
様式 57の 4 

 
地域移行機能強化病棟入院料の届出書添付書類 

 
 
１ 許可病床数と入院患者数に係る要件 

ア 直近１ヶ月間の精神病棟の平均入院患者数          人 

イ 直近１年間の精神病棟の平均入院患者数          人 

ウ 精神病床の許可病床数          床 

エ（ア又はイいずれか小さい値）÷ウ           

 
 
２ 長期入院患者の退院実績に係る要件 
エ １年以上の入院患者のうち、届出病棟から自宅等に退院

した患者の数（直近 3 か月間における１か月あたり平均）          人 

オ 地域移行機能強化病棟入院料の届出病床数          床 

カ エ÷オ×100 （％）          ％ 

 
 
３ 退院支援部署の専従の従事者に係る要件 

氏名 職種 勤務時間 

   

 
 
４ 退院支援相談員に係る要件 

氏名 職種 経験年数 

   

   

   

 
 
 



５ 重症者加算１に係る要件 

（１） 精神科救急医療体制整備事業で該当する施設を選択 

 □ 常時対応型精神科救急医療施設 

 □ 身体合併症対応施設 

 □ 地域搬送受入対応施設 

 □ 身体合併症後方搬送対応施設 

（２） 

精神科救急医療体制整備事業で該当する施設を選択 
 □ 輪番対応型精神科救急医療施設 

 □ 協力施設 

 
① 当該保険医療機関の時間外、休日又は深夜における入院件数 件（≧４件） 

 
   ①のうち、精神科救急情報センター、救急医療情報センター、都道府

県、市町村、保健所、警察、消防（救急車）、救命救急センター、一般医
療機関等からの依頼件数 

件（≧１件）    

   

 
② 当該保険医療機関の時間外、休日又は深夜における外来対応件数 件（≧10 件） 

 

   ②のうち、精神科救急情報センター、救急医療情報センター、都道府
県、市町村、保健所、警察、消防（救急車）、救命救急センター、一般医
療機関等からの依頼件数（夜間、休日又は深夜以外の依頼件数も含
む。）。 

件 
   

   

（３） 

③ 当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、他医療機関で時間外、
休日又は深夜の外来診療や、救急医療機関で診療協力（外来、当直、対診
等）を行った回数 

回（≧６回） 

④ 当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、都道府県等に協力し診
察業務等を行った回数 

回（≧１回） 

 
 
［記載上の注意］ 

１ 「３」については、退院支援部署に専従の従事者について記載すること。勤務時間については、就業規

則等に定められている所定労働時間（休憩時間を除く労働時間）を記載すること。 

２ 「４」について、退院支援相談員に係る要件については、当該病棟の入院患者について指名されている

全ての者の氏名、職種及び精神障害者に関する業務に従事した経験年数を記載すること。 

３ 「５」について、精神療養病棟入院料の重症者加算１の届出を行っている場合は、地域移行機能強化病

棟入院料の重症者加算１として特に地方厚生（支）局長に対して届出を行う必要はないこと。 


	01本文
	02別添
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

	03様式
	別添６合体版
	Taro-別紙０６〔改〕
	別紙０７（改）（必要度評価票_一般）0227
	別紙７

	別添６合体版
	別添６合体版
	①別添６
	別紙０１
	別紙０２
	別紙０２の２
	別紙０２の３医療保護入院用
	別紙０３（褥瘡対策）
	別紙様式3

	別紙０４
	別紙０５〔改〕
	別紙０７〔改〕一般用必要度手引き0228_奥田
	別紙０８〔改〕（医療区分・ADL区分）
	1．２４時間持続して点滴を実施している状態
	(2)　【医療区分２（別表第五の三）】
	2．尿路感染症に対する治療を実施している状態
	3．傷病等によりリハビリテーションが必要な状態（原因となる傷病等の発症後、３０日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。）
	4．脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態
	5．消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
	6．頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態
	7．せん妄に対する治療を実施している状態
	8．経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態
	9．頻回の血糖検査を実施している状態
	10．スモン
	11．欠番
	12．医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
	13．中心静脈栄養を実施している状態
	14．人工呼吸器を使用している状態
	15．ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態
	16．気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態
	17．酸素療法を実施している状態（密度の高い治療を要する状態に限る。）
	18．感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態
	19．筋ジストロフィー
	20．多発性硬化症
	21．筋萎縮性側索硬化症
	22．パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。））
	23．その他の指定難病等
	24．脊髄損傷（頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。）
	25．慢性閉塞性肺疾患（ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。）
	26．人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態
	29．悪性腫瘍（医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。）
	30．肺炎に対する治療を実施している状態
	31．褥瘡に対する治療を実施している状態（皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が２カ所以上に認められる場合に限る。）
	32．末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態
	33．うつ症状に対する治療を実施している状態
	34．他者に対する暴行が毎日認められる状態
	35．１日８回以上の喀痰吸引を実施している状態
	36．気管切開又は気管内挿管が行われている状態（発熱を伴う状態を除く。）
	37．創傷（手術創や感染創を含む。）、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態
	38．酸素療法を実施している状態（密度の高い治療を要する状態を除く。）

	別紙１０
	別紙１２〔改〕認知症高齢者日常生活自立度判定基準
	別紙１３
	別紙１４
	別紙１４の２
	別紙１６
	別紙１７（改）（必要度評価票_ICU）0227
	別紙17(H28改定)

