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入院医療は急性期、地域包括ケア・回復期など機能に応じた評価の仕組みを強化、
「働き方改革」
を踏まえた人員要件の見直しなども
かかりつけ医機能の普及や取り組みの評価で初診料と再診料の加算要件を見直し、情報連携や在宅医療の推進で新たな評価も
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薬局と医療機関の連携推進で情報提供などに新たな評価
～かかりつけ機能に応じた評価、対物から対人への業務の構造的転換を図る見直しも～
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調剤報酬2020年度改定の概要
薬局と医療機関の連携推進で情報提供などに新たな評価
～かかりつけ機能に応じた評価、
対物から対人への業務の構造的転換を図る見直しも～

定価300円
（消費税込）
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1 枚に切り取る医療界の２週間
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社会保障・税一体改革における｢医療・介護に係る長期推計｣を2020年に見る
サービス提供体制の改革シナリオに基づく推計からうかがえる
在宅医療や回復期病床のさらなる充実の必要性
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電子処方箋の普及に向けた取り組みが進められる
医療機関と薬局の効率的な連携などを見据え、まず処方箋の完全電子化への枠組みづくり
～運用ガイドラインを改正へ～
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◎かかりつけ医機能の評価に関して見直された加算の施設基準(概略 )
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2020年度診療報酬改定は、点数本体が全体で0.55％の引き上げとなった中、救急病院の勤務医の働き方改革へ
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の対応として0.08％分を充てるという特例的な措置がありましたが、ここ数次の改定と同様に、かかりつけ医等の

表紙写 真解説

チンクエ・テッレ （イタリア/1997年登録/文化遺産）
イタリア語で「5つの土地」
という意味を有する
「チンクエ・テッレ」。その名の
通り、5つの小さな村が点在する、
イタリア北西部の海岸線のエリアです。11
世紀頃に要塞として築かれたこれらの村は、近年、鉄道が開通するまでは船

Mesa 2020 Spring

かかりつけ医機能に関しては、その普及を図る観点から、初診料の機能強化加算において患者等への情報提供を
拡充するための見直しがあり、再診料の地域包括診療加算では施設基準の緩和が行われました。
また、入院医療については、入院基本料など各入院料の点数が据え置きとなった一方、施設基準等の見直しによって、

でしか行き来ができなかったこともあり、独自の文化が息づいています。村と

医療機能や患者の状態に応じた評価が行われています。医師等の人員配置に関しては、常勤換算等に係る要件の

村を結ぶトレッキングコースや、断崖絶壁の眺めを楽しめる
「愛の小道」など

緩和もありました。

名所も多数。甘口のワイン
「シャケトラ」
も有名です。

1

機能の評価と外来医療の機能分化、情報連携や在宅医療の推進などに焦点が当てられました。
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特 集 診療報酬2020年度改定の概要

診療報酬2020年度改定の概要

▪入院医療は急性期、地域包括ケア・回復期など機能に応じた評価の仕
組みを強化、
「働き方改革」を踏まえた人員要件の見直しなども
▪かかりつけ医機能の普及や取り組みの評価で初診料と再診料の加算
要件を見直し、情報連携や在宅医療の推進で新たな評価も
点数本体全体で0.55％の引き上げとなった2020年度診療報酬改定は、大きく分けて、
（1）医療従事者
の負担軽減、医師等の働き方改革の推進、
（2）患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医

法士などが、専従を求められる業務を実施していな

に係る要件の緩和も行われました。常勤薬剤師の

い勤務時間において、他の業務に従事できる項目

複数配置を求めている要件について、週3日以上か

が拡大され、障害児（者）
リハビリテーション料、
がん

つ週22時間以上の勤務を行っている複数の非常

患者リハビリテーション料が対象となりました。

勤薬剤師を組み合わせた常勤換算でも配置可能と
されました。
ただし、
1人は常勤薬剤師が必要です。

薬剤師の業務に係る評価の拡充や
配置要件の緩和も
医師の負担軽減の推進に関しては、
病棟薬剤業

療の実現、
（3）医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進、
（4）効率化・適正化を通じた
制度の安定性・持続可能性の向上―という視点から行われました。消費税財源を活用した救急病院の
勤務医の働き方改革への対応として0.08％分を充てるという特例的な措置の一方で、ここ数次の改定

となる項目の拡大もありました。

と同様に、かかりつけ医等の機能の評価と外来医療の機能分化、医療機能や患者の状態に応じた入院医
療の評価などにも焦点が当てられています。

回）
は100点から120点に、
加算2（1日につき）
は80点

医科点数は、特例枠を除くと
プラス0.53％、薬価はマイナス0.99％

務実施加算の評価の見直しや、
同加算の算定対象

例的な対応分を除くと、医科診療報酬（点数）本体

病棟薬剤業務実施加算の点数が、加算1（ 週1

入院医療管理料を算定する治療室内での薬剤師

て、
週3日以上常態として勤務しており、
かつ、
所定労働

の厳しい勤務環境を改善する取り組みの評価とし

の配置が、
病棟薬剤業務実施加算2で評価されるよ

時間が22時間以上の勤務を行っている専従の非常

て見直されたものです。

うになりました。

勤の看護師または社会福祉士の2人以上の組み合

勤務環境改善で医師等の常勤配置や
専従に関する要件を緩和

います。薬価は0.99％、材料価格は0.02％それぞれ

かつ週24時間以上の勤務を行っている複数の非

引き下げでした。

常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能と

改定では、
入院料の点数は全て据え置きとなった

している項目について、週3日以上かつ週22時間以

反面、医師等の従事者の常勤と専従の要件の緩

上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合

和や、施設基準等の人員配置に関する要件の緩

わせた常勤換算で配置可能となりました。
医師については、複数の非常勤職員を組み合わ
せた常勤換算でも配置可能とする項目が拡大され
ました。入院基本料等加算である緩和ケア診療加

1.5

1.55
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0.5
0.0
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0.48
※2014年度の改定率には、消費
税率引き上げ対応分の0.71％
を含む。
※2019年度は、10月に消費税率
引き上げ対応の改定を実施。

-1.0
-1.5
%
年度 2004

Mesa 2020 Spring

抗菌薬適正使用支援加算の常勤者について、要
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算、栄養サポートチーム加算、感染防止対策加算、
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定点数に含まれる項目から病棟薬剤業務実施加算

件が緩和された複数の非常勤職員の組み合わせ
が適用されます。
また、看護師については、外来化学療法加算の
施設基準の見直しで、
非常勤職員でも配置が可能
になりました。
専従者の要件緩和では、理学療法士や作業療

わせでも基準を満たせる旨の規定が設けられました。
また、入院時支援加算については、評価体系が
見直され、200点だった点数が、入院前の支援の状

2が除外されたものです。
また、薬剤師の常勤配置に関し、病棟薬剤業務

医療従事者の常勤配置については、週3日以上

2.0

可能とする見直しもありました。
同部門の専従の看護師または社会福祉士につい

上げで、
3者のトータルでは0.47％の引き上げとされて

近年の医科点数本体の改定率

準における入退院支援部門の職員は、非常勤でも

から100点に引き上げられたほか、ハイケアユニット

が0.53％、
歯科が0.59％、
調剤が0.16％それぞれ引き

和が行われました。医療従事者の長時間労働など

この他、人員配置に係る要件では、入退院支援
加算とその加算である入院時支援加算の施設基

ハイケアユニット入院医療管理料については、所
今回の改定率は、勤務医の働き方改革への特

入退院支援部門の人員要件緩和と
ともに、
入院時支援加算の評価を見直し

実施加算と薬剤管理指導料の常勤薬剤師の配置

況に応じて算定する2区分の設定となりました
（下囲
みに概要）。

■入退院支援加算（退院時 1 回）
●入院時支援加算・・・・200 点

➡

イ. 入院時支援加算 1・・・・230 点

ロ. 入院時支援加算 2・・・・200 点

※入院の決まった患者に対し、入院中の治療や入院生活に係る計画に備え、入院前に以下のアからクまで（イ
は、患者が要介護または要支援状態の場合のみ）を実施し、その内容を踏まえ、入院中の看護や栄養管理等
に係る療養支援の計画を立て、患者と入院予定先の病棟職員と共有した場合に算定。入院前にアからクま
でを全て実施して療養支援計画を立てた場合は入院時支援加算１を、患者の病態等により全ては実施でき
ず、
ア、
イ、
クを含む一部の項目を実施して療養支援計画を立てた場合は、入院時支援加算 2 を算定。
ア.  身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握
イ.  入院前に利用していた介護サービスまたは福祉サービスの把握
ウ.  褥瘡に関する危険因子の評価
エ .  栄養状態の評価
オ.  服薬中の薬剤の確認
カ . 退院困難な要因の有無の評価
キ .  入院中に行われる治療・検査の説明
ク.  入院生活の説明
※入院時支援加算を算定するに当たって、
作成した療養支援計画書については、
患者の入院前に入院予定先の
病棟職員と共有する。
また、入院前または入院日に患者や家族等に交付して説明し、その内容を診療録等に
記載または添付する
（入院診療計画書等をもって、療養支援計画書としてもよい）
。患者の栄養状態の評価や
服薬中の薬剤の確認に当たっては、必要に応じて、管理栄養士や薬剤師等の関係職種と十分に連携を図る。
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特 集 診療報酬2020年度改定の概要〜入院医療〜

