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Medical management support by astellas

AUTUMN 2020

麗江古城（中国）

特集

1

特集

2

医療保険のオンライン資格確認等システムを基盤にデータヘルス改革を推進

電子処方箋の仕組みの構築、医療情報を全国の医療機関が確認できる仕組みの拡大と、
自らの保健医情報を活用できる仕組みの拡大

閣議決定された｢骨太方針2020｣における
医療提供体制の構築

“ポストコロナ時代”を念頭に、
「新たな日常｣に向けた医療提供体制の構築や
予防・健康づくり、重症化予防の推進など盛られる

特集

3

社会医療診療行為別統計にみる
診療情報提供の状況など

各種加算が設けられている診療情報提供料や
投薬の点数区分別算定状況をみる
～2019年6月審査分～

C o n t en t s

Astellas Medical Net の ご 案 内

AUTUMN 2020

アステラスメディカルネットはアステラス製薬株式会社により開設、運営される、
日本国内の医療提供施設にご 勤務されている医療従事者向け情報サイトです。

P03 - 08

「Web Mesa」は「アステラスメディカルネット」
（ 会員制）からご 覧いただけます。

特集

1

「 アステラスメディカルネット」

https://amn.astellas.jp/

ご利用には会員登録が必要です。

タブレットPCやスマートフォンなどのスマートデバイスからもご覧いただけます。
※一部コンテンツはスマートデバイスに対応しておりません。
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特集

2

弊社担当MRにお問い合わせいただくか、

WEBサイトからのお申込みも承っております。

特集

3

アステラスメディカルネット トップ
>医療サポート

“ポストコロナ時代”を念頭に、
「 新たな日常｣に向けた

社会医療診療行為別統計にみる
診療情報提供の状況など
各種加算が設けられている診療情報提供料や
投薬の点数区分別算定状況をみる

>医業経営情報

「Mesa」の

P17 - 20
疾患
Navigator

バックナンバーを

医療界のニュースを

ご覧になれます。

サマライズして隔週で

「アステラスメディカルネット」の

Biweekly

Medical management support by astellas
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SUMMER 2020

糖尿病治療における薬剤の適正使用の推進で
情報連携を拡充、透析予防のための
指導管理の評価も改めて確認

2

新たな体制で始まった
造血幹細胞移植医療体制整備事業
̶ 移植後の患者の長期フォローアップなども ̶

定価300円
（消費税込）
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P21 - 22
疾患
Navigator

東京都中央区日本橋本町2ー5ー1

Medical management support by astellas
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～2019年6月審査分～

─ メサ ─

営業本部セールスオペレーション部 〒103ｰ8411

オリジナルコンテンツです。

アステラス 医 業 経 営 情 報

発行所・アステラス製薬株式会社

（隔週月曜日更新）は、

Mesa 2020年夏号

お届けする
「かかりつけ医Mesa」

1 枚に切り取る医療界の２週間

閣議決定された｢骨太方針2020｣における
医療提供体制の構築
医療提供体制の構築や予防・健康づくり、重症化予防の推進など盛られる

アステラスメディカルネット

P13 - 16
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電子処方箋の仕組みの構築、医療情報を全国の医療機関が
確認できる仕組みの拡大と、自らの保健医情報を活用できる仕組みの拡大

まだ会員登録されていない先生は、ぜひこの機会にご登録ください。
ご登録方法

医療保険のオンライン資格確認等
システムを基盤にデータヘルス改革を推進
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屋久島（鹿児島県）
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特集
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新型コロナウイルス感染症対策で｢診療に関する特別な措置｣

年度をまたぎ相次いで発出された診療に関する特例措置と診療報酬上の臨時的な取り扱い
～異例の厚生労働省事務連絡、抜粋して振り返る～

情報連携等に係る診療報酬評価の
仕組みを改めてチェック

診療情報等の共有、退院時の共同指導や
入退院に係る地域連携、がん治療での病診連携の評価
～新規事項や既存項目をピックアップ～

特集

3

医療保険のオンライン資格確認、
来年3月の開始に向け｢手引き｣

マイナンバーカードで自動的に資格情報を取得、
健康保険証の場合は最小限の情報入力で
～患者自己負担の限度額もオンラインで把握～

Esu00342A01

◎｢医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業 ｣（補助事業）の概要

ኺᝲửᙀя
● 感 染 拡 大防止 対 策

がら医療を提供する
ための診 療 体 制 確
保等に要する費用。

補助 有床診療所 200万円
上限 無床診療所 100万円

ᚮၲ

新型コロナウイルス感染症の院内での
感染拡大を防ぐための取り組み。

①共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備。
②予約診療の拡大、整理券の配布などで、適切な受診の仕方を周知。
③発熱等の症状を有する感染疑いの患者とその他の患者の混在を防
ぐための動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など。
④電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保。
⑤感染防止のための個人防護具等の確保。
⑥医療従事者の感染拡大防止対策（研修、健康管理等）。

ӕ⎽ኵ⎲⎡̊

に要する費用。

● 感 染 拡 大を防ぎな

※厚生労働省の｢医療機関・薬局における感染拡大防止等支援事業｣の案内に基づき医療総研(株)加工・作成。

【お知らせ】次号の｢かかりつけ医Mesa｣の発行は8月24日号です。

表紙写 真解説

麗江古城 （中国/1997年/文化遺産）
中国雲南省の高原地帯に位置する麗江は、少数民族のナシ族の古都で
す。旧市街「老街」は、瓦屋根の木造建築の間を、入り組んだ石畳や水路が
縦横に走る、昔懐かしい雰囲気。色とりどりの民族衣装や、象形文字「トン
パ文字」、ナシ古楽など、ナシ族の独特の文化も見どころです。町の北側に
は、標高5,596mの玉龍雪山がそびえ、4,506m地点までロープウェイで行
くことができます。

医療保険の被保険者資格などの情報をオンラインで取得できるシステムが稼働するまで、予定ではあと半年足らずと
なりました。2021年3月中の運用開始に向け、同システムを導入する医療機関・薬局に対しては設備整備の補助を行うな
ど、普及推進策が講じられています。厚生労働省は、2023年3月末までに、おおむね全ての医療機関・薬局が導入するこ
とを目指しています。
併せて、同システムを基盤とし、電子処方箋の仕組みを構築することや、全国の医療機関で患者の医療情報を確認で
きる仕組みを拡大することなども計画されています。データヘルス改革として推進されるもので、電子処方箋の仕組みに
ついては、2022年の夏ごろをめどに構築するというプランです。
これらの取り組みは、2020年7月に閣議決定された「経
済財政運営と改革の基本方針2020｣(骨太方針2020)にも盛り込まれています。

special feature
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特 集
special

feature

医療保険のオンライン資格確認等システムを基盤にデータヘルス改革を推進

Point 3

オンライン資格確認などのシステムは、2021年3月に稼働する予定となっている。

2021年3月に稼働する予定のシステムが
改革プランのベースになる

実現するという計画です。データヘルス改革の一環
として推進されます。
同改革は、厚生労働省のデータヘルス改革推進

4月

10月

2022年度
4月

10月

集中改革期間
主要
イベント

▼オンライン資格確認開始(2021年3月～)
関係者との調整
( 費用負担・運営主体 )

▼診療報酬改定

必要な法制上の対応
(2021年通常国会 )

システム構築等

❶特定健診情報の照会・提供(2021年3月～)

システム構築等

❷レセプト記載の薬剤情報の照会・提供(2021年10月～)
❸手術・移植、
❹透析、
❺医療
機関名等―の照会・提供
(2022年夏～)

調査・検証・要件整理・調達準備等
システム改修等
調達作業

システム開発等
医療機関・薬局のシステム改修

要件整理(調査研究)

電子処方箋の運用
(2022年夏～)

上記情報について、国民がスマートフォン等でも閲覧できるよう検討(マイナポータル等)

システム改修等
データ標準化、
システム
要件、現場業務の整理
システム構築等
(❶特定健診情報と同様)

がん検診、
肝炎ウイルス検診、
骨粗鬆症
検診、
歯周疾患検診情報の照会・提供

事業主健診情報の照会・提供(2021年3月～)
※40歳以上の労働者の健診情報は保険者を経由して｢❶特定健診情報｣として提供開始
※40歳未満の労働者の健診情報も保険者を経由して順次提供開始(必要な法制上の対応を予定)

〔厚生労働省データヘルス改革推進本部の資料 ｢新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000653403.pdf）
の内容を加工して作成〕

