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医師の偏在対策

2020改定の背景にある環境変化

薬機器法改正
薬局と薬剤師の在り⽅改⾰

地域医療構想の
着実な推進

医師・その他従業者の
働き⽅改⾰

保健医療分野に
おけるSociety5.0

薬価制度改⾰と
毎年薬価改定

三位⼀体改⾰



令和2年度報酬改定
診療報酬本体 0.55%増（国費600億円）

うち0.08％増
救急病院における勤務医の働き⽅改⾰への特例的な対応

本体0.47％増＋働き⽅改⾰0.08％増

本体0.47％増の内訳
・ 医科 0.53％増
・ ⻭科 0.59％増
・ 調剤 0.16％増

・ 薬価引下げ 0.98％減
・ 診療材料引下げ 0.02％減
これらを反映させると 改定全体は、0.46％減

医科︓⻭科︓調剤
＝ 1 ︓ 1.1 ︓0.3



令和２年の診療報酬改定

１

医療従事者の負担軽減、
医師等の働き⽅改⾰の
推進 【重点課題】

２

患者・国⺠にとって⾝近
であって、安⼼・安全で
質の⾼い医療の実現

３

医療機能の分化・強化
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



診療報酬

基本
診療料

特掲
診療料



⼊院における基本診療料

⼊院
基本料

⼊院基本料
等加算

特定
⼊院料

短期滞在
⼿術等
基本料

病院の⼊院サービス（機能）を表すもの
⼀般病棟⼊院基本料の場合

急性期⼀般⼊院料１ 地域⼀般⼊院料１
急性期⼀般⼊院料２ 地域⼀般⼊院料２
急性期⼀般⼊院料３ 地域⼀般⼊院料３
急性期⼀般⼊院料４
急性期⼀般⼊院料５
急性期⼀般⼊院料６
急性期⼀般⼊院料７

重症度、医療・看護必要度割合
に応じて届出



⼊院基本料の改定ポイント

１．急性期⼀般⼊院料における重症度、医療・看護
必要度割合の引上げと定義の厳格化

２．特定機能病院⼊院基本料や専⾨病院⼊院料も
同様に厳格化される

⾃院の届出内容によって、⼊院医療サービスが変化します。
特に働き⽅改⾰の必要性が指摘されている急性期の⼊院
医療サービスを提供する病院では、医師業務のタスクシェア・
タスクシフティングに伴い病院薬剤師の活躍の場が拡がると
予測されます。

病院機能分化を明確にする（急性期病院の分化）



現⾏ 改定後

重症度、医療・
看護必要度Ⅰ

重症度、医療・
看護必要度Ⅱ

重症度、医療・
看護必要度Ⅰ

重症度、医療・
看護必要度Ⅱ

急性期⼀般⼊院料１ 30％ 25％ 31％ 29％
急性期⼀般⼊院料２ 24％ 28％ 26％
急性期⼀般⼊院料３ 23％ 25％ 23％
急性期⼀般⼊院料４ 27％ 22％ 22％ 20％
急性期⼀般⼊院料５ 21％ 17％ 20％ 18％
急性期⼀般⼊院料６ 15％ 12％ 18％ 15％
急性期⼀般⼊院料７ 重症度、医療・看護必要度Ⅰの継続的な測定と評価
※許可病床数400床以上は重症度、医療・看護必要度Ⅱを⽤いることを要件化

急性期⼀般⼊院料 重症度、医療・看護必要度割合の引上げ

特定機能病院、専⾨病院 7対1⼊院基本料も同様に引上げ



C ⼿術等の医学的状況 ０点 1点

１６ 開頭の⼿術（７⽇間） ⇒ （１３⽇間）
１７ 開胸の⼿術（７⽇間） ⇒ （１２⽇間）
１８ 開腹の⼿術（４⽇間） ⇒ （ ７⽇間）
１９ ⾻の⼿術（５⽇間） ⇒ （１１⽇間）
２０ 胸腔鏡・腹腔鏡⼿術

（３⽇間） ⇒ （ ５⽇間）
２１ 全⾝⿇酔・脊椎⿇酔の⼿術（16から 20を除く）

（２⽇間）） ⇒ （ ５⽇間）
２２救命等に係る内科的治療

（２⽇間）） ⇒ （ ５⽇間）
①経⽪的⾎管内治療
②経⽪的⼼筋焼灼術等の治療
③侵襲的な消化器治療

23 別に定める検査（２⽇間）※新規
24 別に定める⼿術（６⽇間）※新規

なし あり

A モニタリング及び処置等 0点 1点 2点

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）

なし あり

2 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く） なし あり

3 点滴ライン同時3本以上の管理 なし あり

4 ⼼電図モニターの管理 なし あり

5 シリンジポンプの管理 なし あり

6 輸⾎や⾎液製剤の管理 なし あり

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 ⇒ 注射剤のみへ
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