急性期入院医療では患者の重症度等に
係る判定や基準の見直しなど
急性期の入院医療に関する見直しにおいては、

算処理システム用コードを用いた評価によるものとされ

入院基本料は割合が引き上げられた区分があり、

床以上の病院については、
重症度、
医療・看護必要

ました。
Ⅱについては、
入院日に救急医療管理加算１、
2

急性期一般入院料1の場合で、
Ⅰが｢30％以上」から

度Ⅱを用いることが要件とされました。
ただし、
2020年

または夜間休日救急搬送医学管理料を算定する患

｢31％以上｣に、
Ⅱは｢25％以上｣から｢29％以上｣に

3月31日時点で該当する入院料を届け出ている場

者の入院後5日間が、
新たに評価の対象となります。

見直されています。

合は、
同9月30日まで経過措置が適用されます。

入院料の施設基準について、一般病棟用の｢重症

重症度、医療・看護必要度の該当基準の見直し

度、医療・看護必要度（Ⅰ
・Ⅱ）｣の評価項目と判定基

では、
｢いずれかに該当する患者｣とされていた要件

準の見直し、
同必要度の該当患者割合に係る要件

から｢Bの14または15に該当する患者であって、
Ａ得

重症度、医療・看護必要度の測定に関しては、負

の見直しなどが行われました。

点が1点以上かつＢ得点が3点以上」
という基準項

担の軽減を図る措置が講じられました。看護職員の

目が削除されました。

負担軽減を推進する観点から、
Ｂ項目の評価方法

重症度、
医療・看護必要度の該当患者割合が組

を、
患者の状態と介助の実施に分けた評価にしたも

み込まれている総合入院体制加算1の施設基準が

重症度、
医療・看護必要度は、
C項目
（手術等の医

入院料等の施設基準に定められている重症度、

学的状況）
などの評価期間の見直しがありました。
ま

総合入院体制加算の診療科の要件に
再編・統合を踏まえた規定を新設

た、
A項目の｢専門的な治療・処置｣のうち薬剤を使用

医療・看護必要度の該当患者割合の要件について

ので、
それによってADLを含む患者の状態がより明

見直され、地域医療構想に絡んだ取り扱いが規定

するものとＣ項目については、
Ⅱと同様にⅠ
も、
レセプト電

は、
経過措置が伴う見直しとなりました。急性期一般

確になることから、
「評価の手引き」で求めている｢根

されました。必要な診療科として求められる小児科、

拠となる記録」が不要とされました。

産科または産婦人科とその入院医療の提供につい

一般病棟用の｢重症度、医療・看護必要度Ⅰ｣に係る評価票等の概要
（赤文字は見直し分部）

※重症度、医療・看護必要度Ⅱの場合はＡ項目に｢8 救急搬送後の入院｣はなく、
「入院日に救急医療管理加算 1、2ま
たは夜間休日救急搬送医学管理料を算定する患者｣（入院後 5日間）が新たに評価の対象となる。

―

あり

あり

点
点
点
点
点

いいえ

―

―

―

点

―

ある

―

―

点

また、
重症度、
医療・看護必要度に係る調査票（Ⅱ

て、｢医療機関間で医療機能の再編または統合を

はＢ項目のみ）
の記入者に求められる院内研修につ

行うことについて地域医療構想調整会議で合意を

いて、｢所定の研修を修了したもの、
または評価に習

得た場合｣は、
施設基準に適用されない旨が規定さ

熟したものが行う研修であることが望ましい｣旨の規

れたものです。
小児科や産婦人科を標榜する医療機関や入院

定は削除されました。
一方、急性期一般入院基本料（急性期一般入

患者の減少を踏まえ、
医療機関間の医療機能の再

院料1～6）
または特定機能病院入院基本料の一

編・統合がより柔軟に行えるよう要件を見直したもの

般病棟7対1の届け出を行っている許可病床数400

とされています。

急性期一般入院基本料の重症度等の該当患者割合に係る要件の見直し

13

急性期一般入院基本料

（点数は、1日につき）

なし

0点

あり

1点

Ａ得点が2点以上かつ
Ｂ得点が3点以上の患者
または
Ａ得点が３点以上の患者
または
Ｃ得点が１点以上の患者

重症度等の該当基準

評価

12

手術等の医学的状況

なし

―

11

開頭の手術（手術当日から 日間）

なし

20

開胸の手術（ 日間）

―
―
―
―
―

あり
あり
あり
あり
あり

開腹の手術（７日間）

なし
なし
なし
なし
なし

骨の手術（ 日間）

―

24 23 22 21 20 19 18 17 16 Ｃ
16
胸腔鏡・腹腔鏡手術（５日間）

なし あり

患者の状態
介助の実施
0点
1点
2点
0
1
できる 何かにつかまればできる できない
―
―
自立
一部介助
全介助
実施なし 実施あり
自立
要介助
―
× 実施なし 実施あり =
自立
一部介助
全介助
実施なし 実施あり
自立
一部介助
全介助
実施なし 実施あり

寝返り
移乗
口腔清潔
食事摂取
衣服の着脱
診療・療養上の
はい
14
指示が通じる
15 危険行動
ない
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2点

~ 以外の全身麻酔・脊椎麻酔の手術（５日間）
救命等に係る内科的治療（５日間）

9
10
11
12
13

1点

別に定める検査（２日間）

Ｂ 患者の状況等

0点

別に定める手術（６日間）

Ａ モニタリング及び処置等
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
2 呼吸ケア
（喀痰吸引のみの場合を除く）
3 点滴ライン同時３本以上の管理
4 心電図モニターの管理
5 シリンジポンプの管理
6 輸血や血液製剤の管理
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（注射剤のみ）
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
⑪ 無菌治療室での治療
8 救急搬送後の入院（入院後 5日間）

5

重症度等の測定に係る負担軽減策も

急性期一般入院料 1

1,650 点

〃

入院料 2

1,619 点

〃

入院料 3

1,545 点

〃

入院料 4

1,440 点

〃

入院料 5

1,429 点

〃

入院料 6

1,408 点

〃

入院料 7

1,382 点

看護職員
配置

平均在院
日数

7 対 1 以上
看護師 7 割以上

18日以内

10 対 1 以上
看護師
7 割以上

21日以内

重症度等の該当患者割合

重症度、医療・看護
必要度Ⅰ

重症度、医療・看護
必要度Ⅱ

改定前

改定後

改定前

改定後

30％以上

31％以上

25％以上

29％以上

―

28％以上

24％以上

26％以上

―

25％以上

23％以上

23％以上

27％以上

22% 以上

22% 以上

20% 以上

21％以上

20％以上

17％以上

18％以上

15% 以上

18% 以上

12% 以上

15% 以上

Ⅰを測定、評価している

※ 2020 年 3 月31 日時点で入院料 1・2・3・5・6 を届け出ている病院は同 9 月30 日まで、入院料 4 を届け出ている病院は
2021 年 3月31日まで、経過措置が適用され、重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなされる。
また、許可病
床数が 200 床未満の病院については、2022 年 3 月31日まで、入院料 2・3・4 の重症度、医療・看護必要度の基準がそれ
ぞれ上表の値より2％低い値が適用される。

Mesa 2020 Spring

6

特 集 診療報酬2020年度改定の概要〜入院医療〜

地域包括ケアには入退院支援と
地域連携業務を担う部門が必要に
地域包括ケア病床に関しては、地域包括ケア病

が据え置きとなった一方、
施設基準の見直しが行わ

携業務を担う部門を設置し、
同業務に関し経験を有

また、許可病床数が 400 床以上の病院について

れました。
急性期治療を経過した患者や在宅で療養

する看護師または社会福祉士を配置することや、
厚

は、
自院の一般病棟から地域包括ケア病棟に転棟

している患者を受け入れる地域包括ケアの役割が

生労働省の｢人生の最終段階における医療・ケアの

した患者の割合に関する規定が設けられました。

偏りなく発揮されるよう見直されたものとされています。

決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏ま

その割合は 6 割未満であることが求められ、6 割以

施設基準については、入退院支援および地域連

え、適切な意思決定支援に関する指針を定めてい

上の場合は所定点数の 90％で算定するという規

ることが、
全ての点数区分に適用される通則に規定

定です。

棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料の点数

地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料の施設基準の概要
（点数は1日につき）

されました。

地域包括ケア病棟入院
料 1・2・3・4

域包括ケア入院医療管理料1・3の施設基準に設け

2,809 点
（2,794 点）

入院料

2,620 点
２
（2,605 点）
管理料
入院料

2,285 点
※ 1 （2,270 点）
管理料
入院料
管理料

３

４

2,076 点
（2,060 点）

13

入退院
重症度等 在宅
支援等の
患者割合 復帰率
部門

※2

一般病棟用の「重症度、医療・看
護必要度Ⅰ で
｣ ％ 以 上、同 Ⅱ
で ％以上

※1

対１以上
看護師７割以上

管理料

１

リハビリ
テーション
専門職

入退院支援および地域連携業
務を担う部門を設置し、専従者
等を配置。

入院料

看護
職員
配置

病 棟（当 該 病 室 を 有 す る 病 棟）
に専従で常勤の理学療法士、作
業療法士または言語聴覚士を
１人以上配置。

地域包括ケア入院医療
管理料 1・2・3・4

（ ）内は生活療養を受ける場合

■
■

施設基準の概要

11

7割
以上

14

―
―

自宅等
からの
入院患者

自宅等
からの
緊急患者

在宅
医療等の
提供

15％
以上※ 3

3カ月で
6 人以上

実績が
必要※ 4

―

―

3カ月で
6 人以上

実績が
必要※ 4

―

―

―
15％
以上※ 3
―

※ 1 入院料 1・3 および管理料の届け出は、許可病床数が 200 床未満の病院に限られる。
※ 2 入退院支援および地域連携業務を担う部門が設置されており、同部門に入退院支援および地域連携に係る

