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　2002年度診療報酬改定において施行された「褥瘡対策未実施減算」はわが国初のペナルティ・シ

ステムで、医療界に大きなインパクトを与えた。2004年度には「褥瘡患者管理加算」が始まり、

2006年度には褥瘡対策未実施減算が廃止されて「褥瘡ハイリスク患者ケア加算」が新設された。

　そして2012年度には褥瘡患者管理加算と同等の体制が入院基本料の施設基準となったことにより、

褥瘡対策は病院が必ず行わなければならない条件の1つになった。今や褥瘡は医療の質保証のインデ

ィケーターの1つとして位置づけられている。

　このように、褥瘡にかかわる診療報酬の推移は、医療経済的インパクトだけでなく、褥瘡という疾

患が広く国民に認知されることにもつながった。外科系学会社会保険委員会連合（外保連）に所属す

る日本褥瘡学会渉外・保険委員会では褥瘡医療を保険・経済面からサポートするため、毎回の診療報

酬改定に向けて保険点数の新設・見直しを要望してきた。その結果、2010年度に深部デブリードマ

ン加算、局所陰圧閉鎖処置の新設、2012年度には在宅における創傷被覆材の保険適応などを達成した。

　前回の2012年度は、深い褥瘡に対して多くの点数が新設されたと同時に、在宅療養・在宅ケアへ

の移行に向けて診療報酬が動いたと言える。それは、社会保障改革大綱に示された2025年の将来像

に向けて、大きくシフトチェンジしようとしているわが国の医療構造改革の流れの一環であった。今

回の改定でもますますその傾向は強まり、「褥瘡」をキーワードとする項目はきわめて多岐にわたっ

た。そこで日本褥瘡学会では、平成18年（2006年）度、平成24年（2012年）度に続いて、今回

（2014年度）も「褥瘡関連項目に関する指針」を著すことになった。

　本指針では、第1部で今回の改定ポイントを挙げ、第2部で各項目について、＜告示＞、＜通知＞、

＜事務連絡　疑義解釈＞、解説、各種様式等の順で詳細に記載した。第3部では在宅患者訪問褥瘡管

理指導料に関するQ&A、第4部では関連する情報・資料をまとめた。

　今回の改定では褥瘡に関する報告義務の強化により褥瘡対策はその成果を問われることとなった。

そして最も大きなポイントとして、在宅医療充実のための「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」の新設が

挙げられる。この制度ではチームに必須の構成員である医師、看護師のうち1名は在宅褥瘡対策につ

いて十分な経験を有する「在宅褥瘡管理者」であることが条件となっており、必要とされる「所定の

研修」として日本褥瘡学会が実施する褥瘡在宅セミナーなどが指定された。また、日本褥瘡学会認定

師、日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師および皮膚・排泄ケア認定看護師が所定の研修を修了したも

のとみなされている。

　このように、今回の改定は日本褥瘡学会が先んじて取り組んできた実態調査、認定制度などの取り

組みが結実したものと言える。今後、急速に整備が進むであろう在宅褥瘡対策において、日本褥瘡学

会が果たす役割は大きい。
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　診療報酬は、医療機関からの施設基準や資格要件等の「届け出」が受理されることにより算定することができる。毎

月のレセプト請求は、社会保険については各都道府県の社会保険診療報酬支払基金で、国民健康保険は各都道府県の国

民健康保険団体連合会で、記載ミス等による返戻（へんれい）や算定要件等の査定を経て支払われる。査定にはA：適

応外、B：過剰、C：重複、D：算定要件外がある。

　また、毎月のレセプトの返戻や査定とは別に、数年に一度、地方厚生局や厚生労働省による「適時調査」、「集団的個

別指導」、「個別指導」、「共同指導」、「特定共同指導」等が実施される。そこでは、診療報酬に関する各種の様式（診療

計画書、カンファレンス記録、マニュアル等）が、診療報酬の算定要件のとおり実施されているかが調査され、不備が

あった場合は、年単位での自主返還を指導される場合もある。よって、現在レセプトで支払われていることが、現在の

運用を認められたことを意味しているわけではないので、常に、算定要件に則って各様式を整備、運用、保管すること

が重要である。

【告示】

　行政機関が、その意思やある事項を広く一般に知らせること。または一般に知らせる行為や形式。官報・広報などに

よるのが通例。

　今回の褥瘡対策をはじめとする褥瘡に関する内容を含んだ告示は、厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の

一部を改正する件」、第58号「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」、第59号「特掲診療料の施設基準等の一

部を改正する件」、第61号「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件」、第62号「特定保険医療材料及びその

材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件」、第63号「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

の一部を改正する件」、第64号「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件」等として

平成26年3月5日に厚生労働省より厚生労働大臣名で公示された。

【通知】

　行政機関が特定人または不特定多数人に対し、一定の事項を知らせる行為。広義にはなんらの法的効果を持たない事

実行為たる通知を含むが、狭義には法律がこれに一定の法律的効果を付している場合を指す。後者は通常「通知行為」

と呼び、準法律行為的行政行為の一種と扱われる。

　今回の褥瘡に関する通知は、平成26年3月5日保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の

留意事項について」、保医発0305第1号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」、

保医発0305第2号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」、保医発0305第4号

「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」、保医発0305 第5号「特定保険医療材料の材料価格算定に関する

留意事項について」、保発0305第3号「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う

実施上の留意事項について」、保医発0305第15号「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱い

について」等に記載されており、保医発は、厚生労働省保険局医療課長より、地方厚生（支）局医療課長、都道府県民

生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長、都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）長宛

てに、保発は、厚生労働省保険局長より、地方厚生（支）局長、都道府県知事宛てに出されている。

【事務連絡】

　通知、留意事項の補足や疑義解釈など、より現場に即した実運用の規定を記載したもの。

診療報酬の運用の基本と用語の整理

4



【看護師、准看護師、看護職員、看護要員】

　厚生労働省告示第58号「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」において、看護師、准看護師、看護職員、

看護要員について以下のように使い分けている。

・看護師：看護師のみを指す。

・准看護師：准看護師のみを指す。

・看護職員：看護師及び准看護師を指し、看護補助者を含まない。

・看護要員：看護師、准看護師及び看護補助者を指す。

【専従と専任】

●専従： 専らその業務に従事することをいい、他の業務とは兼務することは認められない。実際の運用としては、恒常

的、計画的ではない業務については、専従であってもある程度実施してもかまわないとすることもある。具体

的には、職務の80％程度が専従であれば良いとする場合や、100％でなくてはならないなど、運用に幅があ

るようである。

●専任： 専らその業務を任されて担当することをいい、担当業務以外の業務を多少兼務することは差し支えない。実際

の運用としては、専任の職務が20～50％程度までの幅があり、20％であれば複数の専任も兼務できるが、

50％であれば専任は1 つしか兼務できないなど運用に幅があるようである。

　専従、専任のいずれについても、都道府県やその職務によって運用に幅があるので、専任の複数の兼務や、専従の当

直や夜勤などについて疑問があれば確認をするとよい。

　なお、褥瘡ハイリスク患者ケア加算における専従の褥瘡管理者について、施設基準の中に、「（2）褥瘡管理者は、そ

の特性に鑑みて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定すべき患者の管理等に影響のない範囲において、オストミー・失

禁のケアを行う場合には、専従の褥瘡管理者とみなすことができる。」と明記されている。これは他の専従職者とは異

なり専従業務の運用の中では特殊な運用であることをしっかりと認識しておくことが重要である。

■表記

　表記に関しては厚生労働省の表記に準拠した。

・診療報酬  点で表記 1点 10円

・介護報酬  単位で表記 1単位 10円

・訪問看護療養費  円で表記

・材料費   円で表記

5



6

平成26年度診療報酬改定における
褥瘡関連項目のポイント

第1部

　平成26年度（2014年度）診療報酬改定は、「入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強
化と連携、在宅医療の充実等に取り組み、医療提供体制の再構築、地域包括ケアシステムの構築を図
る」ことを基本認識として、いくつかの重点課題に焦点を当てて行われた。その中で、「充実が求め
られる分野を適切に評価していく視点」「患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全で質の
高い医療を実現する視点」「医療従事者の負担を軽減する視点」「効率化余地がある分野を適正化する
視点」が重視されている。
　褥瘡対策に関連した診療報酬改定では、「医療機関における褥瘡の対策と発生状況等の報告」「在宅
における褥瘡対策の推進」等、褥瘡対策のアウトカム評価と在宅における褥瘡管理に重点が置かれた。
特に在宅においては、前回の平成24年度改定において新設・改定された項目が多く見られたが、今
回の改定でもその傾向はいっそう強まっている。
　今回の改定における褥瘡関連項目のポイントを以下に示し、第2部で解説する。
　なお、第2部で取り上げる各項目において掲載されている告示、通知類の中の「下線」は編者によ
るもので、変更点等をわかりやすくするために示した。また、 CD収録 のマークの付いている様
式は、付録のCDに収録されていることを示す。

 

 1． 入院基本料の届出における褥瘡の対策と発生状況等の報告

 2．  褥瘡ハイリスク患者ケア加算の届出における褥瘡の対策と発生状況等の報告と一部地域

での加算

 3． 「重症度、医療・看護必要度」の評価票に褥瘡が明記

 4． ADL維持向上等体制加算のアウトカム評価に院内発生褥瘡患者の割合

 5． 訪問看護における褥瘡のリスク評価及び褥瘡患者数等の報告

 6． 在宅褥瘡対策チームによる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を新設

 7． 創傷被覆材等の価格改定

 8． 在宅での創傷被覆材が保険薬局で支給可能に

 9． 薬剤費の価格改定

　10．局所陰圧閉鎖処置の入院外患者への適用

　11．水圧式デブリードマン加算

1 新設または改定になった項目
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平成26年度診療報酬改定における褥瘡関連項目のポイント 第1部

 1． 重症皮膚潰瘍管理加算

 2． 処置料

 3． 療養病棟の入院基本料の算定要件

 4． 褥瘡評価実施加算（療養病棟、有床診療所療養病床）

 5． 専門性の高い看護師による訪問看護

 6． 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対する週4回以上の訪問看護

 7． 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対する在宅患者長時間訪問看護加算

 8． 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」の試験外泊時の訪問看護

 9． 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」の退院時共同指導加算

　10． 「在宅移行管理加算」「特別管理加算」

　11． 退院調整における訪問看護ステーションとの連携

　12． 在宅寝たきり患者処置指導管理料

　13． 持続的下痢便ドレナージ

2 従来と変更なく、継続となった項目
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褥瘡関連の診療報酬項目

1．入院基本料の届出における褥瘡の対策と発生状況等の報告

<告示>
平成26年3月5日厚生労働省告示第58号「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」

基本診療料の施設基準等

第一　届出の通則
一　保険医療機関（健康保険法（大正11年法律第70号）第63条第3項第一号に規定する保険医療機関をいう。

以下同じ。）は、第二から第十までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。

二　保険医療機関は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の

内容の変更を行わなければならないこと。

三　届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十までに規定する施設基準に適合しない場合には、当該届出

又は届出の変更は無効であること。

四　届出については、届出を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長（以下「地

方厚生局長等」という。）に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の

分室がある場合には、当該分室を経由して行うこととする。

第二　施設基準の通則
一　地方厚生局長等に対して当該届出を行う前6月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出

（法令の規定に基づくものに限る。）を行ったことがないこと。

二　地方厚生局長等に対して当該届出を行う前6月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚

生労働大臣が定める掲示事項等（平成18年厚生労働省告示第107号）第三に規定する基準に違反したことがな

く、かつ現に違反していないこと。

三　地方厚生局長等に対して当該届出を行う前6月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。）第72条第一項の規定に基づく検

査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

四　地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等

の員数の基準並びに入院基本料の算定方法（平成18年厚生労働省告示第104号）に規定する入院患者数の基準

に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

（中略）

第2部

1 新設または改定になった項目
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

第四　入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準
四　褥瘡対策の基準

（1）適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価の体制がとられていること。

（2）褥瘡対策を行うにつき適切な設備を有していること。

（中略）

二十二　重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準

（1）皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標榜している保険医療機関であること。

（2）重症皮膚潰瘍を有する入院患者について、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重

症皮膚潰瘍管理を行うこと。

（3）重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

（中略）

三十　褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準等

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

第1章　基本診療料
第2部　入院料等
＜通則＞
11　入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について、別に厚生労働

大臣が定める基準に適合している場合に限り入院基本料（特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算（以下

「特別入院基本料等」という。）及び特定入院基本料を含む。）、特定入院料又は短期滞在手術等基本料3の算定

を行うものであり、基準に適合していることを示す資料等を整備しておく必要がある。

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第1号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

第1　基本診療料の施設基準等
基本診療料の施設基準等については、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」による改正後の「基本診

療料の施設基準等」（平成20年厚生労働省告示第62号）に定めるものの他、下記のとおりとし、下記の施設基準

を歯科診療について適合する場合にあっては、必要に応じて、当該基準中「医師」とあるのは、「歯科医師」と

読み替えて適用するものとする。

1　初・再診料の施設基準等は別添1のとおりとする。

2　入院基本料等の施設基準等は別添2のとおりとする。

3　入院基本料等加算の施設基準等は別添3のとおりとする。

4　特定入院料の施設基準等は別添4のとおりとする。

5　短期滞在手術等基本料の施設基準等は別添5のとおりとする。

6　基本診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令（昭和23年政令第326

号）及び医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わ

せて標榜する場合も含むものであること。
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7　診療等に要する書面等は別添6のとおりである。

　なお、当該書面による様式として示しているものは、参考として示しているものであり、示している事項が全

て記載されている様式であれば、別添6の様式と同じでなくても差し支えないものであること。

　また、当該様式の作成や保存方法等にあたっては、医師事務作業の負担軽減等の観点から各保険医療機関にお

いて工夫されたい。

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第1号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いに
ついて」

入院基本料等の施設基準等

第1　入院基本料（特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算（以下「特別入院基本料等」という。）及び特定

入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準

入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準は、「基本診療料の施

設基準等」の他、次のとおりとする。

（中略）

4　褥瘡対策の基準

（1）当該保険医療機関において、褥瘡対策が行われていること。

（2）当該保険医療機関において、褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に関する臨床経験を有する専任の看護

職員から構成される褥瘡対策チームが設置されていること。

（3）当該保険医療機関における日常生活の自立度が低い入院患者につき、別添6の別紙3を参考として褥瘡に関

する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、（2）に

掲げる専任の医師及び専任の看護職員が適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価を行うこと。ただし、

当該医師及び当該看護職員が作成した診療計画に基づくものであれば、褥瘡対策の実施は、当該医師又は当該

看護職員以外であっても差し支えない。また、様式については褥瘡に関する危険因子評価票と診療計画書が別

添6の別紙3のように1つの様式ではなく、それぞれ独立した様式となっていても構わない。

（4）褥瘡対策チームの構成メンバー等による褥瘡対策に係る委員会が定期的に開催されていることが望ましい。

（5）患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられて

いること。

（6）毎年7月において、褥瘡患者数等について、別添7の様式5の4により届け出ること。

▪解説
　平成24年度診療報酬改定で褥瘡対策は入院基本料の算定要件に組み込まれた。今回の改定では、「医
療機関における褥瘡の対策と発生状況等の報告」が明示され、病院においては、入院基本料の届出に
院内褥瘡発生者数等を加え、毎年7月1日現在の届出書の記載事項の報告の際、褥瘡患者数等を報告
することとなった。
　「入院基本料及び特定入院料届出に係る添付文書（例）」（様式5）の「4　褥瘡対策に係る内容」で
従来と変更になったのは、これまであった「④褥瘡に関する診療計画を実施・評価した患者数」の項
目がなくなったことである。
　そして、記載に使われる「褥瘡対策に係る報告書」（様式5の4）で、「褥瘡保有者数（入院患者の
うちd1以上の褥瘡を有していた患者数）」「入院時褥瘡保有者数（入院患者のうち入院時にすでに褥
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

瘡を有していた患者数）」「入院中に新たに褥瘡が発生した患者数」を明記することが示された。さら
に、上記褥瘡患者について褥瘡の重症度をDESIGN-R分類のd1からDUまでの患者数として報告す
ることとが義務化された。

別紙3
褥瘡対策に関する診療計画書

氏　名� 殿 男　女

明・大・昭・平　　　年　　月　　日生 （　　歳）

病　棟
記入医師名
記入看護師名

　　�.　�　.�　　計画作成日

　　�.　�　.�　　褥瘡発生日
褥瘡の有無

1．現在　　なし　あり（仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部、その他（　　））

2．過去　　なし　あり（仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部、その他（　　））

〈日常生活自立度の低い入院患者〉

危
険
因
子
の
評
価

日常生活自立度� J（1、2）� A（1、2）� B（1、2）� C（1、2） 対処

・基本的動作能力� （ベッド上　自力体位変換）
� � （イス上　坐位姿勢の保持、除圧）

� できる� できない�
� できる� できない�

「あり」もしくは
「できない」が1つ
以上の場合、看
護計画を立案し
実施する

・病的骨突出 � なし� あり�

・関節拘縮 � なし� あり�

・栄養状態低下 � なし� あり�

・皮膚湿潤（多汗、尿失禁、便失禁） � なし� あり�

・浮腫（局所以外の部位） � なし� あり�

〈褥瘡に関する危険因子のある患者及びすでに褥瘡を有する患者〉

褥
瘡
の
状
態
の
評
価（
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ-

Ｒ
）

深さ 0なし ⑴持続する発赤 ⑵真皮までの�
損傷

⑶皮下組織�
までの損傷

⑷皮下組織を�
こえる損傷

⑸関節腔、体腔
に至る損傷

U深さ判定が
不能の場合

滲出液 0なし ⑴少量：毎日の交換を要しない ⑶中等量：1日1回の交換 ⑹多量：1日2回以上の交換

合
計
点

大きさ（cm2）
長径×長径に直交する最大径

0皮膚損傷�
なし

⑶4未満 ⑹4以上�
16未満

⑻16以上�
36未満

⑼36以上�
64未満

⑿64以上�
100未満

⒂100以上

炎症・感染 0局所の炎症
徴候なし

⑴局所の炎症徴候あり
（創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛）

⑶局所の明らかな感染徴候あり
（炎症徴候、膿、悪臭）

⑼全身的影響あり
　（発熱など）

肉芽形成
良性肉芽が占める割合

0創閉鎖又は
創が浅い為
評価不可能

⑴創面の90％
以上をしめる

⑶創面の50％
以上90％未
満を占める

⑷創面の10％
以上50％未
満を占める

⑸創面の10％
未満を占める

⑹全く形成さ
れていない

壊死組織 0なし ⑶柔らかい壊死組織あり ⑹硬く厚い密着した壊死組織あり

ポケット（cm2）
（ポケットの長径×長径に直
交する最大径）－潰瘍面積

0なし ⑹4未満 ⑼4以上16未満 ⑿16以上36未満 �36以上

看
護
計
画

留意する項目 計画の内容

圧迫、ズレカの排除
（体位変換、体圧分散寝具、頭部
挙上方法、車椅子姿勢保持等）

ベッド上

イス上

スキンケア

栄養状態改善

リハビリテーション

［記載上の注意］
1　日常生活自立度の判定に当たっては「「障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準」の活用について」
　　（平成3年11月18日　厚生省大臣官房老人保健福祉長通知�老健第102-2号）を参照のこと。
2　日常生活自立度がJ1〜A2である患者については、当該評価票の作成を要しないものであること。

別添6 CD収録
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15-様式５ 

様式 5 

 
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準に適
合していることを確認するための入院基本料及び特定入院料届出に係る添付書類（例） 
 
１ 入院診療計画については、別添６の別紙２及び別紙２の２を参考として作成した例を添付すること。 

 

２ 院内感染防止対策に係る内容 

① 院内感染防止対策委員会の活動状況 
 ※院内感染防止対策委員会設置要綱、委員会議事録を添付すること 
 開催回数 回／月 
委員会の構成 

 メンバー 
 

② 水道・消毒液の設置状況 
病室数 室 
水道の設置病室数（再掲） 室 

 消毒液の設置病室数（再掲） 室 
 消毒液の種類「成分名」 
 ※成分ごとに記載のこと 

・        室 
・         室 

③ 感染情報レポートの作成・活用状況 
 作成回数 回／週 
 活用状況  

 

3 医療安全管理体制に係る内容 

① 安全管理のための指針の整備状況 ※安全管理のための指針等を添付すること 
 指針の主な内容  

 
② 安全管理の体制確保を目的とした医療事故等の院内報告制度の整備状況 
 
③ 安全管理の体制確保のための委員会の開催状況 
 ※安全管理の体制確保のための委員会設置要綱、委員会議事録を添付すること 
開催回数 回／月 
委員会の構成 
メンバー 

 

④ 安全管理の体制確保のための職員研修の開催状況 年    回 
研修の主な内容等  

 
 

 
  

CD収録
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

（15-様式５ つづき） 

４ 褥瘡対策に係る内容 

（1）褥瘡対策チームの活動状況 

従事者 専任の医師名  

専任の看護職員名  

活動状況 

（施設内での指導状況等） 
 ※褥瘡に関する診療計画の 

実施例を添付 

 

（2）褥瘡対策の実施状況（届出前の 1 ヶ月の実績・状況） 

① 褥瘡に関する危険因子の評価を実施した患者数 人 

② ①のうち、褥瘡に関する危険因子を有す、或い 
は既に褥瘡を有していた患者数 

人 

③ 褥瘡に関する診療計画を作成した患者数 人 

④ 体圧分散マットレス等に関する体制の整備状況  

※別添６の別紙３を参考として作成した「褥瘡対策に関する診療計画書」の実施例を添付すること。 

 

５ 栄養管理体制に係る内容（病院に限る） 

栄養管理を担当する常勤の管理栄養士 

氏 名 勤 務 時 間 備 考 

   
 

栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が配置されていない場合 
（平成 24 年３月 31 日において、栄養管理実施加算の届出を行っておらず、栄養管理体制の整備
を一部猶予されている保険医療機関として届出を行った保険医療機関に限る。） 
非常勤の管理栄養士の有無 
（どちらかに○） 

有 無 

常勤の栄養士の有無 
（どちらかに○） 

有 無 
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17-様式５の４ 

 
様式５の４ 

 

褥瘡対策に係る報告書 

 

褥瘡対策の実施状況（報告月の前月の初日における実績・状況） 

① 入院患者数（報告月の前月の初日の入院患者数） 名 

② ①のうち、ｄ１以上の褥瘡を有していた患者数 

（褥瘡保有者数） 

名 

③ ②のうち、入院時に既に褥瘡を有していた患者数 

（入院時褥瘡保有者数） 

名 

④ ②のうち、入院中に新たに褥瘡が発生した患者数 名 

⑤ 体圧分散マットレス等に関する体制の整備状況 

 

⑥褥瘡の重症度 入院時の褥瘡（③の患者の入院

時の状況） 

院内発生した褥瘡（④の患者の

発見時の状況） 

ｄ１ 名 名 

ｄ２ 名 名 

Ｄ３ 名 名 

Ｄ４ 名 名 

Ｄ５ 名 名 

ＤＵ 名 名 

 
[記載上の注意] 
 １．①については、報告月の前月の初日の入院患者数を記入する（当該日の入院または入院予定患者

は含めないが、当該日の退院または退院予定患者は含める。）。 
 ２．②については、①の患者のうち、DESIGN-R 分類ｄ１以上を有する患者数を記入する（１名の患

者が複数の褥瘡を有していても、患者１名として数える。）。 
 ３．③については、②の患者のうち、入院時に、DESIGN-R 分類ｄ１以上を有する患者数を記載する

（１名の患者が複数の褥瘡を有していても、患者数１名として数える。）。 
 ４．④については、②の褥瘡保有者数から③の入院時褥瘡保有者数を減じた数を記入する。 
 ５．⑥については、③の入院時褥瘡保有者について、入院時の褥瘡の重症度、④の入院中に新たに褥

瘡が発生した患者について、発見時の重症度を記入する。 

 
  

CD収録
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

2．褥瘡ハイリスク患者ケア加算の届出における褥瘡の対策と 
発生状況等の報告と一部地域での加算

<告示>
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

第2部　入院料等
A236　褥瘡ハイリスク患者ケア加算（入院中1回）� 500点

注1　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入

院している患者（第1節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）又は第3節の特定入院料のうち、褥瘡ハイリス