なし あり

⑪無菌治療室での治療 なし あり

8 救急搬送︓Ⅰ（２⽇間） ⇒ （５⽇間）
Ⅱ（ - ） ⇒（５⽇間）

※Ⅱは救急医療管理加算１若しくは２⼜は夜間
休⽇救急搬送医学管理料を算定する患者

なし あり

B 患者の状況等 ０点 １点 ２点

９ 寝返り できる 何かにつかま
ればできる

できない

１０ 移乗 介助なし ⼀部介助 全介助

１１ ⼝腔清潔 介助なし 介助あり

１２ ⾷事摂取 介助なし ⼀部介助 全介助

１３ ⾐服の着脱 介助なし ⼀部介助 全介助

１４ 診療・療養上の指⽰が通じる はい いいえ

１５ 危険⾏動 ない ある

A得点が2点以上
かつ

B得点が3点以上
の患者

A得点が
3点以上
の患者

Ｃ得点が
1点以上
の患者

重症者の
定義

基準から削除
「Ａ得点１点以上かつＢ得点３点以上」で「Ｂ14 診
療・療養上の指⽰が通じる」⼜は「Ｂ15 危険⾏動」のい

ずれかに該当している患者』

※ 別に定める検査及び
⼿術は、レセプト電算
処理システム⽤コード
で規定する。

※重症度、医療・看護必要
度のＡ項⽬（専⾨的な治
療・処置のうち薬剤を使⽤
するものに限る。）及びＣ
項⽬について、重症度、医
療・看護必要度Ⅰにおいて
も、レセプト電算処理シス
テム⽤コードを⽤いた評価
とする。

重症度、医療・看護必要度割合の評価項⽬



⼊院基本料等加算の例（⼀部抜粋）
項⽬ 点数 DPC

超急性期脳卒中加算 (⼊院初⽇) 10800点 出来⾼

緩和ケア診療加算 (1⽇につき) 390点 出来⾼

精神科リエゾンチーム加算 (週1回) 300点 出来⾼

栄養サポートチーム加算 (週1回) 200点 出来⾼

医療安全対策加算１ (⼊院初⽇)
医療安全対策加算２ (⼊院初⽇)

85点
30点 機能評価係数Ⅰ

感染防⽌対策加算１ (⼊院初⽇) 390点 機能評価係数Ⅰ

病棟薬剤業務実施加算１(週1回)
病棟薬剤業務実施加算２(1⽇につき)

120点
100点

機能評価係数Ⅰ
出来⾼

後発医薬品使⽤体制加算１ (⼊院初⽇)
後発医薬品使⽤体制加算２ (⼊院初⽇)
後発医薬品使⽤体制加算３ (⼊院初⽇)

47点
42点
37点

機能評価係数Ⅰ

薬剤総合評価調整加算 (退院時1回)
薬剤調整加算

100点
150点 出来⾼



⼊院基本料等加算の改定ポイント

３．病棟薬剤業務実施加算の評価充実と配置要件緩和
４．薬剤総合評価調整加算の内容変更
５．感染防⽌対策加算・抗菌薬適正使⽤⽀援加算

の⾒直し
６．後発医薬品使⽤体制加算の⾒直し
７．超急性期脳卒中加算の⾒直し

１．地域医療体制確保加算の新設
（救急医療における働き⽅改⾰）

２．医師事務作業補助体制加算等の増点
（医師業務のタスクシェア・タスクシフティングの評価）



地域医療の確保を図る観点から、過酷な勤務環境となっている、地域の
救急医療体制における重要な機能を担う医療機関について新たな評価
を⾏う。

区分 点数名 点数 DPC係数

A252 地域医療体制確保加算（⼊院初⽇） 520点 係数Ⅰ

地域医療体制確保加算の新設

●救急医療に係る搬送件数実績年間2,000件以上。
（救急⽤の⾃動⾞⼜は救急医療⽤ヘリコプター）

●病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備
していること。
・ 多職種からなる役割分担推進のための委員会⼜は会議を設置し、
「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成。



地域医療体制確保加算
【病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画】とは
●医師と医療関係職種、事務職員等における役割分担の具体的内容
（例︓初診時の予診の実施、静脈採⾎等の実施、⼊院の説明の実施、検査⼿順
の説明の実施、服薬指導など）

