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平成 24 年度診療報酬改定に関する要望書 

 
本会では、チーム医療を推進するという立場から、平成 23 年 8 月 16 日付「平

成 24 年度診療報酬に関する要望書 ～チーム医療推進に関して～」を提出させ

ていただきました。 
この度、本会を構成する以下の団体からの個別要望についての取りまとめを

行いました。 
前回の要望を含め、平成 24 年度診療報酬に関して、別添の通り要望いたしま

すので、ご検討いただきたくお願い申し上げます。 

 
 

記 

 
日本医療社会福祉協会 
日本医療リンパドレナージ協会 
日本栄養士会 
日本救命救急士協会 
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日本放射線技師会 
日本理学療法士協会 
日本臨床工学技士会 
日本臨床心理士会 
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                      平成 23 年 8 月 16 日 

 

厚生労働省保険局 

局 長 外 口 崇 殿 

 
チーム医療推進協議会 

代 表 北 村 善 明 

 
平成 24 年度診療報酬改定に関する要望書 

（チーム医療推進に関して） 

 
本会では、チーム医療を推進するという立場から、チーム医療に関わる 18 団体が協議会

を構成し、患者や利用者を中心に据えた医療の在り方を検討しているところです。 

次年度の診療報酬及び介護報酬の同時改定に当たり、チーム医療推進の立場から、下記

の事項について要望いたしますので、ご検討いただきたく、お願い申し上げます。 

 

記 
 

１）病棟チーム医療加算の新設 

入院患者の高齢化や重症化、疾患の重複化等によって、病棟機能の高度化と多様化が強 

く求められています。また、医療安全の確保はこれまでの医師と看護師のみの配置では困 

難な状況となっております。 

よって、医師及び看護師以外に、病棟運営及び医療安全に資する専門職配置に対しまし 

て病棟チーム医療加算を新設することを要望いたします。 

 

２）がん患者チーム外来医療加算の新設 

平成 22 年度改定でがん患者リハビリ料が新設されましたが、がん患者の外来リハビリ料

は認められていません。がん患者は身体面への対応は当たり前ですが、心理的・社会的に

も大きな不安を抱えております。早期退院の促進、及び在宅医療の充実のために、外来が

ん患者のためのリハビリ医療を含めたチーム医療の体制整備が欠かせません。 

よって、外来がん患者に総合的に対応するために、身体面・心理面・社会面に対応した

専門職によるチーム医療に対しまして、がん患者チーム医療加算を新設することを要望い

たします。 

 

３）生活習慣病チーム医療加算の新設 

生活習慣病の予防及び治療には服薬指導・生活指導・食事指導・運動指導が不可欠であ
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り、これらの総合的な指導が効果的であることは医学的に実証されています。これら職種

による専門性の高い指導と協働による情報の共有等のチーム医療が欠かせません。 

よって、これら専門職の協働に対しまして、生活習慣病チーム医療加算を新設すること

を要望いたします。 

 

４）救急チーム医療加算の新設 

高齢社会の到来によって、救急搬送は増え続けています。救急の現場にあっては、その

業務は緊急性を帯びるとともに多様性も求められます。 

よって、救急センター等に医師及び看護師以外に多様な専門職を配置し、効果的な救急

活動を実施した施設に対し、救急チーム医療加算を新設することを要望いたします。 

 

５）透析患者チーム医療加算の新設 

透析患者の治療は長期化することや、原疾患である糖尿病や腎疾患に対応しながら、透

析治療を続けるため、身体面にとどまらず、心理面と社会面でのケアも必要となります。 

よって、透析治療に当たって、患者の身体面・心理面・社会面のケアに対し、協働して

専門職が対応した場合に、透析患者チーム医療加算を新設することを要望いたします。 
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平成 24 年度改定に係る要望書 

公益社団法人 日本医療社会福祉協会 

 

項目 病棟チーム医療加算の新設 提出日 平成 23 年 9 月 28 日 

①� 要望に係る施策の概要（背景・所管事業・補助金・予算措置等） 

 入院患者の高齢化や重症化、疾患の重複化等によって、病棟機能の高度化と多様化が強く求められて

いる。また、医療安全の確保や医療と介護の連携、患者の退院支援等はこれまでの医師と看護師のみの

配置では困難な状況となっている。病棟に社会福祉士が配置され、入院時あるいは入院前からのかかわ

りを持つことができれば、その後の生活のイメージ作り、そのための準備が早期から始められる。また

病棟に常駐することで、相談室で依頼を受けるよりも、アウトリーチをしていくことができ、より多く

の対象者にきめ細やかに支援ができる。 

 2007 年 12 月 28 日「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」（医

政発第 1228001 号医政局長通知）および 2010 年 4 月 30 日「医療スタッフの協働・連携によるチーム医

療の推進について」（医政発 0430 第 1 号医政局長通知）において、チーム医療を推進する観点から、

医師以外の医療スタッフが実施することができる業務の内容が整理された。医政発 0430 第 1 号医政局

長通知には「医療スタッフ間の連携・補完を促進する観点から、他施設と連携を図りながら患者の退院

支援等を実施する医療ソーシャルワーカー（MSW）について、医療スタッフの一員として積極的に活用

することが望まれる」と記載されており、病棟チーム医療加算を新設し、病棟チームの一員として MSW

として働いている社会福祉士を明記する必要がある。 

②現在課題と考えられる点 

 医政発 0430 第 1 号医政局長通知では、「医療技術の進展や教育環境の変化等に伴い、医療スタッフ

の能力や専門性の程度、患者・家族・医療関係者のニーズ等も変化することを念頭に置き、今後も、医

療現場の動向の把握に努めるとともに、各医療スタッフが実施することができる業務の内容等につい

て、適時検討を行う予定である」とされている。公益社団法人日本医療社会福祉協会でも、医療機関で

働く社会福祉士は、看護師等の医療スタッフには存在する配置基準の位置づけがないことによって、医

療における心理社会的、経済的問題などを抱える国民が均一的なソーシャルワークサービスを受けられ

ない現状を喫緊の課題としている。 

③希望とする診療報酬での対応（必要性及び点数とその設定根拠等）＊は必須項目 

概要（＊） 

 

病棟チーム医療加算を新設し、病棟チームの一員として社会福祉士を明記する。 

対象（＊） 病棟に社会福祉士が配置されている医療機関。 

必要性（＊） 医療機関で働く社会福祉士は、看護師等の医療スタッフには存在する配置基準の位

置づけがない。これによって、医療における心理社会的、経済的問題などを抱える

国民が、均一的なソーシャルワークサービスを受けられない現状は緊急を要する。

診療報酬区分  

希望する点数  

点数の根拠  

3



有効性 社会福祉士が病棟チームの配置基準に位置づけられることによって、入院早期から

のソーシャルワーク支援が可能になり、医療と介護の連携や退院支援が促進される。

安全性 配置基準化されることによって、患者・家族の医療に対する安心感・満足度も向上

する。 

技術的成熟度 社会福祉士の患者・家族等に対する面接支援の評価は、99。4％が役に立った（88。

4％）・少し役に立った（11％）と回答しており、技術的成熟度は極めて高い。 

倫理性・ 

社会的妥当性 

倫理的に全く問題なく、患者・家族等から広く求められていることであり、社会的

妥当性は非常に高い。 

普及性 社会福祉士が配置されている医療機関に幅広く普及する。 

効率性 

 

既に社会福祉士が配置されている医療機関が多く存在しているので、効率性は非常

に高い。 

④診療報酬により評価することの目的（改善したい点及び所管事業との関係） 

 社会福祉士が患者・家族等に行う面接支援の効果は、病棟チームにおける多職種連携、地域諸サービ

スへの多機関連携が促進されるだけでなく、患者・家族の医療に対する不安・心配ごとの解決や精神的

サポート等が挙げられる。しかし、病棟への配置基準がないために、ソーシャルワークが必要なすべて

の患者・家族に援助が出来ておらず、このために在院日数の増加や、安心して医療が受けられない不満

が生じている。病棟チーム医療加算を新設し、病棟チームの一員として社会福祉士を明記する必要があ

る。 

⑤予想される財政影響及びその根拠 

推定対象患者数       人  

一人当たり実施回数     回/人  

財政影響     億円  

⑥社会的背景（関係学会・団体、国会、メディア等） 

関係議員 

関係学会  

関係団体（患者会等） 公益社団法人日本医療社会福祉協会 

報道状況  

その他  

⑦本提案を支持できるデータ等（審議会・検討会・所管する研究会、報告書等） 

審議会・検討会 厚生労働省医政局チーム医療推進会議 

調査研究・報告書等 

その他データ 

公益社団法人日本医療社会福祉協会「患者・家族から見た医療ソーシャルワ

ーカーの評価について」 

北海道ソーシャルワーカー協会「介護支援専門員から見た病院の連携窓口に

関する調査」 

⑧その他 

なし 
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社会福祉士 平成 24 年度改定に係る要望書 

公益社団法人 日本医療社会福祉協会 

 

項目 がん患者ﾁｰﾑ外来ﾘﾊﾋﾞﾘ加算の新設 提出日 平成 23 年 9 月 28 日 

①要望に係る施策の概要（背景・所管事業・補助金・予算措置等） 

 がん罹患率の増加による限られた医療資源の活用並びにがん治療選択の幅の広がりに伴い、多くの

がん患者は入院治療のみならず外来治療によって療養生活を送ることが可能となってきている。通院

によるがん診療のあり方は疾患や病気によっても異なり、また「がんサバイバー」の社会復帰支援は

今後の生活そのものへ大きく影響を及ぼすものである。 

 早期退院の促進、及び在宅医療の充実と言ったがん診療連携パスの活用ならびに地域連携の観点か

らも、がん患者が安心して地域で生活できる場の保証のためには、身体的・心理的・社会的支援は欠

かせない。外来がん患者チーム外来リハビリ加算を新設し、がん患者チームの一員として社会福祉士

を明記していただきたい。 

②現在課題と考えられる点 

2010 年度の診療報酬改定において「がん患者リハビリテーション料」が設置された。これはがん

患者が手術・放射線治療・化学療法等の治療を受ける際、これらの治療によって合併症や機能障害を

生じることが予想されるため、治療前あるいは治療後早期からリハビリテーションを行うことで機能

低下を最小限に抑え、早期回復を図る取組を評価する、というものである。算定用件には「 (2) が

ん患者に対してリハビリテーションを行う際には、定期的な医師の診察結果に基づき、医師、看護師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を

作成すること」とされているが、心理的・社会的な課題や問題への対応においては、広義のリハビリ

テーションと捉える事ができ、社会福祉士の支援体制は有効と考える。また、入院中の患者のみなら

ず、がん患者に対するシームレスな支援体制の保証が必要である。 

③希望とする診療報酬での対応（必要性及び点数とその設定根拠等）＊は必須項目 

概要（＊） がん患者チーム外来医療加算を新設し、チームの一員として社会福祉士を明記す

る。 

対象（＊） がん診療連携拠点病院およびがん診療を行う医療機関 

必要性（＊） がん患者さんの外来リハビリにおいて、社会復帰、地域サービスとの連携という側

面において社会福祉士は必要である。看護師等の医療スタッフには存在する配置基

準の位置づけがないことで、入院よりもより人員の確保がされていない。そのため

医療における、均一的なソーシャルワークサービスを受けられない現状は緊急を要

する． 

診療報酬区分  

希望する点数  

点数の根拠  

有効性 社会福祉士ががん患者チームの配置基準に位置づけられることによって、在宅医

療、社会復帰支援の充実が図られる。 
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安全性 配置基準化されることによって、患者・家族の医療に対する安心感・満足度も向上

する。 

技術的成熟度 がん診療連携拠点病院には相談支援センターの設置が定義づけられており(がん対

策基本法)、相談員の職種別にみると社会福祉士等の配属が 40.5％と最も高かった

【高山智子：厚生労働科学研究費補助金（がん臨床研究事業）「相談支援センター

の機能の強化・充実と地域における相談支援センターのあり方に関する研究」相談

支援センターの現状と課題そして目指すべき方向性 平成 23（2011）年 3月】。ま

た、がん診療を行う医療機関には都道府県指定のがん診療連携病院を始めとし、多

くの病院には社会福祉士は配置されており、ソーシャルワーク援助技術は成熟して

いる。 

倫理性・ 

社会的妥当性 

倫理的に全く問題なく、患者・家族等から広く求められていることであり、社会的

妥当性は非常に高い。 

普及性 社会福祉士が配置されている医療機関に幅広く普及する． 

効率性 

 

既に社会福祉士が配置されている医療機関が多く存在しているので効率性は非常

に高い。 

④診療報酬により評価することの目的（改善したい点及び所管事業との関係） 

 がん基本法の目的でもある、がん患者に対し、全国どこでも、同質の治療、支援が受けられるとい

う均点化対策に貢献できる。 

⑤予想される財政影響及びその根拠 

推定対象患者数      人  

一人当たり実施回数     回人  

財政影響     億円  

⑥社会的背景（関係学会・団体，国会，メディア等） 

関係議員 

関係学会  

関係団体（患者会等） チーム医療推進協議会、公益社団法人日本医療社会福祉協会 

報道状況  

その他  

⑦本提案を支持できるデータ等（審議会・検討会・所管する研究会，報告書等） 

審議会・検討会  

調査研究・報告書等 

その他データ 

 

⑧その他  

なし 
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社会福祉士 平成 24 年度改定に係る要望書 

公益社団法人 日本医療社会福祉協会 

 

項目 生活習慣病チーム医療加算新設 提出日 平成 23 年 9 月 20 日 

① 要望に係る施策の概要（背景・所管事業・補助金・予算措置等） 

 糖尿病患者会は、糖尿病患者・家族への正しい知識の普及啓発、患者・家族への療養支援、国

民の糖尿病予防と健康増進を目的としており、患者自身が活動に参加することによって、患者が

医療者とのパートナーシップ形成をし、自ら治療に取り組むことができるようになる。また、患

者同士が支えあうピアサポート機能をもっており、患者会の発展が強く求められている。現在、

糖尿病患者会育成・支援には医師、看護師、栄養士、薬剤師、社会福祉士など医療チームが携わ

っており、新たに生活習慣病チーム医療加算を新設し、支援チームの一員として社会福祉士を明

記する必要がある。 

 

②現在課題と考えられる点 

 病院内での患者会の育成には、疾病を抱えながら活動する患者・家族へ医療スタッフの継続的

な支援が必要である。平成１４年通知の「医療ソーシャルワーカー業務指針」でソーシャルワー

カーの業務の一部に｢療養中の患者や家族の心理的・社会的問題の解決援助のために患者会、家族

会等を育成、支援すること」と規定されている。現在、診療報酬上の社会福祉士による患者会支援に関

する位置づけがないことによって、糖尿病患者・家族の、心理社会的，経済的問題における解決

に、ソーシャルワークサービスを受けられない現状が課題となっている。 

③希望とする診療報酬での対応（必要性及び点数とその設定根拠等）＊は必須項目 

概要（＊） 

 

糖尿病患者会支援加算を新設し，支援チームの一員として社会福祉士を明

記する。 

対象（＊） 糖尿病患者会を有し、社会福祉士が配置されている医療機関。 

必要性（＊） 医療機関において行っている患者会の育成には、診療報酬上の位置づけが

ない。これによって、医療における心理社会的，経済的問題などを抱える

糖尿病患者が、均一的な患者会への参加の機会を逸しソーシャルワークサ

ービスを受けられない現状は緊急を要する。 

診療報酬区分  

希望する点数  

点数の根拠  
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有効性 社会福祉士が支援チームの配置基準に位置づけられることによって，患者

会の育成・発展が促進される． 

安全性 配置基準化されることによって，患者・家族の医療に対する安心感・満足

度も向上する． 

技術的成熟度 糖尿病患者会は全国で１５００箇所あり、育成、支援が広く行われている。

倫理性・ 

社会的妥当性 

倫理的に全く問題なく，患者・家族等から広く求められていることであり，

社会的妥当性は非常に高い． 

普及性 社会福祉士が配置されている医療機関には幅広く普及する． 

効率性 

 

既に社会福祉士が配置されている医療機関が多く存在しているので，効率

性は非常に高い． 

④診療報酬により評価することの目的（改善したい点及び所管事業との関係） 

 社会福祉士が患者会で行う支援は、疾病を抱えながら活動を継続する患者・家族等の動向を見

ながら必要なサポートを行うことにある。それにより医師、看護師、栄養士等の医療スタッフと

の協力体制を強化されるだけでなく、患者・家族の抱える心理・社会的不安への解決や精神的サ

ポートも可能となる。しかし、患者会育成への評価がないために医療機関において十分なソーシ

ャルワーク援助が出来ておらず新たな患者会の創設が困難になっている。生活習慣病チーム医療

加算を新設し，チームの一員として社会福祉士を明記する必要がある． 

⑤予想される財政影響及びその根拠 

推定対象患者数       人  

一人当たり実施回数     回/人  

財政影響     億円  

⑥社会的背景（関係学会・団体，国会，メディア等） 

関係議員 

関係学会  

関係団体（患者会等） チーム医療推進協議会、公益社団法人日本医療社会福祉協会 

報道状況  

その他  

⑦本提案を支持できるデータ等（審議会・検討会・所管する研究会，報告書等） 

審議会・検討会  

調査研究・報告書等 

その他データ 
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社会福祉士 平成 24 年度改定に係る要望書 

公益社団法人 日本医療社会福祉協会 

 

項目 救急チーム医療加算の新設 提出日 平成 23 年 9 月 28 日 

①要望に係る施策の概要（背景・所管事業・補助金・予算措置等） 

 救命救急の窓口に搬送される多くの患者は、社会的に準備のない状態での入院が多い。そのためそれ

までの生活が一変し、経済的問題、社会的役割の問題、それまで隠れていた様々な問題が入院を機に表

面化してくる。また自殺企図、虐待など救命治療だけでは済まない、その後の生活支援が必要な患者も

急増している。一方でそれらの問題が円滑な治療を妨げ、医師や看護師の業務を煩雑にする一因になっ

ている。救急の現場には医師、看護師に加え、薬剤師、管理栄養士、救命救急士、臨床工学技士、社会

福祉士といったメディカルスタッフがチームを組むことで、より安全で円滑な救急病棟の運営を可能に

できる。 

社会福祉士に関しては平成 21 年に日本医療社会福祉協会がおこなった調査では、95％以上の救命救

急センター長が社会福祉士の専任配置を希望していた。 

また救急医療対策事業実施要綱（Ｈ22.2.26 の全国医政関係主管課長会議の資料より）の第１９ 救

急患者退院コーディネーター事業の中で 「この事業は、地域の実情に精通した看護師、社会福祉士等

の医療従事者を『救急患者退院コーディネーター』として医療機関等に配置することにより、急性期を

脱した救急患者の円滑な転床・転院を促進し、救急医療用病床を有効に活用するとともに、医師等の負

担を軽減することを目的とする。」 補助対象は都道府県または都道府県知事の要請を受けて病院の開

が整備、運営する救命救急センター、及び第 2次救急医療機関が配置するコーディネーターで厚生労働

大臣が適当と認めるものを対象とする。 とされた。 

②現在課題と考えられる点 

・救急を担う一般病院の社会福祉士の人数が、少ないことで救急入院してきた精神的にも社会的にも支

援が必要な患者・家族への関わりが十分に出来ていない。 

・救急センター等の病棟がある場合は、そのベッドの有効活用をすることが、その地域での救急医療体

制の維持のためには必要である。しかし、次の病棟・病院への転院が滞ることで、受け入れができず、

有効活用ができていない。その理由としては、重篤でその先の方向性がみえないこと、また経済的に困

窮し医療費の支払いが出来ないこと等がある。 

・近年、単身者、身元不明などの患者が増加し、キーパーソンとなるべき近親者を見つけることや必要

な手続きを行うなど救急ならではの手間を要する、直接の医療行為ではない業務が増加している。 

③希望とする診療報酬での対応（必要性及び点数とその設定根拠等）＊は必須項目 

概要（＊） 救急チーム医療加算を新設し、病棟チームの一員として社会福祉士を明記する。 

対象（＊） 救急告示病院および救命救急センター 

必要性（＊） 医療機関で働く社会福祉士は、看護師等の医療スタッフには存在する配置基準の位

置づけがない。これによって、医療における心理社会的、経済的問題などを抱える

国民が、均一的なソーシャルワークサービスを受けられない現状は緊急を要する．

診療報酬区分 救命医療管理加算 

希望する点数  
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点数の根拠  

有効性 いくつかの病院で救命救急病棟に社会福祉士を専従あるいは専任配置したことによ

り、支援件数（介入率）は増加し、患者・家族への支援、病棟スタッフとのコミュ

ニケーション、在院日数の短縮という点で効果がみられた。社会福祉士が病棟チー

ムの配置基準に位置づけられることによって，医療と介護の連携や退院支援が促進

される。 

安全性 配置基準化されることによって、患者・家族の医療に対する安心感・満足度も向上

する。 

技術的成熟度 ほとんどの救急告示病院および救命救急センターを持つ病院には社会福祉士は配置

されており、ソーシャルワーク援助技術は成熟している。 

倫理性・ 

社会的妥当性 

倫理的に全く問題なく、患者・家族等から広く求められていることであり、社会的

妥当性は非常に高い。 

普及性 社会福祉士が配置されている医療機関に幅広く普及する． 

効率性 

 

既に三次救急医療機関の９７．７％には、病院全体には社会福祉士等が配置されて

いる。チームになることで、患者・家族支援、医療機関間の連携において効率性は

非常に高い。 

④診療報酬により評価することの目的（改善したい点及び所管事業との関係） 

 社会福祉士が専従で救急チームに配置されることで他機関との連携が促進されることによって、救急

ベッドの有効活用ができる。また救急の場において、患者・家族がどこでもソーシャルワークサービス

が受けられ、社会福祉士どうしの連携による切れ目のない継続的な支援も実現できる。診療報酬で評価

することで雇用が促進される。 

⑤予想される財政影響及びその根拠 

推定対象患者数       人  

一人当たり実施回数     回/人  

財政影響     億円  

⑥社会的背景（関係学会・団体，国会，メディア等） 

関係議員 

関係学会  

関係団体（患者会等） チーム医療推進協議会、公益社団法人日本医療社会福祉協会 

報道状況  

その他  

⑦本提案を支持できるデータ等（審議会・検討会・所管する研究会，報告書等） 

審議会・検討会 厚生労働省医政局チーム医療推進会議 

調査研究・報告書等 

その他データ 

公益社団法人日本医療社会福祉協会「平成 21 年度救命救急センター長、NICU

センター長へのアンケート調査」 

第 13 回（平成 21 年）、第 14 回（2平成 2年）「日本臨床救急医学会」発表
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社会福祉士 平成 24 年度改定に係る要望書 

