
変化にいち早くMOVEするための情報誌

診療報酬改定特別号
2020 年度

　複数の改革が同時に実施された“惑星直列”改定から2年が経過しました。

2020年度診療報酬改定は、三位一体改革（①地域医療構想 ②働き方改革 

③医師偏在対策）の実現に向けた第一歩となる位置付けです。

特に働き方改革の推進は最重要事項であり、救急医療提供体制を整備しながら適切な労務管理を実施する病院

を高く評価しています。タスク・シェアリング／タスク・シフティングのためのチーム医療も推進されます。一方、

地域包括ケア病棟には、大病院が担う機能ではなく、在宅医療の実績を求めていることが改めて示されました。

　外来医療では大病院の“定義”が再び変更され、紹介状なしで受診した場合に定額負担を求める対象が一般病

床200床以上の地域医療支援病院にまで拡大されました。かかりつけ医機能も評価されており、オンライン診療の

対象に慢性頭痛やニコチン依存症が追加されました。

　また、薬剤関連では薬薬連携を推進する項目の充実が進んでいます。

　こうした変化にいち早くMOVEしていただくために、診療報酬改定特別号をお届けします。

2020年度 診療報酬改定のポイント

入院 ■  病床再編と働き方改革を狙った入院医療

外来・在宅 ■  かかりつけ医機能の評価の充実

■ 薬剤関連の改定ポイント

■ 在宅医療の改定ポイント

C o n t e n t s



　入院医療に関しては、地域医療構想を促進するため
の病床再編、働き方改革を推進するための施設基準の
緩和などが目立つ改定となりました。

■ 急性期一般入院基本料

　重症度、医療・看護必要度（以下「看護必要度」）を
急性期の入院医療の必要性に応じて再編しました。具
体的には、従来の判定基準である①A2点かつB3点以
上、②B14またはB15に該当しA1点かつB3点以上、
③A3点以上、④C1点以上─の4つから②の基準を
削除しました。これは「基準②のみに該当している患者
は、他の基準に該当している患者に比べて、高齢で、
認知症やせん妄を有する割合や要介護度が高く、自立
度が低い。また、看護の提供頻度は多いが、医学的な
理由による入院の割合が低く、退院に向けた目標や課
題が転院先・入所先の確保である割合が高い」という
実態を反映した結果です。
　また、B項目（患者の状況等）は「患者の状態」と「介
助の実施」に分けた評価とし、「評価の手引き」で求め
ている「根拠となる記録」の記載が不要となりました
（負担の軽減）。例えば、患者の食事摂取の状態が「全
介助」（2点）で、介助の実施が「実施あり」（1）であれ
ば2点×1＝2点となります。
　さらに、表1のとおり、A項目の「免疫抑制剤の管理」
から内服薬が排除されて注射剤に限定されたほか、
緊急に入院を必要とする状態の評価が2日間から5日
間に延長されました。

　驚かされたのはC項目（手術等の医学的状況）の評
価です。開頭手術7日間→13日間、開胸手術7日間→
12日間など、評価期間が約2倍に延長されたほか、入

院での実施割合が9割以上の手術および検査が追
加されています。真の急性期病院を評価する狙いがあ
るようです。
　また、該当患者割合の施設基準は表2のとおりです。
厚生労働省は、業務負担軽減等の観点から、看護必要
度Ⅱの届け出を一定程度進めたい考えで、許可病床
数400床以上の病院では、一般病棟入院基本料（急性
期一般入院料1～6）または特定機能病院入院基本料
（一般病棟7対1）について、看護必要度Ⅱを用いるこ
とが要件化されました。

 

■ 地域包括ケア病棟入院料

　地域包括ケア病棟は、厚生労働省が推し進める地域
包括ケアシステムの要となる病棟と位置付けられ
ます。しかし、一部の急性期病院において、自院の急性
期病棟から地域包括ケア病棟に転棟させる割合が
高いことが問題視されたことなどを受け、実績要件な
どが大きく見直されました。
 具体的には、地域包括ケアの実績が求められてい
ない入院料2・4について、許可病床数400床以上に
限り、一般病棟から転棟した患者の割合が6割未満で
あることが施設基準に盛り込まれました。満たせない
場合は所定点数の100分の90を算定することになり
ます。一方、地域包括ケアの実績が求められている
入院料1・3の実績要件は、表3のように“強化”されま
した。
　さらに、DPC対象病棟から地域包括ケア病棟や地
域包括ケア病室を持つ他の病棟に転棟した場合、改定
前は地域包括ケア病棟・病室の点数を算定できました
が、改定後は転棟後もDPC／PDPSによる点数（期間
Ⅱまで）を算定することになります。

