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入院外の医療入院外の医療
　初・再診料・外来診療料　
　点数の引き上げはなく、前回改定で
導入し凍結されていた妊婦加算は廃止
となった。今後は産婦人科以外の診療
科と産婦人科の主治医の連携を強化し
つつ、妊産婦への診療体制の改善には
引き続き取り組むとされた。
　機能強化加算については点数を据え置
いた上で、院内に掲示の内容に、①必要
に応じて専門医等に紹介している、②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。ことを記載することが追加された。
また、同様の内容を書面にして、患者が
自由に持ち帰れる形で院内の見やすい場
所に置き、患者から求めがあった場合は
交付することとされた。
　電話等による再診の際に、治療上の必
要性から、地域医療支援病院、救急病院、
休日在宅当番医等への受診を指示の上、
同日に受診先医療機関へ診療情報を文書
で提供した場合は、診療情報提供料（Ⅰ）
を算定できることとなった。
　医学管理等
　診療情報提供料（Ⅲ）150 点が新
設された。①地域包括診療加算、地域
包括診療料等のかかりつけ医機能を有
する医療機関から紹介された患者、②
かかりつけ医機能を有する医療機関へ
紹介された患者又は③妊娠している者
であって、産科若しくは産婦人科を標
榜している医療機関から紹介された患
者を対象に、継続的な診療を行ってい
る場合に、紹介元の医療機関からの求
めに応じて、診療情報の提供を行った
場合に算定できる。
　小児科外来診療料、小児かかりつけ診
療料については、対象年齢が３歳未満か
ら６歳未満に拡大された。小児かかりつ
け診療料については６歳以上の未就学児
については６歳未満から小児かかりつけ
診療料を算定している患者には算定でき
るとされた。しかし、小児抗菌薬適正使
用加算については月１回までの算定に制
限された。
　ニコチン依存症管理料については、
従前の 1 回の管理毎に算定する評価
体系の「1」と 1 ～ 5 回目までの一連
の管理を包括的に評価する「2 」（800
点）に再編された。「２」については
事前に患者の同意を得た上で初回時に
1 回のみ算定する。また、「情報通信
機器を用いた診察を行った場合」（155
点）が導入された。初回と５回目は対
面での診療を行う必要があるが、2 ～
４回目については情報通信機器を用い
た診察でも良いとされた。「２」を算
定する場合でも２～４回目に情報通信
機器を用いた診察をすることはできる

が、「情報通信機器を用いた場合」の
点数を算定することはできないとされ
ている。
　在宅医療
　2018 年改定で新設された在宅患者訪
問診療料（Ⅰ）の「2 」について、6 カ
月を超えて算定する場合は、主治医で
ある他医療機関と診療状況を共有した
上で指示を受ける必要があるとされた。
　在宅医療の部の特定保険医療材料に
交換用胃瘻カテーテル等が追加され
た。これにより、医師の診療日以外の
日に訪問看護ステーション等の看護師
等が当該材料を使用して処置を実施し
た場合は、使用したカテーテルの費用
が算定できることとされた。
　検査　
　血液採取の「静脈」が５点引き上げ
られ 35 点とされた。
　超音波検査の「断層撮影法（心臓超
音波検査を除く）」に訪問診療時に行っ
た場合の点数が設定された。部位にか
かわらず月 1 回 400 点を算定する。
　認知機能検査その他の心理検査の「操
作が容易なもの」が「簡易なもの」と「そ
の他のもの」に区分された。点数はい
ずれも 80 点だが長谷川式知能評価ス
ケールや MMSE 等は「簡易なもの」と
され、原則として 3 月に１回の算定と
なる。
　投薬
　調剤料の「入院外の患者に対して投
薬を行った場合」の「内服薬、浸煎薬
及び屯服薬（ 1 回の処方に係る調剤
につき）」が 11 点（＋ 2 点）に、「外
用薬（ 1 回の処方に係る調剤につき）」
が 8 点（＋２点）となった。
　処方箋料では、一般名処方加算 1 、
2 の点数がそれぞれ 1 点引き上げられ
７点、５点となった。
　注射
　点滴注射は 6 歳未満（1 日 100mL
以上）、６歳以上（1 日 500mL 以上）
の点数がそれぞれ 1 点引き上げられ、
99 点、98 点となった。「その他の場合」
の点数は据え置かれた。
　リハビリテーション
　疾患別リハビリテーションの実施に
あたり作成する「リハビリテーション
実施計画書（以下、計画書）」の取扱い
について変更があった。計画書作成前
に疾患別リハビリテーションを実施で
きることとなり、ア . 計画書は開始後
原則として 7 日以内（遅くとも 14 日
以内）に作成する。イ . 計画書作成前
に疾患別リハビリテーションを実施す
る場合は、医師の具体的な指示が必要

