Mesa 2020年夏号 発行所・アステラス製薬株式会社 営業本部セールスオペレーション部 〒103ｰ8411
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Medical management support by astellas

SUMMER 2020

東京都中央区日本橋本町2ー5ー1
定価300円
（消費税込）
屋久島（鹿児島県）

特集

1

特集

2

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～

Esu00342A01

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～

C o n t en t s

Astellas Medical Net の ご 案 内

SUMMER 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。

P09 - 14

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

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、

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～

>医業経営情報

「Mesa」の

P19 - 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

SPRING 2020
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̶ 人工腎臓の導入期加算の要件にも反映 ̶

2

入院患者が対象だった排尿自立指導の評価を
入院基本料等加算の｢排尿自立支援加算｣と
｢外来排尿自立指導料｣に改編

定価300円
（消費税込）

Medical management support by astellas

P21 - 22
疾患
Navigator

東京都中央区日本橋本町2ー5ー1

Biweekly

Medical management support by astellas

1

保存期腎不全の段階からの説明・情報提供等の
評価で腎代替療法指導管理料を新設

─ メサ ─

営業本部営業推進部 〒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年春号

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

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
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～

アステラスメディカルネット

P15 - 18

ẦẦụếẬҔ

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～

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

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｣
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チンクエ・テッレ
（イタリア）

特集

1

特集

2

◎通常の診療と時限的・特例的な取り扱い等による診療の概要
通常(平時)の診療
初診

対面

対象患者 疾(患 )

表紙写 真解説

初診料 288点
再診料 73点

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～

Esu00341A01

4月10日付事務連絡による
オンライン診療
(施設基準を満たし届け出た医療機関) 時限的・特例的な取り扱い等
対応不可

原則対面(患者や家族から 初診から(対面診療の期間
電話等で治療上の意見を求 が)3カ月以上である患者に
再診
められ、必要な指示をした場 テレビ電話等の情報通信
合は、再診料の算定が可能) 機器を用いて実施。
診療
報酬

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

電話や情報通信機器を用
いた実施が可能。

(電話等による初診、再診
の実施、対応診療科、担当
医師名などを記載した調
査票を都道府県に提出)

オンライン診 療 料 71点
初診料 214点
オンライン管理料等 100点
(いずれも月1回算定) 再診料 73点
医学管理料等 月1回147点
①特定疾患療養管理料など
の管理料・指導料等(10種
類)を算定している患者
②在宅自己注射指導管理料
を算定している糖尿病や
肝疾患の患者
③慢性頭痛患者

※｢情報通信機器を用いた
場合」が注に規定されてい
る管理料等を対面診療で
算定していた患者に対し、
電話等による診療において
も管理を行う場合

※診療報酬の規定と｢新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについ
て｣(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)などに基づき医療総研(株)加工・作成。

屋久島 （鹿児島県/1993年登録/自然遺産）
1993年、屋久島は白神山地とともに、日本で初めて世界自然遺産に登録さ

世界中を震撼させた新型コロナウイルス感染症の拡大。わが国でも感染拡大防止のため、
さまざまな施策が講じられ
ましたが、厚生労働省は、事務連絡を相次いで発出し、国民向けや医療機関向けの注意喚起をはじめ、医療団体等に入
院病床の確保などに関する依頼を行うとともに、平時とは異なる診療の取り扱いを示しました。

れました。亜熱帯、暖帯、温帯、亜高山帯といった、
さまざまな植生の垂直分

外来診療について、電話や情報通信機器を用いて初診から診療を行える旨やそれに対応した診療報酬の取り扱いが

布が特徴です。島の面積の約2割に相当する10,747haが自然遺産地域と

示されたり、入院医療に関し、ICU等の入院料を通常の点数の2倍、3倍と引き上げるなどの措置が取られました。
これら

して登録されており、海岸線近くの照葉樹林帯から、山岳部のスギ林帯、ヤ
クシマダケ草原帯までが含まれています。樹齢数千年、直径3～5ｍにも達
するヤクスギが特に有名です。

の取り扱いの内容を抜粋して振り返ります。
また、診療報酬のうち、診療情報等の共有や退院時の共同指導、入退院に係る地域連携、がん治療での病診連携の評
価について、改めて概要を整理してみます。
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■ 通常の診療と、時限的・特例的・臨時的な取り扱いによる診療の概略
通常
（平時）
の診療

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～

Point 2

電話等による診療において、院内処方、院外処方ともに可能。
初診料、医学管理料等は、特例措置用の点数が設けられている。

Point 3

入院医療においては、一部の診療報酬を3倍にするなどの措置が講じられた。

（注）本
 稿は、厚生労働省事務連絡による時限的・特例的・臨時的な取り扱いが効力を有している6月10日時点の状況に沿って作成したも
のです。

最初は慢性疾患等の定期通院患者、
その後

は初診患者も ～電話等による診療や処方

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、厚生労

電話や情報通信機器を用いた実施
が可能。

対面

対応不可

再診

患者や家族から電話等で治療上の
意見を求められ、必要な指示をした
場合は、対面診療でなくとも再診料
の算定が可能

初診から
（対面診療の期間が）3カ月
以上である患者にテレビ電話等の
情報通信機器を用いて実施。

診療
報酬

初診料 288点
再診料 73点

初診料 214点
オンライン診療料
71点
再診料 73点
オンライン管理料等 100点
（いずれも月1回算定） 医学管理料等 月1回147点

る診療も可能とするなどの取り扱いが示されたもの

措置は、オンライン診療とは条件が異なります。電

です。一定の条件下で医師の責任の下、医学的に

話等による診療を行う医療機関をリスト化して公表

る場合、医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算

可能であると判断した範囲において、初診でも電話

するなどの目的で、電話等による初診、再診の実施、

定できる、といった内容でした。

や情報通信機器を用いた診療による診断や処方が

対応診療科、担当医師名などの必要事項を、所定の

可能であるとされました。

調査票に記載して都道府県に提出するという規定が

電話等による診療で行う処方は、当初、それまで
（対面診療において）処方されていた慢性疾患治療

併せて、診療報酬上の臨時的な取り扱いも追加
され、初診から電話等による診療を行う場合は、本

じめ、医療団体等に入院病床の確保などに関する

それまで処方されていない薬剤も処方できる旨の取

来の初診料の288点ではなく214点を算定するなど

依頼を行うなど、年明けから相次いで事務連絡等を

り扱いが示されています。

のルールが示されました。特定疾患療養管理料な

扱いが示されました。慢性疾患等で定期受診してい

※医学管理料等の算定対象は、
｢情報通信機器を用いた場合」
が注に規定されている管理
料等を対面診療で算定して
いた患者（電話等による診療
においても管理を行う場合）

〔診療報酬点数表の規定、｢新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに
ついて｣ ( 令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡 ) 等に基づいて作成〕

薬を想定したものでしたが、その後の事務連絡で、

そうした中、2月末に、平時とは異なる診療の取り

（電話等による初診、再診の実施、
対応診療科、担当医師名などを記
載した調査票を都道府県に提出）

①特 定疾患療養管理料などの管理
料・指導料等
（10種類）
を算定して
いる患者
②在 宅自己注射指導管理料を算定
している糖尿病や肝疾患の患者
③慢性頭痛患者

働省は、国民向けや医療機関向けの注意喚起をは

発出しました。

電話等による診療に対応し

｢特別な｣初診料、管理料等を設定

た患者に対する電話や情報通信機器を用いた診療

年度が替わってからは、既発の事務連絡の内容

に関する取り扱いと、それに対応した診療報酬上の

を統合・整理した上で、外来診療に係る新たな取り

臨時的な取り扱いです。

扱いが示されました。

どの管理料等については、電話等による診療におい
て管理を行った場合は147点を月1回算定するとし
ています。
なお、薬局は、電話や情報通信機器を用いての服
薬指導が可能とされています。
診療報酬には従来、オンライン診療料があります