医療保険のオンライン資格確認や患者の薬剤情

本部などで検討されています。今夏からの2年間が

報の照会・閲覧などが可能になるシステムをベース

集中改革期間に位置づけられており、改革プランの

にし、電子処方箋の仕組みを構築することなど、
「3

工程も示されています。プランに沿った取り組みは、

ト情報から抽出される薬剤情報 ( 服薬履歴 ) の閲覧

情報の管理を担い、医療機関と薬局からの被保険

つの仕組み｣を実現することが検討されています。

7月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本

も可能になる予定です。

者資格の照会・確認などに対応します。支払基金と

さらに、2022年夏をめどに、照会・提供可能な情

国保中央会が、保険者から登録された被保険者の

集中改革プランにおける3つの仕組みの基盤にな

報を拡大 ( 手術・移植、透析、医療機関名等の情報

一部負担割合等を含む資格情報を一元的に管理す

同システムを基盤として、①電子処方箋の仕組みの

るオンライン資格確認等システムは、医療保険のオン

を追加 ) することが、集中改革プランの工程に掲げ

るもので、個人単位の被保険者番号と資格情報と

構築、②全国の医療機関で患者の医療情報を確認

ライン資格確認が、2021年3月に開始され、併せて、

られています。

を1対1で対応させ、保険者をまたがって管理します。

できる仕組みの拡大、③国民が自身の保健医療情

患者の同意のもとに、特定健診情報を閲覧できるよ

オンライン資格確認は、医療機関・薬局の窓口等

報を活用できる仕組みの拡大―を、2022年度に

うになります。このほか、2021年10月には、レセプ

において、患者のマイナンバーカードの IC チップを

局におけるシステム整備・改修などの費用に対し、

読み取る、または健康保険証の記号番号等をコン

補助が行われます。システムの導入は医療機関等

ピューター入力することで、被保険者資格や医療費

の義務ではありません。しかし、窓口等での受け付

大規模な健康・医療・介護の分野を有機的に連結した ICTインフラを2020年度から本格稼働させられるよう、具体策の

自己負担の限度額適用認定証等の情報を取得でき

けから、診療・調剤・服薬指導、診療報酬請求につい

検討を加速化するとして2017年1月に設置、初会合が開かれた。厚生労働大臣を本部長とし、関係局長等で構成される。

るシステムです。

て効率化が図られることなどを踏まえ、厚生労働省

被保険者資格などの情報をオンラインで取得で

方針2020｣( 骨太方針 )などにも盛り込まれています。

きるシステムは、2021年3月に稼働する予定ですが、

【データヘルス改革推進本部】

改革推進本部には、予防・健康データ、医療データ、介護データ、ビッグデータ連携・整備―の4つのワーキンググルー
プが置かれている。今年7月の会合では、今後2年間のデータヘルス集中改革プランの工程などが確認された。

3

2021年度

7月

電子処方箋

今夏からの2年間がデータヘルスの集中改革期間に位置づけられており、
｢3つの仕組み｣を実現することが検討されている。

月

照会・提供情報の拡充

Point 2

2020年度

健康情報を、いつでも
確認できる仕組み

Point 1

データヘルス改革の一環で、医療保険の被保険者資格をオンラインで確認できるなどのシス
テムをベースに、医療等の情報の利活用に係るICTインフラを拡充することが計画されている。

年度

医療等情報を、全国の医療機関等
で確認できる仕組み

電子処方箋の仕組みの構築、医療情報を
全国の医療機関が確認できる仕組みの拡大と、
自らの保健医情報を活用できる仕組みの拡大

■ データヘルス集中改革プラン(2年間)の工程の概要

Mesa 2020 Autumn

レセプトの審査・支払機関である社会保険診療報
酬支払基金と国民健康保険中央会が、資格などの

オンライン資格確認の導入に向け、医療機関と薬

は、2023年3月末までにおおむね全ての医療機関・
薬局が導入することを目指しています。

Mesa 2020 Autumn

4

special feature

■ ｢健康・医療・介護情報利活用検討会｣が意見の整理で示した各論の概要

3つの ACTIONを今後2年間で集中的に実行

■医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組みについて、対象となる情報を拡大
し( 薬剤情報に加えて、手術・移植や透析等の情報 )、2022 年夏をめどに運用開始。

ACTION ２：電子処方箋の仕組みの構築
■重複投薬の回避にも資する電子処方箋の仕組みについて、
オンライン資格確認等システム
を基盤とする運用に関する要件整理と関係者間の調整を実施した上で、整理結果に基づく必
要な法制上の対応とともに、医療機関等のシステム改修を行い、2022 年夏をめどに運用開始。

ACTION ３：自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大
■パソコンやスマートフォン等を通じて、
国民・患者が自身の保健医療情報を閲覧・活用できる
仕組みについて、
健診・検診データの標準化に速やかに取り組むとともに、
対象となる健診等を
拡大するため、2021 年に必要な法制上の対応を行い、2022 年度早期から順次拡大し、
運用。

※ 左 記 の ほ か、医 療 情 報 シ ス テ ム の 標 準 化、Ａ Ｐ Ｉ
※
(Application Programming Interface 活
) 用のた め
の環境整備といったデータヘルス改革の基盤となる取り
組みを着実に実施。電子カルテの情報などの医療情報に
ついても、引き続き検討。

ACTION １：全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大

1

※ＡＰＩ アプリケーションをプログラミングするインターフェイス ( つなぐもの )といった意味。あるシステム (アプリケーション、
ソフトウェア) を別のシステムと連携させるもので、認証機能の共有や、一方から取り込んだデータをもう片方のシステムで解析す
ることなどが可能になるとされる。
〔厚生労働省データヘルス改革推進本部の資料 ｢新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000653403.pdf）
の内容を加工して作成〕

【健診・検診情報を本人が電子的に確認・利活用できる仕組みの在り方】
■各種健診・検診情報の管理主体が保険者、自治体、事業主など異なっている中、国民が生涯にわたる自分の健康デー
タにアクセスできるよう、速やかに各種健診・検診情報が閲覧・利用できる仕組みを構築する。
■オンライン資格確認等システムによって、40歳以上の事業主健診情報は、高齢者医療確保法に基づき保険者を経由し
て特定健診情報として提供される。加えて、40歳未満の事業主健診情報についても有効な活用を図るため、保険者へ
情報を集めるための法制上の対応を講じる。
■こうした取り組みに加え、自治体健診・学校健診等についても一体的に進める。
■マイナポータルによる閲覧とともに、民間活用を進めるに当たり、国が中心となってルールを作成することも含め、必
要な環境整備を早急に行う。

【医療等情報を本人や全国の医療機関等において確認・利活用できる仕組みの在り方】
■まずは、全国一律に統一されて集約されているオンライン資格確認等システムにある薬剤情報に加え、手術などの情
報を活用する。これは、
①救急、災害時、感染症拡大期など、緊急時やかかりつけの医療機関に診てもらうことが難しい場合においても必要
な医療情報の迅速な把握が可能になる
②複数の医療機関等を受診する患者の総合的な診療に有用
③高齢者などで本人の記憶があいまいな場合でも、正確な医療情報を入手できる
―など有用であり、全国の医療機関等がこうした医療情報を確認・利用できる仕組みを構築する。
■薬剤情報に加えて確認・利活用できることとする情報は、現在でも患者に交付されている診療明細書に記載されてい

｢新たな日常にも対応したデータヘルスの
集中改革プラン｣として推進

データヘルスの集中改革は、新たな日常にも対応
したプランとして進められます。例えば、新型コロナ

です。
意見の整理では、情報の利活用は、国民にとって
有用、安心・安全で、利便性の高いものを目指すとし
ています。

ウイルス感染症拡大のような緊急時などにも有用に

さらに、健康・医療・介護情報の利活用は、通常時

利活用できる仕組みを整備するものと言え、デジタ

だけでなく、情報の取得などに制約がある新型コロ

ル化を通じた強靭な社会保障を構築するという考

ナウイルス感染症等の感染症の拡大期・流行期、病

え方が示されています。

院等のデータが確認できなくなるような大地震等

プランでは、
「3つの ACTION｣ (3つの仕組みに

の災害時、意識障害等で患者の情報の取得が難し

対応＝上囲み ) を今後2年間で集中的に実行すると

い救急医療の現場などの、通常時と異なる場面に

いう主題のもと、2021年に必要な法制面の対応な

おいても有用と考えられると指摘し、速やかに進め

どを行った上で、2022年度に3つの仕組みの運用

るものとしました。

を開始することを目指しています。
医療等の情報の利活用に関する検討会が
意見を取りまとめていた｢3つの仕組み｣

集中改革プランで実現を目指す3つの仕組みは、
厚生労働省の「健康・医療・介護情報利活用検討会」

5

が、2020年6月に行った意見の整理に沿った内容
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まずは、オンライン資格確認等システムやマイナン

る医療機関名、診療報酬が算定される手術・移植、透析といった診療行為の項目のほか、医療関係者間において患者
を診療する際に有用と考えられる項目とする。
■全国の医療機関等で医療情報を活用するに当たっては、地域医療情報連携ネットワークにおける取り組みも踏まえな
がら運用を検討する。
■さらに、学会等の取り組みも参考に、技術動向を踏まえた電子カルテの標準化を進める。それとともに、上記以外の
医療情報についても、退院時サマリや検査結果など情報項目の拡大や、できる限り最新の情報を共有できる方策につ
いて、オンライン資格確認等システムにある情報の活用の成果等も踏まえて検討を進める。