られている実績要件について、実績の基準値が引
き上げられました。

回復期リハビリテーション病棟入院料は、
アウトカ

実績要件は、
自宅等から入院した患者の割合

ムの評価であるリハビリテーションの実績に係る要

（直近3カ月間）が10％以上から15％以上に、
自宅

件の見直しや、入院患者の栄養管理を充実させる

等からの緊急の入院患者受け入れ数が3カ月で3
人以上から同6人以上に引き上げられました。

ための見直しなどが行われました。
アウトカムの評価に関しては、回復期リハビリテー

また、
「いずれか2以上を満たす｣とされている在

ション病棟入院料1と3の施設基準において、
リハビ

宅医療関連の点数の算定実績は、
基準回数が引き

リテーションの効果に係る実績の水準が引き上げ

上げられ、項目の一つである在宅患者訪問診療料

られ、実績指数の要件が入院料1は｢37以上｣から

の場合で、3カ月に20回以上が同30回以上となって

｢40以上｣に、入院料3は｢30以上｣から｢35以上｣に

います。
さらに、
在宅患者訪問リハビリテーション指導

見直されました。
ただし、
2020年3月31日時点で同入

管理料と、退院時共同指導料2の算定回数が｢い

院料1または3を届け出ている医療機関には、同9月

ずれか｣の対象項目に追加されました。

30日まで経過措置が適用されます。
栄養管理については、回復期リハビリテーション

入院料等を届け出ている医療機関には、見直され

病棟入院料1の施設基準における専任の常勤管理

看護師が配置されている
（専従の看護師または社会福祉士については、週 3日以上常態として勤務しており、

た施設基準について経過措置が適用されます。入

栄養士の扱いが変更され、
1人以上配置されている

退院支援および地域連携業務を担う部門に関して

ことが望ましいという規定が、
「 1人以上配置されて

ことで、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、基準を満たして

は2021年3月31日まで、
意思決定支援に関する指針

いること」
とされました。
これについては、
2021年3月31

と在宅医療等の実績要件については2020年9月30

日まで経過措置があります。

の看護師が配置されている場合は専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合は専任の

かつ、所定労働時間が 24 時間以上である専従の非常勤の看護師または社会福祉士を 2 人以上組み合わせる
いるとみなす）
。

※ 3 自宅等からの入院患者の要件は、入院医療管理料であって10 床未満の場合は 6 人以上。
※ 4 地域包括ケアの実績として、在宅医療等の提供に関し、次の①～⑥のうち2 以上を満たしている。
①在宅患者訪問診療料（Ⅰ）・
（Ⅱ）の算定回数が 3カ月で 30 回以上。

②在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料（Ⅰ）の算定回
数が 3カ月で 60 回以上。

③訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費の算定回数が 3カ月で 300 回以上の訪問看護ス
テーションが併設されている。

④在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を 3カ月で 30 回以上算定している。

⑤介護保険における訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護または介護予防訪問
リハビリテーションの提供実績を有する施設が併設されている。

⑥退院時共同指導料 2 を 3カ月で 6 回以上算定している。

Mesa 2020 Spring

回復期リハビリ病棟はアウトカムの
要件水準の引き上げなど

なお、2020年3月31日時点で地域包括ケア病棟

業務に関する十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が配置されている。同部門に専従

7

区分別では、地域包括ケア病棟入院料1・3と地

日まで、
基準を満たすものと見なされます。
400床以上の病院の新規届け出は不可、
一般病棟からの転棟患者の割合に規制も
地域包括ケア病棟入院料の届け出については、
許可病床数が 400 床以上の病院は届け出を行うこ

また、管理栄養士に関する規定がなかった同入
院料2～6について、
「 専任の常勤管理栄養士が1
人以上配置されていることが望ましい」
との規定が
追加されました。併せて、管理栄養士が配置されて
いる場合の栄養管理に関する取り組み事項も規定
されています。

とができないという規定が設けられました。ただし、
2020 年 3月31日時点で届け出ている医療機関は、
届け出ている病棟を維持することができるとされてい
ます。

■実績指数 ＝ FIM（Functional Independence
Measure/ 機能的自立度評価法）得点の改善度を
患者の入棟時の状態を踏まえて指数化したもの。

Mesa 2020 Spring
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特 集 診療報酬2020年度改定の概要〜外来医療〜

かかりつけ医機能のさらなる周知を
機能強化加算の施設基準で求める
診察料に関しては、
かかりつけ医機能の評価や

て、専門医、専門医療機関に紹介すること｣と、
「医

定の対応体制を確保する必要がある加算1または

療機能情報提供制度を利用して、
かかりつけ医機

加算2の届け出が、
地域包括診療加算の施設基準

能を有する医療機関が検索できること｣─が追加

として求められていました。

されました。

普及を図る観点から、初診料の機能強化加算と再

また、院内に掲示する事項と同様の内容につい

診料の地域包括診療加算の算定要件（施設基

て患者に直接、情報提供できる体制も要件となって

準）
の見直しが行われました。点数は、
いずれも据え

います。掲示内容を書面にし、患者が持ち帰れる形

置きです。

で、院内の見やすいところに置いておくなどの対応

診療所と許可病床数200床未満の病院が届け

地域包括診療加算

されています。
これらを踏まえ、
地域におけるかかりつけ医機能を
さらに周知するための対応として、施設基準に規定
ました。
院内に掲示する必要がある事項に、
「必要に応じ

認知症地域包括診療加算 1・・・35 点

地域包括診療加算 2・・・18 点

認知症地域包括診療加算 2・・・28 点

① 高 血 圧 症、② 糖 尿 病、③ 脂 質 異 常 症、④ 認 知 症
―のうち、２以上の疾患を有する患者。

認知症の患者であって、認知症以外に 1 以上の疾患
を有する患者。

（1）在宅医療の提供および当該患者に対し24 時間の往診等の体制を確保している
（在宅療養支援診
療所以外の診療所は、連携医療機関の協力を得て行う場合を含む）。

算の届け出の要件が緩和されました。
継続的に受診している患者からの電話等による
問い合わせへの対応体制が評価される時間外対
応加算（再診料の加算）
はこれまで、
自院独自で一

【機能強化加算の施設基準の概要】
（1）診療所または許可病床数が 200 床未満の病院である。
（2）①再診料の地域包括診療加算、②地域包括診療料、③小児かかりつけ診療料、④在宅時医学総合管理料（在宅

療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る）、⑤施設入居時等医学総合管理料（在宅療養支援診療所ま
たは在宅療養支援病院に限る）―のいずれかを届け出ている。

（3）地域のかかりつけ医機能として、①健康診断の結果等の健康管理に係る相談、②保健・福祉サービスに関する
相談、③夜間・休日の問い合わせへの対応、④必要に応じた専門医または専門医療機関への紹介―を行って
いる医療機関であることを、院内の見やすい場所に掲示している。
また、医療機能情報提供制度を利用して、か
かりつけ医機能を有する医療機関が検索可能であることを、院内の見やすい場所に掲示している。

（4）
（3）
 に基づいて掲示している内容について記載した書面を、院内の見やすい場所に置き、必要に応じて患者が
持ち帰れるようにする。
また、患者の求めがあった場合には、その書面を交付する。

（2）以下の全てを満たしている。
①訪問診療を提供した患者のうち、当該医療機関での外来診療を経て訪問診療に移行した患者数
が、在宅療養支援診療所については 10 人以上、
それ以外の診療所については 3 人以上。
②直近 1 カ月に初診・再診・往診・訪問診療を実施した患者のうち、往診または訪問診療を実施し
た患者の割合が 70％未満。
（3）以下のいずれかを満たしている。

加算２

※施設基準を満たして届け出た医療機関が、初診を行った場合に初診料（288 点）に加算。

施設基準の概要（抜粋）

●初診料の機能強化加算・・・・80 点

認知症地域包括診療加算

※
（注）

地域包括診療加算 1・・・25 点

診療加算は、
施設基準で求められる時間外対応加

■初診料の｢機能強化加算｣の見直し

な要件｣の一つが緩和された形です。

診療所のみが届け出可能、再診 1 回につき算定

加算１
（の要件）

されている患者等への情報提供の内容が拡充され

診療所のみが届け出できる再診料の地域包括

対象
患者

る医療機関における初診を評価するものとして設定

療加算の）届け出を行うに当たり、
満たすことが困難

再診料の地域包括診療加算等の評価の概要

が求められます。

地域包括診療加算は
時間外対応に係る要件を緩和

診療現場の声として把握されていた｢（地域包括診

体制で満たせる加算3の届け出でも良いことになりま

点数

機能を評価する観点から、
かかりつけ医機能を有す

今回の見直しは、診療報酬改定に関する調査で

それが見直しで、複数の診療所による連携対応

出の対象となる機能強化加算は、外来医療におけ
る適切な役割分担を図り、
より的確で質の高い診療

した。

①（再診料の）時間外対応加算１、2または 3 を届け出ている。
②医師の配置が、常勤 1 人以上で常勤換算 2 人以上。
③在宅療養支援診療所である。

（4）在宅医療の提供および当該患者に対し24 時間の連絡体制を確保している。
■時間外対応加算の施設基準の概要
●時間外対応加算 1・・・5 点

➡継続的受診の患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として、当該診療所で常時対応
できる体制を確保。

●時間外対応加算 2・・・3 点

➡継続的受診の患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間は、原則
として、当該診療所で対応できる体制を確保。休診日、深夜、休日等においては、留守番電話等
で地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮する。

●時間外対応加算 3・・・1 点

➡継続的受診の患者からの電話等による問い合わせに対し、複数の診療所による連携（自院を含
め最大 3 施設）
で対応する体制を確保。

※（注）地域包括診療加算 1または 2 の届け出を行っていることが、認知症地域包括診療加算 1または 2 の施設基準。地域
包括診療加算 1または 2 の届け出を行っていれば、認知症地域包括診療加算 1または 2として届け出を行う必要
はない。
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特 集 診療報酬2020年度改定の概要〜医療連携、情報連携〜