設けられていますが、
対象患者の制約は特にありません
（電話等での診療における管理料等の算定を除く）。
在宅医療にも及んで示された

診療報酬上の臨時的な取り扱い

また、在宅医療に関しても、診療報酬上の臨時的
な取り扱いが示されています。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に
係る訪問診療について、電話等での代替が可能と
する旨の内容です。

医師が電話等によって診療し、医薬品の処方を行

緊急事態宣言が7都府県を対象に発令された3日

が、施設基準を届け出る必要があり、算定対象は、3

「月2回以上訪問診療を行っている場合」の管理

い、処方箋情報がファクシミリ等で薬局に送付され

後の4月10日付事務連絡※で、初診から電話等によ

カ月以上の対面診療の期間を経ており、特定の管

料を前月に算定していた患者に対し、当月は訪問診

理料等を算定している患者に限られる、といった規

療1回と電話等での診療を実施した場合、その月の

定があります。

の点数を算定できる、
み
「月2回以上訪問診療を―」

※｢新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて｣（令和2年4月10
日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡）
および ｢新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱
いについて
（その10）｣（令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡）。

3

4月10日付事務連絡による時限
的・特例的・臨時的な取り扱い

初診

対象患者

Point 1

電話や情報通信機器を用いて外来診療を行えるという内容の事務連絡が発出された。電話等
による診療は初診から可能で、薬局は電話等による服薬指導も可能―などとした取り扱い。

オンライン診療
（施設基準を満たし
届け出た医療機関）

Mesa 2020 Summer

新型コロナウイルス感染拡大防止策としての特例

といった取り扱いです。

Mesa 2020 Summer

4

special feature

■ 初診等に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いの概要

■ 診療等の時限的・特例的な取り扱いと診療報酬上の臨時的な取り扱いのイメージ

電話等を用いた診療の求め

処方箋情報を、患者が希望する薬局に送付（患者が電話等での服薬指導

医療機関

実施するサービス

Ａ医療機関

薬局

患者

1

を希望する場合、処方箋の備考欄に｢0410対応｣と記載）

診療状況等に応じ、①電話等を用いた場合の初診料（時間外等の加算を含む）
、②電
医師が、診療は不要と判断

話等再診料（時間外等の加算を含む）
、③処方箋料または処方料・調剤料等、④ ｢情報

健康相談

通信機器を用いた場合｣ が注に規定されている管理料等―の算定が可能

（健康相談、受診勧奨は診療報酬の対象外）

診療報酬上の評価例
自院の
受診歴なし

自院の
受診歴あり

医師が電話等を用いた診療が可能と
判断した場合

電話等に
よる初診

現在受診中ではないが、新たに生じ
た症状に対して診療

電話等に
よる初診

受診中の患者に対し、新たに別の症
状について診断・処方

電話等に
よる再診

▪電話等による場合の初診料214点
▪処方箋料68点（処方料42点等）
▪電話等再診料73点
▪処方箋料68点（処方料42点等）

診察

処方

電話や情報通信機器で服薬指導を実施。
薬剤は配送等で授与。

自院または他院での対面診療

患者の求めに応じ、電話や

受診勧奨

情報通信機器を用いて診療

医師が、対面診療が必要と判断

療養上の管理
（以前から、対面診療で実施）

●初診の患者には、麻薬、向精神薬は処方できない。また、過去の診療録や診療情
報提供書などから患者の基礎疾患の情報を把握できない場合は、処方日数の上限
を7日間とし、ハイリスク薬も処方できない。
●既に対面診療で診断され治療中の患者には、発症が容易に予測される症状の変
化に対し、新たな医薬品を処方することも可能。
●対面診療によって、｢情報通信機器を用いた場合｣ が注に規定されている管理料等
を算定していた患者に、電話等による診療の際も管理を行った場合は、当該管理
料等の算定が可能（月1回147点）。

〔中央社会保険医療協議会総会
（令和2年4月10日）
資料 ｢新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について｣における｢新型
コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話等を用いた診療に対する診療報酬上の臨時的な取扱いについて｣に基づき加工・作成〕

① 以前から、Ａ医療機関を定期受診している患者
電話等による初診の場合も、原則的に
麻薬・向精神薬以外は処方が可能

ています。院外処方においては処方箋の備考欄に、
基礎疾患情報が把握できない旨を明記する必要が
あります。

特例措置では、電話や情報通信機器を用いた診

ハイリスク薬は、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不

療について、患者からその求めを受け、電話等を用

整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、精神神

いた診療による診断や処方が医師の責任の下で医

経用剤、糖尿病用剤など、診療報酬における「薬剤

学的に可能であると判断した範囲において、初診か

管理指導料1」の対象となる薬剤です。

ら実施できるとされています。ただし、麻薬および
向精神薬は処方できないという扱いです。

また、患者に対し、初診から電話等を用いて診療
を行うことが適していない症状や疾病など、生じる

患者

③ ②の場合であって、その後、電話等による再診を行う患者

〔｢新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて｣（令和2年4月10日
厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡）
、｢新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
（その10）｣（令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡）
等に基づき加工・作成〕

電話等による初診については

実施状況を都道府県に報告する必要も

剤など、患者ごとの実施状況を所定の調査票に記
入し、毎月都道府県に報告するものとされています。
処方箋については、患者が、電話や情報通信機器

初診からの診療の際は、できる限り、過去の診療

おそれのある不利益、急病急変時の対応方針等に

電話等で初診を行った患者の2度目以降の診療

録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワー

ついて、十分な情報提供と説明※を行った上で、そ

も電話等を用いる場合は、初診の場合の留意事項

考欄に「0410対応」と記載し、患者の同意を得て、

クからの情報、健康診断の結果等から、患者の基礎

の説明内容を診療録に記載する必要があります。

に沿って実施する必要があります。その初診は、問

医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等

さらに、対面による診療が必要と判断される場合

診と視診に限定されたものであるため、その際に作

で処方箋情報を送付するという取り扱いが示され

は、速やかに対面による診療に移行するものとし、

成した診療録は、患者情報を得るための「過去の診

ています。送付先の薬局は診療録に記載します。処

それが困難な場合は、あらかじめ承諾を得た他の

療録」には該当しないとされています。

方箋原本は自院で保管し、後に処方箋情報を送付

疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行
うものとされています。
患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、
処方日数は7日間が上限とされ、加えて、いわゆる
「ハ

医療機関に速やかに紹介するという取り扱いも示

イリスク薬」も処方できないというルールが示され

されています。

※説明に当たっては、｢オンライン診療の適切な実施に関する指針（平成30年3月厚生労働省策定）
のⅤの１. ⑴｣ に定める説明や同意に関
する内容を参照するものとされている。

5

② 初診となる患者
（受診歴がない場合を含む）

Mesa 2020 Summer

なお、電話等による診療を行う医療機関は、初診

を用いた服薬指導等を希望する場合、処方箋の備

した薬局に送付するという取り扱いです。

から対応した患者（受診勧奨の場合、2度目以降も

院内処方の場合は、患者と相談し、医療機関から

電話等による診療の場合を含む）
に関し、基礎疾患

直接配送するなどの方法で患者に薬剤を渡すといっ

の情報を確認できていたか否かや、診断名、処方薬

た取り扱いが示されています。
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■ 電話や情報通信機器を用いて診療する場合の被保険者資格の確認等に係る留意事項の概要
●電話や情報通信機器を用いる診療の場合は、対面での診療と比べ、患者の身元の確認や心身の状態に関する情報を得
ることが困難であるため、患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止する観点から、以下の措置を講じる。