ク患者ケア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、重点的な褥瘡ケアを行う必要を認め、

計画的な褥瘡対策が行われた場合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する。

2　医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生

労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する

届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算（特定地域）として、250点を

所定点数に加算することができる。

<告示>
平成26年3月5日厚生労働省告示第58号「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」

三十　褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準等

（1）褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準

イ　褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた専従の看護師等が褥瘡管理者として配置されていること。

ロ　褥瘡管理者が、褥瘡対策チームと連携して、あらかじめ定められた方法に基づき、個別の患者ごとに褥

瘡リスクアセスメントを行っていること。

ハ　褥瘡リスクアセスメントの結果を踏まえ、特に重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、主

治医その他の医療従事者が共同して褥瘡の発生予防等に関する計画を個別に作成し、当該計画に基づき重

点的な褥瘡ケアを継続して実施していること。

ニ　褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されてい

ること。

（2）褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域

別表第六の二に掲げる地域

（3）褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2に規定する施設基準

イ　一般病棟入院基本料（七対一入院基本料及び十対一入院基本料を除く。）を算定する病棟（特定機能病

院及び許可病床数が二百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚

生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。）であること。

ロ　褥瘡ケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ　褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されてい

ること。
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＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第1号

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

別添3　入院基本料等加算の施設基準等
第22　褥瘡ハイリスク患者ケア加算
1　褥瘡ハイリスク患者ケア加算に関する施設基準

（1）　当該保険医療機関内に、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を5年以上有する看護師等であって、

褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した者を褥瘡管理者として専従で配置していること。なお、ここ

でいう褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修とは、次の内容を含むものをいうこと。

ア　国及び医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要な褥瘡等の

創傷ケア知識・技術が習得できる通算して6か月程度の研修

イ　講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習

得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修

注2に規定する点数を算定する場合は、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を5年以上有する看護師

等であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修（ア及びイによるもの。）を修了した者を褥瘡管理者とし

て配置していること。

（2）　褥瘡管理者は、その特性に鑑みて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定すべき患者の管理等に影響のな

い範囲において、オストミー・失禁のケアを行う場合には、専従の褥瘡管理者とみなすことができる。

（3）　別添6の別紙16の褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書を作成し、それに基づく重点的な褥

瘡ケアの実施状況及び評価結果を記録していること。

（4）　褥瘡対策チームとの連携状況、院内研修の実績、褥瘡リスクアセスメント実施件数、褥瘡ハイリスク患

者特定数、褥瘡予防治療計画件数及び褥瘡ハイリスク患者ケア実施件数を記録していること。

（5）　褥瘡対策に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、褥瘡対策チームの構成員及び必要に応じて、

当該患者の診療を担う保険医、看護師等が参加していること。

（6）　総合的な褥瘡管理対策に係る体制確保のための職員研修を計画的に実施していること。

（7）　重点的な褥瘡ケアが必要な入院患者（褥瘡の予防・管理が難しい患者又は褥瘡に関する危険因子のある

患者及び既に褥瘡を有する入院患者をいい、褥瘡リスクアセスメント票を用いて判定する。）に対して、適

切な褥瘡発生予防・治療のための予防治療計画の作成、継続的な褥瘡ケアの実施及び評価、褥瘡等の早期発

見及び重症化防止のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。

（8）　毎年7月において、褥瘡患者数等について、別添7の様式37の2により届け出ること。

2　褥瘡管理者の行う業務に関する事項

（1）　褥瘡管理者は、院内の褥瘡対策チームと連携して、所定の方法により褥瘡リスクアセスメントを行うこと。

（2）　（1）の結果、とくに重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、当該患者の診療を担う保険医、

看護師、その他必要に応じて関係職種が共同して褥瘡の発生予防等に関する予防治療計画を個別に立案する

こと。

（3）　当該計画に基づく重点的な褥瘡ケアを継続して実施し、その評価を行うこと。

（4）　（1）から（3）の他、院内の褥瘡対策チーム及び当該患者の診療を担う保険医と連携して、院内の褥瘡発

生状況の把握・報告を含む総合的な褥瘡管理対策を行うこと。

3　届出に関する事項

褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式37を用いること。なお、当該加算の届出

については実績を要しない。
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

A236　褥瘡ハイリスク患者ケア加算

（1）　褥瘡ハイリスク患者ケア加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た

保険医療機関に入院している患者であって、当該加算の要件を満たすものについて算定する。

（2）　褥瘡ハイリスク患者ケア加算は、褥瘡ケアを実施するための適切な知識・技術を有する専従の褥瘡管理者が、

褥瘡予防・管理が難しく重点的な褥瘡ケアが必要な患者に対し、適切な褥瘡予防・治療のための予防治療計画

に基づく総合的な褥瘡対策を継続して実施した場合、当該入院期間中1回に限り算定する。なお、当該加算は、

第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院であっても別に算定できる。

（3）　褥瘡予防・管理が難しく重点的な褥瘡ケアが必要な患者とは、ベッド上安静であって、次に掲げるものを

いう。

ア　ショック状態のもの

イ　重度の末梢循環不全のもの

ウ　麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの

エ　6時間以上の全身麻酔下による手術を受けたもの

オ　特殊体位による手術を受けたもの

カ　強度の下痢が続く状態であるもの

キ　極度の皮膚の脆弱（低出生体重児、GVHD、黄疸等）であるもの

ク　褥瘡に関する危険因子（病的骨突出、皮膚湿潤、浮腫等）があって既に褥瘡を有するもの

（4）　「注2」に規定する点数を算定する場合は、褥瘡管理者は、褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画

書に基づき実施した褥瘡ケアの内容を診療録に記載すること。

⿎解説
　これも「医療機関における褥瘡の対策と発生状況等の報告」の1つで、褥瘡ハイリスク患者ケア加
算届出医療機関については、毎年7月1日現在の届出書の記載事項の報告の際、褥瘡の状況について
より詳細な状況を報告することとなった。
　「褥瘡ハイリスク患者ケア加算に係る報告書」（様式37の2）において、褥瘡ハイリスク患者につい
て、褥瘡の重症度をDESIGN-R分類のd1からDUまでの患者数として報告することが義務化された。
　さらに、医療提供体制の確保の状況に鑑みて厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関で
は、当該加算の点数（500点）に代えて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算（特定地域）として250点を
所定点数に加算することができるとされた。施設基準としては、褥瘡ケアを行うにつき必要な体制が
整備されていること、褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわ
しい体制が整備されていることとされ、皮膚・排泄ケア認定看護師が褥瘡管理者として専従しないで
も算定できる。
　「厚生労働大臣が定める地域」とは以下の「別表第六の二」に示した地域である。これらの地域で
は、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の他に、緩和ケア診療加算、栄養サポートチーム加算、退院調整加
算、地域包括ケア病棟入院基本料、特定一般病棟入院料などについても特別な処置がとられている。
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一　北海道芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町及び雨竜町

の地域

二　北海道苫小牧市、白老町、安平町、厚真町及びむかわ町の地域

三　北海道北見市、網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町及び置戸町の地域

四　北海道帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中礼内村、更別村、大樹町、

広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町及び浦幌町の地域

五　北海道釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村及び白糠町の地域

六　秋田県大館市、鹿角市及び小坂町の地域

七　秋田県由利本荘市及びにかほ市の地域

八　山形県米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町及び飯豊町の地域

九　山形県鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町及び遊佐町の地域

十　福島県会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三

島町、金山町、昭和村及び会津美里町の地域

十一　東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域

十二　新潟県村上市、新発田市、胎内市、関川村、粟島浦村及び聖籠町の地域

十三　新潟県上越市、妙高市及び糸魚川市の地域

十四　新潟県佐渡市の地域

十五　長野県飯田市及び下伊那郡の地域

十六　岐阜県高山市、飛騨市、下呂市及び白川村の地域

十七　和歌山県田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町及びすさみ町の地域

十八　島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域

十九　岡山県津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町及び美咲町の地域

二十　香川県小豆群の地域

二十一　高知県宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村及び黒潮町の地域

二十二　長崎県五島市の地域

二十三　長崎県新上五島町及び小値賀町の地域

二十四　長崎県壱岐市の地域

二十五　長崎県対馬市の地域

二十六　熊本県人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村及び球磨村の

地域

二十七　鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域

二十八　鹿児島県奄美市及び大島郡の地域

二十九　沖縄県宮古島市及び多良間村の地域

三十　沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域

別表第六の二　厚生労働大臣が定める地域
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

23-別紙 16 

 
別紙 16 

褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書 

 

氏  名：    様     病棟 評価日 年 月 日 

生年月日：    （  歳） 性 別  男・女 評価者名 

診 断 名： 褥瘡の有無（現在）  有・無 褥瘡の有無（過去）  有・無 

褥瘡ハイリスク項目〔該当すべてに○〕 

ベッド上安静、ショック状態、重度の末梢循環不全、麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要、

6 時間以上の手術（全身麻酔下、特殊体位）、強度の下痢の持続、極度な皮膚の脆弱（低出生体重

児、ＧＶＨＤ，黄疸等）、褥瘡の多発と再発 

その他の危険因子〔該当すべてに○〕 

床上で自立体位変換ができない、いす上で座位姿勢が保持できない、病的骨突出、関節拘縮、栄養状

態低下、皮膚の湿潤（多汗、尿失禁、便失禁）、浮腫（局所以外の部位） 

褥瘡の発生が予測される部位及び褥瘡の発生部位 

 

リスクアセスメント結果 

重点的な褥瘡ケアの必要性 
   要・不要 
褥瘡管理者名 

褥瘡予防治療計画〔褥瘡ハイリスク患者ケアの開始年月日  年  月  日〕 

褥瘡ケア結果の評価〔褥瘡ハイリスク患者ケアの終了年月日  年  月  日〕 

 

 
  

正面

R RL L

左側面 右側面 背面

別添6 CD収録
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24-様式 37 

 
様式 37 

褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準に係る届出書添付書類 

１ 専従の褥瘡管理者 

氏  名 勤 務 時 間 所属部署・診療科等 専任 

    

    

    

 

２ その他（次の要件を満たす項目に○をつけること。） 
ア 褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書を作成し、それに基づく重点的な褥瘡ケアの実

施状況及び評価結果を記録している。 
 
イ 褥瘡対策チームとの連携状況、院内研修の実績、褥瘡リスクアセスメント実施件数、褥瘡ハイリ

スク患者特定数、褥瘡予防治療計画件数及び褥瘡ハイリスク患者ケア実施件数を記録している。 
 
ウ 褥瘡対策に係るカンファレンスが週 1 回程度開催されており、褥瘡対策チームの構成員及び必要

に応じて、当該患者の診療を担う保険医、看護師等が参加している。 
 
エ 総合的な褥瘡管理対策に係る体制確保のための職員研修を計画的に実施している。 

 

オ 重点的な褥瘡ケアが必要な入院患者（褥瘡の予防・管理が難しい患者又は褥瘡に関する危険因子
のある患者及び既に褥瘡を有する入院患者をいい、褥瘡リスクアセスメント票を用いて判定する。）
に対して、適切な褥瘡発生予防・治療のための予防治療計画の作成、継続的な褥瘡ケアの実施及び
評価、褥瘡等の早期発見及び重症化防止のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が
整備されている。 

 
[記載上の注意] 

１ 専従の褥瘡管理者の 5 年以上の褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験及び褥瘡等の創傷ケア
に係る専門の研修を終了したことが確認できる文書を添付すること。 

２ 褥瘡ハイリスク患者ケアに従事する専従の褥瘡管理者を２人以上配置する場合は、それぞれにつ
いて必要事項を記載すること。 

３ 注２に規定する点数は、別紙２に掲げる地域に所在する保険医療機関（特定機能病院、200 床以
上の病院、ＤＰＣ対象病院、一般病棟７対１入院基本料及び一般病棟 10 対１入院基本料を算定し
ている病院を除く）の一般病棟において、算定可能である。 

４ 注２に規定する点数を算定する場合は、褥瘡管理者について、専従でなくても差し支えない。 

 
  

別添7 CD収録
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

25-様式 37の２ 

様式 37 の２ 

褥瘡ハイリスク患者ケア加算に係る報告書 

褥瘡対策の実績（報告月の前月の１ヶ月間の実績・状況） 

① 入院患者数（報告月の前月の１ヶ月間の入院患者数）  

② ①のうち、褥瘡リスクアセスメント実施人数 名 

③ ②のうち、褥瘡ハイリスク項目に該当する患者数 名 

褥
瘡
ハ
イ
リ
ス
ク
項
目 

１．ショック状態のもの 名 

２．重度の末梢循環不全のもの 名 

３．麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの 名 

４．6 時間以上の全身麻酔下による手術を受けたもの 名 

５．特殊体位による手術を受けたもの 名 

６．強度の下痢が続く状態であるもの 名 

７．極度の皮膚の脆弱（低出生体重時、GVHD、黄疸など） 名 

８．褥瘡に関する危険因子（病的骨突出、皮膚湿潤、浮腫等）があっ
て既に褥瘡を有するもの 

名 

④ ③の患者の褥瘡の重症度 

 入院時の褥瘡（③の患者の入院時の状況） 院内発生した褥瘡（③の患者の発見時の状況） 

d1 名 名 

d2 名 名 

D3 名 名 

D4 名 名 

D5 名 名 

DU 名 名 

⑤ 本加算を算定した人数 名 

 
[記載上の注意] 

１ 褥瘡対策の実施状況については、報告月の前月の件数を記入すること。ただし、１名の患者が複
数の褥瘡を有していても、患者１名として数えることとする。 

２ ①については、報告月の前月１ヶ月間に入院していた患者の実人数を記入する。 
３ ②については、①のうち、褥瘡リスクアセスメントを実施した患者の実人数を記入する（１名の

患者について複数回、褥瘡リスクアセスメントを実施した場合も、患者１名として数える）。 
４ ③については、②のうち、褥瘡ハイリスク項目に該当する患者の実人数を記入する（１名の患者

について複数の褥瘡ハイリスク項目を有していても、患者１名として数える）。 
褥瘡ハイリスク項目の各項目については、１名の患者につき、複数の要因がある場合は、それぞ

れに１名として数えることとする（複数回答）。 
５ ④については、③の褥瘡ハイリスク項目に該当する患者の入院時の褥瘡の重症度及び院内発生の

発見時の褥瘡の重症度について記入する。 

  

CD収録
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3．「重症度、医療・看護必要度」の評価票に褥瘡が明記

<告示>
平成26年3月5日厚生労働省告示第58号「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」

二　一般病棟入院基本料の施設基準等

（1）一般病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準

イ　七対一入院基本料の施設基準

④一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。

ロ　十対一入院基本料の施設基準

④当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度について継続的に測定を行い、そ

の結果に基づき評価を行っていること。

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第1号

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

入院基本料等の施設基準等

4の2　7対1入院基本料及び10対1入院基本料を算定する病棟については、次の点に留意する。

（1）　7対1入院基本料（一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（精神病棟を除く。）

及び専門病院入院基本料）並びに10対1入院基本料（一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病

棟に限る。）及び専門病院入院基本料）を算定する病棟は、当該入院基本料を算定している全ての患者の状態

を別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて測定を行い、その結果に基

づいて評価を行っていること。

（2）　一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）及び専門病院入院基本料の7対1入院

基本料については、測定の結果、当該入院基本料を算定している患者全体（延べ患者数）に占める一般病棟用

の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者（別添6の別紙7による測定の結果、A得点が2点以上、かつ

B得点が3点以上の患者をいう。）の割合が、1割5分以上であること。

ただし、結核病棟入院基本料の7対1入院基本料については、従前通り1割以上であること。

（3）　第2の1にある小規模な結核病棟を有し、一般病棟と併せて1看護単位としている病棟において、7対1入院

基本料又は10対1入院基本料を算定している場合、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価は一般病棟

と結核病棟とで別々に行い、それぞれの病棟において（2）の割合を満たすものとする。ただし、7対1入院基

本料の結核病棟のみで一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせない場合に限り、両病棟の一般

病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価を合わせて行い、一般病棟における一般病棟用の重症度、医療・看

護必要度の基準を満たすことで差し支えないものとする。

（4）　測定にあたっては、産科患者及び15歳未満の小児患者は、対象から除外すること。

（5）　10対1入院基本料であっても、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特定

機能病院入院基本料（結核病棟及び精神病棟に限る。）については、測定を行っていなくても差し支えない。

（6）　一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものである

こと。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの（修了証が交付されているもの）若しくは評

価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。

ア　国及び医療関係団体等が主催する研修であること（1日程度）

イ　講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

（イ）　重症度、医療・看護必要度の考え方、重症度、医療・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法

（ロ）　重症度、医療・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法

実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で検証を行うこと。
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

⿎解説
　7対1入院基本料（一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（精神病
棟を除く。）及び専門病院入院基本料）および10対1入院基本料（一般病棟入院基本料、特定機能病
院入院基本料（一般病棟に限る。）及び専門病院入院基本料）を算定する病棟は、当該入院基本料を
算定しているすべての患者の状態を別添6の別紙7の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」に
係る評価票を用いて測定を行い、その結果に基づいて評価を行っていることとされた。これまでの
「看護必要度」が「重症度、医療・看護必要度」と名称変更された。
　「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」に係る評価票では、「A　モニタリング及び処置等」の
「1　創傷処置」が、①創傷の処置と②褥瘡の処置に分けられた。ここでいう「褥瘡の処置」とは
NPUAPⅡ度以上、またはDESIGN-R分類d2以上の状態とされ、この状態に達していないものは「褥
瘡の処置」にあたらない。
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29-別紙７ 

別紙７ 
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 

    （配点） 

A モニタリング及び処置等 0 点 1 点 2 点 

1 創傷処置 
（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く）、②褥瘡の処置） 

なし あり  

2 呼吸ケア（喀痰吸引の場合を除く） なし あり  

3 点滴ライン同時 3 本以上の管理 なし あり  

4 心電図モニターの管理 なし あり  

5 シリンジポンプの管理 なし あり  

6 輸血や血液製剤の管理 なし あり  

7 専門的な治療・処置 
（①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）、 
②抗悪性腫瘍剤の内服の管理、 
③麻薬の使用（注射剤のみ）、 
④麻薬の内服・貼付、坐剤の管理、 
⑤放射線治療、⑥免疫抑制剤の管理、 
⑦昇圧剤の使用（注射剤のみ）、 
⑧抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）、 
⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、 
⑩ドレナージの管理） 

なし  あり 

    A 得点 

     

B 患者の状況等 0 点 1 点 2 点 

8 寝返り できる 何かにつかま
ればできる 

できない 

9 起き上がり できる できない  

10 座位保持 できる 支えがあれば
できる できない 

11 移乗 できる 見守り・一部
介助が必要 できない 

12 口腔清潔 できる できない  

13 食事摂取 介助なし 一部介助 全介助 

14 衣服の着脱 介助なし 一部介助 全介助 

    B 得点 

注） 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入にあたっては、 

「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」に基づき行うこと。 

A については、評価日において実施されたモニタリング及び処置等の合計点数を記載する。 

B については、評価日の患者の状況に基づき判断した点数を合計して記載する。 

＜一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準＞ 

モニタリング及び処置等に係る得点（A 得点）が 2 点以上、かつ患者の状況等に係る得点（B 得点）が３点以上。 

＜地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア病棟入院医療管理料を算定する場合も含む）における一般病棟用の重症度、医

療・看護必要度に係る基準＞ 

モニタリング及び処置等に係る得点（A 得点）が１点以上。 

＜回復期リハビリテーション病棟入院料１における一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準＞ 

モニタリング及び処置等に係る得点（A 得点）が１点以上。 

別添6 CD収録
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

A モニタリング及び処置等 
 

1 創傷処置 
項目の定義 
創傷処置は、①創傷の処置（褥瘡処置を除く）、②褥瘡の処置のいずれかの処置について、看護師

等が医師の介助をした場合、あるいは看護師等が自ら処置を実施した場合に評価する項目である。 
選択肢の判断基準 
「なし」 
  創傷処置のいずれも実施しなかった場合をいう。 
「あり」 
  創傷処置のいずれかを実施した場合をいう。 
判断に際しての留意点 
創傷処置に含まれる内容は、各定義及び留意点に基づいて判断すること。 

 
①創傷の処置（褥瘡処置を除く） 
【定義】 
創傷の処置（褥瘡処置を除く）は、創傷があり、創傷についての処置を実施した場合に評価する項

目である。 
【留意点】 

 ここでいう創傷とは、皮膚・粘膜が破綻をきたした状態であり、その数、深さ、範囲の程度は問わ
ない。 
 縫合創は創傷処置の対象に含めるが、縫合のない穿刺創は含めない。粘膜は、鼻・口腔・膣・肛門
の粘膜であって、外部から粘膜が破綻をきたしている状態であることが目視できる場合に限り含める。
気管切開口、胃瘻、ストーマ等の造設から抜糸まで、及び、滲出が見られ処置を必要とする場合は含
めるが、瘻孔として確立した状態は含めない。 
 ここでいう処置とは、創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、洗浄、消毒、止血、薬剤の注入・
塗布、ガーゼ・フィルム材等の創傷被覆材の貼付・交換等の処置を実施した場合をいい、診察、観察
だけの場合やガーゼを剥がすだけの場合は含めない。 
 また、VAC 療法（陰圧閉鎖療法）、眼科手術後の点眼及び排泄物の処理に関するストーマ処置は含
めない。 
 

②褥瘡の処置 
【定義】 
褥瘡の処置は、褥瘡があり、褥瘡についての処置を実施した場合に評価する項目である。 

【留意点】 
 ここでいう褥瘡とは、NPUAP 分類Ⅱ度以上又は DESIGN-R 分類 d2 以上の状態をいう。この状態に
達していないものは、褥瘡処置の対象に含めない。 
 ここでいう処置とは、褥瘡に対して、洗浄、消毒、止血、薬剤の注入・塗布、ガーゼ・フィルム材
等の創傷被覆材の貼付・交換等の処置を実施した場合をいい、診察・観察だけの場合やガーゼを剥が
すだけの場合は含めない。また、VAC 療法（陰圧閉鎖療法）は含めない。 
【参考】 

NPUAP 分類（National Pressure Ulcer of Advisory Panel）Ⅱ度以上 
DESIGN-R 分類（日本褥瘡学会によるもの）d2 以上 
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4．ADL維持向上等体制加算のアウトカム評価に院内発生褥瘡患者の割合

平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

A100　一般病棟入院基本料（1日につき）

1　7対1入院基本料� 1,591点

2　10対1入院基本料� 1,332点

3　13対1入院基本料� 1,121点

4　15対1入院基本料� 960点

注12　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に

入院している患者（7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。）について、ADL維持

向上等体制加算として、入院した日から起算して14日を限度とし、1日につき25点を所定点数に加算する。

A104　特定機能病院入院基本料（1日につき）

1　一般病棟の場合

イ　7対1入院基本料� 1,599点

ロ　10対1入院基本料� 1,339点

2　結核病棟の場合

イ　7対1入院基本料� 1,599点

ロ　10対1入院基本料� 1,339点

ハ　13対1入院基本料� 1,126点

ニ　15対1入院基本料� 965点

3　精神病棟の場合

イ　7対1入院基本料� 1,350点

ロ　10対1入院基本料� 1,278点

ハ　13対1入院基本料� 951点

ニ　15対1入院基本料� 868点

注10　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟（一

般病棟に限る。）に入院している患者について、ADL維持向上等体制加算として、入院した日から起算して14日を

限度とし、1日につき25点を所定点数に加算する。

A105　専門病院入院基本料（1日につき）

1　7対1入院基本料� 1,591点

2　10対1入院基本料� 1,332点

3　13対1入院基本料� 1,121点

注9　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に

入院している患者（7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。）について、ADL維持

向上等体制加算として、入院した日から起算して14日を限度とし、1日につき25点を所定点数に加算する。
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