● 勤務計画上、連続当直を⾏わない勤務体制の実施

● 前⽇の終業時刻と翌⽇の始業時刻の間の⼀定時間の休息時間の
確保（勤務間インターバル）

● 予定⼿術前⽇の当直や夜勤に対する配慮

● 当直翌⽇の業務内容に対する配慮

● 交替勤務制・複数主治医制の実施

● 短時間正規雇⽤医師の活⽤

医師業務のタスクシェア・
タスクシフティングを具体的に



区分 点数名 点数 DPC係数

A244 １ 病棟薬剤業務実施加算１（週1回）２ 病棟薬剤業務実施加算２（1⽇につき）
120点
100点

係数Ⅰ
出来⾼

●常勤の薬剤師が、2⼈以上配置されているとともに、病棟薬剤業務の
実施に必要な体制がとられていること。
なお、週3⽇以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週
22時間以上の勤務を⾏っている⾮常勤の薬剤師を2⼈組み合わせる
ことにより、常勤薬剤師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの⾮常勤
薬剤師が配置されている場合には、これらの⾮常勤薬剤師の実労働
時間を常勤換算し常勤薬剤師数に算⼊することができる。

ただし、常勤換算し常勤薬剤師に算⼊することができるのは、常勤の薬
剤師のうち1名までに限る。

病棟薬剤業務実施加算の⾒直し

ハイケアユニット
も算定可能



薬剤総合評価調整加算の⾒直し
薬剤総合評価調整加算、2種類以上の内服薬の減薬が⾏われた場合
の評価を⾒直し、①処⽅の総合的な評価及び調整の取組と、②減薬に
⾄った場合、に分けた段階的な報酬体系とする。
区分 点数名 点数 DPC係数

A250 薬剤総合評価調整加算（退院時1回）
薬剤調整加算

100点
150点 出来⾼

対象患者
薬剤総合評価調整加算

100点
（退院時1回）

薬剤調整加算
150点

（左記点数に加算）

⼊院前に６種類以上
の内服薬を処⽅されて
いる患者

・⼊院時の薬剤の確認
・多職種カンファレンスでの
評価と処⽅内容の変更
⼜は中⽌。
・患者に対して処⽅変更に
伴う注意点を説明
・処⽅変更による病状の
悪化等を多職種で確認

退院時処⽅が２種類
以上の減薬

精神病棟に⼊院中の患者、⼊
院直前⼜は退院１年前のいず
れか遅い時点で抗精神病薬を
４種類以上内服している患者

退院⽇までに抗精神病薬の
種類数が２種類以上減薬



【 薬剤総合評価調整加算 算定要件 】
次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の⼊院時に、持参薬を確認するとともに、関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を
要する薬剤等の確認を⾏う。

イ アを踏まえ、患者の病状、副作⽤、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師
及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を⾏い、適切な⽤
法及び⽤量への変更、副作⽤の被疑薬の中⽌及びより有効性・安全性の⾼い代替薬への変
更等の処⽅内容の変更を⾏う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。

ウ 当該カンファレンスにおいて、処⽅の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、
患者に対して処⽅変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマ
シーに関する⼀般的な注意の啓発を⾏う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服⽤する
薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒ
アランス低下等の問題につながる状態」をいう。

エ エ処⽅変更による病状の悪化や新たな副作⽤の有無ついて、多職種で確認し、必要に応じて、
再度カンファレンスにおいて総合的に評価を⾏う。

⾼齢者の医薬品適正使⽤の指針（総論編）（厚⽣労働省）
⾼齢者の医薬品適正使⽤の指針（各論編（療養環境別）（厚⽣労働省）
⽇本⽼年医学会の関連ガイドライン（⾼齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等

