない。この場合において、精神科ショート・

ケアの対象患者数の計算に当たっては、精神科デイ・ケアの対象患者数の２分の１として

計算する。

(３) 「注５４」に掲げる加算の対象となる患者は、多職種が共同して「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」の別添２の様式46の２又はこれに準

じる様式により疾患等に応じた診療計画を作成して行った場合に、加算する。なお、診療
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終了後に、当該計画に基づいて行った診療方法や診療結果について評価を行い、その要点

を診療録に記載している場合には、参加者個別のプログラムを実施することができる。

(４) その他精神科デイ・ナイト・ケアの取扱いについては、精神科デイ・ケアの取扱いに準

じて行う。

(５) 精神科デイ・ナイト・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録に記載する。

Ｉ０１１ 精神科退院指導料

(１) 精神科退院指導料は、精神科を標榜する保険医療機関において、１月を超えて入院して

いる精神疾患を有するもの又はその家族等退院後の患者の看護に当たる者に対して、精神

科を担当する医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して、必要に応じて障

害福祉サービス事業所及び相談支援事業所等と連携しつつ、保健医療サービス又は福祉サ

ービス等に関する計画を策定し、別紙様式24を参考として作成した文書により、退院後の

治療計画、退院後の療養上の留意点、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サー

ビス等について医師が説明を行った場合に算定する。また、入院期間が１年を超える精神

疾患を有するもの又はその家族等退院後の患者の看護に当たる者に対して、当該計画に基

づき必要な指導を行った場合であって、当該患者が退院したときには、精神科地域移行支

援加算として、退院時に１回に限り算定する。なお、説明に用いた文書は、患者又はその

家族等に交付するとともに、その写しを診療録に貼付すること。

(２) 精神科退院指導料は、指導を行ったもの及び指導の対象が患者又はその家族等であるか

等の如何を問わず、算定の基礎となる退院につき、１回に限り当該患者の入院中に算定す

る。

(３) 入院の日及び入院期間の取扱いについては、入院基本料における取扱いと同様である。

(４) 死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所に入院するため転院した患者については、

算定できない。

Ｉ０１１－２ 精神科退院前訪問指導料

(１) 精神科退院前訪問指導料は、精神科を標榜する保険医療機関に入院している精神疾患を

有するものの円滑な退院のため、患家又は精神障害者施設、小規模作業所等を訪問し、患

者の病状、生活環境及び家族関係等を考慮しながら、患者又は家族等の退院後患者の看護

や相談に当たる者に対して、必要に応じて障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所等

と連携しつつ、退院後の療養上必要な指導や、在宅療養に向けた調整を行った場合に算定

する。なお、医師の指示を受けて保険医療機関の保健師、看護師、作業療法士又は精神保

健福祉士が訪問し、指導を行った場合にも算定できる。

(２) 精神科退院前訪問指導料は、指導を行ったもの及び指導の対象が患者又はその家族等で

あるか等の如何を問わず、１回の入院につき３回（当該入院期間が６月を超えると見込ま

れる患者にあっては、６回）を限度として指導の実施日にかかわらず退院日に算定する。

(３) 「注２」に係る加算は、患者の社会復帰に向けた調整等を行うに当たり、必要があって

複数の職種が共同して指導を行った場合に算定するものであり、単一の職種の複数名によ

る訪問の場合は対象としない。

(４) 精神科退院前訪問指導料は、退院して患家に復帰又は精神障害者施設に入所する患者が

算定の対象であり、医師又は看護師、作業療法士若しくは精神保健福祉士が配置されてい

る施設に入所予定の患者は算定の対象としない。
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(５) 精神科退院前訪問指導を行った場合は、指導内容の要点を診療録等に記載する。

(６) 精神科退院前訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務等に支障を来

すことのないよう留意する。

(７) 保険医療機関は、精神科退院前訪問指導の実施に当たっては、保健所等の実施する訪問

指導事業等関連事業との連携に十分配慮する。

(８) 退院前訪問指導料を算定した場合は、精神科退院前訪問指導料は算定できない。

Ｉ０１２ 精神科訪問看護・指導料

(１) 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)は、精神科を標榜している保険医療機関において

精神科を担当している医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、

作業療法士又は精神保健福祉士（以下「保健師等」という。）が、精神疾患を有する入院

中以外の患者又はその家族等の了解を得て患家を訪問し、個別に患者又はその家族等に対

して看護及び社会復帰指導等を行った場合に算定する。

(２) 「注１」及び「注３」に規定する精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)の算定回数は、

