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① 調整係数については、今後段階的に基礎係数（包括範囲・平均出来高点

数に相当）と機能評価係数Ⅱに置換えることとし、平成 24 年改定において

必要な措置を講じる。なお、基礎係数については、機能や役割に応じた医

療機関群別に設定する。 

 

② 機能評価係数Ⅰ・Ⅱについて、以下の見直しを行う。 

・ 機能評価係数Ⅰ 

出来高評価体系における「当該医療機関の入院患者全員に対して算定

される加算」や「入院基本料の補正値」等を機能評価係数Ⅰとして評価

する。 

・ 機能評価係数Ⅱ 

現行の機能評価係数Ⅱ（６項目）を基本として必要な見直しを行う。

また、その際、項目により各医療機関群の特性に対応した評価手法を導

入する（複雑性指数、カバー率指数、救急医療指数、地域医療指数）。 

 

③ その他 

・  特定入院料の取扱い（評価のあり方）、在院時期に応じた適切な薬剤

料等包括評価のあり方、高額薬剤等に係る対応等、現行ＤＰＣ／ＰＤＰ

Ｓの算定ルール等に係る課題について必要な見直しを行う。 

・  急性期入院医療を担う医療機関の機能や役割を適切に分析・評価する

ため、ＤＰＣ対象病院の外来診療に係るデータの提出を求める（大学病

院本院及び（仮称）高診療密度病院群の施設は必須とし、その他急性期

病院群の施設は任意とする）。 

 

（７）ＤＰＣ対象病院ではない出来高算定病院（７対１一般病棟入院基本料を算

定している医療機関等）が、診療している患者の病態や実施した医療行為

の内容等についてデータを提出した場合の評価を行う。 

 

 

Ⅲ－２ 慢性期入院医療の適切な評価について 

 

（１）一般病棟おける長期療養患者の評価について、適正化の観点から、一般病

棟入院基本料（13 対１、15 対１）算定の病棟に限り、特定除外制度の見直

しを行い、①又は②の評価とする。 

 

miyazawa
長方形
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① ９０日を超えて入院する患者を対象として、療養病棟と同等の報酬体系

（医療区分及びADL区分を用いた包括評価）とする。 

 

② ９０日を超えて入院する患者を対象として、出来高算定とするが、平均

在院日数の計算対象とする。 

 

 上記の二つの取扱いについては、病棟単位で、医療機関が選択できるよう

にする。 

 

（２）小児精神医療が小児病院、精神科病院それぞれにおいて適切な評価となる

よう、児童・思春期精神科入院医療管理加算に代えて、特定入院料を新設す

る。（Ⅰ－３（１）③再掲） 

 

（３）療養病棟における急性期の医療機関との連携推進、医療の質の向上の観点

から、褥瘡の治療に係る評価を行う。 

 

（４）特殊疾患病棟や障害者施設等から療養病棟に転換した場合等に対する経過

措置について、現場の対応を踏まえた措置を検討する。 

 

（５）救急医療機関に緊急入院した後、状態の落ち着いた患者についての早期の

転院支援を一層強化するため、救急搬送患者地域連携紹介加算及び受入加算

のさらなる評価を行い、対象となる患者を拡大する。あわせて運用がより円

滑になるよう、同加算については、同一医療機関が紹介加算、受入加算のい

ずれも届出可能とする。さらに、受入加算を療養病棟入院基本料、精神病棟

入院基本料算定病床においても算定可能となるよう要件を変更する。（重１

－１（１）⑤再掲） 

 

（６）療養病棟において、急性期後の患者や在宅からの軽症患者の受入れを行っ

た場合について、一定の条件のもと、さらなる評価を行う。（重１－１

（１）⑥再掲） 

 

（７）ベッド満床を理由に受入に至らなかった産科・周産期傷病者搬送事案は減

少しているものの、総搬送事案数は増加しており、引き続き、ＮＩＣＵと後

方病院との医療連携の推進など、周産期医療の機能強化を行う。また、小児

患者については特に在宅と入院の連携が重要であることから、これらの円滑
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な連携を推進する。 