公益社団法人 日本医療社会福祉協会 

 

項目 透析患者チーム医療加算の新設 提出日 平成 23 年 9 月 28 日 

①要望に係る施策の概要（背景・所管事業・補助金・予算措置等） 

  日本透析医学会の調査（2010末現在）によると、わが国で慢性透析療法を実施している患者数は297,126

人、前年度より6,465人増加し、国民の431.0人に1人が透析患者であることになる。2010年の新規の透析導

入患者は37,532人。治療形態は昼間血液透析が245,204人（82.5％）、夜間血液透析は41,914 人（14.1％）

腹膜透析患者数は9,728人（3.3％）。患者の平均年齢は66.2歳、65歳未満の患者数は122831名（39.3％）で

あり、高齢化が進んでいるとはいえ、稼動年齢層の患者や学齢期の患者も多い。 

透析に導入された患者の原疾患の第一位は糖尿病性腎症で43.5％で、糖尿病性の合併症を重複してもつ患

者も多い。 

このような現状で、かねてより透析医療では多職種によるチームアプローチの重要性が認識されてきてい

る。安全に透析医療を提供するために、医師、看護師、臨床工学技師、薬剤師、また、透析生活を支える食

事の管理や栄養指導のための管理栄養士、そして、透析を続けながら生活をしていくにあたっての生活相談

等を担当する社会福祉士は、外来サテライトクリニックでも導入病院でも必要とされている。 

社会福祉士は、ほぼ全ての患者に対応する必要があり、透析導入時の心理的サポート、高額な医療費に対

する制度の紹介、生活保障などの情報のサポート、就労継続を不安に思う患者・家族への就労支援、週3回

の通院の負担や家族の介護負担に対する介護保険との連絡調整、などを通して、導入から長い透析生活を支

える重要な役割を持つ。 

が、社会福祉士に関しては診療報酬化されていないため導入病院で社会福祉士が患者に関与できない

とか、社会福祉士が不在の外来サテライトクリニックも存在する。 

そこで、導入病院・外来サテライトクリニックにて、必要な職種がそろって患者・家族を身体的・心

理的・社会的にサポートし、透析拒否や自殺を防ぎ、適切に透析医療が患者・家族に提供されるように、

透析患者チーム医療加算の新設を要望する。 

②現在課題と考えられる点 

・透析導入までを担当する急性期（一般）病院の社会福祉士の人数が少ないことで、透析導入前または

導入時に必要な経済面、心理面、社会面（解雇や就労継続への不安、介護に対する不安）への対応が十

分にできていない。 

・社会福祉士不在の外来サテライトクリニックでは、経済面、心理面、社会面（解雇や就労継続への不

安、介護に対する不安）への対応が十分にできない。 

・特に、高齢者、単身者、稼動年齢層の患者が導入期、生活維持期に相談を必要としている。相談機能

の低下により、医師・看護師が中途半端に相談に対応し業務過多になる。適切に介護・保健・福祉の相

談機関につなぐことができない。 

③希望とする診療報酬での対応（必要性及び点数とその設定根拠等）＊は必須項目 

概要（＊） 透析医療チーム医療加算を新設し、病棟チームの一員として社会福祉士を明記する。

対象（＊） 透析導入病院および外来サテライトクリニック 

必要性（＊） 医療機関で働く社会福祉士は、看護師等の医療スタッフには存在する配置基準の位
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置づけがない。これによって、医療における心理社会的、経済的問題などを抱える

国民が、均一的なソーシャルワークサービスを受けられない現状は緊急を要する．

診療報酬区分 透析医療管理加算 

希望する点数  

点数の根拠  

有効性 先駆的な透析専門医療機関では一クリニックに一名以上の社会福祉士を専従あるい

は専任配置している。そのような医療機関では、長期にわたって安定した生活を送

る患者・家族が多い。 

安全性 配置基準化されることによって、患者・家族の医療に対する安心感・満足度も向上

する。 

技術的成熟度 透析医療に関するソーシャルワーク援助技術は成熟している。 

倫理性・ 

社会的妥当性 

倫理的に全く問題なく、患者・家族等から広く求められていることであり、社会的

妥当性は非常に高い。 

普及性 社会福祉士が配置されている医療機関に幅広く普及する． 

効率性 

 

既に社会福祉士が配置されている医療機関が多く存在しているので、チームになる

ことで、患者・家族支援、医療機関間の連携において効率性は非常に高い。 

④診療報酬により評価することの目的（改善したい点及び所管事業との関係） 

 透析医療加算が新設され、その中に社会福祉士が位置付けられることで、透析患者がソーシャルワー

クサービスを受け、透析治療の効果が高まる。診療報酬で評価されることにより、社会福祉士の雇用が

促進される。 

⑤予想される財政影響及びその根拠 

推定対象患者数       人  

一人当たり実施回数     回/人  

財政影響     億円  

⑥社会的背景（関係学会・団体，国会，メディア等） 

関係議員 

関係学会  

関係団体（患者会等） チーム医療推進協議会、公益社団法人日本医療社会福祉協会 

報道状況  

その他  

⑦本提案を支持できるデータ等（審議会・検討会・所管する研究会，報告書等） 

審議会・検討会 厚生労働省医政局チーム医療推進会議 

調査研究・報告書等 

その他データ 

 

⑧その他  
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                          平成 23 年 9 月 28 日 

 

平成 24 年度診療報酬改定に係る要望書 

 

                 NPO 法人日本医療リンパドレナージ協会 

 

リンパ浮腫は、一度発症すると完治が難しく、生涯にわたり日常生活に支障

を及ぼす。重症化した場合には、関節機能障害による歩行障害や皮膚変化が  

高度になった皮膚潰瘍・リンパ漏・象皮症などが見られることがあり、蜂窩織

炎から敗血症を発症することもある。これまで日本の医療体制においてリンパ

浮腫は治療法がないとされてきため、治療とケアが遅れ､患者は余儀なく重症化

し日常生活を困難にしている。 

 

1．「リンパ浮腫指導管理料」の運用について 

＜要望に係る施策の概要＞ 

近年の年間手術件数より､年間に上肢約 2000人､下肢約 3500人､原発性を含め総

数約 6000 人増加すると予測される。平成 20 年度診療報酬改定により「リンパ

浮腫指導管理料」が新設されて以来、退院後に浮腫症状の悪化を招く患者が大

幅に減少すると期待されている。 

＜現在課題と考えられる点＞ 

1)  現「リンパ浮腫指導管理料」では､指導内容の質や指導者のスキルについ

ては触れられていない。現況では、リンパ浮腫治療に必要な専門知識を有しな

い看護師および理学療法士が不安を抱えながら指導にあたることが多い。実際

の指導現場では、医師の指導下において、患者の個別差を踏まえ説明のできる

医療者による対応が重要である。 

2) 特定がん手術を受ける患者のみを規定対象としているため､改定以前に手

術を施行され既に続発性リンパ浮腫を発症している患者および原発性患者は適

用対象から除外されている。 

＜希望する診療報酬での対応＞ 

[概要] 

1) 指導者の適正要件の拡大 

医師，看護師，理学療法士以外に、リンパ浮腫治療に関する専門知識と技術を

有する医療者(作業療法士，あん摩マッサージ指圧師)が、各々の国家資格業務

範疇に基づき連携し、リンパ浮腫を発症する可能性のある患者に個別の指導を

した場合に評価する。 
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※当協会主催の講習会受講資格は，各々の国家資格業務範疇に基づき、医師，

看護師，理学療法士，作業療法士，あん摩マッサージ指圧師に限局している。 

2) 規定対象の拡大 

 現規定対象外となっているが、同様にリンパ節郭清術を含むがん術後の患者

に対しても、同様に評価する。 

 [対象] 

 リンパ浮腫を発症する可能性のある入院患者および 

外来患者(平成 22 年度改定：退院後の指導(1 回)が認可された為) 

[必要性] 

患者の高齢化、浮腫を発症する疾病の重複化の問題もあり、一層個別的で専

門的な対応が求められている。退院後に応用できるリンパ浮腫治療の専門知識

と技術を有する医療者による質の高い指導が必要である。 

[希望する点数] 

 加算 100 点(現状のまま) 

[点数の根拠] 

 指導管理料は、1回１００点であることを参考にしている。 

[有効性] 

 リンパ浮腫治療に関する専門知識と技術を有する医療者による個別指導によ

り、退院後の早期発症および重症化を防ぐことが可能となる。 

[安全性] 

 患肢の個別の状態にあわせて、適切になされた場合の安全性は問題ない。多

職種で患者に関ることにより、情報の共有、多角的な視点が増加し、安全性は

高まる。 

[技術的成熟度] 

 リンパ浮腫治療に関する専門知識と技術を有する医療者による、コミュニケ

ーション技術、患者接遇技術については、卒後教育として継続して学べる環境

にあり、技術的成熟度は高い。 

[倫理性・社会的妥当性] 

 倫理的に全く問題がなく、質の高い医療を求める患者のニーズは多く、社会

的妥当性は高い。 

[普及性] 

 リンパ浮腫治療に関する専門知識と技術を有する医療者は、年間約 200 人増

加している。過去に約 1200 人輩出しており、安定的な人的普及が可能である。 

[効率性] 

リンパ浮腫治療に関する専門職の介入により、全体としての業務の効率性は
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高くなる。 

＜診療報酬により評価することの目的＞ 

  難治疾患を抱える患者の継続的な治療や支援は、重症化予防や合併症の軽

減に繋がり、患者の安心で活動的な社会生活を促進する。 

＜予想される財政影響及びその根拠＞ 

推定対象患者数：約 12000 人 

（日本脈管学会報告：継続治療患者、6000 人、新規増加患者、6000 人 

 ／平成 23 年 4 月概数) 

＜社会環境＞ 

 [関係学会] 

日本脈管学会、日本静脈学会、日本リンパ学会、日本緩和医療学会 

[関係団体] 

NPO 法人日本医療リンパドレナージ協会、日本看護協会、日本理学療法士協会、

日本作業療法士協会、全国病院理学療法協会、チーム医療推進協議会 
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2.「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣に係る療養費の支給」の支給対象

者拡大 

＜要望に係る施策の概要＞ 

リンパ浮腫は、上下肢のみならず頭頚部も含め、リンパ節郭清術を受けた領域

に発症する可能性がある。また、原発性リンパ浮腫においても、同様の症状で

あり、同様の治療法の実施を必要とする。 

＜現在課題と考えられる点＞ 

1) 原発性リンパ浮腫患者の弾性着衣に係る療養費の支給に関しては、それ以

前には、原発性リンパ浮腫の重症化予防として支給申請が可能であったケース

も除外され問題となっている。 

2)  同様にリンパ節郭清術を含むがん術後の患者は「症状の重症化を予防する

ための弾性着衣に係る療養費支給」の規定対象から除外されている。 

3) 上肢と同様に、症状に合わせ複数の治療装具が必要であり、必要不可欠で 

ある治療装具が患者に行き渡っていないため、今後拡充される必要がある。 

＜希望する診療報酬での対応＞ 

[概要] 

1) 原発性リンパ浮腫患者は、がん術後と同様の症状があり、同様の治療によ

り改善するため適用対象として評価する。 

2) 現在、規定対象外となっている消化器がんや頭頚部がんなどの術後に同症

状を発症した患者も、同様に適用対象として評価する。 

3) 上肢では、弾性スリーブ以外に「グローブ」が適用対象となっている。上

肢よりも発症率の高い下肢リンパ浮腫患者に対して、弾性ストッキング以外に

「フットキャップ」を適用対象として評価する。 

[対象] 

リンパ浮腫を発症した患者 

[必要性] 

患者の重症化を予防し、具体的に QOL を高め、社会生活および社会復帰を可

能にするため、個別の症状に応じた適切な治療装具の着用が必要である。 

[有効性] 

早期治療の実施により重症化を予防し、重症化患者に対しては継続的な治療を

行うことで QOL 改善が可能となる。 

 [安全性] 

 患肢の個別の状態にあわせて、適切になされた場合の安全性は問題ない。患

者の状態に応じて医師により処方された治療装具(弾性着衣)の着用は、安全性

は高い。 
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 [倫理性・社会的妥当性] 

 倫理的に全く問題がなく、質の高い医療を求める患者のニーズは多く、社会

的妥当性は高い。 

 [普及性] 

 リンパ浮腫治療に関する専門知識と技術、弾性着衣着脱の指導スキルを有す

る医療者は、年間約 200 人増加している。過去に約 1200 人輩出しており、安定

的な人的普及が可能である。 

 [効率性] 

リンパ浮腫治療に関する専門職の介入により、全体としての業務の効率性は

高くなる。 

＜診療報酬により評価することの目的＞ 

  難治疾患を抱える患者の継続的な治療や支援は、重症化予防や合併症の軽

減に繋がり、患者の安心で活動的な社会生活を促進する。 

＜予想される財政影響及びその根拠＞ 

 日常活動レベルや QOL の改善により、制限されていた可動範囲が拡大すれ

ば労働者の社会復帰も可能となる。それに伴う経済効果や将来も含めた高齢者

の介護度が下がることによる介護料減を考慮すれば、医療費削減効果が期待で

きる。〔日本脈管学会報告/平成 23 年 4 月概数：継続治療患者 6000 人、新規増

加患者 6000 人〕 

＜社会環境＞ 

 [関係学会] 

日本脈管学会、日本静脈学会、日本リンパ学会、日本緩和医療学会 

[関係団体] 

NPO 法人日本医療リンパドレナージ協会、日本看護協会、日本理学療法士協会、

日本作業療法士協会、全国病院理学療法協会、チーム医療推進協議会 
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3.リンパ浮腫保存治療「複合的理学療法」の医療技術評価、保険適用の新設 

＜要望に係る施策の概要＞ 

リンパ浮腫の早期発見・早期治療の実施により重症化を予防できる。重症化患

者に対して継続的な治療を行うことで、治療の遅れが招くリスク(主症状および

合併症の重篤化､QOL 低下､肉体的精神的負担､高額な治療費の自己負担､将来の

介護必要性など)を最低限回避することができる。また、進行した癌においては、

リンパ節転移（大動脈周囲、腋窩、頚部、鼠径部など）により高率に下肢ある

いは上肢にリンパ浮腫が発症しており、緩和ケアにおける症状緩和治療の一つ

としてその重要性は急速に高まっている。 

＜現在課題と考えられる点＞ 

1) 現在、複合的理学療法が医療技術としての評価されていないため、スキル

を有する専門職による治療、支援が評価されていない。 

2)  医療者としての国家資格無資格者による類似行為実施により症状悪化を

招く例もあり､本療法が安全に普及されることが不可欠である。リンパ浮腫治療

は、医療として適切に実施されるべきである。原発性リンパ浮腫においても、

同様の症状であり、同様の治療法の実施を必要とする。 

＜希望する診療報酬での対応＞ 

[概要] 

リンパ浮腫治療に関する専門知識と技術を有する医療者(医師，看護師，理学

療法士，作業療法士，あん摩マッサージ指圧師)が、各々の国家資格業務範疇に

基づき連携し、リンパ浮腫を発症する可能性のある患者に治療を実施した場合

に評価する。 

※当協会主催の講習会受講資格は，各々の国家資格業務範疇に基づき、医師，

看護師，理学療法士，作業療法士，あん摩マッサージ指圧師に限局している。 

[対象] 

 リンパ浮腫を発症した患者 

[必要性] 

患者の重症化を予防し、具体的に QOL を高め、社会生活および社会復帰を可

能にするため、個別の症状に応じた適切な治療とケアが必要である。 

[希望する点数] 

 リハビリとして支給点数 280 点／単位 

[点数の根拠] 

 リンパ浮腫患者においては、患肢の状態には個人差が大きく、状態に応じた 

治療方法として複合的理学療法が必須である。本法では、主症状や機能改善を 

目的とした治療法と言え、従来のリハビリと同様に知識・経験を必要とするこ 
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とから、１単位 280 点が妥当と考える。 

[有効性] 

 リンパ浮腫治療に関する知識と技術を有する医療者による適切な治療とケア

の介入は、早期治療の実施により重症化を予防し、重症化患者に対しては継続

的な治療を行うことで QOL 改善が可能となる。 

[安全性] 

 患肢に貯留している水分量や線維化・脂肪増生の程度は様々であるため、個々

の症例で患肢の状態にあわせた複合的理学療法が適切になされる必要があり、

適切になされた場合の安全性は問題ない。多職種で患者に関ることにより、情

報の共有、多角的な視点が増加し、安全性は高まる。 

[技術的成熟度] 

 リンパ浮腫治療に関する専門知識と技術を有する医療者による、コミュニケ

ーション技術、患者接遇技術については、卒後教育として継続して学べる環境

にあり、技術的成熟度は高い。 

[倫理性・社会的妥当性] 

 倫理的に全く問題がなく、質の高い医療を求める患者のニーズは多く、社 

会的妥当性は高い。 

[普及性] 

 リンパ浮腫治療に関する専門知識と技術を有する医療者は年間約 200 人増加

している。過去に約 1200 人輩出していることから、安定的な人的普及が可能で

ある。 

 [効率性] 

リンパ浮腫治療に関する専門職の介入により、全体としての業務の効率性は

高くなる。 

＜診療報酬により評価することの目的＞ 

  難治疾患を抱える患者の継続的な治療や支援は、重症化予防や合併症の軽

減に繋がり、患者の安心で活動的な社会生活を促進する。 

＜予想される財政影響及びその根拠＞ 

日常活動レベルや QOL の改善により、制限されていた可動範囲が拡大すれ

ば労働者の社会復帰も可能となる。それに伴う経済効果や将来も含めた高齢者

の介護度が下がることによる介護料減を考慮すれば、医療費削減効果が期待で

きる。 

1)推定対象患者数：約 12000 人 

〔日本脈管学会報告/平成 23 年 4 月概数：継続治療患者 6000 人、新規増加

患者 6000 人〕 
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 2)年間実施回数等：12000 人の 5％の 600 人が集中的治療、残りが月数回か 

ら隔月程度の維持療法で、継続率 50%と考える。 

3)治療を行うことで年間約 10 億円医療費増を予想する。  
減少が見込まれる医療費：炎症を起こして治療を行った場合、全国の患者
総数を 12 万人と推計し年間 延べ 1.2 万人が通院治療を行った場合通院治
療費の総額は 22000x12000=2.6 億円となり、年間 延べ 3600 人が入院治療
を行った場合 220000x3600=7.5 億円となり、両者を併せると 10 億円減を
予想する。 

 

＜社会環境＞ 

 [関係学会] 

日本脈管学会、日本静脈学会、日本リンパ学会、日本緩和医療学会 

[関係団体] 

NPO 法人日本医療リンパドレナージ協会、日本看護協会、日本理学療法士協会、

日本作業療法士協会、全国病院理学療法協会、チーム医療推進協議会 

 

＜本提案を支持できるデータ等＞  

[調査研究] 

1)厚生労働科学研究費補助金（第3次対がん総合戦略研究事業）「患者・家族・

国民に役立つ情報提供のためのがん情報データベースや医療機関データベー

スの構築に関する研究」/リンパ浮腫保存的治療クリニカルパス作成 

2)厚生労働科学研究費補助金「難治性疾患研究事業原発性リンパ浮腫全国調

査を基礎とした治療指針の作成研究」 
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平成23年9月28日 

 

厚生労働省 

 保険局長    外口 崇  殿 

 保健局医療課長 鈴木 康裕 殿 

 

社団法人  日本栄養士会 

                              会 長  中 村  丁 次 

 

平成２４年度診療報酬改定に関する要望書 

 

全ての国民に安全で質の高い医療を推進するためには、管理栄養士が病棟における栄養管理を担

う職種として、広く周知されることが喫緊の課題です。平成２４年度診療報酬改定にあたり、管理

栄養士の病棟業務に対する適正な配置等、下記の重点要望の実現について、強く要望いたします。 

 

なお、平成２４年度診療報酬改定においては、医療費の財源確保についてご尽力を何卒よろしく

お願い申し上げます。 

 

重 点 要 望 

１．チーム医療の充実を図るため、病棟に管理栄養士を常駐し、入院患者の状態に応じた

質の高い栄養管理を行う体制を創設していただきたい。 

２．栄養食事指導初期の頻回な教育の重要性が明らかであるために、栄養食事指導期間回

数の規制について緩和していただきたい。 

 

３．入院患者が超高齢化し、栄養食事指導が必要とされる疾病も多様化しているため、特

別食加算および栄養食事指導の算定対象疾患の拡充をしていただきたい。 

 

４．超高齢化社会を見据えて在宅での栄養介入を充実させるために、栄養ケアステーショ

ンなどにおける診療報酬の請求体制を創設していただきたい。 
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平成24年度診療報酬改定に関する要望書 

 

                               社団法人 日本栄養士会 
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平成24年度診療報酬に関する日本栄養士会の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・ １ 

Ⅰ．医療現場において管理栄養士の存在が周知される体制の実現・・・・・・・・・・・・１ 

Ⅱ．栄養食事指導の間隔と回数の撤廃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

Ⅲ．特別食加算、栄養食事指導の算定対象疾患の拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

Ⅳ．在宅医療の充実のために栄養ケアステーションなどでの診療報酬請求体制の創設・・・１ 

 