視覚の情報を含む情報通信手段を
用いて診療を行う場合

被保険者証により患者の受給資格を、医師については顔写真付きの身分証

電話を用いて診療を行う場合①

（抜粋）
■ 特例措置による重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する入院医療の評価
点数の ｢平時の2倍｣ は4月18日付事務連絡の時点による取り扱い

救命救急入院料１

平時の3倍

10,223点

20,446点

30,669点

18,500点

27,750点

とを証明することが望ましい。

8日以上14日以内の期間

7,897点

15,794点

23,691点

3日以内の期間

11,802点

23,604点

35,406点

4日以上7日以内の期間

10,686点

21,372点

32,058点

9,371点

18,742点

28,113点

7日以内の期間

14,211点

28,422点

42,633点

8日以上14日以内の期間

12,633点

25,266点

37,899点

7日以内の期間

9,697点

19,394点

29,091点

8日以上14日以内の期間

8,118点

16,236点

24,354点

ハイケアユニット入院医療管理料１

6,855点

13,710点

20,565点

ハイケアユニット入院医療管理料２

4,224点

8,448点

12,672点

脳卒中ケアユニット入院医療管理料

6,013点

―

18,039点

950点

1,900点

2,850点

救命救急入院料２

保険者証を撮影した写真のデータを電子メールに添付して医療機関に送付

電話で氏名、生年月日、連絡先（電話番号、住所、勤務先等）、保険者名、保険

8日以上14日以内の期間
特定集中治療室管理料１

者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項を確認することでも差し
支えない。

特定集中治療室管理料３

銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等による支払いで差し支
えない。

患者に薬剤を直接配送できる。温度管理を含め薬剤の品質の保持や、確実
院内処方を行った場合

3日以内の期間

平時の2倍

9,250点

※虚偽の申告による処方が疑われる事例があった場合は、その旨を所在地の都道府県に報告する。

患者が支払う一部負担金等

通常（平時）

4日以上7日以内の期間

するなどの方法で、受給資格を確認する。

｢電話を用いて診療を行う場合①｣ に
よる本人確認が困難な患者の場合

点数（1日につき）

点数の ｢平時の3倍｣ は5月26日付事務連絡の時点による取り扱い

明書により本人確認を、互いに行う。その際、医師は医師資格を有しているこ

患者の被保険者証の写しをファクシミリで医療機関に送付する、あるいは被

な授与等がなされる方法（書留郵便等）
で患者へ渡す。薬剤の発送後、当該
薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認する。品質の保持に
特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適
切な配送方法を利用する、自院の従事者が届ける、患者や家族等に来院を求
めるなど、工夫して対応する。患者が支払う配送料、薬剤費等は、配送業者に

1

救急医療管理加算１（一般病棟入院基本料などへの加算）

※この他、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復
室入院医療管理料―についても、通常（平時）
の点数の3倍とする取り扱いが示されている。
〔診療報酬点数表および ｢新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
（その12・その19）
（
｣ 令和2年4月18日・
5月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡）
に基づき加工・作成〕

よる代金引換のほか、一部負担金等と同様の支払い方法で差し支えない。
〔｢新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて｣（令和2年4月10日
厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡）
に基づき加工・作成〕

られ、その後、特定集中治療室管理料等と同様に3
倍相当に引き上げられました。

ICU等の入院料や救急医療管理加算は
平時の2倍の評価がさらに3倍に

入院医療については、重症の新型コロナウイルス

らは回復したものの、引き続き入院管理が必要な患

また、医療従事者の感染リスクを伴う診療を評価

者の転院を受け入れた医療機関については、必要

について行われています。これらの点数は、いったん

するものとして、看護配置に応じ、二類感染症患者

な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を

通常（平時）の2倍に引き上げられ、その後、専用病

入院診療加算に相当する点数を算定できるとした

評価するものとし、二類感染症患者入院診療加算

床の確保などを行った上での対応とし、3倍相当に

取り扱いも示されています。

引き上げられました。

感染症から回復した患者の転院を受け入れた

（250点）
を算定できるという取り扱いも示されました。
いずれの入院料を算定する場合も加算が可能とさ

感染症患者の診療に対し、特定集中治療室管理料

一方、酸素吸入が必要な状態などとされる中等

などの点数を大幅に引き上げる特例措置が取られ

症以上の新型コロナウイルス感染症患者の診療に

ました。人工呼吸器管理等を要する状態を踏まえ

ついては、入院基本料等の加算である救急医療管

長期・継続的な治療を要する新型コロナウイルス

たものとされ、体外式心肺補助（ECMO）や人工呼

理加算を引き上げるという取り扱いが示されてい

感染症患者に対する診療を考慮した取り扱いも示

症患者と同様の取り扱いがなされるとされています。

吸器による管理など、呼吸不全をはじめとした多臓

ます。

されています。中等症以上の患者で、継続的な診療

新型コロナウイルス感染症が疑われる患者の診療は、

重症度等に応じた2区分設定のうち上位区分点

が必要な場合には、救急医療管理加算の3倍相当

感染症患者と同等の感染防止対策が必要であり、

点数の引き上げは、救命救急入院料、特定集中治

数である ｢救急医療管理加算1｣ を、14日を限度と

の点数を15日目以降も算定できるとした取り扱い

他の患者と同室にできないなどの実情を踏まえた

療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料など

して通常の2倍の点数で算定できるという措置が取

です。

ものです。

器不全に対する管理への評価となっています。

7

また、治療の結果、新型コロナウイルス感染症か
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医療機関に対する特例措置も

れています。
なお、新型コロナウイルス感染症の疑似症患者と
して入院している患者については、その期間、感染
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■ 退院時共同指導料の評価体系と算定要件の概要
■退院時共同指導料1（入院患者の退院後の療養を担う医療機関が算定）

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～

1．在宅療養支援診療所の場合・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1,500点
2．在宅療養支援診療所以外の場合・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・900点

【算定要件の概要】

▪入院中の患者の退院後の在宅療養を担う医療機関（在宅療養担当医療機関）
の医師または同医師の指示を受けた
医療従事者※1が、退院後の在宅での療養上必要な説明および指導を、患者の同意を得て、入院中の医療機関の医
師または医療従事者※1と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、原則入院中１回に限り算定。
※1 この場合の医療従事者は、保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士もしくは社会福祉士。
⃝初
 診料、再診料、外来診療料、
オンライン診療料、開放型病院共同指導料
（Ⅰ）
、往診料、在宅患者訪問診療料
（Ⅰ）
・
（Ⅱ）
は別に算定できない｡

Point 1
Point 2
Point 3

患者が入院している医療機関と、退院後の在宅療養を担う医療機関が、退院後の
在宅療養に関して共同指導を行う際、情報通信機器を活用できるようになった。
患者の退院時に係る医療連携の評価には、入院基本料等加算の入退院支援加算と
診療情報提供料（Ⅰ）
に設けられている地域連携診療計画加算もある。
地域連携診療計画を共有する医療連携グループの取り組みについては、
がん治療に｢特化した評価｣も設けられている。

■退院時共同指導料2・・・・・・ 400点（患者が入院中の医療機関が算定）
【算定要件の概要】

▪自院に入院中の患者について、医師または医療従事者※1が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な
説明および指導を、在宅療養担当医療機関の医師もしくは同医師の指示を受けた医療従事者※1または在宅療養担
当医療機関の医師の指示を受けた訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士もし
くは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、原則入院中１回に限り算定。
▪自院に入院中の患者について、医師が、在宅療養担当医療機関の医師と共同して指導を行った場合に、300点を所
定点数に加算（次の ｢多機関共同指導加算｣を算定する場合は、算定できない）。
▪自院に入院中の患者について、医師または保健師、助産師、看護師、准看護師が、他の機関のいずれか3者以上※2
と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導加算として、2,000点を所定点数に加算。