平成26年3月5日保医発0305第1号
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

4の8　ADL維持向上等体制加算の施設基準

7対1入院基本料（一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）及び専門病院入院基本料）

又は10対1入院基本料（一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）及び専門病院入院

基本料）を算定する病棟において、以下の基準を満たすこと。

（1）　当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士（以下「理学療法士等」とい

う。）が1名以上配置されていること。なお、複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごと

にそれぞれ専従の理学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等は、疾患別リハビリテーシ

ョン等を担当する専従者との兼務はできないものであること。ただし、当該病棟内に区分番号「A308-3」に

規定する地域包括ケア入院医療管理料1又は2を算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法

士等の業務について兼務しても差し支えない。

（2）　当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。

ア　リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。

イ　適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること。

（3）　（2）の要件のうちイにおけるリハビリテーションに係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期の

リハビリテーション医療に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ10

時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。

ア　リハビリテーション概論について（急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプロー

チを含む。）

イ　リハビリテーション評価法について（評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な評価を含む。）

ウ　リハビリテーション治療法について（運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法

を含む。）

エ　リハビリテーション処方について（リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテー

ションカンファレンスを含む。）

オ　高齢者リハビリテーションについて（廃用症候群とその予防を含む。）

カ　脳・神経系疾患（急性期）に対するリハビリテーションについて

キ　心臓疾患（CCUでのリハビリテーションを含む。）に対するリハビリテーションについて

ク　呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて

ケ　運動器系疾患のリハビリテーションについて

コ　周術期におけるリハビリテーションについて（ICUでのリハビリテーションを含む。）

（4）　当該病棟の直近1年間の新規入院患者のうち、65歳以上の患者が8割以上、又は、循環器系、新生物、消

化器系、運動器系若しくは呼吸器系の疾患の患者が6割以上であること。

（5）　アウトカム評価として、以下の基準をすべて満たすこと。

ア　直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者（死亡退院を除く。）のうち、退院又は転棟時における

ADLが入院時と比較して低下した患者（別添6の別紙7の2の合計得点が低下した者をいう。）の割合が3

％未満であること。なお、患者のADLは、基本的日常生活活動度（Barthel�Index、以下「BI」という。）

を用いて評価することとするが、平成27年3月31日までの間に限り、DPCにおける入院時又は退院時の

ADLスコアを用いた評価であっても差し支えない。

イ　当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡（DESIGN-R分類d2以上とする。以下この項において

同じ）を保有している入院患者の割合が1.5％未満であること。なお、その割合は、次の（イ）に掲げる数

を（ロ）に掲げる数で除して算出する。
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（イ）届出時の直近月の初日（以下この項において、「調査日」という）に褥瘡を保有する患者数のうち、

入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数

（ロ）調査日の入院患者数（調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める）

なお、届出以降、毎年7月1日の届出報告（別添7の様式5の4）に基づき、院内で発生した褥瘡を保有

している入院患者の割合を調査すること（別添7の様式5の4を用いて、院内で発生した褥瘡（DESIGN-R

分類d2以上）を保有する患者の合計を入院患者数で除して算出すること）。

（6）　疾患別リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。

（7）　（2）の要件のうちイについては、平成27年4月1日より適用する。

⿎解説
　急性期病棟に入院している患者についてADL低下が見られることから、急性期病棟におけるリハ
ビリテーション専門職の配置等についての評価が新設された。「ADL維持向上等体制加算」というも
ので、一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、または専門病院入院基本料の7対1病棟、10
対1病棟で、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士、または常勤言語聴覚士が1名以上配置されて
いることが条件となる。入院した日から起算して14日を限度として1日について25点が加算される。
　加算の条件であるアウトカム評価として、褥瘡に関しては下記の要件が入っている。
　当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡（DESIGN-R分類d2以上とする。以下この項に
おいて同じ）を保有している入院患者の割合が1.5％未満であること。なお、その割合は、次の（イ）
に掲げる数を（ロ）に掲げる数で除して算出する。
（イ）届出時の直近月の初日（以下この項において、「調査日」という）に褥瘡を保有する患者数のう
ち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数

（ロ）調査日の入院患者数（調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含め
る）
　なお、届出以降、毎年７月１日の届出報告（別添７の様式５の４）に基づき、院内で発生した褥瘡
を保有している入院患者の割合を調査すること（別添７の様式５の４を用いて、院内で発生した褥瘡
（DESIGN-R分類d2以上）を保有する患者の合計を入院患者数で除して算出すること）。
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

35-様式５の４ 

様式５の４ 

褥瘡対策に係る報告書 

褥瘡対策の実施状況（報告月の前月の初日における実績・状況） 

① 入院患者数（報告月の前月の初日の入院患者数） 名 

② ①のうち、ｄ１以上の褥瘡を有していた患者数（褥瘡保有者数） 名 

③ ②のうち、入院時に既に褥瘡を有していた患者数（入院時褥瘡保有者数） 名 

④ ②のうち、入院中に新たに褥瘡が発生した患者数 名 

⑤ 体圧分散マットレス等に関する体制の整備状況 

 

⑥ 褥瘡の重症度 入院時の褥瘡（③の患者の入院時

の状況） 

院内発生した褥瘡（④の患者の発

見時の状況） 

 d1 名 名 

d2 名 名 

D3 名 名 

D4 名 名 

D5 名 名 

DU 名 名 

 
[記載上の注意] 

１ ①については、報告月の前月の初日の入院患者数を記入する（当該日の入院または入院予定患者
は含めないが、当該日の退院または退院予定患者は含める。）。 

２ ②については、①の患者のうち、DESIGN-R 分類ｄ1 以上を有する患者数を記入する（１名の患
者が複数の褥瘡を有していても、患者１名として数える。）。 

３ ③については、②の患者のうち、入院時に、DESIGN-R 分類ｄ1 以上を有する患者数を記載する
（１名の患者が複数の褥瘡を有していても、患者１名として数える。）。 

４ ④については、②の褥瘡保有者数から③の入院時褥瘡保有者数を減じた数を記入する。 
５ ⑥については、③の入院時褥瘡保有者について、入院時の褥瘡の重症度、④の入院中に新たに褥

瘡が発生した患者について、発見時の重症度を記入する。 

 
  

別添7 CD収録
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5．訪問看護における褥瘡のリスク評価及び褥瘡患者数等の報告

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第63号

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」

＜通則＞
02　訪問看護管理療養費

1　月の初日の訪問の場合

イ　機能強化型訪問看護管理療養費1� 12,400円

ロ　機能強化型訪問看護管理療養費2� 9,400円

ハ　イ又はロ以外の場合� 7,400円

2　月の2日目以降の訪問の場合（1日につき）� 2,980円

注1　指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション（イ及びロについては、

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。）

であって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行って

いるものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看

護報告書を当該利用者の主治医（保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設の医師に限る。以下同じ。）に対し

て提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に、訪問

の都度算定する。

2　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、

利用者又はその家族等に対して当該基準に規定する24時間の対応体制又は連絡体制にある場合（指定訪問看護を受

けようとする者の同意を得た場合に限る。）には、当該基準に係る区分に従い、月1回を限度として、次に掲げる額

のいずれかを所定額に加算する。ただし、当該月において、当該利用者について他の訪問看護ステーションが次に

掲げる加算を算定している場合は、算定しない。

イ　24時間対応体制加算� 5,400円

ロ　24時間連絡体制加算� 2,500円

3　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、

指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態等にある利用者に限る。

以下この注において同じ。）に対して、当該基準に定めるところにより、当該利用者に係る指定訪問看護の実

施に関する計画的な管理を行った場合には、特別管理加算として、月に1回を限度として2,500円を所定額に加

算する。ただし、特別な管理を必要とする利用者のうち重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が定める

状態等にある利用者については、5,000円を加算する。

4　指定訪問看護を受けようとする者であって、保険医療機関又は介護老人保健施設に入院中又は入所中のもの

の退院又は退所に当たり、当該訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）が、当該保険医療機関

若しくは介護老人保健施設の主治医又は職員と共同し、当該者又はその看護に当たっている者に対して、在宅

での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合には、退院又は退所後の最初の指定訪問看

護が行われた際に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回に限り6,000円を所定額に加算す

る。ただし、区分番号01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者については、当該退院又

は退所につき2回に限り加算できる。

5　注4に規定する者が注3本文に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等にある場合には、特別管理指導加算

として、更に2,000円を所定額に加算する。

6　退院時共同指導加算は、他の訪問看護ステーションにおいて当該加算を算定している場合（区分番号01の注1
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に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者にあっては、当該加算を2回算定している場合）は、算

定しない。

7　指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に該当す

る場合に、保険医療機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）が、

退院日に当該保険医療機関以外において療養上必要な指導を行ったときには、退院支援指導加算として、退院

日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円を加算する。ただし、当該者が退院日の翌日以降初

日の指定訪問看護が行われる前に死亡又は再入院した場合においては、死亡日又は再入院することとなったと

きに算定する。

8　訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）が、利用者の同意を得て、訪問診療を実施している保

険医療機関を含め、歯科訪問診療を実施している保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局

と文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、在宅

患者連携指導加算として、月1回に限り、3,000円を所定額に加算する。

9　訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）が、在宅での療養を行っている利用者であって通院が

困難なものの状態の急変等に伴い、当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該保

険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理

指導を実施している保険薬局の保険薬剤師又は居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同で患家に赴き、カ

ンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合には、在宅患者緊急時等カンファ

レンス加算として、月2回に限り、2,000円を所定額に加算する。

10　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーション

が、当該利用者（診療報酬の算定方法別表第一に規定する精神科重症患者早期集中支援管理料を現に算定する

利用者に限る。）に対して、当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関と連携して、支援計画等に基づき、定

期的な訪問看護を行った場合には、精神科重症患者早期集中支援管理連携加算として、月1回に限り、6月を限

度として6,400円を所定額に加算する。

＜通知＞
平成26年3月5日保発0305第3号

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

第5　訪問看護管理療養費について
1　（1）訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整

備されており、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪

問看護ステーションが、利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書又は精神科訪問看護計画書及び精神

科訪問看護報告書を主治医に提出するとともに、主治医との連携確保や訪問看護計画の見直し等を含め、当該

利用者に係る指定訪問看護の実施に関する休日・祝日等も含めた計画的な管理を継続して行った場合に算定す

ること。

　なお、月の初日の訪問の場合であって、常勤看護職員の数等について「訪問看護療養費に係る訪問看護ステ

ーションの基準等」（平成18年厚生労働省告示第103号）の第一の六（1）及び（2）に掲げる基準を満たす場

合には、機能強化型訪問看護管理療養費としてイ又はロを算定し、それ以外の場合はハを算定すること。

（2）　（1）の安全な提供体制の整備とは、以下の要件を満たすものであること。

ア　安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されていること。

イ　訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が

整備されていること。

ウ　日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子
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のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成、実施及び評価を

行うこと。なお、褥瘡アセスメントの記録については、参考様式（褥瘡対策に関する看護計画書）を踏

まえて記録すること。

（3）　訪問看護ステーションの営業時間内における利用者又はその家族等との電話連絡、居宅における療養

に関する相談等、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理（他の訪問看護ステーションとの連絡調整を

含む。）に要する費用は、訪問看護管理療養費に含まれること。

（4）　利用者の主治医に対して訪問看護報告書を提出した場合は、当該報告書の写しを訪問看護記録書に添

付しておくこと。ただし、訪問看護報告書と訪問看護記録書の内容が同一の場合は、訪問看護記録書に提

出年月日を記録することでこれに代えることができること。

（5）　1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護の実施に関する計画的な管理

を行う場合は、訪問看護ステーション間において十分に連携を図ること。

（6）　指定訪問看護の実施に関する計画的な管理に当たっては、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、保健

所又は精神保健福祉センター（以下「市町村等」という。）において実施する保健福祉サービスとの連携

に十分配慮すること。

（7）　衛生材料を使用している利用者について、療養に必要な衛生材料が適切に使用されているか確認し、

療養に支障が生じている場合、必要な量、種類及び大きさ等について訪問看護計画書に記載するとともに、

使用実績を訪問看護報告書に記載し、主治医に報告し療養生活を整えること。

2　（1）�　ア　注2のイに規定する24時間対応体制加算は、利用者又はその家族等から電話等により看護に関す

る意見を求められた場合に常時対応できる体制にある場合であって、緊急時訪問看護を必要に応じて行

う体制にあるものとして地方厚生（支）局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、保健師又は看

護師が指定訪問看護を受けようとする者に対して当該体制にある旨を説明し、その同意を得た場合に、

月1回に限り所定額に加算すること。

イ　24時間対応体制加算に係る指定訪問看護を受けようとする者に対する説明に当たっては、当該者に対

して、訪問看護ステーションの名称、所在地、電話番号並びに時間外及び緊急時の連絡方法を記載した

文書を交付すること。

ウ　24時間対応体制加算は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるも

のであること。このため、24時間対応体制加算に係る指定訪問看護を受けようとする者に説明するに当

たっては、当該者に対して、他の訪問看護ステーションから24時間対応体制加算又は24時間連絡体制

加算に係る指定訪問看護を受けていないか確認すること。

エ　24時間対応体制加算に関し、利用者等から電話等により看護に関する意見を求められ、これに対応し

た場合及び緊急に指定訪問看護を実施した場合は、その日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記

録すること。

（2）　ア　注2のロに規定する24時間連絡体制加算は、利用者又はその家族等から電話等により看護に関す

る意見を求められた場合に常時対応できる体制にあるものとして地方厚生（支）局長に届け出た訪問看

護ステーションにおいて、保健師又は看護師が指定訪問看護を受けようとする者に対して当該体制にあ

る旨を説明し、その同意を得た場合に、月1回に限り所定額に加算すること。

イ　24時間連絡体制加算に係る指定訪問看護を受けようとする者に対する説明に当たっては、当該者に対

して、訪問看護ステーションの名称、所在地、電話番号並びに時間外及び緊急時の連絡方法を記載した

文書を交付すること。

ウ　24時間連絡体制加算は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるも

のであること。このため、24時間連絡体制加算に係る指定訪問看護を受けようとする者に説明するに当

たっては、当該者に対して、他の訪問看護ステーションから24時間対応体制加算又は24時間連絡体制

加算に係る指定訪問看護を受けていないか確認すること。
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エ　24時間連絡体制加算に関し、利用者等から電話等により看護に関する意見を求められ、これに対応し

た場合は、その日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録すること。

オ　24時間連絡体制加算を算定する場合については、24時間対応体制を整備するように努めること。

（3）　24時間対応体制加算又は24時間連絡体制加算は、1つの訪問看護ステーションにおいていずれか一方

のみを算定するものであり、当該訪問看護ステーションにおける利用者によって24時間対応体制加算又は

24時間連絡体制加算を選択的に算定することができないものであること。

3　（1）　注3に規定する特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して指定訪

問看護を行うにつき、当該利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常

時対応できる体制その他必要な体制が整備されているものとして地方厚生（支）局長に届け出た訪問看護ス

テーションにおいて、指定訪問看護を受けようとする者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に

関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り所定額に加算すること。

（2）　（1）の「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」とは、基準告示第2の5に規定する状態

等にある利用者であって、下記のいずれかに該当するものであること。

ア　在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある利用者又は気

管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある利用者

イ　在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指

導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続

陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理若しくは在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている

状態にある利用者

ウ　人工肛門若しくは人工膀胱を設置している状態にある利用者

エ　真皮を越える褥瘡の状態にある者

①NPUAP（The�National�Pressure�Ulcer�Advisory�Panel）分類Ⅲ度又はⅣ度

②DESIGN-R分類（日本褥瘡学会によるもの）D3、D4又はD5

ただし、特別な管理を必要とする利用者のうちで重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が定める状

態にある利用者とは、アに掲げるものをいうこと。

オ　在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している利用者

（3）　（2）のエの「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算を算定する場合は、定期的（1

週間に1回以上）に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価（褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、

肉芽組織、壊死組織、ポケット）を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケアについて訪問看護記録書に記

録すること。なお、実施したケアには必要に応じて利用者の家族等への指導も含むものであること。

（4）　（2）のオの「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している利用者」に対して特別管理加算を算定

する場合は、当該管理指導に係る指示書による点滴注射が終了した日及びその他必要が認められる場合に

は、主治医への連絡を速やかに行うこと。また、訪問看護記録書に在宅患者訪問点滴注射指示書を添付の

上、点滴注射の実施内容を記録すること。

（5）　訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受けることができるよう必要な

支援を行うこととする。
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＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第15号

「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」

第3届　出受理後の措置

1　届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じた場合には、指定訪問看護事業者に対して、遅滞なく

変更の届出を行わせること。

2　届出の受理を行った訪問看護ステーションについては、適宜調査を行い、届出と内容が異なる状況にある場

合には届出の変更を行うなど運用の適正を期すこと。

3　訪問看護ステーションの基準に適合しないことが判明し、所要の指導の上、なお改善が見られない場合は、

当該届出は無効となるものであるが、その際には当該訪問看護ステーションに係る指定訪問看護事業者に弁明

を行う機会を与えること。

4　前記3により届出が無効となった場合は、審査支払機関に対し、速やかにその旨を通知すること。

5　前記3による届出の無効後の取扱いについては、当該届出による算定は不当利得になるため、返還措置を講ず

ることとし、不正又は不当な届出をした訪問看護ステーションに対しては、その届出に係る新たな届出は、受

理取消し後6月間は受け付けないものであること。

6　届出事項については、地方厚生（支）局において閲覧に供するとともに、保険者等に提供するよう努めること。

7　訪問看護ステーションにおいては、当該届出による算定を行う訪問看護ステーションである旨の掲示を行う

こと。

8　届出を行った訪問看護ステーションは、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について、別添により地方厚生

（支）局長へ報告を行うものであること。

（問6）　訪問看護管理療養費の留意事項通知に「祝日休日を含めた管理」とあるがどのような意味か。

（答）　訪問看護の必要性を踏まえ、土日、祝日についても訪問看護を実施するということ。

（問7）　褥瘡のリスク評価はいつ行うのか。

（答）　訪問看護の利用開始時及び褥瘡発生時に行う。日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因

子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、適切な褥瘡対策の看護

計画を作成、実施及び評価を行うこと。

疑義解釈資料の送付について（その1）事務連絡（平成26年3月31日）

⿎解説
　今回の改定の「重点課題」の中で「1－3�在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推
進について」があり、その中に「在宅における褥瘡対策の推進」が謳われている。
　基本的な考え方は、入院時の褥瘡保有率が増加傾向であることを踏まえて、在宅における褥瘡対策
を推進するために、訪問看護利用者に対して褥瘡のリスク評価の実施等を訪問看護管理療養費の算定
要件として、褥瘡患者数等の報告を求めることである。
　具体的には、「訪問看護管理療養費」の中で、褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する
危険因子のある患者およびすでに褥瘡を有する患者については、適切な褥瘡対策の看護計画の作成、
実施及び評価を行うこととされている。そして、毎年7月1日に、褥瘡の重症度も含めて褥瘡患者数
等について報告を行うこととされた。
　「訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書」の「6．褥瘡対策の実施状況」として、「訪問看
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護ステーション全利用者数」「そのうちd1以上の褥瘡を保有している利用者数」、さらにその中で「訪
問看護開始時に既に褥瘡を有していた利用者数」「訪問看護利用中に新たに褥瘡が発生した利用者数」
を報告する。さらに、それらについて褥瘡の重症度をDESIGN-Rのd1からDUで記入することにな
った。

褥瘡対策に関する看護計画書（例示）

氏　名� 殿 男　女

明・大・昭・平　　　年　　月　　日生 （　　歳）

記入看護師名 　　�.　�　.�　　計画作成日

　　�.　�　.�　　褥瘡発生日
褥瘡の有無

1．現在　　なし　あり（仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部、その他（　　））

2．過去　　なし　あり（仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部、その他（　　））

〈日常生活自立度の低い入院患者〉

危
険
因
子
の
評
価

日常生活自立度� J（1、2）� A（1、2）� B（1、2）� C（1、2） 対処

・基本的動作能力� （ベッド上　自力体位変換）
� � （イス上　坐位姿勢の保持、除圧）

� できる� できない�
� できる� できない�

「あり」もしくは
「できない」が1つ
以上の場合、看
護計画を立案し
実施する

・病的骨突出 � なし� あり�

・関節拘縮 � なし� あり�

・栄養状態低下 � なし� あり�

・皮膚湿潤（多汗、尿失禁、便失禁） � なし� あり�

・浮腫（局所以外の部位） � なし� あり�

〈褥瘡に関する危険因子のある患者及びすでに褥瘡を有する患者〉

褥
瘡
の
状
態
の
評
価（
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ-

Ｒ
）

深さ 0なし ⑴持続する発赤 ⑵真皮までの�
損傷

⑶皮下組織�
までの損傷

⑷皮下組織を�
こえる損傷

⑸関節腔、体腔
に至る損傷

U深さ判定が
不能の場合

滲出液 0なし ⑴少量：毎日の交換を要しない ⑶中等量：1日1回の交換 ⑹多量：1日2回以上の交換

合
計
点

大きさ（cm2）
長径×長径に直交する最大径

0皮膚損傷�
なし

⑶4未満 ⑹4以上�
16未満

⑻16以上�
36未満

⑼36以上�
64未満

⑿64以上�
100未満

⒂100以上

炎症・感染 0局所の炎症
徴候なし

⑴局所の炎症徴候あり
（創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛）

⑶局所の明らかな感染徴候あり
（炎症徴候、膿、悪臭）

⑼全身的影響あり
　（発熱など）

肉芽形成
良性肉芽が占める割合

0創閉鎖又は
創が浅い為
評価不可能

⑴創面の90％
以上をしめる

⑶創面の50％
以上90％未
満を占める

⑷創面の10％
以上50％未
満を占める

⑸創面の10％
未満を占める

⑹全く形成さ
れていない

壊死組織 0なし ⑶柔らかい壊死組織あり ⑹硬く厚い密着した壊死組織あり

ポケット（cm2）
（ポケットの長径×長径に直
交する最大径）－潰瘍面積

0なし ⑹4未満 ⑼4以上16未満 ⑿16以上36未満 �36以上

看
護
計
画

留意する項目 計画の内容

圧迫、ズレカの排除
（体位変換、体圧分散寝具、頭部
挙上方法、車椅子姿勢保持等）

ベッド上

イス上

スキンケア

栄養状態改善

リハビリテーション

［記載上の注意］
1　日常生活自立度の判定に当たっては「「障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準」の活用について」
　　（平成3年11月18日　厚生省大臣官房老人保健福祉長通知�老健第102-2号）を参照のこと。
2　日常生活自立度がJ1〜A2である患者については、当該評価票の作成を要しないものであること。

CD収録
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44-別添 

別添 

訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書（平成  年 ７月 １日 現在） 

受付番号  
 
ステーションコード  市町村 

指定訪問看護ステーションの所在地及び名称 

フリガナ  
名称  

管理者 

管理者の職種  

従たる事業所の所在地（複数ある場合は全てを記載） （  カ所） 

 

 

同一敷地内の他の事業所又は施設等の有無 （ 有 ・ 無 ） 
有る場合は該当する全てについて○で囲むこと 

1．病院 2．診療所     3．介護老人保健施設      4．介護老人福祉施設 
5．居宅介護支援事業所    6．地域包括支援センター    7．訪問介護事業所 
8．通所介護事業所    9．小規模多機能居宅介護事業所    10．複合型サービス事業所 
11．その他（    ） 

従業員の職種・員数 

 保健師 助産師 看護師 准看護師 理学・作業療法
士・言語聴覚士 

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 

常勤（人）           

非常勤（人）           

※常勤換算後
の人数（人） 

     

主たる事業所（    ）人  従たる事業所（    ）人 

主な掲示事項 

営業日（     ） 

営業日以外の計画的な訪問看護への対応の有無（  有 ・ 無 ） 

訪問看護ステーションの利用者数（報告月の前月１ヶ月間における利用者数） 

利用者数（  人） 

うち、医療保険の利用者数（  人）・介護保険の利用者数（  人） 

 

 

 

 

 

 

CD収録
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1．精神科訪問看護基本療養費に係る届出（注.当該療養費は届出がないと算定出来ません） 

○届出状況   有 ・ 無 

 受理番号（   ） 

当該届出に係る指定訪問看護を行う看護師等 

氏名 職種 当該指定訪問看護を行うために必要な経験内容 

   

   

   
 