Ⅰ．医療現場において管理栄養士の存在が周知される体制の実現 

 １．急性期病棟における管理栄養士の常駐の実現・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 ２．療養型病棟における管理栄養士の適正配置の実現・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 ３．糖尿病の重症化予防のための糖尿病チーム医療に対する評価・・・・・・・・・・・２ 

 ４．慢性腎臓病（ＣＫＤ）の重症化予防のためのＣＫＤチーム医療に対する評価・・・・２ 

 

Ⅱ．栄養食事指導の間隔と回数の撤廃 

 １．栄養食事指導を実施する間隔の撤廃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 ２．栄養食事指導の回数の撤廃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

Ⅲ．特別食加算、栄養食事指導の算定対象疾患の拡充 

 １．疾病の多様化により特別食加算対象疾患の拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 ２．疾病の多様化により栄養食事指導の対象疾患の拡充・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

Ⅳ．在宅医療の充実のために栄養ケアステーションなどでの診療報酬請求体制の創設 

 １．栄養ケアステーションなどでの診療報酬請求体制の創設・・・・・・・・・・・・・４ 
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平成24年度診療報酬改定に関する日本栄養士会の基本的な考え方 

 

Ⅰ．医療現場において管理栄養士の存在が周知される体制の実現 

 全ての国民に対し、安全で質の高い医療を安定的に提供するためには、栄養問題を解決する専門

職として、管理栄養士が常に病棟に配置されていることが不可欠である。しかしながら、管理栄養

士の病棟配置が実現できている病棟は非常に少ない。そこで、管理栄養士を病棟に配置するための

入院基本料に対する評価の創設を要望する。 

 

Ⅱ．栄養食事指導の間隔と回数の撤廃 

 疾病の重症化を予防するためには、食事療法を開始した初期に頻回に介入することの有効性が明

らかとなっている。しかし、初回指導から1週間以上間隔を空けることや入院中2回までとするこ

とは、食事療法の定着を妨げるものとなることが考えられるため、その撤廃を要望する。 

 

Ⅲ．特別食加算、栄養食事指導の算定対象疾患の拡充 

 入院患者の高齢化による疾病構造の変化に対応すべく、特別食加算対象疾患の拡充を要望する。 

 

Ⅳ．在宅医療の充実のために栄養ケアステーションなどでの診療報酬請求体制の創設 

 超高齢化社会を見据え、在宅医療を推進するためには在宅での栄養問題の解決は不可欠である。

しかし、栄養ケアステーションや訪問看護ステーションなどにおいては訪問栄養指導料の診療報酬

を請求する体制が整っていない。そのために管理栄養士は在宅医療の中で雇用される機会が得られ

難い。在宅における栄養問題を解決する専門職種として管理栄養士が自ら請求できる体制の創設を

要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１－ 
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Ⅰ．医療現場において管理栄養士の存在が周知される体制の実現 

 

急性期病棟1人／５０床、療養型病棟1人／１００床管理栄養士配置 

１．急性期病棟における管理栄養士の常駐の実現（資料１） 

 ≪理由≫ 

  急性期病棟は在院日数が短縮され、栄養評価や栄養計画・栄養食事指導などの栄養介入業務

が頻繁に行われなければならないが、管理栄養士の配置が少ないために、急性期病院では全て

の病棟での栄養管理は実施されていない。このことは医療の不平等を招き、国民の不利益とな

っている。 

 

２．療養型病棟における管理栄養士の適正配置の実現（資料１） 

≪理由≫ 

 療養型病棟では長期渡り、患者が入院しているために食事に対する要求（食欲や義歯の状態

の変化が頻繁にあり、本人や家族が管理栄養士の対応を望んでいる）が多い。また、高齢者が

多いため病状の急変や口腔内の問題の変化などへの対応も必要となる。 

 

３．糖尿病の重症化予防のための糖尿病チーム医療に対する評価（資料２） 

 ≪理由≫ 

  糖尿病治療には医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士等、多職種がかかわり、入

院から外来に至るまで横断的な療養指導が必要である。 

  その中でも糖尿病治療の根幹を成す、食事療法を担う管理栄養士のチームへの参加は、不可

欠である。 

  そこで、糖尿病治療を目的としたチーム医療の連携体制の評価と糖尿病チームの参加職種と

して、管理栄養士を明記することを要望します。 

 

 ４．慢性腎臓病（ＣＫＤ）の重症化予防のためのＣＫＤチーム医療に対する評価 

  ≪理由≫ 

慢性腎臓病（ＣＫＤ）患者への療養指導は、医師、看護師、管理栄養士、薬剤師などの多職

種による入院から外来に至るまで横断的な療養指導が必要である。 

その中でもＣＫＤ治療の根幹を成す、食事療法を担う管理栄養士のチームへの参加は、不可

欠である。 

そこで、ＣＫＤ治療を目的としたチーム医療の連携体制の評価とＣＫＤチームの参加職種と

して、管理栄養士を明記することを要望します。 

 

 

 

 

 

 

                   －２－ 
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Ⅱ．栄養食事指導の間隔と回数の撤廃 

 

１．栄養食事指導を実施する間隔の撤廃（資料２） 

 ≪理由≫ 

  生活習慣を改善するための栄養食事指導において、初期の段階で頻回に介入することが有意

に改善することが報告されている。しかし、入院中は初回指導から1週間以上間隔を空けなけ

れば、栄養食事指導の算定ができない。このことは患者の食事療法の定着の妨げとなり、栄養

食事指導の効果を減らすことに繋がるため、算定する間隔の規制を撤廃することを要望します。 

 

 ２．栄養食事指導の回数の撤廃（資料２） 

  ≪理由≫ 

   入院中の栄養食事指導の算定は２回までとされているが、療養病棟においては長期入院する患

者が多い。長期に入院する患者の多くは栄養食事指導が必要な患者が多いので、栄養食事指導の

回数の撤廃を要望します。 

 

 

Ⅲ．特別食加算、栄養食事指導の算定対象疾患の拡充 

 

１．疾病の多様化により特別食加算対象疾患の拡充（資料１） 

 ≪理由≫ 

入院患者の高齢化が進み咀嚼や嚥下困難による誤嚥性肺炎などの疾患が増加している。その

予防をするための食事療法には食材の選定や調理方法増粘剤の追加など多くの費用と手間がか

かる。加えて、がん患者における栄養状態の維持・改善は合併症予防は医療費削減や患者のＱ

ＯＬ向上に重要である。また、アレルギー対応の除去食や代替え食に対しても同様であるため、

特別食加算の対象を拡充することを要望します。 

 

２．疾病の多様化により栄養食事指導の対象疾患の拡充（資料１） 

 ≪理由≫ 

  患者の高齢化が進み、咀嚼や嚥下困難患者が増加し、栄養食事指導の要望が多い。現在は非

加算であっても入院・外来共にがん患者の栄養食事指導は行われている。また、複数の食品ア

レルギーによるアナフィラキシーショックの患者に対する、栄養食事指導のニードも増えてい

るため、栄養食事指導の算定対象疾患の拡充を要望します。 

 

 

 

 

 

 

 

                   －３－ 
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Ⅳ．在宅医療の充実のために栄養ケアステーションなどでの診療報酬請求体制の創設 

 

１．栄養ケアステーションなどでの診療報酬請求体制の創設 

 ≪理由≫ 

  超高齢化社会を見据えて在宅医療の充実が望まれているが、在宅における訪問栄養食事指導

や管理栄養士による居宅介護支援を担う管理栄養士の雇用が少ないため、在宅における栄養問

題の解決が難渋しているので、栄養ケアステーションなどからの診療報酬・介護報酬請求体制

の創設を要望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－４－ 
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平成 23 年 9月 28 日 

一般社団法人 日本救急救命士協会 

 

平成 24 年度診療報酬改定に係る提案書 

 

項目 救急チーム医療加算の新設 

 

要望に係る施策の概要 

 近年、救急患者のたらい回しや救急隊の現場滞在時間の延長等が問題となっている。いずれも

救急病院がマンパワー不足等により機能不全をおこしている事に起因している。集中治療室を有

する救急告示病院や救命救急センターで生命維持装置などの高度な医療機器を用いた集中治療、

心肺停止患者等の重症患者の診療を行うには多くの医療スタッフを要するにも関わらず、医師、

看護師以外の医療スタッフの配置について評価がされていない。臨床工学技士や救急救命士、ソ

ーシャルワーカー等の必要な能力を有した専門スタッフを配置することは医療安全・患者安全の

観点からみても重要である。 

 

希望する診療報酬での対応 

１） 概要：救急告示病院(集中治療室等を有する)および救命救急センターに救急用自動車とと

もに救急救命士を配置する事を評価する。また、当該医療機関から救急現場等に救急救命士

を伴い医師が出動した場合または救急救命士が単独で出動した場合であって医師の指示の下

で業務を行った場合には、加えて救急救命管理料をもって評価する。 

２） 対象： 救急告示病院および救命救急センター 

３） 必要性：患者安全および医療安全の立場から、また集中治療を行うことが必要な部門  

でありながら人的資源の乏しい救急部門に医師や看護師以外の医療スタッフ、特に救急救命

士や臨床工学技士等を配置することは緊急の課題である。また、病院間の患者搬送を病院救

急用自動車で行う事により、消防救急の出動件数の抑制および消防機関では搬送困難な在宅

療法継続中患者や ME 機器を導入している重症患者の転院搬送を可能とし、医療連携をより

安全に広域化することが可能であると考えられる。 

４） 診療報酬区分：①救急救命管理料の項目（B006）の改訂、②救命救急入院料(A300)およ

び救急医療管理加算(A205)の改訂 

５） 希望する点数：①救急救命管理料(B006)を 3000 点とする。②一回の入院につき 150 点 

６） 点数の根拠：①消防機関の救急用自動車運用に要する経費から算出。②呼吸ケアチーム

150 点を参考とした。 

７） 有効性：医療安全、地域救急医療の充実強化の観点から有効性は非常に高い。 

８） 安全性：問題なし、救急用自動車の有効活用により地域救急医療および患者安全の充実

強化につながる。 

９） 技術的熟成度：元来、救急救命士が行っている業務であり、熟成度は高い。 
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１０） 倫理性・社会的妥当性：倫理的に全く問題なく、国民から広く求められていることであ

り、社会的妥当性は非常に高い。 

１１） 普及性：救急救命士が配置されている、または配置を検討している医療機関には幅広く

普及する。 

１２） 効率性：医療経済評価はないが、消防機関の救急隊の出動抑制につながると考えられる。 

 

診療報酬により評価することの目的 

 医療機関が患者を自ら安全に搬送するという意識は非常に低く、患者安全の観点から懸念すべ

き問題である。また、救急部門は慢性的な人材不足に加え、需要の増大によって危機的な状態に

おかれている事は報道等もされ、社会問題として取りざたされている。早急に救急救命士を救命

救急センター等の救急部門に配置し、人員の充実を図るとともに、患者が必要な医療機関や療養

施設において医療を受けられるよう患者を移送するために活用するには、診療報酬で評価し、雇

用を促進する必要がある。 

 

予想される財政影響およびその根拠 

消防機関の救急隊の出動抑制が為され出動に関する費用の削減、処置に際し使用される医療資

器材や薬剤の使用頻度が減ることにより、逼迫している地方公共団体の財政再建に貢献すると考

えられる。現在は、挿管チューブやアドレナリンや乳酸リンゲル液など医療機関では当然請求さ

れるべき消耗品や薬剤が全て無料で提供されているという特殊な医療環境である。 

地方は、過疎化により税収入が乏しく高齢者人口が極めて高く救急車による搬送も年々増加す

るという社会環境にある。消防機関（地方公共団体）による救急搬送サービスをいつまでも無料

で続けることは困難であり、いずれ財政的限界がくることは明らかである。将来を見据えた持続

可能な救急医療システムが構築され、無料の医療も解消される。 

  

  

社会的環境 

関係団体： 一般社団法人日本救急救命士協会 

       チーム医療推進協議会 
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平成 23 年 9月 28 日 

一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

 

平成 24 年度診療報酬改定に係る提案書 

 

項目 がん患者チーム外来医療加算の新設 

 

１．要望に係る施策の概要 

 平成 18 年制定のがん対策基本法により、がん診療拠点病院の整備や専門職チームによる

がん患者リハビリテーション料の導入など、がん治療にかかわる整備が進んでいる。がん

治療の進歩に伴い、治療法の中心は入院治療から外来治療に変化してきており、手術後も

社会復帰を目指す動きが多くなっている。したがって、早期退院の促進を含め、がん患者

のリハビリテーションの充実のためには各専門職種による外来チーム医療体制の整備が必

要である。 

 

２．現在課題と考えられる点  

 平成２２年度の診療報酬改定により、がん患者リハビリテーション料（H007-2）の導入

など、がん治療に関わる体制は改善してきている。しかし、その算定要件としては、算定

は入院中の患者に限られており、がんの治療の中心が入院から外来へと移行する動向にあ

って外来でのチームよる診療報酬体制は十分とはいえない。 

 また、がんの早期発見、早期治療、治療法の進歩により生存率が向上するに伴い、社会

復帰が可能となる患者も増加している。身体的、機能的、心理的問題など多様化、複雑化

する患者の問題に多くの関係専門職が対応しているが、その支援については十分に評価さ

れていない。 

 

３．希望する診療報酬での対応 

１）概 要：がん患者チーム外来医療加算を新設し、患者の抱える課題やニーズに合った

複数職種がチームで取り組みを行った場合に評価する。 

２）対 象：通院施設 

３）必要性：入院における治療効果を退院後においても継続しつつ、社会的リハビリテー

ションを促進し、患者の QOL を高める為にチームでの対応が必要である。 

４）希望する点数：200 点 

５）点数の根拠：栄養サポートチーム加算が 200 点であること、がん患者リハビリテーシ
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ョン料が 200 点であることを参考にしている。 

６）有効性：言語聴覚士など専門職が機能や心理など多側面から積極的に関わることによ

り、患者の生活機能を重視したリハビリテーションへつながり、安心で活動的な社会

生活への支援に効果が期待できる。 

７）安全性：多職種によるチームアプローチにより、情報の共有、多角的な専門的視点の

増加が期待されることにより更なる安全性の向上が可能となる。 

８）技術的成熟度：言語聴覚士としての治療技術、コミュニケーション技術、患者接遇技

術については、養成教育ならびに生涯学習システムにおいて学ぶ環境が既にあり、技

術的成熟度は高い。 

９）倫理性・社会的妥当性：倫理的には全く問題がなく、むしろ質の高い医療を求める患

者のニーズは多く、社会的妥当性は高い。 

10）普及性：言語聴覚士は現在約１９０００人おり、毎年約１７００人が供給できる状況

であることから、医療分野への配置は充実してきており、安定的な普及が可能である。 

11）効率性：言語聴覚士を含む多専門職による入院から退院後までの継続的な治療や支援

は、患者の社会復帰を促進し、結果として医療経済評価に繋がる可能性が示唆される。 

 

３．診療報酬により評価することの目的 

 入院から退院後の継続的な治療や支援は、社会復帰を促進するとともに再発予防や患者

の社会生活への不安解消に繋がり、患者の安心で活動的な社会生活を促進する。その効果

は大きいと考えられることから、「がん対策基本法」や「がん対策推進基本計画」の達成

のためにも、多専門職によるチームが身体面、機能面、心理面など幅広い側面について支

援することに対する適切な評価が必要である。 

 

４．予想される財政影響及びその根拠 

  １）推定対象患者数：不明 

  ２）加算頻度：1ヶ月ごとに加算する 

 

５．社会環境 

  関係団体：一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

       社団法人 日本理学療法士協会 

       社団法人 日本作業療法士協会 

       日本音声言語医学会 

       日本耳鼻咽喉科学会 
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       日本摂食嚥下リハビリテーション学会 

項目 退院時リハビリテーション指導料が算定できる職種への言語聴覚士の名称を記

載 

 

退院時に行うリハビリテーション指導は、入院中に改善した機能の維持・向上の面から、

また誤嚥性肺炎の予防など安全安心な生活を確保する上でも不可欠である。しかし、現行

では言語聴覚士は退院時リハビリテーション指導料が算定できる職種になっていない。 

退院時にリハビリテーションにかかわる指導の重要性を感じている言語聴覚士は多く、

患者・家族からのニーズもあることから現行では算定できないにもかかわらず、実際に指

導を行っている施設は６５％に上る。 

理学療法士、作業療法士が行う指導と同様に、言語聴覚士が行う退院時の指導は、リハ

ビリテーション効果を維持し、質の高い社会生活を実現する上で欠かせない指導であるこ

とから、退院時リハビリテーション指導料が算定できる職種として言語聴覚士の名称を記

載していただきたく要望いたします。 

 

 

 

項目 難病患者リハビリテーション料の施設基準に言語聴覚士の名称を記載 

 

 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患には、言語聴覚士が専門的業務の対象と

する言語障害、構音障害ならびに摂食嚥下障害などを引き起こす疾患が多数含まれている。

しかし、現行では難病患者リハビリテーション料の施設基準に言語聴覚士は含まれていな

い。 

 多様な障害を有する難病患者が機能の維持・向上を図り、質の高い社会生活のためには、

言語聴覚士による専門的サービスを受けられる体制が欠かせない。 

 必要とされる多専門職のチームによる関わりによって、難病患者リハビリテーションが

効果的に所期の目的を達成するためにも、難病患者のリハビリテーションの施設基準に言

語聴覚士の名称を記載していただきたく要望いたします。 

 

 

以上 
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                        平成 23 年 9 月 28 日 

 

平成２４年度診療報酬改定に係る要望書 

 

                  日本細胞診断学推進協会細胞検査士会 

チーム医療推進小委員会 

 

 

がん患者チーム外来医療加算の新設 

 

＜要望に係る施策の概要＞ 

  がん治療の進歩に伴い、現在は外来でも十分な治療が可能である。 

患者の在宅化が進み、かつその期間は延長する傾向にある。 

治療の開始には正確な診断が不可欠であり悪性腫瘍の最終診断は組織診断 

または相補的にも用いられる細胞診断が行われている。 

特に細胞診断は迅速な診断にも十分対応が可能であり早期に治療を開始す

ることが出来るので外来がん患者のための細胞診を含めたチーム医療の体制

整備が必要である。 

 

＜現在課題と考えられる点＞ 

  がんの早期発見、早期治療により生存率も向上しており早期発見に細胞診

は有効な手段である。診断を待つ患者の抱える不安の解消に細胞診が役立っ

ているにもかかわらず、現状では適切な専門職による支援が評価されていな

い。 

 

＜希望する診療報酬での対応＞ 

[概要] 

  がん患者チーム外来医療加算を新設し、患者の課題やニーズに合った細胞検

査士を含む複数職種がチームで診断、ケアを行った場合に評価する。 

[対象] 

 通院施設（悪性腫瘍の診断を行なっている施設） 
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[必要性] 

 患者の不安を最小限にし、患者の早期治療の為にチームでの対応が必要であ

る。 

 [希望する点数] 

  200 点 

[点数の根拠] 

  緩和ケア診療加算が、１回 400 点であること、栄養サポートチーム加算が

200 点であること、がん患者リハビリテーション料が 200 点であることを参考

にしている。 

[有効性] 

  早期診断により、患者への早期治療が可能である。 

[安全性] 

  多職種で患者に関ることにより、情報の共有、多角的な視点の増加により、

安全性は高まる。 

[技術的成熟度] 

 細胞検査士は臨床検査技師の国家試験に合格後でなければ、学会の資格試験

の受験資格が得られない。また４年ごとの資格更新も義務化されており 

その技術成熟度は極めて高い。 

[倫理性・社会的妥当性] 

 倫理的に全く問題がなく、質の高い医療を求める患者のニーズは多く、社会

的妥当性は高い。 

[普及性] 

  細胞検査士は年間約 200 人増加しており、安定的な普及が可能である。 

[効率性] 

 早期発見、早期診断により早期治療が可能となり、患者の社会生活への不安

解消に繋がり、結果として医療経済評価に繋がる可能性が示唆される。 

 

＜診療報酬により評価することの目的＞ 

 早期発見、早期診断により早期治療が可能となり患者の社会生活への不安解

消に繋がり、その効果は大きいと考えられ、適切な評価が必要である。 
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＜予想される財政影響及びその根拠＞ 

１）推定対象患者数 不明 

２）加算頻度 １診断ごとに加算する 

 

1) 乳腺外科医が望む細胞診 簡便性、迅速性、診断精度の向上をいかに実現さ

せるか(解説) 

  Author：馬場紀行(東京共済病院 乳腺科) 

   Source：Medical Technology(0389-1887)39 巻 3 号 Page289-292(2011.03) 

 

2) 当院乳腺専門外来における外来迅速細胞診の検討 

    Author：三村明弘(大阪労災病院 病理診断科), 高水竜一, 古田美知子, 谷

川直 人, 佐久間貴彦, 川野潔 

Source：日本臨床細胞学会雑誌(0387-1193)49 巻 Suppl.2 Page708(2010.09) 

 

3）乳腺ベッドサイド細胞診の負荷と付加価値 フローチャート式乳癌診断と細

胞診(原著論文) 

Author：山本珠美(国立病院機構四国がんセンター 病理科), 寺本典弘, 平

成人, 山内政之, 西村理恵子 

Source：日本臨床細胞学会中国四国連合会会報(0913-1426)22 号 

Page92-95(2007.07) 

 

４）当院乳腺外来における,ベッドサイド迅速細胞診の現状 

Author：三村明弘(大阪労災病院 臨床病理科), 高水竜一, 古田美智子, 谷

川直人, 川野潔 

Source：日本臨床細胞学会雑誌(0387-1193)44 巻 Suppl.2 Page390(2005.09) 

 

５）当院における乳腺穿刺吸引細胞診の迅速診断の有用性 

Author：横山正(日本医科大学多摩永山病院 外科), 江上格, 笹島耕二, 渡

邊秀裕, 長谷川博一, 宮本昌之, 飯田信也, 鈴木成治, 丸山弘, 吉岡正智, 

前田昭太郎, 細根勝, 片山博徳, 田尻孝 

Source ： Journal of Nippon Medical School(1345-4676)70 巻 6 号 

Page602(2003.12) 
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６）乳腺外来における迅速細胞診の試み(原著論文) 

Author：坂本寛文(公立学校共済組合東海中央病院), 森良雄, 吉見直己 

Source：臨床検査(0485-1420)44 巻 13 号 Page1685-1687(2000.12) 

 

７）乳癌 乳腺外来初診時・迅速穿刺吸引細胞診(解説/特集) 

Author：宮内充(千葉県がんセンター), 山本尚人, 小高亜紀子, 他 

Source：外科診療(0433-2679)38 巻 11 号 Page1251-1255(1996.11) 

 

８）乳腺外来初診時,即日診断システム(千葉県がんセンター方式)の紹介とその

臨床的意義(原著論文) 

Author：宮内充(千葉県がんセンター), 山本尚人, 藤田昌宏, 他 

Source：乳癌の臨床(0911-2251)11 巻 3 号 Page591-593(1996.09) 

 

９）A new reporting form for breast cytology)(英語)(解説/特集) 

Author：TsuchiyaShin-ichi 

AkiyamaFutoshi, MoriyaTakuya, TsudaHitoshi, UmemuraShinobu, 

KatayamaYousei, IshiharaAkinori, InaiYasuteru, ItohHitoshi, 

KitamuraTakashi,  

Source：Breast Cancer(1340-6868)16 巻 3 号 Page202-206(2009.07) 

 

 

１０） (How for could we go with breast cytology?: a historical review!) 