退院時共同指導は、
「医療資源が少ない地域｣

に限らず、情報通信機器を用いた対応が可能に

9

士もしくは言語聴覚士、居宅介護支援事業者の介護支援専門員、指定特定相談支援事業者等の相談支援専

の見直しで、
「医療資源が少ない｣とされる地域でな
くても、リアルタイムでの画像を介したコミュニケー

担と連携などに係る診療報酬評価は、改定を重ねる

ション
（ビデオ通話）が可能な機器を用いての共同

ごとに拡充され、
さまざまな点数が設定されています。

指導が可能になりました。

門員のうち、いずれか3者以上。
⃝開放型病院共同指導料（Ⅱ）
は別に算定できない。

原則、対面
で実施

退院時共同指導料は、入院中の患者について、退

を有する医療機関から紹介された患者や、かかりつ

院後の在宅療養を担う医療機関と入院している医

け医機能を有する医療機関に紹介された患者等に

療機関が、退院後の在宅療養上必要な説明と指導

ついて、紹介元の医療機関に診療情報を提供
（フィー

を共同で行うものですが、対面での実施を原則とし、

ドバック）
した場合に算定できる ｢診療情報提供料

ビデオ通話による共同指導でも算定できるようにな

（Ⅲ）
・150点｣ が新設されたほか、電話等による再診

けた歯科衛生士、薬局の薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法

例えば、退院時共同指導料については、算定要件

診療情報等の提供・共有や医療機関等の機能分

2020年度診療報酬改定では、かかりつけ医機能

※2 在宅療養担当医療機関の医師もしくは保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科医師もしくはその指示を受

見直されています。

りました。

※多機関共同指導加算に係る共同指
導でも、ビデオ通話が可能な機器
を用いることができるが、その場合、

共同指導

在宅療養担当医療機関等のうち2
者以上は、患者が入院している医

在宅療養担当
医療機関

ICT活用も可能

患者が入院中の
医療機関

療機関に赴いて共同指導を行う。

（診療報酬点数表の規定に基づいて作成）

の際に、救急医療機関の受診を指示し、その受診先

また、退院時共同指導料は、2018年度診療報酬

の医療機関に対して必要な情報提供を行った場合

改定でも、関係機関間の連携が一層推進されるよう、

は ｢診療情報提供料（Ⅰ）
・250点｣ が算定できるよう

要件が見直された経緯があります。それ以前は、入

薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言

管理料の施設基準における実績要件に盛り込まれ

になるなどの見直しが行われました。

院患者の退院後の療養を担う医療機関の医師また

語聴覚士、社会福祉士といった職種も追加されてい

るという措置もありました。同要件の「いずれか2以

また、連携医療機関同士の効率的な情報共有・連

は医師の指示を受けた看護師等が、入院先の医療

ました。

上を満たす」という項目に｢退院時共同指導料2を3

携を促進する観点から、情報通信機器を用いた共

機関の医師または医師の指示を受けた看護師等と

同指導やカンファレンスが実施できるよう、要件が

共同で指導を行う必要がありましたが、その他に、

Mesa 2020 Summer

なお、退院時共同指導料は、2020年度改定で、

カ月で6回以上算定している」が加えられました。

地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療
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■ 地域連携診療計画書の様式例として示されている計画への記載事項等
地域連携診療計画書（様式例）

月日

/

経過（日または週・
月単位）

1日目

日時（手術日・退院
日など）

入院日

達成目標
治療
薬剤
（点滴・内服）

■ 地域連携診療計画加算の算定要件の概要と、連携のイメージ
■入退院支援加算の地域連携診療計画加算

説明日
患者氏名
病名（検査・手術名）：

殿

検査
安静度・リハビリ
（OT・PT の 指 導を
含む）

○日目

1日目

○日目

○日目

転院日

退院日

（転院基準）

（退院基準）

※患者が入院した医療機関は、地域連携診療計画に沿って治療を行うことについて患者
の同意を得た上で、入院後1週間以内に地域連携診療計画に基づく個別の患者ごと
の診療計画を作成し、文書で家族等に説明し交付する。

食 事（栄 養 士 の 指
導も含む）

地域連携診療計画加算

300点

▪地域連携診療計画加算

り、300点をさらに所定点数に加算。ただし、開放型病院共

※患者の状態等により、異なる連携が行われることが想定されるため、あらかじめ複数
の地域連携診療計画を作成しておき、患者の状態等に応じて最も適切な地域連携診
療計画を選択する、という対応でもよい。

処置

▪地域連携診療計画加算

■診療情報提供料（Ⅰ）
の

※次の ｢イ｣、
「ロ｣ のいずれかを行った場合に、退院時１回に限

/
2日目

2

清潔

50点

※算 定対象患者は、連携する医療機関
で、入退院支援加算の地域連携診療

同指導料（Ⅱ）、退院時共同指導料2、介護支援連携指導料、
診療情報提供料（Ⅰ）
、診療情報提供料（Ⅲ）は別に算定でき

計画加算が算定されて退院した患者

ない。

であって、入院中以外の患者。

イ．入退院支援加算の届け出を行っている病棟に入院している

※連 携する医療機関とあらかじめ共有

患者について、退院時または転院時に、その後の治療等を

されている地域連携診療計画に基づ

担う他の医療機関または介護サービス事業者等に対し、患

く療養を提供し、患者の同意を得た上

者に係る診療情報を文書で提供した場合。

で、退院時の患者の状態や、在宅復帰

ロ．他の医療機関からの転院
（1回の転院に限る）
患者について、
退院時または転院時に、当該他の医療機関に患者に係る
診療情報を文書で提供した場合（同転院患者は、当該他の
医療機関で地域連携診療計画加算を算定したもの）。

後の患者の状況等について、退院し
た月またはその翌月までに、患者が退
院した連携医療機関に文書で情報提
供する。

排泄
患者様および
ご家族への説明
退院時情報

【退院時患者状態】病院名

【退院時患者状態】病院名

年 月 日 主治医

年 月 日 主治医

※１ 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わり得るものである。
※２ 入院期間については現時点で予想されるものである。
※３ 転院先退院時に本計画書の写し等を紹介元病院へ送付する。

Ａ病院
退院または転院時に
地域連携診療計画
加算を算定

〔｢特掲診療料の施設基準及び届出に関する手続きの取扱いについて｣（厚生労働省通知）
における様式例に基づいて加工・作成〕

入院、転院、退院・在宅復帰―という流れに
沿った評価体系の地域連携診療計画加算

患者の退院時に係る連携の評価には、地域連携
診療計画加算もあります。入院基本料等加算の入
退院支援加算と診療情報提供料（Ⅰ）に設けられて
いる既存の評価です。

11

関する退院基準などの記載が求められます。

診療情報等の
フィードバック

退院

転院

診療情報
等の提供

地域連携診療計画加算は、例えば、病診連携にお

診療情報等を提供

受け継いだ患者の状態等の
情報をフィードバック

※患 者は、疾患や状態等に応
じた地域連携診療計画があ
らかじめ作成されており、連
携する医療機関、介護サー
ビス事業者等との間で情報
共有されている。

いて、病院からの退院患者を診療所が受け継いで
在宅復帰後の療養を担う場合に、それぞれが施設
基準等の要件を満たしていると算定が可能です。
この場合、病院は入退院支援加算に加えて地域
連携診療計画加算を退院時に算定でき、診療所は、