関連ガイドラインとは・・・

薬剤総合評価調整加算の⾒直し



感染防⽌対策加算・抗菌薬適正使⽤⽀援加算の⾒直し
区分 点数名 点数 DPC係数

A234-2 感染防⽌対策加算１抗菌薬適正使⽤⽀援加算
390点
100点 係数Ⅰ

【 主な 抗菌薬適正使⽤⽀援加算の施設基準の変更点 】
(1)以下の４名から構成される抗菌薬適正使⽤⽀援チームの設置
ア 感染症の診療について３年以上の経験を有する専任の常勤医師
イ ５年以上感染管理に従事した経験、感染管理に係る適切な研修を修了した専任看護師
ウ ３年以上の病院勤務経験を持つ感染症診療にかかわる専任の薬剤師
エ ３年以上の病院勤務経験を持つ微⽣物検査にかかわる専任の臨床検査技師
(3)(1)のアに掲げる医師は、週３⽇以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22
時間以上の勤務を⾏っている専任の⾮常勤医師を２名組み合わせることにより、常勤医師の勤
務時間帯と同じ時間帯にこれらの⾮常勤医師が配置されている場合には、当該２名の⾮常勤医
師が抗菌薬適正使⽤⽀援チームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみ
なすことができる。
(4) 抗菌薬適正使⽤⽀援チームは以下の業務を⾏うこと。
オ 抗菌薬の適正な使⽤を⽬的とした院内研修を少なくとも年２回程度実施する。また院内の抗

菌薬使⽤に関するマニュアルを作成する。なお、当該院内研修については、感染防⽌対策加
算に係る院内感染対策に関する研修と併せて実施しても差し⽀えない。



【 主な 施設基準 】
l 抗菌薬適正使⽤⽀援チームが、抗菌薬適正使⽤⽀援加算を算定していない医療機関から、
抗菌薬適正使⽤の推進に関する相談等を受ける体制を整備していること。また、抗菌薬適正
使⽤の推進に関する相談等を受ける体制があることについて、感染防⽌対策加算2の医療機
関との合同カンファレンスの場を通じて、他の医療機関に周知すること。

【 主な 施設基準 】
l 抗菌薬適正使⽤⽀援チームは以下の業務を⾏うこと。
ア 広域抗菌薬等の特定の抗菌薬（抗ＭＲＳＡ薬及び抗緑膿菌作⽤のある抗菌薬を含

む。）を使⽤する患者、菌⾎症等の特定の感染症兆候のある患者、免疫不全状態等の特
定の患者集団など感染症早期からのモニタリングを実施する患者を施設の状況に応じて設定
する。

ウ 当該医療機関の外来における過去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。

カ 抗菌薬の適正な使⽤を⽬的とした院内研修を少なくとも年２回実施する。また院内の抗菌薬
使⽤に関するマニュアルを作成する。当該院内研修の実施及びマニュアルの作成に当たっては、
「抗微⽣物薬適正使⽤の⼿引き」（厚⽣労働省健康局結核感染症課）を参考に、外来に
おける抗菌薬適正使⽤に係る内容も含めること。なお、当該院内研修については、感染防⽌
対策加算に係る院内感染対策に関する研修と併せて実施しても差し⽀えない。

感染防⽌対策加算・抗菌薬適正使⽤⽀援加算の⾒直し



後発医薬品使⽤体制加算4を廃⽌するとともに、使⽤数量割
合の⾼い医療機関に対する評価を充実させる。

改定後
区分 置き換え率

後発医薬品使⽤体制加算１ 85%以上
（カットオフ値 50%）

後発医薬品使⽤体制加算２ 80%以上
（カットオフ値 50%）

後発医薬品使⽤体制加算３ 70%以上
（カットオフ値 50%）

後発医薬品使⽤体制加算の⾒直し

区分 点数名 点数 DPC係数

A243
後発医薬品使⽤体制加算１（85％以上）
後発医薬品使⽤体制加算２（80％以上）
後発医薬品使⽤体制加算３（70％以上）

47点
42点
37点

係数Ⅰ



脳梗塞の急性期治療に⽤いるΓｔ－PA（アルテプラーゼ）静注療法を
普及する観点から、⽇本脳卒中学会による適正治療指針の改訂や、治
療の安全性の確⽴等を踏まえ、超急性期脳卒中加算について要件を⾒
直す。

超急性期脳卒中加算の⾒直し

区分 点数名 点数 DPC係数

A205-2 超急性期脳卒中加算（⼊院初⽇） 10800点 出来⾼

●コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳⾎管
造影等の必要な脳画像撮影及び診断、⼀般⾎液検査及び凝固学
的検査並びに⼼電図検査が、常時⾏える体制であること。

●投与に当たっては、必要に応じて、薬剤師、診療放射線技師及び
臨床検査技師と連携を図ること。



厳しい勤務環境を改善する取組の評価
医療従事者の配置に係る要件を⾒直す項⽬

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点数⼀覧
項⽬ 職種 所定労働時間の要件

緩和ケア診療加算 医師 週3⽇以上かつ22時間以上

栄養サポートチーム加算 医師 週3⽇以上かつ22時間以上

感染防⽌対策加算
抗菌薬適正使⽤⽀援加算 医師 週3⽇以上かつ22時間以上

病棟薬剤業務実施加算 薬剤師 週3⽇以上かつ22時間以上

⼊退院⽀援加算
(⼊院時⽀援加算含む)