 

① 障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院

料については、ＮＩＣＵ設置医療機関とあらかじめ連携しＮＩＣＵに入院

していた患者を受け入れた場合の加算が設けられているが、同加算のさら

なる評価を行うとともに、これを一般病棟入院基本料（13 対１、15 対 1 に

限る。）、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料、有床診療所療養

病床入院基本料にも拡大する。（重１－１（２）③再掲） 

 

② 超重症児（者）、準超重症児（者）の受入が救急医療機関の一般病床で

進む傾向がみられることから、特に、後方病床における取組も推進される

よう、超重症児（者）、準超重症児（者）入院診療加算を療養病棟入院基

本料、有床診療所療養病床入院基本料を算定している医療機関においても

算定可能とする。また、現在、在宅からの入院の場合のみで評価されてい

る初期加算を、救急医療機関からの転院の場合にも算定可能とする。（重

１－１（２）⑤再掲） 

 

（８）栄養サポートチーム加算について検証調査の結果や学会等の研究成果を踏

まえ、一般病棟入院基本料（13対 1、15対 1）、療養病棟入院基本料算定病

床でも算定可能とする。（重１－４②再掲） 

 

（９）退院後に介護保険への円滑な移行を図るため、身体機能等に関する総合的

な機能評価の実施に対する評価を行う。（重２－３②再掲） 

 

（１０）療養病床に入院中の者が BPSD の増悪等により認知症専門医による短期

集中的な入院加療が必要となった際に、療養病床を有する医療機関と認知症

治療病床を有する他の医療機関が互いに連携し、認知症治療病棟へ一時的に

転院して治療を行った後、状態の落ち着いた患者について、療養病床を有す

る医療機関が再び転院を受け入れた場合の評価を行う。（Ⅰ－４（４）再

掲） 

 

（１１）療養病棟療養環境加算、診療所療養病床療養環境加算の一部について、

医療法の基準を踏まえた見直しを行う。（Ⅱ－３（１）②再掲） 
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Ⅲ－３ 医療の提供が困難な地域に配慮した評価について 

 

２次医療圏において自己完結型の医療を行っているが、医療提供体制が十

分ではなく医療機関の機能分化を進めることが困難である地域や離島にある

病院等について、現状を踏まえた評価を行う。 

 

① 自己完結型の医療提供をしており、医療従事者の確保等が困難かつ医療

機関が少ない２次医療圏及び離島にある病院等を対象とする。ただし、一

定規模以上の病院等を除く。 

 

② それらの地域の病院においては、看護要件の緩和、入院料等の柔軟な運

用、専従要件の緩和等について検討を行う。なお、特に小規模な病院につ

いて配慮することとする。 

 

 

Ⅲ－４  診療所の機能に着目した評価について 

 

（１）緊急時の受け皿となる病床を確保し、在宅医療を円滑なものとするため、

地域に密着した有床診療所の看取り機能や緩和ケア受入機能の強化を図る必

要がある。このため、夜間に看護師が配置されている有床診療所について、

新たに有床診療所に即した緩和ケア診療や、ターミナルケアに関する評価を

新設する。 

 

（２）地域医療を支える有床診療所の病床の有効活用を図るため、入院基本料の

要件緩和を行う。 

 

① 有床診療所の入院料の評価は一般、療養で区別されているが、双方の要

件を満たしている場合に限り、患者像に応じ、柔軟な算定を可能とする。 

 

② 介護療養病床入院患者が急性増悪時に医療保険より算定できるのは２室

８床に限っているが、より柔軟な運用を可能とする。 

 

 

 Ⅲ－５ 医療機関間の連携に着目した評価について  
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（１）救急出動件数及び搬送人員数は、ともに増加傾向にあり、近年は高止まり