2．24 時間対応体制加算・24 時間連絡体制加算に係る届出（注.当該加算は届出がないと算定出来ません） 

○届出状況   有 ・ 無 

 受理番号（   ） 

○連絡相談および緊急時訪問看護を担当する職員（  ）人 

3．特別管理加算に係る届出（注.当該加算は届出がないと算定出来ません） 

○届出状況   有 ・ 無 

 受理番号（   ） 

4．精神科複数回訪問加算・精神科重症患者早期集中支援管理連携加算に係る届出 

（注.当該加算は届出がないと算定出来ません） 

○届出状況   有 ・ 無 

 受理番号（精神科複数回訪問加算：     ） 

  （精神科重症患者早期集中支援管理連携加算：   ） 

5．機能強化型訪問看護管理療養費に係る届出（注.当該管理療養費は届出がないと算定出来ません） 

○届出状況   有 ・ 無 

 受理番号（機能強化型訪問看護管理療養費 1：     ） 

  （機能強化型訪問看護管理療養費 2：     ） 

○直近 1 年間のターミナルケアに係る算定状況 

ターミナルケア療養費の算定数  

ターミナルケア加算の算定数  

合計（年）  

○1 月間の別表 7 の利用者数（  人／月）※ ②の再掲 

① 直近 1 年間における、各月の別表 7 の該当利用者数の合計 人 

② ①／12 人 

○居宅介護支援事業所における介護サービス計画、予防介護サービス計画の作成状況 

① 直近 1 年間における当該訪問看護ステーションを利用した
患者のうちの、介護保険適用者数 

人 

② 上記①のうち、同一敷地内に設置された居宅介護支援事業所
により介護サービス計画または予防介護サービス計画が作
成された利用者数 

人 

③ 当該居宅介護支援事業者による介護サービス計画・予防介護
サービス計画の作成割合 ②／① 

% 
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○人材育成のための研修や実習の受入状況（直近 1 年） 
研修・実習等の受入：（ 有 ・ 無 ） 

開催回数（研修、実習等の合計）：（  回／年） 

6．褥瘡対策の実施状況 

（1）褥瘡対策の実施状況（報告月の前月の初日における実績・状況） 

① 訪問看護ステーション全利用者数（報告月の前月の初日の時

点での利用者数） 

人 

② ①のうち、d1 以上の褥瘡を保有している利用者数 人 

③ ②のうち、訪問看護開始時に既に褥瘡を有していた利用者数 人 

④ ②のうち、訪問看護利用中に新たに褥瘡が発生した利用者数 人 

⑤褥瘡の重症度 訪問看護利用開始時の褥瘡 

（③の利用者の在宅療養開始時の状況） 

訪問看護利用中に発生した褥瘡 

（④の利用者の発見時の状況） 

ｄ１ 人 人 

ｄ２ 人 人 

D３ 人 人 

D４ 人 人 

D５ 人 人 

ＤＵ 人 人 

 

備考 
1．受付番号欄には記載しないこと。 
2．従業者については、出張所に勤務する職員も含めて記載すること。 
3．営業日以外の計画的な訪問看護とは、緊急時及び営業日以外に計画的な訪問を行っていることをいう。 
4．訪問看護ステーションの利用者数については、医療保険と介護保険の合計数を記載し、そのうちの医療保険、

介護保険それぞれの利用者数を記載すること。 
5．精神科訪問看護療養費に係る届出における職種は、保健師、看護師、准看護師又は作業療法士の別を記載する

こと。また、経験内容は具体的かつ簡潔に記載すること。 
6．褥瘡対策の実施状況については、下記を参照の上、記載すること。 

医療保険の他、介護保険の利用者についても含めることとする。 
① ①の訪問看護ステーション全利用者数： 

報告月の前月の初日の訪問看護ステーションの全利用者数を記載（当該日の利用開始者は含めないが、当
該日の利用終了者は含める。）。 
① ②の褥瘡を保有している利用者数（褥瘡保有者数）： 
①利用者のうち、訪問看護利用開始時に、DESIGN-R 分類ｄ１以上を有する利用者数を記載（1 名の利用
者が複数の褥瘡を有していても、利用者数１名として数える。）。 

③利用開始時に褥瘡を有していた利用者数（開始時褥瘡保有者）： 
②の利用者のうち、訪問看護開始時に、DESIGN-R 分類ｄ１以上を有する利用者数を記載（１名の利用者が
複数の褥瘡を有していても、利用者数１名として数える。）。 

④新たに褥瘡が発生した利用者数： 
②の褥瘡保有者数から③の開始時褥瘡保有者数を減じた数を記載。 

⑤褥瘡の重症度（DESIGN-R 分類）： 

③の開始時褥瘡保有者については、訪問看護利用開始時の褥瘡の重症度を記載。④の訪問看護利用中に新た
に褥瘡が発生した患者については、発生時の褥瘡の重症度を記載。 



39

褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

6．在宅褥瘡対策チームによる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を新設

<告示>
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

第2部　在宅医療
＜通則＞
C013　在宅患者訪問褥瘡管理指導料� 750点

注1　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお

いて、重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる患者（在宅での療養を行っているものに限る。）に対して、患者

の同意を得て、当該保険医療機関の保険医、管理栄養士、看護師又は連携する他の保険医療機関等の看護師が共同

して、褥瘡管理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して6月以内に限り、

当該患者1人につき2回に限り所定点数を算定する。

2　区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号

C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。ただし、カンファレンスを行う場合にあっては、

この限りでない。

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3号

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

C013　在宅患者訪問褥瘡管理指導料

（1）　在宅患者訪問褥瘡管理指導料は、在宅褥瘡管理に係る専門的知識・技術を有する在宅褥瘡管理者を含む多

職種からなる在宅褥瘡対策チームが、褥瘡予防や管理が難しく重点的な褥瘡管理が必要な者に対し、褥瘡の改

善等を目的として、共同して指導管理を行うことを評価したものであり、褥瘡の改善等を目的とした指導管理

のための初回訪問から起算して、当該患者1人について6月以内に限り、評価のためのカンファレンスを実施

した場合に基づき2回を限度に所定点数を算定することができる。なお、当該指導料を算定した場合、初回訪

問から1年以内は当該指導料を算定することはできない。

（2）　重点的な褥瘡管理が必要な者とは、ベッド上安静であって、既にDESIGN-Rによる深さの評価がd2以上の

褥瘡を有する者であって、かつ、次に掲げるアからカのいずれかを有する者をいう。

ア　ショック状態のもの

イ　重度の末梢循環不全のもの

ウ　麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの

エ　強度の下痢が続く状態であるもの

オ　極度の皮膚脆弱であるもの

カ　褥瘡に関する危険因子があって既に褥瘡を有するもの

（3）　在宅褥瘡対策チームは、褥瘡の改善、重症化予防、発生予防のための以下の計画的な指導管理を行う。

ア　初回訪問時に、在宅褥瘡管理者を含む在宅褥瘡対策チームの構成員の他、必要に応じて当該患者の診療を

行う医療関係職種が患家に一堂に介し、褥瘡の重症度やリスク因子についてのアセスメントを行い、褥瘡の

指導管理方針について、カンファレンス（以下「初回カンファレンス」という。）を実施し、在宅褥瘡診療

計画を立案する。

イ　初回カンファレンス以降、評価のためのカンファレンス実施までの間、在宅褥瘡対策チームの各構成員は、

月1回以上、計画に基づき、適切な指導管理を行い、その結果について情報共有する。
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ウ　初回訪問後3月以内に、褥瘡の改善状況、在宅褥瘡診療計画に基づく指導管理の評価及び、必要に応じて

見直しのためのカンファレンス（以下「評価カンファレンス」という。）を行う。評価カンファレンスの結果、

更に継続して指導管理が必要な場合に限り、初回カンファレンス後4月以上6月以内の期間に2回目の評価カ

ンファレンスを実施することができる。なお、2回目の評価カンファレンスは、1回目の評価カンファレンス

の実施日から起算して3月以内に実施しなければならない。

（4）　カンファレンス及び月1回以上の指導管理の結果を踏まえ、在宅褥瘡対策チームにおいて別紙様式43又は

これに準じた在宅褥瘡診療計画を作成し、その内容を患者等に説明するとともに、診療録に添付すること。

（5）　「注1」については、初回カンファレンスを起算日として3月以内に実施した評価カンファレンスを実施した

場合に算定できる。3月以内の評価カンファレンスの結果、継続して指導管理が必要と認められた場合に限り、

初回カンファレンス後4月以上6月以内に実施した2回目の評価カンファレンスについても実施した場合に、算

定することができる。

（6）　「注2」については、褥瘡の指導管理のために患家に訪問して行われる初回カンファレンスのほか、評価カ

ンファレンスを患家で行った日に、当該カンファレンスとは別に継続的に実施する必要のある訪問診療、訪問

看護、訪問栄養指導を併せて行う場合には、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料、区分番号「C005」在宅患

者訪問看護・指導料又は区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、区分番号「C009」在宅患者

訪問栄養食事指導料、区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料（Ⅰ）、（Ⅲ）、訪問看護基本療養費（Ⅰ）、

（Ⅱ）、精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）、（Ⅲ）を算定することができる。また、当該保険医療機関と特別の関

係にある訪問看護ステーションによる場合においても、算定することができる。ただし、当該保険医療機関が

訪問看護を実施している訪問看護ステーションと連携する場合は、当該保険医療機関において、訪問看護に係

る費用を算定できないものとする。なお、当該保険医療機関及び継続的に訪問看護を実施している訪問看護ス

テーションに適切な在宅褥瘡管理者がいない場合において、褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師が所

属する保険医療機関等と共同して行った場合は、区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の3、区分番号

「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の3、訪問看護基本療養費（Ⅰ）のハ又は訪問看護基本療養費

（Ⅱ）のハのいずれかを算定することができる。

（7）　（5）、（6）の算定にあたっては、カンファレンスの日時、実施場所、概要を診療報酬明細書の摘要欄に記載

すること。
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第2号

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

第16の4　在宅患者訪問褥瘡管理指導料

1　在宅患者訪問褥瘡管理指導料に関する施設基準

（1）　当該保険医療機関に以下の3名から構成される在宅褥瘡対策チームが設置されていること。

ア　常勤の医師

イ　保健師、助産師、看護師又は准看護師

ウ　常勤の管理栄養士（診療所にあっては、非常勤の管理栄養士でもよい。）

ただし、ア及びウについては、常勤職員（診療所の管理栄養士を除く。）であること。また、当該保険医療

機関の医師と管理栄養士が、当該患者に対して継続的に訪問看護を行う訪問看護ステーションの看護師と連

携して在宅褥瘡対策を行う場合、及び、他の保険医療機関等の看護師（准看護師を除く。）を（2）に掲げる

褥瘡管理者とする場合に限り、当該看護師を在宅褥瘡対策チームの構成員とすることができる。なお、必要

に応じて、理学療法士、薬剤師等が配置されていることが望ましい。

（2）　在宅褥瘡対策チームのア又はイ（准看護師を除く。）のいずれか1名以上については、以下のいずれの要

件も満たす在宅褥瘡管理者であること。ただし、イに掲げる所定の研修については、平成26年9月30日まで

は、当該規定を満たしているものとする。

ア　5年以上医師又は看護師として医療に従事し、褥瘡対策について1年以上の経験を有する者

イ　在宅褥瘡ケアに係る所定の研修を修了している者

ただし、当該保険医療機関に在宅褥瘡管理者の要件を満たす者がいない場合にあっては、区分番号「C005」

在宅患者訪問看護・指導料及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」の区分番号

「01」訪問看護基本療養費の注2に規定される他の保険医療機関等の褥瘡ケアに係る専門の研修を修了した看

護師を在宅褥瘡管理者とすることができる。

（3）　（2）のイにおける在宅褥瘡ケアに係る所定の研修とは、学会等が実施する在宅褥瘡管理のための専門的

な知識、技術を有する医師、看護師等の養成を目的とした6時間以上を要する講義及び褥瘡予防・管理ガイ

ドラインに準拠した予防、治療、ケアの実施に関する症例報告5事例以上の演習を含む研修であり、当該学

会等より修了証が交付される研修であること。

なお、当該学会等においては、症例報告について適切な予防対策・治療であったことを審査する体制が整備

されていること。また、当該研修の講義に係る内容については、次の内容を含むものであること。

ア　管理の基本

イ　褥瘡の概要

ウ　褥瘡の予防方法

エ　褥瘡の治療

オ　発生後の褥瘡ケア

カ　在宅褥瘡医療の推進

また、（2）の在宅褥瘡管理者について、区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料及び「訪問看護療養

費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」の区分番号「01」訪問看護基本療養費の注2に規定される

褥瘡ケアに係る専門の研修を修了した看護師については、当該研修を修了したものとみなすものであること。

2　届出に関する事項

在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式20の7を用いること。なお、当該管理指

導料の届出については実績を要しない。また、毎年7月において、前年における実績を別添2の様式20の8に

より届け出ること。

なお、1の（2）の在宅褥瘡管理者については、平成26年9月30日までは、イの研修を修了していないものであ

っても要件を満たすものとみなすものであること。
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⿎解説
　「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」が新設された。これは、多職種から構成される褥瘡対策チームが、
在宅にあってベッド上安静の褥瘡ハイリスク患者であり、すでにDESIGN-R分類d2以上の褥瘡があ
る患者に対して、カンファレンスと定期的なケア等を実施した場合に評価を行うものである。�
　「C005在宅患者訪問看護・指導料」、ならびに「C005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料」にお
いて「真皮を越える状態にある患者（区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定す
る場合にあっては真皮までの状態の患者）」とあり、この「真皮までの状態」というのは「DESIGN-R
分類d2以上の褥瘡を有する状態を指す」と疑義解釈で補足されている。

（問65）　「真皮までの褥瘡の状態」とは何を指すのか。

（答）　DESIGN－R分類d2以上の褥瘡を有する状態を指す。

（問66）　在宅褥瘡ケアに係る所定の研修とは何を指すのか。

（答）　現時点では、日本褥瘡学会が実施する褥瘡在宅セミナー、在宅褥瘡管理者研修対応と明記された教育セミナ

ー並びに学術集会の教育講演を指す。また、日本褥瘡学会認定師、日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師は、所定の

研修を修了したとみなされる。なお、看護師については、皮膚・排泄ケア認定看護師の研修についても所定の研修

を修了したとみなされる。

疑義解釈資料の送付について（その1）事務連絡（平成26年3月31日）

柱）上記、下線部は「4月4日疑義解釈資料の送付について」で訂正された

（問42）　他の医療機関等の褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師が、当該指導料を算定する保険医療機関

等と共同して、在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合についても、カンファレンスの参

加及び月1回以上の管理指導を実施する必要があるのか。

（答）　他の医療機関等の看護師が在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合も、カンファレ

ンスの参加及び月1回以上の管理指導を行うこと。

（問43）　在宅患者訪問栄養食事指導料の対象患者でない場合、在宅褥瘡管理指導に係るカンファレンスの参加及

び月1回以上の指導管理のための管理栄養士の訪問に係る費用はどのように取り扱うのか。

（答）　在宅患者訪問栄養食事指導料の要件を満たす場合には算定できるが、対象外の場合は算定できない。

（問44）　算定要件「②イ）月1回以上チーム構成員のそれぞれが患家を訪問し、その結果を情報共有する」とあ

るが、医師の訪問も必要か。また、外来受診が可能の際は、外来受診でも算定可能か。

（答）　「月1回以上チーム構成員のそれぞれが患家を訪問」としており、医師の訪問は必要である。また、当該指導

料の対象者は訪問診療等の対象者であるため、外来受診可能な者は、算定対象外である。

疑義解釈資料の送付について（その2）事務連絡（平成26年4月4日）

（問4）在宅患者訪問褥瘡管理指導料における在宅褥瘡管理に係る在宅褥瘡管理者は、入院基本料等加算の褥瘡ハ

イリスク患者ケア加算の専従の看護師（褥瘡管理者）が兼務してもよいか。

（答）　よい。

（当該医療機関において在宅褥瘡管理者となっている場合でも、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の専従の看護師の専

従業務に支障が生じなければ差し支えない）

疑義解釈資料の送付について（その5）事務連絡（平成26年5月1日）
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

　算定要件としては、当該保険医療機関内に、医師、看護師（保健師、助産師、看護師又は准看護
師）、管理栄養士から構成される在宅褥瘡対策チームが設置されていること。この医師、看護師（保
健師、助産師、看護師）のうち1名は在宅褥瘡対策について十分な経験を有する「在宅褥瘡管理者」
であることが条件となっている。実際的なイメージとしては図1のようなものが挙げられている。
　「在宅褥瘡管理者」は、「5年以上医師又は看護師として医療に従事し、褥瘡対策について1年以上
の経験を有し」かつ「在宅褥瘡ケアに係る所定の研修を修了している者」であるとされている。この
「所定の研修」とは、以下の要件を満たすものである。
・学会等が実施する在宅褥瘡管理のための専門的な知識、技術を有する医師、看護師等の養成を目的
とした6時間以上を要する講義及び褥瘡予防・管理ガイドラインに準拠した予防、治療、ケアの実
施に関する症例報告5事例以上の演習を含む研修であること。
・当該学会等より修了証が交付される研修であること。
・当該研修の講義に係る内容については、次の内容を含むものであること。
ア　管理の基本
イ　褥瘡の概要
ウ　褥瘡の予防方法
エ　褥瘡の治療

図1　在宅褥瘡対策チームによる実施体制のイメージ
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実施体制（例）

在宅褥瘡対策チームによる実施体制のイメージ

①医療機関完結型 ②医療機関・訪問看護連携型 ③在宅褥瘡管理者連携型

在宅褥瘡対策チーム
（必須メンバー）

＜在宅褥瘡対策チームの構成員＞
●常勤医師
●保健師、助産師、看護師、又は、准看護師
●常勤管理栄養士（診療所は非常勤でも可）

上記のうち、医師又は看護師等（准看護師を除く）のいずれか 1名以上は在宅褥瘡管理者であること。
ただし、当該保険医療機関、連携する訪問看護ステーションのいずれにも褥瘡管理者として適切な者がい
ない場合については、在宅褥瘡対策チームに当該保険医療機関以外の褥瘡ケアに係る専門的な研修を修了
した看護師を加えることが可能。

＜在宅褥瘡管理者＞★①又は②の者
①5年以上、医師又は看護師等（准看護師を除く）として医療に従事し、褥瘡対策について 1年以上の経
験を有する者、かつ、在宅褥瘡ケアに係る所定の研修を修了している者

②褥瘡ケアに係る専門的な研修を修了した看護師
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★

管理
栄養士

訪問看護
ステーション

患者

継続的な
訪問看護
を実施

医
師

管理
栄養士

患者

【病院】

連携

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

褥
瘡
ケ
ア
に
係
る

専
門
的
な
研
修
を

受
け
た
看
護
師
★

【他の病院】



44

オ　発生後の褥瘡ケア
カ　在宅褥瘡医療の推進
　当該学会等においては、症例報告について適切な予防対策・治療であったことを審査する体制が整
備されていることとされている。疑義解釈（その1）によれば、「所定の研修」とは、（現在のところ）
日本褥瘡学会が実施する褥瘡在宅セミナー、在宅褥瘡管理者研修対応と明記された教育セミナー並び
に学術集会の教育講演を指す。また、日本褥瘡学会認定師、日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師は、
所定の研修を修了したとみなされる。なお、看護師については、皮膚・排泄ケア認定看護師の研修に
ついても所定の研修を修了したとみなされる。
　日本褥瘡学会では、3月31日付の疑義解釈を受け、ホームページ（http://www.jspu.org/jpn/
event/topic3.html）上で「所定の研修」についての通知を出した。それによると、この制度について
は平成26年9月30日までは暫定措置として褥瘡管理者の資格は問われないが、以降については有資
格者が必要となること。日本褥瘡学会では会員のみならず非会員の人にも、平成26年8月までに適宜
在宅褥瘡セミナーを開催し、2014年8月開催の学術集会においても6時間研修に対応すること。在宅
褥瘡セミナーの受講申し込みついては、受講証の要否にかかわらず当学会ホームページから受講申し
込みフォームにて登録するシステムを利用してほしい旨が明示されている。ケアの実施に関する症例
報告5事例以上の演習についても検討中としている。
　なお、在宅患者訪問褥瘡管理指導料は、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した者が当該医
療機関にいない場合であっても、訪問看護ステーションもしくは他の医療機関の褥瘡対策チームと連
携している褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した看護師がカンファレンスに参加し、在宅褥
瘡対策チームの一員として褥瘡ケアを行った場合にも算定できる。この「褥瘡等の創傷ケアに係る適
切な研修を修了した看護師」とは、皮膚・排泄ケア認定看護師のことである。
　在宅褥瘡対策チームの構成員は、以下の内容を実施する。
ア）初回訪問時に、患者宅に一堂に会しケア計画を立案する。
イ）初回訪問以降、月1回以上チーム構成員のそれぞれが患家を訪問し、その結果を情報共有する。
ウ）初回訪問後3ヶ月以内に対策の評価及び計画の見直しのためカンファレンスを行う。
エ）1年間のケアの実績を報告する。
　在宅患者訪問褥瘡管理指導料は、初回のカンファレンスから起算して6月以内に限り、当該患者1
人につき2回に限り750点算定できる。
　つまり、初回カンファレンスを起算日として3月以内に実施した評価カンファレンスを実施した場
合に算定できること。さらに、3月以内の評価カンファレンスの結果、継続して指導管理が必要と認
められた場合に限り、初回カンファレンス後4月以上6月以内に実施した2回目の評価カンファレン
スについても実施した場合に算定できることになる（図2）。
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図2　在宅褥瘡対策チームによる実施内容

1 月 2月 3月 4月 5月 6月

実績に基づき算定 実績に基づき算定

医師、看護師、管理栄養士が、
それぞれ月1回以上、

計画的な管理指導を実施②※※

医師、看護師、管理栄養士が、
それぞれ月1回以上、

計画的な管理指導を実施※※

750点750点

2
回
目
の

※

評
価
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

※

評
価
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
③

※

※
初
回
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
①

下記の①～③を実施した場合に、当該指導料を算定することができる。

①初回訪問時に、在宅褥瘡管理者を含む在宅褥瘡対策チームの構成員が患家に一堂に介し、褥瘡の指導管理方
針について、カンファレンスを実施〔初回カンファレンス①〕

②在宅褥瘡対策チームの各構成員は、月 1回以上、指導管理を及び情報共有を実施。〔②〕
③初回訪問後 3月以内に、指導管理の評価及び、必要に応じて見直しのためのカンファレンスを実施。〔評価
カンファレンス③〕

※　　カンファレンス実施日において、当該カンファレンスとは別に継続的に実施している訪問診療、訪問看
護、訪問栄養指導を行う必要性がある場合に限り、在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問看護・指導料等に
ついて、同一日に算定することができる。

※※　各職種の月 1回以上の管理指導については、別に継続的に実施している訪問診療等において行う。訪問
栄養指導の対象ではない場合等で当該管理指導のみを目的した訪問を行う場合については、当該管理指導
料に含まれているものとする。

実施内容

在宅褥瘡対策チームによる実施内容

以後、初回カンファレ
ンス日から起算して1
年間は算定できない。

評価カンファレンス時、継続的に褥瘡管理の必要性がある
場合、初回カンファレンス日を起算日として4月から6月以内
（評価カンファレンス後 3月以内）に2回目まで算定できる。
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55-様式 20の 7 

 
様式 20 の 7 

在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準に係る届出書添付書類 

１ 在宅褥瘡管理者 

氏名 職種 医療機関等

名 

所在地 経験年数 褥瘡に係る

経験年数 

研修の有無 

      □ 

      □ 

      □ 

 

２ 在宅褥瘡対策チーム構成員 

氏名 職種 医療機関等名 所在地 常勤 

    □ 

    □ 

    □ 

 
[記載上の注意] 

１ 「１」の在宅褥瘡管理者については、5 年以上の医療従事の経験、及び、在宅褥瘡ケアに係る所
定の研修、又は、褥瘡ケアに係る専門の研修を修了したことが確認できる文書を添付すること。 
また、当該保険医療機関以外の者を在宅褥瘡管理者とする場合においては、医療機関等名と所在

地についても記入すること。 
２ 「２」の在宅褥瘡対策チームの構成員については、当該保険医療機関以外の者と連携する場合に

おいては、連携先の医療機関等名と所在地についても記入すること。 

 
  