週（日曜日から土曜日までの連続した７日間をいう。）について計算する。また、「注

１」ただし書及び「注３」ただし書の患者に対する算定回数は、急性増悪した日から連続

した７日間について計算すること。また、同一日に複数回精神科訪問看護・指導を行った

場合であっても、１日につき１回に限り算定することとする。

(３) 「注１」のただし書及び「注３」のただし書に規定する場合とは、患者が急性増悪した

状態であって、精神科を担当している医師が患者を直接診察した上で、精神科訪問看護・

指導の必要性を認め、指示した場合であること。また、「注４」に規定する場合には、医

師が患者を直接診察していない場合であっても、当該患者に対して精神科訪問看護・指導

を行った保健師等からの情報により、精神科を担当している医師が患者の病状を充分に把

握し、必要と判断して、指示した場合を含むものとする。

(４) 「注１」ただし書及び「注３」ただし書に規定する場合並びに「注４」に規定する場合

においては、それぞれの指示は月に１回ずつに限り、その必要性について、急性増悪の状

態及び指示内容の要点と併せて診療録に記載し、診療報酬明細書にもその必要性について

記載すること。

(５) 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)は精神科を標榜している保険医療機関において、精神科を

担当する医師の指示を受けた保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が、障害者

総合支援法（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若しくは福

祉ホームの了解のもとにこれらの施設を訪問して、当該施設に入所し、かつ、当該保険医

療機関で診療を行っている複数の者又はその介護を担当する者等に対して、同時に看護又

は社会復帰指導を行った場合に算定する。

(６) 精神科訪問看護・指導料（Ⅱ）は、１人の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福

祉士が同時に行う精神科訪問看護・指導の対象患者等の数は５人程度を標準とし、１回の

訪問看護・指導に８人を超えることはできない。

(７) 精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)は、精神科訪問看護・指導を受けようとする同一建物居住

者に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師等を訪問させて、

看護又は療養上必要な指導を行った場合に、以下のア又はイにより算定すること。

ア 同一建物居住者が２人の場合は、当該患者全員に対して、イの(１)又はロの(１)によ
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り算定

イ 同一建物居住者が３人以上の場合は、当該患者全員に対して、イの(２)又はロの(２)

により算定

(８) 同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号

に掲げる建築物に居住する複数の患者のことをいうが、具体的には、例えば以下のような

患者のことをいう。

ア 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の４に規定する養護老人ホーム、老人福

祉法第20条の６に規定する軽費老人ホーム、老人福祉法第29条第１項に規定する有料老

人ホーム、老人福祉法第20条の５に規定する特別養護老人ホーム、マンションなどの集

合住宅等に入居又は入所している複数の患者

イ 介護保険法第８条第９項に規定する短期入所生活介護、介護保険法第８条第18項に規

定する小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準第63条第５項に規定する宿泊サービスに限る。）、介護保険法第８条第19

項に規定する認知症対応型共同生活介護、介護保険法第８条の２第９項に規定する介護

予防短期入所生活介護、介護保険法第８条の２第16項に規定する介護予防小規模多機能

型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成18年厚生労働省令第36号）第44条第５項に規定する宿泊サービスに限る。）、介

護保険法第８条の２第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービ

スを受けている複数の患者

(９) 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)は、１回の訪問の実施時間に基づき、30分未満、