している。医療機関における救急患者受入に係る体制整備も一定程度は進ん

でいるものの、ベッド満床を理由に救急医療機関の受け入れに至らなかった

事案が、重症以上傷病者搬送事案、小児傷病者搬送事案、救命救急センター

搬送事案で増加する等の状況も存在する。以上を踏まえ、救命救急センター

の機能強化や小児救急医療の充実を図るとともに、救急病院と後方病院との

医療連携を推進する。 

 

① 救急医療機関に緊急入院した後、状態の落ち着いた患者についての早期

の転院支援を一層強化するため、救急搬送患者地域連携紹介加算及び受入

加算のさらなる評価を行い、対象となる患者を拡大する。あわせて、運用

がより円滑になるよう同加算については、同一医療機関が紹介加算、受入

加算のいずれも届出可能とする。さらに、受入加算を療養病棟入院基本料、

精神病棟入院基本料算定病床においても算定可能となるよう要件を変更す

る。（重１－１（１）⑤再掲） 

 

② 療養病棟において、急性期後の患者や在宅からの軽症患者の受入れを行

った場合について、一定の条件のもと、さらなる評価を行う。（重１－１

（１）⑥再掲） 

 

③ 一般病棟入院基本料（13 対 1、15 対 1 に限る。）においても、急性期後

の患者や在宅療養中の患者を受け入れた場合の評価を新設する。（重１－

１（１）⑦再掲） 

 

（２）ベッド満床を理由に受入に至らなかった産科・周産期傷病者搬送事案は減

少しているものの、総搬送事案数は増加しており、引き続き、ＮＩＣＵと後

方病院との医療連携の推進など、周産期医療の機能強化を行う。また、小児

患者については特に在宅と入院の連携が重要であることから、これらの円滑

な連携を推進する。 

 

① ＮＩＣＵに長期入院を余儀なくされる児の数は多く、ＮＩＣＵから後方

病床や在宅での療養に円滑に移行できるよう、新生児特定集中治療室退院

調整加算のさらなる評価や算定回数の増加等の要件の変更を行う。（重１

－１（２）①再掲） 
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② 障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院

料については、ＮＩＣＵ設置医療機関とあらかじめ連携しＮＩＣＵに入院

していた患者を受け入れた場合の加算が設けられているが、同加算のさら

なる評価を行うとともに、これを一般病棟入院基本料（13 対１、15 対 1 に

限る。）、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料、有床診療所療養

病床入院基本料にも拡大する。（重１－１（２）③再掲） 

 

③ 緊急時の病床確保を推進し、在宅医療への移行を円滑なものとするため、

在宅患者緊急入院診療加算のさらなる評価を行うとともに、特に小児につ

いては、小児入院医療管理料算定病床でも同加算を算定可能とするなど、

小児在宅医療のさらなる評価を行う。（重１－１（２）④再掲） 

 

④ 超重症児（者）、準超重症児（者）の受入が救急医療機関の一般病床で

進む傾向がみられることから、特に、後方病床における取組も推進される

よう、超重症児（者）、準超重症児（者）入院診療加算を療養病棟入院基

本料、有床診療所療養病床入院基本料を算定している医療機関においても

算定可能とする。また、現在、在宅からの入院の場合のみで評価されてい

る初期加算を、救急医療機関からの転院の場合にも算定可能とする。（重

１－１（２）⑤再掲） 

 

⑤ 長時間訪問看護の対象に、人工呼吸器を使用していない超重症児、準超

重症児等の医療依存度の高い者を加え、訪問回数の見直しを行う。（重１

－１（２）⑥再掲） 

 

（３）少子高齢化等に伴い、今後在宅医療の需要がますます高まることが予想さ

れ、在宅医療を担う医療機関の機能強化等がさらに重要となる。したがって、

在宅医療を担う医療機関の機能分化と連携等による機能強化を進めるため、

在支診・在支病に対する評価について、以下のような見直しを行う。 

 

① ２４時間対応を充実させる観点から、機能を強化した在支診・在支病に

ついて、緊急時・夜間の往診料のさらなる評価を行う。（重２－１（１）

①再掲） 

 