地域連携診療計画は、疾患ごとに作成され、入院

地域連携診療計画に基づいて診療するとともに、患

から退院後の診療まで一連の治療を担う複数の医

者の状態等に関する情報を病院にフィードバックす

療機関や介護サービス事業者等（連携医療機関等

ることにより、診療情報提供料（Ⅰ）に加えて地域連

のグループ）
の間で、あらかじめ共有されるものです。

携診療計画加算を算定することができます。

受け継いだ患者の状態等の
情報をフィードバック

Ｂ病院
退院時に
地域連携診療計画
加算を算定

退院

Ｃ診療所
地域連携診療計画
加算を算定

※医 療機関 A・B・C
は、他の機関も含
め、連携グループ
として年3回以上
の頻 度で職員が
面会し、情報提供
や地域連携診療
計画の評価・見直
しを行っている。

診療情報等を提供

（診療報酬点数表等における地域連携診療計画加算の仕組みに基づいて作成）

同計画には、病名、入院時の症状、予定されてい

診療所が受け継ぐ患者で地域連携診療計画加算

また、入退院支援加算の地域連携診療計画加算

そのため、例えば、急性期、回復期、在宅復帰後の

る診療内容、標準的な転院までの期間、転院後の診

の算定対象となるのは、連携先の病院において、入

は、同加算が算定された患者の転院を受け入れた

療養―といった｢3段階｣の医療連携の流れに沿っ

療内容、連携する医療機関を退院するまでの標準

退院支援加算の地域連携診療計画加算を算定して

医療機関も、1回の転院に限られますが、入退院支

た評価の仕組みになっています。

的な期間、退院に当たり予想される患者の状態に

退院した患者とされています。

援加算・地域連携診療計画加算の算定が可能です。

Mesa 2020 Summer

Mesa 2020 Summer
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■ がん治療に係る地域連携の診療報酬評価の概要

2

■ がん治療連携のイメージ（対応と診療報酬評価の概要）

■がん治療連携計画策定料

連携グループ

▪がん治療連携計画策定料1・・・・・ 750点
療計画に基づいて患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文書で提供するとともに、退院時または退院した日か
ら起算して30日以内に、別の医療機関に患者に係る診療情報を文書で提供した場合（がんと診断されてから最初の
入院に係るものに限る）
に、退院時または退院した日から起算して30日以内に、1回に限り算定。
▪がん治療連携計画策定料2・・・・・300点
※がん治療連携計画策定料1を算定した患者であって、他の医療機関（連携医療機関）
においてがん治療連携指導料
を算定しているものについて、連携医療機関から状態の変化等に伴う紹介を受け、患者を診療し、患者の治療計画

計画策定病院以外の

計画策定病院

※患者の同意を得た上で、入院中または退院した日から起算して30日以内に、あらかじめ作成されている地域連携診

連携医療機関

あらかじめ計画策定病院で作成

▪都道府県がん診療連携拠点病院
▪地域がん診療連携拠点病院

▪特定領域がん診療連携拠点病院
▪地域がん診療病院

された地域連携診療計画（がん
の種類やステージを考慮した計
画）を、連携グループの医療機

地域連携診療計画に
基づく診療
（入院外）

関が共有

▪小児がん拠点病院

を変更した場合に、患者1人につき月1回に限り算定。
⃝上記のいずれも、文書による情報提供に係る診療情報提供料（Ⅰ）
の費用は、所定点数に含まれる。また、開放型病
院共同指導料（Ⅱ）、退院時共同指導料2は、別に算定できない。

■がん治療連携指導料・
・
・
・
・
・
・
・ 300点
※がん治療連携計画策定料を算定した患者であって入院中以外の患者に対し、地域連携診療計画に基づいた治療を
行うとともに、患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月

退院
診療に基づき治療計画を
変更し、患者等に説明し
て文書により提供
がん治療連携計画策定料2
（300点）
を算定

診療情報を提供
がん治療連携計画策定料1（750点）
を算定
診療情報をフィードバック
がん治療連携指導料
（300点）
を算定
病状の変化等に伴い、計画策定病院に患者を紹介

1回に限り算定。
⃝文書による情報提供に係る診療情報提供料（Ⅰ）
および診療情報提供料
（Ⅲ）
の費用は、所定点数に含まれる。

（診療報酬点数表等におけるがん治療連携計画策定料等の仕組みに基づいて作成）

【がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料の施設基準の概要】

⃝あらかじめ計画策定病院において、疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と
共有されている。

⃝がん治療連携計画策定料の施設基準 ＝ ①がん診療の拠点となる病院またはそれに準じる病院である、②当該地
域において退院後の治療を担う複数の医療機関を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、届け出ている。

⃝がん治療連携指導料の施設基準 ＝ 地域連携診療計画において、連携する医療機関として定められており、地域連
携診療計画を、がん治療連携計画策定料を算定する病院と共有している。

がん治療に｢特化した評価｣も

生労働省健康局長通知）に基づいて指定された、①がん
診療連携拠点病院（都道府県がん診療連携拠点病院およ
び地域がん診療連携拠点病院）、②特定領域がん診療連

51施設

点病院の整備について」
（2018年7月31日健発第0731第

地域がん診療連携拠点病院（高度型）

47施設

2号厚生労働省健康局長通知）に基づいて指定された小

地域がん診療連携拠点病院

児がん拠点病院を指します。特定領域がん診療連携拠点

地域がん診療連携拠点病院（特例型）

病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者につい

特定領域がん診療連携拠点病院

1施設

国立がん研究センター

2施設

扱われます。

に関する連携計画｣
（がん治療連携計画策定料・がん

もあります。がん診療連携拠点病院や地域がん診

治療連携指導料の届け出に係る連携計画）
というこ

療病院等を中心に策定された地域連携診療計画に

とになります。
あらかじめ、がん診療連携拠点病院等において、

価として、がん治療連携計画策定料・がん治療連携

がんの種類や治療方法等ごとに作成され、がん診

指導料が設定されています。両者は ｢対｣ になる点

療連携拠点病院等からの退院後の治療を共同して

数です。

行う複数の連携医療機関との間で共有して活用さ
れるものです。

がん診療連携拠点病院等の指定件数（2020年4月1日現在）
都道府県がん診療連携拠点病院

せて行うことができます。

の取り組みについては、がん治療に｢特化した評価｣

Mesa 2020 Summer

携拠点病院と合わせ3類型になっています。

てのみ、がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り

これらの場合の地域連携診療計画は、
「○○治療

ともに施設基準がありますが、その届け出につい

なった場合の ｢特例型｣ があり、通常の地域がん診療連

等の整備について｣（2018年7月31日健発0731第1号厚

携拠点病院等が、連携医療機関に係る届け出も併

地域連携診療計画を共有する医療連携グループ

沿って、複数の医療機関が連携対応することへの評

13

ては、計画策定病院と位置付けられる、がん診療連

に該当する｢高度型」と、必須の要件を十分に満たせなく

がん診療の拠点となる病院は、
「がん診療連携拠点病院

携拠点病院、③地域がん診療病院、または、
「小児がん拠

（診療報酬点数表の規定に基づいて作成）

地域連携診療計画に沿った連携は、

がん治療連携計画策定料の施設基準で求められる、

がん診療連携拠点病院に準じる病院とは、都道府県が

地域がん診療病院

275施設
26施設

45施設

当該地域において、がん診療の中核的な役割を担うと認
めた病院を指します。

がん診療に関しては、この他、がんゲノム医療を受けら

なお、地域がん診療連携拠点病院には、必須の指定要

れる体制を構築するため、がんゲノム医療中核拠点病院

件をすべて満たすほか、望ましいとされている要件を複

が12施設、がんゲノム医療拠点病院が33施設指定されて

数満たし、圏域内で診療実績が最も優れている―など

おり、がんゲノム医療連携病院は161施設にのぼります。

同計画は、病名、ステージ、入院中に提供される
治療、退院後、計画策定病院で行う治療内容と受診

の頻度、連携医療機関で行う治療の内容と受診の
頻度などが記載されたものであることとされています。

Mesa 2020 Summer
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特 集
special