(英語) 

Author：LindholmKarin(スウェーデン) 

Source ： 日 本 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌 (0387-1193)47 巻 Suppl.2 

Page361(2008.09) 
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平成 23 年 9 月 28 日 

平成 24 年診療報酬改定に係る要望書 

日本作業療法士協会 
平成 24 年度診療報酬改定に係る提案書（1） 
 

技術名： H000 心大血管疾患リハビリテーション料算定要件における作業療法士による関わりの

追加 

 

要望に係る施策の概要： 

心大血管疾患患者は、急性心筋梗塞等の内科的、外科的治療後等で経過が良好な症例において

は、現行の自転車エルゴメーター等を用いた運動療法を中心とした対応が可能である。しかし、

重症者に関しては、運動療法に十分取り組むことができないことも多く、社会復帰に向けて作業

療法士がその役割を担う心機能への負担を軽減する動作の習得や住環境整備などの日常生活活動

への支援が重要となる。 

しかしながら、現行の心大血管疾患リハ料の施設基準ならびに算定要件に作業療法士の職名は

明記されておらず、作業療法を心大血管疾患リハ料の算定要件に追加することで、患者支援の充

実を図ることが急務である。 

 

現在課題と考えている点： 

心大血管疾患患者に対する作業療法は、障害の特殊性に配慮したADL 能力向上、生活適応の拡

大を支援する意味で必要性が高い。また、早期から日常生活や社会生活に必要な作業活動を通じ

て、社会復帰や生活機能の回復を図ることは、患者の生活の質(QOL)の向上のためにも重要である。 

また、作業療法で実施されるADL ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞは、血圧やBorg 指数などに注意を払いながら実施さ

れるために、危険を伴う可能性は少なく、安全に実施できる。 

  

希望する診療報酬での対応： 

１） 概要：算定要件の見直し 

現行 

・心大血管疾患リハビリテーション料について 

(1)心機能の回復、当該疾患の再発予防等を図るために、心肺機能評価による適切な運動処方に

基づき運動療法等を個々の症例に応じて行った場合に算定する。 

・心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ（施設基準） 

(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看

護師が合わせて2 名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もしくは専従の常勤看

護師のいずれか一方が2 名以上勤務していること。ただし、いずれの場合であっても、2 名

のうち1 名は専任の従事者でも差し支えないこと。 

・心大血管疾患リハビリテーション料Ⅱ（施設基準） 

(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤 
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看護師のいずれか1 名以上が勤務していること。  

改定 

・心大血管疾患リハビリテーション料について 

(1)心機能の回復、当該疾患の再発予防等を図るために、心肺機能評価による適切な運動処方に

基づき運動療法、日常生活活動の向上や復職に向けての作業療法を個々の症例に応じて行っ

た場合に算定する。 

・心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ（施設基準） 

(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看

護師が合わせて2 名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もしくは専従の常勤看

護師のいずれか一方が2 名以上勤務していること。ただし、いずれの場合であっても、2 名

のうち1 名は専任の従事者でも差し支えないこと。日常生活活動の向上や復職に向けて作業

療法を実施する場合には、作業療法士が勤務していること。 

・心大血管疾患リハビリテーション料Ⅱ（施設基準） 

(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看

護師のいずれか1 名以上が勤務していること。日常生活活動の向上や復職に向けて作業療法

を実施する場合には、作業療法士が勤務していること。 

２） 対象：心大血管リハビリテーション料ⅠまたはⅡ施設基準取得施設 

３） 必要性：心大血管疾患リハビリテーション料対象疾患患者の地域生活移行に向けたチー

ム医療の充実に繋げる目的として早急な見直しが必要である。 

４） 診療報酬区分：H000 

５） 希望する点数：算定要件の見直し 

６） 点数の根拠：現行の心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ及びⅡと同じ点数である 

７） 有効性：地域生活移行支援充実の観点から有効性は高い 

８） 安全性：問題なし 

９） 技術的熟成度：疾患別リハビリテーション料導入前より本対象患者に対する作業療法実

施実態がある。また、（社）日本作業療法士協会においても毎年関連研修会を開催しており技

術的成熟度は高い。 

１０） 倫理性・社会的妥当性：倫理的に全く問題なく、国民から広く求められていることであ

り、社会的妥当性は非常に高い 

１１） 普及性：心大血管疾患リハの対象となる患者は、心疾患患者（高血圧性を除く）と虚血

性心疾患を合わせた数だけで、入院、外来を合わせると約27.5 万人にのぼるが、このうち心

大血管疾患リハ施設基準を満たす施設の利用者となる（平成20 年患者調査表2.傷病分類別に

みた施設の種類別推計入院患者数、患者調査表3.傷病分類別にみた施設の種類別推計外来患

者数より推計）。年間の実施回数に関しては、関与する医療技術者の拡大であるため、年間

のリハ実施回数の上限を超えることはない。 

１２） 効率性：医療経済評価はない 

 

診療報酬により評価することの目的： 

 心大血管疾患患者に対する作業療法は、障害の特殊性に配慮したADL 能力向上、生活適応の拡
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大を支援する意味で必要性が高い。また、早期から日常生活や社会生活に必要な作業活動を通じ

て、社会復帰や生活機能の回復を図ることは、患者の生活の質(QOL)の向上のためにも重要である。 

また、作業療法で実施されるADL ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞは、血圧やBorg 指数などに注意を払いながら実施され

るために、危険を伴う可能性は少なく、安全に実施できる。 

 

予想される財政影響およびその根拠： 

予想影響額 ０ 円  増減なし 

現在導入されている疾患別リハ体系においては、患者から一日に算定できる単位数は定められ

ており、現在は心大血管疾患リハ料を算定できる職種が理学療法士と看護師のみであることから、

それを分配することになるため、リハ医療費の上限枠を超えることはない。 

 

社会的環境： 

 関係団体 日本心臓リハビリテーション学会、日本リハビリテーション医学会 

氏名：上月 正博 

所属：東北大学大学院医学系研究科 機能医科学講座内部障害学分野 

〒980－8574 宮城県 仙台市星陵町 1－1 

 

本提案を支持できるデータ等： 

【文献】 

1) 塩田繁人、氏家敏巳、山田博子、他：蘇生後脳症を呈した主婦に対する早期社会復帰に向けた

作業療法：心臓リハビリテーション16 巻1 号 Page92-95、2011 

2) 高島千敬：内部障害に対する作業療法の成果：作業療法ジャーナル44 巻8 号 Page798-802、

2010 

3) 高岡宏：心臓血管外科における作業療法の実践：作業療法ジャーナル 44 巻8 号 Page803-809、

2010 

4) 塩田繁人：心大血管疾患に対する作業療法の実践 当院における慢性心不全と開心術に対する

早期作業療法の紹介：作業療法ジャーナル44 巻8 号 Page810-816、2010 

5) 梶原幸信、山本伸一：平成22 年度診療報酬改定と社団法人日本作業療法士協会の取り組み：

作業療法29 巻5 号 Page554-56、2010 

6) 天野晶夫、落合久幸、高玉真光：後期高齢者の心不全とリハビリ：群馬医学 91 号 Page71-73、

2010 

7) 高島千敬、井上悟、松尾善美：【呼吸器・循環器疾患に対する作業療法】 呼吸器・循環器疾

患に対するベッドサイドからの作業療法：作業療法ジャーナル43 巻8 号 Page903-911、2009 

8) 濱田祐子、高島千敬、井上悟、松尾善美：【呼吸器・循環器疾患に対する作業療法】 心臓血

管外科術後の作業療法の実践：作業療法ジャーナル43 巻8 号 Page921-924、2009 

9) 永松一真、生須義久、小笠原映、他：臥位における体位変換時の心拍数の変化について：心臓

リハビリテーション14 巻1 号 Page248-252、2009 

10) 田兼由紀子、村井達彦、鈴木真弓、他：高次脳機能障害を合併した植込み型補助人工心臓

(EVAHEART)装着患者の在宅復帰に向けた作業療法の関わり：心臓リハビリテーション14 巻1 号 
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Page162-165、2009 

11) 生須義久、 木村悠子、藤井麻由美、他：不整脈と運動 Device Implantation 後管理に関す

る全国調査およびリハビリテーションの効果と安全性：心臓リハビリテーション14 巻1 号 

Page76-79、2009 

12) Kobayashi Takeshi, Takashima Kazunori, Tanaka Kazuhiko,急性期の脳及び心臓疾患のリハ

ビリテーションに作業療法を適用した症例のデータベースの草案 認定症例における作業療法の

実情と問題点(Draft of Data Base of Cases with the Application of Occupational Therapy in 

Cerebral and Cardiac Rehabilitations at the Acute Stage: Actual Situation and Problems of 

Occupational Therapy in Registered Cases)：埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌

(1882-8345)8 巻1 号 Page54-57、2008 

13) 高島千敬, 東祐二, 杉原素子：心大血管疾患に対する作業療法の実態調査 2005 年度の調査

結果から：日本心臓リハビリテーション13 巻1 号 173-175 ,2008 

14) 小林 毅：「急性期心臓リハビリテーションと脳リハビリテーションにおける作業療法適応例

のデータベース作成」の経過報告：作業療法27 巻3 号 Page322-324,2008 

15) 生須義久,木村悠子, 藤井麻由美・他：【循環器・呼吸器疾患に関わる作業療法の展開】 循

環器疾患に関わる作業療法の実践例：作業療法26 巻5 号 436-440,2007 

16) 小室絢子,佐藤真治, 鈴木真弓・他：中枢神経障害を合併した左室補助人工心臓(LVAS)装着小

児患者に対する作業療法経験：心臓リハビリテーション13 巻2 号 Page351-354,2008 

17) 木村悠子, 生須義久, 藤井麻由美：心疾患患者の退院後の生活活動に対する不安についての

調査：心臓リハビリテーション13 巻1 号 Page154-157,2008 

18) 鈴木真弓, 牧田茂：【心筋梗塞のリハビリテーション】 心臓リハビリテーションにおける作

業療法の役割：MEDICAL REHABILITATION 92 号 Page79-84,2008 

19) 牧田 茂：内部障害リハビリテーションの実学 心臓・腎臓・呼吸 心臓リハビリテーションの

実際と効果：The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 45 巻3 号 Page163-168,2008 

20) 高島千敬, 井上悟, 阿部和夫：【心疾患と作業療法】 心大血管術後の合併症に対する対応：

作業療法ジャーナル41 巻11 号 1033-1037,2007 

21) 竹林崇, 上村洋充, 高橋哲也,他：【心疾患と作業療法】 脳梗塞合併症に対する作業療法ア

プローチの実際：作業療法ジャーナル41 巻11 号 1025-1032,2007 

22) 生須義久, 木村悠子, 藤井麻由美,他：【心疾患と作業療法】 心不全症例に対する作業療法

の実践例：作業療法ジャーナル41 巻11 号 1017-1023,2007 

23) 鈴木真弓, 佐藤真治, 牧田茂：【心疾患と作業療法】 心疾患に対する作業療法：作業療法ジ

ャーナル41 巻11 号1012-1016,2007 

24) 馬場さゆり, 佐藤真治, 道谷香奈,他：開心術後患者の認知機能の特徴 健常人と比較して：

心臓リハビリテーション11 巻2 号 298-301,2006 

25) 生須義久, 須田江里子, 高橋哲也,他：心不全理学療法を必要とする心臓リハビリテーション

への対応 心不全患者の上肢機能と作業療法の効果：心臓リハビリテーション11 巻2 号 

228-230,2006 
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平成 24 年度診療報酬改定に係る提案書（2） 
 

技術名：B001-7 リンパ浮腫指導管理料算定要件における作業療法士による関わりの追加要望 

 

要望に係る施策の概要： 

リンパ浮腫指導管理料に関しては、通達によると、「保険医療機関に入院中の患者であって～

中略～医師または医師の指示に基づき看護師又は理学療法士が、リンパ浮腫の重症化等を抑制す

るための指導を実施した場合に、入院期間中1 回に限り算定する。」とある。しかし、作業療法

士も乳腺悪性腫瘍等の術後を中心にリンパ浮腫の指導に関与しているため、算定職種に作業療法

士を加えて患者支援の充実を図ることが必要である。 

 

現在課題と考えている点： 

 悪性腫瘍患者に対する作業療法士の職務は、その病巣の部位にもよるが日常生活活動（ADL）や

生活関連活動（IADL）の拡大、癌そのものによる影響、または廃用による上肢機能の改善に向け

た支援が多い。作業療法士が悪性腫瘍の術後患者、特に乳腺悪性腫瘍術後患者に関与する意義は

大きく、今後増え続けることが予想される悪性腫瘍患者への支援として欠かせないものである。 

しかしながら、本リンパ浮腫指導管理料における算定職種には、作業療法士の職名が記載されて

おらず、医療チームの中に作業療法士が入っていないような誤解を招く可能性があり、患者支援

の充実のためにも作業療法士の職名を明記する必要がある。 

 

希望する診療報酬での対応： 

１） 概要：リンパ浮腫指導管理料算定職種への作業療法士の職名追加 

２） 対象：リンパ浮腫指導を実施している保険医療機関 いずれも対象 

３） 必要性：悪性腫瘍の術後患者、特に乳腺悪性腫瘍術後患者に対する地域生活への移行や

定着を支援する上で作業療法の関与は重要である。 

４） 診療報酬区分：B001-7 

５） 希望する点数：算定職種の追加により現行に変化なし 

６） 点数の根拠：現行に変化なし 

７） 有効性：地域生活移行に向けたチーム医療体制の充実を図るため有効である 

８） 安全性：問題なし。作業療法士の関わるリンパ浮腫の実態については、当協会が平成22 年

11 月に会員が所属する全国のがん診療連携拠点病院、緩和ケア病棟を有する施設の計599 施

設を対象に実施した調査から（返信265 通）、実績のある施設は99 施設であり、過去3 ケ月

における「リンパ浮腫の対象者」への関わりの実数は、1,404 名であった。また、乳がん手

術のクリティカルパスへ作業療法士が参入している施設は40 施設であった。 

９） 技術的熟成度：上記作業療法士関与実態があり、技術的熟成度は高い 

１０） 倫理性・社会的妥当性：倫理的に全く問題なく、国民にから見て分かりやすくなり、社

会的妥当性は非常に高い 

１１） 普及性：悪性腫瘍患者は年々増加傾向にあるが、リンパ浮腫指導管理料は入院中1 回、

加えて外来でも1 回の算定であり、実施回数に変化はない。 
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１２） 効率性：医療経済評価はない 

 

診療報酬により評価することの目的： 

リンパ浮腫に関する指導の重要性は、本技術料の創設により明らかである。悪性腫瘍患者に対

する作業療法士の職務は、その病巣の局在にもよるが日常生活活動（ADL）や生活関連活動（IADL）

の拡大、それに関わる上肢機能の改善に向けた支援が多い。女性が多い職種でもある作業療法士

が悪性腫瘍の術後患者、特に乳腺悪性腫瘍術後患者に関与する意義は大きく、今後増え続ける悪

性腫瘍患者への支援として欠かせないものである。 

しかしながら、本リンパ浮腫指導管理料における算定職種に関しては、作業療法士の職名が記

載されておらず、医療チームの中に作業療法士が入っていないような誤解を招く可能性があり、

患者支援の充実のためにも作業療法士の職名を明記する必要がある。 

  

予想される財政影響およびその根拠： 

 予想影響額 ０ 円 増減なし 

 本管理料は、入院中、外来それぞれ1 回に限り算定されるものであり、現行の算定上限枠を超

えることはない。 

 

社会的環境： 

 

本提案を支持できるデータ等： 

【作業療法士が執筆している参考論文】 

1) 「リンパ浮腫診療実践ガイド」編集委員会・編：リンパ浮腫診療実践ガイド、医学書院、2011 

年8 月 

2) 安保雅博 、吉澤いづみ ・編：上肢リンパ浮腫のリハビリテーション、三輪書店、2011 年6 月 

【参考文献】 

1) 田尻寿子：上肢リンパ浮腫患者さんのQOL 作業療法士として、できることを模索する：作業療

法ジャーナル44 巻9 号 p926-931、2010 

2) 木村恵美子：リンパ浮腫の緩和期および終末期の身体の特徴と対応：作業療法ジャーナル44

巻9号 p932-935、2010 

3) 吉澤いづみ：上肢リンパ浮腫治療の概論 具体的アプローチについて：作業療法ジャーナル44 

巻9 号p920-925、2010 

4) 平井正文：予防とセルフケアの重要性について：作業療法ジャーナル 44 巻9 号 p915-919、

2010 

5) 北村 薫：乳がん術後のリンパ浮腫に関する多施設実態調査と診療ガイドラインの概要：作業

療法ジャーナル44 巻9 号 p907-912、2010 

6) 廣田彰男：リンパ浮腫の病因と病態 解剖・生理含め：作業療法ジャーナル44 巻9 号 p902-906、

2010 

7) 粳間剛、安保雅博：リンパ浮腫治療に関連する制度・診断とリハビリテーション治療の役割 テ

ーラーメイド的介入の視点：作業療法ジャーナル44 巻9 号 p896-901、2010 
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8) 吉澤いづみ：リンパ浮腫に対するアプローチ 作業療法士の役割：作業療法ジャーナル44 巻2 

号 p114-118、2010 

9) 田尻寿子：症状別作業療法アプローチの実際：作業療法ジャーナル44 巻2 号 p106-113、2010 

10) 高島千敬：がんに対する作業療法の現状と今後の課題作業療法ジャーナル 44 巻2 号 

p102-105、2010 

11) 金子倫子, 他：乳癌術前・術後の作業療法について クリニカルパスとパンフレットを作成し

て：青森県作業療法研究16 巻2 号 p21-26、2007 

12) 吉澤いづみ, 他：終末期乳癌によるリンパ浮腫に対して緩和的作業療法を施行した1 症例：

東京慈恵会医科大学雑誌122 巻6 号 Page313-317、2007 

13) 矢部千恵, 他：乳癌術後クリニカルパス導入後の経過：市立札幌病院医誌66 巻1 号 

Page57-62(2006.09) 

14) 小沼優子, 他：乳癌術後患者における作業療法 術式別による疼痛と上肢機能の検討：日本私

立医科大学理学療法学会誌23 号 p59-62、2006 

15) 浦崎典子，他：乳癌術後作業療法の早期介入：日本私立医科大学理学療法学会誌22 号 

Page66-69、2005.09 

16) 渡辺京子, 他：乳がん術後のリハビリテーション 理学療法・作業療法：MEDICAL 

REHABILITATION60 号 p49-55、2005 

17) 伊藤幸子, 他：乳癌術後患者に対する早期作業療法介入の試み：新潟県立中央病院医誌12 巻

1 号 Page6-9、2004 

18) 森田有紀, 他：訪問リハビリテーションを行った終末期ガン患者の1 症例：南大阪病院医学

雑誌51 巻2～3  p245-252、2003 

19) 太田睦美, 他：竹田綜合病院作業療法部門におけるクリティカルパス 乳癌術後のリハビリテ

ーション：作業療法ジャーナル35 巻2 号 p117-120、2001 

 

その他： 

 本要望については、関連団体である「（社）日本リンパ学会」、「（社）日本産科婦人科学会」、

「（社）日本リハビリテーション医学会」、「日本緩和医療学会」、の賛同を得ている。 
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平成 24 年度診療報酬改定に係る提案書（3） 
 

技術名：A242 呼吸ケアチーム加算における作業療法士の職名追記 

 

要望に係る施策の概要： 

当該保険医療機関の保険医、看護師、臨床工学技士、理学療法士等が共同して、人工呼吸器の

離脱のために必要な診療を行った場合に、当該患者（第１節の入院基本料（特別入院基本料等を

除く）のうち、呼吸ケアチーム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、

週１回に限り所定点数に加算する。 

 

現在課題と考えている点： 

 呼吸ケアチームは、『① 人工呼吸器管理等について十分な経験のある医師、② 人工呼吸器管

理等について６か月以上の専門の研修を受けた看護師、③ 人工呼吸器等の保守点検の経験を３年

以上有する臨床工学技士、④ 呼吸器リハビリテーションを含め５年以上の経験を有する理学療法

士、⑤その他、当該患者の状態に応じて、歯科医師又は歯科衛生士が呼吸ケアチームに参加する

ことが望ましい。』とされているが、呼吸器リハ料の算定職種でもある作業療法士の職名が記載

されていないため、チームへの参加が望ましい職種として追記することを要望する。 

 