② 在宅療養を行っている患者への総合的な医学管理を充実させる観点から、

機能を強化した在支診・在支病について、在宅時医学総合管理料・特定施
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設入居時等医学総合管理料のさらなる評価を行う。（重２－１（１）②再

掲） 

 

③ 入院が必要となるような急変時の対応を充実させる観点から、在宅医療

を担う医療機関と連携する病院や診療所が在宅患者を受入れた場合のさら

なる評価を行う。（重２－１（１）③再掲） 

 

（４）入院中から、在宅を担う医療機関や訪問看護等との連携を行うことにより、

円滑に在宅へ移行することを推進する。 

 

① 急性期病棟における退院調整と慢性期病棟における退院調整の算定方法

が異なること等、運用上煩雑な部分について整理を行う。（重点課題２－

３①再掲） 

 

② さらに、退院後に介護保険への円滑な移行を図るため、身体機能等に関

する総合的な機能評価の実施に対する評価を行う。（重２－３②再掲） 

 

③ 訪問看護ステーションと医療機関との退院時共同指導等の連携について

評価を行う。（重２－３③再掲） 

 

④ 入院医療から在宅医療への円滑な移行を図るため、外泊日、退院当日の

訪問看護についての評価を行う。（重２－３④再掲） 

 

⑤ 医療依存度の高い状態の要介護被保険者である患者に対し、退院直後の

２週間に限り、特別訪問看護指示に基づき訪問看護が提供できることを明

確化する。（重２－３⑤再掲） 

 

（５）地域の医療機関におけるがん診療連携をより一層推進させる観点から、現

行の連携に係る点数について、多様化したがん治療に対応できるよう、下記

のような要件の見直しを行う。 

 

① がん診療連携拠点病院加算について、紹介元の医療機関から悪性腫瘍の

疑いで紹介された患者や、外来化学療法等を受けた患者についても算定で

きるよう要件を変更する。（Ⅰ－１（６）①再掲） 
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② がん治療連携計画策定料について、退院後一定期間の外来診療の後に連

携医療機関に紹介した場合や、患者の状態等の変化により計画の変更が必

要になった場合についても算定可能とする。（Ⅰ－１（６）②再掲） 

 

③ がん治療連携計画に基づきリンパ浮腫指導管理やがん患者カウンセリン

グを行っている場合には、紹介先の医療機関において当該指導管理の評価

を行う。（Ⅰ－１（６）③再掲） 

 

（６）精神科急性期入院医療の評価 

 

① 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併

症入院料について、手術等の目的で一時的に転棟、あるいは転院した場合、

再転棟や再入院後に再算定できるように要件の変更を行う。（Ⅰ－３

（１）①再掲） 

 

② 精神科救急医療機関に緊急入院した後、状態の落ち着いた患者について、

あらかじめ連携している精神科医療機関に転院させた場合や、精神科医療

機関が転院を受け入れた場合について評価を新設する。（Ⅰ－３（１）②

再掲） 

 

（７）認知症治療病棟退院患者について、退院支援部署の関与により平均在院日

数が短縮しており、退院支援部署による支援で退院を行った場合について、

さらなる評価を行う。（Ⅰ－４（１）②再掲） 

 

（８）認知症の早期診断をより一層推進するため、認知症専門診断管理料のさら

なる評価を行うとともに、BPSD が増悪した認知症患者の紹介を受けた専門

医療機関の評価を新設する。また、認知症と診断された患者について、かか

りつけ医がその後の管理を行うことについての評価を新設する。（Ⅰ－４

（２）再掲） 

 

（９）療養病床に入院中の者が BPSD の増悪等により認知症専門医による短期集

中的な入院加療が必要となった際に、療養病床を有する医療機関と認知症治

療病床を有する他の医療機関が互いに連携し、認知症治療病棟へ一時的に転

院して治療を行った後、状態の落ち着いた患者について、療養病床を有する

医療機関が再び転院を受け入れた場合の評価を行う。（Ⅰ－４（４）再掲） 
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（１０）療養病棟における急性期の医療機関との連携推進、医療の質の向上の観