―などとされています。

診療情報提供料で｢患者の紹介元への
情報フィードバック｣を新たに評価

かかりつけ医機能を有する医療機関は、地域包

には、医学管理等は算定できないという規定があっ

場合は、
月１回の算定が可能とされています。

たことから、医学管理等の一項目である診療情報
提供料は算定できませんでした。

括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診

施設基準では、
自院の敷地内を喫煙禁止として

かかりつけ医機能と医療機関の間の連携を推進

療料、
在宅時医学総合管理料、
施設入居時等医学

いることが求められるほか、産科等の医療機関から

それが見直しで、
「 電話等による再診の際に、治

する観点から、診療情報提供料に新たな評価が設

総合管理料―のいずれかを届け出ている医療機

の紹介患者に対しては、妊娠している患者の診療

療上の必要性から、休日・夜間における救急医療の

けられました。

関が該当します。
在宅時
（施設入居時等）
医学総合

に係る適切な研修を修了した医師の配置が望まし

確保のために診療を行っていると認められる医療機

管理料については、在宅療養支援診療所または在

いなどとされています。施設基準は、満たしていれば

関の受診を指示した上で、当日中に受診先に診療

宅療養支援病院が届け出ている場合に限られます。

よく、
届け出は不要という扱いです。

情報の提供を行った場合は、情報提供料（Ⅰ）
を算

患者の紹介を受けた医療機関が、紹介元の医
療機関に診療情報を提供した場合に算定できる
「診療情報提供料
（Ⅲ）
・150点」の新設です。

紹介元医療機関の求めと患者の同意が前提、
算定は原則3カ月に1回

従来の、患者紹介などの評価である診療情報提
供料（Ⅰ）
・250点と、
セカンドオピニオンを求める患者

定できる｣という、
ただし書きが設けられました。

電話等による再診の際にも
診療情報提供料の算定が可能に

受診を指示する医療機関は、①地域医療支援
病院、
②救急病院等を定める省令に基づいて認定
された救急病院・救急診療所、③｢救急医療対策

の要望を受けて他の医療機関に情報提供を行った

診療情報提供料（Ⅲ）
の算定は、
紹介された患者

場合の同（Ⅱ）
・500点に、
かかりつけ医機能を有する

について、
紹介元の医療機関からの求めに応じ、
患

電話等による再診の際に、救急医療機関の受診

の整備事業について｣（通知）
に規定された病院群

医療機関との間などにおける情報フィードバックの評

者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した

を指示し、
その受診先の医療機関に対して必要な

輪番制病院、
病院群輪番制に参加している有床診

価が加わりました。

場合に、提供する医療機関ごとに患者1人につき3

情報提供を行った場合に、
診療情報提供料が算定

療所または共同利用型病院―とされています。
こ

カ月に１回算定する
（次回受診する日の予約を行っ

できるよう要件が見直されました。

れらの医療機関に情報を提供した場合、診療情報

診療情報提供料（Ⅲ）
の算定対象となる患者は、
①かかりつけ医機能を有する医療機関から紹介さ

た場合以外は、初診料を算定する日は除かれる）
と

れた患者、②かかりつけ医機能を有する医療機関

いった要件です。

電話等による再診については、
対面の再診以後、

提供料（Ⅰ）
の算定が可能です。

患者・家族等から電話やテレビ画像等を通して治療

外来通院の患者や在宅療養患者の病状が急変

に、他の医療機関から紹介された患者、
③妊娠して

産科、産婦人科を標榜する医療機関から紹介さ

上の意見を求められ、必要な指示をした場合に再

し、電話で治療上の相談を受けた直後に、患者が

いる者であって、
他の医療機関から紹介された患者

れた妊娠中の患者については、頻回の情報提供の

診料を算定できる旨が規定されています
（再診で外

他の医療機関に緊急搬送され入院する、
といった

来診療料を算定する一般病床200床以上の病院

ケースで、
主治医が搬送先の医療機関に患者の既

は、
電話等による再診料を算定できない）。

往歴や直近の治療経過などの診療情報を提供する

紹介患者の診療情報のフィードバックに係る評価の仕組み（概要を任意イメージ表示）
Ａ医療機関
かかりつけ医機能を有する

しかし、
電話等による対応で再診料を算定する際

｢患者Ｃ｣ を紹介

｢患者Ｃ｣ の診療情報を提供

｢診療情報提供料（Ⅲ）
・150点｣の算定が可能 ⬅

①地域包括診療加算
②地域包括診療料
③小児かかりつけ診療料
④在 宅時医学総合管理料ま
たは施設入居時等医学総
合管理料（在宅療養支援診
療所・在宅療養支援病院に
限る）

Mesa 2020 Spring

｢患者Ｄ｣ を紹介

｢診療情報提供料（Ⅰ）
・250点｣の算定が可能 ⬅

情報のフィードバックを依頼

｢患者Ｄ｣ の診療情報を提供

➡ ｢診療情報提供料（Ⅲ）
・150点｣の算定が可能

Ｂ医療機関

※以下のいずれかを届け出
ている。

という対応が、
診療報酬で評価された形です。

電話等による再診時の診療情報提供に係る評価の仕組み（概要を任意イメージ表示）

➡ ｢診療情報提供料（Ⅰ）
・250点｣の算定が可能

情報のフィードバックを依頼

11

必要があり、患者の同意を得て情報提供を行った

医療機関
※一般病床200床以上
の病院を除く

1

2

電話等による再診

3
必要な診療情報を提供
（患者等に指示した日）

※休 日・夜間の救 急医療の確

保のために診療を行っている
医療機関

治療上の必要性から、
救急医療機関の受診を指示

①地域医療支援病院

診療情報提供料（Ⅰ）の算定が可能

意見の求め

患者または看護に当たっている家族等

②救急病院・救急診療所
③病 院群輪番制病院、病院群

輪番制に参加している有床診
療所または共同利用型病院

患者の受診

Mesa 2020 Spring
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特 集 診療報酬2020年度改定の概要〜オンラインによる診療等〜

オンライン診療は対象患者の追加や
算定要件の緩和 ～点数は据え置き
オンライン診療などの情報通信機器を用いる診療
については、
いずれも点数は据え置きとなりましたが、
実施方法などの要件の見直しや対象疾患の追加
が行われました。
オンライン診療料の実施要件の見直しでは、
オン

在宅自己注射指導管理料を算定している患者に

し、事前の対面診療の要件が見直されました。在宅

ない医師がオンライン診療による医学管理（在宅管

場合が対象です。

診療を行う医師が5人以下のチームであって、
あらか

理）
を行っても差し支えないとされました。

オンライン医学管理の評価は、通則での
一括規定から個別の点数項目内に規定

同様です。

定前からの算定対象である医学管理料等に、在宅
自己注射指導管理料を加えた9項目にそれぞれ、
情

急変時に備えた対応が規定されました。患者の急

報通信機器を用いた場合の管理料・指導料が規定

変時等の緊急時に、速やかに受診できる医療機関

されたものです。

で対面診療を行えるよう、
事前に受診可能な医療機

例えば、糖尿病透析予防指導管理料の場合だ

関を患者に説明した上で、診療計画の中に記載し

と、
オンライン診療料に規定する情報通信機器を用

ておく必要があります。

いた診療の際に、糖尿病透析予防指導管理料を

診療計画は、対面による診療とオンライン診察を

算定すべき医学管理を行った場合は、
（対面診療に

組み合わせたもので、
対面診療の間隔は3カ月以内

よる通常の）所定点数に代えて、
「糖尿病透析予防

とされています。

指導管理料（情報通信機器を用いた場合）｣を算
に、
オンライン診療料と併せて月１回算定することに
なります。
オンライン在宅管理料は、加算できるケースの
拡大や連続算定の要件緩和
在宅時医学総合管理料の加算であるオンライン

MRIおよび血液学的検査等の必要な検査により一

在宅管理料については、
「月1回の訪問診療を行っ

次性頭痛と診断されている患者であって、
同疾患に

ている場合｣に限られていた算定対象が、
月2回以

対する最初の対面診療から3カ月以上経過している

上の訪問診療を行っている場合にも拡大されたほ

●オンライン診療料の算定対象患者に、定期的に通院が必要な慢性頭痛患者と、在宅自己注射指導管理の
対象患者の一部（糖尿病や慢性の肝疾患）
を追加
●オンライン医学管理を、個別の医学管理等の中に｢情報通信機器を用いた場合｣として規定

●オンライン在宅管理料について、
月2 回以上の訪問診療を行っている場合でも在宅時医学総合管理料に加
算できるよう要件を見直し

■対面診療（間隔は 3 カ月
以内）
と、オンラインによ
る診察を組み合わせた
診療計画を作成し、それ
に基づいて計画的なオ
ンライン診察を行った
場合に、
月１回算定。

●① 特定疾患療養管理料、②小児科療養指導料、③てん
かん指導料、④難病外来指導管理料、⑤糖尿病透析予
防指導管理料、⑥地域包括診療料、⑦認知症地域包括
診療料、⑧生活習慣病管理料、⑨在宅自己注射指導管
理料―のいずれかの算定対象患者（それぞれを右欄
の■■■■に当てはめ）。

■オンライン診療の際に、
■■■■を算定すべき
医学管理（指導）を行っ
た 場 合 は、所 定 点 数 に
代えて、■■■■（情報
通信機器を用いた場合）
として、オンライン診療
料と併せて月１回算定。

●在 宅時医学総合管理料の算定対象となる患者であっ
て、同管理料を初めて算定した月から3 カ月以上経過
し、かつ直近 3 カ月の間、オンライン診察を行う医師と
同一の医師が、毎月訪問診療を行っている患者（在宅時
医学総合管理料の加算）
。

■訪 問診療を実施した日
とは 別 の日にオンライ
ン診察による医学管理
を実施した場合に算定。

●精 神科在宅患者支援管理料の算定対象となる患者で
あって、同管理料を初めて算定した月から3カ月以上経
過し、かつ直近 3 カ月の間、オンライン診察を行う医師
と同一の医師が、毎月訪問診療を行っている患者（精神
科在宅患者支援管理料の加算）
。

■訪 問診療と同時に行う
場合を除き、オンライン
診察による医学管理を
実施した場合に算定。

100 点

100 点

精神科オン
ライン在宅
管理料

オンライン診療

見直しのポイント

●オンライン診療を行う前に必要な対面診療の期間を｢6カ月以上｣から｢3カ月以上｣に短縮

算定要件の概要

（2）在宅自己注射指導管理料を算定している患者のうち、 ■患 者の急変時等の緊急
糖尿病、肝疾患（経過が慢性のもの）
または慢性ウイル
時 に は、患 者 が 速 や か
ス肝炎に対する注射薬を使用しており、同管理料を初
に受診できる医療機関
めて算定した月から3カ月以上経過している患者。
において対面診療を行
えるよう、事前に受診可
（3）事前の対面診療、CTまたはMRIおよび血液学的検査等
能な医療機関を患者に
の必要な検査で一次性頭痛と診断されている慢性頭
説明した上で、計画の中
痛患者のうち、同疾患に対する対面診療を初めて行っ
に記載。
た月から3カ月以上経過している患者。
71 点