【電子処方箋の実現に向けた環境整備】
■電子処方箋は、全国で利用できるものとし、患者の利便性向上とともに、重複投薬の回避、医療機関・薬局の負担軽減
にも資する仕組みとする。
■リアルタイムで情報を共有する仕組みとして、全国的に医療機関と薬局を結ぶオンライン資格確認等システムのネット
ワークの活用を検討する。
■処方箋の真正性確保の在り方について検討する。
〔厚生労働省データヘルス改革推進本部の資料 ｢新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000653403.pdf）
の内容を加工して作成〕

バー制度など既存のインフラをできる限り活用する
ことで、迅速かつ効率的に利活用を進めるとし、そ
その上で、①健診・検診情報を本人が電子的に確

きる仕組みの在り方、③電子処方箋の実現に向け

速やかに費用負担の在り方について結論を得るこ

認・利活用できる仕組みの在り方、②医療等情報を

た環境整備―としたテーマで、各論に触れていま

とも添えています。

本人や全国の医療機関等において確認・利活用で

した。

の際、セキュリティや費用対効果にも十分配慮し、
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■ データヘルスに関する現状と、改革後に想定されるメリット等

■ オンライン資格確認等システムをベースにした医療情報を確認できる仕組みの拡大

データヘルス集中改革プランでは、実現を目指す3つの仕組みについて、それぞれ、以下のような現状を踏まえ、

(ACTION 1)と、電子処方箋の仕組み(ACTION 2)のイメージ

改革後に期待されるメリット等を挙げています。

保険者
■薬剤情報などの照会・提供サービス

医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み (ACTION 1)
○かかりつけの医療機関が被災しても、別の医療機関が患者
の情報を確認することで、必要な治療継続が容易になる

●災 害や感染症拡大期等に
は、患者の医療情報の入手
が難しく、重症化リスクや
継続が必要な治療の把握
が困難

●複 数医療機関を受診する
患者において、重複や併用
禁忌の薬剤情報等の確認
が困難

改革後

現状

●高 齢者や意識障害の救急
患者等の抗血栓薬等の薬
剤情報や過去の手術・移植
歴、透析等の確認が困難

患者

○複数医療機関にまたがる患者の情報を集約して把握するこ
とにより、患者の総合的な把握が求められるかかりつけ医
の診療にも資する
○医療従事者による問診・確認の負担が軽減される
○感 染症拡大期等対面診療が難しい場合にも、患者の情報
を補完できる

※現行の世帯単位番号に2桁追加

本人同意

支払基金・国保中央会（国保連）

特定健診データ
薬剤情報

●個人単位の被保険者番号と資格情報とを1対1で対応
させ、保険者をまたがって一元的に管理

手術・移植、透析、医療機関名等

●個人単位の被保険者番号と特定健診データや薬剤情
報などを1対1で管理

+

●患者本人の同意(マイナンバーカードで確認)の
もと、医療機関・薬局が本人に代わり薬剤情報を
支払基金・国保中央会に照会し、支払基金・国保
中央会は、保険者の委託を受けてオンラインで薬
剤情報を回答する、
などとした考え方。

●新型コロナウイルス感染症への対応の下では、ファ
クス情報に基づく調剤が可能だが、事後的な紙の
処方箋原本の確認作業が必要

改革後

現状

●医師、薬剤師の得られる情報が限られている場合が
あり、重複投薬が行われる可能性が否定できない

個人単位の番号

特定健診データ

●レセプトの審査・支払

○国民が、
マイナポータル等を通じ、
自身の保健医療情報をパソコン
やスマートフォン等で閲覧・活用
することが可能になる
○ API 連携等を通じて、
個人のニー
ズに応じた、幅広い民間 PHR
サービスの活用が可能になる

〔厚生労働省データヘルス改革推進本部の資料 ｢新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000653403.pdf）
の内容を加工して作成〕
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手術・移植、透析、
医療機関名等

オンライン資格確認等システム
③レセプト送付

医療機関・薬局

①受診時にマイナンバーカードを提示（ICチップ
の読み取り）
または健康保険証を提示

マイナンバー
カード

確認

②オンラインによる
資格確認

提示

または
保険証

オンライン資格確認等システム
処方時に、処方情報・調剤
情報の閲覧が可能

薬剤情報

☝連携
電子処方箋

③電子処方箋の登録（送信）

医療機関

②診察・処方

●新たな感染症等の発生時に、医療機関や保健所が本
人から正確な情報を収集し、健康状態のフォローアッ
プをすることが重要

改革後

現状

●健診結果が電子化されておらず、円滑な確認が困難で
あることや災害時等における紛失リスクが存在する

患者

○患者の利便性が向上する( 紙の受
け渡し不要、オンライン診療・服薬
指導の円滑な実施が可能 )

●国民等が健診情報等にワンストップでアクセスし、閲覧・
活用することが困難

資格情報（一部負担割合等を含む）
④審査支払機関内部での資格確認

医療費通知情報・薬剤情報

○薬局における処方箋情報の入力の
負担軽減などが図られる

自身の保健医療情報を閲覧・活用できる仕組み (ACTION 3)

+

手術・移植、透析、
医療機関名等

患者のマイナポータル

PHRサービス

○リアルタイムの処方情報の共有が
可能 ( 重複処方の回避 )

医療費通知情報・薬剤情報

特定健診データ

+

●病 院等で受けとった紙の処方箋を薬局で渡す必要
がある

特定健診データ

⑤受診時に資格確認ができなかったケースに
ついても、正しい保険者にレセプトを送付

―など

電子処方箋の仕組み (ACTION 2)

一部負担割合等を含む
資格情報を登録

被保険者番号を個人単位化

医療機関・薬局

○救 急搬送された意識障害の患者等について、薬剤情報等
を確認することで、より適切で迅速な検査、診断、治療等を
実施できる

○重複投薬等が削減される

1

⑥電子処方箋の取得

処方箋の表示

①受診

④アクセスコードを
交付するとともに、
コードに対応した
確認番号を伝達

⑧調剤情報の登録

スマート
フォン等

患 者

（電子処方箋を希望）

⑤アクセスコードと
確認番号を伝達

⑦調剤、服薬指導
薬剤交付

薬 局
（電子処方箋
に対応可能）

〔厚生労働省データヘルス改革推進本部の資料 ｢新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000653403.pdf）、および ｢電子処方箋の運用ガイドライン｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000626722.pdf）
の内容を加工して作成〕
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2

特 集
special

feature

■ 閣議決定された｢経済財政運営と改革の基本方針2020｣に盛り込まれた医療関連事項(抜粋)
■ ｢新たな日常｣ に対応した医療提供体制の構築等

閣議決定された｢骨太方針2020｣における医療提供体制の構築

“ポストコロナ時代”を念頭に、
「新たな日常｣に向けた医療提供体制の構築や
予防・健康づくり、重症化予防の推進など盛られる

( 柔軟かつ持続可能な医療提供体制の構築 )
●都道府県が、二次医療圏間の病床や検査能力等の把握と必要な調整を円滑に行えるようにし、医療機関間での医療
従事者協力等を調整できる仕組みを構築する。加えて、都道府県間を超えた病床や医療機器の利用、医療関係者の
配置等を厚生労働大臣が調整する仕組みを構築する。累次の診療報酬上の特例的な対応や新型コロナウイルス感染
症緊急包括支援交付金等による対策の効果を踏まえながら、患者が安心して医療を受けられるよう、引き続き、医療
機関・薬局の経営状況等も把握し、必要な対応を検討し、実施する。
●感染症への対応の視点も含め、質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の整備を進めるため、可能な限り早期に
工程を具体化する。その際、地域医療構想調整会議の議論の活性化を図るとともに、データに基づく医療ニーズを踏
まえ、都道府県が適切なガバナンスの下、医療機能の分化・連携を推進する。
●病院と診療所の機能分化・連携等を推進しつつ、かかりつけ機能の在り方を踏まえながら、かかりつけ医・かかりつけ

Point 1

新型コロナウイルス感染症の下での危機克服などを見据える中、
｢新たな日常｣に向けた医療提供体制の構築などが政府の方針として掲げられた。

Point 2

感染症、災害、救急等の対応に万全を期すためにも、医療・介護分野におけるデータ
利活用やオンライン化を加速し、
データヘルス改革を推進する方針が示された。

Point 3

今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制の整備では、都道府県
ごとに｢重点医療機関｣｢協力医療機関」
を設定するなどの対策も進められている。