看護師⼜は社会福祉⼠ 週3⽇以上かつ22時間以上

認知症ケア加算１ 医師 週3⽇以上かつ22時間以上
※24時間以上から緩和

特定集中治療室管理料 看護師（専⾨研修） 週20時間

地域包括ケア病棟⼊院料 看護師⼜は社会福祉⼠ 週3⽇以上かつ24時間以上



特定⼊院料の例（⼀部抜粋）
項⽬

救命救急⼊院料１〜２ イ・ロ・ハ ３〜４ イ・ロ
特定集中治療室管理料 １〜４ イ・ロ・ハ
ハイケアユニット⼊院医療管理料 １〜２
脳卒中ケアユニット⼊院医療管理料
⼩児特定集中治療室管理料 １〜２
新⽣児特定集中治療室管理料 １〜２
⼩児⼊院医療管理料 １〜５
回復期リハビリテーション病棟⼊院料
地域包括ケア病棟⼊院料
緩和ケア病棟⼊院料
精神科救急⼊院料
精神科救急・合併症⼊院料



特定⼊院料の改定ポイント

３．特定集中治療室管理料への加算新設
（早期に経腸栄養等の栄養管理体制を評価）

１．地域包括ケア病棟の⾒直し
（同⼀医療機関 ⼀般病棟からの転棟 6割未満など）

２．回復期リハビリテーション病棟⼊院料の⾒直し
（回リハ1︓常勤管理栄養⼠を配置要件化）

４．精神科救急⼊院等の⾒直し①
（クロザピン新規導⼊患者への算定）

５．精神科救急⼊院等の⾒直し②
（持続性抗精神病注射薬剤を包括範囲外へ）



特掲診療料

B
医学管理
等

C
在宅医療

D
検査

E
画像診断

F
投薬

G
注射

H
リハビリ
テーション

I
精神科
専⾨療法

J
処置

K
⼿術

L
⿇酔

M
放射線
治療

N
病理診断

13の特掲診療料



DPCにおける特掲診療料
B 医学管理等 ⼿術前医学管理料、⼿術後医学管理料以外は出来⾼
C 在宅医療 出来⾼
D 検査 ⼼臓カテーテル法による諸検査など⼀部の検査は出来⾼
E 画像診断 画像診断管理加算1・2・3など⼀部は出来⾼
F 投薬 抗HIV薬や⾎液凝固因⼦製剤など⼀部の薬剤は出来⾼
G 注射 無菌製剤処理料や抗HIV薬など⼀部の薬剤は出来⾼
H リハビリテーション 出来⾼(薬剤料は包括)
I 精神科専⾨療法 出来⾼(薬剤料は包括)※

J 処置 ⼈⼯腎臓など⼀部の処置は出来⾼
K ⼿術 出来⾼
L ⿇酔 出来⾼
M 放射線治療 出来⾼
N 病理診断 術中迅速病理組織標本作製、病理診断・判断料は出来⾼



病院薬剤師が関わる特掲診療料の改定ポイント

医学管理
等

● 薬剤管理指導料における薬剤師配置要件の緩和
● 退院時薬剤情報指導管理料に退院時薬剤情報
連携加算を新設

● がん患者指導管理料ハについて、算定要件変更

在宅医療 ● 在宅⾃⼰注射にBS導⼊の評価を新設

投薬 ● 調剤料等の⾒直し（⼀部増点）



病院薬剤師が関わる特掲診療料の改定ポイント

リハビリ
テーション

● 摂⾷機能療法 経⼝摂取回復促進加算2を廃⽌する
とともに、チーム医療へ変更

処置
● 慢性維持透析における「HIF-PHD阻害薬を院外処
⽅する場合」に対して別途評価を新設

注射 ● 外来化学療法加算に薬薬連携の評価を新設



病棟薬剤業務実施加算と同様に、薬剤管理指導料について
常勤薬剤師の配置に係る要件を⾒直す。

区分 点数名 点数

B008 薬剤管理指導料１
薬剤管理指導料２

380点
325点

薬剤管理指導料における薬剤師の配置要件緩和

週3⽇以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の
勤務を⾏っている⾮常勤の薬剤師を2⼈組み合わせることにより、常勤薬剤師
の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの⾮常勤薬剤師が配置されている場合に
は、これらの⾮常勤薬剤師の実労働時間を常勤換算し常勤薬剤師数に算⼊
することができる。
ただし、常勤換算し常勤薬剤師に算⼊することができるのは、常勤の薬剤師の
うち１名までに限る。