feature

■ 医療保険のオンライン資格確認に係る医療機関・薬局の窓口等での対応イメージ
医療機関・薬局

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｣
①

患者

～患者自己負担の限度額もオンラインで把握～

マイナンバーカード

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

マイナンバーカード
を提示、読み込み

顔認証付き
カード or
リーダー

目視

支払基金・
国保中央会

顔認証による本人確認

or

③
暗証番号による本人確認

Point 2

2021年10月には、
オンライン資格確認のシステムを活用し、
患者の服薬履歴など薬剤情報の閲覧も可能になる予定。

Point 3

オンライン資格確認の導入に向け、医療機関と薬局に対し、
システム整備に係る補助が実施される。

2021年度下期からは

患者の薬剤情報の閲覧も可能になる予定

医療保険のオンライン資格確認が、2021年3月

①
健康保険証
を提示

健康保険証の記号番号等を入力
（厚生労働省保険局資料 ｢オンライン資格確認導入の手引き｣ に基づいて加工・作成）

ドを健康保険証として利用できるようにするなどの

指導、診療報酬請求について効率化が図られること

措置が講じられていました。

などを踏まえ、2023年3月末までに、おおむね全て

オンライン資格確認等のシステムは、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

の医療機関・薬局が導入することを目指しています。
オンライン資格確認は、患者がマイナンバーカー

険者の判断によります。
なお、後期高齢者医療制度の対象者の保険証に
ついては、すでに個人単位であるため、変更はあり
ません。

に開始される予定です。医療機関・薬局の窓口等に

と国民健康保険中央会が資格情報の管理を担い、

ドで受診する場合、カードの IC チップをカードリー

オンライン資格確認が導入されると、医療機関等

おいて、患者のマイナンバーカードの IC チップを読

医療機関と薬局からの照会・確認に対応する仕組み

ダーで読み取ることにより、患者の資格情報が画面

の窓口で直ちに資格確認ができるようになり、失効

み取る、または健康保険証の記号番号等をコン

です。

に表示されます
（マイナンバーは利用しない）
。健康

した健康保険証による過誤請求の減少が期待され

ピューター入力することで、被保険者資格や自己負

支払基金と国保中央会が、保険者から登録され

保険証の場合は、券面に記載された情報をコン

るほか、患者は、保険者に自己負担の限度額適用認

担の限度額適用認定証等の情報を取得するシステ

た被保険者の一部負担割合等を含む資格情報を一

ピューター入力すると、被保険者の有効な資格情報

定証等を申請しなくても、窓口での支払いが限度額

ムが導入されます。併せて、患者の同意のもと、特

元的に管理するもので、個人単位の被保険者番号

が得られます。

にとどめられる、といったメリットがあります。

定健診情報を閲覧できるようになるほか、2021年

と資格情報とを1対1で対応させ、保険者をまたがっ

10月には、
レセプト情報から抽出される薬剤情報
（服

て管理します。

薬履歴）
の閲覧も可能になる予定です。
医療保険のオンライン資格確認は、2018年6月
に閣議決定された「未来投資戦略2018」や ｢経済
財 政 運 営と改 革の基 本 方 針 2018」に掲げられ、

15

②

2021年3月から、医療保険のオンライン資格確認を開始する予定で、
準備が進められている。

オンライン
資格確認等
システム

健康保険証

Point 1

患者の
資格情報を
取得・取り込み

2022年度末には｢おおむね全ての
医療機関等で導入｣を目指す

厚生労働省は、オンライン資格確認導入の手引き

健康保険証については、現行の券面の世帯単位

また、患者は、転職などによって保険者が変わっ

番号に、個人を識別するための2桁の枝番号が追加

ても、その保険者が資格情報を登録すれば、新たな

された様式に見直されることになっています。2021

健康保険証の発行を待たずに、保険診療が受けら

年4月ごろから、新規発行の保険証は2桁の枝番号

れるようになります。

が追加されたものになる予定です。2桁の枝番号が

医療機関等は、オンライン資格確認等システムを

付いていない発行済みの保険証でも、記号・番号、

通じ、患者本人の同意のもと、服薬履歴や特定健診

2020年度の運用開始を目指すものとされていた経

を作成するなどし、新たな制度の仕組みを周知して

生年月日から資格情報を特定して表示されるように

情報の閲覧が可能になることで、より多くの情報を

緯があります。2019年5月に公布された健康保険

います。その導入は医療機関等の義務ではありま

なります。

持って診療や服薬管理を行うことができるとされて

法等の一部を改正する法律では、マイナンバーカー

せんが、窓口等での受け付けから、診療・調剤・服薬

Mesa 2020 Summer

既存の保険証の新様式への ｢発行替え｣ は、各保

います。

Mesa 2020 Summer
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■ 医療情報化支援基金を活用した医療機関・薬局に対する補助の概要（金額は消費税込み）

2台導入する場合
19.8万円が上限

3台導入する場合
29.7万円が上限

大型チェーン
以外の薬局

（グループで
処方箋の受付が
月4万回以上）

1台
9.9万円が上限

1台
9.9万円が上限

実際の補助の運用は、カードリーダーを無償配布する方法を予定
105万円が上限

100.1万円が上限

95.1万円が上限

32.1万円が上限

21.4万円が上限

（事 業 額 210.1 万 （事 業 額 200.2 万 （事 業 額 190.3 万 （事業額42.9万円 （事業額42.9万円
円を上限とし、そ 円を上限とし、そ 円を上限とし、そ を上限とし、その を上限とし、その
の2分の1を補助） の2分の1を補助） の2分の1を補助） 4分の3を補助）
2分の1を補助）

■補助金の交付対象となるシステム改修等の内容
⃝オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末
（電子証明書を含む）
の購入等

⃝レセプトコンピューターに組み込むパッケージソフトの購入
（基礎的費用以外のカスタマイズ費用は除く）

⃝オ
 ンライン請求回線初期導入（回線の帯域増強や ISDN からの切り替えを含み、レセプトのオンライン請求システムが
未対応である医療機関等に限る）

⃝既存のオンライン請求回線の帯域増強およびオンライン資格確認の導入に必要となるレセプトコンピューター、電子

2020年度
4

5

6

7

8

9

2021年度

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1

2

3

▼顔認証付きカードリーダー申込受付開始（年度当初の予定）
▼オンライン資格確認申請
受付開始（予定）

スケジュール

システム改修
などの補助

1台導入する場合
9.9万円が上限

または

月

顔認証付き
カードリーダー

大型チェーン薬局

■ 医療保険のオンライン資格確認の利用開始に向けたスケジュール（2020年度当初での予定）
年度

病院

診療所

3

▼補助申請※
▼オンライン資格確認開始
受付開始（予定） ▼特定健診情報閲覧開始
システムベンダー
による準備作業

医療機関・薬局における導入作業

▼薬剤情報等閲覧開始

マイナンバーカードの健康保険証利用の運用

※システム改修の補助申請は、オンライン資格確認の導入準備が完了した後に行う
（医療機関等における導入作業後の申請で、事前申請
ではなく、精算払い）。
（厚生労働省保険局資料 ｢オンライン資格確認導入の手引き｣ に基づいて加工・作成）

■ 医療保険のオンライン資格確認と薬剤情報等の照会・提供システムのイメージ

カルテシステム等の既存システムの改修（ネットワーク整備等に係る経費および電子カルテシステムの薬剤情報・特定

保険者

健診情報の閲覧のための改修に係る経費を含む）
（厚生労働省保険局通知 ｢医療提供体制設備整備交付金実施要領｣ 令和2年3月3日により作成）

■薬剤情報などの照会・提供サービス
患者

顔認証付きカードリーダーについては

医療機関等に無償配布する方法を計画

オンライン資格確認の導入に向け、医療機関と薬
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医療機関・薬局