別添2 CD収録
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56-様式 20の８ 

様式 20 の８ 

在宅患者訪問褥瘡管理指導料に係る報告書 

１ 在宅褥瘡対策の実施状況 
① 訪問診療全利用者数（報告月の前月の初日）  

② ①のうち、d1 以上の褥瘡を保有している患者数（褥瘡保有者数）  

③ ②のうち、訪問診療開始時に既に褥瘡を有していた患者数（訪問診療利
用開始時褥瘡保有者数） 

 

④ ②のうち、訪問診療実施中に新たに褥瘡が発生した患者数  

⑤  褥瘡
の重症度 

訪問診療開始時の褥瘡（③の患者の訪問診
療開始時の状況） 

訪問診療中に発生した褥瘡（④の患者の発
見時の状況） 

 d1 名 名 

d2 名 名 

D3 名 名 

D4 名 名 

D5 名 名 

DU 名 名 

２ 在宅褥瘡対策の実績 

① 本管理指導料を算定した患者数と期間 
（期間：  年 4 月～  年 3 月） 
（期間；  年 月～  年 月）※届出の変更があった場合 

名 

② ①の患者の褥瘡ハイリスク項目に該当する患者数 名 

褥
瘡
ハ
イ
リ
ス
ク
項
目 

1．ショック状態のもの 名 

2．重度の末梢循環不全のもの 名 

3．麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの 名 

4．強度の下痢が続く状態であるもの 名 

5．極度の皮膚の脆弱（低出生体重児、GVHD、黄疸など） 名 

6．褥瘡に関する危険因子（病的骨突出、皮膚湿潤、浮腫等）
があって既に褥瘡を有するもの 

名 

③ ②の患者の褥瘡の重症度 

 訪問診療開始時の褥瘡（②の患者の訪問診療開
始時） 

訪問診療中に発生した褥瘡（②の患者の発見時
の状況） 

d1 名 名 

d2 名 名 

D3 名 名 

D4 名 名 

D5 名 名 

DU 名 名 

 

別添2 CD収録
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[記載上の注意] 
１.  １の記載にあたっては、下記の内容により記入すること。 

（１） ①については、報告月の前月の初日の時点で訪問診療を利用している全利用者数を記入する
（当該日の訪問診療利用開始患者は含めないが、当該日の訪問診療利用終了患者は含める。）。 

（２） ②については、①の患者のうち、DESIGN-R 分類ｄ１以上を有する患者数を記入する（１名
の患者が複数の褥瘡を有していても、患者１名として数える。）。 

（３） ③については、②の患者のうち、訪問診療利用開始時に、DESIGN-R 分類ｄ１以上を有する
患者数を記入する（１名の患者が複数の褥瘡を有していても、患者数１名として数える。）。 

（４） ④については、②の褥瘡保有者数から③の訪問診療利用開始時褥瘡保有者数を減じた数を記
入する。 

（５） ⑤については、③の訪問診療利用開始時褥瘡保有者について、訪問診療利用開始時の褥瘡の
重症度、④の訪問診療中に新たに褥瘡が発生した患者について、発見時の重症度を記入する。 

 
２.  ２の記入にあたっては、下記の内容により記載すること。 

（１） ①については、１年間の算定患者数を記入すること。ただし、１名の患者が複数回、本指導
料を算定した場合においても、患者１名として数えることとする。 

（２） ②については、①のうち、褥瘡ハイリスク項目に該当する患者の実人数を記入する（１名の
患者について複数の褥瘡ハイリスク項目を有していても、患者１名として数える）。 
褥瘡ハイリスク項目の各項目については、１名の患者につき、複数の要因がある場合は、それ

ぞれに１名として数えることとする（複数回答）。 
（３） ③については、②の褥瘡ハイリスク項目に該当する患者の訪問診療開始時の褥瘡の重症度及

び褥瘡発生の発見時の褥瘡の重症度について記入する。 

 
  



49

褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

別紙43
褥瘡対策に関する診療計画書

氏　名� 殿 男　女

明・大・昭・平　　　年　　月　　日生 （　　歳）

　　�.　�　.�　　計画作成日

　　�.　�　.�　　褥瘡発生日
褥瘡の有無

1．現在　　なし　あり（仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部、その他（　　））

2．過去　　なし　あり（仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部、その他（　　））

〈日常生活自立度の低い入院患者〉

危
険
因
子
の
評
価

日常生活自立度� J（1、2）� A（1、2）� B（1、2）� C（1、2） 対処

・基本的動作能力� （ベッド上　自力体位変換）
� � （イス上　坐位姿勢の保持、除圧）

� できる� できない�
� できる� できない�

「あり」もしくは
「できない」が1つ
以上の場合、看
護計画を立案し
実施する

・病的骨突出 � なし� あり�

・関節拘縮 � なし� あり�

・栄養状態低下 � なし� あり�

・皮膚湿潤（多汗、尿失禁、便失禁） � なし� あり�

・浮腫（局所以外の部位） � なし� あり�

〈褥瘡に関する危険因子のある患者及びすでに褥瘡を有する患者〉

褥
瘡
の
状
態
の
評
価（
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ-

Ｒ
）

深さ 0なし ⑴持続する発赤 ⑵真皮までの�
損傷

⑶皮下組織�
までの損傷

⑷皮下組織を�
こえる損傷

⑸関節腔、体腔
に至る損傷

U深さ判定が
不能の場合

滲出液 0なし ⑴少量：毎日の交換を要しない ⑶中等量：1日1回の交換 ⑹多量：1日2回以上の交換

合
計
点

大きさ（cm2）
長径×長径に直交する最大径

0皮膚損傷�
なし

⑶4未満 ⑹4以上�
16未満

⑻16以上�
36未満

⑼36以上�
64未満

⑿64以上�
100未満

⒂100以上

炎症・感染 0局所の炎症
徴候なし

⑴局所の炎症徴候あり
（創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛）

⑶局所の明らかな感染徴候あり
（炎症徴候、膿、悪臭）

⑼全身的影響あり
　（発熱など）

肉芽形成
良性肉芽が占める割合

0創閉鎖又は
創が浅い為
評価不可能

⑴創面の90％
以上をしめる

⑶創面の50％
以上90％未
満を占める

⑷創面の10％
以上50％未
満を占める

⑸創面の10％
未満を占める

⑹全く形成さ
れていない

壊死組織 0なし ⑶柔らかい壊死組織あり ⑹硬く厚い密着した壊死組織あり

ポケット（cm2）
（ポケットの長径×長径に直
交する最大径）－潰瘍面積

0なし ⑹4未満 ⑼4以上16未満 ⑿16以上36未満 �36以上

継続的な管理が必要な理由

計画

実施した内容（初回及び評価カンファレンスの記録及び月1回以上の構成員の訪問結果の情報共有の結果について記載）

カンファレンス実施日 開催場所 参加した構成員の署名 議事概要

　初回　　月　　日

　評価　　月　　日

　評価　　月　　日

評価

［記載上の注意］
１　日常生活自立度の判定に当たっては「「障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準」の活用について」
　　（平成３年11月18日　厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知�老健第102-2号）を参照のこと。
２　日常生活自立度がＪ１〜Ａ２である患者については、当該評価票の作成を要しないものであること。

　　　　　　　　　　　　 説明日　平成　　　年　　　月　　　日
　　　 本人又は家族（続柄）の署名�
在宅褥瘡対策チームの構成員の署名
　　　　　　　　　　　　　　 医師�
　　　　　　　　　　　　　 看護師�
　　　　　　　　　　　 管理栄養士�
　　　　　　　　　 在宅褥瘡管理者�

CD収録
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7．創傷被覆材等の価格改定

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示62号

「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件」

008　皮膚欠損用創傷被覆材

（1）真皮に至る創傷用� 1㎠当たり� 7円

（2）皮下組織に至る創傷用

　①標準型� 1㎠当たり� 10円

　②異形型� 1g当たり� 37円

（3）筋・骨に至る創傷用� 1㎠当たり� 25円

009　非固着性シリコンガーゼ

（1）広範囲熱傷用� 1,060円

（2）平坦部位用� 139円

（3）凹凸部位用� 326円

105　デキストラノマー� 1g当たり� 142円

159　局所陰圧閉鎖処置用材料� 1㎠当たり� 25円

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第5号「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」

1　特定保険医療材料の算定に係る一般的事項

（1）　療養に要する費用の額の算定に当たって、保険診療に用いられる医療機器・材料（�薬事法（�昭和35年法

律第145号）�上の承認又は認証を得たものであって、超音波診断装置、CT、MRI等の装置類は除く。以下「保

険医療材料」という。）�に係る費用を手技料及び薬剤料と別途算定する場合は、当該医療機器の費用の額は、材

料価格基準別表の各項（�関係通知において準用する場合を含む。）�に規定されている材料価格により算定する。

（2）　特掲診療料の各部において、特定保険医療材料料を算定する場合には、特定保険医療材料の材料価格を10

円で除して得た点数となるが、この場合において端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数とする。

（3）　特定保険医療材料以外の保険医療材料については、当該保険医療材料を使用する手技料の所定点数に含ま

れており、別途算定できない。また、特定保険医療材料以外の保険医療材料を処方せんにより給付することは

認められない。さらに、保険医療材料を患者に持参させ、又は購入させてはならない。

（4）　特定保険医療材料は、薬事法上承認又は認証された使用目的以外に用いた場合は算定できない。

2　在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い

（5）　皮膚欠損用創傷被覆材、非固着性シリコンガーゼ

ア　本材料はいずれかの在宅療養指導管理料を算定している場合であって、在宅での療養を行っている通院困

難な患者のうち、皮下組織に至る褥瘡（�筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。）（DESIGN-R分類D3、D�4及びD5）�

を有する患者の当該褥瘡に対して使用した場合、又は区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料

を算定している患者に対して使用した場合に限り算定できる。

イ　皮膚欠損用創傷被覆材について、同一の部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみ算
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定する。

ウ　区分番号「C114」を算定している患者以外に対して使用する場合は、いずれも原則として3�週間を限度と

して算定する。それ以上期間において算定が必要な場合には、摘要欄に詳細な理由を記載する。

（56）デキストラノマー

　デキストラノマーは、下腿潰瘍、第Ⅱ度熱傷、第Ⅲ度熱傷若しくは消化管瘻周囲皮膚炎の浸出性創面、褥瘡又

は術創に対して、2週間（改善傾向が明らかな場合は、3週間）を限度として算定できる。

（84）局所陰圧閉鎖処置用材料

ア　局所陰圧閉鎖処置用材料は以下の場合にのみ算定できる。

a　外傷性裂開創（一次閉鎖が不可能なもの）

b　外科手術後離開創・開放創

c　四肢切断端開放創

d　デブリードマン後皮膚欠損創

イ　主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算

定できない。

ウ　局所陰圧閉鎖処置用材料は局所陰圧閉鎖処置開始日より3週間を標準として算定できる。特に必要と認め

られる場合については4週間を限度として算定できる。3週間を超えて算定した場合は、診療報酬明細書の摘

要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。

エ　局所陰圧閉鎖処置用材料を使用した場合は、処置開始日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

⿎解説
　皮膚欠損用創傷被覆材、非固着性シリコンガーゼ、デキストラノマーの材料価格が改定された。
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8．在宅での創傷被覆材が保険薬局で支給可能に

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
調剤報酬点数表に関する事項

＜通則＞
1　保険薬局は、当該保険薬局において調剤される医薬品の品質確保について万全を期さなければならない。

2　保険薬剤師は、投与日数が長期間にわたる処方せんによって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の

困難その他の理由によって分割して調剤する必要がある場合には、分割調剤を行うこと。

また、分割調剤を行う場合（上記の場合のほか、後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更が不可の場合の

署名欄に処方医の署名又は記名・押印がない、又は署名欄に処方医の署名又は記名・押印があるものの「変更

不可」欄に「✓」又は「×」が記載されていない先発医薬品がある処方せん（以下「後発医薬品への変更が可
能な処方せん」という。）を提出した患者の同意に基づき、処方せんに記載された先発医薬品を初めて後発医

薬品に変更して調剤を行う場合であって、当該患者の希望により、分割調剤を行う場合を含む。）は、その総

量は、当然処方せんに記載された用量を超えてはならず、また、第2回以後の調剤においては使用期間の日数

（ただし、処方せん交付の日を含めて4日を超える場合は4日とする。）と用量（日分）に示された日数との和

から第1回調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日分を超えては交付できない。例えば、4月

3日交付、使用期間4日間、用量10日分の処方せんで4月4日に5日分の調剤を受け、次に10日に調剤を受けに

来た場合は（10＋4）－7＝7であるから、残りの5日分を全部交付して差し支えないが、もし第2回の調剤を4

月13日に受けに来た場合、（10＋4）－10＝4となるので4日分しか交付できない。

3　保険薬局において分割調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、処方せんに薬剤師法第26

条に規定する事項及び分割理由等の必要な事項を記入し、調剤録を作成した後、処方せんを患者に返却すること。

4　「区分番号00」の「注3」の後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる後発医薬品については、「「診療報酬に

おける加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（平成26年3月5日保医発0305第13号）を参照する

こと。

5　保険薬局は、薬局内の見やすい場所に調剤報酬点数表の一覧等を掲示するとともに、患者の求めに応じて、

その内容を説明すること。

＜特定保険医療材料＞
区分30　特定保険医療材料
（1）　保険薬局で交付できる特定保険医療材料とは、別表1に掲げるものとし、次に該当する器材については算定

できない。

ア　別表2に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器

イ　在宅医療以外の目的で患者が使用する「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」（平成20年

3月厚生労働省告示第61号）の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料

（2）　特定保険医療材料の定義については、「特定保険医療材料の定義について」（平成26年3月5日保医発0305

第8号）を参照すること。

別表1
○インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固

第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因

子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）、性腺刺激ホルモ

ン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、
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顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノ

ルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－1受容体アゴニスト、エタネルセプ

ト製剤、ヒトソマトメジンC製剤、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、グリチルリチン酸モノアンモ

ニウム・グリシン・L－システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、

ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレ

レプチン製剤、アバタセプト製剤及びpH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤の自己注射のために用

いるディスポーザブル注射器（針を含む。）

○�万年筆型注入器用注射針

＜事務連絡＞
平成26年3月28日事務連絡

「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について」
調剤報酬点数表に関する事項

＜特定保険医療材料＞
区分30　特定保険医療材料
別表1
○万年筆型注入器用注射針

○「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」（平成20年3月厚生労働省告示第61号）の別表のⅠに

規定されている特定保険医療材料

＜告示＞
平成26年3月厚生労働省告示第62号

「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件」
別表

Ⅰ　診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）の第2章第2部に規定する

特定保険医療材料及びその材料価格

001　腹膜透析液交換セット

002　在宅中心静脈栄養用輸液セット

003　在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ

004　在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル

005　在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル

006　在宅血液透析用特定保険医療材料（回路を含む。）

007　携帯型ディスポーザブル注入ポンプ

008　皮膚欠損用創傷被覆材

（1）　真皮に至る創傷用� 1㎠当たり� 7円

（2）　皮下組織に至る創傷用

　①標準型� 1㎠当たり� 10円

　②異形型� 1g当たり� 37円

（3）　筋・骨に至る創傷用� 1㎠当たり� 25円

009　非固着性シリコンガーゼ

（1）　広範囲熱傷用� 1,060円

（2）　平坦部位用� 139円

（3）　凹凸部位用� 326円

010　水循環回路セット
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＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第5号「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」

（5）　皮膚欠損用創傷被覆材、非固着性シリコンガーゼ

ア　本材料はいずれかの在宅療養指導管理料を算定している場合であって、在宅での療養を行っている通院困難

な患者のうち、皮下組織に至る褥瘡（筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。）（DESIGN-R分類D3�、D4及びD5）を有

する患者の当該褥瘡に対して使用した場合、又は区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定

している患者に対して使用した場合に限り算定できる。

イ　皮膚欠損用創傷被覆材について、同一の部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみ算定

する。

ウ　区分番号「C114」を算定している患者以外に対して使用する場合は、いずれも原則として3週間を限度とし

て算定する。それ以上の期間において算定が必要な場合には、摘要欄に詳細な理由を記載する。

⿎解説
　平成24年度改定では、在宅で使用された創傷被覆材は、医師だけでなく患者が使用した場合も保
険算定できるようになった。今回の改定では、保険薬局で給付できる特定保険医療材料として新たに
追加された10項目の中に、皮膚欠損用創傷被覆材、非固着性シリコンガーゼが含まれた。
　条件は、在宅療養指導管理料を算定している、以下のような状態の患者に対して医療施設からの院
外処方箋により保険薬局から支給されるというものである。
　算定できる患者は、在宅での療養を行っている通院困難な患者のうち、皮下組織に至る褥瘡（筋肉、
骨等に至る褥瘡を含む。）（DESIGN-R分類D3�、D4及びD5）を有する患者の当該褥瘡に対して使用
した場合、または区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者とされ
ている。

9．薬剤費の価格改定

　各種の薬剤費（薬価）が改定になったので、確認いただきたい。
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10．局所陰圧閉鎖処置の入院外患者への適用

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

J003-2　局所陰圧閉鎖処置（入院外）（1日につき）

1　100平方センチメートル未満� 240点

2　100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満� 270点

3　200平方センチメートル以上� 330点

注　初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、それぞれ所定点

数に加算する。

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

J003-2　局所陰圧閉鎖処置（入院外）（1日につき）

（1）　入院中の患者以外の患者に対して陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合に限り算定できる。

（2）　「1」から「3」に示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さをいう。

（3）　部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。

（4）　局所陰圧閉鎖処置（入院外）を算定する場合は、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及び区分番号「J053」皮

膚科軟膏処置は併せて算定できない。区分番号「J000」創傷処置又は区分番号「J001」熱傷処置は併せて算定

できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。

（5）　局所陰圧閉鎖処置（入院外）終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処

置により算定する。

（6）　「注」に規定する加算は、入院中に区分番号「J003」局所陰圧閉鎖処置（入院）（1日につき）を算定してい

た患者が引き続き入院外で局所陰圧閉鎖処置を実施した場合は算定できない。

（7）　局所陰圧閉鎖処置（入院外）を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使

用した場合に限り算定できる。

⿎解説
　平成24年度診療報酬改定において、局所陰圧閉鎖処置はDPCの基本点数に加点する算定に変更に
なっている。今回の改定では、入院中は従来のままで、それに加えて入院外でも、陰圧創傷治療用カ
ートリッジを用いて処置を行った場合に限り、局所陰圧閉鎖処置が算定できることとなった。
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＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

K002　デブリードマン

（1）　区分番号「K013」分層植皮術から区分番号「K021-2」粘膜弁手術までの手術を前提に行う場合にのみ算定

する。

（2）　面積の算定方法については、区分番号「J000」創傷処置の取扱いの例による。

（3）　汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程

度のものを行ったときに算定する。また、繰り返し算定する場合は、植皮の範囲（全身に占める割合）を診療

報酬明細書の摘要欄に記載する。

（4）　「注3」の深部デブリードマン加算は、（3）でいう繰り返し算定される場合についても、要件をみたせば算

定できる。

（5）　「注4」の水圧式デブリードマン加算は、Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷に対して、

水圧式ナイフを用いて、組織や汚染物質等の切除、除去を実施した場合に、一連の治療につき1回に限り算定

する。なお、加圧に用いた生理食塩水の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

11．水圧式デブリードマン加算

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

K002　デブリードマン

1　100平方センチメートル未満� 1,020点

2　100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満� 2,990点

3　3,000平方センチメートル以上� 7,600点

注1　熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合においては、5回を限度として算定する。

2　注1の場合を除き、当初の1回に限り算定する。

3　骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算として、1,000点を

所定点数に加算する。

4　水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧式デブリードマン加算として、

2,500点を所定点数に加算する。

⿎解説
　今回追加された水圧式デブリードマン加算は、Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とす
る創傷に対するものである。水圧式ナイフを用いて、組織や汚染物質等の切除、除去を実施した場合
に、一連の治療につき1回に限り2,500点を加算する。
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1．重症皮膚潰瘍管理加算

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第58号「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」

第八　入院基本料等加算の施設基準等

二十二　重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準

（1）　皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標榜している保険医療機関であること。

（2）　重症皮膚潰瘍を有する入院患者について、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重

症皮膚潰瘍管理を行うこと。

（3）　重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

2 従来と変更なく継続となった項目

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第1号

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

第13　重症皮膚潰瘍管理加算
1　重症皮膚潰瘍管理加算に関する施設基準

（1）　個々の患者に対する看護計画の策定、患者の状態の継続的評価、適切な医療機器の使用、褥瘡等の皮膚

潰瘍の早期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。

（2）　その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあること。

2　届出に関する事項

　重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式26を用いること。なお、当該加算の届出につ

いては実績を要しない。

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

A226　重症皮膚潰瘍管理加算（1日につき）� 18点

注　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい

て、重症皮膚潰瘍を有している患者に対して、当該保険医療機関が計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養

上必要な指導を行った場合に、当該患者（第1節の入院基本料（特別入院基本料等を含む。）のうち、重症皮膚潰瘍

管理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、所定点数に加算する。
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＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3号

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

A226　重症皮膚潰瘍管理加算

（1）　重症皮膚潰瘍管理とは、重症な皮膚潰瘍（Sheaの分類Ⅲ度以上のものに限る。）を有している者に対して、

計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うことをいう。

（2）　本加算を算定する場合は、当該患者の皮膚潰瘍がSheaの分類のいずれに該当するかについて、診療報酬明

細書の摘要欄に記載すること。

71-様式 26 

 
様式 26 

重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準に係る届出書添付書類 

1 標榜診療科  

2  重症皮膚潰瘍管理を行う、皮膚泌尿器科

若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医

師氏名 

 

 

褥瘡対策の実施状況  

①褥瘡対策チームの設置状況等 

従事者 専任医師名  
専任看護職員名  

活動状況（施設内での指導状況等）  

②褥瘡に関する危険因子の評価の実施状況 

 （日常生活の自立度が低い入院患者対象） 

 

 
 
[記載上の注意] 

１ 「１」の標榜診療科は、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科のいずれかであること。 
２ 褥瘡対策については届出前 1 か月の状況を記載すること。 

  

別添7 CD収録
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2．処置料

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

第9部　処置
＜通則＞
1　処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。この場合において、処置に当たって通常使用され

る保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

2　処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料（以下この部

において「特定保険医療材料」という。）を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節、第3節又は

第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

3　第1節に掲げられていない処置であって簡単な処置の費用は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限

り、第3節又は第4節の各区分の所定点数のみにより算定する。

4　第1節に掲げられていない処置であって特殊な処置の処置料は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似

する処置の各区分の所定点数により算定する。

5　緊急のために休日に処置を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若し

くは深夜である処置を行った場合において、当該処置の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算

した点数により算定する。

イ　処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合

（1）　休日加算1　　　　所定点数の100分の160に相当する点数

（2）　時間外加算1（入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。）

　　　　　　　　　　　�所定点数の100分の80に相当する点数

（3）　深夜加算1　　　　所定点数の100分の160に相当する点数

（4）　（1）から（3）までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療

機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である

処置を行った場合　　�所定点数の100分の80に相当する点数

ロ　処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対して行われる場合（イに該当

する場合を除く。）

（1）　休日加算2� 所定点数の100分の80に相当する点数

（2）　時間外加算2　　　所定点数の100分の40に相当する点数

（3）　深夜加算2� 所定点数の100分の80に相当する点数

（4）　（1）から（3）までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療

機関において、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合

　　　　　　　　　　　�所定点数の100分の40に相当する点数

6　対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。
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第1節　処置料

区分

（一般処置）

J000　創傷処置

1　100平方センチメートル未満� 45点

2　100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満� 55点

3　500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満� 85点

4　3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満� 155点

5　6,000平方センチメートル以上� 270点

注1　1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者（入院中の患者に限る。）についてのみ算定する。

ただし、手術後の患者（入院中の患者に限る。）については手術日から起算して14日を限度として算定する。

2　区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理

料を算定している患者に対して行った創傷処置（熱傷に対するものを除く。）の費用は算定しない。

3　5については、6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。

J001　熱傷処置

1　100平方センチメートル未満� 135点

2　100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満� 147点

3　500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満� 225点

4　3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満� 420点

5　6,000平方センチメートル以上� 1,250点

注1　初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処

置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。

2　1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者（入院中の患者に限る。）についてのみ算定する。た