30分以上90分程度の時間区分のいずれか一方の所定点数の算定を行うこと。また、精神科

訪問看護・指導料(Ⅱ)については、１時間から３時間程度を標準とすること。

(10) 同一の患者について、訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定した月につ

いては、精神科訪問看護・指導料を算定できない。ただし、次に掲げる場合はこの限りで

はない。なお、オの場合にあっては、精神科訪問看護・指導料及び訪問看護基本療養費を

算定する日と合わせて週３日（退院後３月以内の期間において行われる場合にあっては、

週５日）を限度とする。また、オについては、平成29年３月31日までの間は、精神科重症

患者早期集中支援管理料の届出を行っていない場合であっても算定できる。

ア 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者及び特掲診療料の施設基準等

別表第八に掲げる状態等の患者について、訪問看護療養費を算定した場合

イ 服薬中断等により急性増悪した場合であって、一時的に週４日以上の頻回の精神科訪

問看護・指導を行う必要を認めた患者

ウ 当該保険医療機関を退院後３月以内の患者

エ 区分番号「Ｉ０１６」精神科重症患者早期集中支援管理料を算定する患者

オ 精神科重症患者早期集中支援管理料の施設基準に適合しているものとして地方厚生

（支）局長へ届け出ている保険医療機関において、精神保健福祉士による精神科訪問看

護・指導を行う場合

(11） (10)のただし書の場合において、同一の患者について、精神科訪問看護・指導料及び訪

問看護療養費を算定できる場合であっても、訪問看護療養費を算定した日については、精
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神科訪問看護・指導料を算定できない。ただし、精神科重症患者早期集中支援管理料１を

算定する保険医療機関及び当該保険医療機関と連携する特別の関係にある訪問看護ステー

ションのそれぞれが同一日に訪問看護を実施した場合における精神科訪問看護・指導料

（作業療法士又は精神保健福祉士による場合に限る。）の算定、並びに、精神科重症患者

早期集中支援管理料２を算定する保険医療機関及び当該保険医療機関と連携する訪問看護

ステーションのそれぞれが同一日に訪問看護を実施した場合における精神科訪問看護・指

導料の算定は、この限りでない。

(120) 「注５」に係る加算は、精神科を担当する医師が、複数の保健師等又は看護補助者に

よる患家への訪問が必要と判断し、患者又はその家族等に同意を得て、当該医師の指示を

受けた当該保険医療機関の保健師又は看護師と保健師等又は看護補助者が、患者又はその

家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合（30分未満の場合を除く。）に算定

する。単に２人の保健師等又は看護補助者が同時に精神科訪問看護・指導を行ったことの

みをもって算定することはできない。

(131) 保健師又は看護師と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず患家にお

いて両者が同時に滞在する一定の時間を確保すること。

(142) 「注７」に規定する長時間精神科訪問看護・指導加算は、別に厚生労働大臣が定める

長時間の訪問を要する者に対して、１回の訪問看護の時間が90分を超えた場合、週１回

（15歳未満の超重症児、準超重症児においては週３回）に限り所定点数に加算すること。

なお、超重症児・準超重症児は、「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」の別添６の別紙14の超重症児（者）判定基準による判定スコアが10以

上のものをいう。

(153) 「注８」に規定する夜間・早朝訪問看護加算は、夜間（午後６時から午後10時までを

いう。）又は早朝（午前６時から午前８時までの時間をいう。）に精神科訪問看護・指導

を行った場合に、深夜訪問看護加算は深夜（午後10時から午前６時までをいう。）に精神

科訪問看護・指導を行った場合に、所定点数を加算すること。当該加算は、精神科緊急訪

問看護加算との併算定を可とする。

(164) (153)は患者の求めに応じて、当該時間に精神科訪問看護・指導を行った場合に算定で

きるものであり、保険医療機関の都合により、当該時間に保健師等を訪問させて精神科訪

問看護・指導を行った場合には算定できない。

(175) 「注９」に規定する精神科緊急訪問看護加算は、精神科訪問看護計画に基づき定期的

に行う精神科訪問看護・指導以外であって、患者又はその家族等の緊急の求めに応じて、

精神科を担当する医師の指示により、保健師等が精神科訪問看護・指導を行った場合に１

日につき１回に限り加算すること。

(186) 精神科緊急訪問看護加算に係る精神科緊急訪問看護を行った場合は、速やかに指示を

行った精神科を担当する医師に患者の病状等を報告するとともに、必要な場合は精神科特

別訪問看護指示書の交付を受け、精神科訪問指導計画について見直しを行うこと。

(197) 医師は、保健師等に対して行った指示内容の要点を診療録に記載する。

(2018) 保健師等は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点並びに精神科訪問看護・指

導を実施した際の開始時刻及び終了時刻を記録すること。また、保険医療機関における日

々の精神科訪問看護・指導を実施した患者氏名、訪問場所、訪問時間（開始時刻及び終了
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時刻）及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。