歯科医・かかりつけ薬剤師の普及を進める。
( 医療・介護分野におけるデータ利活用等の推進 )
●感染症、災害、救急等の対応に万全を期すためにも、医療・介護分野におけるデータ利活用やオンライン化を加速し、
PHR(Personal Health Record) の拡充も含めたデータヘルス改革を推進する( 改革の具体事項は ｢特集1｣ の3～
8ページ参照 )。
●オンライン診療等の時限的措置の効果や課題等の検証について、受診者を含めた関係者の意見を聞きエビデンスを
見える化し、オンライン診療や電子処方箋の発行に要するシステムの普及促進を含め、実施の際の適切なルールを検
討する。医師による遠隔健康相談について、既存事業の検証を行い、効果的な活用を図る。

■ ｢新たな日常｣ に対応した予防・健康づくり、重症化予防の推進
インフル流行期と感染の波の重なりも想定し、
検査・医療提供体制を強化

政府の ｢経済財政運営と改革の基本方針2020｣
( いわゆる ｢骨太方針2020｣ ) に、医療体制の強化
などが掲げられました。
「骨太方針2020」は7月17日に閣議決定されたも

仮に感染者数や発熱患者などの感染疑い患者が急
増した場合でも十分に対応できるよう、検査体制と
ともに医療提供体制を強化していくなどとしています。
そのため、都道府県とも連携しながら、感染疑い
患者への対応も含めて病床を確保し、必要に応じて
専用の病院や病棟の設置を推進するとしました。

●｢新たな日常」に対応するため、熱中症対策に取り組むとともに、糖尿病、循環器病などの生活習慣病や慢性
腎臓病の予防・重症化予防を多職種連携により一層推進する。新たな技術を活用した血液検査などの実用
化を含め、負荷の低い健診に向けた健診内容の見直し・簡素化等を前倒しするとともに、オンラインでの健
康相談の活用を推進する。
●か
 かりつけ医等が患者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会におけるさまざまな支援へとつなげる
取り組み※についてモデル事業を実施する。
※いわゆる｢社会的処方｣と呼ばれる取り組み。かかりつけ医が、社会的に孤立し生活習慣病などを抱えている独り暮らしの高齢者らに
対し、行政の支援機関を紹介するなど地域とのつながりをサポートする。病状の改善などが期待される。
〔内閣府の ｢経済財政運営と改革の基本方針2020｣
（https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/2020_basicpolicies_ja.pdf）
の内容を加工して作成〕

ので、今回は、第1章 ｢新型コロナウイルス感染症の

また、これらの医療機関に対し、今回の診療報酬

下での危機克服と新しい未来に向けて｣、第2章「国

の引き上げや、病床確保・設備整備に対する補助を

民の生命・生活・雇用・事業を守り抜く｣、第3章 『
｢ 新

通じて支援を行うとともに、それ以外の医療機関・

たな日常』の実現｣ ―で構成されています。その

薬局に対しても、感染拡大防止のための支援、移植

なものとし、無症状の濃厚接触者など感染している

民間検査機関が行う検査の質の確保等によって一

うち、第2章で、医療提供体制の強化に触れたほか、

医療等の維持推進、危機対応融資の拡充など、当

可能性が高い者については、PCR 検査を幅広く行

層の活用促進を図るなど、検査能力を増強させる、

第3章では、
「新たな日常｣ に向けた社会保障の構築

面の資金繰りの支援を着実に実施するとしています。

います。また、医療等従事者や入院患者、施設入所

③ PCR 検査センターの設置促進や検査実施機関の

者等に対し、感染の可能性がある場合は積極的に

拡充、唾液を用いた PCR 検査、抗原検査の研究・推

検査を行うとしています。

進等に計画的に取り組む―といった対応を挙げ

が盛られました。
この社会保障の構築は、医療提供体制の構築等
と予防・健康づくり、重症化予防の推進を、
「新たな
日常｣ に対応したものとして掲げています (10ペー
ジに概要一覧掲載 )。
医療提供体制の強化については、今後インフルエン

9

ザの流行期と感染の波が重なることも予測される中、
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医療従事者への実施体制を含め、
戦略的に検査能力を拡充

その際、必要なときには速やかに検査が受けられ

検査体制に関しては、戦略的に検査能力を拡充

るという安心感を与えられるレベルを確保するとし

するとしました。有症状者については、抗原検査も

ており、① PCR 検査と抗原検査との最適な組み合

活用して迅速に検査が受けられる体制をより確実

わせによる迅速・効率的な検査体制を構築する、②

ました。
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健康保険証にもなるマイナンバーカードは
使い勝手を良くするため抜本的な対策

取り組むとしたものです。それらのデータについては、

については、
「骨太方針2020｣で、マイナンバー制度

ます。

そのうち、保健医療関連では、PHR の拡充を図る
ため、関係府省庁は2021年に必要な法制上の対応

そのほかの分野では、e-Tax 等について、自動入
力できる情報 ( 医療費、公金振込口座等 ) を順次拡
大し、マイナンバーカードの利便性を向上させるな
どの対策が挙げられました。

進められている｢今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制｣

新型コロナウイルス感染症対策では、
「新型コロ

患者用の病床を確保しており、確保しているすべて

ナウイルス感染症重点医療機関｣と「新型コロナウ

の病床で、酸素投与と呼吸モニタリングが可能であ

イルス感染症疑い患者受入協力医療機関」の整備

ることなどです。

展開されています。

イルス感染症疑い患者専用の個室を設定して、同患

重点医療機関と協力医療機関は、都道府県ごと

者を受け入れるための病床を確保しており、そのす

に指定され、6月12日に成立した国の2020年度第

べての病床で、酸素投与と呼吸モニタリングが可能

二次補正予算に連動した補助が受けられるもので、

であることなどです。個室の病室は、
トイレやシャワー

厚生労働省が示した指定要件などに沿って運用さ

など他の患者と独立した動線であるとされています。

重点医療機関の設定・確保については、それ以前
も、厚生労働省が都道府県に要請していましたが、

感染患者・疑い患者の受け入れのために
休止した病床にも補助

空床確保にかかる経費の補助等が十分ではないな

こうした病床確保のための支援として設定されて

ど、重点医療機関となるインセンティブは小さく、設

いる病床確保料の補助は、以下のような規定です。

置は進まなかったとされています。また、重点医療

①感染症患者専用の病床または感染症疑い患者を

機関とそれ以外のコロナ患者受入医療機関、コロナ

受け入れるために確保した病床 ( 稼働病床 ) につい

疑い患者受入医療機関など、医療機関間の役割分

ては、その病床にかかる診療報酬の区分に準じた

担も十分ではなく、救急搬送困難事案等も発生して

病床確保料を適用。

いるとの指摘もありました。

②感染症患者の専用病棟化または感染症疑い患者

第二次補正予算を踏まえて6月に示された重点医

を受け入れるために休床とした病床 ( 休止病床 ) に

療機関の施設要件は、病棟単位 ( 看護体制の1単

ついては、その病床を休止する前の診療報酬の区

位 )で新型コロナウイルス感染症患者あるいは疑い

分に準じた病床確保料を適用。
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病床への補助のイメージ

●都道府県が指定
●病 棟単位で新型コロナ
ウイルス感染症患者あ
るいは疑い患者用の病
床を確保
●確 保しているすべての
病床で、酸素投与と呼
吸モニタリングが可能

病院や病棟全体をコロナ患者のために確保

■稼働病床の病床確保料
の上限額 (1床当たり)
① ICU

301,000円 /日

② HCU 211,000円 /日

( 看護体制の1単位をもっ
て病棟として取り扱う)

③上記以外の病床

52,000円 /日

●都道府県が指定

■休止病床の病床確保料
の上限額 (1床当たり)

●新 型コロナウイルス疑
い患者専用の個室を設
定し、疑い患者を受け入
れるための病床を確保
●確 保しているすべての
病床で、酸素投与と呼
吸モニタリングが可能

① ICU

入院病床

確保病床

（コロナ患者） （コロナ患者）

休止とした
病床

休止とした
病床

重点医療機関の
病床確保料を補助

重点医療機関の
診療報酬収入

301,000円 /日

② HCU 211,000円 /日
③療養病床

16,000円 /日
④上記以外の病床

52,000円 /日

疑い患者
専用の個室

入院病床

（一般患者）

入院病床

確保病床

（コロナ患者） （コロナ患者）

診療報酬収入 協力医療機関の
診療報酬収入

●受け入れるための病床
は個室であり、トイレや
シャワーなど他の患者
と独立した動線を確保

疑い患者専用の個室

休止とした
病床

協力医療機関の
病床確保を補助

●必要な検体採取が可能

上記以外の医療機関

れています。
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また、協力医療機関の施設要件は、新型コロナウ

新型コロナウイルス感染症疑い患者
受入協力医療機関

都道府県ごとの｢重点医療機関｣「協力医療機関」の設定・確保などによって整備が

を強化し、空床確保のための支援などを行う事業が

病床確保料 ( 補助 )