希望する診療報酬での対応： 

１） 概要：呼吸ケアチーム加算における作業療法士の職名追記 

２） 対象：呼吸ケアチーム加算を実施する大病院、中小病院、診療所 いずれも対象 

３） 必要性：呼吸ケアチーム加算には、『呼吸ケアチームによる診療計画書には、人工呼吸器装

着患者の安全管理、合併症予防、人工呼吸器離脱計画、呼吸器リハビリテーション等の内容

を含んでいること 』との記載もあり、人工呼吸器の離脱、またその後も含めたリハの支援

を考える際には、状態に応じては作業療法士のチームへの参加が必要である。 

４） 診療報酬区分：A242 

５） 希望する点数：職名追記のみの為現行に変化なし 

６） 点数の根拠：現行に変化なし 

７） 有効性：チーム医療による人工呼吸器装着者への支援の充実を図るために、作業療法士によ

る人工呼吸器装着中の活動の拡大への支援のみならず、離脱後の生活も見据えた視点からの

関わりも重要であり、呼吸ケアチームへの参加が望ましい職種として作業療法士の職名を追

記することが、対象者にとって有益であると考えられる。 

８） 安全性：問題なし 

９） 技術的熟成度：（社）日本作業療法士協会が実施した人工呼吸器装着者に対する作業療法の

実態調査では、全国の特定機能病院、地域医療支援病院、会員が主な対象として呼吸器疾患

をあげている一般総合病院の計285 施設から169 施設の返信が得られ（回収率 59.3%）、過

去3 か月間で総計892 名（122 施設）に関わっていたことが明らかになっている。実施内容

は、①身体機能訓練120 施設、②ADL・IADL 訓練61 施設、③コミュニケーションへの支援 56 

施設、④心理支持的支援51 施設、⑤その他 9 施設であった。 
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人工呼吸器装着中の対象者は、自己の置かれている状況に戸惑い、自己効力感が低下している。

また、気管切開による人工呼吸管理中においては、意志疎通に支障をきたし、大きな心理的な負

担が生じる。本調査により、作業療法士は活動の拡大を支援しながら、心理機能へも配慮し、対

象者を支援している実態が示されたといえる。 

１０） 倫理性・社会的妥当性：倫理的に問題なし 

１１） 普及性：対象者数や年間の実施回数には著変はない。 

１２） 効率性：医療経済評価はない 

 

診療報酬により評価することの目的： 

 2010 年に新設された呼吸ケアチーム加算は、人工呼吸器離脱に向けたチーム診療を行った場合

に算定されるものである。このチームの構成メンバーに呼吸器リハ料の施設基準の人員である作

業療法士の職名が記載されていない。本加算には、『呼吸ケアチームによる診療計画書には、人

工呼吸器装着患者の安全管理、合併症予防、人工呼吸器離脱計画、呼吸器リハビリテーション等

の内容を含んでいること 』との記載もあり、人工呼吸器の離脱、またその後も含めたリハビリテ

ーションの支援を考える際には、状態に応じては作業療法士のチームへの参加が必要であると考

えられる。 

人工呼吸器装着中の対象者は、自己の置かれている状況に戸惑い、自己効力感が低下している。

また、気管切開による人工呼吸管理中においては、意志疎通に支障をきたし、大きな心理的な負

担が生じる。本調査により、作業療法士は活動の拡大を支援しながら、心理機能へも配慮し、対

象者を支援している実態が示されたといえる。また、海外においても人工呼吸器装着者に対する

早期からのリハの介入の有効性についての報告があり1，2）、Schweickert らの報告では、作業

療法士や理学療法士の介入群と標準的なケア群とが比較されている。この中で、28日間のフォロ

ーアップ期間におけるICU での人工呼吸器の非使用期間は介入群（23.5 日）の方が、対照群（21.1 

日）よりも長く、6 種類の日常生活活動と介助なし歩行の達成は、介入群で59%、対照群で35%で

あり、せん妄の期間も介入群（2.0 日）、対照群（4.0 日）と2 分の1 であったことが示されて

いる。 

以上より、呼吸ケアチーム加算の構成人員に作業療法士を参加することが望ましい職種として

追記することが望ましいと考えられる。 

 

予想される財政影響およびその根拠： 

 予想影響額 0 円 増減なし 

関与する職種の拡大の要望であるため、医療費の増減はない。 

 

社会的環境： 

 関係団体 日本呼吸器学会、日本呼吸ケアリハビリテーション学会、日本呼吸療法医学会、日

本リハビリテーション医学会 

 

本提案を支持できるデータ等： 
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【文献】 

1） Schweickert WD, Pohlman MC, Pohlman AS, Nigos C, Pawlik AJ, Esbrook CL, Spears L, Miller 

M,Franczyk M, Deprizio D, Schmidt GA, Bowman A, Barr R, McCallister KE, Hall JB, Kress JP.：

Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill 

patients: a randomized controlled trial. ：Lancet. 2009 May 30;373(9678):1874-82. Epub 2009 

May 14. 

2） Pohlman MC, Schweickert WD, Pohlman AS, Nigos C, Pawlik AJ, Esbrook CL, Spears L, Miller 

M,Franczyk M, Deprizio D, Schmidt GA, Bowman A, Barr R, McCallister K, Hall JB, Kress JP.：

Feasibility of physical and occupational therapy beginning from initiation of mechanical 

ventilation.：Crit Care Med. 2010 Nov;38(11):2089-94. 

 

その他： 

 なし 
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平成 24 年度診療報酬改定に係る提案書（4） 
 

技術名：精神科リハビリテーション総合実施計画評価料新設 

 

要望に係る施策の概要： 

 多職種によるチーム医療は、新規入院患者の早期退院および入院の長期化抑制、長期入院患者

の退院支援、地域生活支援、再入院率の抑制、病態憎悪時の対応など様々な効果が期待できる。

しかし、現行の診療報酬ではチーム医療を評価する項目がなく一部の病院で試行的に実践されて

いるのが現状である。効率的かつ効果的リハビリテーションを実施するために、当該実施計画料

は定期的な医師の診察および心理的、社会的、職業的機能等の評価結果に基づき、医師、看護師、

作業療法士、精神保健福祉士等の多職種が、精神科リハビリテーション総合実施計画書を共同し

て作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果や実施方法等について共同して再評

価を行うことを推進するため、新設する。 

 

現在課題と考えている点： 

 身体障害に対するリハビリテーションでは既に H003-2 リハビリテーション総合実施計画評

価料としてチーム医療が評価されている。精神科リハビリテーションにおいても関連する多職種

チームによる評価および計画の共有化は重要であり、インフォームドコンセントの実践の為にも

実施計画書を定期的に作成した上で患者家族への説明を実施し同意を得ることが必要である。現

在、疾患別リハビリテーション等、他のリハビリテーション遂行においても、同様の実施計画書

の作成と定期的な説明の実施は制度化され定着している状況にある。精神科作業療法の実施にお

いても本実施計画書の導入は必要と考える。 

 

希望する診療報酬での対応： 

１） 概要：精神科リハビリテーション総合実施計画評価料 

２） 対象：精神科作業療法を実施している保険医療機関 

３） 必要性：精神科作業療法対象患者の地域生活への移行や定着を支援する上で本実施計画

の導入は重要である。 

４） 診療報酬区分：Ｉ精神科専門療法 

５） 希望する点数：480 点 

６） 点数の根拠： リハビリテーション料におけるリハビリテーション総合計画評価料や、

老人医科診療報酬点数表における老人リハビリテーション総合計画評価料が、いずれも導入

当初 480 点であり、定着とともに適宜漸減してきた経緯があるため。 

７） 有効性：地域生活移行に向けたチーム医療体制の充実と、精神科作業療法実施における

患者・家族との目標の共有化を図るため有効である。 

８） 安全性：問題なし。 

９） 技術的熟成度：通常の退院に向けたカンファレンスが行われている医療機関において，

評価内容は周知の項目であり、書式と機会を設ければすぐにでも導入可能な内容である。 

１０） 倫理性・社会的妥当性：倫理的に全く問題なく、国民にから見て分かりやすくなり、社
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会的妥当性は非常に高い 

１１） 普及性：精神病床数34.9万床、年間入院患者数31.5万人（Ｈ20年 患者調査）日本作業療

法士協会のモニター調査では入院患者に対する精神科作業療法の実施率は43％（Ｈ21）であ

った。 

１２） 効率性：医療経済評価はない。 

 

社会的環境： 

関係団体 日本精神神経学会、日本精神科病院協会、全国自治体病院協議会、日本精神科看護技

術協会、日本精神保健福祉士協会，日本病院・地域精神医学会、日本精神科救急学会 

 

本提案を支持できるデータ等： 

【文献】 

西田淳志，福田正人, 野中猛：【わが国の精神保健・医療改革の展望 こころの健康政策構想会議

の提言をめぐって】 精神科医療の技術的側面 必須となる多職種チームおよびアウトリーチ．臨

床精神医学 40：47-54，2011 

 

宮部真弥子：【精神科看護の現在と未来を共有する-病院と地域の協働】 精神保健医療福祉領域に

おける看護への期待 可能性を見つけ、引き出す多職種チームの協働 リハビリテーションにお

ける看護師への期待．病院・地域精神医学 52：258-259，2010 

 

立松麻記子：【精神科救急と多職種チーム】 精神科急性期のリハビリテーション 作業療法士の

立場から．精神科救急 14：51-53，2011 

 

磯村聰子，守田孝恵：精神科病院の長期入院患者支援に関する研究の動向．病院・地域精神医学

53：202-210，2010 

 

香山明美：【退院・地域移行支援の現在】 精神障害者の地域移行のためのプログラム開発および

地域支援体制構築に向けた研究報告．精神医療 57：59-65，2010 
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平成23年9月28日 

平成24年度改定に係る要望書（診療録管理体制加算） 

 

日本診療情報管理士会 

項目 診療録管理体制加算について 

 
① 要望に係る施策の概要 (背景.所管事業.補助金.予算措置等) 

１）平成12年度の改定により、当時のカルテ開示の議論や国立病院等10病院における日本版DRG

導入を背景に、カルテ開示の推進やICDコーディングを主眼とした「診療録管理体制加算」

が誕生した。その後、DPCやがん登録の導入等により診療録管理は更に重要な意味を持って

いる。 

２）診療録管理体制加算を必須とする施設基準は、臨床研修病院入院診療加算やDPC対象病院の

要件にも取り入れられており、「診療情報管理士」とは明文化していないものの、既に、実

質的に「専任の管理者」はそのまま診療情報管理士と考えられている。 

３）DPCの普及やクリニカルインディケータが注目され、更には根本的に診療記録の精度改善と

いう要求ニーズも強い。国民からもカルテ開示等のニーズがあり、真正性が求められている。 

４）１）２）３）からわかるように診療録管理体制の強化の重要性は増加し病院側では先行して

改善を図っているが、「診療録管理体制加算」の評価は、一入院あたり、30点に据え置かれ

たままである。 

５）既に、DPCへの対応や診療記録の精度改善ニーズもあり、10名以上の診療情報管理士を配置

している病院も珍しくなく、専任診療情報管理士の配置は適正な診療報酬請求にも直結して

いる。 

 

② 現在課題と考えられる点 
１）診療情報の有用性が高まる一方で、その精度管理を推進するような手当が必要である。 

２）DPCは入院中の診療情報の収集によって下支えされている制度である。 

３）病院機能の適正評価を行っていく上でも、DPC対象病院以外の医療機関でも診療録管理体制

の強化が必要である。（慢性期疾患の診療が課題となっている） 

４）勤務医の事務業務軽減を図るための加算が設置されたが、本来は業務を代わりに負担するも

のを置くのではなく、業務自体を縮小する活動が必要であり、診療情報管理の近代化に繋が

る体制整備こそが急務である。 

 

③ 希望する診療報酬での対応 (必要性及び点数とその設定根拠等)  
 

【概要】 

「診療録管理体制加算」を配置人員で上位評価を設ける。施設基準の条件の中で、（７）のICD大

分類程度の疾病分類については、既にDPCで求められているように、ICD-10の全桁のコーディングを

必須とする。また、診療記録管理者については「診療情報管理士」と明示する。 
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【対象】 

入院患者 

 

【必要性】 

適切なDPCコーディング、診療記録の精度改善に基づく、診療報酬請求の適正化、患者との信頼関

係の構築や医療事故防止、記録の不備等による医事紛争の防止、また、臨床研究、教育における精度

の改善、診療情報の活用推進に基づく、健全な病院管理業務を行う。 

【診療報酬区分】 

A207 及び他の「臨床研修病院入院加算等の評価」 

【希望する点数】 

診療情報管理士の配置人数に応じて点数を設定する。 

診療情報管理士を1名以上・・・30点（現行の点数） 

退院2,000件に1名・・・50点(2,000対1を新設） 

退院1,500件に1名・・・75点(1,500対1を新設） 

退院1,000件に1名・・・100点(1,000対1を新設） 

(退院件数比での診療情報管理士の配置数による） 

【点数の根拠】 

現行の医師事務作業補助体制加算を参考にする(配置スタッフの学歴、教育レベルの設定はより高

い）。 

退院件数10,000件を例にとると、2,000対1では5人の診療情報管理士を専任で配置し、必要な人件

費は1,500万円（1人当たり300万円）、収入は500万円(10,000＊50点＊10）となる。同様に1,500対1

では、7人の診療情報管理士、人件費2,100万円、収入は750万円、1,000対１では、10人の診療情報管

理士、人件費3,000万円、収入は1,000万円となる。医師事務作業補助体制加算が50対1であった場合、

400床/50=8名程度となり、必要な人件費は2,400万円、収入は255点＊10,000人＝2,550万円であり、

診療録管理体制加算の評価改善（点数増）は適正であると考える。 

※診療情報管理士の学歴、収入等については、社団法人日本病院会による現況調査報告書等を参考に

した。 

【有効性】 

診療報酬請求の適正化、診療記録の精度改善、それに基づく医療統計や医療安全等に極めて有効で

ある。 

【安全性】 

該当せず 

【技術的成熟度】 

既に教育体制も人材も十分であり、すぐにでも実施可能である。 

【倫理性・社会的妥当性】 

診療記録の精度改善は基より、カルテの開示、診療報酬請求の適正化については、国を挙げて取り

組む課題であり、社会的なニーズも高い。また、臨床研究や教育の面においても取り組むべき課題で

ある。 

【普及性】 

既に実態として、DPC や病院機能評価において「診療情報管理士」の配置はされており、すぐにで
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も対応可能である。 

 

【効率性】 

より適切な人員配置が可能となり、診療録管理業務の精度向上、および業務の効率化に繋がる。 

 

④ 診療報酬により評価することの目的 (改善したい点及び所管事業との関係) 
①及び②で述べたとおり、実態としてマンパワーを既に投入している医療機関が多数である。し

かし、中医協の DPC 評価分科会等でも再三の指摘がなされているとおり、コーディング精度は決

して十分とは言えない病院も多い。また、未だにカルテ開示の環境作りは十分ではなく、それが原

因としたトラブルも珍しくはない。何より、診療記録の精度改善は、国民、患者、医療者にとって、

重要な課題であり、我が国の医療の改善のためには必須の事項である。したがって、負担は広く求

めても当然であり、保険診療の中で評価することに何らの問題もないと考える。 

 

⑤ 予想される財政影響及びその根拠 
診療録管理体制加算の算定数が公開されていないため、現状では把握が困難。 

 
⑥ 社会的環境(関係学会.団体､国会､メディア等) 
【関係学会】 

日本診療情報管理学会 

【関係団体】 

日本診療情報管理士会、四病院団体協議会、財団法人日本医療研修推進財団 

 

⑦ 本提案を支持できるデータ等 (審議会･検討会･所管する研究会､報告書等) 

【審議会・検討会】 

平成20年11月7日、DPC評価分科会等 

【調査研究・報告書等】 

厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）：「診断群分類の精緻

化とそれを用いた医療評価の方法論開発に関する研究」（H22-政策-指定-031）等 
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平成23年9月28日 

平成24年度改定に係る要望書（病棟チーム医療） 

 

日本診療情報管理士会 

 
項目 病棟チーム医療加算の新設 

 
① 要望に係る施策の概要 (背景.所管事業.補助金.予算措置等) 

◆診療情報の利活用の促進と精度の担保について 

チーム医療に求められる要素の一つに、診療情報の共有がある。診療情報管理士は医師、看

護師をはじめとした医療従事者の作成した診療記録を安全かつ適正に担保している。また、診

療記録の中から必要な情報をデータベース化し、そのデータが利用されるなど、診療サービス

の最適化に寄与する重要な役目を担っている。適正な診療サービスの提供および医療安全を担

保するためには、国際疾病分類法に基づく疾病分類や臨床評価指標化などの情報活用を可能と

し、より高度な情報基盤の構築が求められている。医療の高度化・専門分化や、安全・安心の

医療を目指すためには、多職種協働は益々重要であり、更には職種間の情報共有が必須となる。  

 

② 現在課題と考えられる点 
１）診療情報管理士の役割として、医療現場において診療情報管理の安全性および精度の向上、

正確性の担保を担うが、多くの病院では人員配置されておらず、チーム医療の中で情報共有

に至る「情報の精度」が担保されていない。 

２）診療情報管理士の役割として、診療情報の共有や利活用を図るためにデータベースを構築す

る機能があるが、十分な人員配置がされていないために有用な情報が活用されていない。こ

の機能は、情報活用という意味で、国の施策に役立つことはもちろん、患者や医療機関にと

っても医療の安全性・可視化を進める上で、極めて有益である。 

３）１）２）からもわかるようにこれらの活動を担保するために、「診療情報管理士」の位置付

けを診療報酬上、明示することが必須であると考える。 

 

③ 希望する診療報酬での対応 (必要性及び点数とその設定根拠等)  
【概要】 

  病棟チーム医療加算の新設 

【対象】 

  入院病棟すべて 

【必要性】 

    精度の高い情報管理により、病棟運営における患者への安全な医療の提供と質の向上を図る。 

【診療報酬区分】 

    A207-2医師事務作業補助体制加算  A200総合入院体制加算 A204-2臨床研修病院入院診療加算 

【希望する点数】 

    医師事務作業補助者と同等あるいはそれ以上であるべきと考える。具体的な点数付与については、
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退院患者数によりランク付けをする。また、DPC対象病院群における目的・機能別に応じた点数配分

を加算する。 

【点数の根拠】 

    診療情報管理士は大学、専門学校、通信教育による教育を受け資格認定されている職種として、学

歴用件から鑑みて、少なくとも医師事務作業補助体制加算と同等あるいはそれ以上であるべきである。 

【有効性】 

  チーム医療における情報共有における医療安全の確保及び円滑な業務遂行の一環から有効性は非常

に高い。 

【安全性】 

  診療情報管理士の配置により医療安全の観点からも安全性は向上する。 

【技術的成熟度】 

  診療情報管理士の資格認定後5年間以上診療情報管理に従事している者は、技術熟成度に関して基準

に達していると思われる。 

【倫理性・社会的妥当性】 

  安全・安心の医療提供は国民から求められており、社会的妥当性は高い。 

【普及性】 

診療情報管理士が配置されている医療機関には幅広く普及する。 

【効率性】 

病棟での業務の効率化に繋がり、結果として医療経済評価に繋がる可能性が示唆される。 

 

④ 診療報酬により評価することの目的 (改善したい点及び所管事業との関係) 
診療録管理体制加算を算定する医療機関は平成 12 年より増加の一途を辿っていると思われるが、

算定数が公表されていないために把握が困難である。しかし、診療録管理体制とチーム医療におけ

る病棟チーム医療加算の施設要件の中で、診療情報管理士と明記することにより、情報の精度管理

の必要性を示すことが出来る。ただし、病院団体との協議やすりあわせが必要であると考える。 

※少なくとも、チーム医療の要の一つである、「情報共有」に向けて、「診療情報管理士」の関与は、

必須である。 

 

⑤ 予想される財政影響及びその根拠 
１）推定対象患者数：1,299,752人 

根拠：厚生労働省 病院報告（平成23年4月概数）より1日平均患者数 

２）一人当たり実施回数： 1 回／人 

     根拠：病棟の特性により在院日数が異なるため、月に１回限り算定する。 

 

⑥ 社会的環境(関係学会.団体､国会､メディア等) 
【関係学会】 

日本診療情報管理学会 

【関係団体】 

チーム医療推進協議会、日本診療情報管理士会 
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⑦ 本提案を支持できるデータ等 (審議会･検討会･所管する研究会､報告書等) 

【審議会・検討会】 

厚生労働省 チーム医療推進会議 
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平成23年9月28日 

平成24年度改定に係る要望書（がん患者チーム外来医療） 

 

日本診療情報管理士会 

 
項目 がん患者チーム外来医療加算の新設 

 
① 要望に係る施策の概要 (背景.所管事業.補助金.予算措置等) 

がん医療は在宅化が進む傾向にあり、入院医療と外来医療をシームレスに結ぶための情報管理の

高度化が重要である。そのためには、情報の共有化を促進すると共に、情報精度の担保が求められ

る。 

 

② 現在課題と考えられる点 
１）多くの医療機関の診療情報は、外来の診療記録と入院の診療記録が物理的に分離されている、

あるいは一元化されている場合でも外来と入院では情報の密度には明らかに差異がある。 

２）今後、外来のがん医療の体制強化を実現する上で、入院外来の情報一元化、外来の診療情報

の精度向上は重要な課題である。 

３）更には、情報そのもの、または情報の基盤となる診療記録の適切な管理、監査を行い、情報

精度の担保をすることは重要である。 

４）併せて、がん診療の基盤となる、がん登録についても精度の担保が必須である。 

 

③ 希望する診療報酬での対応 (必要性及び点数とその設定根拠等)  
【概要】 

  がん患者チーム医療の一環として外来についても考慮し、外来がん患者数年間500人に対して診療

情報管理士1名を配置する。 

【対象】 

  がん診療連携拠点病院および準ずる病院、ならびに地域がん登録実施施設 

【必要性】 

    がん登録は基より診療記録の精度担保、予後調査による継続支援の必要性 

【診療報酬区分】 

    A232 がん診療連携拠点病院加算 

【希望する点数】 

    30点（がん確定患者に対して、1月1回） 

【点数の根拠】 

    診療録管理体制加算と同等であるため 

【有効性】 

  チーム医療における医療安全の確保は基より、国の施策としてのがん登録の精度を担保する等情報

管理の一環から有効性は非常に高い。 

【安全性】 
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  診療情報管理士の配置により医療安全の観点からも安全性は向上する。 