補助が行われます。医療情報化支援基金を活用す

なります。

薬剤情報

●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。

るもので、厚生労働省は2019年度予算で同基金に

ただし、顔認証付きカードリーダーの補助につい

充てるため300億円（電子カルテの標準化に向けた

ては、
補助限度額等が規定されているものの、
実際は、

医療機関の電子カルテシステム等導入の支援を含

医療機関等からの申し出に応じて支払基金がカー

医療費通知情報・薬剤情報

む）を計上していました。さらに、2020年度予算で

ドリーダーを一括調達し、当該物品を提供する
（無

特定健診データ

は768億円を計上しています。

償配布）
という運用方法が予定されています。

医療情報化支援基金による補助は、国が作成し

医療情報化支援基金による補助金の活用は、支

た実施要領に基づき、レセプトオンライン化設備整

払基金が開設する医療機関・薬局向け専用ポータル

備事業の実績がある社会保険診療報酬支払基金を

サイトで、顔認証付きカードリーダーの申し込み、
オン

通じて申請・交付が行われる仕組みです。

ライン資格確認等システムの利用申請、医療情報化

補助額は、病院が顔認証付きカードリーダーを購

支援基金の補助申請の受け付けを行います。今年

入する場合、1台当たり最大9.9万円が助成される

度当初時点のスケジュールでは、受け付け開始は6

ほか、オンライン資格確認の導入を前提としたレセ

月ごろとされていました。

Mesa 2020 Summer

支払基金・国保中央会
（国保連）

特定健診データ

が行われます。
分、既存のシステム改修は最大約32万円の補助と

特定健診データ

本人同意

のシステム改修などに対し、最大約100万円の補助

局におけるシステム整備・改修などの費用に対し、

※現行の世帯単位番号に2桁追加

一部負担割合等を含む
資格情報を登録

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

プトコンピューターや電子カルテシステムなど既存

診療所の場合は、顔認証付きカードリーダー1台

被保険者番号を個人単位化

●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
●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
特定健診データ

医療費通知情報・薬剤情報

個人単位の番号

資格情報（一部負担割合等を含む）

患者のマイナポータル
④審査支払機関内部での資格確認

●レセプトの審査・支払

PHRサービス
③レセプト送付

患者

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
または

医療機関・薬局
確認

提示

②オンラインによる
資格確認

（厚生労働省保険局資料 ｢医療保険のオンライン資格確認の概要について｣ に基づいて加工・作成）

Mesa 2020 Summer
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疾患 Navigator 1

■腎代替療法指導管理料・
・
・
・
・
・500点

保存期腎不全の段階からの説明・情報提供等の
評価で腎代替療法指導管理料を新設
─ 人工腎臓の導入期加算の要件にも反映 ─

⃝施 設基準に適合しているものとして届け出た医療

■人工腎臓（1日につき）

⃝施設基準に適合しているものとして届け出た医療

機関において、別に厚生労働大臣が定める患者で

機関において行った場合には、導入期加算として、

あって入院中の患者以外のものに対し、患者の同

導入期１カ月に限り１日につき、当該基準に係る区

意を得て、看護師と共同し、患者と診療方針等につ

分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算。

いて十分に話し合い、その内容を文書等により提
供した場合に、患者１人につき2回に限り算定。
⃝1回の指導時間は30分以上でなければならない。

⃝導入期加算1・・・・・200点
⃝導入期加算2・・・・・500点

■ 腎代替療法指導管理料と人工腎臓の導入期加算の施設基準等の概要
2 0 2 0年度診療報酬改定における重症化予防の取り組み推進の一環で、移植を含めた腎代
替療法に関する情報提供等を通じて行う指導管理の評価が新設されました。新たな指導
管理料には、施設基準が一部見直された人工腎臓の ｢導入期加算2｣ と同様の実績要件があ

腎代替療法に関する情報提供の推進で

指導管理料の新設と加算の要件を見直し

施設基準

ります。

護の経験を有する看護師が連携して対応する体

る患者への情報提供などを推進するための見直
しが行われました。
透析開始前の保存期腎不全の段階から腎代替療

患者の利便性等を踏まえ、腹膜透析と

して、
「腎代替療法指導管理料｣（500点）が新設さ

る患者の治療の選択肢を拡充するためとし、腹膜

れたほか、人工腎臓の導入期加算の要件も見直さ

透析患者が血液透析を併用する場合の要件が見

れ、
「導入期加算2｣ の施設基準で求められる、腎

直されました。通院への制約などの理由で、医療

移植に向けた手続きなどを行った患者数の実績

機関の変更や血液透析への変更が必要になる患

値が引き上げられました。導入期加算の点数は、

者もいる状況を踏まえたものとされています。

は400点から500点に引き上げられています。

在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患

算定要件

また、透析に関しては、腹膜透析を実施してい

■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行う。

■関 連学会の作成した資料ま
たはそれらを参考に作成し
た資料に基づき、患者ごと
の適応に応じて、腎代替療
法について患者に対し十分
な説明を行っている。

腎代替療法指導管理料
■次のいずれかの要件を満たす患者（入院患者を除く）
⑴ 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 /1.73㎡）
がいずれも30未満の場合。
⑵ 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。
■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2回に限り算定（2回目の算定に当たっては、その医療上の必要性について診療報酬明細
書の摘要欄に記載）。

血液透析の併用に係る要件の見直しも

法に関する説明・情報提供を行った場合の評価と

加算1が300点から200点に下がった一方、加算2
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の要件があります。

加算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（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）
が前年度に3人以上いる―のいずれも満たす。

■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。

対象患者

る診療に関連し、移植を含めた腎代替療法に関す

入院患者以外であり、eGFR の検査値などに一定

加算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、②5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。

内科の診療経験を有する医師と、腎臓病患者の看
制などが求められます。算定対象となる患者は、

2020年度診療報酬改定で、腎不全患者に対す

人工腎臓の導入期加算

腎代替療法指導管理料

■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行い、血液透析、腹膜透析、腎移植等の腎代替療法のうち、
いずれについても情報提供する。情報提供は腎臓病教室とは別に行う。
■指導内容等の要点を診療録に記載（または説明に用いた文書の写しを診療録に添付）
する。対象患者の⑴または⑵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。
⑴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/1.73㎡以上30ml/min/1.73㎡未満
② 15ml/min/1.73㎡以上25ml/min/1.73㎡未満
③ 15ml/min/1.73㎡未満
⑵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した理由を記載。

（診療報酬点数表の規定、特掲診療料の施設基準及び届出に関する手続きの取扱い等に基づいて作成）

者については、週1回を限度として、人工腎臓か腹

腎代替療法指導管理料は、施設基準で、在宅自己

膜灌流の連続携行式腹膜灌流のいずれか一方を

腹膜灌流指導管理料の算定実績や、腎移植について

算定できますが、当該管理料を算定している患者

の患者の希望に応じた相談と腎移植に向けた手続

に対して他の医療機関が人工腎臓か連続携行式

ただし、在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定し

他の医療機関は、診療報酬明細書の摘要欄に、在

きに関する実績が求められます。これらは、人工腎

腹膜灌流を行っても、他の医療機関ではその点数

ている患者が希望する他の医療機関において人

宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している医療

臓の導入期加算2の見直し後の施設基準と同じです。

を算定できませんでした。それが改定で、人工腎

工腎臓を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄

機関名を記載した場合に限り、人工腎臓を算定で

腎代替療法指導管理料の場合は、この他、腎臓

臓は他の医療機関でも週1回を限度に算定できる

に人工腎臓を算定している他の医療機関名とそ

きるとされており、情報共有が必要な仕組みです。

Mesa 2020 Summer

ようになりました。

の実施の必要性を記載する必要があります。また、
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疾患 Navigator 2