わたる健康データを一覧性をもって提供できるよう
医療・介護研究等への活用の在り方の検討も行い

め、抜本的な対策を講じるとしています。

要件

ドを活用して、生まれてから学校、職場など生涯に

保険者資格の確認に用いられるマイナンバーカード
を国民にとって使い勝手の良いものに作り変えるた

■ 新型コロナウイルス感染症対策で病床を確保するための補助の概要

新型コロナウイルス感染症
重点医療機関

健康保険証として利用でき、オンラインによる被

を行うとしました。2022年をめどに、
マイナンバーカー

2

●対象施設は新型コロナ
ウイルス感染症患者等
を入院させる医療機関
●対象病床は新型コロナ
ウイルス感染症患者等
の入院のために確保す
るものとして都道府県
等が厚生労働省と協議
した病床

■いずれも1床当たり
① ICU

97,000円 /日

②重症患者・中等症患者

41,000円 /日
③上記以外の病床

16,000円 /日

一部の病床をコロナ患者のために確保

入院病床

（一般患者）

入院病床

確保病床

（コロナ患者） （コロナ患者）

診療報酬収入

休止とした
病床

病床確保料を補助

〔厚生労働省の事務連絡 ｢新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について
（2020年6月16日）｣（https://www.mhlw.go.jp/content/000650008.pdf）
およびそれに伴う資料の内容を加工して作成〕

Mesa 2020 Autumn

12

special feature

3

特 集
special

feature

■ 2019年社会医療診療行為別統計における診療所の集計対象明細書
総

社会医療診療行為別統計にみる診療情報提供の状況など

各種加算が設けられている診療情報提供料や
投薬の点数区分別算定状況をみる

Point 2

調査対象となった6,196万1,300件余りの明細書のうち、
診療情報提供料が算定されたのは139万2,800件余りで、全体の2％台という状況。

Point 3

投薬については、
明細書件数の4分の3以上で処方箋料が算定(院外処方が実施)され
ており、処方料、処方箋料とも、減額にならない区分の点数を算定するケースが大半。

この統計は、
レセプト情報・特定健診等情報データ
ベース(ＮＤＢ)に蓄積されている明細書が集計対象
になっており、医科診療所数では80,809施設でした。
統計によると、医科診療所入院外の明細書で診
療情報提供料 (Ⅰ) の算定があったのは、全明細書

内科、泌尿器科、整形外科の順に高くなっています
( 以上、14ページ表 )。
減額なしの処方箋料の算定は、

投薬が実施された明細書の約75％で

件数の2.24％に当たる1,388,225件でした。セカン

医科診療所入院外の明細書1件当たりの点数は

ドオピニオンの評価である診療情報提供料 (Ⅱ) の

1,041.86点で、1件当たりの診療日数は1.51日でし

算定は、4,601件の明細書でした。

た。そのうち、投薬について内容をみると、投薬が

診療情報提供料 (Ⅰ) の加算についてみると、最

実施された明細書の約77％で処方箋料が算定され

も算定が多いのは検査・画像情報提供加算の2,718

ており、そのうち、減額なしの ｢処方箋料3｣ が約

件でしたが、診療情報提供料 (Ⅰ) が算定された明

75％を占めました。処方料についても、減額なしの

細書件数に占める割合では0.20％という状況になっ

3が大半を占めていました。

ています。
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の割合は、
その他の診療科を除くと、産婦人科、外科、

施設数
80,809

45,901,819

16,167,863

108,331

70,155

38,176

入院外

61,961,351

45,831,664

16,129,687

診 療 科
診療報酬明細書の件数
診療情報提供料 (Ⅰ)

診療情報提供料 (Ⅱ)

退院時診療状況添付加算
ハイリスク妊婦紹介加算

( 明細書がＮＤＢに蓄積
されていた診療所数 )

全体

内科

61,961,351

27,041,525

精神科

1,388,225 (2.24%) 725,277 (2.68%)
319 (0.02%)

227 (0.03%)

81 (0.01%)

―

小児科

外科

整形外科
6,497,235

1,680,841

3,192,827

2,782,502

21,914 (1.30%)

41,882 (1.31%)

84,248 (3.03%) 148,500 (2.29%)

―

―

―

―

20 (0.02%)
1 (0.00%)

6 (0.00%)
―

認知症専門医療機関紹介加算

1,243 (0.09%)

1,059 (0.15%)

49 (0.22%)

7 (0.02%)

80 (0.09%)

34 (0.02%)

認知症専門医療機関連携加算

296 (0.02%)

248 (0.03%)

10 (0.05%)

2 (0.00%)

23 (0.03%)

1 (0.00%)

精神科医連携加算

430 (0.03%)

355 (0.05%)

―

13 (0.03%)

22 (0.03%)

8 (0.00%)

8 (0.00%)

―

―

―

歯科医療機関連携加算

622 (0.04%)

448 (0.06%)

地域連携診療計画加算

72 (0.01%)

41 (0.01%)

207 (0.01%)

171 (0.02%)

肝炎インターフェロン治療連携加算

療養情報提供加算
検査・画像情報提供加算 ( 入院外患者 )

診 療 科
診療報酬明細書の件数
診療情報提供料 (Ⅰ)

)

最多の診療科で明細書件数の3.1％

後期高齢者医療

■ 診療所入院外の診療報酬明細書における診療情報提供料の算定状況=診療科別 (2019年6月審査分)

月でも算定可能 ) などの順でした。
また、診療情報提供料 (Ⅰ) が算定された明細書

一般医療

62,069,682

各点数が算定された明細書の件数と割合 ％(

診療情報提供料(Ⅰ)の算定明細書は、

計

数

院

入

)

Point 1

厚生労働省が公表した2019年社会医療診療行為別統計から、
同年6月審査分の医科診療所入院外の診療報酬明細書(レセプト)をみる。

合

各点数が算定された明細書の件数と割合 ％(

～2019年6月審査分～

[ 参考 ]

診療報酬明細書（件数）

診療情報提供料 (Ⅱ)

2,718 (0.20%)

573 (0.08%)

4,601 (0.01%)

1,498 (0.01%)

皮膚科

3 (0.00%)

12 (0.01%)

9 (0.02%)

220 (0.26%)

152 (0.10%)

105 (0.00%)

352 (0.01%)

1,356 (0.02%)

産婦人科

眼科
7,107,066

1,549,177

48,421 (3.13%) 101,200 (1.42%)

―
―
1 (0.00%)

精神科医連携加算

―

肝炎インターフェロン治療連携加算

―

検査・画像情報提供加算 ( 入院外患者 )

1 (0.00%)

1,154,502

認知症専門医療機関紹介加算

療養情報提供加算

83 (0.06%)
17 (0.01%)

28,158 (2.44%)

ハイリスク妊婦紹介加算

地域連携診療計画加算

―
287 (1.31%)

29 (0.03%)
11 (0.01%)

5,536,687

―

歯科医療機関連携加算

6 (0.03%)

2 (0.00%)
―

41,944 (0.76%)

退院時診療状況添付加算

認知症専門医療機関連携加算

泌尿器科

8 (0.04%)
―

9 (0.02%)
―
7 (0.02%)
―
155 (0.00%)

7 (0.02%)
―

2 (0.00%)

5 (0.00%)
―

21 (0.02%)

耳鼻咽喉科
4,851,456

その他
567,533

56,792 (1.17%)

89,889(15.84%)

7 (0.01%)

29 (0.03%)

80 (0.17%)

―

―

6 (0.02%)

―

―

―

8 (0.01%)

8 (0.03%)

―

―

2 (0.00%)

2 (0.01%)

21 (0.04%)

―

―

―

―

―

―

1 (0.00%)

8 (0.01%)

―

4 (0.00%)

9 (0.03%)

―

―

17 (0.03%)

17 (0.02%)

3 (0.01%)

―

―

―

―

―

―

4 (0.01%)

1 (0.00%)

2 (0.00%)

16 (0.06%)

19 (0.04%)

20 (0.02%)

15 (0.03%)

1,694 (1.88%)

97 (0.01%)

188 (0.01%)

404 (0.01%)

87 (0.00%)

72 (0.01%)

※診療情報提供料 (Ⅰ)・(Ⅱ) が算定された明細書の割合は、全明細書数に対する割合。診療情報提供料 (Ⅰ) の加算が算定
された明細書の割合は、診療情報提供料 (Ⅰ) が算定された明細書件数に占める割合。数値は、小数第3位を四捨五入。
「―」
の表記は、値なし。
〔政府統計の総合窓口 e-Statより、厚生労働省 ｢2019年社会医療診療行為別統計｣（https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?pa
ge=1&layout=datalist&toukei=00450048&tstat=000001029602&cycle=7&tclass1=000001140767&tclass2=0000011407
72&tclass3=000001140773）
の内容を加工して作成〕