(2119) 保険医療機関は、精神科訪問看護・指導の実施に当たっては、保健所の実施する訪問

指導事業との連携に十分配慮する。

(220) 「注11」に規定する交通費は実費とする。

(231) 区分番号「Ｉ０１６」精神科重症患者早期集中支援管理料１を算定する保険医療機関

と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日において訪問看護を行った場合は、

それぞれが精神科訪問看護・指導料（ただし、作業療法士又は精神保健福祉士による場合に

限る。）及び精神科訪問看護基本療養費を算定することができる。

(242) 「注12」に規定する精神科複数回訪問加算は、精神科重症患者早期集中支援管理料を

算定する保険医療機関が、当該管理料を算定する患者に対して、１日に２回又は３回以上

の訪問看護を行った場合に、患者１人につき、それぞれの点数を加算する。

(253) 精神科重症患者早期集中支援管理料１を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ス

テーションのそれぞれが、同一日に２回又は３回以上の訪問看護を行った場合は、当該訪

問看護ステーションは訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定せず、当該保険

医療機関が「注12」に規定する精神科複数回訪問加算を算定する。

(264) 精神科重症患者早期集中支援管理料１を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ス

テーションのそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステー

ションは精神科訪問看護基本療養費を算定せず、当該保険医療機関が精神科訪問看護・指

導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。

(275) 精神科重症患者早期集中支援管理料２を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ス

テーションのそれぞれが、同一日に２回又は３回以上の訪問看護を行った場合、当該訪問

看護ステーションが訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定し、当該保険医療

機関は「注12」に規定する精神科複数回訪問加算を算定できない。

(286) 精神科重症患者早期集中支援管理料２を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ス

テーションのそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステー

ションが精神科訪問看護基本療養費を算定し、当該保険医療機関は精神科訪問看護・指導

料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定できない。

I０１２－２ 精神科訪問看護指示料

(１) 精神科訪問看護指示料は、入院中以外の精神疾患を有する患者であって、適切な在宅医

療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり、患者の

診療を担う保険医（精神科の医師に限る。）が診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、

当該患者又はその家族等の同意を得て、別紙様式17を参考に作成した精神科訪問看護指示

書に有効期間（６月以内に限る。）を記載して、当該患者又はその家族等が選定する訪問

看護ステーションに対して交付した場合に算定する。なお、１か月の指示を行う場合には、

精神科訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。

(２) 精神科訪問看護指示書を交付した保険医（精神科の医師に限る。）は、在宅療養に必要

な衛生材料及び保険医療材料（以下「衛生材料等」という。）の量の把握に努め、十分な

量の衛生材料等を患者に支給すること。

(３２) 精神科訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行う

ことを原則とし、退院時に１回算定できるほか、在宅での療養を行っている患者について
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１月に１回を限度として算定できる。なお、同一月において、１人の患者について複数の

訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付した場合であっても、当該指示料は、

１月に１回を限度に算定するものであること。

ただし、Ａ保険医療機関と特別の関係にあるＢ保険医療機関において区分番号「Ｃ００

５」在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号「Ｃ００５－１－２」同一建物居住者在宅患

者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料を算定している月においては、Ａ保険医

療機関は当該患者について区分番号「Ｃ００７」訪問看護指示料は算定できない。

(４３) 精神科特別訪問看護指示加算は、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であ

って、当該患者の診療を担う保険医（精神科の医師に限る。）が、一時的に頻回の指定訪

問看護を当該患者に対して行う必要性を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、別

紙様式17の２を参考に作成した精神科特別訪問看護指示書を、当該患者等が選定する訪問

看護ステーションに対して交付した場合に、１月に１回を限度として算定する。

ここでいう一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要性とは、恒常的な頻回の指定訪問看

護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている指定訪問看護の回数では対応できな

い場合であること。また、その理由等については、精神科特別訪問看護指示書に記載する

こと。

なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から14日以内に限り

実施するものであること。

(５４) 患者の診療を行った精神科の医師は、指定訪問看護の必要性を認めた場合には、診療

に基づき速やかに精神科訪問看護指示書及び精神科特別訪問看護指示書（以下この項にお

いて「精神科訪問看護指示書等」という。）を作成すること。当該精神科訪問看護指示書

等には、緊急時の連絡先として、診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載した

上で、訪問看護ステーションに交付すること。

なお、精神科訪問看護指示書等は、特に患者の求めに応じて、患者又はその家族等を介

して訪問看護ステーションに交付できるものであること。

(６５) 主治医は、交付した精神科訪問看護指示書等の写しを診療録に添付すること。

(７６) 患者の診療を担う保険医（精神科の医師に限る。）は、当該精神科訪問看護指示書交

付後であっても、患者の病状等に応じてその期間を変更することができるものであること。

なお、指定訪問看護の指示を行った保険医療機関は、訪問看護ステーションからの対象患

者について相談等があった場合には、懇切丁寧に対応すること。

(８) 「注３」に規定する衛生材料等提供加算は、在宅療養において衛生材料等が必要な患者

に対し、当該患者へ精神科訪問看護を実施している訪問看護ステーションから提出された

精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を基に、療養上必要な量について判断の

上、必要かつ十分な量の衛生材料等を患者に支給した場合に算定する。

(９) 「Ｃ００２」在宅時医学総合管理料、「Ｃ００２－２」施設入居時等医学総合管理料、

「Ｃ００３」在宅がん医療総合診療料、「Ｃ００５－２」在宅患者訪問点滴注射管理指導

料、第２部第２節第１款の各区分に規定する在宅療養指導管理料を算定した場合は、「注

３」の加算は当該管理料等に含まれ別に算定できない。

Ｉ０１３ 抗精神病特定薬剤治療指導管理料

(１) 抗精神病特定薬剤治療指導管理料の「１」持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料は、
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精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が、持続性抗精神病注射

薬剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に対して、計画的な治療管理を継

続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明を含め、療養上必要な指導を

行った場合に、月１回に限り、当該薬剤を投与した日に算定する。

(２) 持続性抗精神病注射薬剤の種類については、別紙36を参考にすること。

(３) 抗精神病特定薬剤治療指導管理料の「２」治療抵抗性統合失調症治療指導管理料は、精

神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が、治療抵抗性統合失調症

治療薬を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して、計画的な治療管理を継続して

行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明を含め、療養上必要な指導を行った

場合に、月１回に限り算定する。

(４) 治療抵抗性統合失調症治療薬とは、クロザピンをいう。

(５) 抗精神病特定薬剤治療指導管理料を算定する場合は、治療計画及び治療内容の要点を診

療録に記載する。

Ｉ０１４ 医療保護入院等診療料

(１) 医療保護入院等診療料は、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院に係る患

者について、当該入院期間中１回に限り算定する。

(２) 医療保護入院等診療料を算定する場合にあっては、患者の該当する入院形態を診療報酬

明細書に記載する。

(３) 医療保護入院等診療料を算定する病院は、隔離等の行動制限を 小化するための委員会

において、入院医療について定期的な（少なくとも月１回）評価を行うこと。

(４) 入院患者の隔離及び身体拘束その他の行動制限が病状等に応じて必要 小限の範囲内で

適正に行われていることを常に確認できるよう、一覧性のある台帳が整備されていること。

（平成20年５月26日障精発第0526002号｢精神科病院に対する指導監督等の徹底につい

て｣）また、その内容について他の医療機関と相互評価できるような体制を有しているこ

とが望ましい。

(５) 患者に対する治療計画、説明の要点について診療録に記載すること。

Ｉ０１５ 重度認知症患者デイ・ケア料

(１) 精神症状及び行動異常が著しい認知症患者（「認知症高齢者の日常生活度判定基準」が

ランクＭに該当するもの）の精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的とし、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保険医療機関において、患