病床再編と働き方改革を
狙った入院医療
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モニタリング及び処置等A 点数

専門的な治療・処置
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）

7

必要度Ⅰ： 救急搬送後の入院（５日間）
必要度Ⅱ：
緊急に入院を必要とする状態（５日間）
（入院日に救急医療管理加算又は夜間休
 日救急搬送医学管理料を算定した患者）

8

2点

出典：厚生労働省『令和2年度診療報酬改定の概要』（2020年3月5日）

■ 表1　A項目の見直し

31% / 29%急性期一般入院料１

急性期一般入院料２

出典：厚生労働省『令和2年度診療報酬改定の概要』（2020年3月5日）

※１ 現に急性期１または２を届け出ている病棟に限る   
※２ 現に急性期１、２または３を届け出ている病棟に限る   
※３ 現に急性期４を届け出ている病棟に限る

見直し後Ⅰ/Ⅱ
（200床未満の経過措置）

28% / 26%
（26% / 24%）※１

急性期一般入院料３ 25% / 23%
（23% / 21%）※2

急性期一般入院料４ 22% / 20%
（20% / 18%）※3

急性期一般入院料５ 20% / 18%

急性期一般入院料６ 18% / 15%

特定機能病院入院基本料    ─ / 28%

■ 表2　該当患者割合の施設基準（見直し後）
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に算定する点数が療養病棟入院料2の100分の90か
ら100分の85に引き下げられました。また、適切な意
思決定支援に関する指針を定めていることに加え、中
心静脈カテーテルに係る院内感染対策の指針を作成
することおよび中心静脈カテーテルに係る感染症の発
生状況を把握することが要件化されています。

■ 回復期リハビリテーション病棟入院料

　実績要件について、入院料１を37→40、入院料３を
30→35に引き上げたほか、入院料１については常勤
の専任管理栄養士の配置が必須になりました。また、
入院時および退院時の患者のADLの評価に用いる
日常生活機能評価について、FIM（機能的自立度評価
法）に置き換えてもよいことになりました。

■ 療養病棟入院基本料

　経過措置の扱いが見直され、基準を満たせない場合

■ 図1　せん妄対策のイメージ

定期的なせん妄
モニタリング実施

出典：厚生労働省『令和2年度診療報酬改定の概要』（2020年3月5日）

予防的対応
（リスク薬剤を外す、脱水予防、

疼痛管理）

リスク評価
（チェックリスト）

患者入院

持参薬確認
（リスク薬剤確認）

CHECK LIST

　急性期病院の象徴的な項目である「総合入院体制加
算」は内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経
外科および産科または産婦人科を標榜し、これらの入
院医療を提供していなければ届け出をすることができ
ませんでした。今回は、地域医療構想を推進する観点
から「地域において質の高い医療の提供体制を確保す
る観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を
行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た
場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当
該診療科に係る入院医療の提供を行っていなくても、
施設基準を満たしているものとする」と施設基準が
緩和されました。

　看護必要度の判定基準から「B14またはB15に該
当、かつ、A得点1点以上かつB得点3点以上」の基準
（基準②）が削除された代わりに新設されたと考え
られる項目です（図1）。せん妄のリスク因子の確認
およびハイリスク患者に対するせん妄対策を行った
場合に、入院中１回に限り100点を算定します。
　せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリスト
およびハイリスク患者に対するせん妄対策のための
チェックリストを作成していることが施設基準です。