処方箋料の加算の算定状況は、特定疾患処方管

次に算定が多い加算は、認知症専門医療機関紹

理加算2( 処方期間28日以上の場合 )と一般名処

介加算で、以下、歯科医療機関連携加算、精神科医

方加算の算定が多く、投薬が実施された明細書の

患処方管理加算1( 処方期間27日以下の場合 ) の

(15・16ページに、診療行為別の明細書1件当たり

連携加算、退院時診療状況の添付加算 ( 退院の翌

約4件に1件の割合で算定されていました。特定疾

算定割合は約7％でした。

点数の一覧を掲載 )

Mesa 2020 Autumn
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special feature

■ 診療科別にみた診療所入院外の診療報酬明細書1件当たりの診療行為別点数=黒文字部分=と、投薬
診 療 科
( 診療報酬明細書の件数＝枚数 )

全体

内科

精神科

小児科

外科

整形外科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻咽喉科

その他

(27,041,525)

(1,680,841)

(3,192,827)

(2,782,502)

(6,497,235)

(5,536,687)

(1,154,502)

(1,549,177)

(7,107,066)

(4,851,456)

1,041.86

1,073.76

869.91

826.59

1,193.36

1,117.69

511.66

1,368.03

928.96

886.00

665.90

9,614.26

初・再診

208.26

191.17

124.16

242.14

213.02

284.02

229.51

194.31

202.28

156.38

243.52

376.27

医学管理等

123.96

187.22

22.41

333.48

151.59

43.62

24.76

105.80

37.27

7.77

16.30

633.39

75.41

142.69

24.42

44.77

64.29

28.74

3.04

57.58

8.75

1.16

16.44

140.08

182.89

195.38

38.61

83.98

172.56

70.64

39.62

260.87

375.12

393.94

159.47

178.57

42.08

27.26

2.66

3.20

175.39

160.22

0.79

19.02

8.58

0.28

15.20

371.71

166.25

219.48

128.94

94.53

189.54

138.08

112.36

207.63

171.37

93.42

97.08

283.21

51,337,817

24,188,330

1,542,535

2,107,687

2,269,707

4,906,433

4,899,218

1,009,776

997,344

4,942,503

4,031,446

442,838

処方料1 ( 向精神薬多剤投与の場合 )

0.01%

0.01%

0.05%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

―

0.00%

0.01%

処方料2 (7種類以上の内服薬の投薬等の場合 )

0.16%

0.27%

0.06%

0.04%

0.20%

0.09%

0.01%

0.18%

0.09%

0.00%

0.01%

1.09%

23.69%

24.64%

8.52%

20.68%

24.71%

25.88%

20.06%

22.47%

56.09%

30.38%

10.96%

20.30%

2.04%

3.21%

6.15%

0.53%

2.71%

0.81%

0.09%

1.70%

1.65%

0.06%

0.19%

2.95%

0.32%

0.13%

0.00%

1.99%

0.11%

0.03%

0.83%

0.08%

0.91%

0.36%

0.46%

0.03%

処方料の特定疾患処方管理加算1

2.67%

4.38%

0.41%

3.02%

4.04%

1.15%

0.08%

2.11%

1.56%

0.42%

0.24%

5.12%

処方料の特定疾患処方管理加算2

7.53%

13.95%

0.55%

2.68%

10.41%

1.58%

0.15%

4.10%

2.82%

0.07%

0.14%

6.09%

処方料の向精神薬調整連携加算

0.00%

0.00%

0.01%

0.00%

0.00%

0.00%

―

―

0.00%

―

―

0.00%

処方箋料1 ( 向精神薬多剤投与の場合 )

0.09%

0.08%

1.48%

0.02%

0.05%

0.01%

0.00%

0.01%

0.02%

0.00%

0.00%

0.08%

処方箋料2 (7種類以上の内服薬の投薬等の場合 )

2.14%

3.56%

2.51%

0.36%

2.87%

0.80%

0.06%

1.39%

0.20%

0.03%

0.17%

13.71%

74.56%

72.28%

87.89%

79.09%

73.03%

73.70%

79.96%

76.64%

44.23%

69.77%

88.97%

73.92%

1.60%

0.41%

0.01%

9.91%

0.40%

0.12%

4.37%

0.41%

0.55%

0.84%

5.69%

0.34%

7.33%

11.11%

4.03%

15.03%

9.64%

3.02%

0.36%

7.90%

1.65%

0.98%

1.78%

22.09%

処方箋料の特定疾患処方管理加算2

24.41%

44.70%

3.71%

11.04%

36.53%

4.88%

0.53%

12.52%

3.34%

0.36%

1.00%

26.10%

処方箋料の一般名処方加算1

24.61%

28.24%

35.23%

27.19%

26.05%

24.58%

14.52%

15.41%

5.33%

10.43%

33.47%

23.62%

処方箋料の一般名処方加算2

23.17%

22.67%

27.50%

23.72%

23.53%

27.11%

22.67%

29.43%

10.28%

18.03%

27.04%

29.23%

0.00%

0.01%

0.05%

0.00%

0.00%

0.00%

―

0.00%

0.00%

―

0.00%

0.00%

注射

44.02

31.41

20.32

6.80

68.22

151.73

8.25

98.09

27.11

43.28

3.09

216.75

リハビリテーション

16.60

3.35

3.20

6.95

9.05

134.50

0.29

0.43

0.08

0.31

0.54

7.85

精神科専門療法

18.59

10.27

503.85

5.03

1.69

0.44

0.12

0.07

0.92

0.04

0.11

0.75

117.14

45.53

0.56

4.50

40.84

70.62

74.53

392.34

22.38

6.33

95.80

7,099.14

80.28

34.86

―

0.26

13.09

2.45

0.62

335.09

3.46

1.00

0.54

6,296.11

手術

35.27

10.90

0.42

0.80

85.56

14.73

13.90

17.96

25.32

177.40

17.76

122.64

麻酔

4.44

1.61

0.27

0.21

8.03

19.89

0.21

0.75

1.25

2.48

0.35

97.48

放射線治療

0.86

0.13

―

―

0.96

―

―

0.09

―

―

0.01

83.16

病理診断

5.72

7.33

0.10

0.19

12.53

0.43

4.26

13.07

48.54

0.12

0.23

3.27

1.51 日

1.36 日

1.42 日

1.48 日

1.56 日

2.57 日

1.27 日

1.38 日

1.46 日

1.16 日

1.44 日

3.91 日

在宅医療
検査
画像診断
投薬
投薬が実施された明細書の件数 (A)

処方料の乳幼児加算

処方箋料3 (1および2以外の場合 )
処方箋料の乳幼児加算
処方箋料の特定疾患処方管理加算1

院外処方

各点数が算定された明細書の に占める割合

(A)

処方料の麻薬等加算

院内処方

処方料3 (1および2以外の場合 )

処方箋料の向精神薬調整連携加算

処置
人工腎臓

診療報酬明細書1件当たりの診療日数

※数値は、小数第3位を四捨五入。｢―｣ の表記は、値なし。診療報酬明細書1件当たりの ｢総数｣ の点数には、入院料等の短期滞在手術等基本
料1( いわゆる日帰り手術 )を含む。
※処方料2および処方箋料2は、7種類以上の内服薬の投薬または向精神薬の長期処方の場合。

15

に関する点数項目別の明細書数の割合=緑文字部分= (2019年6月審査分)

(61,961,351)

総数

Mesa 2020 Autumn

3

(567,533)

〔政府統計の総合窓口 e-Statより、厚生労働省 ｢2019年社会医療診療行為別統計｣（https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=da
talist&toukei=00450048&tstat=000001029602&cycle=7&tclass1=000001140767&tclass2=000001140772&tclass3=000001140773）の 内
容を加工して作成〕

Mesa 2020 Autumn
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疾患 Navigator 1

■ インスリン製剤等の使用に関する処方元への情報提供の評価概要
調剤後薬剤管理指導加算
（30点 / 月1回）
対象患者

糖尿病治療における薬剤の適正使用の推進で
情報連携を拡充、透析予防のための
指導管理の評価も改めて確認

求めなどに応じ、調剤後も薬剤の使用状況や副作用の有無などを患者に確認して必要な薬学
的管理・指導を行い、医療機関にそれらに関する情報を提供すると、調剤報酬で評価されます。

処方箋を受けた薬局との連携で、

糖尿病治療薬の適正使用を推進する仕組み

性が認められる場合であって、医師の了解を得た

②既にインスリン製剤またはスルフォニル尿素系製剤を使用している患者であって、新たに他のインスリン製剤または
スルフォニル尿素系製剤が処方された患者。

■算定対象となる患者に対し、地域支援体制加算の施設基準を満たし届け出ている薬局の薬剤師が、調剤後に電話
またはビデオ通話により、薬剤の使用状況や副作用の有無等について患者に確認するなどし、必要な薬学的管理
指導を行うとともに、その結果等を医療機関に文書で情報提供した場合に算定 (インスリン製剤等の調剤と同日に
確認等を行った場合には算定できない )。
■薬剤の使用状況の確認等は、以下のいずれかの場合に患者の同意を得て行う。
①医療機関からの求めがあった場合。