オンライン
在宅管理料

慢性頭痛患者は、事前の対面診療、CTまたは

（1）①特定疾患療養管理料、②小児科療養指導料、③てん
かん指導料、④難病外来指導管理料、⑤糖尿病透析予
防指導管理料、⑥地域包括診療料、⑦認知症地域包括
診療料、⑧生活習慣病管理料、⑨在宅時医学総合管
理料、⑩精神科在宅患者支援管理料─のいずれか
を算定しており、
これらの点数を算定すべき医学管理
を最初に行った月から3カ月を経過している患者。

オンラインによ
る指導・管理料

定する、
といった規定です。
オンライン診療を行った月

オンライン診療料

一方、
オンライン診療料について、新たに、患者の

算定対象患者

100点

施設基準
の 概 要
1

■厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有する（慢性頭痛患者につい
ては、脳神経外科または脳神経内科の経験を 年以上有する医師もしくは慢性頭痛のオンライン診療に係る研修を
受けた医師を配置）。

項目において規定する仕組みに変更されました。改

情報通信機器を用いた診療に係る評価の概要（点数は、いずれも｢1カ月につき｣）

■ カ月当たりの再診料（電話等による場合を除く）・外来診療料・オンライン診療料・在宅患者訪問診療料の算定回
数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数割合が１割以下。

は、
オンライン医学管理料、
オンライン在宅管理料も

Mesa 2020 Spring

れら複数医師が診療を行うことについて患者の同

は慢性ウイルス肝炎に対する注射薬を使用している

通則で総括的に規定されていたのが、個別の点数

管理料を算定している患者の一部が追加されました。

除されました。

意を得ている場合は、事前の対面診療を行ってい

が、6カ月以上から3カ月以上に短縮されました。
これ

通院が必要な慢性頭痛患者と、
在宅自己注射指導

じめ診療を行う医師について診療計画に記載し、
そ

また、複数の医師がチームで診療する場合に対

オンライン医学管理料については、
医学管理等の

オンライン診療料の算定対象患者には、
定期的に

か、
「連続する3カ月は算定できない｣という規定は削

ついては、
糖尿病、
肝疾患（経過が慢性のもの）
また

ライン診療を行う前に必要とされる対面診療の期間

在宅自己注射指導管理における糖尿病や
慢性肝疾患の薬剤の使用者も対象に

13

場合が対象となります。

5

※特定疾患療養管理料（情報通信機器を用いた場合）などのオンラインによる指導・管理料、オンライン在宅管理料、精神
科オンライン在宅管理料の施設基準は、いずれも、
オンライン診療料の届け出を行っていれば満たせるという扱い。

Mesa 2020 Spring
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特 集 診療報酬2020年度改定の概要〜オンラインによる診療等〜

難病等の診断に係る｢オンライン連携｣に
対する評価の新設も
情報通信機器を用いた診療に関しては、希少性

う場合の評価です。対面診療を行っている患者に

る患者、②指定難病の疑いがある患者─と規定

機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関す

対し、診断を目的として、他の医療機関の医師と情

されています。

る法律（薬機法）等の一部を改正する法律｣の施行

報通信機器を用い連携して診療を行った場合に、

遠隔連携診療料の算定は、
対面診療を行ってい

が高いなど専門性の観点から近隣の医療機関で

その診断の確定までの間、3カ月に1回算定できると

る医療機関が行い、診療報酬の分配は相互の合

は診断が困難な疾患について、連携診療を行った

されています。

議に委ねるという扱いです。

他の医療機関は、
てんかん診療拠点病院または

場合の評価である｢遠隔連携診療料｣（ 500点）が

難病医療拠点病院であることが要件です。

新設されました。

対象となる患者は、
厚生労働大臣が定めるものと

遠隔地の医師が情報通信機器を用いた診療を行

されており、①てんかん
（外傷性を含む）
の疑いがあ

さらに、電子処方箋の運用ガイドラインの見直し
で、処方箋の完全電子化も実現することになり、
「医

連携する両医療機関はともに、厚生労働省の定
める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿っ

かかりつけ医のもとで、事前に情報共有している

によって、
オンラインによる服薬指導が可能となります。

療従事者や患者の移動なしで一連の医療サービス
が在宅で完結する｣といったことも想定されます。
調剤報酬に評価が新設されたオンラインによる服

て診療を行う体制を有することが、施設基準で求め

薬指導は、
①オンライン診療料に規定する情報通信

られます。

機器を用いた診療の実施に伴って処方箋が交付さ

オンライン診療・医学管理等に係る取り組みのイメージ
（任意表記）
在宅時医学総合管理（ 部分）
と、糖尿病透析予防指導管理（ 部分）
での概略
を仮定で表示。
は対面で、
はオンラインによる対応。

４
５

2020
2020

６

2020
SUN

MON

１

TUE

WED

２

３

訪問診療

在宅患者訪問診療料×2
８
９
１０
＋
在宅時医学総合管理料

７

１４

２１

１５

２２

4月以前から
２８ 管 理
２９
当該
料
を算定

１６

２３
３０

１７

２４

MON

８

TUE

WED

２オンライン診療料
３
４
５

＋
オンライン医学管理料

９
１０
１
１
オンライン診察
１６
２３
３０

１７
２４
３１

１８
２５

THU

FRI

SAT

１２
１９
２６

SUN

４

５

６

１
１

１２

１３

５

１８

１９

２０

１２

２５

２６

２７

対面診療（外来）
再診料
＋
糖尿病透析予防指導管理料

2020
SUN

2020
MON

TUE

６
１３
２０
２７

FRI

SAT

１
訪問診療
在宅患者訪問
診療料×
2
７
８
＋
在宅時医学総合
管理料
１４
１５

＋

オンライン
２１
２２
在宅管理料
オンライン診察
による医学管理
２８
２９

WED

１

訪問診療

在宅患者訪問診療料×2
６ ＋７
８
在宅時医学総合管理料
１３

＋１４

１５

オンライン在宅管理料
オンライン診察
１９による医学管理
２０
２１
２２
２６

２７

２８

オンライン診察

２９

THU

FRI

SAT

２

３

４

９

１０

１
１

１６

１７

２３

２４

３０

３１

１８
２５

オンライン診療料 ＋ オンライン医学管理料

2020
THU

７

SUN

６

MON

７

TUE

９

WED

１

２

３

８

９

１０

訪問診療

在宅患者訪問診療料×2
１３
１４ ＋１５
１６
在宅時医学総合管理料
２０

２１

THU

＋２２

２３

オンライン在宅管理料
オンライン診察
２７
２８
２９
３０
による医学管理

１７
２４

FRI

４

オンライン診療時などの院外処方に
関するオンライン服薬指導の評価も

訪問診療の実施に伴って処方箋が交付された患
者─が対象になります。

情報通信機器の活用においては、
オンラインに

オンライン診療の実施に連動する服薬指導の評

よる服薬指導が法令上可能になることから、調剤

価は、薬剤服用歴管理指導料に｢情報通信機器を

報酬にオンライン服薬指導の評価が設けられました

用いた服薬指導を行った場合｣の点数が設定され

（26ページに関連記事掲載）。

たものです。

これまで、
オンラインによる服薬指導は認められてお

一方、訪問診療に対応する形の評価は、情報通

らず、
薬剤師は処方箋の原本によらなければ調剤で

信機器を用いた服薬指導を行った場合に、在宅患

きない規定であったため、
患者がオンライン診療を受

者オンライン服薬指導料として算定できる点数が、

けても、
院外処方された薬剤を受け取るためには、
郵

在宅患者訪問薬剤管理指導料の中に設けられまし

送された処方箋を持参して薬局に出向く必要がある、

た。
これは、対面の訪問薬剤管理指導と同日に行う

などといった状況にありました。
それが、
「医薬品、
医療

場合は除かれます。

【参考】
オンライン診療等に連動したオンライン服薬指導のイメージ
※医師の診療とオンライン
服薬指導は同時進行で
はない。

SAT

５

オンライン服薬指導
（薬剤は配送等も）

※薬剤の配送費用は、
療養の給付と直接
関係ないサービス
の費用に該当。

処方箋取得(電子処方箋の場合は
｢電子処方箋管理サービス｣を通じ
オンラインで取得)

再診料
＋
糖尿病透析予
１
１
１２
防指導管理料

オンライン診療または訪問診療を実施し
処方箋を交付(電子処方箋の場合も)

１８ 対面診療
１９
（外来）
２５

れた患者と、
②在宅時医学総合管理料に規定する

２６

主治医

●オンライン診療を行っている
●在宅時医学総合管理
（定期的な訪問診療）を行っている

通院患者の在宅時
または
在宅療養中

（厚生労働省資料と、
それぞれの仕組みの可能性から任意作成）
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特 集 診療報酬2020年度改定の概要〜在宅医療等〜