■ 再編に合意すれば
　 総合入院体制加算の要件を緩和

■ せん妄ハイリスク患者ケア加算の創設

改定前

自宅等から
入棟した
患者割合

改定後

１割５分以上

６人以上

自宅等
からの
緊急患者
の受入
（３月）

在宅医療
等の提供

１割以上

以下（６つ）のうち
いずれか２つ以上を
満たすこと

在宅患者訪問診療料
（Ⅰ）・（Ⅱ）の算定回数
（３月） 30回以上

以下（４つ）のうち
いずれか２つ以上を
満たすこと

在宅患者訪問診療料
（Ⅰ）・（Ⅱ）の算定回数
（３月） 20回以上

開放型病院共同指導
料の算定回数
（３月） 10回以上

同一敷地内の事業所
で介護サービスを提
供していること

在宅患者訪問看護・
指導料等の算定回数
（３月） 60回以上

（10床未満の病室は     
             ３月６人以上）

（10床未満の病室は    
           ３月３人以上）

３人以上

在宅患者訪問看護・
指導料等の算定回数
／同一敷地内の訪問
看護ステーションに
おける訪問看護基
本療養費等の算定
回数（３月間）
100回以上/500回
以上

併設の訪問看護ス
テーションにおける
訪問看護基本療養費
等の算定回数
（３月） 300回以上

併設の事業所が介護
サービスの提供実績
を有していること

在宅患者訪問リハビ
リテーション指導管
理料の算定回数
（３月） 30回以上

─

退院時共同指導料２
の算定回数
（３月） ６回以上

─

５分

６人

６人

（削除）

30回以

60回

300回以

併設

（削除）

退院時共同指導料２

６回以上

在宅患者訪問リハビ
リテーション指導管
理料

30回以上

併設

を有している
提供実績

出典：厚生労働省『令和2年度診療報酬改定の概要』（2020年3月5日）
※併設とは当該保険医療機関と同一敷地内または隣接する敷地内にあること

■ 表3　地域包括ケアに関する実績要件の見直し



　抗菌薬適正使用支援加算の施
設基準に「外来における過去1年
間の急性気道感染症及び急性下
痢症の患者数並びに当該患者に
対する経口抗菌薬の処方状況を
把握する」ことが追加されました
（図2）。入院における対策につい
ても、抗菌薬適正使用支援チー
ムがモニタリングを行うべき広域
抗菌薬を「抗MRSA薬及び抗緑
膿菌作用のある抗菌薬を含む」と
拡充しています。

　また、小児患者の在宅移行を評価した「入退院支援
加算3」の看護師の配置基準を「入退院支援及び5年
以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有し、小児
患者の在宅移行に係る適切な研修を修了した専任の
看護師」に見直しました。「小児患者の在宅移行に係る
適切な研修を修了」という文言が追加されましたが、
「専従」から「専任」に緩和されています。
　さらに、前出の地域包括ケア病棟入院料の施設基準
に「入退院支援及び地域連携業務を担う部門の設置」
を追加しています。

■ チーム医療関連の常勤配置の緩和
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　働き方改革の一環として、前回の改定でも人員配置
の要件緩和が実施されましたが、今回は常勤換算と医
師の配置などについて要件が緩和されました。対象と
なる項目は▽緩和ケア診療加算▽栄養サポートチーム
加算▽感染防止対策加算など▽病棟薬剤業務実施加
算▽入退院支援加算─など多岐にわたります。

　前回の改定で新設された「入院時支援加算」が再編
され、表4のア～クの全項目を実施した場合の「入院時
支援加算1」（230点）が新設されました。従前の加算
は「入院時支援加算2」（200点）となります。

■ 入院時支援加算の再編と要件の見直し

　「医師事務作業補助体制加算」が50点増、「急性期
看護補助体制加算」が30点増、「看護職員夜間配置加
算」が10点増など、タスク・シェアリング／タスク・シフ
ティングのための評価が今回も充実しました。

■ 医師事務作業補助者と
　 看護補助者の配置で点数増

■ 感染症対策・薬剤耐性対策の推進

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を拡大する 

医師の配置

常勤換算の見直し

週3日以上かつ週24時間以上の勤務を行っている
複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも
配置可能としている項目について、週3日以上かつ
週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職
員を組み合わせた常勤換算で配置可能とする

出典：厚生労働省『令和2年度診療報酬改定の概要』（2020年3月5日）

（新）その他の要件

□ 抗菌薬適正使用の推進に関する相談を受ける体制があることについて、
　 感染防止対策加算の要件である定期的なカンファレンスの場を通じて
　 他の医療機関に周知他の医療機関に周知