者１人当たり１日につき６時間以上行った場合に算定する。

(２) 医師の診療に基づき、対象となる患者ごとにプログラムを作成し、当該プログラムに従

って行うものであって、定期的にその評価を行う等計画的な医学的管理に基づいて行うも

のであること。

(３) 治療の一環として治療上の目的を達するために食事を提供する場合にあっては、その費

用は所定点数に含まれる。

(４) 「注２」に掲げる早期加算の対象となる患者は、当該療法の算定を開始してから１年以

内又は精神病床を退院して１年以内の患者であること。

(５) 「注３」に掲げる夜間ケア加算の対象となる患者は、夜間の精神状態及び行動異常が著

しい認知症患者で、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
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た保険医療機関において、当該療法に引き続き２時間以上の夜間ケアを行った場合には、

当該療法を 初に算定した日から起算して１年以内の期間に限り算定できる。

(６) 重度認知症患者デイ・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録に記載する

こと。

(７) 重度認知症患者デイ・ケア料は入院中の患者以外の患者に限り算定する。ただし、重度

認知症患者デイ・ケア料を算定している患者に対しては、同一日に行う他の精神科専門療

法は、別に算定できない。

Ｉ０１６ 精神科重症患者早期集中支援管理料

(１) 精神科重症患者早期集中支援管理料は、長期入院患者又は入退院を繰り返し、病状が不

安定な患者の退院後早期においてに対し、精神保健指定医、看護師又は保健師、作業療法

士、精神保健福祉士等の多職種が、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療及び精神科

訪問看護を実施するとともに、急変時等に常時対応できる体制を整備し、多職種が参加す

る定期的な会議を開催することを評価するものであり、初回の算定日、直近の退院から起

算して６月以内に限り、月１回を限度として算定する。なお、算定に当たっては、診療報

酬明細書の摘要欄に、直近の入院についての入院日、入院形態並びに退院日（入退院を繰

り返す者の場合は、直近の入院に加え、前々回の入院についての入院日、入院形態並びに

退院日）、直近の退院時におけるＧＡＦ、「認知症高齢者の日常生活自立自律度判定基

準」の活用について」（平成18年４月３日老発第0403003号）におけるランク、初回の算

定日及び算定する月に行った訪問の日時、診療時間並びに訪問した者の職種を記載するこ

と。

(２) ここでいう長期入院患者又は入退院を繰り返し病状が不安定な患者とは、以下のいずれ

にも該当する患者であること。

ア １年以上入院して退院した者又は入退院を繰り返す者（入退院を繰り返す者について

は、直近の入院が、措置入院、緊急措置入院又は医療保護入院であり、かつ当該直近の

入院の入院日より起算して過去３月以内に措置入院、緊急措置入院又は医療保護入院を

したことのある者に限る。）

イ 統合失調症、統合失調症型障害若しくは又は妄想性障害、気分（感情）障害又は重度

認知症の状態で、退院時におけるＧＡＦ尺度による判定が40以下の者（重度認知症の状

態とは、「認知症高齢者の日常生活自立自律度判定基準」の活用について」（平成18年

４月３日老発第0403003号）（「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2826年３月４５日保医発03040305第１号）の別添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 Sca

le）で８点以下の状態にある者）を除く。）

ウ 精神科を標榜する保険医療機関への通院が困難な者（精神症状により単独での通院が

困難な者を含む。）

エ 障害福祉サービスを利用していない者（ここでいう障害福祉サービスとは、障害者総

合支援法第５条の１に規定する障害福祉サービス（居宅介護、重度訪問介護、自立訓練

（訪問による生活訓練に限る。）を除く。）、第５条の19に規定する地域移行支援及び

第５条の20に規定する地域定着支援をいう。）
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(３) 計画的な医学管理については、別紙様式41又はこれに準じた様式を用いて総合支援計画