だし、手術後の患者（入院中の患者に限る。）については手術日から起算して14日を限度として算定する。

3　1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

4　4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。

J001-4　重度褥瘡処置（1日につき）

1　100平方センチメートル未満� 90点

2　100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満� 98点

3　500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満� 150点

4　3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満� 280点

5　6,000平方センチメートル以上� 500点

注1　重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われ

た場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。

2　1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者（入院中の患者に限る。）についてのみ算定する。た

だし、手術後の患者（入院中の患者に限る。）については手術日から起算して14日を限度として算定する。
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J001-5　長期療養患者褥瘡等処置（1日につき）� 24点

注1　入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所

定点数を算定する。

2　当該褥瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

J001-6　精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置（1日につき）� 30点

注1　結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置

のいずれかを行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。

イ　創傷処置（熱傷に対するものを除く。）

（1）　100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

（2）　500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

ロ　皮膚科軟膏処置

（1）　100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

（2）　500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

2　注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

第9部　処置
＜通則＞
1　処置の費用は、第1節処置料及び第2節処置医療機器等加算、第3節薬剤料又は第4節特定保険医療材料料に

掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。この場合において、処置に当たって通常使用される包帯（頭

部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯を含む。）、ガーゼ等衛生材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は、所

定点数に含まれており、別に算定できない。

　なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方せんにより投与するなど患者の自己負担とすること

は認められない。

2　特に規定する場合を除き、患者に対して特定保険医療材料又は薬剤を支給したときは、これに要する費用と

して、特定保険医療材料については「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」の定めるところ

により、薬剤については「使用薬剤の薬価（薬価基準）」の定めるところにより算定する。なお、この場合、

薬剤費の算定の単位は1回に使用した総量の価格であり、患者に対して施用した場合に限り、特に規定する場

合を除き算定できるものであるが、投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに

注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。

3　浣腸、注腸、吸入、100平方センチメートル未満の第1度熱傷の熱傷処置、100平方センチメートル未満の皮

膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿布処置その他第1節処置料に掲

げられていない処置であって簡単な処置（簡単な物理療法を含む。）の費用は、基本診療料に含まれるものとし、

別に算定することはできない。なお、処置に対する費用が別に算定できない場合（処置後の薬剤病巣撒布を含

む。）であっても、処置に際して薬剤を使用した場合には、第3節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定す

ることはできる。

4　「通則5」の入院中の患者以外の患者に対する処置の休日加算1、時間外加算1又は深夜加算1（以下「時間外

等加算1」という。）は、次のア又はイの場合であって、所定点数が1,000点以上の緊急処置の場合についての

み算定できる。
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ア　区分番号「A000」の注7、区分番号「A001」の注5、区分番号「A002」の注8に規定する加算を算定する

初診又は再診に引き続き行われた場合。ただし、区分番号「A000」の注9又は区分番号「A001」の注7に規

定する夜間・早朝等加算を算定する初診若しくは再診に引き続き行われた場合は対象とならない。なお、当

該処置の開始時間が入院手続の後であっても、当該加算は算定できる。

イ　初診又は再診に引き続いて、緊急処置に必要不可欠な検査等を行った後、速やかに緊急処置（休日に行う

もの又はその開始時間が診療時間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。）を開始した場合であって、

当該初診又は再診から処置の開始時間までの間が8時間以内である場合（当該処置の開始時間が入院手続き

の後の場合を含む。）

5　「通則5」の休日加算2、時間外加算2又は深夜加算”（以下「時間外加算等」という。）は、区分番号「A000」

の注7、区分番号「A001」の注5、区分番号「A002」の注8に規定する加算を算定する初診又は再診に引き続

き行われた所定点数が150点以上の緊急処置の場合についてのみ算定できるものであり、区分番号「A000」の

注9又は区分番号「A001」の注7に規定する夜間・早朝等加算を算定する初診若しくは再診に引き続き行われ

た場合又は入院中の患者に対して行われた場合については対象とならない。なお、当該処置の開始時間が入院

手続の後であっても当該加算は算定できる。

6　「通則5」の入院中の患者に対する処置の休日加算1又は深夜加算1は、病状の急変により、休日に緊急処置を

行った場合又は開始時間が深夜である緊急処置を行った場合であって、所定点数が1,000点以上の緊急処置を

行った場合に算定できる。

7　「通則5」の時間外等加算1は、当該加算を算定するものとして、地方厚生局長等に届出を行っている診療科に

おいて処置を実施した場合に限り算定できる。

8　処置の開始時間とは、患者に対し直接施療した時とする。なお、処置料において「1日につき」とあるものは

午前0時より午後12時までのことであり、午前0時前に処置を開始し、午前0時以降に処置が終了した場合には、

処置を行った初日のみ時間外加算等を算定し、午前0時以降の2日目については算定できない。

9　処置が保険医療機関又は保険医の都合により時間外となった場合は時間外加算等は算定できない。

10　時間外加算等に係る「所定点数」とは、第1節処置料に掲げられた点数及び各注による加算（プラスチック

ギプス加算及びギプスに係る乳幼児加算を含む。）を合計した点数であり、第2節、第3節及び第4節における

費用は含まない。

11　4から10に規定する他、時間外加算等の取扱いについては、初診料における場合と同様である。

12　「通則6」における「特に規定する場合」とは、処置名の末尾に「片側」、「1肢につき」等と記入したものを

いう。両眼に異なる疾患を有し、それぞれ異なった処置を行った場合は、その部分についてそれぞれ別に算定

できる。

13　第1節に掲げられていない特殊な処置の処置料は、その都度当局に内議し、最も近似する処置として準用が

通知された算定方法により算定する。

14　血腫、膿腫その他における穿刺は、新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して行う場合は、区分番

号「J059-2」血腫、膿腫穿刺により算定できるが、小範囲のものや試験穿刺については、算定できない。

＜処置料＞
（一般処置）

J000　創傷処置

（1）　創傷処置、区分番号「J001」熱傷処置、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及び区分番号「J053」皮膚科軟膏

処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ、又は軟膏処置を行うべき広さをいう。

（2）　同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、そ

れぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定するもの

とし、併せて算定できない。
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（3）　同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみ

により算定し、併せて算定できない。

（4）　区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料を

算定している患者（これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定して

いる者を含み、入院中の患者を除く。）については、創傷処置（熱傷に対するものを除く。）、爪甲除去（麻酔

を要しないもの）及び穿刺排膿後薬液注入の費用は算定できない。

（5）　手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定の点数のみにより算定する。

（6）　複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該

当する点数により算定する。

（7）　中心静脈圧測定、静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射に係る

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

（8）　軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

J001　熱傷処置

（1）　熱傷処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去（麻酔を要しないもの）及び穿刺排膿後薬液注入は併せ

て算定できない。

（2）　熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。

（3）　「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。

J001-4　重度褥瘡処置

（1）　皮下組織に至る褥瘡（筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。）（DESIGN-R分類D3、D4及びD5）に対して褥瘡処

置を行った場合に算定する。

（2）　重度褥瘡処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去（麻酔を要しないもの）及び穿刺排膿後薬液注入は

併せて算定できない。

J001-5　長期療養患者褥瘡等処置

（1）　長期療養患者褥瘡等処置の算定に係る褥瘡処置とは、臥床に伴う褥瘡性潰瘍又は圧迫性潰瘍に対する処置

（創傷処置又は皮膚科軟膏処置において、入院中の患者について算定することとされている範囲のものに限る。）

をいうものであり、重度褥瘡処置を含むものであること。

（2）　褥瘡処置の回数及び部位数にかかわらず1日につき1回に限り算定するものであること。

（3）　1年を超える入院の場合にあって創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用を算定する場合は、その対象傷病名を

診療報酬明細書に記載すること。

J001-6　精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置

（1）　「注1」に掲げる処置には褥瘡処置及び重度褥瘡処置を含む。

（2）　入院期間が1年を超える入院中の患者に対して行った褥瘡処置、重度褥瘡処置が、「注1」に掲げるもの以外

の創傷処置又は皮膚科軟膏処置である場合は、長期療養患者褥瘡等処置の所定点数により算定する。

（3）　結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して、ドレーン法を行

った場合は、その種類又は回数にかかわらず精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置として、1日につき所定点数

を算定する。
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3．療養病棟の入院基本料の算定要件

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第1号

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

第2　病院の入院基本料等に関する施設基準

病院である保険医療機関の入院基本料等に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりと

する。

6　「基本診療料の施設基準等」の第五の三の（2）に規定する区分

当該療養病棟に入院する患者については、別添6の別紙8の「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」

を用いて毎日評価を行い、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添1の2の別

紙様式2の「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定の欄に記載すること。その際、該当する全ての項目に記

載すること。なお、当該判定結果について、療養に要する費用の請求の際に、併せて提出すること。

7　医療区分2に定める「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、入院又は転院時既に発生していた褥

瘡に限り、治癒又は軽快後も30日に限り、引き続き医療区分2として取り扱うことができる。ただし、当該取り

扱いを行う場合においては、入院している患者に係る褥瘡の発生割合について、患者又は家族の求めに応じて説

明を行うこと。なお、褥瘡の発生割合とは、当該病棟の全入院患者数に占める当該病棟内で発生した褥瘡患者数

（入院又は転院時既に発生していた褥瘡患者を除く。）の割合である。
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

4．褥瘡評価実施加算（療養病棟、有床診療所療養病床）

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

＜通則＞
A101　療養病棟入院基本料（1日につき）

A109　有床診療所療養病床入院基本料（1日につき）

注4　入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態の場合は、当該基準に従い、当該患者につき、褥瘡評価実施加算

として、1日につき15点を所定点数に加算する。

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第58号「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」

三　対象となる患者

別表第五の四　療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態

ADL区分三の状態

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第1号

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

8　療養病棟入院基本料の注4に規定する褥瘡評価実施加算について

「基本診療料の施設基準等」の別表第五の四に掲げる状態の患者について、1日につき15点を所定点数に加算する。

また、別添6の別紙8のADL区分の判定が23点以上の状態の患者は、褥瘡等を特に生じやすい状態であることを

踏まえ、現に褥瘡等が発生した患者又は身体抑制を実施せざるを得ない状況が生じた患者については、別添6の

別紙10の「治療・ケアの確認リスト」を用いて現在の治療・ケアの内容を確認すること。また、当該患者に係る

「治療・ケアの確認リスト」の写しを診療録に添付し、今後の治療・看護の計画を見直した場合には、その内容

を診療録等に記載すること。
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80-別紙 10 

 
別紙１０ 

褥瘡 治療・ケアの確認リスト 

入院日（  年  月  日） 患者氏名（       ）（  才） □男性  □女性 

評価日（  年  月  日） 評価日の医療区分（  ）  評価日のADL 区分（  ） 

記載者サイン（□医師 □看護師 □看護補助者 サイン            ） 

 

（1）褥瘡の状態（部位毎に記載） 
 1 部位（      ） 大きさ（      ） 数（    ） ステージ※（   ） 
 2 部位（      ） 大きさ（      ） 数（    ） ステージ※（   ） 
 3 部位（      ） 大きさ（      ） 数（    ） ステージ※（   ） 
（2）圧迫・ズレ力の排除（体位変換、体圧分散寝具、頭部拳上法、車椅子姿勢保持等）の実施 

    □ あり（具体策：            ） □ なし 

（3）スキンケアの実施  □ あり（具体策：            ） □ なし 

（4）栄養治療の実施  □ あり（具体策：            ） □ なし 

（5）リハビリテーションの実施 □ あり（   単位／日）      □ なし 

（6）次回評価予定日  （  年  月  日） 

 

＊以下は、前月から引き続き褥瘡を生じている場合のみ記載 

（7）褥瘡の状態の変化（当月評価日時点での比較） 

   □改善した   □悪化した   □どちらともいえない 

（8）前月よりも「悪化した」又は「どちらともいえない」場合の今後の対応策 

   （                                    ） 

 

※褥瘡のステージ 
 第 1 度：皮膚の発赤が持続している部位があり、圧迫を取り除いても消失しない（皮膚の損傷はない） 
 第 2 度：皮膚層の部分的喪失：びらん、水疱、浅いくぼみとして表れる 
 第 3 度：皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいる

こともあれば、及んでいないこともある 
 第 4 度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している 

 

  

CD収録
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

5．専門性の高い看護師による訪問看護

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

第2部　在宅医療
C005　在宅患者訪問看護・指導料（1日につき）

1　保健師、助産師又は看護師（3の場合を除く。）による場合

イ　週3日目まで� 555点

ロ　週4日目以降� 655点

2　准看護師による場合

イ　週3日目まで� 505点

ロ　週4日目以降� 605点

3　悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 1,285点

注1　1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者（当該患者と同一の建物に居住する他の

患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問看護・指導を行う場合の当該患者（以下この区分番号及び区分番号

C005-1-2において「同一建物居住者」という。）を除く。注8及び注9において同じ。）であって通院が困難なものに

対して、診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師を訪問させて看護又は療

養上必要な指導を行った場合に、当該患者1人について日単位で算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾

病等の患者以外の患者については、区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料（3を除く。）又は

区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料を算定する日と合わせて週3日（保険医療機関が、診療に基づき患

者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めて、訪問看護・指導を行う場合にあっては、

1月に1回（別に厚生労働大臣が定めるものについては、月2回）に限り、週7日（当該診療の日から起算して14日

以内の期間に行われる場合に限る。））を限度とする。

2　3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医

療機関が、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者又は真皮を越える褥瘡

の状態にある患者（いずれも同一建物居住者を除く。）であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看

護計画により、緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医療機関の看護師

等又は訪問看護ステーションの看護師等と共同して同一日に看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者

1人について、それぞれ月1回を限度として算定する。

C005-1-2　同一建物居住者訪問看護・指導料（1日につき）

1　保健師、助産師又は看護師（3の場合を除く。）による場合

イ　同一日に2人

（1）　週3日目まで� 555点

（2）　週4日目以降� 655点

ロ　同一日に3人以上

（1）　週3日目まで� 278点

（2）　週4日目以降� 328点

2　准看護師による場合

イ　同一日に2人

（1）　週3日目まで� 505点

（2）　週4日目以降� 605点
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＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第2号

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
別添1　特掲診療料の施設基準等

第16の2　在宅訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料

1　在宅訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に関する施設基準当該保険医療機関

において、緩和ケア又は褥瘡ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置されていること。

なお、ここでいう緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修とは、それぞれ、次に該当するものをいうこと。

（2）　褥瘡ケアに係る専門の研修

ア　国及び医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要な褥瘡等の

創傷ケア知識・技術を習得することができる通算して6か月程度の研修

イ　講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習

得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修

2　届出に関する事項

在宅訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に係る届出は、別添2の様式20の3を

用いること。

ロ　同一日に3人以上

（1）　週3日目まで� 253点

（2）　週4日目以降� 303点

3　悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 1,285点

注1　1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者（同一建物居住者に限る。注8及び注9

において同じ。）であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師若しく

は看護師又は准看護師を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に、患者1人について日単位で算定する。

ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者以外の患者については、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看

護・指導料（3を除く。）又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料を算定する日と合わせて週3日（保険

医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めて、訪問看護・

指導を行う場合にあっては、1月に1回（別に厚生労働大臣が定めるものについては、月2回）に限り、週7日（当

該診療の日から起算して14日以内の期間に行われる場合に限る。））を限度とする。

2　3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医

療機関が、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者又は真皮を越える褥瘡

の状態にある患者（いずれも同一建物居住者に限る。）であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看

護計画により、緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医療機関の看護師

等又は訪問看護ステーションの看護師等と共同して同一日に看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者

1人について、それぞれ月1回を限度として算定する。
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第63号

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」
別表　訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

01　訪問看護基本療養費（1日につき）

1　訪問看護基本療養費（Ⅰ）

イ　保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合（ハを除く。）

（1）　週3日目まで� 5,550円

（2）　週4日目以降� 6,550円

ロ　准看護師による場合

（1）　週3日目まで� 5,050円

（2）　週4日目以降� 6,050円

ハ　悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 12,850円

2　訪問看護基本療養費（Ⅱ）

イ　保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合（ハを除く。）

（1）　同一日に2人

①週3日目まで� 5,550円

②週4日目以降� 6,550円

（2）　同一日に3人以上

①週3日目まで� 2,780円

②週4日目以降� 3,280円

ロ　准看護師による場合

（1）　同一日に2人

①週3日目まで� 5,050円

②週4日目以降� 6,050円

（2）　同一日に3人以上

①週3日目まで� 2,530円

②週4日目以降� 3,030円

ハ　悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 12,850円

3　訪問看護基本療養費（Ⅲ）� 8,500円

注2　1のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者又は真皮を越える褥瘡の状態に

ある利用者（いずれも同一建物居住者を除く。）に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書

及び訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出

た訪問看護ステーションの緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーション

の看護師等又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師等と共同して同一日に指定訪問看護を行った場

合に、当該利用者1人について、それぞれ月1回を限度として算定する。この場合において、同一日に区分番号02

に掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。

4　2のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者又は真皮を越える褥瘡の状態にあ

る利用者（いずれも同一建物居住者に限る。）に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及

び訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た

訪問看護ステーションの緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーションの

看護師等又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師等と共同して同一日に指定訪問看護を行った場合

に、当該利用者1人について、それぞれ月1回を限度として算定する。この場合において、同一日に区分番号02に

掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。
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＜通知＞
平成26年3月5日保発0305第3号

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

第2　訪問看護基本療養費について

1　（3）　訪問看護基本療養費（Ⅰ）のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者

又は真皮までの褥瘡の状態にある利用者に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び

訪問看護計画書に基づき、緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーシ

ョンの看護師等又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師と共同して指定訪問看護を行った場合

に月に1回を限度として、緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師が所属する訪問看護ステー

ションが算定できるものである。なお、当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護管理療養費

は算定できない。

12　（1）　利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額は算定しない。ただし、基準告示第4の2に定める場

合については、この限りでないこと。

ア　病院、診療所及び介護老人保健施設等の医師又は看護師等が配置されている施設に入院中又は入所中の場合

イ　介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は同条第19項に規定する認知症対応型共同

生活介護の提供を受けている場合

ウ　すでに他の訪問看護ステーションからの指定訪問看護（注2又は注4に規定する緩和ケア又は褥瘡ケアに

係る専門の研修を受けた看護師による指定訪問看護はその数から除く。）を利用している場合（下記の（イ）

から（ニ）までの場合を除く。）

（イ）　基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者がすでに他の1つの訪問看護ステーションから指定訪問看護

を受けている場合

（ロ）　特別訪問看護指示書の交付の対象となった利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されている

ものがすでに他の1つの訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合

（ハ）　基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が計画されているものがすで

に他の2つ以下の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている場合

（ニ）　注2又は注4に規定する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師の指定訪問看護を受け

ようとする場合

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第15号

「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」

別添　届出基準
4　訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師

次の当該訪問看護ステーションにおいて、緩和ケア又は褥瘡ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置

されていること。

なお、ここでいう緩和ケアに係る専門の研修とは（1）の、褥瘡ケアに係る専門の研修とは（2）のいずれの要件も

満たすものであること。届出については、別紙様式3を用いること。

（2）　褥瘡ケアに係る専門の研修

ア　国及び医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる通算し

て6か月程度かつ600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの

イ　講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、

コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
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86-様式 20の 3 

 
様式 20 の 3 

在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の 

注2 の施設基準に係る届出書添付書類 
（1 緩和ケア及び 2 褥瘡ケアの届出を行うものに○をつけること。） 

 

１ 緩和ケアに係る専門研修 

氏  名 他の専従要件 所属部署・診療科等 

   

   

   

 

２ 褥瘡ケアに係る専門研修 

氏  名 他の専従要件 所属部署・診療科等 

   

   

   

 
[記載上の注意] 

１ 1 及び 2 の専門の研修を修了したことが確認できる文書を添付すること。 

 

  

CD収録
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87-別紙様式 3 

 
別紙様式 3 

訪問看護基本療養費の注 2 及び注 4 に規定する専門の研修を受けた看護師に係る届出書 

（届出・変更・取消し） 

 

受理番号 （訪看 26） 号 
 

 
（届出事項）  1．緩和ケア  2．褥瘡ケア 

上記のとおり届け出ます。 

  平成  年  月  日 

指定訪問看護事業者 

の所在地及び名称 

                       代表者の氏名         印 

 

 地方厚生（支）局長 殿 

 

届出内容 

 ステーションコード  

指定訪問看護事業者 

の所在地及び名称 

                         管理者の氏名 

1 緩和ケアに関する専門研修 
  

氏名 氏名 

  

 
2 褥瘡ケアに関する専門研修 

  
氏名 氏名 

  
 

備考：1 及び2 の専門研修を修了したことが確認できる文書を添付すること。 

 ：届出書は、正副 2 通を提出のこと 

受付年月日 平成  年  月  日 決定年月日 平成  年  月  日 

 

  

CD収録
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6．「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対する週4回以上の訪問看護

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

第2部　在宅医療
C005　在宅患者訪問看護・指導料（1日につき）

1　保健師、助産師又は看護師（3の場合を除く。）による場合

イ　週3日目まで� 555点

ロ　週4日目以降� 655点

2　准看護師による場合

イ　週3日目まで� 505点

ロ　週4日目以降� 605点

3　悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 1,285点

C005-1-2　同一建物居住者訪問看護・指導料（1日につき）

1　保健師、助産師又は看護師（3の場合を除く。）による場合

イ　同一日に2人

（1）　週3日目まで� 555点

（2）　週4日目以降� 655点

ロ　同一日に3人以上

（1）　週3日目まで� 278点

（2）　週4日目以降� 328点

2　准看護師による場合

イ　同一日に2人

（1）　週3日目まで� 505点

（2）　週4日目以降� 605点

ロ　同一日に3人以上

（1）　週3日目まで� 253点

（2）　週4日目以降� 303点

3　悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 1,285点
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＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

C005　在宅患者訪問看護・指導料、C005-1-2　同一建物居住者訪問看護・指導料

（4）　在宅患者訪問看護・指導料等の算定は週3日を限度とするが、厚生労働大臣が定める疾病等の患者について

は週4日以上算定できる。

【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】

○特掲診療料の施設基準別表第七に掲げる疾病等の患者

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチント

ン病、進行性筋ジストロフィー症、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以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに

限る。））、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群）、プリオン

病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、

慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している

患者

○特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる状態等の患者

在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ

若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者、在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、

在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導

管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧

症患者指導管理を受けている状態にある者、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者、真皮を越え

る褥瘡の状態にある者、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

（5）　診療に基づき、患者の病状の急性増悪、終末期、退院直後等により一時的に週4日以上の頻回の訪問看護・

指導が必要であると認められた患者（厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く。）については、月1回（気管

カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡の状態にある者については、月2回）に限り、

当該診療を行った日から14日以内の期間において、14日を限度として算定できる。また、当該患者に対する訪

問看護・指導については、当該患者の病状等を十分把握し、一時的に頻回に訪問看護・指導が必要な理由を訪

問看護計画書及び訪問看護報告書等に記載し、訪問看護・指導の実施等において、主治医と連携を密にするこ

と。また、例えば、毎月、恒常的に週4日以上の訪問看護・指導が頻回に必要な場合については、その理由を

訪問看護計画書及び報告書に記載すること。

当該患者が介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等である場合には、看護記録に頻回の訪問看護が必要

であると認めた理由及び頻回の訪問看護が必要な期間（ただし14日間以内に限る。）を記載すること。
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＜通知＞
平成26年3月5日保発0305第3号

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

1　（1）　訪問看護基本療養費（Ⅰ）のイ及びロについては、指定訪問看護を受けようとする者（訪問看護基本療養

費（Ⅱ）を算定する者を除く。）に対して、その主治医（保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設の医師に

限る。（ただし、介護老人保健施設の医師については「退所時の場合」に限る。）以下同じ。）から交付を受けた

訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、准看護師、理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「看護師等」という。）が、当該指示書に記載された有効期間内（6

か月を限度とする。以下同じ。）に行った指定訪問看護について、利用者1人につき週3日を限度として算定する

こと。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者（特掲診療料の施設基準等（平成20年厚生労働省告

示第63号）別表7に掲げる疾病等の者及び別表8各号に掲げる者をいう。以下同じ。）については、週4日以上算

定でき、この場合において、週4日以降の日については、訪問看護基本療養費（Ⅰ）のイの（2）又はロの（2）

の所定額を算定すること。

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第63号

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」
別表　訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