入院における対策

□ 感染症治療の
 　早期モニタリング
 　（広域抗菌薬の種類を拡充）
□ 主治医へのフィードバック
□ 微生物検査・臨床検査の
 　利用の適正化
□ 抗菌薬適正使用の
 　教育・啓発  等

（広域抗菌薬の種類を拡充）

（新）外来における対策

□

□ 外来における急性気道感染症およ
び急性下痢症の患者への経口抗菌
薬の処方状況を把握（年１回報告）
　
院内研修および院内マニュアルの
作成にあたって、「抗微生物薬適正
使用の手引き」を参考に、外来に
おける抗菌薬適正使用の内容も含
める

＋
薬の処方状況

使用の手引き」

経口抗菌

「抗微生物薬適正

■ 図2　抗菌薬適正使用支援チームの役割の拡充

身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握
（必須）

出典：厚生労働省『令和2年度診療報酬改定の概要』（2020年3月5日）

褥瘡に関する危険因子の評価

栄養状態の評価

服薬中の薬剤の確認

退院困難な要件の有無の評価

入院中に行われる治療・検査の説明

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク 入院生活の説明（必須）

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（該当する場合は必須）

■ 表4　入院時支援加算の見直し
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　外来医療では、前回の改定で｢400床以上｣となっ
た“大病院”の定義が今回、「200床以上」（地域医療
支援病院）まで拡大されました。
　特定機能病院および地域医療支援病院（一般病床
200床未満を除く）を紹介状なしで受診した患者は、
定額負担（初診5,000円以上、再診2,500円以上）が
徴収されることになります（表5）。従来は、特定機能病
院および許可病床数400床以上の地域医療支援病院
が対象でした。同様に、紹介率や逆紹介率の低い病院
に対する初診料等減算（例：初診料288点→214点）
も一般病床200床以上の地域医療支援病院まで拡大
されています。なお、紹介率40％未満かつ逆紹介率
30％未満の許可病床400床以上の病院（一般病床
200床未満の病院を除く）に対する減算について、病
床規模の変更はありません。

　また、かかりつけ医機能に関する評価についても、
図3のように充実しました。主なポイントを紹介します。

　地域包括診療加算の施設基準には、①時間外対応
加算1または2の届け出、②常勤換算2名以上の医師
が配置されており、うち1名以上が常勤の医師、③在宅
療養支援診療所─の3つのうち、1つを満たすとい

うものがあります。今回は①について、複数の診療所
の連携によって対応する「時間外対応加算3」まで拡
大されました。

　かかりつけ医機能および患者が得られるメリットなど
について、院内掲示事項の追加や掲示事項の書面化
義務が追加されました。手間は増えますが、自院の機能
をアピールする良いチャンスになります。

　重症化予防の観点から、糖尿病患者に対して眼科
受診勧奨に関する要件を追加したほか、療養計画書の
記載項目（様式）に歯科受診の状況に関する記載欄が
追加されました。いずれも診療ガイドラインの推奨内容
を踏まえた改定です。

　加熱式タバコの喫煙者が対象に追加されたほか、
2回目から4回目まで「情報通信機器を用いて診察を
行った場合」の評価（155点／回）が新設されました。
さらに、初回から５回目までの一連のニコチン依存症
治療を評価した「ニコチン依存症管理料2（一連に
つき）」（800点）が新設されました。