n常勤薬剤師2名中1名のみ ⾮常勤薬剤師

週3⽇以上勤務、かつ、所定労働時間週22時間以上



退院時薬剤情報管理指導料の加算を新設
区分 点数名 改定前 改定後
B014 退院時薬剤情報管理指導料

退院時薬剤情報連携加算（退院⽇1回に限り） 新設 60

【 主な 算定要件の変更 】

保険医療機関が、⼊院前の
内服薬を変更⼜は中⽌した患
者について、保険薬局に対して、
患者⼜はその家族等の同意を
得て、その理由や変更後の患
者の状況等を⽂書により提供
した場合に、退院時薬剤情報
連携加算として、所定点数に
加算する。

• 患者１⼈につき複数の保険薬局に対し情報提供を⾏った場合においても、１回のみの算定
• 「薬剤管理サマリー」（⽇本病院薬剤師会）等の様式を参照して情報提供⽂書を作成する
• 交付した⽂書の写しを診療録等に添付する。



区分 点数名 点数
B001-
23

がん患者指導管理料 ハ
(抗悪性腫瘍剤の投薬・注射について⽂書により説明した場合)

200点

医療従事者への働き⽅改⾰の⼀環として、業務の効率化とし
て措置。
がん患者への指導内容等の要点を診療録⼜は薬剤管理指導
記録、患者説明⽂書の写しを診療録等に添付すれば、診療
録への記載を算定に当たって求めないこととする。

がん患者指導内容の診療録への記載を不要とする

指導内容等の要点を診療録若しくは薬剤管理指導記録に
記載し、⼜は説明に⽤いた⽂書の写しを診療録等に添付する
こと。



在宅⾃⼰注射指導管理料にBS初期加算導⼊
バイオ後発品の患者への適切な情報提供を推進する観点から、バイオ後続品を導⼊する場合の
新たな評価を⾏う

【 主な 算定要件 】
l 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を⾏い、バイオ後続品を処⽅した場合には、バイオ後続

品導⼊初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処⽅⽇の属する⽉から起算して３⽉を
限度として、150点を所定点数に加算する。

l 「バイオ後続品を処⽅した場合」とは、バイオ後続品の⼀般的名称で処⽅した場合（例えば、
「○○○○○○（遺伝⼦組換え）［●●●●●後続１］」と処⽅した場合をいう。）⼜は
バイオ後続品の販売名で処⽅した場合（例えば、「●●●●● ＢＳ 注射液 含量 会社
名」と処⽅した場合をいう。）をいう。

区分 点数名 改定前 改定後
C101 在宅⾃⼰注射指導管理料

１複雑な場合
２1以外の場合
イ ⽉27回以下の場合
ロ ⽉28回以上の場合
導⼊初期加算(3⽉を限度)
バイオ後続品導⼊初期加算 (3⽉を限度)

580
新設

580
150

変更なし



【 対象となる薬剤 】
別表第九 在宅⾃⼰注射指導管理料、間歇注⼊シリンジポンプ加算、持続⾎糖測定器加算及び注⼊器
⽤注射針加算に規定する注射薬

インスリン製剤
性腺刺激ホルモン製剤
ヒト成⻑ホルモン剤
遺伝⼦組換え活性型⾎液凝固第Ⅶ因⼦製剤
遺伝⼦組換え型⾎液凝固第Ⅷ因⼦製剤
遺伝⼦組換え型⾎液凝固第Ⅸ因⼦製剤
乾燥濃縮⼈⾎液凝固第Ⅹ因⼦加活性化第Ⅶ因⼦製剤
乾燥⼈⾎液凝固第Ⅷ因⼦製剤
乾燥⼈⾎液凝固第Ⅸ因⼦製剤
顆粒球コロニー形成刺激因⼦製剤
性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤
ソマトスタチンアナログ
ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体
グルカゴン製剤
グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト
ヒトソマトメジンＣ製剤
インターフェロンアルファ製剤
インターフェロンベータ製剤
エタネルセプト製剤
ペグビソマント製剤
スマトリプタン製剤
グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸
塩配合剤