【技術的成熟度】 

  大学、専門学校、通信教育による教育の後、診療情報管理士資格取得、更には国立がん研究センタ

ー等の教育を受け、がん登録業務を行っている者の技術熟成度は高い。 

【倫理性・社会的妥当性】 

  倫理的に全く問題なく、国民から求められていることであり、社会的妥当性は高い。 

【普及性】 

  特にがん診療連携拠点病院では普及する：一方、これらの精度担保は必須要件であると考える。 

【効率性】 

  直接的な医療経済評価はないが、外来でのがん医療での情報管理を徹底し情報共有を促進すること

で、医師の業務を含む診療業務の効率化に繋がる。 

 

④ 診療報酬により評価することの目的 (改善したい点及び所管事業との関係) 
   １）情報の共有化や情報精度の改善が見込まれることから、安心安全な医療の提供に繋がる。 

２）同様の理由から、チーム医療という観点からも円滑な業務遂行が期待出来る。 

３）国民からがん登録の意義・価値が認められるようになり、国策としてのがん対策に寄与する。 

※ただし、病院団体との協議やすりあわせが必要であると考える。 

 

⑤ 予想される財政影響及びその根拠 
   １）推定対象患者数：156,400人 

     根拠：平成20年患者調査統計による調査日の外来受診者数 

２）一人当たり実施回数：１回／人 

根拠： 月１回に限り算定 

３）財政影響：4,692,000円 

     計算式及び使用した数値の引用元：平成20年患者調査統計による調査日の外来受診者数 

 

⑥ 社会的環境(関係学会.団体､国会､メディア等) 
【関係学会】 

  日本診療情報管理学会 

【関係団体】 

  チーム医療推進協議会、日本診療情報管理士会 
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平成23年9月28日 

平成24年度改定に係る要望書（生活習慣病チーム医療） 

 

日本診療情報管理士会 

 
項目 生活習慣病チーム医療加算の新設 

 
① 要望に係る施策の概要 (背景.所管事業.補助金.予算措置等) 
１）三大生活習慣病である「がん」「心疾患」「脳血管疾患」の原因とみられる糖尿病、高血圧、高脂

血症の病状や治療を把握するための検査データ管理を通した「疾病管理」が必要である。 

２）患者ひとり一人の病状、治療を把握するためには、長期的かつ継続的な情報管理が必須である。 

 

② 現在課題と考えられる点 
１）慢性疾患管理に関する患者情報については診療記録（電子カルテ含む）の記録形態だけでは

不十分である。 

２）疾病ごとのミニマムデータセットを設定し、治療対象となっている患者群を一元的に管理す

ることが重要である。例えば、現状では、主治医に全ての意志決定が委ねられているため、

「必要な検査が実施されていない」、あるいは「通院途中で自己判断により中止しているの

に把握出来ていない」、「結果的に合併症や状態が急変（悪化）した状態で見つかる」、と

いったケースも見受けられる。 

３）１）２）の問題を改善するためには、医師をはじめとした医療従事者が専門性を発揮し、情

報共有を柱としたチーム医療機能を高めるが必要である。このことにより、生活習慣病の改

善を図ることが出来る。 

 

③ 希望する診療報酬での対応 (必要性及び点数とその設定根拠等)  
【概要】 

  糖尿病、高血圧、高脂血症の疾病管理 

【対象】 

  糖尿病、高血圧、高脂血症と診断された患者（ICD：国際疾病分類で定義する） 

【必要性】 

    糖尿病、高血圧、高脂血症の重症化を防止し、合併症の発生を抑える。 

【診療報酬区分】 

    医学管理 

【希望する点数】 

    月1回 100点 

【点数の根拠】 

    糖尿病合併症管理料(170点）と同等であるため 

【有効性】 

  慢性疾患の重症化、合併症を防ぐことで医療費が抑制できる。また、継続的な管理を行うことによ
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り、患者だけではなく医療者の意識向上も期待出来る。 

 

【安全性】 

  危険性は伴わない。 

【技術的成熟度】 

  慢性疾患管理システムの導入と人材教育、診療情報管理体制の充実は必要であるが、人材について

は、大学、専門学校、通信教育による教育の後、診療情報管理士資格取得した者については、現状で

も特に問題は無く対応が可能である。 

【倫理性・社会的妥当性】 

  慢性疾患の代表的疾患に対し、検査データの管理による慢性疾患の悪化防止は国民的コンセンサス

を得ている。 

【普及性】 

  データ項目も少ないため負担感無く行える。 

【効率性】 

  検査データ情報の登録と簡便な診療情報の抽出方法により、全国画一的に行うことが出来る。 

 

④ 診療報酬により評価することの目的 (改善したい点及び所管事業との関係) 
   １）診療報酬上の点数を付与することにより、医療従事者のモチベーションが高まり、慢性疾患

管理の強化が図られる。 

２）結果的に、医療費の削減に繋がり、医療経済的な効果が期待される。 

３）従来、医師の対応だけに頼り切っていた問題をチーム医療という観点から解決を図ることが

出来る。 

４）将来的には本加算の施設基準を拡張することにより、全国的なデータベースを構築すること

さえ可能である。 

※ただし、病院団体との協議やすりあわせが必要であると考える。 

 

⑤ 予想される財政影響及びその根拠 
   １）推定対象患者数：860万人 

根拠：2007年国民健康・栄養調67FB 

２）一人当たり実施回数：12回／人 

根拠：月1回で年間回数 

３）財政影響：103億2000万円（最大）：実際の受診患者数の把握は困難であるので最大とした 

計算式及び使用した数値の引用元：2007年国民健康・栄養調査のDM患者 

 

⑥ 社会的環境(関係学会.団体､国会､メディア等) 
【関係学会】 

  日本診療情報管理学会 

【関係団体】 

  チーム医療推進協議会、日本診療情報管理士会 
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平成23年9月28日 

平成24年度改定に係る要望書（救急チーム医療） 

 

日本診療情報管理士会 

 
項目 救急チーム医療加算の新設 

 

① 要望に係る施策の概要 (背景.所管事業.補助金.予算措置等) 
１）多職種が関わる救急患者チーム医療において、既に、診療情報管理士は、精度の高い救急診

療情報の作成管理と、救急医療データベースの構築および情報共有などその利活用に貢献し

ている。 

２）救急医療では、一般的な診療記録に基づくデータの他、救急医療の要となる外傷登録を担っ

ている。しかし、外傷登録には、AISの高度な知識が必要であり、診療情報の専門家として

研修教育を終了した診療情報管理士が担う施設が増えているという現状がある。 

 

② 現在課題と考えられる点 
１）救急医療における診療情報は多様であり、他職種が情報共有できる精度の高いデータベース

構築が重要である。その一方で多忙かつ緊急性を要求される救急医療の現場では、十分な記

録を残すことも精度を担保することも極めて厳しい状況にある。 

２）また、大規模災害における診療情報管理については、これからの大きな課題であり、今後の

対応を考えていくことは急務である。 

 

③ 希望する診療報酬での対応 (必要性及び点数とその設定根拠等)  
【概要】 

  救急医療チームに向けた正確な診療情報の提供と共有に関する環境整備 

【対象】 

  救急医療実施施設 

【必要性】 

    救急医療情報の充実をはかるために診療情報管理士の関与と職名の明記が必要である。 

【診療報酬区分】 

    A205 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 

【希望する点数】 

    30点/月（ただし、診療情報管理士が関与する場合の上乗せ分） 

【点数の根拠】 

    現行の診療録管理体制加算に準ずる。 

【有効性】 

  チーム医療における医療安全の確保の一環から有効性は非常に高い。また、救急のデータベースを

整備し、行政的に活用する等、将来の可能性も高い。 
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【安全性】 

  診療情報管理士の配置により医療安全の観点からも安全性は向上する。併せて、診療記録の精度が

改善することから、適正な医療の推進にも繋がる。 

【技術的成熟度】 

  救急医療情報管理の必要性と診療情報管理の熟練度が必要であるが、人材については、大学、専門

学校、通信教育による教育の後、診療情報管理士資格取得した者については、現状でも特に問題は無

く対応が可能である。 

【倫理性・社会的妥当性】 

  倫理的に全く問題なく、国民から求められていることであり社会的妥当性は高い、行政統計として

のデータを創出する意味でも極めて意味がある。 

【普及性】 

  診療情報管理士が配置されている医療機関には幅広く普及する。 

【効率性】 

  医療経済評価はないが、業務の効率化に繋がる。また、行政統計データを得られるという面で極め

て大きなメリットがある。 

 

④ 診療報酬により評価することの目的 (改善したい点及び所管事業との関係) 
１）診療録管理体制加算を算定する医療機関は平成12年より増加の一途を辿っていると思われる

が、算定数が公表されていないために把握が困難である。しかし、診療録管理体制とチーム

医療における救急チーム医療加算の施設要件の中で、診療情報管理士と明記することにより、

情報の精度管理の必要性を示すことが出来る。 

２）診療情報管理に力を入れている病院であっても、救急に特化したデータベースの構築は十分

に出来ているとは言えず、今後の施策や救急医療の評価のためにも、救急に特化した診療記

録を整備し情報として利活用することは重要である。 

※ただし、病院団体との協議やすりあわせが必要であると考える。 

 

⑤ 予想される財政影響及びその根拠 
１）推定対象患者数：  984,000人： 

根拠：平成21年地域保健医療基礎統計 

２）一人当たり実施回数：  1回／初回 

根拠： 救急入院に限り算定する（入院初日） 

３）財政影響：  14,000万円程度 

計算式及び使用した数値の引用元：年間推定救急患者数のうち半数が診療録管理体制加算施

設であると仮定 

 

⑥ 社会的環境(関係学会.団体､国会､メディア等) 
【関係学会】 

  日本診療情報管理学会 

【関係団体】 

  チーム医療推進協議会、日本診療情報管理士会 
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平成23年9月28日 

平成24年度改定に係る要望書（透析患者チーム医療） 

 

日本診療情報管理士会 

項目 透析患者チーム医療加算の新設 

 
① 要望に係る施策の概要 (背景.所管事業.補助金.予算措置等) 

１）透析患者の急増、特に、糖尿病性腎症による透析患者の激増は将来の我が国の医療制度、財

政に甚大な影響を与える可能性が高い。よって、透析患者の病状や治療を把握するための検

査データ管理を通した「疾病管理」が必要である。 

２）患者ひとり一人の病状、治療を把握するためには、長期的かつ継続的な情報管理が必須であ

る。また、必要に応じて、がん登録と同様に予後調査等を統一的厳格に行う必要がある。 

 

② 現在課題と考えられる点 
１）慢性疾患管理に関する患者情報については診療記録（電子カルテ含む）の記録形態だけでは

不十分である。 

２）治療対象となっている患者群を一元的に管理することが重要である。特に、治療期間が長期

に渡ることが確実な透析患者については、長期的な記録を作成するだけではなく、それによ

ってデータベース化しチーム医療のなかで情報共有は避けて通れない問題である。 

３）１）２）の問題を改善するためには、医師をはじめとした医療従事者が専門性を発揮し、情

報共有を柱としたチーム医療機能を高めることにより、治療にフィードバックさせることが

出来る。 

 

③ 希望する診療報酬での対応 (必要性及び点数とその設定根拠等)  
【概要】 

  透析患者の疾病管理 

【対象】 

  末期腎不全等透析が必要と診断された患者（ICD：国際疾病分類で定義する） 

【必要性】 

    透析患者の重症化を防止し、合併症の発生を抑える他、患者の治療状況の実態把握を行う。 

【診療報酬区分】 

    医学管理 

【希望する点数】 

    月1回 30点 

【点数の根拠】 

    診療録管理体制加算に準ずる。 

【有効性】 

  診療記録に基づくデータベースを臨床現場にフィードバックすることによって、重症化、合併症を

防ぐことで医療費が抑制出来る、また、継続的な管理を行うことにより、患者だけではなく、医療者
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の意識向上も期待出来る。 

【安全性】 

  危険性は伴わない 

【技術的成熟度】 

  診療情報管理体制の充実は必要であるが、人材については、大学、専門学校、通信教育による教育

の後、診療情報管理士資格取得した者については、現状でも特に問題は無く対応が可能である。 

【倫理性・社会的妥当性】 

  透析患者という、今後も増加が予想される重要な疾患に対し、患者管理を徹底し、チーム医療の下、

臨床現場に情報をフィードバック、共有することは極めて重要であり、行政の施策という意味でも重

要な意味を持つ。 

【普及性】 

  データ項目も少ないため負担感無く行える。 

【効率性】 

  検査データ情報の登録と簡便な診療情報の抽出方法により、全国画一的に行うことが出来る。 

 

④ 診療報酬により評価することの目的 (改善したい点及び所管事業との関係) 
１）診療報酬上の点数を付与することにより、透析患者の管理が充実し、臨床現場にフィードバ

ックすることによって、患者管理を充実させ治療の改善が期待出来る。 

２）結果的に、医療費の削減に繋がり、医療経済的な効果が期待される。 

３）従来、医師の対応だけに頼り切っていた問題を良質なデータベースにより情報共有し、チー

ム医療という観点から解決を図ることが出来る。 

４）将来的には本加算の施設基準を拡張することにより、全国的なデータベースを構築すること

さえ可能であり施策にも生かすことが出来る。 

※ただし、病院団体との協議やすりあわせが必要であると考える。 

 

⑤ 予想される財政影響及びその根拠 
１）推定対象患者数： 平成22年12月現在で、透析患者数は297千人、導入患者数が38千人、透析

回数は入院、外来ほぼ同じで各々1,500万件が実施されている。 

根拠：平成21年地域保健医療基礎統計、日本透析医学会統計資料 

２）一人当たり実施回数：100回／人・年間（ただし、単純計算） 

根拠：透析実施3千万件に対して実人口が30万人、したがって、年間100回（3,～4回/週） 

３）財政影響： 1,140万円 ：実際の受診患者数の把握は不可能であるため、導入患者のみ算定 

計算式及び使用した数値の引用元：平成21年地域保健医療基礎統計、日本透析医学会統計資     

料 

 

⑥ 社会的環境(関係学会.団体､国会､メディア等) 
【関係学会】 

  日本診療情報管理学会、日本透析医学会 

【関係団体】 

  チーム医療推進協議会、日本診療情報管理士会 
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平成23年9月28日 

 

平成２４年度診療報酬改定に関する要望書 

 

社団法人日本放射線技師会  

会 長 中 澤 靖 夫 

  

 

平素より本会の活動に格別のご理解、ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。  

本会は国民に対する医療安全の確保、医療技術を適切に提供するための環境整備、がん対策基本

法にも十分に対応すべく疾患の早期発見、早期治療に寄与する観点等を踏まえ専門技術の向上・

医療安全への推進を行っており、近年では幕張、米子、金沢、札幌、鹿児島、東京において開催さ

れた放射線技師総合学術大会において、貴省よりご講演並びにご討議の場を提供していただいて

おり、厚くお礼申し上げます。  

また、今年度におきましても医療現場の診療放射線技師の声として実態調査を実施し集約を行っ

ております。実態調査の結果を踏まえ、下記の事項について要望いたしますので、ご検討いただきた

く、何卒ご高配賜りますようお願い申し上げます。  

 

 

平成２４年度診療報酬改定に関する日本放射線技師会の基本的考え方 

 

 

１．医療機器安全管理料１の適応拡大 

現在、医療機器安全管理料1では生命維持装置の安全確保および適正使用に対して、医療機

器安全管理料2では放射線治療機器の保守管理、精度管理および治療計画策定の体制に対して

評価されております。近年、血管撮影装置、核医学検査装置、CT装置、MRI装置はより高度化

および複雑化しており、患者の安全を確保しつつ画像の精度・質を担保するためには日常の保

守管理および日々の精度管理が非常に重要となります。このため、医療機器安全管理料１を適

応拡大し、血管撮影装置、核医学検査装置、CT装置、MRI装置、さらに人体に造影剤を高圧で

注入して画像診断を行う自動注入機を加えたこれら装置の保守点検および精度管理の徹底を

図ることが望まれます。さらに、これらの保守点検および精度管理を実際に現場で行っている

診療放射線技師の配置も算定要件に明記することにより、真の装置管理が国民にも認知され、

より安全な検査の提供につながると考えます。上記装置の管理を医療機器安全管理料１の中に

盛り込むことを要望いたします。 
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２．検像等に係わる画像精度管理料の新設 

本年2月に行ったアンケートでは回答施設（538施設）のうち、医療用画像管理システム（PACS）

導入の有無に関する設問の回答施設（417施設）中、82％がすでにPACSを導入しております。

医療機関のデジタル化が急速に普及するなか、撮影後の画像の検証および品質管理を目的とし

た「検像」作業などの業務が大幅に増加しており、画像運用における精度管理の重要性は益々

高まっています。2011年2月のアンケート調査では、PACSを導入している施設のうち74％で診

療放射線技師がサーバの管理自体を行っています。また、デジタル画像の「検像」は97.6％の

施設で診療放射線技師が行っておリ、さらに、デジタル・アナログを問わず「検像」を行って

いる職種は診療放射線技師であるとの結果がでております。この現実を受けて、電子画像管理

加算を拡張し、フィルム代を包括した「画像精度管理料」の新設を強く要望いたします。 

施設要件としては、診療放射線技師を「管理」の責任者として配置することを明記し、厳格

に管理することが算定の施設要件として必要であると考えます。すでに診療放射線技師の教育

課程においては、診療画像技術学において解析と評価以外に保守管理を、医用画像情報学にお

いて医療画像情報システムの知識を、放射線安全管理学において関係法規並びに安全管理の技

術や知識を習得していることが求められています。診療放射線技師国家試験においても平成16

年度より試験内の中項目として「医療情報」分野が出題されているという実績もあります。 

 

３．インテリジェント診断支援技術加算の新設 

近年、CT検査・MRI検査・血管撮影検査では、画像の撮影のみに留まらず、より的確な診断

の補助のために、３次元画像処理やコンピューター解析のような診断支援検出技術による情報提

供が欠かせなくなっております。特に手術を目的とした患者の検査の場合には、３次元画像処

理が必須であり、安全な手術・治療のためには欠くことのできない重要な位置を占める情報とな

っています。 

2011年2月のアンケート結果でも分かるように、実際に、これらの業務を行っているのはＣＴで

99.2％、ＭＲＩで99.0％が診療放射線技師である。これらの作業には、各モダリティ画像の特徴を

知り尽くし、かつ手術に必要な解剖学的知識を持った診療放射線技師が必要であり、インテリジ

ェント診断支援技術加算の新設を要望いたします。 

 

４．さまざまな管理料および加算の算定要件中に「診療放射線技師」の表記を明確化 

平成20年度および22年度の診療報酬改定により、医療現場の行為が評価され数々の項目で算

定が認可されました。その中でも、チーム医療としての運用が必須である幾つかの加算におい

ては、「専任の診療放射線技師の常駐」の表記を明記されるよう要望いたします。 

① 冠状動脈CT撮影加算、心臓MRI撮影加算においては、CT、MRI画像の撮影に関し画像処理、

診療支援に診療放射線技師が必須であることは、現状から見ても疑いのない事実でありま

す。コンピューター断層診断料(E200,E202)の施設要件として、「特殊な撮影に関しては

画像診断装置の取扱に関する経験を有し、保守管理を担当している専任の診療放射線技師

の常駐」と明記されるよう要望いたします。 
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② 外傷全身CT加算においては、救命救急入院料の施設基準の届出を行い、64列以上マル

チスライスＣＴ装置を備え、画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っていることが施設

基準となっていることに加え、「専門知識および技術を有している専任の診療放射線技師の

常駐」と明記されるよう要望いたします。 

 

③ 医療機器安全管理料(B011-4)の施設基準（告示４第３・９の２（２））医療機器安全管理

料２においては、施設基準につきまして「放射線治療を専ら担当する常勤の医師（放射線

治療の経験を５年以上有するものに限る）並びに放射線治療に係る医療機器の安全管理、

保守点検および安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者（放射線治療の経験を５

年以上有するものに限る）がそれぞれ１名以上いる」と表記されています。技術者に相当

する者は医師法（医療法第17条）、診療放射線技師法（第１条）、がん対策基本法（付帯

決議８、１０）、薬事法（第４０条の２）等の個別法により診療放射線技師に特定できる

ため、該当者を明確に記載して頂けるようお願いいたします。また、すでに診療放射線技

師の教育課程において放射線治療技術学および放射線安全管理学を学んでおり、必要な専

門知識および関係法規並びに安全管理の技術や知識を習得していることが要求されてい

ます。さらに国家試験においても該当分野が出題されているという実績もあります。 

 

④ 強度変調放射線治療(IMRT) および定位放射線治療（M001）における施設基準の見直し  

放射線治療おける機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等は医療行為であ

り、事務連絡に基づく「その他の技術者」を指す医学物理士、放射線治療品質管理士は、

コンプライアンスからみて医療行為を行うことはできないと考えます。また、医学物理士、

放射線治療品質管理士が医療行為に携わることは医師法（医療法第17条）、診療放射線技

師法（第１条的）、がん対策基本法（付帯決議８、１０）、薬事法（第４０条の２）等の

個別法に違反していると考えられます。精度管理の行為は医療法第30条の21（エックス線

装置等の測定）から医療行為であり、照射計画の検証、照射計画補助作業等は患者への医

療行為そのものである考えます。従いまして、医療行為が行えるのは、診療放射線技師と

医師であり、告示４第１３・2の２（３）「放射線治療おける機器の精度管理、照射計画

の検証、照射計画補助作業等を専ら担当するもの診療放射線技師その他の技術者等が１名

以上配置されている。なお、当該担当者は、直線加速器による定位放射線治療に係る担当

者を兼任することができる」および告示４第１３・３（２）「放射線治療おける機器の精

度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当するもの診療放射線技師その他

の技術者等が１名以上配置されている。なお、当該担当者は、強度変調放射線治療（IMRT）

に係る担当者を兼任することができる」と記載されていますが、上記の理由により診療放

射線技師に特定できるため、該当者を診療放射線技師その他の技術者を診療放射線技師と

明確に記載して頂けるようお願いいたします。 
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５．病室・手術室でのエックス線撮影（ポータブル撮影とする）および在宅医療におけるエックス