医療機関の訪問看護の体制評価で
実績に応じた加算を新設

また、外来栄養食事指導料には、情報通信機器
を使用して指導を行った場合の評価も新設されまし
た
（以上、
19ページに評価体系の概要掲載）。

医療機関が行う訪問看護について、
より手厚い

なお、管理栄養士の対応については、在宅患者

訪問看護の提供体制を評価するため、訪問看護

訪問褥瘡管理指導料に係る共同の指導管理等に

に係る一定の実績要件を満たす場合に算定できる

ついて、
当該医療機関以外の管理栄養士でもカン

加算が設けられました。在宅患者訪問看護・指導

ファレンス等に参画できるよう要件が見直されるなど

料と、同一建物居住者訪問看護・指導料の加算で

の措置もありました。

す。訪問看護・指導料の本体点数は、
ともに据え置
きでした。
新設されたのは、
「訪問看護・指導体制充実加算｣

連携して行う訪問診療は依頼先による
｢6カ月超｣の実施も可能に
在宅患者訪問診療料は、複数の医療機関が連
携して行う場合について、依頼先の医療機関が6カ

（他の機関との連携を含む）
を確保していることや、

月以上訪問診療を実施できるよう要件が見直されま

訪問看護への対応状況に関する年間実績等が求

した。一定の要件に該当し、情報を共有した上で取

められます。

り組んだ場合の取り扱いです。

また、
効率的な訪問が可能な同一建物居住者に

これまでは、依頼先の医療機関による訪問診療

ついては、規定されている疾患の患者に対して1日

の実施は原則6カ月が限度で、一定の要件に該当

に2回以上訪問対応した場合の｢難病等複数回訪

すると｢さらに6カ月算定できる｣とされていましたが、
6

問加算｣と、同一日に複数名で訪問した場合の｢複

カ月を超えても引き続き算定できるよう要件が明確化

数名訪問看護・指導加算｣の評価体系が見直され、

されました。

する仕組みになりました。

栄養食事指導料には他の医療機関等
との連携による対応の評価を新設

在宅患者訪問診療料の点数は、各区分とも据え
置きとなりました。
訪問診療時に超音波検査を
行った場合の評価を新設
また、
在宅患者訪問診療料を算定した日と同一日

訪問対応については、在宅患者訪問栄養食事
指導料に、他の医療機関等と連携して行った場合

に断層撮影法（心臓超音波検査を除く）
を行った場
合の評価が新設されました。

の評価も新設されました。従来の点数区分とは別

超音波診断装置の小型化に伴い、訪問診療時

に、
医師の指示に基づいて当該医療機関の管理栄

にも活用されてきているため、
その臨床的位置付け

養士以外の管理栄養士が訪問し、
栄養管理に係る

や実施の在り方等を踏まえ、訪問診療時の超音波

指導を行った場合の評価が設けられたものです。

検査について評価を見直すとされていたもので、従

イ. 週3日目まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 580点

ロ. 週4日目以降���������������� 680点

２. 准看護師による場合
イ. 週3日目まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 530点

ロ. 週4日目以降���������������� 630点

３. 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門ケアおよび人工膀胱

■訪問看護・指導体制充実加算（月1回）・・・・・・・・・・・・・・・ 150点

（1）
自院で、
または他の医療機関もしくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応
じて、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保している。
（2）次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしている
（許可病床数400床以上の病院は、
アを含めた2項目
以上を満たしている）。
ア. 在宅患者訪問看護・指導料3または同一建物居住者訪問看護・指導料3を前年度に計5回以上算定し
ている。
イ. 在宅患者訪問看護・指導料の乳幼児加算または同一建物居住者訪問看護・指導料の乳幼児加算を
前年度に計25回以上算定している。
 期の悪性腫瘍など規定されている疾患等の患者について、
ウ. 末
在宅患者訪問看護・指導料また

は同一建物居住者訪問看護・指導料を前年度に計25回以上算定している。
 宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算または同一建物居住者訪問看護・指導
エ. 在

料の同一建物居住者ターミナルケア加算を前年度に計4回以上算定している。
 院時共同指導料1または2を前年度に計25回以上算定している。
オ. 退
 放型病院共同指導料
カ. 開
（Ⅰ）
または（Ⅱ）を前年度に計40回以上算定している。

■ 同一建物居住者訪問看護・指導料（1日につき）
１. 保健師、助産師または看護師（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・・・・・・・・・ 580点

（2）週4日目以降�������� 680点

ロ. 同一日に3人以上 （1）週3日目まで・・・・・・・・・ 293点

（2）週4日目以降�������� 343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・・・・・・・・・ 530点

（2）週4日目以降�������� 630点

ロ. 同一日に3人以上 （1）週3日目まで・・・・・・・・・ 268点

（2）週4日目以降�������� 318点

３. 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門ケアおよび人工膀胱

こうした評価体系は、外来栄養食事指導料にも

来の点数体系と別に、訪問診療時に行った場合の

設けられていますが、
他の医療機関等（の管理栄養

点数（400点）が設けられました
（以上、20ページに

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

士）
との連携による対応の評価は、
いずれも診療所

評価体系の概要掲載）
。

■訪問看護・指導体制充実加算（月1回）・・・・・・・・・・・・・・・ 150点

に限られています。

17

１. 保健師、助産師または看護師（3の場合を除く）による場合

【施設基準の概要】
（以下のいずれにも該当する）

施設基準で、
24時間訪問看護の提供が可能な体制

同一建物内の患者が3人以上で加算点数が低減

■ 在宅患者訪問看護・指導料（1日につき）

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

（月1回150点）で、1日当たりの評価となっている訪
問看護・指導料に月単位で加算できる仕組みです。

医療機関からの訪問看護（訪問看護・指導料）に係る評価の概要

Mesa 2020 Spring
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特 集 診療報酬2020年度改定の概要〜在宅医療等〜

栄養食事指導料に係る評価の概要

在宅患者訪問診療料の算定要件の明確化、訪問診療時の超音波検査の評価の概要

■ 在宅患者訪問栄養食事指導料

（1日につき）
■ 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）
（自院に併設する有料老人ホーム等の入居者に対して行った場合を除く）

１. 在宅患者訪問栄養食事指導料1
イ. 単一建物診療患者が1人の場合・ ・・・・・・・・・・・・・ 530点
ロ. 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合・ ・・・・ 480点
ハ. イおよびロ以外の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440点

１. 在宅患者訪問診療料1
改定前の点数区分を1として
据え置き

※診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄
養管理に係る指導を行った場合に、患者が居住する建物の居住者のうち、当該医療機関の管理栄養士が訪
問栄養食事指導を行っている患者（単一建物診療患者）の人数に従い、1人につき月2回に限り算定。

イ. 同一建物居住者以外の場合 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・888点
ロ. 同一建物居住者の場合 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213点
※週3回（末期の悪性腫瘍や難病等の別に定める疾病等の患者に対する場合を除く）に限り算定。

２. 在宅患者訪問診療料2
イ. 同一建物居住者以外の場合 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・884点
ロ. 同一建物居住者の場合 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・187点

２. 在宅患者訪問栄養食事指導料2
イ. 単一建物診療患者が1人の場合・ ・・・・・・・・・・・・・ 510点
ロ. 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合・ ・・・・ 460点

※主治医として定期的に訪問診療を行っている医師が属する他の医療機関
（在宅時医学総合管理料、
施設入居
時等医学総合管理料または在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす医療機関）
の求めを受け、
診療を
求められた傷病に対して訪問診療を行った場合に、
求めがあった月から6カ月
（別に定める疾患等の患者に対

ハ. イおよびロ以外の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 420点

する場合を除く）
を限度として算定。
ただし、
他の医療機関との間で必要に応じて情報共有し、
主治医がその診

※診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該医療機関の医師の指示に基づき当該医療機関

療状況を把握した上で、
医学的に必要と判断し、
以下
（ア、
イ）
に該当する診療の求めが新たにあった場合には

以外（他の医療機関、栄養ケア・ステーション）の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に
係る指導を行った場合に、単一建物診療患者の人数に従い、1人につき月2回に限り算定。

6カ月を超えて算定可能。
この場合、
診療報酬明細書の摘要欄に、
継続的な訪問診療の必要性について記載。

ア.  その診療科の医師でなければ困難な診療



イ.  既に診療した傷病やその関連疾患とは明らかに異なる傷病に対する診療

■ 外来栄養食事指導料

（1日につき）・・・・・・・・・・・・・・・・・・150点
■ 在宅患者訪問診療料（Ⅱ）
（自院に併設する有料老人ホーム等の入居者に対して行った場合）

イ. 外来栄養食事指導料1
（1）初回 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 260点

※有料老人ホーム等に併設される医療機関が、その施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当す
る訪問診療を行った場合に算定。

（2）2回目以降
①対面で行った場合 ・ ・・・・・・・・・・ 200点

②情報通信機器を用いた場合 �������� 180点

※
（1）および（2）の①については、入院中以外の患者に対して、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献

イ. 在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料の算定要件を満たす医療機関として行った場
合に、週3回（別に定める疾病等の患者に対する場合を除く）に限り算定。

立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月は2回に限り、その他の月は1回に限り算定。
（2）の

ロ. 在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料または在宅がん医療総合診療料の算定要件を満た

②については、医師の指示に基づき、管理栄養士が電話等によって必要な指導を行った場合に、月1回に限

す他の医療機関の求めに応じて行った場合に、訪問診療を開始した日の属する月から起算して6カ月
（別に

り算定。

定める疾患等の患者に対する場合を除く）
を限度として、
月1回に限り算定。

ロ. 外来栄養食事指導料2
（1）初回 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250点

（2）2回目以降 ������������������� 190点

※診療所において、入院中以外の患者に対して、当該医療機関の医師の指示に基づき、当該医療機関以外の管
理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月は2回に限り、その他の月
は1回に限り算定。

■ 超音波検査
●断層撮影法（心臓超音波検査を除く）
イ. 訪問診療時に行った場合 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400点
※在 宅患者訪問診療料（Ⅰ）または（Ⅱ）を算定する日と同一日に

点数を新設

行った場合、部位にかかわらず月1回に限り算定。

【在宅患者訪問栄養食事指導料・外来栄養食事指導料の対象患者の概要】

ロ. その他の場合

①特別食を必要とする患者、②がん患者、③摂食機能もしくは嚥下機能が低下した患者または低栄養状態

（1）胸腹部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・530点

にある患者

（2）下肢血管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450点

改定前の点数区分と同様

（3）その他（頭頸部、四肢、体表、末梢血管等）・・・・・・・・・350点
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特 集 診療報酬2020年度改定の概要〜人工腎臓〜

さらに細分化された人工腎臓の評価
体系 ～ 一定の薬剤の使用に応じて
人工腎臓の評価では、
エリスロポエチン製剤のバ
イオ後続品等の実勢価格や、HIF‐PH阻害剤の有
効性および使用方法などを踏まえた見直しが行われ
ました。
昨秋の臨時的な見直しで、
HIF-PH阻害剤をエリ
スロポエチン製剤等と同様とみなし、慢性維持透析
の点数に包括した上で、HIF-PH阻害剤の投与は
院内処方によるものとされていましたが、
院外処方に
も対応するための評価の仕組みが新たに設けられ
ました。点数は、
全体的に引き下げられています。
また、
人工腎臓の導入期加算は、
より手厚い対応
が要件となる加算に評価をシフトさせた形となり、加
算1の点数は引き下げ、加算2は、施設基準の実績
要件を見直した上で点数が引き上げられました。
施設基準の区分と実施時間に応じた設定である
慢性維持透析の点数体系は、
「厚生労働大臣が定
める患者｣の場合と、
それ以外の患者の場合に分け
られました。
厚生労働大臣が定める患者は、
「 HIF-PH阻害
剤を院外処方している患者以外の患者｣とされてい
ます。
そのため、厚生労働大臣が定める患者ではな