　事前の対面診療の期間が6月から3月に短縮された
ほか、慢性頭痛に対するオンライン診療のエビデンス

かかりつけ医機能の評価の充実

■ 地域包括診療加算の施設基準を緩和

■ 機能強化加算の院内掲示事項の追加等

■ 生活習慣病管理料に眼科と歯科の要件を追加

■ オンライン診療料の要件緩和─
　 慢性頭痛も対象に

■ ニコチン依存症管理料の対象に
　 加熱式タバコの喫煙者を追加

■ 図3　かかりつけ医機能の促進

治療と仕事の両立に向けた支援の充実
● 算定要件の見直し   ● 対象疾患の拡大

かかりつけ医機能に係る評価の見直しかかりつけ医機能に係る評価の見直し

● 地域包括診療加算の施設基準の緩和   
● 小児かかりつけ診療料の対象年齢拡大
● 機能強化加算の要件見直し

かかりつけ医と他の医療機関の連携の強化

● 紹介元のかかりつけ医機能を有する医療機関
等からの求めに応じて、患者の同意を得て、
診療情報の提供を行った場合の評価を新設

情報共有・
連携

出典：厚生労働省『令和2年度診療報酬改定の概要』（2020年3月5日）

情報共有・連携

● 紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した際の定額負担の対象範囲の拡大

参考１

参考２

継続的な診療に係る評価の見直し

外来医療の機能分化の推進

● 生活習慣病管理料の要件見直し
● 婦人科特定疾患に対する継続的な医学管理の評価の新設

地域医療支援病院数
（2018年12月末時点）

100～199床
200～299床
300～399床
400～499床
500床以上

計

20
93
160
160
174
607

対象に
追加されると
考えられる病院

■ 表5　定額負担徴収義務対象病院数（見込み）

出典：公益社団法人日本医師会
『全世代型社会保障改革に向け
て』［第2回全世代型社会保障検
討会議（2019年11月8日）配布
資料2］21頁の表を基に作成



│ 2020年度診療報酬改定特別号6

　対象となる疾患に脳血管疾患、肝疾患、指定難病を
追加したほか、対象となる企業側の連携先に、患者が勤
務する事業場において選任されている「総括安全衛生
管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び労働者の健
康管理等を行う保健師」を追加しました。また「相談体
制充実加算」を廃止した上で、初回800点、2回目以降
400点を月1回（3月まで）算定できるように再編しまし
た。さらに、看護師または社会福祉士が相談支援を行っ
た場合の「相談支援加算」（50点）が新設されました。

を踏まえ、対象疾患に定期的に通院が必要な慢性頭痛
患者と一部の在宅自己注射を行っている患者が追加
されました。
　さらに、指定難病など専門性の観点から近隣の医療
機関では判断が困難な疾患について、かかりつけ医に
受診している際に遠隔地の専門医が情報通信機器を
用いた診療を行う場合の「遠隔連携診療料」（500点）
が新設されました（図4）。

　「外来栄養食事指導料」の2回目以降の指導につい
て、情報通信機器等を活用して実施した場合の評価を
新設（180点）しました。
　さらに、診療所における外来栄養食事指導料および
「在宅患者訪問栄養食事指導料」について、他の医療
機関および栄養ケア・ステーションの管理栄養士が栄
養指導を行った場合の「外来栄養食事指導料2」と「在
宅患者訪問栄養食事指導料2」がそれぞれ新設されま
した。

　小児の外来診療における抗菌薬の適正使用を推進
する観点から、対象患者が3歳未満から6歳未満に拡
充されました。さらに、月に1回算定できることになりま
した。小児かかりつけ診療料も対象患者が6歳未満に
拡充されています。

　例えば、前出（p5）の「地域包括診療加算」を届け出
ている診療所から患者を紹介された病院が、合併症の
診療を実施した上で、その診療情報を診療所に提供し
て（返して）も、診療報酬上の評価はありませんでし
た。そこで「診療情報提供料（Ⅲ）」（150点）を新設し、
紹介元のかかりつけ医機能を有する医療機関などか
らの求めに応じて、患者の同意を得て、診療情報の提
供を行った場合を評価します。