■ 排尿自立支援加算および外来排尿自立指導料の施設基準等の概要
排尿自立支援加算・外来排尿自立指導料

施設基準

入院患者が対象だった排尿自立指導の評価を
入院基本料等加算の｢排尿自立支援加算｣と
｢外来排尿自立指導料｣に改編

■以下から構成される排尿ケアに係るチームが設置されている
（排尿ケアチームの構成員は、排尿自立支援加算と外来排尿自
立指導料に係るものを兼任できる）。
⑴ 下部尿路機能障害を有する患者の診療について経験を有する医師※1
⑵ 下部尿路機能障害を有する患者の看護に従事した経験が3年以上で、所定の研修※2を修了した専任の常勤看護師
⑶下
 部尿路機能障害を有する患者のリハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学療法士または専任の常勤作業療法士

2 0 2 0年度診療報酬改定で、排尿自立指導料が見直され、入院と外来に区分した評価体系が
導入されました。患者の入院中の対応から退院後の外来対応へと、継続して包括的排尿ケ

継続的な排尿ケアを評価する仕組みに

■排尿ケアチームは、対象となる患者抽出のためのスクリーニングおよび下部尿路機能評価のための情報収集（排尿日誌、残
尿測定）
等の排尿ケアに関するマニュアルを作成し、院内に配布するとともに、院内研修を実施する
（排尿自立支援加算の場合）
。

外来においても継続的な指導を行えるよう見直さ
れ、入院中に排尿自立支援加算を算定した患者が、
外来排尿自立指導料の算定対象となる形です。
併せて、点数の算定期間の上限も見直され、改定

ケアについて、評価の仕組みが見直され、入院基

前の排尿自立指導料で ｢患者1人につき、週1回に

本料等加算と、外来で対応した場合の指導料に分

限り6週を限度｣ だったのが、排尿自立支援加算と

けた体系となりました。

外来排尿自立指導料の算定を通算して12週が限

新たな評価の仕組みは、入院患者への対応の評
価だった｢排尿自立指導料｣
（200点）
が、入院中以外

度となりました。週1回に限る算定は変わりません。
また、排尿自立支援加算は、包括評価である地

の患者を対象とした｢外来排尿自立指導料｣
（200点）

域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管

に変更され、入院基本料等加算に｢排尿自立支援加

理料や回復期リハビリテーション病棟入院料等

算｣
（200点）
が新設されたものです。患者の退院後に、

においても別途算定が可能とされました。

■ 排尿自立支援加算および外来排尿自立指導料の評価の概要
■排尿自立支援加算（入院基本料等加算）・
・・200点

⃝施設基準に適合し届け出た医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定めるもの※に対し、包括
的な排尿ケアを行った場合に、患者１人につき、週１回に限り12週を限度として所定点数に加算。

■外来排尿自立指導料・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・200点

⃝施設基準に適合し届け出た医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるも
と通算して12週を限度として算定する。ただし、在宅自己導尿指導管理料を算定する場合は、算定できない。

※次のいずれかに該当する患者（外来排尿自立指導料は、入院中に排尿自立支援加算を算定した患者が対象）
ア 尿道カテーテル抜去後に、尿失禁、尿閉等の下部尿路機能障害の症状を有する
イ 尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれる
（診療報酬点数表の規定に基づいて作成）
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排尿自立支援加算

外来排尿自立指導料

■病棟の看護師等は、次の取り組みを行った上で、排尿ケアチームに相談する。
①尿道カテーテル抜去後の患者であって、尿失禁、尿閉等の下部尿路機能障害の症
状を有する患者を抽出する。
②①の患者について下部尿路機能評価のための情報収集（排尿日誌、残尿測定等）
を
行う。
③尿道カテーテル挿入中の患者について、尿道カテーテル抜去後の、排尿自立の可能
性について評価し、抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるが、排尿自立
の可能性がある患者を抽出する。

■排 尿ケアチームおよび当該患者
の診療を担う医師または看護師
等は、共同して、入院中に策定し
た包括的排尿ケアの計画に基づ
き包括的排尿ケアを実施し、定
期的に評価を行う。必要に応じ
て排尿ケアチームが当該計画の
見直しを行う。

■排尿ケアチームは、上記を基に下部尿路機能障害を評価し、病棟の看護師等と共同
して、排尿自立に向けた包括的排尿ケアの計画を策定する。包括的排尿ケアの内容は、
看護師等による排尿誘導や生活指導、必要に応じ理学療法士等による排尿に関連
する動作訓練、医師による薬物療法等を組み合わせた計画とする。排尿ケアチーム、
病棟の看護師等および関係する従事者は、共同してこれらに基づく包括的排尿ケア
を実施し、定期的な評価を行う。

■上 記について、診療録等に記載
する。見直した計画については、
計画書を診療録等に添付するこ
ととしても差し支えない。

■排尿ケアチームが当該患者の状況を評価する等の関与を行うとともに、病棟の看護
師等が、包括的排尿ケアの計画に基づいて患者に対し直接的な指導または援助を
行った場合について、点数を算定できる。排尿ケアチームによる関与と、病棟の看
護師等による患者への直接的な指導または援助のうち、いずれか片方のみしか行
われなかった週については算定できない。
■退院後に外来において、引き続き、包括的排尿ケアを実施する必要性を認めた場合
には、診療録等にその旨を記載する。

■排尿ケアチームが当該患者の状
況を評価する等の関与を行い、
かつ、排 尿ケアチーム、当該 患
者の診療を担う医師または当該
医師の指示を受けた看護師等が、
包括的排尿ケアの計画に基づい
て患者に対し直接的な指導また
は援助を行う。

（診療報酬点数表の規定、基本診療料・特掲診療料の施設基準及び届出に関する手続きの取扱い等に基づいて作成）

（規定上考えられる算定パターンの仮定）
■ 排尿ケアに係る診療報酬算定期間の上限の仕組み
※患者1人につき、入院中と退院後（外来）
を通算して12週を限度に算定。
1週目

2週目

3週目

患者Ａ 排尿自立支援加算を算定
患者Ｂ 排尿自立支援加算を算定

・
・
・
・

・
・
・
・

入院中

の※に対し、包括的な排尿ケアを行った場合に、患者１人につき、週１回に限り、排尿自立支援加算を算定した期間

算定要件等の概要

下部尿路機能の回復のために行う包括的な排尿

※2 研修は、次の事項に該当する研修をいう。
①国または医療関係団体等が主催する研修。
②下部尿路機能障害の病態生理、その治療と予防、評価方法、排尿ケアおよび事例分析の内容が含まれる。
③排尿日誌による評価、エコーを用いた残尿測定、排泄用具の使用、骨盤底筋訓練および自己導尿に関する指導を含
む内容で、下部尿路機能障害患者の排尿自立支援について十分な知識と経験のある医師および看護師が行う演習
が含まれる。
④通算して16時間以上。
■包括的排尿ケアの計画と実施に当たっては、下部尿路機能の評価、治療および排尿ケアに関するガイドライン等を遵守する。

アを実施した場合の評価の仕組みで、最長12週にわたって週1回点数を算定できる規定です。

入院から退院後の外来まで

※1 3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師または排尿ケアに係る適切な研修を修了した者（この要件を満たす、他
の医療機関を主たる勤務先とする医師が対診等によりチームに参画しても差し支えない）。適切な研修は、｢国または
医療関係団体等が主催する研修｣、｢下部尿路機能障害の病態、診断、治療、予防およびケアの内容が含まれる｣、｢通
算して６時間以上｣ に該当する研修をいう。

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・
・

外来排尿自立指導料を算定

・
・
・
・

10週目 11週目 12週目

退院後の外来
外来排尿自立指導料を算定

患者Ｃ 排尿自立支援加算を算定
（診療報酬点数表の規定に基づいて作成）
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