アダリムマブ製剤
テリパラチド製剤
アドレナリン製剤
ヘパリンカルシウム製剤
アポモルヒネ塩酸塩製剤
セルトリズマブペゴル製剤
トシリズマブ製剤
メトレレプチン製剤
アバタセプト製剤
ｐＨ４処理酸性⼈免疫グロブリン（⽪下注射）製剤
アスホターゼ アルファ製剤
グラチラマー酢酸塩製剤
セクキヌマブ製剤
エボロクマブ製剤
ブロダルマブ製剤
アリロクマブ製剤
ベリムマブ製剤
イキセキズマブ製剤
ゴリムマブ製剤
エミシズマブ製剤
イカチバント製剤
サリルマブ製剤
デュピルマブ製剤

⾚字の製剤が
BS変更可

【参考】別表第九 在宅⾃⼰注射指導管理料に規定する注射薬



【調剤料】
1. 外来患者に対して投薬を⾏った場合
イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬（１処⽅につき）
ロ 外⽤薬（１処⽅ににつき）
2. ⼊院患者に対して投薬を⾏った場合（１⽇につき）

９→11点
６→８点
７→７点

【処⽅箋料】
イ ⼀般名処⽅加算１
ロ ⼀般名処⽅加算２

６→７点
４→５点

【調剤技術基本料】
１ ⼊院患者に投薬を⾏った場合
２ 外来患者に投薬を⾏った場合

42→42点
8→14点

調剤料等の⾒直し



外来化学療法加算/連携充実加算の新設

区分 点数名 改定前 改定後
G 外来化学療法加算

連携充実加算（⽉1回に限り） 新設 150

医療機関と薬局との連携強化やきめ細かな栄養管理を通じてがん患者に対するより質の⾼い医療
を提供する観点から、外来化学療法加算の評価を⾒直す

【 主な 施設基準 】
⑴ 外来化学療法加算１の届出
⑵ 外来化学療法加算１に規定するレジメン（治療内容）に係る委員会に管理栄養⼠の参加
⑶ 地域の保険医療機関及び保険薬局との連携体制として、以下に掲げる体制の整備
ア 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメン（治療内容）を当該保険医療機関の
ホームページ等で閲覧できるようにしておくこと。

イ 当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の薬局に勤務する薬剤師
等を対象とした研修会等を少なくとも年１回実施すること。

ウ 他の保険医療機関及び保険薬局からの患者のレジメン（治療内容）や患者の状況に関する
相談及び情報提供等に応じる体制を整備すること。また、当該体制について、ホームページや
研修会等で周知すること。

⑷栄養指導の体制として、外来化学療法を実施している医療機関に５年以上勤務し、栄養管
理（悪性腫瘍患者に対するものを含む。）に係る３年以上の経験を有する専任の常勤管理
栄養⼠が勤務していること。

[経過措置]令和2年9⽉30⽇までの間、上記（３）イの基準を満たしているものとする。



【 主な 算定要件 】
［対象患者］外来化学療法加算１のＡを算定する患者
⑴化学療法の経験を有する専任の医師⼜は化学療法に係る調剤の経験を有する専任の薬剤
師が必要に応じてその他の職種と共同して、抗悪性腫瘍剤等の副作⽤の発現状況を評価す
るとともに、副作⽤の発現状況を記載した治療計画等の治療の進捗に関する⽂書を患者に交
付すること。なお、当該⽂書に次に掲げる事項が記載されていること。

イ 患者に実施しているレジメン
ロ 当該レジメンの実施状況
ハ 患者に投与した抗悪性腫瘍剤等の投与量
ニ 主な副作⽤の発現状況（「有害事象共通⽤語規準 v5.0 ⽇本語訳 JCOG 版」に基づく副
作⽤の重篤度のスケール（Grade）及び関連する⾎液・⽣化学的検査の結果等）

ホ その他医学・薬学的管理上必要な事項
⑵交付した治療計画等の治療の進捗に関する⽂書を他の保険医療機関⼜は保険薬局の医師
⼜は薬剤師に提⽰するよう患者に指導を⾏うこと。

⑶他の保険医療機関⼜は保険薬局から服薬状況、抗悪性腫瘍剤等の副作⽤等に関する情
報が提供された場合には、必要な分析⼜は評価等を⾏うこと。

⑷悪性腫瘍の治療を担当する医師の診察に当たっては、あらかじめ薬剤師、看護師等と連携し
て服薬状況、抗悪性腫瘍剤等の副作⽤等に関する情報を収集し、診療に活⽤することが望
ましい。