とされた。ウ . 計画書は患者又は家族
に説明することに加え、交付し、写し
をカルテに添付する。なお、カルテへ
の説明の要点記載は不要となった。
　処置
　「 鼻 処 置 」（12 → 14 点 ）、「 口 腔、
咽頭処置」（12 → 14 点）、関節穿刺

（100→120点）などが引き上げられた。
　点数は全体的に引き下げられた。人
工腎臓が、別に厚労大臣が定める薬剤
を「使用した場合」と「使用しなかっ
た場合」の点数に再編された。なお、
HIF－ PHD阻害剤は院外処方ができる
ようになったが、院外処方の場合は「使
用しなかった場合」を、院内処方の場
合は「使用した場合」の点数を算定する。
　オンライン診療関連
　「オンライン診療料」は事前の対面
診療が必要な期間が、6 月から 3 月に
短縮される、対象患者が追加されるな
ど要件の緩和が行われた。「オンライ
ン医学管理料」は、医学管理等の通則
から削除され、特定疾患療養管理料等
の各項目に「情報通信機器を用いた場
合」の点数に位置付けられた。点数は
いずれも 100 点で「オンライン医学
管理料」と変わらない。
　敷地内禁煙の取扱い
　施設基準で屋内禁煙が定められてい
た点数項目（悪性腫瘍特異物質治療管
理料、入院・外来栄養食事指導料等）
について、「屋内禁煙」の基準が削除さ
れた。これは健康増進法の改正（2019
年７月１日施行）により、医療機関の
敷地内が原則として禁煙義務化となっ
たことに伴うもの。なお、健康増進法
における敷地内禁煙は、屋外であって
受動喫煙防止のための必要な措置が取
られている場合は喫煙所を設置できる
が、ニコチン依存症管理料、地域包括
診療料・同加算等のように敷地内禁煙
が施設基準となっている点数項目は、
引き続き敷地内完全禁煙が求められる。
　老健入所者の医療
　注射薬については外来化学療法加算
の対象薬剤とする制限が廃止され、悪性
腫瘍の患者に投与する抗悪性腫瘍剤とさ
れたことからリュープリン等も算定でき
ることになった。

入院医療入院医療
　今次改定では「医療従事者の負担軽
減、医師等の働き方改革」が重点課題と
されたが、評価はいずれも加算でのみ行
い、入院基本料、特定入院料の基本点数
の引き上げは行われなかった。また、短
期滞在手術等基本料３について、対象手

術症例の平均在院日数が減少していると
して、全ての項目で引き下げとなった。
　外来医療の機能分化の名のもとに、
紹介状なしで受診した患者から定額負
担を徴収する義務のある医療機関のう
ち地域医療支援病院については、許可
病床 400 床以上から一般病床 200 床
以上に拡大され、一定規模以上の病院
における外来医療をさらに抑制する。
　入院基本料
　一般病棟用の重症度、医療・看護必
要度の評価方法及び該当患者の基準が
見直され、その上で、急性期一般入院
料（入院料４、７を除く）では基準を
満たす患者の割合が引き上げられ（許
可病床数 200 床未満の場合の緩和措置
あり）、重症患者割合が低い医療機関は
下位区分の点数への移行を迫られる。
　療養病棟入院基本料について、許可
病床 200 床未満の病院でもデータ提
出加算の届出が要件となり、既存の
病棟も正当な理由がある場合を除き
2022 年 3 月末までに同加算の届出が
必要となる。また、看護職員の配置基
準が満たせない場合の経過措置が見
直され、看護職員 25 対 1 以上の場合
の経過措置１は 2022 年３月まで経過
措置が延長されたが、減算幅が 10％
から 15％に拡大された。看護職員 30
対 1 以上の場合の経過措置２（20％
減算）は廃止された。
　回復期等の入院料
　地域包括ケア病棟入院料では、重症
度、医療・看護必要度の基準を満たす
患者割合の引き上げや、入院料１・３
の施設基準で求められている自宅等か
らの入院患者割合等の実績基準の引
き上げ等が行われた。また、許可病
床 400 床以上の病院では新たな届出
はできないとされ、既存の病棟につい
ても自院の一般病棟からの転棟患者
割合が多い場合は減算となる等、急性
期のポストアキュート機能よりサブア
キュート機能が重視される。
　回復期リハビリテーション病棟入院
料では、発症・手術等から入棟までの
日数に係る制限は廃止されたが、施設
基準ではリハビリ実績指数の引き上
げ、常勤管理栄養士の配置要件の追加
等が行われた。
　その他
　勤務医の働き方改革の推進として、
医師事務作業補助体制加算を引き上
げ、算定可能な病棟を拡大した。また、
有床診療所においても同加算が算定で
きるとされた。
　入院中の患者が他医療機関を受診し
た際の減算の取扱いが変更され、ポジ
トロン断層撮影等のため他の医療機関
に受診させた場合の入院料の減算率が
５％緩和された。
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