01　訪問看護基本療養費（1日につき）

1　訪問看護基本療養費（Ⅰ）

イ　保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合（ハを除く。）

（1）　週3日目まで� 5,550円

（2）　週4日目以降� 6,550円

ロ　准看護師による場合

（1）　週3日目まで� 5,050円

（2）　週4日目以降� 6,050円

ハ　悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 12,850円

2　訪問看護基本療養費（Ⅱ）

イ　保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合（ハを除く。）

（1）　同一日に2人

①週3日目まで� 5,550円

②週4日目以降� 6,550円

（2）　同一日に3人以上

①週3日目まで� 2,780円

②週4日目以降� 3,280円

ロ　准看護師による場合

（1）　同一日に2人

①週3日目まで� 5,050円

②週4日目以降� 6,050円

（2）　同一日に3人以上

①週3日目まで� 2,530円

②週4日目以降� 3,030円

ハ　悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 12,850円

3　訪問看護基本療養費（Ⅲ）� 8,500円
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7．「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対する在宅患者長時間訪問看護加算

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

第2部　在宅医療
C005　在宅患者訪問看護・指導料（1日につき）

1　保健師、助産師又は看護師（3の場合を除く。）による場合

イ　週3日目まで� 555点

ロ　週4日目以降� 655点

2　准看護師による場合

イ　週3日目まで� 505点

ロ　週4日目以降� 605点

3　悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 1,285点

C005-1-2　同一建物居住者訪問看護・指導料（1日につき）

1　保健師、助産師又は看護師（3の場合を除く。）による場合

イ　同一日に2人

（1）　週3日目まで� 555点

（2）　週4日目以降� 655点

ロ　同一日に3人以上

（1）　週3日目まで� 278点

（2）　週4日目以降� 328点

2　准看護師による場合

イ　同一日に2人

（1）　週3日目まで� 505点

（2）　週4日目以降� 605点

ロ　同一日に3人以上

（1）　週3日目まで� 253点

（2）　週4日目以降� 303点

3　悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 1,285点

注5　1及び2については、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、

長時間にわたる訪問看護・指導を実施した場合には、長時間訪問看護・指導加算として、週1回（15歳未満の超重

症児又は準超重症児の場合にあっては週3回）に限り、520点を所定点数に加算する。
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＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第59号「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」
四　在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等

（3）在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する長時間の訪問を要する者

イ　十五歳未満の小児であって、超重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療加算の注1に規定する

超重症の状態又は超重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態

にあるもの

ロ　別表第八に掲げる者

ハ　医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

（16）在宅患者訪問看護・指導料等の「注5」に規定する長時間訪問看護・指導加算は、厚生労働大臣が定める長時

間の訪問を要する者に対して、1回の訪問看護・指導の時間が90分を超えた場合について算定するものであり、週

1回（15歳未満の超重症児又は準超重症児の場合にあっては週3回）に限り算定できるものとする。

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第63号

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」
別表　訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

01　訪問看護基本療養費（1日につき）

1　訪問看護基本療養費（Ⅰ）

イ　保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合（ハを除く。）

（1）　週3日目まで� 5,550円

（2）　週4日目以降� 6,550円

ロ　准看護師による場合

（1）　週3日目まで� 5,050円

（2）　週4日目以降� 6,050円

ハ　悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 12,850円

2　訪問看護基本療養費（Ⅱ）

イ　保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合（ハを除く。）

（1）　同一日に2人

①週3日目まで� 5,550円

②週4日目以降� 6,550円

（2）　同一日に3人以上

①週3日目まで� 2,780円

②週4日目以降� 3,280円

ロ　准看護師による場合

（1）　同一日に2人
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①週3日目まで� 5,050円

②週4日目以降6,050円

（2）　同一日に3人以上

①週3日目まで� 2,530円

②週4日目以降� 3,030円

ハ　悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 12,850円

3　訪問看護基本療養費（Ⅲ）� 8,500円

注10　1及び2（いずれもハを除く。）については、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、訪

問看護ステーションの看護師等が、長時間にわたる指定訪問看護を行った場合には、長時間訪問看護加算として、

週1日（15歳未満の超重症児又は準超重症児の場合にあっては週3日）を限度として、5,200円を所定額に加算する。

＜通知＞
平成26年3月5日保発0305第3号

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

8　（1）　注10に規定する長時間訪問看護加算は、基準告示第2の3に規定する長時間の訪問を要する者に対して、1

回の指定訪問看護の時間が90分を超えた場合、1人の利用者に対して週1回（15歳未満の超重症児又は準超重症児

においては週3回）に限り所定額に加算すること。なお、超重症児及び準超重症児とは、「基本診療料の施設基準等

及びその届出に関する手続きの取扱いについて（平成26年3月5日保医発0305第2号）」別添6の別紙14の超重症児

（者）判定基準による判定スコアが10以上のものをいう。

（2）　長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、指定訪問看護に要する平均的な時間を超える訪問看護を行っ

た場合は、「厚生労働大臣が定める指定訪問看護」（平成12年厚生労働省告示第602号）第1に規定する利用料を受

け取ることができること。
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

8．「真皮を越える褥瘡の状態にある者」の試験外泊時の訪問看護

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第63号

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」
別表　訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

01　訪問看護基本療養費（1日につき）

1　訪問看護基本療養費（Ⅰ）

イ　保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合（ハを除く。）

（1）　週3日目まで� 5,550円

（2）　週4日目以降� 6,550円

ロ　准看護師による場合

（1）　週3日目まで� 5,050円

（2）　週4日目以降� 6,050円

ハ　悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 12,850円

2　訪問看護基本療養費（Ⅱ）

イ　保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合（ハを除く。）

（1）　同一日に2人

①週3日目まで� 5,550円

②週4日目以降� 6,550円

（2）　同一日に3人以上

①週3日目まで� 2,780円

②週4日目以降� 3,280円

ロ　准看護師による場合

（1）　同一日に2人

①週3日目まで� 5,050円

②週4日目以降� 6,050円

（2）　同一日に3人以上

①週3日目まで� 2,530円

②週4日目以降� 3,030円

ハ　悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 12,850円

3　訪問看護基本療養費（Ⅲ）� 8,500円

注5　3については、指定訪問看護を受けようとする者（入院中のものに限る。）であって、在宅療養に備えて一時

的に外泊をしている者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対し、その者の主治医から交付を受けた訪問看

護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合に、入院中

1回（注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者である場合にあっては、入院中2回）に限り算定で

きる。この場合において、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。
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＜通知＞
平成26年3月5日保発0305第3号

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

3　（1）訪問看護基本療養費（Ⅲ）は、入院中に退院後に指定訪問看護を受けようとする者（基準告示第2の2に規

定する者（特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者若しくは別表第8各号に掲げる者又はその他在宅

療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者をいう。）に限る。）が、在宅療養に備

えて一時的に外泊をする際、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った時には、入院中1回に限り

算定できる。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者で、外泊が必要と認められた者に関しては、入

院中2回まで算定可能とする。この場合の外泊とは、1泊2日以上の外泊のことをいう。

【基準告示第2の2に規定する者】

○特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者

○特掲診療料の施設基準等別表第8各号に掲げる者

○その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第59号「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」

六の二　退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者

　別表第三の一の二に掲げる患者

六の二の二　退院時共同指導料1の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態にある患者

　別表第八に掲げる者

9．「真皮を越える褥瘡の状態にある者」の退院時共同指導加算

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

B004　退院時共同指導料1

1　在宅療養支援診療所（地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所であ

って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。

以下この表において同じ。）の場合� 1,000点

2　1以外の場合� 600点

注1　保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保

険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が、当該患者が入院している保険医療機関に赴いて、患者の同意を得

て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行っ

た上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担

う保険医療機関において算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回

に限り算定できる。

2　注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理

指導加算として、所定点数に200点を加算する。
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10．「在宅移行管理加算」「特別管理加算」

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

第2部　在宅医療
C005　在宅患者訪問看護・指導料（1日につき）

1　保健師、助産師又は看護師（3の場合を除く。）による場合

イ　週3日目まで� 555点

ロ　週4日目以降� 655点

2　准看護師による場合

イ　週3日目まで� 505点

ロ　週4日目以降� 605点

3　悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 1,285点

C005-1-2　同一建物居住者訪問看護・指導料（1日につき）

1　保健師、助産師又は看護師（3の場合を除く。）による場合

イ　同一日に2人

（1）　週3日目まで� 555点

（2）　週4日目以降� 655点

ロ　同一日に3人以上

（1）　週3日目まで� 278点

（2）　週4日目以降� 328点

2　准看護師による場合

イ　同一日に2人

（1）　週3日目まで� 505点

（2）　週4日目以降� 605点

ロ　同一日に3人以上

（1）　週3日目まで� 253点

（2）　週4日目以降� 303点

3　悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合� 1,285点

注11　1及び2については、訪問看護・指導に関して特別な管理を必要とする患者（別に厚生労働大臣が定める状

態等にある者に限る。以下この注において同じ。）に対して、当該患者に係る訪問看護・指導に関する計画的な管

理を行った場合は、患者1人につき1回に限り、在宅移行管理加算として、250点を所定点数に加算する。ただし、

特別な管理を必要とする患者のうち重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものについ

ては、患者1人につき1回に限り、500点を所定点数に加算する。
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褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第64号

「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件」

六　訪問看護管理療養費の基準

（5）　特別管理加算の基準

指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対する指定訪問看護を行うにつき、当該利用者又はそ

の家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制が整

備されていること。

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第63号

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」

02　訪問看護管理療養費

3　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、

指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態等にある利用者に限る。

以下この注において同じ。）に対して、当該基準に定めるところにより、当該利用者に係る指定訪問看護の実

施に関する計画的な管理を行った場合には、特別管理加算として、月に1回を限度として2,500円を所定額に加

算する。ただし、特別な管理を必要とする利用者のうち重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が定める

状態等にある利用者については、5,000円を加算する。

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

（22）在宅患者訪問看護・指導料等の「注11」に規定する在宅移行管理加算は、当該保険医療機関を退院した日か

ら起算して1月以内の期間に次のいずれかに該当する患者又はその家族からの相談等に対して、24時間対応できる

体制が整備されている保険医療機関において患者1人につき1回に限り算定する。

この場合において、特別な管理を必要とする患者はアからオに掲げるものとし、そのうち重症度等の高い患者は、

アに掲げるものとする。なお、エにおいて当該加算を算定する場合は、定期的（1週間に1回以上）に褥瘡の状態の

観察・アセスメント・評価（褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット）を行い、

褥瘡の発生部位及び実施したケアについて看護記録に記録すること。なお、実施したケアには必要に応じて患者の

家族等への指導も含むものであること。

ア　区分番号「C108」在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者、区分番号「C112」在宅気管切開患者指

導管理料を算定している患者、気管カニューレを使用している患者及び留置カテーテルを使用している患者

イ　区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料、区分番号「C102-2」在宅血液透析指導管理料、区分番号

「C103」在宅酸素療法指導管理料、区分番号「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号「C105」在宅

成分栄養経管栄養法指導管理料、区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料、区分番号「C107」在宅人工呼吸

指導管理料、区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料、区分番号「C110」在宅自己疼痛管理指導

管理料又は区分番号「C111」在宅肺高血圧症患者指導管理料のうちいずれかを算定している患者

ウ　人工肛門又は人工膀胱を設置している患者であってその管理に配慮を必要とする患者

エ　以下の（イ）又は（ロ）のいずれかの真皮を越える褥瘡の状態にある者

（イ）　NPUAP（The�National�Pressure�Ulcer�Advisory�Panel）分類Ⅲ度又はⅣ度

（ロ）　DESIGN-R分類（日本褥瘡学会によるもの）D3、D4又はD5

オ　区分番号「C005-2」在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している患者
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＜通知＞
平成26年3月5日保発0305第3号

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

第5　訪問看護管理療養費について

3　（1）注3に規定する特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して指定訪問看

護を行うにつき、当該利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応

できる体制その他必要な体制が整備されているものとして地方厚生（支）局長に届け出た訪問看護ステーショ

ンにおいて、指定訪問看護を受けようとする者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画

的な管理を行った場合に、月1回に限り所定額に加算すること。

（2）　（1）の「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」とは、基準告示第2の5に規定する状態等に

ある利用者であって、下記のいずれかに該当するものであること。

ア　在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある利用者又は気管カ

ニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある利用者

イ　在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管

理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸

療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理若しくは在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある利

用者

ウ　人工肛門若しくは人工膀胱を設置している状態にある利用者

エ　真皮を越える褥瘡の状態にある者

①NPUAP（The�National�Pressure�Ulcer�Advisory�Panel）分類Ⅲ度又はⅣ度

②DESIGN-R分類（日本褥瘡学会によるもの）D3、D4又はD5

　ただし、特別な管理を必要とする利用者のうちで重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が定める状態

にある利用者とは、アに掲げるものをいうこと。

オ　在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している利用者

（3）　（2）のエの「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算を算定する場合は、定期的（1週間

に1回以上）に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価（褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、

壊死組織、ポケット）を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること。な

お、実施したケアには必要に応じて利用者の家族等への指導も含むものであること。

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第15号

「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」

3　特別管理加算

次のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式2を用いること。

（1）　24時間対応体制加算又は24時間連絡体制加算を算定できる体制を整備していること。

（2）　当該加算に該当する重傷者に対応できる職員体制、勤務体制が確保されていること。

（3）　特別管理加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、医療器具等の管理、病状の変化に適切に対応

できるように、医療機関等との密接な連携体制が確保されていること。



85

褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

103-別紙様式２ 

別紙様式 2 
24 時間対応体制加算・24 時間連絡体制加算・特別管理加算に係る届出書（届出・変更・取消し） 
 

受理番号 （訪看 23、24、25） 号 
 

 
（届出事項） 

 1．24 時間対応体制加算 2．24 時間連絡体制加算  3．特別管理加算 

上記のとおり届け出ます。 

  平成  年  月  日 

指定訪問看護事業者 

の所在地及び名称 

                       代表者の氏名         印 

 地方厚生（支）局長 殿 
 
ステーションコード   

指定訪問看護ステーションの 
所在地及び名称 
                     管理者の氏名 

1．24 時間対応体制加算  2．24 時間連絡体制加算に係る届出内容 
○連絡相談を担当する職員（   ）人 

保健師 人 常勤     人 非常勤    人 
助産師 人 常勤     人 非常勤    人 
看護師 人 常勤     人 非常勤    人 

○連絡方法 
 

○連絡先電話番号 
1  （    ） 4  （    ） 
2  （    ） 5  （    ） 
3  （    ） 6  （    ） 

 

※ 24 時間対応体制加算の場合、連絡相談を担当する職員には緊急時訪問看護を担当する職員につ
いても記載すること。 

3．特別管理加算に係る届出内容 
○ 24 時間対応体制加算・24時間連絡体制加算を算定できる体制を整備している。 
既届出の場合：受理番号（     ）、本届出による。（有、無） 

○当該加算に対応可能な職員体制・勤務体制を整備している。（有、無） 
○ 病状の変化、医療機器に係る取扱い等において医療機関等との密接な連携体制を整備し 
ている。（有、無） 

 
備考：連絡相談担当は保健師、助産師又は看護師の別に記載すること 
  ：「3．特別管理加算」単独の届出は、認められないこと 
  ：届出書は、正副 2 通を提出のこと 

 

受付年月日 平成  年  月  日 決定年月日 平成  年  月  日 

 

  

CD収録
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11．退院調整における訪問看護ステーションとの連携

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

B005　退院時共同指導料2� 300点

注1　入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、入院中の患者に対して、患者の同意を得て、退院後の在宅

での療養上必要な説明及び指導を、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医若しく

は当該保険医の指示を受けた看護師等又は当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の指示を受け

た訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、

当該患者が入院している保険医療機関において、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定

める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。

2　注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険

医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する。ただし、注3の加算を算定する場

合は、算定できない。

3　注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医が、当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保

険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪

問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）又は居宅介護支援事業者の介護支援専門員のうちいずれか3者

以上と共同して指導を行った場合に、2,000点を所定点数に加算する。

4　注1の規定にかかわらず、区分番号A238に掲げる退院調整加算を算定する患者にあっては、当該保険医療機関

において、疾患名、当該保険医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療等在宅での療養に必要な事項を記載

した退院支援計画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、これを当該患者の退院後の治療等

を担う別の保険医療機関と共有した場合に限り算定する。

5　区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料（Ⅱ）は別に算定できない。

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3 号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

B004　退院時共同指導料1、B005　退院時共同指導料2

（1）　退院時共同指導料1又は退院時共同指導料2は、保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患

者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた当該保険医療機関の看護師若

しくは准看護師が、当該患者が入院している保険医療機関に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養

上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医、看護師又は准看護師と共同して行った上で、文書に

より情報提供した場合に、当該入院中1回（別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回）に限り、

それぞれの保険医療機関において算定するものである。ただし、当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機

関の准看護師と当該患者が入院中の保険医療機関の准看護師が共同して在宅での療養上必要な説明及び指導を行

う場合には、それぞれの保険医療機関の医師又は看護師の指示を受けて行うものであること。なお、ここでいう

入院とは、第1章第2部通則5に定める入院期間が通算される入院のことをいう。

（2）　退院時共同指導料は、患者の家族等退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を行った場合にも算定で

きる。

（3）　行った指導の内容等について、要点を診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に提供した文書の写

しを診療録に添付する。

（4）　退院時共同指導料1の「1」は、在宅療養支援診療所の医師が当該患者に対して、その退院後に往診及び訪問
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看護により24時間対応できる体制等を確保し、在宅療養支援診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護

職員の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等に

ついて、文書により提供した場合に限り算定できる。

（5）　当該患者が入院している保険医療機関（以下この区分において入院保険医療機関という。）と当該患者を紹介

した保険医療機関（以下この区分において紹介元保険医療機関という。）又は退院後の在宅療養を担う保険医療

機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションとが特別の関係にある場合は、退院時共同指導料は算定でき

ない。

（6）　退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、

介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とは

ならない。

（7）　退院時共同指導料1の「注2」に規定する加算は、当該患者が厚生労働大臣の定める特別な管理を必要とする

者であった場合、1人の患者に対して入院中1回に限り算定できる。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の患者

については当該入院中に2回に限り算定できる。

（8）　退院時共同指導料2の「注1」は、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該患者が入院している

保険医療機関の保険医と地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医若しくは当該保

険医の指示を受けた看護師等又は当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の指示を受けた訪問

看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）が共同して行った場合に算定する。

（9）　退院時共同指導料2の「注3」に規定する加算は、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該患者

が入院している保険医療機関の保険医が、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険

医、看護師又は准看護師、保険医である歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪

問看護ステーションの看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士若しくは介護支援専門員のいずれかのう

ち3者以上と共同して行った場合に算定する。

（10）　退院時共同指導料2の「注3」に規定する指導と同一日に行う「注2」に規定する指導に係る費用及び介護支

援連携指導料は、「注3」に規定する加算に含まれ、別に算定できない。

（11）　退院時共同指導料2を算定している保険医療機関が、当該患者について、区分番号「A238」退院調整加算を

算定する場合、地域連携診療計画と同等の事項（当該医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療、訪問看

護等在宅で必要となる事項等）を当該患者及び家族に文書で説明し、退院後の治療等を担う他の保険医療機関や

訪問看護ステーションと共有すること。
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12．在宅寝たきり患者処置指導管理料

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

第2部　在宅医療
C109　在宅寝たきり患者処置指導管理料� 1,050点

注1　在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態にある

もの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。

2　区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定しない。

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3号

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

C109　在宅寝たきり患者処置指導管理料

（1）　在宅における創傷処置等の処置とは、家庭において療養を行っている患者であって、現に寝たきりの状態

にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものが、在宅において自ら又はその家族等患者の看護に当たる者が実

施する創傷処置（気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。）、皮膚科軟膏処置、留置カテーテル設置、

膀胱洗浄、導尿（尿道拡張を要するもの）、鼻腔栄養、ストーマ処置、喀痰吸引、介達牽引又は消炎鎮痛等処

置をいう。

（2）　これに準ずる状態にあるものとは、別紙様式44に掲げる疾患に罹患しているものとして、常時介護を要す

る状態にあるものを含むものである。

（3）　在宅寝たきり患者処置指導管理料は、原則として、当該医師が患家に訪問して指導管理を行った場合に算

定する。ただし、寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものが、家族等に付き添われて来院

した場合については、例外的に算定することができる。

（4）　在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（入院中の患者を除く。）については、区分番号

「J000」創傷処置、区分番号「J001-7」爪甲除去（麻酔を要しないもの）、区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注

入、区分番号「J053」皮膚科軟膏処置、区分番号「J063」留置カテーテル設置、区分番号「J060」膀胱洗浄、

区分番号「J060-2」後部尿道洗浄（ウルツマン）、区分番号「J064」導尿（尿道拡張を要するもの）、区分番号

「J120」鼻腔栄養、区分番号「J043-3」ストーマ処置、区分番号「J018」喀痰吸引、区分番号「J018-3」干渉低

周波去痰器による喀痰排出、区分番号「J118」介達牽引、区分番号「J118-2」矯正固定、区分番号「J118-3」変

形機械矯正術、区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、区分番号

「J119-3」低出力レーザー照射及び区分番号「J119-4」肛門処置の費用（薬剤及び特定保険医療材料に係る費用

を含む。）は算定できない。



89

褥瘡関連の診療報酬項目 第2部

13．持続的下痢便ドレナージ

＜告示＞
平成26年3月5日厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」

J022-5　持続的難治性下痢便ドレナージ（開始日）� 50点

＜通知＞
平成26年3月5日保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

J022-5　持続的難治性下痢便ドレナージ

（1）　持続的難治性下痢便ドレナージは、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット管理料、

脳卒中ハイケアユニット管理料又は無菌治療室管理加算を現に算定している患者であって、2時間に1回以上の

反復する難治性の下痢便を認める患者又は肛門周囲熱傷を伴う患者に対し、急性期患者の皮膚・排泄ケアを実

施するための適切な知識・技術を有する医師又は看護師が、便の回収を持続的かつ閉鎖的に行う機器を用いて

行った場合に算定する。

（2）　持続的難治性下痢便ドレナージは、当該技術に関する十分な経験を有する医師又は5年以上の急性期患者の

看護に従事した経験を有し、急性期患者の皮膚・排泄ケア等に係る適切な研修を修了した看護師が実施するこ

とがのぞましい。なお、ここでいう急性期患者への看護等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修の

ことをいう。

ア　国及び医療機関団体等が主催する研修であること。（6月以上の研修期間で、修了証が交付されるもの）

イ　急性期看護又は排泄ケア関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修で

あること。

（3）　開始日については、当該点数で算定し、2日目以降は区分番号「J002」ドレーン法（ドレナージ）（1日につ

き）の「2」その他のもので算定する。
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第3部

　「在宅褥瘡管理者」は、今回の診療報酬改定で新設された在宅患者訪問褥瘡管理指導料の算定要件
の1つである在宅褥瘡対策チームに必要な構成員である医師、看護師（准看護師は除く）のうち1名
に求められる資格です。在宅褥瘡管理者は「在宅褥瘡管理に係る専門的知識・技術を有する」ものと
定義づけられています（平成26年3月5日保医発0305第3号）。資格審査は日本褥瘡学会で行い、認
可は厚生労働省で行います。
　一方、「在宅褥瘡予防・管理師」は、日本褥瘡学会が作った「日本褥瘡学会認定師制度」の認定資
格の1つで、在宅における褥瘡の予防、治療の向上をはかることが求められています。当資格は、日
本褥瘡学会が審査と認定を行います。資格対象者は、医師、看護師（准看護師は除く）、薬剤師、管
理栄養士、理学療法士、作業療法士、介護福祉士の免許を有するものです。
　「日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師」の資格を持っている医師、看護師は、前述した「在宅褥瘡
管理者」に必要な「所定の研修」を修了したものと認められています（疑義解釈その1、平成26年3
月31日）。
　現在のところ、「在宅褥瘡管理者」に必要な「所定の研修」を修了したものと認められているのは、
「日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師」「日本褥瘡学会認定師」、および看護師については皮膚・排泄
ケア認定看護師です（疑義解釈その1、平成26年3月31日）（疑義解釈その2、平成26年4月4日）。