	別紙１７〔改〕ICU必要度手引き0228_奥田
	別紙１８（改）（必要度評価票_HCU）0227
	別紙18 (H28改定）

	別紙１８〔改〕HCU必要度手引き0228_奥田
	別紙１９
	評価様式
	計画様式 

	別紙２０
	別紙２１　日常生活機能評価票
	Sheet1

	別紙２１　評価の手引き
	別紙２３ 栄養管理計画
	別紙２４感染防止対策地域連携加算
	Sheet1




	別添７合体版
	基本・様式9_0223 （村井 ）
	基本・様式9の2〔改〕
	基本・様式9の3〔改〕
	基本・様式9の4〔新〕_病棟群単位0227_奥田
	別添７合体版
	基本・様式40の9〔新〕（退院支援加算）
	基本･39

	別添７合体版
	①別添７参考〔改〕（旧７－２）（白本用）
	基本･別添7（参考）

	別添７合体版
	別添７合体版
	基本・様式10（改）
	基本・様式12の6〔改〕　（有床診療所入院基本料・看護配置加算）
	基本・様式18の3（改）
	様式７合体版
	基本・様式5〔改〕
	基本・様式5の5（改）【制度・看護合体版】：ADL維持向上等体制加算 23030
	基本・様式6（改）
	基本・様式13の3（改）_0223
	基本･13の3

	基本・様式37
	様式７合体版
	①別添７
	基本・様式2
	基本・様式2の3〔改〕　地域包括診療加算 13010
	基本・様式3
	基本・様式4
	基本・様式4の2
	基本・様式5の3〔改〕
	基本・様式5の4（医療機関褥瘡報告書）
	基本・様式7（改）
	基本・様式8
	基本・様式10の2
	基本・様式10の3（改）
	基本・様式10の5　〔改〕7対1自宅等復帰割合
	基本・様式10の6（改）
	基本・様式10の7　PSW配置加算（精神病棟入院基本料）
	基本・様式10の8〔改〕　（療養・在宅復帰機能強化加算）160224_
	基本・様式10の9 〔復活〕　ＧＡＦ尺度
	基本・様式11
	基本・様式12〔改〕（地域連携診療計画加算）
	基本・様式12の2〔改〕（地域連携診療計画の例）
	基本・様式12の３（有床診入院基本料）
	基本・様式12の4
	基本･12の3

	基本・様式12の5〔改〕　（有床診療所入院基本料・医師配置加算）　160222
	基本・様式12の7
	基本・様式12の８〔改〕（栄養管理実施加算）
	基本・様式12の9〔新〕　有床診療所入院基本料　在宅復帰機能強化加算　11131
	基本・様式12の10〔新〕　有床診療所入院基本料　在宅復帰機能強化加算 11131
	基本・様式13〔改〕（総合入院体制加算）（0224再修正後）
	基本・様式13の2〔改〕
	基本･13の2

	基本・様式15
	基本・様式17
	基本・様式18〔改〕　医師事務作業補助
	基本・様式18の2〔改〕　医師事務作業補助
	基本・様式19
	基本・様式20
	基本・様式22
	基本・様式23〔改〕
	基本・様式23の2
	基本・様式24
	基本・様式24の2
	基本・様式24の3
	基本・様式25
	基本・様式25の2
	基本・様式26の2
	基本・様式27〔改〕　（緩和ケア診療加算）160222
	基本・様式27の2
	基本・様式28
	基本・様式29
	基本・様式30
	基本・様式31
	基本・様式32〔改〕リエゾン
	基本・様式32の3
	基本・様式32の4
	基本・様式34　栄養サポートチーム加算
	基本･34

	基本・様式35
	基本・様式35の2
	基本・様式35の3
	基本・様式36
	基本・様式37の２（褥ハイ報告書）
	基本・様式38
	基本･38

	基本・様式39の3
	基本･39の3

	基本・様式40
	基本･40

	基本・様式40の2
	基本・様式40の3〔改〕（後発医薬品使用体制加算）
	基本・様式40の4〔改〕（病棟薬剤業務実施加算）
	基本・様式40の5〔改〕
	基本・様式40の7〔改〕
	基本・様式40の8〔改〕
	基本・様式40の10（新） 認知症ケア加算1_0209_
	基本・様式40の11新） 認知症ケア加算2_0209_
	基本・様式40の12〔新〕診療体制加算様式
	基本・様式40の13〔新〕精神科急性期医師配置加算
	基本・様式41
	基本・様式42〔改〕
	基本・様式42の2〔改〕
	基本・様式43〔改〕
	基本・様式43の2〔改〕
	基本・様式44〔改〕
	基本・様式45〔改〕
	基本・様式45の2〔改〕
	基本・様式46
	基本・様式47
	基本・様式48
	基本・様式48の2
	基本・様式48の3〔改〕（小児入管・加算）
	基本・様式49
	基本・様式49の２〔改〕
	基本･49の2

	基本・様式49の3
	基本･49の3

	基本・様式49の4
	基本･49の4

	基本・様式49の5〔改〕
	基本･49の5

	基本・様式49の6〔改〕
	基本･49の6

	基本・様式49の7〔改〕　体制強化加算 23020
	基本・様式50〔改〕（自宅等復帰割合・地域包括ケア病棟）
	基本･50

	基本・様式50の2〔改〕（自宅等復帰割合・地域包括ケア病棟入院医療管理料）
	基本･50

	基本・様式50の3
	基本･50の3

	基本・様式51
	基本・様式52
	基本・様式53
	基本・様式54
	基本・様式55
	基本・様式55の２
	基本・様式55の３
	基本・様式56
	基本･56

	基本・様式57
	基本・様式57の2〔改〕
	基本・様式57の3
	基本・様式57の４〔新〕160225_地域移行病棟様式
	基本・様式58