算定要件、取り組み内容の概要

使用に関し、薬局のサポートが得られる形です。薬局の薬剤師が、医療機関(処方医)からの

①新たにインスリン製剤またはスルフォニル尿素系製剤が処方された患者。

③インスリン製剤の注射単位またはスルフォニル尿素系製剤の用法・用量の変更があった患者。

2020年度診療報酬改定で、インスリン製剤等が処方されている患者の管理指導などに係る新
たな評価が、調剤報酬に設けられました。医療機関にとっては、糖尿病治療における薬剤の

■糖尿病患者であって、以下のいずれかに該当する患者。

②患者や家族等の求めがあった場合など、調剤後の薬剤管理指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解
を得たとき。
※インスリン製剤等の使用状況等の確認は、処方医等の求めに応じて実施するものであり、計画的な電話等による確
認が原則。
■電話等による患者のインスリン製剤等の使用状況等の確認を行った結果、速やかに医療機関に伝達すべき副作用等
の情報を入手した場合は、インスリン製剤またはスルフォニル尿素系製剤以外の薬剤による副作用が疑われる場合
を含め、
遅滞なくその情報を患者が受診中の医療機関に提供するとともに、
必要に応じて医療機関への受診勧奨を行う。

処方元に情報のフィードバック
（薬剤の使用状況や副作用の有無等の確認、必要な薬学的管理指導の結果等）

とき」に、患者の同意を得て行います。いずれに

受診中

しても、処方医の意向・判断によって実施される
糖尿病治療に関連した調剤報酬の新たな評価は、
薬剤服用歴管理指導料に設けられた ｢調剤後薬剤

には、
「既にインスリン製剤等を使用している場

尿病であって、インスリン製剤またはスルフォニル

合であって、新たに他のインスリン製剤等が処方

尿素系製剤が新たに処方されるなどした患者です。

された患者」と、
「インスリン製剤の注射単位の変

薬剤師が、調剤後も電話等によって薬剤の使用

更またはスルフォニル尿素系製剤の用法・用量の

新たにインスリン
製剤等の処方等

糖尿病患者

調剤後も使用
状況等を確認

薬 局

地域支援体制
加算を届け出

｢追跡管理｣を依頼
〔厚生労働省 ｢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
（通知）｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666093.pdf）
の内容を加工して作成〕

変更があった患者」も該当します。

必要な薬学的管理指導を行うとともに、その結果

薬局には、
患者の薬剤の使用状況等の確認を行っ

を医療機関に文書で情報提供した場合に算定で

た結果、医療機関に伝達すべき副作用等の情報を

きます。調剤基本料の地域支援体制加算の施設基

把握した場合は、インスリン製剤等とは別の薬剤に

準を満たし届け出ている薬局が算定可能とされ

よる副作用の疑いも含め、患者が受診中の医療機

糖尿病の患者については、糖尿病性腎症第2期

ただし、外来栄養食事指導料と集団栄養食事指

ています。

関に遅滞なく情報提供し、必要に応じて医療機関

以上である場合、糖尿病透析予防指導管理料の算

導料は、糖尿病透析予防指導管理料の所定点数に

への受診勧奨を行う、
といった対応が求められます。

定対象となります。これは既存の点数評価ですが、

含まれるとともに、特定疾患療養管理料との併算

医療機関は、インスリン製剤等を院外処方して

改めて施設基準や取り組み内容を振り返ってみ

定はできないという規定です。

処方医の求めなどに応じて

薬局の薬剤師が｢追跡管理｣に対応

薬剤の使用状況の確認等は、
「医療機関からの

17

「新たにインスリン製剤等が処方された患者」

管理指導加算｣ です。同加算の対象となるのは、糖

状況や副作用の有無等を患者に確認するなどし、

医療機関

ことになります。

調剤

いる患者が利用する薬局の対応の可否を把握し
ておく必要もありそうですが、対応可能な薬局は、

一定の状態に該当する外来の糖尿病患者

については透析予防指導管理の評価も

医師、看護師または保健師および管理栄養士等が
共同して指導を行った場合に、月１回に限り算定
できるとされています。

ます。

また、糖尿病透析予防指導管理料には、高度腎

糖尿病透析予防指導管理料は、一定の状態に該

機能障害の患者に対して医師が必要な指導を行っ

求めがあった場合」
、または、
「患者・家族等の求め

その旨を医療機関に申し出るケースも少なくな

当する糖尿病の外来患者であって、医師が透析予

た場合に算定可能な ｢高度腎機能障害患者指導加

があった場合など、調剤後の薬剤管理指導の必要

いと思われます。

防に関する指導の必要性があると認めた者に対し、

算｣ も設定されています。

Mesa 2020 Autumn
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疾患 Navigator 1

■ 糖尿病透析予防指導管理料の評価の概要

■ 在宅自己注射指導管理料と血糖自己測定器加算の評価の概要

糖尿病透析予防指導管理料（350点 / 月1回）
対象患者

■外来 ( 在宅療養患者は除く) の糖尿病患者であって、以下の状態に該当し、医師が糖尿病透析予防に関する指導の
必要性があると認めた患者。
●ヘモグロビンA1c(HbA1c) が JDS 値で6.1％以上 (NGSP 値で6.5％以上 )または内服薬やインスリン製剤を使用
しており、糖尿病性腎症第２期以上の患者 ( 透析療法を行っている者を除く) 。

算定要件の概要

■専任の医師、
その医師の指示を受けた専任の看護師または保健師および管理栄養士による
「透析予防診療チーム」
が、
対象患者に対し、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限および蛋白制限
等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合に算定。
■指導の実施に当たっては、透析予防診療チームは、糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価を行い、その結果に基
づいて、指導計画を作成する。糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価結果、指導計画および実施した指導内容を
診療記録、療養指導記録または栄養指導記録に記載する。
■外来栄養食事指導料・集団栄養食事指導料・特定疾患療養管理料を除き、医学管理等および在宅療養指導管理料
は併算定が可能。
■1年間に当該指導管理料を算定した患者の人数、状態の変化等を、施設基準の届け出に関連する所定の様式に基
づいて報告する。
■以下から構成される透析予防診療チームが設置されている。

施設基準の概要

①糖尿病指導の経験を有する専任の医師。
➡糖尿病および糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者。
②糖尿病指導の経験を有する専任の看護師または保健師。
➡看護師は、糖尿病および糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有し、かつ、この間に通算1,000 時
間以上、糖尿病患者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了した者、または、同予防指導に従事した
経験を5年以上有する者。保健師は、同予防指導に従事した経験を2年以上有する者。
③糖尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士
➡糖尿病および糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者。

在宅自己注射指導管理料
（月1回）
1. 複雑な場合 ��������������������������� 1,230点
※間歇注入シリンジポンプを用いて在宅自己注射を行っ
ている患者が対象。
2. 1以外の場合
イ 月27回以下の場合 ������������������� 650点
ロ 月28回以上の場合 ������������������� 750点

※同一月に注射の外来化学療法加算を算定している患者
には当該管理料を算定できない。
※初回の指導を行った日の属する月から起算して3カ月以
内の期間に指導管理を行った場合には、導入初期加算
として、3カ月を限度とし580点を所定点数に加算できる。
※処 方の内容に変更があった場合は、さらに、1カ月を限
度として1回に限り導入初期加算を算定できる。

血糖自己測定器加算
1. 月20回以上測定する場合����������������� 350点

2. 月30回以上測定する場合����������������� 465点

3. 月40回以上測定する場合����������������� 580点

4. 月60回以上測定する場合����������������� 830点

5. 月90回以上測定する場合��������������� 1,170点

6. 月120回以上測定する場合�������������� 1,490点

7. 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの�������������������������������������������������������� 1,250点
※入院中の患者以外の患者であって、強化インスリン療法を行っている者または強化インスリン療法を行った後に混合
型インスリン製剤を1日2回以上使用している者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間歇スキャン式
持続血糖測定器を使用した場合に、3カ月に3回に限り所定点数に加算。
※糖尿病の治療に関し、専門の知識と5年以上の経験を有する常勤の医師または当該専門の医師の指導の下で糖尿病
の治療を実施する医師が、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合に算定。
※間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定については、所定点数に含まれ、別に算定できない。
〔厚生労働省 ｢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
（通知）｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666093.pdf）
の内容を加工して作成〕

※医師、看護師、保健師のうち1人以上が常勤。薬剤師、理学療法士も配置されていることが望ましい。
■糖尿病教室を定期的に実施することなどにより、糖尿病について患者およびその家族に対して説明が行われている。