　いずれも、日本褥瘡学会が作った「日本褥瘡学会認定師制度」により認定される資格です。この制
度の目的は、褥瘡に関する予防、医療の進歩を促し褥瘡医療の水準を向上させ、国民の福祉に貢献す
ることです。日本褥瘡学会が認定審査を行います。
　「日本褥瘡学会認定師」（以下、認定師）は、所定の課程を終了し、褥瘡の予防、医療を実施するた
めの専門性の高い適切な知識・技術を有することが求められています。

Q1 「在宅褥瘡管理者」と「在宅褥瘡予防・管理師」は
名称が似ていますが、どのように違うのですか。

Q2 「日本褥瘡学会認定師」と「日本褥瘡学会在宅
褥瘡予防・管理師」はどう違うのですか。
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　「日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師」（以下、在宅褥瘡予防・管理師）は、各都道府県に設置され
ている日本褥瘡学会在宅医療委員会、各地域の認定師と連携を保ちながら、在宅における褥瘡の予防、
治療の向上をはかることが求められています。
　認定師は医療機関、福祉施設、在宅などさまざまな場で各職種の専門性を活かしながら褥瘡の予
防・医療を実践できる能力を修得していること、在宅褥瘡予防・管理師は在宅において褥瘡の予防・
医療を実践できる能力を修得していることが求められています。
　申請資格、申請要件などの対比は、表1を参照してください。
　詳しくは、日本褥瘡学会ウェブサイトの日本褥瘡学会認定師制度規則（http://www.jspu.org/jpn/
society/pdf/nintei_no1.pdf）と日本褥瘡学会認定師制度施行細則（http://www.jspu.org/jpn/society/
pdf/nintei_no2.pdf）をご覧ください。

表1　認定師と在宅褥瘡予防・管理師の対比

資格名

認定師 在宅褥瘡予防・管理師

職種によって名称が異なる

認定褥瘡医師

認定褥瘡看護師

認定褥瘡薬剤師

認定褥瘡理学療法士

認定褥瘡作業療法士

認定褥瘡管理栄養士

職種が異なっても在宅褥瘡予防・管理師に

統一されている

申
請
要
件

職種
医師、看護師（准看護師は除く）、薬剤師、

管理栄養士、理学療法士、作業療法士

医師、看護師（准看護師は除く）、薬剤師、

管理栄養士、理学療法士、作業療法士、

介護福祉士

職種免許の
保有期間

免許取得後4年以上 免許取得後4年以上

会員期間
4年以上引き続いて日本褥瘡学会の正会員

であること

資格申請時に日本褥瘡学会正会員であること

褥瘡に関する
従事期間

4年以上褥瘡の予防・医療に従事している

こと

医療施設の指定はない

2年以上在宅療養に従事し、褥瘡の予防お

よび医療に関与していること

有効期間 交付日より5年 交付日より5年
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　まず、在宅褥瘡管理者は、医師または看護師（保健師、助産師含む、准看護師は除く）であること、
そして下記の2つの要件を満たしていることが必要です。
①5年以上医師または看護師として医療に従事し、褥瘡対策について1年以上の経験を有する者
②在宅褥瘡ケアに係る所定の研修を修了している者
　これらの要件を満たしているかどうかの審査は日本褥瘡学会が行います。日本褥瘡学会認定師認定
委員会に対して「在宅褥瘡管理者資格審査」を申請していただくことになります。その際に必要とさ
れる書類は、現時点では、「在宅褥瘡管理者資格審査申請書」「履歴書」「医療記録」「医療歴証明書」
「日本褥瘡学会の「6時間セミナー受講証」」です。「6時間セミナー受講証」は、疑義解釈その1（平
成26年3月31日）「問66」に示されている「日本褥瘡学会が実施する褥瘡在宅セミナー、在宅褥瘡管
理者研修対応と明記された教育セミナー並びに学術集会の教育講演」の受講証明書です。
　また、上記の「医療記録」は「症例報告5事例以上」（平成26年3月5日保医発0305第2号）に該当
するもので、日本褥瘡学会認定師（以下、認定師）と同様の書式を予定しています（医療記録：表2）。
記載例としては、認定師の見本を参考にしてください（認定師の記載例：表3-①②）。
　この審査を通過すると「在宅褥瘡ケアに係る講義及び症例報告の演習を含む研修を修了したこと」
を証する修了証が発行されます。

Q3 在宅褥瘡管理者の資格審査を受けるには、
どうすればよいのですか。
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表2　医療記録

写 真 も し く は イ ラ ス ト 添 付 欄

職 種

写 真 も し く は イ ラ ス ト 添 付 欄

写 真 も し く は イ ラ ス ト 添 付 欄
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表3-①　医師の医療記録の例
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在宅患者訪問褥瘡管理指導料に関するQ&A 第3部

表3-②　看護師の医療記録の例
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継続的な訪問看護
を実施

★★在宅褥瘡管理者在宅褥瘡管理者在宅褥瘡管理者在宅褥瘡管理者在宅褥瘡管理者在宅褥瘡管理者在宅褥瘡管理者在宅褥瘡管理者

継続的な訪問看護
を実施

既にd2以上の
褥瘡を有する者

医師
★

看護師
等

患者

管理
栄養士

【病院】

実施体制（例）

在宅褥瘡対策チームによる実施体制のイメージ

①医療機関完結型 ②医療機関・訪問看護連携型 ③在宅褥瘡管理者連携型

在宅褥瘡対策チーム
（必須メンバー）

医師
★

管理
栄養士

訪問看護
ステーション

患者

継続的な
訪問看護
を実施

医
師

管理
栄養士

患者

【病院】

連携

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

褥
瘡
ケ
ア
に
係
る

専
門
的
な
研
修
を

受
け
た
看
護
師
★

【他の病院】【他の病院】【他の病院】【他の病院】【他の病院】【他の病院】【他の病院】

継続的な訪問看護
を実施

★★在宅褥瘡管理者在宅褥瘡管理者在宅褥瘡管理者

継続的な訪問看護
を実施

医師 看護師
等★

患者

管理
栄養士

【病院】

医師 管理
栄養士

訪問看護
ステーションン

患者

図1　在宅褥瘡対策チームによる実施体制のイメージ

　今回の改定で厚生労働省から示された「在宅褥瘡対策チームによる実施体制のイメージ（一部改
変）」をご覧ください（図1）。例として、①医療機関完結型、②医療機関・訪問看護連携型、③在宅
褥瘡管理者連携型の3つが示されています。
　このうち①では、病院（保険医療機関）の医師（常勤）、看護師等（保健師、助産師、看護師、ま
たは准看護師、常勤）、管理栄養士（病院では常勤、診療所は非常勤でも可）が必須構成メンバーに
なっています。この看護師等は「継続的な訪問看護を実施」する看護師ですから、訪問看護師が想定
されます。この場合、医師が在宅褥瘡管理者であれば看護師は在宅褥瘡管理者である必要はありませ
んが、医師がそうでなければ看護師が在宅褥瘡管理者でなければなりません。
　②の場合は、医療機関に医師、管理栄養士がいて訪問看護師がいない場合です。この場合は、連携
する訪問看護ステーションの訪問看護師が構成員になることが想定されます。そして、医師、訪問看
護ステーションの訪問看護師のいずれかが在宅褥瘡管理者である必要があります。ただしこの場合、
訪問看護ステーションには在宅患者訪問褥瘡管理指導料の診療報酬がつきません。
　③は、医療機関にも連携する訪問看護ステーションにも在宅褥瘡管理者として適切な者がいない場

Q4 在宅褥瘡対策チームに、訪問看護師は入りますか？ 
その場合、在宅褥瘡管理者の資格が必要ですか？
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合で、他の医療機関の「褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師」つまり皮膚・排泄ケア認定看
護師が構成員になる場合です。皮膚・排泄ケア認定看護師は、「在宅褥瘡管理者」に必要な「所定の
研修」を修了したものと認められています（疑義解釈その1、平成26年3月31日）。

　在宅褥瘡管理者はQ3で紹介したように、「5年以上医師または看護師として医療に従事し、褥瘡対
策について1年以上の経験を有する者」とされており、在宅褥瘡対策の経験者でなくてもなれます。
つまり、在宅医療に関する施設に勤務していなくても、在宅褥瘡管理者にはなれるということです。
ただし、在宅褥瘡ケアに係る所定の研修を修了していることが要件になります。

Q5 在宅医療に関する施設に勤務していないと、
在宅褥瘡管理者にはなれないのですか。
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1）施設の場合

褥瘡有病率（％）＝  

褥瘡推定発生率（％）＝  
調査日に褥瘡を保有する患者数－入院時既に褥瘡保有が記録されていた患者数

調査日の施設入院患者数

×100
調査日に褥瘡を保有する患者数

調査日の施設入院患者数

×100

第4部

1 褥瘡有病率・推定発生率の算出式

注1：調査日の施設入院患者数

　　  調査日に入院または入院予定患者は含めない

　　  調査日に退院または退院予定患者は含める

注2：1名患者が褥瘡を複数部位有していても、患者数1 名として数える

注3：   入院時既に褥瘡を保有していた患者であっても、新たに入院中に褥瘡が発生した場合は院内褥瘡発生者として取

り扱い、褥瘡推定発生率を算出する。

2）在宅の場合（在宅における褥瘡有病率と褥瘡発生推定率）

褥瘡有病率（％）＝   

褥瘡推定発生率（％）＝   

×100
過去1か月に訪問看護ステーションを利用した褥瘡保有在宅療養者

過去1か月に訪問看護ステーションを利用した在宅療養者

×100
過去1か月に訪問看護ステーションを利用し、在宅で発生した褥瘡を有する療養者

過去1か月に訪問看護ステーションを利用した在宅療養者
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1）認定看護師とは

2）認定看護師の役割

2 日本褥瘡学会編集による褥瘡管理・ケアに関する書籍等

3 皮膚・排泄ケア認定看護師に関する情報

4 在宅褥瘡管理に使える書式

・『褥瘡ガイドブック』
・『在宅褥瘡予防・治療ガイドブック（第2 版）』
・『褥瘡対策の指針』
・『平成18年度（2006年度）診療報酬改定　褥瘡関連項目に関する指針』
・『平成24年度（2012年度）診療報酬改定　褥瘡関連項目に関する指針』
・『平成26年度（2014年度）診療報酬改定　褥瘡関連項目に関する指針』

　「日本看護協会認定看護審査会に合格し、ある特定の看護部分野において、熟練した看護技術と知
識を用いて、水準の高い看護実践のできる者をいう。」

実践 特定の分野において、個人、家族及び集団に対して、熟練した看護技術を用いて水準の高い看護を実践する

指導 特定の看護分野において、看護実践を通して看護者に対し指導を行う

相談 特定の看護分野において、看護者に対しコンサルテーションを行う

・現在、21認定分野があり、「皮膚・排泄ケア」はその1つである。
・詳細は、日本看護協会、または、日本創傷・オストミー・失禁管理学会のホームページを参照いた

だきたい。
・公益社団法人日本看護協会：http://www.nurse.or.jp/
・日本創傷・オストミー・失禁管理学会：http://www.etwoc.org/

1・褥瘡に関する退院時サマリー
2・退院時チェックリスト
3・褥瘡評価表（DESIGN-R含む）
4・褥瘡（床ずれ）予防・治療計画
5・褥瘡局所治療計画
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1◦褥瘡に関する退院時サマリー 

 

褥瘡ケアサマリー 
             御中 
                                 
このたび、             様が褥瘡をもって（ご入院・ご退院）されます。これまでの褥瘡ケアの経過と指導
内容等をご報告いたします。 

患者氏名： 年齢： 性別： 

男 ・ 女 

退院日： 

年  月  日 

褥瘡発生日：  

              年    月    日  頃   

褥瘡の経過： 

退院時の褥瘡の状態 
DESIGN-R 評価 
部位 深さ 滲出液 大きさ 炎症・感染 肉芽組織 壊死組織 ポケット 合計点 

①         

②         

③         
 

褥瘡局所ケア方法 
 
 
（ケアの実施者：                        ） 
褥瘡予防対策 
 ①体圧分散寝具： 
 
 ②体位変換： 
 
 ③湿潤対策： 
 
 ④栄養： 
 
 ⑤スキンケア： 
 
 ⑥その他： 
 

退院後の褥瘡治療医療機関： 
     TEL：    －     － 
 
    （訪問診療・外来受診） 
     担当医： 
緊急時の医療機関： 
   平日：  
    
   TEL：    －     －     
  
   休日・夜間： 
   TEL：    －     －   

以上、ご報告いたします。今後ともよろしくお願い申し上げます。 
     年   月   日 
        所属：                     担当者： 
        住所： 
        TEL：     －      －        FAX：     －      － 

1▪褥瘡に関する退院時サマリー

CD収録
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112  

2◦退院時チェックリスト 

 

項目 内容 実施日 サイン 備考 

１．家族への指導 ①体位変換の方法    

②ポジショニングの方法    

③排泄ケア    

④栄養摂取方法    

⑤体圧分散寝具の使用方法    

⑥局所処置方法    

  ドレッシング材のはがし方    

  洗浄方法    

  ドレッシング方法    

  その他    
２．退院調整会議 
（合同カンファレンス） 

第１回 

 出席者： 

 

第２回 

 出席者 

 

   

３．ケアマネジャーとの
調整 

①サマリーの準備、送付    

②退院日の連絡    

４． 訪問看護ステーショ
ンとの調整 

①サマリーの準備、送付    

５．往診医との調整 ①診療情報提供書の作成と送付    

②退院日の連絡    

６．自宅の準備 ベッドや寝具の搬入調整 
（搬入予定日：  月   日） 

   

７．退院時の搬送手段 介護タクシーの手配    

８．その他     

 

  

2▪退院時チェックリスト

CD収録



102

113  

3◦褥瘡評価表（DESIGN-R 含む） 

（オモテ面） 

褥瘡評価表 

年   月   日  お名前：           様   記録者         

身長  体重  

 

体圧分散寝具  管理番号  

 

体圧 仙骨部： 尾骨部： 

大転子部： 踵骨部： 

頭部：  

 

栄養 食事  

経腸栄養  

経静脈栄養  

 

 

検査 
データ 

  月  日 Alb  体調の 
変化 

 

Hb  

WBC  

CRP  

 
 

問題点と対策  

次回評価日     年    月    日 

ケアの 
実施状況 

 

3▪褥瘡評価表（DESIGN-R含む）

（オモテ面）

CD収録
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（ウラ面） CD収録

＊1：“短径” とは “長径と直交する最大径” である。
＊2：深さ（Depth：d.D）の得点は合計には加えない。
＊3：持続する発赤の場合も皮膚損傷に準じて評価する。

DESIGN-RⓇ　褥瘡経過評価用

©日本褥瘡学会／2013

カルテ番号（　　　　　）
患者氏名　　（　　　　　　） 月日 ／ ／ ／ ／ ／ ／

Depth  深さ   創内の一番深い部分で評価し、改善に伴い創底が浅くなった場合、これと相
応の深さとして評価する

d

０ 皮膚損傷・発赤なし

D

３

４

５

U

皮下組織までの損傷

皮下組織を越える損傷

関節腔、体腔に至る損傷

深さ判定が不能の場合

１ 持続する発赤

２ 真皮までの損傷

Exudate  滲出液

e

０ なし

E ６ 多量：１日２回以上のドレッシン
グ交換を要する

１ 少量：毎日のドレッシング交換を
要しない

３ 中等量：1日1回のドレッシング
交換を要する

Size  大きさ　皮膚損傷範囲を測定：［長径（cm）×長径と直交する最大径（cm）］＊3

s

０ 皮膚損傷なし

S 15 100以上

３ ４未満

６ ４以上　16未満

８ 16以上　36未満

９ 36以上　64未満

12 64以上　100未満

Inflammation/Infection  炎症/感染

i
０ 局所の炎症徴候なし

I
３ 局所の明らかな感染徴候あり（炎

症徴候、膿、悪臭など）

１ 局所の炎症徴候あり（創周囲の発
赤、腫脹、熱感、疼痛） ９ 全身的影響あり（発熱など）

Granulation  肉芽組織

g

０ 治癒あるいは創が浅いため肉芽形
成の評価ができない

G

４ 良性肉芽が、創面の10%以上50%
未満を占める

１ 良性肉芽が創面の90%以上を占
める ５ 良性肉芽が、創面の10%未満を

占める

３ 良性肉芽が創面の50%以上90%
未満を占める ６ 良性肉芽が全く形成されていない

Necrotic tissue  壊死組織　混在している場合は全体的に多い病態をもって評価する

n ０ 壊死組織なし N
３ 柔らかい壊死組織あり

６ 硬く厚い密着した壊死組織あり

Pocket  ポケット　 毎回同じ体位で､ ポケット全周（潰瘍面も含め）［長径（cm）×短径＊1

（cm）］から潰瘍の大きさを差し引いたもの

p ０ ポケットなし P

6 ４未満

９ ４以上16未満

12 16以上36未満

24 36以上

合計＊2部位［仙骨部、坐骨部、大転子部、踵骨部、その他（　　　　　　　　　）］　
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12 16 以上 36 未満 

24 36 以上 

     合計 

      部位［仙骨部、坐骨部、大転子部、踵骨部、その他（          ）］    Ⓒ日本褥瘡学会/2008 

 

 

 

 

大きさの測定 

 

部位 D・d E・e S・s I・i G・g N・n P 合計点 治療方法 

          

          

          

          
 

炎症／感染  壊死組織 

 

発赤・腫脹・熱感 排膿 

 

 
柔らかい壊死組織 壊死組織 

ポケットの大きさの測定 

長径×短径* 
cm 
 

肉芽組織 

良性肉芽 

不良肉芽 （潰瘍面を含めた長径×短径）   

－（長径×短径）cm 

＊短径：長径に直交する最大径 
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115  

4◦褥瘡（床ずれ）予防・治療計画 

 

褥瘡（床ずれ）予防・治療計画 
 年   月   日 お名前：           様 

身長 cm 体重 kg 

 

体圧分散寝具  体重設定  

その他の設定  

 

体の向きを 
変える 

日中  

夜間  

注意点  

 

栄養の 
とりかた 

食事の注意点 主食： 

 

おかず： 

 

水分： 

 

経腸栄養など 栄養剤： 

１日    回、 １回      時間／分で 

 

利用サービス 
などの連絡先 

名称／担当者 電話番号 

  

  

  

 

 

  

4▪褥瘡（床ずれ）予防・治療計画

CD収録
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5◦褥瘡局所治療計画 

 

褥瘡局所治療計画 

 年   月   日 お名前：           様 

準備と 
はがし方 

必要物品を準備しましょう。 

寝具を汚さないように、防水シーツやオムツなどを敷きましょう。 

ガーゼなどは皮膚を押すようにしながらやさしくはがします 

 

洗い方 よく泡立てた弱酸性石鹸で創の周囲をやさしく洗います。 

褥瘡は、（洗浄びん ・ シャワー ・     ）を使って    

人肌程度の温度の （お湯 ・ 生理食塩水）をかけて、きれいになるまで洗い流します。 

 

体の向きを 
変える 

部位 方法 

  

  

  

 

必要物品 洗浄びんなどに入れたお湯 

石けん、やわらかいガーゼ 

薬剤など（           ） 

テープ類（           ） 
 

 

 

5▪褥瘡局所治療計画

CD収録
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1基本診療料（入院基本料・特定入院料）の届出に要する様式
1.　褥瘡対策に関する診療計画書（p.11）
2.　�入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準に適合していることを確
認するための入院基本料及び特定入院料届出に係る添付書類（例）（p.12）

3.　褥瘡対策に係る報告書（p.14）

2褥瘡ハイリスク患者ケア加算の届出に要する様式
1.　褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書（p.19）
2.　褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準に係る届出書添付書類（p.20）
3.　褥瘡ハイリスク患者ケア加算に係る報告書（p.21）

3基本診療料の「重症度、医療・看護必要度」の評価票
・一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票（p.24）

4ADL維持向上等体制加算の報告に要する様式
・褥瘡対策に係る報告書（p.29）

5訪問看護管理療養費の報告に要する書式
1.　褥瘡対策に関する看護計画書（例示）（p.35）
2.　訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書（p.36）

6在宅患者訪問褥瘡管理指導料の届出に要する様式
1.　在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準に係る届出書添付書類（p.46）
2.　在宅患者訪問褥瘡管理指導料に係る報告書（p.47）
3.　褥瘡対策に関する診療計画書（p.49）

7重症皮膚潰瘍管理加算の届出に要する様式
・重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準に係る届出書添付書類（p.58）

8療養病棟入院基本料の褥瘡評価実施加算に要する書式
・褥瘡治療・ケアの確認リスト（p.66）

9在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の届出に要する様式
1.　在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2の施設基準に係る届出書添付書類（p.71）
2.　訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師に係る届出書（p.72）

�「在宅移行管理加算」「特別管理加算」の届出に要する様式
・24時間対応体制加算・24時間連絡体制加算・特別管理加算に係る届出書（p.85）

�「在宅褥瘡管理者」資格審査申請に要する症例の様式
1.　医療記録（p.93）
2.　医師の医療記録の例（p.94）
3.　看護師の医療記録の例（p.95）

�在宅褥瘡管理に使える書式
1.　褥瘡ケアサマリー（p.100）
2.　退院時チェックリスト（p.101）
3.　褥瘡評価表（p.102）
4.　褥瘡（床ずれ）予防・治療計画（p.105）
5.　褥瘡局所治療計画（p.106）

［CD収録］　申請・報告様式（本文掲載頁）



＊1：“短径” とは “長径と直交する最大径” である。
＊2：深さ（Depth：d.D）の得点は合計には加えない。
＊3：持続する発赤の場合も皮膚損傷に準じて評価する。

DESIGN-RⓇ　褥瘡経過評価用

©日本褥瘡学会／2013

カルテ番号（　　　　　）
患者氏名　　（　　　　　　） 月日 ／ ／ ／ ／ ／ ／

Depth  深さ   創内の一番深い部分で評価し、改善に伴い創底が浅くなった場合、これと相
応の深さとして評価する

d

０ 皮膚損傷・発赤なし

D

３

４

５

U

皮下組織までの損傷

皮下組織を越える損傷

関節腔、体腔に至る損傷

深さ判定が不能の場合

１ 持続する発赤

２ 真皮までの損傷

Exudate  滲出液

e

０ なし

E ６ 多量：１日２回以上のドレッシン
グ交換を要する

１ 少量：毎日のドレッシング交換を
要しない

３ 中等量：1日1回のドレッシング
交換を要する

Size  大きさ　皮膚損傷範囲を測定：［長径（cm）×長径と直交する最大径（cm）］＊3

s

０ 皮膚損傷なし

S 15 100以上

３ ４未満

６ ４以上　16未満

８ 16以上　36未満

９ 36以上　64未満

12 64以上　100未満

Inflammation/Infection  炎症/感染

i
０ 局所の炎症徴候なし

I
３ 局所の明らかな感染徴候あり（炎

症徴候、膿、悪臭など）

１ 局所の炎症徴候あり（創周囲の発
赤、腫脹、熱感、疼痛） ９ 全身的影響あり（発熱など）

Granulation  肉芽組織

g

０ 治癒あるいは創が浅いため肉芽形
成の評価ができない

G

４ 良性肉芽が、創面の10%以上50%
未満を占める

１ 良性肉芽が創面の90%以上を占
める ５ 良性肉芽が、創面の10%未満を

占める

３ 良性肉芽が創面の50%以上90%
未満を占める ６ 良性肉芽が全く形成されていない

Necrotic tissue  壊死組織　混在している場合は全体的に多い病態をもって評価する

n ０ 壊死組織なし N
３ 柔らかい壊死組織あり

６ 硬く厚い密着した壊死組織あり

Pocket  ポケット　 毎回同じ体位で､ ポケット全周（潰瘍面も含め）［長径（cm）×短径＊1

（cm）］から潰瘍の大きさを差し引いたもの

p ０ ポケットなし P

6 ４未満

９ ４以上16未満

12 16以上36未満

24 36以上

合計＊2部位［仙骨部、坐骨部、大転子部、踵骨部、その他（　　　　　　　　　）］　
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