慢性維持透析の評価区分などが見直され
【改定前】

1 慢性維持透析を行った場合 1
イ. 4 時間未満の場合 ����������� 1,980 点
ロ . 4 時間以上 5 時間未満の場合 ��� 2,140 点
ハ . 5 時間以上の場合 ����������� 2,275 点

2 慢性維持透析を行った場合 2

透析用監視装置の台数や台数に対する人工腎
臓の1～3の算定患者数などによる施設基準につい
ては、
変更ありません。
人工腎臓の1～3の所定点数に含まれるものとし
て厚生労働大臣が定める薬剤には、①エリスロポ
エチン、
②ダルベポエチン、
③エポエチンベータペゴ
ル、
④HIF-PH阻害剤（院内処方されたものに限る）
―が規定されました。

Mesa 2020 Spring

【別に厚生労働大臣が定める患者の場合】

イ. 4 時間未満の場合 ������������� 1,924 点
ロ . 4 時間以上 5 時間未満の場合 ����� 2,084 点

【別に厚生労働大臣が定める患者ではない場合】

ヘ . 5 時間以上の場合 ������������� 2,093 点

3 慢性維持透析を行った場合 3

2 慢性維持透析を行った場合 2

イ. 4 時間未満の場合 ����������� 1,900 点
ロ . 4 時間以上 5 時間未満の場合 ��� 2,055 点
ハ . 5 時間以上の場合 ����������� 2,185 点

4 その他の場合 ������������� 1,580 点
●施 設基準を満たし届け出た医療機関が行っ
た場合には、基準の区分に従い、導入期加算

として、導入期1カ月に限り1日につき、次の点
数を所定点数に加算。

イ. 導入期加算 1 ��� 300 点
ロ . 導入期加算 2 ��� 400 点
●1および2は、施設基準を満たし届け出た医

療機関が行った場合に、基準の区分に従い

所定点数を算定（3は、12の基準に該当し

ない場合）。

●4 は、急性腎不全の患者、透析導入期（導入
後 1カ月）の患者に対して行った場合、血液濾

過または血液透析濾過を行った場合、一定の

合併症等を有する患者に対して行った場合

で、連日人工腎臓を実施する場合や半減期の

短い特別な抗凝固剤を使用する場合など特

算定要件、
施設基準の概要
●1から3まで（慢性維持透析濾過加算を算定す
る場合を含む）は、透析液（灌流液）、血液凝固阻

止剤、生理食塩水、別に厚生労働大臣が定める
薬剤の費用は所定点数に含まれる。

ハ . 5 時間以上の場合 ������������� 2,219 点

ハ . 5 時間以上の場合 ����������� 2,230 点

ロ . 4 時間以上 5 時間未満の場合 ��� 2,100 点

別な管理を必要とする場合。
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1 慢性維持透析を行った場合 1

ニ . 4 時間未満の場合 ������������� 1,798 点

ということになります。
いた点数は、
それぞれ6区分になっています。

【改定後】

イ. 4 時間未満の場合 ����������� 1,940 点

い患者は、
HIF-PH阻害剤を院外処方している患者
施設基準ごとに実施時間に応じて3区分となって

た人工腎臓（点数は、いずれも｢1日につき｣）

ホ . 4 時間以上 5 時間未満の場合 ����� 1,958 点

【別に厚生労働大臣が定める患者の場合】

イ. 4 時間未満の場合 ������������� 1,884 点

〔別に厚生労働大臣が定める患者〕

HIF-PH 阻害剤を院外処方している患者以外の
患者

〔別に厚生労働大臣が定める薬剤〕

①エリスロポエチン、②ダルベポエチン、③エ
ポエチンベータペゴル、④ HIF-PH 阻害剤（院内
処方されたものに限る）

●1 から3のうち、｢ニ」から｢ヘ｣まで（慢性維持

透析濾過加算を算定する場合を含む）の場合に

ロ . 4 時間以上 5 時間未満の場合 ����� 2,044 点

は、HIF-PH阻害剤の服薬状況等を診療録に記

ハ . 5 時間以上の場合 ������������� 2,174 点
【別に厚生労働大臣が定める患者ではない場合】

ニ . 4 時間未満の場合 ������������� 1,758 点

ホ . 4 時間以上 5 時間未満の場合 ����� 1,918 点
ヘ . 5 時間以上の場合 ������������� 2,048 点

3 慢性維持透析を行った場合 3
【別に厚生労働大臣が定める患者の場合】

イ. 4 時間未満の場合 ������������� 1,844 点

ロ . 4 時間以上 5 時間未満の場合 ����� 1,999 点
ハ . 5 時間以上の場合 ������������� 2,129 点
【別に厚生労働大臣が定める患者ではない場合】

ニ . 4 時間未満の場合 ������������� 1,718 点
ホ . 4 時間以上 5 時間未満の場合 ����� 1,873 点
ヘ . 5 時間以上の場合 ������������� 2,003 点

載する。

1 ｢慢性維持透析を行った場合 1｣の施設基準
※次のいずれかに該当する。

①透析用監視装置の台数が26台未満

②透 析用監視装置の台数に対する人工腎臓を算
定した患者数が3.5未満―等

2 ｢慢性維持透析を行った場合 2｣の施設基準

①透析用監視装置の台数が26台以上であり、かつ

②透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を算
定した患者数が3.5以上4.0未満―等
■

｢導入期加算1｣の施設基準

※関連学会の資料またはそれらを参考に作成した
資料に基づき、患者ごとの適応に応じ、腎代替療
法について十分な説明を行っている。
■ ｢導入期加算2｣の施設基準

①導入期加算1の施設基準を満たしている、②在宅

4 その他の場合 ��������������� 1,580 点

自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で12回以上

●導入期加算 イ . 導入期加算 1 ���200 点

じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向け

ロ . 導入期加算 2 ���500 点

算定している、③腎移植について、患者の希望に応

た手続きを行った患者が前年度に3人以上―の
全てを満たす。
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特 集 診療報酬2020年度改定の概要〜人工腎臓〜

腎代替療法に関する情報提供等を
新たな指導管理料で評価

前の保存期腎不全の段階から腎代替療法に関す
る説明・情報提供を実施した場合の評価である
「腎
代替療法指導管理料」
（500点）
も新設されました。

腎不全患者に対する診療に関しては、移植を含

腎代替療法指導管理料は、一定の要件に該当

めた腎代替療法に関する情報提供等を推進するた

する慢性腎臓病の患者（入院中以外）
に対し、
その

めの見直しも行われました。

患者の同意を得て、医師が看護師と共同し、診療

人工腎臓の導入期加算2について、
腎移植に向け

方針等について十分に話し合い、
その内容を文書

た手続き等を行った患者数の要件が見直されるとと

等で提供した場合に、
患者1人につき2回に限り算定

もに点数が引き上げられましたが、
併せて、
透析開始

できるとされています。

■腎代替療法指導管理料・・・・・・・・・500 点（患者 1 人につき2 回に限り）
〈対象となる患者＝入院中以外の患者〉
（1）慢性腎臓病の患者であって、3カ月前までの直近 2 回の eGFR（mL/ 分 /1.73m2）がいずれも30 未満の場合、
（2）急速進行性糸球体腎炎等による腎障害により、急速な腎機能低下を呈し、不可逆的に慢性腎臓病に至る
と判断される場合―のいずれかの要件を満たす患者。
※対象となる患者の腎代替療法選択にとって、適切と判断される時期に腎代替療法の情報提供を行う
（腎臓
病教室とは別に指導管理を行った場合に限る）
。腎臓内科の経験を有する医師および腎臓病患者の看護に
従事した経験を有する専任の看護師が、患者への腎代替療法の情報提供が必要と判断した場合に、腎代替
療法について指導を行い、患者が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように説明・相談を
行った場合に算定（1 回の指導を 30 分以上行った場合に算定）。
※指導内容等の要点を診療録に記載する。説明に当たっては、関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資
料またはそれらを参考に作成した資料に基づいて説明する。対象患者の（1）
または（2）のうち該当するもの
に応じて、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
（1）に該当する場合は、直近の血液検査の eGFR の検査値について、次のいずれかに該当するもの。
① 25ml/min/1.73m2 以上 30ml/min/1.73m2 未満
② 15ml/min/1.73m2 以上 25ml/min/1.73m2 未満
③ 15ml/min/1.73m2 未満
（2）に該当する場合は、指導管理の実施について適切な時期と判断とした理由を記載。

【施設基準の概要】
1.  ①在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去 1 年間で 12 回以上算定している、②腎移植について、患者の希望に応
じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年度に 3 人以上いる
（腎移植に
向けた手続き等を行った患者とは、臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、
先行的腎移植が実施された患者または腎移植が実施され透析を離脱した患者）―のいずれも満たす。
2.  院内に、①腎臓内科の診療に従事した経験を 3 年以上有する専任の常勤医師、② 5 年以上看護師として医療
に従事し、腎臓病患者の看護について3 年以上の経験を有する専任の常勤看護師―が連携して診療を行う
体制がある。
3.  腎臓病について患者や家族等に対する説明を目的とした腎臓病教室を定期的に実施する。
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薬局と医療機関の連携推進で情報提供などに
新たな評価
～かかりつけ機能に応じた評価、対物から対人への業務の構造的転換を図る見直しも～

調剤報酬の見直しでは、かかりつけ薬局・薬剤師機能を評価する見直しや、薬局と医療機関との情報
連携に対する新たな評価が行われました。一方で、処方箋の受付回数が多い場合や特定の医療機関
からの処方箋受付割合が高い薬局に係る調剤基本料の低減の仕組みを強化するなど、いわゆる門前
薬局や大型チェーン薬局にとって厳しい内容の見直しもありました。また、薬機法等の改正で、情報通
信機器を用いた服薬指導が対面指導の例外として認められることから、オンライン服薬指導に係る評
価が設けられています。

