第 8部

精神科専門療法

第 8部
通

則
精神科専門療法 の費用 は,第 1節
の各区分 の所定 点数 に よ り算定 す
る。ただ し,精 神科専門療法 に当た
って薬剤を使用 した ときは,第 1節
及び第 2節 の各区分 の所定点数 を合
算 した点数 によ り算定す る。

1

精神科専門療法

(算 定の原則)
◇ 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。

E

2

精神科専門療法料 は,特 に規定す
る場合 を除 き,精 神科を標榜す る保
険医療機関 において算定す る。

第 1節

精神科専門療法料

区分

1000精 神科電気痙攣療法

1

(精 神科電気痙攣療法について)

マス ク又は気管内挿管 による閉

鎖循環式全身麻酔を行 った場合
3,000メ 褻

2 1以 外の場合
注

1 1日

150点

に 1回 を限度 として算定

する。

2 1に ついては,第 11部 に規定
する麻酔 に要する費用 (薬 剤料
及 び特定保険 医療材料料 を除
く。)は 所定点数 に含 まれ る も
の とする。

1001入 院精神療法 (1回 につ き)

1
2

入院精神療法

(I)

入院精神療法

(Ⅱ )

360点

イ 入院の 日から起算 して 6月 以
内の期間 に行 った場合 150点
口 入院 の 日から起算 して 6月 を
超えた期間 に行 った場合 80点
注1

1に ついては,入 院中の患者
について,精 神保健指定医 が30
分以上入院精神療法を行 った場
合 に,入 院 の 日から起算 して 3
月以内の期間 に限 り週 3回 を限
度 として算定す る。

2 2に ついては,入 院中の患者
について,入 院 の 日から起算 し

に)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。
匡
0)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
l
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オ
ばならない。
巨
0)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。

(入 院精神療法 について)

0)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 ,■
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

)又 は対象精神三
害等 (以 下 この項 において「対象精神疾患」 とい う。
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 のシ
善を図 り洞察へ と導 く治療方法をい う。
三

0)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七
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 '
にふ さわ しい場所 において,対 象精神疾患 の患者 に対 して心要な時間F
った場合 に限 り算定する。ただ し,A23← 4精 神科 リエゾンチーム加
=
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
場合 に も,入 院精神療法を算定できる。
三
.

(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Ξ
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
「
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。
三

1002

き
1

通

て 4週 間以内の期間 に行われる
場合 は週 2回 を,入 院の 日から
起算 して 4週 間を超 える期間 に
行 われる場合は週 1回 をそれぞ
れ限度 と して算定 す る。 ただ
し,重 度 の精神障害者 である患
者 に対 して精神保健指定医 が必
要 と認めて行われる場合は,入
院期間 にかかわ らず週 2回 を限
度 として算定す る。

則 〜 1002

(0

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。
図

6)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 を診療録 に記載する。
□
,

0)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。
国
)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。
□
ω)重 度 の精神障害者 とは,措 置入院患者 ,医 療保護人院患者及び任意入
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。
図
(ω

入院精神療法 (I)を 行 った週 と同一週 に行 われ た人 院精神 療法
(Ⅱ )は 別 に算定 できない。
□

CO 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 1004
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。
国
00 当該患者 に対 して,同 じ日に入院精神療法 と標準型精神分析療法 を行
った場合は 1003標 準型精神分析療法 によ り算定する。

図

(入 院精神療法 に関する事務連絡)
.
問 入院精神療法 には,週 1回 γ週 3回 の算定回数tll限 があ るが,家 族 に
対 して入院精神療法 を行 った場合 も,こ の制限 の対象 になるのか。
答 家族 に対 して入院精神療法 を行 った場合 も,算 定 回数 制限に含 まれ

る。
(平 18.3.31 医療課事務連絡)

家族 に対する入院精神療法の算定対象 となる「 初回の入院」 とは,診
￨ ￨
療報酬上 の新規入院 とい うことか。
・
答 否。当該医療機関 において,統 合失調症 による初回の人院 をさす。 し
間

■■ ■ 轟

たがって,統 合失調症 により入院 し,一 度退院 した後 ,再 入院 した場合
には算定 できない。
(平 18.331

002通 院 。在宅精神療法 (1回 につ

(通 院 ・在宅精神療法 について )

(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

き)

1

医療課事務連絡)

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

通院精神療法
イ 区分番号 A000に 掲げ る初診
料 を算定 す る初診 の 日におい
て,地 域 の精神科救急医療体制
を確保するために必要な協力等
を行 っている精神保健指定医等
が通院精神療法 を行 った場合
600メ褻

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
)が 一定 の治療計画の もとに危機
神科を担当す る医師 (研 修医を除 く。
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。

図

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

ロ イ以外 の場合

(1)30分 以上 の場合

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

当す る医師が行 った場合に限 り算定す る。

400点

国

0)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。

国

一

第 8部

6θ イ

精神科専門療法

9)30分 未満 の場合

2

330点

在宅精神療法
イ 区分番号 A000に 掲げる初診
料 を算定 す る初診 の 日におい
て,地 域 の精神科救急医療体制
を確保するために必要な協力等
を行 ってい る精神保健指定医等
が在宅精神療法を行 った場合
600Jミ

ロ 地域 の精神科救急医療体制を
確保す るために必要な協力等 を
行 ってい る精神保健指定医等 が
60分 以上の在宅精神療法を行 っ
た場合 (イ に該当する場合を除
く。)
540点
ハ

注

イ及び 口以外 の場合

(1)30分 以上 の場合

400点

(2)30分 未満 の場合

330点

1

入院中の患者以外 の患者 につ
いて,退 院後 4週 間以内の期間
に行 われる場合 にあっては 1と
2を 合わせて週 2回 を,そ の他
の場合 にあっては 1と 2を 合わ
せて週 1回 をそれ捨れ限度 とし
て算定す る。ただ し,区 分番号
B000に 掲 げる特定疾患療養管
理料を算定 している患者 につい
ては算定 しない。

2

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,区
分番号 A000に 掲 げる初診料 を
算定 す る初 診 の 日におい て通
院 。在宅精神療法を行 った場合
は,診 療 に要 した時間 が30分 を
超えたときに限 り算定す る。

3 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
最初 に受診 した 日から 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。
)は ,350点 を所定′
点数 に加

に)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」 (口 を除
く。
)は ,A000初 診料を算定す る初診 の 日 (A000初 診料 の「注 5J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」 (口 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。
□
6)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J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」,「 口」 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。
□
(0 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。
□
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。
)

")通
は,そ の要点を診療録 に記載する。
□
侶)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。
日

(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 1004,い 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。

匿
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 I
003標 準型精神分析療法 は算定できない。
匿
llD 通院 。在宅精神療法の「 1」 の「 イ」
,「 2」 の「 イ」
,「 口」は,次 の

00

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
1」 の「 イ」及び「 2」 の「 イ」は,初 診時 に通院 。在宅
に限 り,初 診時 にのみ算定できる。なお,こ の場
った場合
精神療法を行
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
合

精神療法の「

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 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,① か ら⑤ 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。
① 措置入院及び緊急措置入院時 の診察
② 医療保護人院及び応急入院 のための移送時 の診察
③ 精神医療審査会 における業務
④ 精神科病院への立ち入 り検査での診察

算す る。

4 1の 口の

(

ハ の (1)に つ ヽ

を服用 して
客観的な指本
副作用 の評
特定薬剤副
て,月 1回 υ
数 に加算す ′
1

4

号 1002‑2に
外来支援・ 才
する加算をつ
しない。