点から、褥瘡の治療に係る評価を行う。（Ⅲ－２（３）再掲） 

 

（１１）歯科医療機関間若しくは歯科医療機関と医科医療機関との連携を推進す

る観点から、以下とおり見直しを図る。 

 

① 著しく歯科診療が困難な患者の状態に応じて、身近な歯科医療機関でも

円滑に歯科治療が受けられるよう、専門性の高い歯科医療機関から患者を

紹介した場合及び一般の歯科医療機関が患者を受け入れた場合の評価を行

う。（Ⅰ－７（１）①再掲） 

 

② 医科医療機関との連携を評価した歯科治療総合医療管理料の対象疾患に、

口腔内に合併症を引き起こす疾患（放射線治療若しくは化学療法の開始前

や治療期間中の患者又は骨粗鬆症等によるビスフォスホネート系製剤の服

用患者等）を追加する。 （Ⅱ－１（２）②再掲） 

 

 

Ⅲ－６ 調剤報酬について  

 

（１）薬学的な管理・指導の充実を図る観点から、以下の見直しを行う。 

① お薬手帳を通じて薬剤情報を共有することの有用性が再認識されている

ことから、薬学的管理指導のさらなる質の向上を図るため、薬剤服用歴管

理指導料と薬剤情報提供料を包括的に評価する。また、医薬品のさらなる

適正使用を図るため、薬歴を活用した残薬確認についても評価する。 

  

② 特に安全管理が必要な医薬品（ハイリスク薬）が処方されている場合の

算定要件を明確化するための見直しを行う。 

 

③ 乳幼児への薬学的管理指導に関しては、現行では、調剤技術料（自家製

剤加算及び計量混合加算）の中で調剤から薬学的管理指導に至る内容が評

価されているが、点数設定を含め、現行の扱いを整理するとともに、薬剤

服用歴管理指導料への加算を新設する。 

 

（２）調剤報酬の中で適正化できるものについては、以下の見直しを行う。 
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① 基準調剤加算の施設基準については、算定要件である備蓄医薬品数は実

態等を踏まえた品目数とすること、また、特定の医療機関の開業時間等に

応じた開局時間を設定している薬局は算定要件を満たさないこととするよ

う見直しを行う。 

 

② 薬学管理料における、調剤情報提供料、服薬情報提供料等については、

一連の調剤・薬学的管理指導行為の中で算定されるものであるため、整

理・統合する方向で見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 Ⅳ－１ 後発医薬品の使用促進について  

 

（１）後発医薬品調剤加算及び後発医薬品情報提供料については、後発医薬品調

剤体制加算の見直し等にあわせて、整理合理化するとともに、保険薬局にお

ける後発医薬品の調剤を促すため、調剤基本料における後発医薬品調剤体制

加算の要件を見直す。 

具体的には、現行の加算の要件（数量ベースでの後発医薬品の使用割合

が 20％以上、25％以上及び 30％以上）について、22％以上、30％以上及び

35％以上に改めるとともに、評価については、軽重をつける。 

なお、現状、「経腸成分栄養剤」及び「特殊ミルク製剤」は、1 回の使用

量と薬価基準上の規格単位との差が大きいため、数量が大きく算出されるこ

と、かつ後発医薬品が存在しないことから、後発医薬品の使用割合（数量ベ

ース）を算出する際に除外しているところであるが、同様の観点から、「漢

方製剤」及び「生薬」についても除外する。 

 

（２）後発医薬品に関する患者への情報提供を充実させる手段として、保険薬局

での調剤に際し患者に渡される「薬剤情報提供文書」において後発医薬品に

関する情報（後発医薬品の有無、価格、在庫情報）を提供した場合に限り、

薬学管理料の中で評価を行う。 

 

（３）医療機関における後発医薬品の使用を進めるため、後発医薬品使用体制加

算の現行の要件（後発医薬品の採用品目割合 20％以上）に「30%以上」の評

Ⅳ 効率化余地があると思われる領域を適正化する視点 

miyazawa
長方形