■ 栄養食事指導にもオンラインの評価

■ 小児抗菌薬適正使用支援加算の対象患者を
　 6歳未満に拡充

■ かかりつけ医との情報連携を評価した
　 診療情報提供料（Ⅲ）を新設

■ 療養・就労両立支援指導料の
　 対象疾患と連携先を拡大

　まず、大病院については救急搬送件数
年間2,000件以上を目指すことになりそ
うです。理由は「地域医療体制確保加算」（520点・入院初日）が新
設されたからです。勤務間インターバルの確保や予定手術前日
の当直・夜勤に対する配慮など、適切な労務管理を実施してい
ることが求められますが、全入院患者に算定できる大きな点数で
す。2,000件をクリアできなくても1,000件をクリアできれば、
新たな評価区分として再編された「救急搬送看護体制加算1」
（400点 ※夜間休日救急搬送医学管理料の加算）を算定でき
ます。また、常勤配置の見直しも急性期病院にとってはメリット
が大きいと思います。
　中小病院は、大病院よりも地域包括ケア病棟の整備を担う
ことが期待されます。同病棟については、今回から入退院支援お
よび地域連携業務を行う部門の設置が義務化されたほか、疾患
別リハビリテーションの提供についてリハビリテーションの必
要性を判断することが要件に盛り込まれました。実績に関する
施設基準も厳しくなっています。回復期リハビリテーション病
棟の実績要件も厳格化され、「回復期リハビリテーション病棟
入院料1」は常勤の専任管理栄養士の配置が必須となりました。
　診療所では「外来リハビリテーション診療料」の要件が見直
され、リハビリテーションスタッフとのカンファレンスを実施する
必要はなく、スタッフからの報告を受ければよいことになったの
は良かったと思います。また、超音波診断装置の小型化に伴い、
断層撮影法（心臓超音波検査を除く）について訪問診療時に行っ
た場合の400点（月1回）が新設されました。その他、オンライン
診療が算定しやすく緩和されているので、積極的な取り組みが
求められます。かかりつけ医のもとで患者と専門医をオンライン
で結ぶ「遠隔連携診療料」への取り組みにも期待しています。
　保険薬局は、薬薬連携やポリファーマシー、対人業務への取り
組みがポイントになるでしょう。

　今回の診療報酬改定が医療機関の

経営にもたらす影響について、高崎健

康福祉大学健康福祉学部の木村憲洋

准教授にお話をうかがいました。

今回の診療報酬改定
識者に

聞く!

出典：厚生労働省『令和2年度診療報酬改定の概要』（2020年3月5日）

事前に主治医が遠隔地の
医師に情報提供を行う

連携した診療について
患者説明・同意

主治医のもとに
定期的に通院

主治医のもとで
遠隔地の医師が

オンライン診療を行う
（初診も可）

■ 図4　遠隔連携診療料のイメージ
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　改定前に注目を集めていたフォーミュラリ（使用ガ
イド付き医薬品集）の評価が今回は見送られました。
　フォーミュラリを作成するメリットには、①採用薬の
治療効果や注意事項を事前に評価し、医薬品使用の基
本的考え方に係る指針を提供することによって薬剤の
適正使用に貢献すること、②経済性を踏まえた後発医
薬品などの使用を推進すること─などが考えられる
ため、報酬がつかなくても全国的に導入が進むことに
なりそうです。
　一部の地域では院内のフォーミュラリにとどまらず、
地域フォーミュラリを導入しています（表6）。

　外来化学療法加算1（抗悪性腫瘍剤を注射した場
合）の加算として「連携充実加算」（150点・月1回）が
新設され、また調剤報酬では薬剤服用歴管理指導料の
加算として「特定薬剤管理指導加算2」（100点・月1
回）が新設されました。
　「連携充実加算」は、患者にレジメン（治療内容）を
提供し、患者の状態を踏まえた必要な指導を行うと
ともに、地域の薬局薬剤師を対象とした研修会の実施
などの連携体制を整備していることを評価した項目
です。後者の「特定薬剤管理指導加算2」は「連携充実
加算」を届け出ている医療機関とともに、レジメンなど
を確認した上で必要な指導などを行い、当該医療機関
に必要な情報を文書などによって提供した場合に算定
します。

　「処方の総合的な評価及び変更の取組」と「減薬に
至った場合」に評価を分け、前者を「薬剤総合評価調
整加算」として100点、後者を「薬剤調整加算」として
150点に再編しました。

　従来から「薬剤服用歴管理指導料」や「かかりつけ
薬剤師指導料」など対人業務を評価する項目があり
ましたが、今回は評価をさらに充実させています。
　前出の「特定薬剤管理指導加算2」を筆頭に、処方
医に重複投薬の解消に関する提案を行った場合を評
価した「服用薬剤調整支援料２」（100点・3月に1回）
が新設されたほか、次の4つが新設されました。