⑸療養のため必要な栄養の指導を実施する場合には、管理栄養⼠と連携を図ること。

外来化学療法加算/連携充実加算の新設



【参考】 がん患者に対する保険薬局での取組み
患者のレジメンの情報を活⽤し、患者への副作⽤対策の説明や⽀持療法に係る薬剤の
服薬指導等を実施するとともに、調剤後に電話等により服薬状況、抗悪性腫瘍剤の副
作⽤の有無を確認し、その内容を⽂書等により医療機関に情報提供した場合の評価を
新設する。

区分 点数名 点数

10
薬剤服⽤歴管理指導料

特定薬剤管理指導料２（⽉1回まで） 100点新設

●主な算定要件＆施設基準
・ 連携充実加算を届出先において、抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の
患者であって、化学療法のレジメン(治療内容)等について、⽂書により交付されて
いるもの
・ 患者同意を得た上で、調剤後の抗悪性腫瘍の服⽤に関し、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、保険医療機関に必要な情報を
⽂書等により提供

・ 保険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、
勤務する薬剤師の少なくとも1名が年1回以上参加していること。



摂⾷機能療法/経⼝摂取回復促進加算の⾒直し
（新名称︓摂⾷嚥下⽀援加算）

区分 改定前名称 改定後名称 改定前 改定後

H004
摂⾷機能療法
イ 経⼝摂取回復促進加算1
ロ 経⼝摂取回復促進加算2

摂⾷機能療法
摂⾷嚥下⽀援加算
（週1回に限り）

185点
20点

200点
廃⽌

摂⾷嚥下⽀援チームの介⼊によって摂⾷嚥下機能の回復が⾒込まれる
患者に対して、多職種が共同して必要な指導管理を⾏った場合に算定

専任の常勤医師
⼜は常勤⻭科医師

経験５年以上の看護師、
嚥下障害看護の研修修了

専任の常勤看護師
専任常勤⾔語聴

覚⼠

専任常勤薬剤師 専任常勤管理栄養⼠ 専任⻭科衛⽣⼠
専任の理学療法⼠
⼜は作業療法⼠

【摂⾷嚥下⽀援チーム】



摂⾷機能療法/経⼝摂取回復促進加算の⾒直し
（新名称︓摂⾷嚥下⽀援加算）

［算定対象］
• 摂⾷嚥下⽀援チームの対応によって摂⾷機能⼜は嚥下機能
の回復が⾒込まれる患者

［算定要件］
• 摂⾷嚥下⽀援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査⼜は嚥下
造影の結果に基づいて、摂⾷嚥下⽀援計画書を作成

• 内視鏡嚥下機能検査⼜は嚥下造影を実施（⽉１回以上）
• 検査結果を踏まえ、チームカンファレンスを実施（週１回以上）
• カンファレンスの結果に基づき、摂⾷嚥下⽀援計画書の⾒直し、
嚥下調整⾷の⾒直し等を実施等



⼈⼯腎臓の⾒直し
区分 点数名 改定前 改定後
J038 ⼈⼯腎臓

1 慢性維持透析を⾏った場合1

(別に厚⽣労働⼤⾂が定める薬剤を使⽤する場合に限る)
イ ４時間未満の場合
ロ ４時間以上５時間未満の場合
ハ ５時間以上の場合

ニ ４時間未満の場合(イを除く)
ホ ４時間以上５時間未満の場合(ロを除く)
ヘ ５時間以上の場合(ハを除く)

1980
2140
2275

新設
新設
新設

1924
2084
2219

1798
1958
2093

イ・ロ・ハ

ニ・ホ・ヘ HIF-PHD阻害薬を院外処⽅する場合

エリスロポエチン・ダルベポエチン・HIF-PHD阻害薬を
院内処⽅する場合



点数名 改定前 改定後
⼈⼯腎臓
2 慢性維持透析を⾏った場合２
(別に厚⽣労働⼤⾂が定める薬剤を使⽤する場合に限る)
イ ４時間未満の場合
ロ ４時間以上５時間未満の場合
ハ ５時間以上の場合
ニ ４時間未満の場合(イを除く)
ホ ４時間以上５時間未満の場合(ロを除く)
ヘ ５時間以上の場合(ハを除く)

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薬剤を使⽤する場合に限る)
イ ４時間未満の場合
ロ ４時間以上５時間未満の場合
ハ ５時間以上の場合
ニ ４時間未満の場合(イを除く)
ホ ４時間以上５時間未満の場合(ロを除く)
ヘ ５時間以上の場合(ハを除く)

1940
2100
2230
新設
新設
新設

1900
2055
2185
新設
新設
新設

1884
2044
2174
1758
1918
2048

1844
1999
2129
1718
1873
2003

⼈⼯腎臓の⾒直し