線撮影（在宅撮影とする）の再評価  

本来、エックス線撮影は、医療法施行規則に定める条件を満たす施設（管理区域）内において行

われるべきもので、やむを得ず、移動困難な患者に対しての場合にのみ、可能な行為とされておりま

す。しかしながら、医療現場においては、病室・手術室等でのポータブル撮影が日常茶飯事として行

われております。必要な患者へのエックス線撮影には迅速に対応すべきであり、現場の診療放射線

技師は通常の自分たちの持ち場を離れて、病室・手術室に赴き、撮影を行い、またその際には、遮蔽

されていない病室・手術室内で他の患者やスタッフに被ばくが及ばないよう留意しながら、感染防止

にも配慮しつつ、慎重に撮影を行っております。特殊撮影として別項目に挙げて頂けるよう切に

要望いたします。 

同様に、在宅撮影においては、障害防止の方法を講じているエックス線診療室ではなく、障害防

止の方法を講じていない患者の居宅にてエックス線撮影が行われております。この際、診療放射線

技師は、「在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用に関する指針（平成10年6月30日医

薬安発第69号）」に基づき、患者のみならず、医師、看護師、家族や介護者へ防護措置を講じ、加え

て、移動型エックス線撮影装置および撮影関連機器の保守・管理を行い、良質のエックス線画像を提

供するべく努力しております。 

また、本要望に関しましては、2007年6月、2008年5月および2011年2月に本会にて実施した会員ア

ンケートにおいても多くの会員から病室・手術室と在宅撮影における撮影について、一般撮影

から分離させ、特殊な検査項目として挙げていただきたいとの強い要望もございます。これら

の撮影に関しまして、ご配慮頂けるよう要望いたします。 （資料  ） 

 

６．放射線被ばくサーベイ料、放射線被ばく相談料および医療放射線被ばく相談料（新設）  

 平成23年3月11日東日本大震災に起因する福島第一原子力発電所爆発事故に際し、国・県・

市町村等の行政もしくは医療機関等の要請を受け、あるいはボランティアとして、多くの診療

放射線技師が被災地や避難場所に赴き、住民たちの放射線被ばくサーベイや放射線被ばく相談

に携わりました。放射線計測は元々診療放射線技師の業務の一つであり、放射線被ばく相談も

我々診療放射線技師の使命であると考えております。客観的に見ても、原発事故の収拾につき

ましては、未だ先が見えない状況であり、サーベイや相談は今後も長期間継続していかなくて

はならない命題ととらえております。また、医療放射線被ばくに対する国民の不安は年々高ま

っておりましたが、今回の原発事故の影響で、医療機関においても医療放射線被ばくに対する

相談が急増しております。国民に対して安心、安全な生活・医療を提供するためにも、放射線

被ばくに対して十分な知識を有する者が、適切にかつ何時でも相談に乗ることが必要不可欠で

あります。このため、放射線被ばくサーベイ料、放射線被ばく相談料および医療放射線被

ばく相談料を新設し、サーベイ・相談を広め、国民の不安を取り除くよう要望いたします。  

なお、本会では、医療施設内外における放射線安全管理に貢献できる人材の育成に努め、放射

線被ばくから国民の生命の安全確保に努めることを目的として設けた放射線管理士、医療被ば

く低減を目指し、医療被ばく低減施設を認定しております。さらに、レントゲン手帳を通じて、
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正当化と防護の最適化を経た上での診療レベルの放射線被ばくでは確定的影響は出現しない

こと、確定的影響についても受容可能なリスクであることを説明しております。 

  

７．継続的な討議の場の設定  

本会では幕張、米子、金沢、札幌、鹿児島、東京において開催された放射線技師総合学術

大会において、毎回にわたり貴省よりご講演ならびにご討議の場を提供していただいており、

重ねてお礼申し上げます。講演では貴省の基本方針、今後の課題、新たな画像診断・撮像手

技の論議等、本会においても重要かつ、不可欠な要素となっている事項についても、ご検討

をいただいていることに感謝申し上げる次第です。  

診療放射線技師としての撮影技術の向上と安心して医療を受けてもらえるような診療放射

線技師の検定・認定制度の重要性、方向性を考える上においても、貴重なご意見を賜っており、

今後とも、引き続き、継続的かつ定期的に本会と討議の場を提供いただけるように切にお願い

いたします。 

 

以上 
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                        平成 23 年 9 月 28 日 

 

平成２４年度診療報酬改定に係る要望書 

 

                      （社）日本理学療法士協会 

 

１．病棟チーム医療加算の新設 

＜要望に係る施策の概要＞ 

 リハビリテーションは本来チーム医療であり、理学療法士は他職種とともに、

患者を中心に、急性期医療場面から在宅生活場面までを支援してきた。しかし、

近年、入院患者の高齢化や疾病の重症化や重複化により、従来以上に質の高い

個別的で専門的な対応が求められている。適正な期間で最大の治療効果を得る

ためには、情報を共有し、多職種恊働が必要となる。 

 

＜現在課題と考えられる点＞ 

１） 理学療法士は、リハビリテーション料の単位制により、業務が縛られて

おり、チーム医療に必要なカンファレンスの時間の確保が困難となる場

合が多い。質の高いチーム医療としてのリハビリテーションの実施が不

十分である。チーム医療としての活動の推進が必要である。 

２） 病棟チームの確立が不十分であると、情報の共有化が困難となり、重複

業務や非効率的な業務となる可能性が高い。 

 

＜希望する診療報酬での対応＞ 

[概要] 

  病棟チーム医療加算を新設し、患者の疾患特性やニーズに合った複数職種を 

配置したチームでケアを行った場合に評価する。 

[対象] 

  病棟単位 

[必要性] 

  質の高いリハビリテーション実施の為にチームでの対応が必要である。 

[希望する点数] 

  体制加算 400 点 
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[点数の根拠] 

  緩和ケア診療加算が、１回 400 点であること、栄養サポートチーム加算が 

200 点であることを参考にしている。 

[有効性] 

  医師と看護師を中心とした病棟運営で、早期離床と移動中の安全確保とい 

う二律背反的な課題を解決することは困難である。理学療法士の病棟配置に

より、この問題の解決につながり、患者の安心した入院生活への支援や退院

促進が可能となる。 

[安全性] 

  多職種で患者に関ることにより、情報の共有、多角的な視点が増加し、安 

全性は高まる。また、転倒転落事故の削減に寄与できる。 

[技術的成熟度] 

  理学療法士としての治療技術、コミュニケーション技術、患者接遇技術に 

ついては、卒後教育として継続して学べる環境にあり、技術的成熟度は高い。 

[倫理性・社会的妥当性] 

  倫理的に全く問題がなく、質の高い医療を求める患者のニーズは多く、社 

会的妥当性は高い。 

[普及性] 

  理学療法士は年間約 10,000 人増加しており、安定的な人的普及が可能であ 

る。 

[効率性] 

  病棟での医師と看護師の業務過多を軽減し、全体としての業務の効率性は 

高くなる。 

 

＜診療報酬により評価することの目的＞ 

  リハビリテーションの理念である「その人らしい生活」の実現のためには、 

患者のニーズを把握し、質の高い個別的で専門的な対応が求められている。

適正な期間で最大の治療効果を得るためには、情報を共有し、多職種恊働が

効果的であり、それに対する評価が必要である。 

 

＜予想される財政影響及びその根拠＞ 

１） 推定対象患者数：1，299,752 人 
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（病院報告より 1日平均患者数 平成 23 年 4 月概数） 

 ２） 加算頻度 1 ヶ月ごとに加算する 

 

＜社会環境＞ 

 [関係団体] 

   社団法人   日本理学療法士協会 

   社団法人   日本作業療法士協会 

   一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

 

 

２．がん患者チーム外来医療加算の新設 

＜要望に係る施策の概要＞ 

  がん治療の進歩に伴い、その治療法は入院治療中心から外来治療中心に変

化してきており、患者の在宅化が進み、かつその期間は延長する傾向にある。

早期退院の促進、及び在宅医療の充実のためには外来がん患者のためのリハ

ビリテーション医療を含めたチーム医療の体制整備が必要である。 

 

＜現在課題と考えられる点＞ 

  がんの早期発見、早期治療により生存率も向上している。従って、再発の

不安を抱えながら社会生活を送る患者は確実に増えている。手術後の機能的

なリハビリテーションの必要性だけでなく、社会復帰に関わる問題、また、

加齢による２次的問題の発生など、患者の抱える課題は多様化しているにも

関らず、現状では適切な専門職による支援が評価されていない。 

 

＜希望する診療報酬での対応＞ 

[概要] 

   がん患者チーム外来医療加算を新設し、患者の課題やニーズに合った複数

職種がチームでケアを行った場合に評価する。 

[対象] 

 通院施設 

[必要性] 

  入院治療の効果を継続しつつ、退院後の患者の不安を最小限にし、患者の

69



QOL を高める為にチームでの対応が必要である。 

 [希望する点数] 

  200 点 

[点数の根拠] 

  緩和ケア診療加算が、１回 400 点であること、栄養サポートチーム加算が

200 点であること、がん患者リハビリテーション料が 200 点であることを参考

にしている。 

[有効性] 

  理学療法士が単に術後の治療だけでなく、ICF に根ざした生活機能に積極的

に介入することにより、患者の安心で活動的な社会生活への支援に繋がる。 

[安全性] 

  多職種で患者に関ることにより、情報の共有、多角的な視点の増加により、

安全性は高まる。また、在宅がん患者には身体面のみではなく、心理的アプ

ローチと社会的対応が欠かせない。 

[技術的成熟度] 

  理学療法士としての治療技術、コミュニケーション技術、患者接遇技術に

ついては、卒後教育として継続して学べる環境にあり、技術的成熟度は高い。 

[倫理性・社会的妥当性] 

  倫理的に全く問題がなく、質の高い医療を求める患者のニーズは多く、社

会的妥当性は高い。 

[普及性] 

  理学療法士は年間約 10,000 人増加しており、医療機関への配置は増加して

おり、安定的な普及が可能である。 

[効率性] 

  入院から退院後までの継続的な治療や支援、患者の社会生活への不安解消

に繋がり、結果として医療経済評価に繋がる可能性が示唆される。 

 

＜診療報酬により評価することの目的＞ 

  退院後の継続的な治療や支援は、再発予防や患者の社会生活への不安解消

に繋がり、患者の安心で活動的な社会生活を促進する。その効果は大きいと

考えられ、適切な評価が必要である。 
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＜予想される財政影響及びその根拠＞ 

１） 推定対象患者数 不明 

 ２） 加算頻度 1 ヶ月ごとに加算する 

 

＜社会環境＞ 

 [関係団体] 

   社団法人   日本理学療法士協会 

   社団法人   日本作業療法士協会 

   一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

 

 

３．生活習慣病チーム医療加算の新設 

＜要望に係る施策の概要＞ 

  生活習慣病の予防、治療には服薬指導、生活指導、食事指導、運動指導が

必要であり、かつ、それらが総合的に指導され、実施された場合に効果があ

ることが実証されている。そのためには、専門職による具体的な指導と、情

報の共有などのチーム医療が必要である。 

 

＜現在課題と考えられる点＞ 

  心筋梗塞や脳梗塞の原因とされる生活習慣病の予防は日本にとっての課題

である。また、生活習慣病予防が系統的かつ持続的に行われていないことは

残念なことである。治療効果を効果的にするためにも、各職種の役割分担の

上での連携と情報の共有などのチーム医療が必要である。 

 

＜希望する診療報酬での対応＞ 

[概要] 

  生活習慣病チーム医療加算を新設し、生活習慣病予防のために複数職種がチ

ームでケアを行った場合に評価する。 

[対象] 

  医療機関 

[必要性] 

  生活習慣病やそれに起因する合併症増加の観点から予防は必須であり、そ
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の効果を高める為にチームでの対応が必要である。 

 [希望する点数] 

  400 点 

[点数の根拠] 

  緩和ケア診療加算が、１回 400 点であること、栄養サポートチーム加算が

200 点であることを参考にしている。 

[有効性] 

  理学療法士による、リスク管理をした上での運動指導や生活指導の実施に

より、治療効果の改善、合併症予防に繋がる。 

[安全性] 

  多職種で患者に関ることにより、情報の共有、多角的な視点の増加により、

安全性は高まる。 

[技術的成熟度] 

  理学療法士としての治療技術、リスク管理能力、コミュニケーション技術 

については、卒然教育・卒後教育として継続して学べる環境にあり、技術的

成熟度は高い。 

[倫理性・社会的妥当性] 

  倫理的に全く問題がなく、質の高い医療を求める患者のニーズは多く、社

会的妥当性は高い。 

[普及性] 

  理学療法士は年間約 10,000 人増加しており、医療機関への配置は増加して

おり、安定的な普及が可能である。 

[効率性] 

  生活習慣病に対する総合的な指導の効果は、実証されており、効率性も高

い。 

 

＜診療報酬により評価することの目的＞ 

  生活習慣病の予防、治療には総合的な指導が必要で、かつ継続的なフォロ

ーアップが必要である。そのためには、専門職による安全で具体的な指導と、

情報の共有などのチーム医療が必要であり、それに対する評価が必要である。 

 

＜予想される財政影響及びその根拠＞ 
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１）推定対象患者数： 890 万人（糖尿病患者）    

２）加算頻度 1 ヶ月ごとに加算する 

 

＜社会環境＞ 

 [関係団体] 

   社団法人   日本理学療法士協会 

   社団法人   日本作業療法士協会 

   一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

日本糖尿病学会 

日本糖尿病協会 
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平成 23 年 9 月 28 日 

平成 24 年度診療報酬改定に関する要望書 

 

（社）日本臨床工学技士会 

 

① 病棟チーム医療加算 

病棟では多くの医療機器が使用され、事故も多数報告されており、既に病棟での適正使用のため

のＭＥ機器の安全管理および保守点検は臨床工学技士が担当しています。 医薬品は薬剤師が担

当し、医療機器は臨床工学技士ですので「多職種連携・協働によるチーム医療推進のため薬剤師・

臨床工学技士・管理栄養士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・診療情報管理士等を病棟配

置することに対する病棟チーム医療加算を新設する。 

 

② 透析患者チーム医療加算 

慢性維持透析療法をはじめとする透析治療では既に臨床工学技士が中心的存在であり、「医師・

看護師・臨床工学技士・薬剤師・管理栄養士・理学療法士・臨床心理士・社会福祉士（ソーシャル

ワーカー）等が協働する包括的なチーム医療を推進することに対する透析患者チーム医療加算を

新設する。 

  

③ がん患者外来チーム医療加算 

がん外来、術後慢性期の在宅呼吸療法や緩和治療についても医療機器の使用は不可欠であり

臨床工学技士が既に保守点検業務に対応している。「医師・看護師以外に、薬剤師・臨床工学技

士・診療放射線技師・細胞検査士・管理栄養士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・社会福

祉士（ソーシャルワーカー）・臨床心理士・リンパドレナージ士が協働・連携によるチーム医療の推進

することに対してがん患者外来チーム医療加算を新設する。 

 

④ 救命救急チーム医療加算 

  呼吸、代謝に関する生命維持管理装置を多く扱う救急救命治療領域において、その専門職であ

る臨床工学技士が専従することは安全で質の高い医療の提供を可能とし、チーム力を高め、患者の

症状に応じた適切かつ、きめ細やかな治療の提供が可能となる。 

救命救急センター，ＩＣＵ等に救急救命士、臨床工学技士を配置することに対して救命救急チーム

医療加算を新設する。 
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平成 24 年度改定に係る要望書 

項目： 病棟チーム医療加算の新設（要望提出：日本臨床心理士会） 提出日： 2011 年9 月28 日

 

① 要望に係る施策の概要(背景，所轄事業，補助金，予算措置等) 

 入院患者の高齢化、重症化、疾患の重複化などにより、従来以上に質の高いケアが求められるようになっている。病棟にお

ける患者のケアが、単なる疾病の回復を目指すだけにとどまらず、退院支援、在宅での療養に関する支援など、入院中から外

来治療に向けての取り組みを開始するなど、多様化が求められている。医療安全管理の徹底がなされるためにも、医師、看護

師のみならず、多様な職種におけるチームで患者のケアにあたり、患者のQOLを損なわないよう支援していく必要性があるた

め、病棟チーム医療加算を要望する。 

② 現在課題と考えられる点 

 現在、病棟の中で患者のケアを進めて行くにあたり、多様な職種の視点を入れ、情報交換、共有することで、患者の問題点

の理解がしやすくなり、治療がスムーズに進む。治療が滞りなく進むということは、長期入院を避け、退院の促進にもつながり、

結果的に在院日数の低下にもつながる。1 人の患者を他職種が現在もケアしているが、より機能的に行うため、多職種カンファ

レンスを設定し、多角的に診ていくことの重要性を評価する。また、関わるスタッフの数も多くなるが、カンファレンスによる情報

共有がなされることで、見守りの機能が有効に働き、患者が過ごす病棟の安全管理につながる。 

③ 希望する診療報酬での対応 

概 要 病棟チーム医療加算を新設し、各職種がバランスよく配置されたチームで患者のケアにあたった

場合に評価する。なお、チームには臨床心理士を配置し，チームリーダーである医師の指示の

下で心理社会的支援を行うものとする。また､心理社会的支援の実施者として臨床心理士を明記

する。 

対 象 全ての医療機関 

必 要 性 医療安全管理の観点においても専門職種におけるチームで治療に当たることが望ましい。医師、

看護師以外にもチームにスペシャリストを置き、チームで関わった場合、患者満足度は向上す

る。 

診 療 報 酬 区 分 医療安全管理の項目（A234）の改訂、または B015（新設） 

希 望 す る 点 数 患者が入院した日に、当該病棟が施設基準を満たしている場合に 200 点を加算する。 

点 数 の 根 拠 緩和ケア診療加算が 1 回 400 点であること、栄養サポートチーム加算が 200 点であることを参考

にしている。 

有 効 性 臨床心理士の心理社会的支援により、心理的苦悩の緩和だけでなく，入院環境に対するストレス

チェックを行える。うつ病の発症予防などについて効果が期待できる。 

安 全 性 身体的な侵襲性はない。チームで診療に携わることにより、チェック機能が加わり、安全性は高ま

る。 

技 術 的 成 熟 度 がん、緩和ケアに関わる臨床心理士は増加しており、技術的成熟度は高まっている。 

倫理性･社会的妥当性 倫理的に問題はなく、現在さまざまな病棟で臨床心理士がすでに心理社会的支援を実施してい

る。臨床心理士によるケアを求められており、社会的妥当性は高い。 

普 及 性 臨床心理士が配置されている医療機関には幅広く普及する。 

効 率 性 全ての医療機関が対象となるため，効率性は非常に高い。 

④ 診療報酬により評価することの目的(改善したい点及び所轄事業との関連) 

医療安全管理の観点からしても、患者満足度の向上のためには心理社会的支援を行っていく必要があり、それに対する評

価が必要である。 

また､施設要件として心理社会的支援を実施している臨床心理士を明記し、届け出る必要がある｡ 

⑤ 予想される財政影響及びその根拠 

推定対象患者数，1 人当たり実施回数，財政影響 

平成23 年度6 月現在の病院病床の総数は約15 万である。そのすべてに、入院中1 回を限度に算定したとすると，150,000

名×200 点で、300,000,000 円である。 
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⑥ 社会的環境(関係学会・団体，国会，メディア) 

関 係 団 体 1) 日本臨床心理士会 

2) 日本心理臨床学会 

3) チーム医療推進協議会 

⑦ 本提案を支持できるデータ等(審議会・検討会・所管する研究会，報告書等) 

そ の 他 デ ー タ 1) 厚生労働省ホームページ：チーム医療の推進について. 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0512-6g.pdf 

2) 厚生労働省ホームページ：医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について. 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0512-6h.pdf 
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平成 24 年度改定に係る要望書 

項目： がん患者チーム外来医療加算の新設（要望提出：日本臨床心理士会） 提出日： 2011 年9 月28 日

 

① 要望に係る施策の概要(背景，所轄事業，補助金，予算措置等) 

平成18年制定のがん対策基本法により、がん診療拠点病院の整備など、がん医療を取り巻く環境の整備が進んでいる。緩

和ケアチーム加算や、がん患者カウンセリング料、がん患者リハビリテーション料など、チーム医療によるがん患者に対するト

ータルなケアを目指した要件が盛り込まれているが、入院治療中心の要件であり、外来でのチーム医療における診療報酬に

よる評価は多くない。がんの早期発見治療が速やかに行われるようになり、がんの治療そのものが入院治療から外来治療中心

に変化しつつあり、手術後も早期退院、社会復帰を目指す動きが大半であることから、外来がん患者のリハビリ医療を含めた

身体面、社会面、心理面の専門職種による外来チーム医療ケア体制を確立する必要がある。 

② 現在課題と考えられる点 

がんは早期発見治療の啓発活動や、治療法の進歩により、がん罹患後の生存率が向上し5年生存率が6割とも言われ、慢性

疾患としての側面ももちあわせるようになっている。治療期間も長くかかることが予想され、入院治療からのシームレスなケアを

望むならば外来診療においても専門職種におけるチームで治療に当たることが望ましい。社会復帰にかかわる様々な現実的

な課題に取り組むためには心理的な課題・葛藤が生じることが考えられ、うつ病発症のリスクも高まるが、心理的な支えを得る

ことにより、自らの課題に取り組むことが出来ると考えられる。緩和ケアは治療と併行して早期に導入されることが期待されてい

るが、その意味でも全人的ケアの一環としてがん患者外来医療チームに臨床心理士が配置されることが望まれる。 

③ 希望する診療報酬での対応 

概 要 がん患者チーム医療加算を新設し、がん患者外来医療チームがチームで患者のケアにあたった

場合に評価する。なお、チームには臨床理士を配置し，チームリーダーの医師の指示の下で心

理社会的支援を行うものとする。また､心理社会的支援の実施者として臨床心理士を明記する。 

対 象 全ての医療機関 

必 要 性 入院治療からのシームレスなケアを望むならば、外来診療においても専門職種におけるチーム

で治療に当たることが望ましい。 

診 療 報 酬 区 分 B015（新設）またはB005-6-3 

希 望 す る 点 数 200点 

点 数 の 根 拠 緩和ケアチーム加算（400点）、栄養サポートチーム加算（200点）、がん患者リハビリテーション料

（200点）を参考にした。 

有 効 性 臨床心理士の心理社会的支援により、心理的苦悩の緩和だけでなく，がんに罹ったことによるう

つ病の発症予防などについて効果が期待できる。 

安 全 性 身体的な侵襲性はない。 

チームで診療に携わることにより、チェック機能が加わり、安全性は高まる。 

技 術 的 成 熟 度 がん、緩和ケアに関わる臨床心理士は増加しており、技術的成熟度は高まっている。 

倫理性･社会的妥当性 倫理的に問題はなく、現在がんの治療に関わる外来場面で臨床心理士がすでに心理社会的支

援を実施している。 

患者会からも臨床心理士によるケアを求められており、社会的妥当性は高い。 

普 及 性 臨床心理士が配置されている医療機関には幅広く普及する。 

効 率 性 全ての医療機関が対象となるため，効率性は非常に高い。 

④ 診療報酬により評価することの目的(改善したい点及び所轄事業との関連) 