書を月１回以上作成し、総合支援計画書の写しを診療録に添付すること。

(４) 精神科重症患者早期集中支援管理料１は、当該保険医療機関単独で以下の全すべてを実

施する場合に算定する。

ア 常勤精神保健指定医、常勤看護師又は常勤保健師、常勤精神保健福祉士及び常勤作業

療法士の各１名以上からなる専任のチームを設置すること。また、いずれか１名以上は

専従であること。なお、専従の従事者が、当該管理料に関する業務を実施する時間以外

に、他の業務を実施することは差し支えない。

イ 当該患者に対して月１回以上の訪問診療と週２回以上の精神科訪問看護及び精神科訪

問看護・指導（うち月２回以上は精神保健福祉士又は作業療法士による訪問であるこ

と）を行うこと。

ウ 上記チームが週１回以上一堂に会しカンファレンスを行うこと。うち、月１回以上は

保健所又は精神保健福祉センター等と共同して会議を開催すること。ただし、当該保健

所又は精神保健福祉センター等の都合により当該保健所又は精神保健福祉センター等が

カンファレンスに参加できなかった場合は、参加できなかった理由を診療報酬明細書の

摘要欄に記載すること。

(５) 精神科重症患者早期集中支援管理料２は、以下の全すべてを実施する場合に算定する。

ア 連携する訪問看護ステーションと併せて常勤精神保健指定医、常勤看護師又は常勤保

健師、常勤精神保健福祉士及び常勤作業療法士の各１名以上からなる専任のチームを設

置すること。また、当該チームには、連携する訪問看護ステーションの看護師若しくは

保健師、作業療法士又は精神保健福祉士のいずれか１名以上が参加しており、かつ、い

ずれか１名以上は当該保険医療機関において専従であること。なお、専従の従事者が、

当該管理料に関する業務を実施する時間以外に、他の業務を実施することは差し支えな

い。

イ 当該患者に対して月１回以上の訪問診療を行うこと。また、連携する訪問看護ステー

ションと併せて週２回以上の精神科訪問看護又は精神科訪問看護・指導（うち月２回以

上は精神保健福祉士又は作業療法士による訪問であること。）を行うこと。

ウ 上記チームが週１回以上一堂に会しカンファレンスを行うこと。うち、月１回以上は

保健所又は精神保健福祉センター等と共同して会議を開催すること。ただし、当該保健

所又は精神保健福祉センター等の都合により当該保健所又は精神保健福祉センター等が

カンファレンスに参加できなかった場合は、参加できなかった理由を診療報酬明細書の

摘要欄に記載すること。また、当該カンファレンスには、訪問看護ステーションの看護

師若しくは保健師、作業療法士又は精神保健福祉士がいずれか１名以上参加しているこ

と。

エ 連携する訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、定期的な

多職種会議の他、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診

療内容等緊急の対応に必要な診療情報を随時提供していること。

(６) 多職種が参加する定期的な会議の開催に当たっては、以下の点に留意すること。

ア 多職種会議においては、患者についての診療情報の共有、支援計画書の作成と見直し、

具体的な支援内容、訪問日程の計画及び支援の終了時期等について協議を行うこと。ま
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た、診療録に会議の要点、参加者の職種と氏名を記載すること。

イ 可能な限り、患者又はその家族等が同席することが望ましい。

ウ 支援計画書の内容については、患者又はその家族等へ文書による説明を行い、説明に

用いた文書を交付すること。また、説明に用いた文書の写しを添付すること。

(７) 特別の関係にある訪問看護ステーションと連携して行う場合は、精神科重症患者早期集

中支援管理料１を算定すること。

(８) 連携する訪問看護ステーションが当該患者について訪問看護基本療養費又は精神科訪問

看護基本療養費を算定した場合、訪問看護ステーションが訪問を行った同一時間帯に行う

区分番号「Ｃ０００」往診料、区分番号「Ｃ００１」在宅患者訪問診療料、区分番号「Ｃ

００５」在宅患者訪問看護・指導料、区分番号「Ｃ００５－１－２同一建物居住者訪問看

護・指導料、区分番号「Ｃ００６在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、区分番号

「Ｃ００８」在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号「Ｃ００９」在宅患者訪問栄養食事

指導料又は区分番号「Ｉ０１２」精神科訪問看護・指導料は算定できない。

(９) ２以上の保険医療機関が同一の患者について同一の精神科重症患者早期集中支援管理料

を算定すべき医学管理を行っている場合には、主たる医学管理を行っている保険医療機関

において当該精神科重症患者早期集中支援管理料を算定する。

第２節 薬剤料

精神病特殊薬物療法は、第２章第５部投薬として算定する。
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