インスリン製剤等の自己注射に伴う

血糖自己測定器加算には新区分の設定

高度腎機能障害患者指導加算（100点）

の医師の指導の下で糖尿病の治療を実施する医
師が、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して

算定要件・施設基準の概要

■eGFR(mL/分/1.73㎡)が45未満の患者に対し、専任の医師が、腎機能を維持する観点から必要と考えられる運動
について、
その種類、頻度、強度、時間、留意すべき点等について指導する。既に運動を開始している患者についてはそ
の状況を確認し、必要に応じてさらなる指導を行った場合に算定する。

2020年度診療報酬改定では、インスリン製剤

血糖管理を行った場合とされています。｢間歇ス

等の在宅自己注射を毎日行っている患者につい

キャン式持続血糖測定器によるもの｣ として算定

※日本腎臓リハビリテーション学会が示した｢保存期CKD患者に対する腎臓リハビリテーションの手引き｣に留意。

て算定可能な血糖自己測定器加算の区分に、｢間

する場合は、同測定器以外による血糖自己測定に

■次の②の①に対する割合が5割を超えている。

歇スキャン式持続血糖測定器によるもの｣ の評価

ついては所定点数に含まれます。

①4カ月前までの3カ月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、同期間内に算出したeGFRcrまたは
eGFRcys(mL/分/1.73㎡)が30未満であった者(死亡、透析を導入、腎臓移植を受けた者を除き６人以上が該当す
る場合に限る)。

が新設されました。

②①の算定時点から3カ月以上経過した時点で、
次のいずれかに該当している患者。
・血清クレアチニンまたはシスタチンCが①の算定時点から不変または低下している。
・尿たんぱく排泄量が①の算定時点から20％以上低下している。
・①でeGFRcrまたはeGFRcysを算出した時点から前後3カ月時点のeGFRcrまたはeGFRcysを比較し、
その1カ月
当たりの低下が30％以上軽減している。

強化インスリン療法を行っている者、または強化

測定器を使用する場合は、それ以外の血糖自己測

インスリン療法を行った後に混合型インスリン

定を行った回数を基準に算定するとされています。

〔厚生労働省「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
（通知）」
（https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666311.pdf）、および ｢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
（通知）｣（https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666093.pdf）
の内容を加工して作成〕
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以上の経験を有する常勤の医師またはその専門

Mesa 2020 Autumn

この新たな区分は、入院中以外の患者であって、

また、｢間歇スキャン式持続血糖測定器による
もの｣ での算定を除き、間歇スキャン式持続血糖

製剤を1日2回以上使用している者が対象です。3
カ月に3回に限り、在宅自己注射指導管理料等に
加算できるという規定です。
算定は、糖尿病の治療に関し、専門の知識と5年
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疾患 Navigator 2

■ 造血幹細胞移植医療体制整備事業における拠点病院事業のイメージ
人材育成事業

新たな体制で始まった
造血幹細胞移植医療体制整備事業
─ 移植後の患者の長期フォローアップなども ─

造血幹細胞移植医療体制整備事業において、2020年度から新たな拠点病院事業が始まりまし
た。同医療体制整備事業は、どの地域の病院においても、疾病の種類や治療ステージに応じ
た最適な造血幹細胞移植を受けることができ、移植後の患者は長期のフォローアップを受け
ることができるなどの医療提供体制の構築を目的としています。

連携

日本造血細胞移植学会

※特に強化を目指す

造血幹細胞移植
推進拠点病院

●ブロック内での人材不足の抽出
●診療支援等の人材派遣
●学会と連携した人材育成
（セミナー開催を含む）
➡そして地域へ還元

コーディネート
支援事業

連携

地域連携事業

連携
地域の医療機関

移植後長期フォローアップ体制の構築

地域全体の
情報の収集と共有

日本骨髄バンク

現在までのコーディネート期間短
縮に向けた取り組みの継続と強化
●骨髄バンクとの連携構築
●HCTC等を活用したブロック内
での採取や移植における情報
共有
●連携病院への診療支援

造血幹細胞移植
推進協力病院
（拠点病院が指名）

●ブロック内でのLTFU
（Long Term FollowUp）
外来設置施設の増加・共有化
●非専門医・診療所等も含めた地域の医療
機関との連携強化
➡連携のために必要な知識共有のための
セミナー開催
➡連携可能な医療機関を見える化し、関
連施設での共有、
患者への情報共有
➡地域連携センターによる地域の医療機
関や患者からの相談への対応
➡造血幹細胞移植患者手帳の普及、
配布
●移植後患者の就労相談窓口の設置

〔厚生労働省 ｢造血幹細胞移植医療体制整備事業｣
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ishoku/zouketukansaibo.html）
の内容を加工して作成〕

■ 移植後患者指導管理料(臓器移植後の場合/造血幹細胞移植後の場合)の評価概要
選定基準を見直し、体制を構築

●造血幹細胞移植医療人材育成事業
➡担当地域で不足している造血幹細胞移植に携わる
専門的な医師や医療従事者の育成。

全国8ブロックに9カ所の拠点病院が選定され、事
業が実施されてきました。そして、厚生科学審議
会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会が、事業内
容の見直しの必要性を指摘したことを受け、事業

●造血幹細胞移植コーディネート支援事業
➡患者の早期移植を実現するための移植医療関係者
や関連機関との調整。
●造血幹細胞移植地域連携事業
➡地域内で移植を受けた患者が長期的なフォロー
アップを受けられるよう、医療機関の要請に応じ、
造血幹細胞移植の専門医等を派遣するなどの診療支

の実施要綱と拠点病院の選定基準の改定を行う

援の実施。地域の医療機関の医療従事者も参加する、

とともに、新たな基準に基づいて拠点病院の再選

造血幹細胞移植に関する連絡会議等の開催。患者や

定が行われていました。
新たな選定においては、全国9ブロックに12拠
点病院が認定されています。認定された施設は、
右記の事業を行うものとされています。

地域の医療機関等からの相談対応、造血幹細胞提供
関連事業者との連携、造血幹細胞移植に関する情報
提供等を行うための地域連携支援センターの設置。
同センター内に就労支援の窓口を設置し、造血幹細
胞移植を受けた患者からの就労相談等に対応。

■ 新たに認定された造血幹細胞移植推進拠点病院
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北海道大学病院（北海道ブロック）

金沢大学附属病院（北陸ブロック）

東北大学病院（東北ブロック）

大阪市立大学医学部附属病院（近畿ブロック）

東京都立駒込病院（関東甲信越ブロック）

岡山大学病院（中国・四国ブロック）

国立がん研究センター中央病院（関東甲信越ブロック）

愛媛県立中央病院（中国・四国ブロック）

虎の門病院（関東甲信越ブロック）

九州大学病院（九州ブロック）

名古屋第一赤十字病院（東海ブロック）

琉球大学医学部附属病院（沖縄ブロック）

Mesa 2020 Autumn

施設基準の概要（造血幹細胞移植後）

造血幹細胞移植医療体制整備事業ではこれまで、

算定要件の概要

事業の実施要綱や拠点病院の

移植後患者指導管理料
（月1回300点）
■臓器移植後または造血幹細胞移植後の患者であって、入院中以外の患者が対象。移植に係る診療科に専任する医
師と移植医療に係る適切な研修を受けた専任の看護師が、必要に応じて、薬剤師等と連携して治療計画を作成し、
移植後の患者に特有の拒絶反応や移植片対宿主病 (GVHD)、易感染性等の特性を考慮して、療養上必要な指導
管理を行った場合に算定。
■以下の職種が連携して、診療を行う体制がある。
⑴造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を10例以上 ( 小児科の場合は７例以上 ) の経験
症例を持つ専任の常勤医師。
⑵造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修※を修了した専任の常勤看護師。
⑶免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師。
※移植医療に係る適切な研修は、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。

①医療関係団体が主催するもの。②移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間
以上の、講義、演習または実習等からなる研修 ( 実習を除く、講義または演習等は10時間以上 )。③講義または
演習等で、造血幹細胞移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコー
ディネーション等について研修するもの。
■移植医療に特化した専門外来が設置されている。

〔厚生労働省「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
（通知）」
（https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666311.pdf）、および ｢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
（通知）｣（https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666093.pdf）
の内容を加工して作成〕

造血幹細胞移植後の患者のフォローアップが
評価される移植後患者指導管理料

臓器、造血幹細胞を長期にわたって生着させるた
め、多職種が連携し、移植の特殊性に配慮した専
門的な外来管理を行うことが評価されます。

造血幹細胞移植を受けた患者のフォローアップ

臓器移植後の患者と、造血幹細胞移植後の患者

に係る診療報酬評価では、移植後患者指導管理料

に区分されていますが、点数はいずれも月1回

が設定されています。角膜を除く臓器移植または

300点という設定です。

造血幹細胞移植を受けた患者が対象で、移植した

Mesa 2020 Autumn
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