　患者が複数の薬局を利用すると重複投薬・残薬の
解消が難しくなるため、同一薬局の利用を推進する
ための改定が行われました。
　具体的には「薬剤服用歴管理指導料」の点数が低く
なる再度の来局期間「原則6月以内」を「原則3月以
内」に短縮し、対象を「調剤基本料1」以外にも拡大し
ました。また、同一患者から異なる医療機関の処方箋を
同時に複数枚受け付けた場合、2回目以上の受付分に
ついては調剤基本料を所定点数の100分の80に相当
する点数を算定することになりました。

薬剤関連の改定ポイント

■ 調剤報酬では対人業務を評価

■ 同一薬局の利用推進

■ 外来がん化学療法の薬薬連携を評価

■ 薬剤総合評価調整加算は
　 2剤減でなくても算定可に

 ● 吸入薬指導加算：30点（3月に1回）
吸入薬の使用方法について、文書に加え、練習用吸入
器を用いた実技指導を行い、医師に結果を報告する
ことなどを評価

 ● 経管投薬支援料：100点（初回のみ）
簡易懸濁法を開始する患者に必要な支援を行った
場合を評価

 ● 調剤後薬剤管理指導加算：30点（月1回）
インスリンまたはSU剤を調剤後に、電話などで服
用状況や副作用などを確認し、医師に結果を報告す
ることなどを評価

 ● 薬剤服用歴管理指導料4：43点
      （オンライン服薬指導を行った場合・月1回）

薬機法改正でオンライン服薬指導が認められること
を踏まえた対応

院内
フォーミュラリ

作成者

地域
フォーミュラリ

地域の医師(会)、
薬剤師(会)、
中核病院

ステーク
ホルダー

（意思決定者）

院内の医師や
薬剤師

管理運営 薬剤師会
（医師会）病院薬剤部

難易度 難易

地域の医療
経済への影響度 大きい小さい

多い
（診療所、薬局、
 中核病院、
 地域保険者、
 自治体など）

少ない
（理事長・オーナー、
 薬剤部長など）

出典：第417回中央社会保険医療協議会総会（2019年6月26日）資料を基に作成

■ 表6　院内フォーミュラリおよび地域フォーミュラリについて



 皮膚疾患（褥瘡など）や歯科・口腔疾患、循環器疾患
（高血圧症、心不全など）、脳血管疾患（脳梗塞、脳出
血など）、精神系疾患など、主治医からの依頼を受けて
他の医療機関が診療した場合に「在宅患者訪問診療
料（Ⅰ）2」を算定することができます。
　改定前は6月が限度でしたが、今回の改定では主治
医と情報共有した上で「その診療科の医師でなければ
困難な診療」「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」に該当する診療の
求めがあった場合には6月を超えても算定できること
になりました。末期の悪性腫瘍や多発性硬化症など、別
に厚生労働大臣が定める疾病などの患者は、前述の規
定にかかわらず6月を超えて算定できます。

　往診を担当する医師について、緊急時の連絡体制
および24時間往診できる体制を確保していれば、必ず

しも当該保険医療機関内に待機していなくてもよい
ことが明確化されました。また、医療資源の少ない地域
での届出可能な医療機関の要件が「許可病床数280床
未満」（改定前は240床未満）になりました。

　従来は、計画的な訪問薬剤管理指導の対象となって
いる疾患にのみ算定可能だった「在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料」について、計画的な訪問薬剤管理指導
の対象ではない疾患などに対応するために緊急に患家
を訪問した場合の評価（200点）が新設されました。

　月2回以上の訪問診療を行った場合についても算定
可能となりました。また、従来は在宅時医学総合管理料
を算定する際に診療を行う医師と同一である必要が
ありましたが、▽同一医療機関の5人以下のチームで
診療を行う▽あらかじめ診療を行う医師について在宅
診療計画に記載し、複数医師が診療を行うことについ
て患者の同意を得ている─場合は、事前に対面診療
を行っていない医師がオンライン診療を行ってもよい
ことになりました。

在宅医療の改定ポイント

■ 在宅療養支援病院に関する緩和事項

■ 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）2の期間延長要件の明確化
■ 緊急的な訪問薬剤管理指導の充実

■ オンライン在宅管理料の見直し
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