かかりつけ薬剤師の対応で患者の
プライバシー確保を求める、
点数はアップ

薬指導加算」
（3カ月に１回30点）
も新設されました。
調剤後薬剤管理指導加算は、調剤基本料の地
域支援体制加算を届け出ている薬局が、
医師の求

かかりつけ機能に関しては、かかりつけ薬剤師

めなどに応じ、調剤後も副作用の有無の確認や服

指導料が73点から76点に、
かかりつけ薬剤師包括

薬指導等を行い、
その結果を医師に情報提供した

管理料は281点から291点に引き上げられ、
併せて、

場合の評価です。

｢患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえない

吸入薬指導加算は、喘息または慢性閉塞性肺

よう、パーテーション等で区切られた独立したカウン

疾患の患者に対し、医師の求めなどに応じて、吸入

ターを有するなど、患者のプライバシーに配慮してい

薬の使用方法について文書での説明に加え練習

る｣ことが、
施設基準に加えられました。

用吸入器を用いた実技指導を行い、
その指導内容

また、
かかりつけ薬剤師指導料については、薬剤

を医療機関に提供した場合の評価とされています。

服用歴管理指導料と同様に設定されている特定薬
剤管理指導加算が1と2に改編され、
新たな評価とし
て2が設けられました。

重複投薬等の解消につながる
取り組みの評価も新設

加算2は100点（月1回）が設定され、一定の要件
に該当するがん患者について、医療機関と情報連
携した場合に算定できます。

医療機関との情報連携では、
処方医に重複投薬
等の解消に係る提案を行うことも新たに評価されま
す。服用薬剤調整支援料が1と2に改編されたもの

今回の改定では、医療機関と薬局の連携をさらに拡

ています。また、院内で実施される化学療法のレジメン

例えば、外来での抗がん剤治療に関しては、注射料の

ホームページ等で公表しておく、
といったことも要件に

充するための見直しも行われています。

外来化学療法加算に、｢連携充実加算｣（月1 回 150 点）
が新設され、その施設基準には、地域の薬局に勤務す

る薬剤師等を対象とした研修会の実施などが含まれ
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を、地域の薬局の薬剤師等が閲覧できるよう、自院の

組み込まれました。そして、調剤報酬には、
これに対応し
た医療機関との情報連携の評価が新設されています。

糖尿病治療薬に関する調剤後の
管理指導を新たに評価

で、
2が新たな評価です。
複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処
方されている患者について、重複投薬等の状況を

薬剤服用歴管理指導料には、
インスリン製剤等の

含めた服用中の薬剤の一元的把握を行い、
処方医

糖尿病治療薬に関する｢調剤後薬剤管理指導加

に重複投薬等の解消に係る提案を行った場合の

算｣
（月1回30点）
と、
実技指導等の評価である
「吸入

評価として100点（3カ月に1回）
が設定されました。
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しくは腸瘻による経管投薬または経鼻経管投薬を

経管投薬に関する薬局の支援も
評価の対象に

行っている患者が簡易懸濁法を開始する場合につ

既存の点数項目に組み込んで
オンライン服薬指導の評価を新設

行った場合の評価として設けられました。

管投薬支援料｣（100点）
の新設もありました。
胃瘻も

方箋が交付された患者と、
②（同）在宅時医学総合
管理料に規定する訪問診療の実施に伴って処方

いて、
医師の求めなどに応じて薬局が必要な支援を
医療機関（医師）
の求めなどによる対応では、
｢経

する情報通信機器を用いた診療の実施に伴って処

服薬指導については、情報通信機器を用いた場
合の評価が新たに設けられました。対象となる患者

箋が交付された患者―とされています
（16ページ
に関連記事掲載）。

は、①（医科診療報酬の）
オンライン診療料に規定

薬局・薬剤師と医療機関・医師の情報連携等に係る評価の概要
●特定薬剤管理指導加算・・・・・・10 点
➡
・ 			

特定薬剤管理指導加算 1・ ・・・・・・・・・ 10 点〈改定前と同様〉
特定薬剤管理指導加算 2・ ・・・・・・・・・ 100 点（月1 回）

【施設基準の概要】

①勤務経験を 5 年以上有する薬剤師が勤務している。②患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテー
ション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮している。③麻薬小売業者の免許
を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されている。④医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に
係る研修会に、当該薬局に勤務する常勤の薬剤師が年 1 回以上参加している
（2020 年 9月30日まで経過措置を適用）。

■薬剤服用歴管理指導料

●調剤後薬剤管理指導加算・・・・・・・・・ 30 点（月1 回）
※調剤基本料の地域支援体制加算を届け出ている薬局の薬剤師が、新たにインスリン製剤またはスルフォニル尿素系
製剤が処方されるなどした患者に管理指導を行った場合の評価。患者や家族から求めがあり、処方医に了解を得た
とき、
または医療機関（処方医）からの求めがあった場合に、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電
話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理および指導（当該調剤と同日
に行う場合を除く）を行い、医療機関に必要な情報を文書等で提供した場合に、
月に１回に限り所定点数に加算。

●吸入薬指導加算・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 点（3カ月に1 回）

※吸入薬の投薬が行われている喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者が対象。患者や家族等から求めがあった場合で
あって、処方医に了解を得たとき、
または医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得て、文書および練習用吸
入器等を用いて必要な薬学的管理および指導を行い、医療機関に必要な情報を文書等で提供した場合に、3カ月に
１回に限り所定点数に加算。

■服用薬剤調整支援料・・・・・・・・125 点
➡
			

服用薬剤調整支援料 1 ・・・・・・・・・・・ 125点〈改定前と同様〉
服用薬剤調整支援料 2 ・・・・・・・・・・・ 100 点（3カ月に1 回）

※服用薬剤調整支援料 2 は、複数の医療機関から6 種類以上の内服薬（特に規定するものを除く）が処方されていた患
者が対象。患者や家族等の求めに応じ、服用中の薬剤について一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された
場合であって、処方医に対し、その状況が記載された文書を用いてその重複投薬等の解消等に係る提案を行った場
合、3カ月に 1 回に限り算定。

■経管投薬支援料 ・・・・・・・・・・・100 点
※胃瘻もしくは腸瘻による経管投薬または経鼻経管投薬を行っている患者や家族等から求めがあった場合であって、
処方医に了解を得たとき、または医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤
の服用に関して必要な支援を行った場合に初回に限り算定。
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【改定後】

※特定薬剤管理指導加算 2 は、施設基準を満たし届け出た薬局が、外来化学療法加算の連携充実加算を届け出ている
医療機関で抗悪性腫瘍剤を注射された患者について管理指導を行った場合の評価。治療内容等を文書で確認し、必
要な薬学的管理および指導を行い、患者の同意を得た上で、調剤後の抗悪性腫瘍剤等の服用に関し、電話等により
服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、当該医療機関に必要な情報を文書等で提供した場合に、月１回
に限り所定点数に加算。同加算における薬学的管理等を行おうとする薬剤師は、原則として、医療機関のホームペー
ジ等でレジメンを閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握する。

■薬剤服用歴管理指導料
【改定前】

■かかりつけ薬剤師指導料・薬剤服用歴管理指導料

1. 原則、6カ月以内に再度、処方箋を持参した患者に対して行った場合�������������������� 41 点
2. 1 の患者以外に対して行った場合��������������������������������������������� 53 点
3. 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合����������������������� 41 点
1. 原則、3カ月以内に再度、処方箋を持参した患者に対して行った場合�������������������� 43 点
2. 1 の患者以外に対して行った場合��������������������������������������������� 57 点
3. 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合����������������������� 43 点
4. 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合����������������������������������� 43 点
※オンライン診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者であって、原則 3カ月以内に薬剤服用歴管理指導料 1
または 2 を算定した患者が対象。算定は月1 回。

【情報通信機器を用いた服薬指導の算定要件の概要】

①オンライン服薬指導は当該薬局内で行い、薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施する。
②患者の同意を得た上で、対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、同計画に
基づいてオンライン服薬指導を実施する。
③オンライン服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、やむを得ない事由により同一の薬剤師が
対応できない場合には、同一薬局内の他の薬剤師（あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある薬剤師 2 人ま
で）の氏名を服薬指導計画に記載し、あらかじめ患者に、他の薬剤師がオンライン服薬指導を行うことの同意を得てい
る場合は、他の薬剤師が対応できる。
④患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴および服用中の医薬品等について確
認する。患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、服薬指導等の内
容を手帳に記載する。
⑤服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用および医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の
給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。医薬品を患者に配送す
る場合は、医薬品受領の確認を行う。

【情報通信機器を用いた服薬指導の施設基準の概要】

（1）情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が整備されている。
（2）当該薬局において、次の①・②の 1カ月当たりの算定回数の合計に占めるオンラインによる服薬指導料の算定回数の
割合が1割以下。①薬剤服用歴管理指導料、②在宅患者訪問薬剤管理指導料（在宅患者オンライン服薬指導料を含む）

■在宅患者訪問薬剤管理指導料

1. 単一建物診療患者が 1 人の場合������������������������ 650 点

2. 単一建物診療患者が 2 人以上 9 人以下の場合�������������� 320 点

3. 1 および 2 以外の場合������������������������������� 290 点

※在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い処方箋が交付された患者であって、在宅患者訪問薬剤管理
指導料を月１回のみ算定している患者に対し、情報通信機器を用いた服薬指導（訪問薬剤管理指導と同日に行う場合
を除く）を行った場合は、在宅患者オンライン服薬指導料として月1 回に限り57 点を算定（薬剤師 1 人につき、週 10 回
を限度として算定。1 ～ 3も合わせて薬剤師 1 人週 40 回に限り算定）。
【在宅患者オンライン服薬指導料の算定要件、施設基準の概要】

◎訪問診療を行った医師に、在宅患者オンライン服薬指導の結果に関する必要情報を文書で提供する。その他の取り組
み事項は、薬剤服用歴管理指導料の情報通信機器を用いた服薬指導と同様。
◎施設基準は、薬剤服用歴管理指導料の情報通信機器を用いた服薬指導に係る届け出を行っていること。
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