「全国のがん医療の均てん化をはかる」という「がん対策基本法」や「がん対策推進基本計画」の達成のためにも、がんに罹

患したことによるうつ病予防、自殺予防の観点からも心理社会的支援に対する評価が必要である。 

また､施設要件として心理社会的支援を実施している臨床心理士を明記し、届け出る必要がある｡ 

⑤ 予想される財政影響及びその根拠 

現在、2人に1人はがんに罹患すると言われており、推定年間患者発生率は70万人である。そのすべてに、月に1回を限度

に算定したとすると、700,000名×200点×12か月で、16,800,000,000円である。 
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⑥ 社会的環境(関係学会・団体，国会，メディア) 

関 係 団 体 1) 日本臨床心理士会 

2) 日本サイコオンコロジー学会 

3) 日本緩和医療学会 

4) 日本総合病院精神医学会 

5) 日本心理臨床学会 

6) チーム医療推進協議会 

⑦ 本提案を支持できるデータ等(審議会・検討会・所管する研究会，報告書等) 

そ の 他 デ ー タ 1) 厚生労働省ホームページ：がん診療連携拠点病院の整備について. 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/02/tp0201-2.html 

2) 厚生労働省ホームページ：「がん対策推進基本計画」の策定について. 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/s0615-1.html 
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平成 24 年度改定に係る要望書 

項目： 生活習慣病チーム医療加算の新設（要望提出：日本臨床心理士会） 提出日： 2011 年9 月28 日

 

① 要望に係る施策の概要(背景，所轄事業，補助金，予算措置等) 

生活習慣病患者が取り組まなければならない自己管理は、食事療法や運動療法、多種類の薬剤の服用等と、多岐にわたっ

ている。この自己管理が複雑であったり時間的制約が大きい場合には、患者の QOL を低下させることが知られており、そうし

た自己管理は実行されにくい。実際、病気や治療に対する怒り、悲しみ、孤独、絶望、燃えつきといった様々な心理的負担感

を抱えて、自己管理がうまく実行できない患者は多い。多職種が協働するチーム医療において、臨床心理士は、患者が自ら

の病気をめぐる様々な心理的負担感を整理し、生活習慣病の自己管理に積極的に取り組む姿勢を作り上げ、病気をコントロー

ルしていけるように援助する役割を果たしている。また、臨床心理士が生活習慣病の医療チームに加わることによって、臨床

心理学的視点から、患者の人格構造や発達水準、社会的機能の評価を行うことは、医療チームが患者理解を行っていく過程

で、大いに役立つものと考える。 

なお、代表的な生活習慣病である糖尿病の患者教育領域では、日本糖尿病学会発行の「糖尿病治療ガイド 2010」の中で、

チーム医療を構成する職種として、「臨床心理士」が明記されている。 

② 現在課題と考えられる点 

近年の我が国における生活習慣病の急激な増加は由々しき事態であり、緊急の対応が求められている。しかし、生活習慣

病の治療の成否は、患者自身が病気や治療法をしっかりと理解し、日常生活の中で自己管理を実行できるかどうかにかかって

いる。ところが、新しい生活習慣を作らなければならないという自己管理は心理的負担感が大きく、悪戦苦闘している患者は多

い。生活習慣病治療施設においては、合併症予防という観点から、患者に一刻も早く自己管理に取りかかる動機づけを行う必

要があるが、これまでのように単に自己管理に関する知識を与えるだけでは、十分な効果が得られなかった。患者が自己管理

を実行していくためには、病気や治療に対する心理的適応が必要であり、チーム医療における臨床心理士による心理社会的

支援が求められるのである。 

③ 希望する診療報酬での対応 

概 要 生活習慣病治療施設に臨床心理学に精通した臨床心理士を配置し，医師の指示のもと、医療チ

ームの中で、心理社会的支援を行った場合に週に1回を限度に算定する。また､実施者として臨

床心理士を明記する。 

対 象 すべての医療機関 

必 要 性 生活習慣病やそれに起因する合併症の増加の観点から，生活習慣病治療施設内における心理

社会的支援の質の向上は緊急を要する。 

診 療 報 酬 区 分 Ｂ001－3 

希 望 す る 点 数 200点 

点 数 の 根 拠 栄養サポートチーム加算（200点）、緩和ケアチーム加算（400点）、呼吸サポートチーム（150点）を

参考にした。 

有 効 性 臨床心理士の心理社会的支援により，入院患者の入院中の心理的負担感や苦悩の緩和だけで

なく，合併症予防を含めた退院後の予後を左右する重要な効果が期待できる。 

安 全 性 身体的な侵襲性はない。 

技 術 的 成 熟 度 生活習慣病にかかわる臨床心理士は多くおり、技術的成熟度は高まっている。 

倫理性･社会的妥当性 倫理的に問題なく、国民からのニーズもあり，社会的妥当性は非常に高い。また，実際に生活習

慣病治療施設内で臨床心理士が心理社会的支援を行っている施設は、近年増加している。 

普 及 性 臨床心理士が配置されている医療機関には幅広く普及する 

効 率 性 すべての医療機関が対象となるため，効率性は非常に高い。 

④ 診療報酬により評価することの目的(改善したい点及び所轄事業との関連) 

生活習慣病治療施設における臨床心理士の心理社会的支援に対して医療機関への報酬はなく，臨床心理士の配置は医療

機関や所属する診療科の裁量に任されている。全国の生活習慣病治療施設に心理社会的支援を行える医療体制を整え，生

活習慣病治療の質の向上を図るためにも，臨床心理士の心理社会的支援に対する評価が必要である。また､施設要件として

心理社会的支援を実施している臨床心理士を明記する必要がある｡ 

79



2/2 

⑤ 予想される財政影響及びその根拠 

生活習慣病の代表である糖尿病の患者は 890 万人と言われている。これらに月に 1 回 8,900,000×200 点×4 回×12 か月

で、854,400,000,000 円である。 

⑥ 社会的環境(関係学会・団体，国会，メディア) 

関 係 団 体 1) 日本臨床心理士会 

2) 日本糖尿病学会 

3) 日本糖尿病協会 

4) チーム医療推進協議会 

⑦ 本提案を支持できるデータ等(審議会・検討会・所管する研究会，報告書等) 

そ の 他 デ ー タ 1) 安藤美華代：糖尿病患者へのグループ療法―チーム医療における臨床心理士の取り組み

― 心理・教育臨床の実践教育 9, 1-13,2010． 

2) 石井均・久保克彦（編著）： 実践 糖尿病の心理臨床 医歯薬出版 東京,2006． 

3) 厚生労働省ホームページ：疾病または事業ごとの医療体制について.2010.9.12. 

http://www.med.or.jp/doctor/iryohou/kacho.pdf 

4) 日本糖尿病学会（編）:糖尿病治療ガイド 2010, 文光堂, 東京,2010． 
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平成 24 年度改定に係る要望書 

項目： 透析チーム医療加算の新設（要望提出：日本臨床心理士会） 提出日： 2010 年9 月28 日

 

① 要望に係る施策の概要(背景，所轄事業，補助金，予算措置等) 

2010 年の人工透析患者数は約 29 万 7 千人で、高齢化と糖尿病など生活習慣病を理由とする慢性腎臓病（推計約 591 万

人）の増加を背景とし、年間約 1 万人のペースで急増している 1）。慢性腎不全から末期腎不全となり透析導入に至った場合、

透析は一生続く生活習慣の激変を強いる治療であり約4割の患者が臨床レベルの抑うつ状態に陥る2）。従って、患者の精神状

態をふまえた継続的な支援が必須である。一方腎臓専門医は全国に約 3 千名しかいないため、患者指導では看護師を中心

としたコメディカルが活躍しているが、医療スタッフは患者の精神症状、中でも抑うつ状態の適切な評価を行う技術が不足して

いる。 

透析医療では、1）患者のコンプライアンス不良、および 2）精神的問題への対応が喫緊の課題である。中でも、抑うつ状態

への対応は大きな問題である。透析患者に高頻度で見られる抑うつ状態は、死亡率の高さ、自殺率の高さ、治療コンプライア

ンス不良と強く影響する。12ヵ国6、987名の血液透析患者を対象とした国際調査（DOPPS）で 2）、標準的な質問票を用いて抑う

つ状態をスクリーニングしたところ、カットオフ値以上の日本人患者は 40.0%であった（他国は 39.2～62.3%の範囲）。一方、医師

によって大うつ病性障害であると診断を受けている日本人患者は、わずか 2.0%（他国は 10.6～21.7%の範囲）であった。標準的

な心理検査を使用したスクリーニングと、その結果に基づく精神保健専門家の対応の必要性を強く示唆する結果である。この

調査では、カットオフ値以上の抑うつ状態にある患者はそれ未満の患者と比較して、死亡率が 42%、入院率は 12%、透析離脱

率は 55%有意に高かった。 

また、透析患者の自殺率は高い。平成 22 年度の死因から計算すると（自殺者数/人口*10 万）、自殺率の全国平均 3）が 24.9

（10 万人対）であるのに対して、透析患者 1）では 75.4（10 万人対）となる。 

透析医療では、医師（合併症により複数の診療科）、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床心理士等の多職種がチームを組

み、包括的な療養指導を行う必要がある。そこで、透析治療に係るチーム医療の連携体制を整え、入院および外来において、

重症化や合併症の予防、および精神症状の緩和等総合的な支援をする場合の評価を要望する。この際、患者の精神状態を

評価することが必須であるため、精神科医、心療内科医、および医師の指示に従う臨床心理士等をチームに含むものとする。

                   

図 末期腎不全の治療経過とチームによる支援 

② 現在課題と考えられる点 

1) 透析導入の原疾患として糖尿病性腎症が急増していること等に伴い、治療コンプライアンス不良な患者が急増している。 

2) 潜在的なうつ病患者が高い割合で存在しているにもかかわらず、諸外国と比較してうつ病の診断がなされる割合が著しく

低い 2）。 

3) 一般人口と比較して自殺率が高い。［参考：平成22年度自殺率は、全国平均24.9（人口10万人対）3）、透析患者75.4（透析

患者10 万人対）1）］。 

③ 希望する診療報酬での対応 

概 要 1) 当該加算は安定した状態にある慢性維持透析患者について、当該患者の同意に基づき、精

神状態の評価を行い、それに基づいて精神症状の緩和の維持に対し計画的な介入を行っ

た場合に週に1回を限度として算定する。 

2) 本加算を行うに当たって、医師、看護師、薬剤師、臨床工学技士、臨床心理士等が共同して

透析患者の精神的援助を行う体制（透析ケアチーム）を整備し、あらかじめ手順（精神状態の

評価、介入計画、定期的な評価等）を作成する。その際臨床心理士等による面接を1ヵ月に1

回以上面接を行い、包括的指導を行う。 

3) 透析ケアチームは、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必要である。 

4) 透析ケアチームは初回の診察に当たり、透析ケア診療実施計画書を作成し、その内容を患

者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。 
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対 象 全ての医療機関 

必 要 性 わが国では、諸外国と比較して透析患者のうつ病性障害・抑うつ状態への対応が遅れていること

から、透析医療施設内における心理社会的支援の質の向上は緊急を要する。 

診 療 報 酬 区 分 Ｂ001 

希 望 す る 点 数 150点 

点 数 の 根 拠 チームによるサポートに対する診療報酬点数を参考にした。栄養サポートチーム加算が（200

点）、呼吸サポートチーム加算（150 点）、また、精神的ケアに対してチーム医療が必須となってい

る「A226-2 緩和ケア診療加算（400 点）」を参考にした。 

有 効 性 抑うつ状態を基準値以下に低減することにより、死亡率、入院率、透析離脱率を減少させることが

期待できる。透析患者における抑うつ状態と自殺率の関連については明らかでないが、一般人

口の研究を参照すると、抑うつ状態の改善により自殺率の減少も期待できる。 

安 全 性 身体的な侵襲性はない。 

技 術 的 成 熟 度 チーム医療に臨床心理士が貢献する例は増加しており、技術的成熟度は高まっている。 

倫理性･社会的妥当性 医療現場で働く臨床心理士は、他の医療従事者と同様の職業倫理を遵守して業務に携わってい

るため、倫理性に関して特記すべき問題はない。また、がん拠点病院における緩和ケアチームで

は、すでにチームの一員とし医療心理に関わる者の配置が行われていることや、国民からの要求

も高まってきており、身体疾患のチーム医療における臨床心理士配置の社会的妥当性は認知さ

れていると考えられる。 

普 及 性 現在臨床心理士が勤務している医療機関においてはすみやかに普及する。また、透析医療にお

ける心理社会的支援を広く普及していくことが望まれる。 

効 率 性 精神疾患のスクリーニングにおいて、精神科医・心療内科医だけでなく医師の指示下での臨床心

理技術者の関与を認めることによって、効率性が高くなることが見込まれる。 

④ 診療報酬により評価することの目的(改善したい点及び所轄事業との関連) 

透析患者の自殺およびうつ病予防では、十分な透析を行い身体症状を緩和することを基本とし、一般人口で確認された自

殺の危険因子（自殺企図、喪失体験等）を評価し、さらに治療に伴って生じる精神症状を積極的に緩和・治療・予防することが

重要である。しかし、医療スタッフは透析患者の精神症状の適切な評価について技術が不十分である。したがって、透析医療

に精神科医等の精神保健の専門家の参加を促し、併せて身体・精神・社会の包括的側面から、患者の精神的苦痛に対して、

様々な職種の専門家が協力して医療チームとして患者をケアする必要がある。 

⑤ 予想される財政影響及びその根拠 

推定患者数2,586名（平成22年度新規導入患者数6,465名のうち、臨床レベルの抑うつ状態の者が40.0%存在していると仮定し

て計算）、1人当たり実施回数12回（月1回／1年間）とした場合、財政影響は、 新規透析導入患者のうち40.0％が要対応レベ

ルと推定し、150点の加算で、1年間月1回チーム介入を行う場合、6,465名×0.4×1,500円×12回＝46,548,000円である。 

⑥ 社会的環境(関係学会・団体，国会，メディア) 

関 係 団 体 1) 日本臨床心理士会 

2) 日本透析医学会 

3) 日本腹膜透析医学会 

4) 日本サイコネフロロジー研究会 

5) チーム医療推進協議会 

⑦ 本提案を支持できるデータ等(審議会・検討会・所管する研究会，報告書等) 

そ の 他 デ ー タ 1) 警察庁ホームページ：平成22 年中における自殺の概要資料 

2011.9.12.http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/H22jisatsunogaiyou.pdf  

2) Lopez, A.A., Albert, J.M., Young, E.W., Satayathum, S., Pisoni, R.L., Andreucci, V.E., Mapes, 

D.L., Mason, N.A., Fukuhara, S., Wikstrom, B., Port, F.K：Screening for depression in 

hemodialysis patients: Associations with diagnosis, treatment, and outcomes in the DOPPS. 

Kidney International, 66, 2047-2053,2004． 

3) 日本透析医学会ホ ー ム ペ ー ジ ： わ が 国の 慢性透析療法の 現況.2010.12.31 ．

http://docs.jsdt.or.jp/overview/ 
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平成 24 年度改定に係る要望書 

項目： 救急チーム医療加算の新設（要望提出：日本臨床心理士会） 提出日： 2010 年9 月28 日

 

① 要望に係る施策の概要(背景，所轄事業，補助金，予算措置等) 

救急医療施設では、自殺企図（自殺既遂者、自殺未遂者）や自傷行為者、精神疾患既往者（統合失調症、躁うつ病等）、交

通外傷者、犯罪被害者、そして認知症等、心理社会的支援が必要とされる者が多く搬送され、さまざまな職種がかかわってい

る。 

その救急医療チームに臨床心理士が加わり、入院早期より臨床心理学的視点、精神力動的視点、コミュニティ援助の視点を

用いて、患者の人格構造、発達水準、社会機能の見立てや心理療法（認知行動療法等）を行い、救急医療チームの中で専門

家の一員として治療方針を立案することは、救急医療の質の向上に貢献でき、臨床的効果のみならず医療経済的効果（再発

予防等）も期待できる。 

さらに、患者だけでなく救急搬送後の患者の家族に対する心理社会的支援を行うことも期待できる。 

生存率の向上だけでなく、QOLの向上までを視野に入れた治療が求められる今、救急医療チームに臨床心理学の専門家

を配置し、患者やその家族のニーズをより的確に把握し、そのニーズに応える対策を考案・実践できる医療体制を整えることが

必要である。 

② 現在課題と考えられる点 

救急医療施設には心理社会的支援が必要な患者が多く搬送される。治療や介入の対象は患者やその家族、そして患者を

取り巻く環境である。 

救急医療施設では、患者の心理的状態を評価し、迅速に心理的介入や環境調整を行い、身体的外傷に伴う心理的苦痛の

緩和を図ることが不可欠である。 

また、退院後の継続的な支援に向けて、精神科等の医療機関や心理相談機関に関する情報を提供する必要がある。 

そこで、救急医療施設に臨床心理学に精通した臨床心理士を配置して、効果的な救急医療の体制を整える場合に評価する

ことを要望する。 

③ 希望する診療報酬での対応 

概 要 救急医療施設に臨床心理学に精通した臨床心理士を配置し、医師の指示の下で心理社会的支

援を行った場合に評価する。また､実施者として臨床心理士を明記する。 

対 象 全ての医療機関 

必 要 性 自殺・うつ病対策や昨今の精神科受診者数の増加の観点から、救急医療施設内における心理社

会的支援の質の向上は緊急を要する。 

診 療 報 酬 区 分 A205-2もしくはA300-2 

希 望 す る 点 数 入院1回につき150点 

点 数 の 根 拠 栄養サポートチーム200点、緩和ケア診療加算400点、呼吸ケアチーム150点などを参考にした。 

有 効 性 臨床心理士の心理社会的支援により、入院患者の入院中の心理的苦悩の緩和だけでなく、再発

予防（自殺やうつ等）を含めた退院後の予後を左右する重要な効果が期待できる。 

安 全 性 身体的な侵襲性はない。 

技 術 的 成 熟 度 医療施設において臨床心理士は自殺未遂などの危機介入的な内容を業務として行っており、技

術的成熟度は高まっている。 

倫理性･社会的妥当性 倫理的には問題なく、国民に求められていることから社会的妥当性は非常に高い。 

また、実際に救急医療施設内で臨床心理士が心理社会的支援を行っている施設もある。 

普 及 性 臨床心理士が配置されている医療機関には幅広く普及する。 

効 率 性 全ての医療機関が対象となるため，効率性は非常に高い。 

④ 診療報酬により評価することの目的(改善したい点及び所轄事業との関連) 

救急医療施設における臨床心理士の心理社会的支援に対して医療機関への報酬はなく、臨床心理士の配置は医療機関や

所属する診療科の裁量に任されている。全国の救急医療施設に心理社会的支援を行える医療体制を整え、救急医療の質の

向上を図るためにも、臨床心理士の心理社会的支援に対する評価が必要である。 

また､施設要件として心理社会的支援を実施している臨床心理士を明記する必要がある｡ 

83



2/2 

⑤ 予想される財政影響及びその根拠 

現在、全国には 200 か所以上の救急医療施設（三次救急）がある。三次救急医療施設の調査では、年間 150 名程の自殺未

遂者あるいは自傷行為者が搬送される。自殺未遂者や自傷行為者に限り 1 日のみ介入したとして算出すると、200 施設×150

名×150 点で 4,500,000 円である。 

⑥ 社会的環境(関係学会・団体，国会，メディア) 

関 係 団 体 1) 日本臨床心理士会 

2) 日本心理臨床学会 

3) 日本救急学会 

4) 日本精神科救急学会 

5) チーム医療推進協議会 

⑦ 本提案を支持できるデータ等(審議会・検討会・所管する研究会，報告書等) 

そ の 他 デ ー タ 1) 岸 泰宏, 黒澤 尚：救急医療におけるコンサルテーション・リエゾン精神医学,日本救急医学

会雑誌,21 (4) :147-15,2010. 

2) 川島義高, 伊藤敬雄, 中井有希, 他：思春期の自殺企図症例に対する精神科と他科との連

携－高度救命救急センターにおける臨床心理士の役割－ 、 

臨床精神医学 38(9): 1279 -1286 ,2009. 

3) 厚生労働省ホームページ：精神科救急ガイドライン（自殺未遂者の対応）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jisatsu/dl/11.pdf  

4) 東京都ホームページ：東京都自殺未遂者支援事業報告書（平成22 年3 月） 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/insatu/index.html 
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