
平成24年度
医療・介護同時改定の
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改定率

平成24年度の診療報酬・介護報酬の同時改定は、

「社会保障・税一体改革成案jの確実な実現に向けた

最初の第一歩であり、 r2025年のあるべき医療・介護の姿jを
念頭に置いて取組を行う。

我が国の医療はいまだ極めて厳しい状況に置かれている。国民・患者が

望む安心・安全で質の高い医療が受けられる環境を整えていくため、厳し

い経済環境や保険財政の下、平成24年度改定においては、概ね5，500億

円の診療報酬本体の引上げを行うこととし、その増加分を診療報酬本体

に重点的に配分する。

診療報酬改定(本体)

改定率 +1.38%
・医科 +1.55%
・歯科 +1.70%

・調剤 +0.46%

薬価改定等

改定率企1.38%
・薬価改定率企1.26%

(薬価ベース "'6.00%)
・材料改定率企0.12%

全体(ネット)改定率+0.00%
(+0.004%) 
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2025年のあるべき医療・介護の姿

社会保障・税一体改革における医療=介護の機能分化・連携

O 社会保障・税一体改革においては、療養病床に限らず、現在の一般病床を含めた病床全体と介護施設、居住系、
在宅サービスを含めた医療・介護サービスの提供体制全体の機能強化・分化・連携の方針が示されている。

0 今後、この方針に基づき病床機能の機能分化・連携等については医療部会で、診療報酬・介護報酬改定について

は、中医協や介護給付費分科会等で議論が行われる見込み。
0 次期医療費適正化計画における医療提供体制についての目標は、こうした方針に則り策定される必要がある。

一般病床
(107万床)

E!I療護保体制改革の藤原
医寝機能分化の機議

0急性期強化、リハ機能等の確

保・強化など様能分化・強化
0在宅医療の計個的整備

0箆師E童保策の強化 事ど

【2015(H27)年】t

出典:社会保障審議会医療保険部会(第47回平成23年10月26日)((厚生労働省》

重点項目

-救急、産科、小児、外科等の急性期医療を適切に提供し続けることが

できるよう、病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減・

処遇改善の一層の推進を図る。

-地域医療の再生を図る観点から、早期の在宅療養への移行や地域生活

の復帰に向けた取組の推進など医療と介護等との機能分化や円滑な連
携を強化するとともに、地域生活を支える在宅医療の充実を図る。

-がん治療、認知症治療などの推進のため、これらの領域における医療

技術の進歩の促進と導入を図ることができるよう、その評価の充実を図る。
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地域医療貢献加算の評価の見直し

地域医療貢献加算については、夜間・休日等に対応している診療所の評価につな
がっており、病院の時間外受診に対する効果も見込まれていることから、更なる促進
のために地域医療貢献加算の評価を見直す。

地域医療貢献加算 3点

E霊霊童 時間外対応加算1 r; ~点 (24時間)
※標携時間外において常時、患者からの電話等による問い合わせに応じる。
原則として自院で対応する。

時間外対応加算2 3 o点(準夜帯)

※標携時間外の準夜帯において、患者からの電話による問い合わせに応じる。
休日、深夜文は早朝は留守番電話等でも対応しても差し支えない。
原則として自院で対応する。

時間外対応加算3 I係点(輪番制)

※地域の医療機関と輪番による連携を行い、当番目の標楊時間外の準夜帯に
おいて患者からの電話等による問い合わせに応じる。当番目の深夜文は早朝
は留守番電話等で対応しても差し支えない。
当番目は自院対応/連携する医療機関数はO未満/連携情報は院内提示
の上患者へ説明。

在宅医療の促進について

①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、在宅療養支
援診療所、在宅療養支援病院の機能分科と連携等による機能強化を強める。

②自宅以外で在宅療養を行う患者への医療サービスの提供を充実させるため、
特定施設等入居者に対する訪問診療料について評価を行う。

【機能を強化した在支診・在支病の施設基準】

①要件追加
イ所属する常勤医師が3名以上
ロ過去1年間の緊急の往診実績5件以上
ハ過 去1年間の看取り実績2件以上

②複数の医療機関が連携して要件を満たすことも可とする。(連携要件)
イ患者からの緊急時の連絡先の一元化を行う
口連携医療機関聞で月 1回以上の定期的カンファレンス実施
ハ連携医療機関数は10未満
二病院が連携に入る場合は200床未満に限る。
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【強化により引き上げを行う項目】

-往診料(緊急加算、夜間加算、深夜加算)

.在宅時医学総合管理料

-特定施設入居時等医学総合管理料

.在宅患者緊急入院診療加算
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1 同一建物以外 830点
2 同一建物(特定施設) 0点
3 同一建物(2以外) 200点

※特定施設・・・
(1 )介護付き有料老人ホーム
(2)ケアハウス(要介護者等を対象にした軽費老人ホーム)
(3)高齢者向け優良賃貸住宅(都道府県知事の認定が必要)など、

所定の要件を満たした高齢者向けバリアフリー集合住宅
(4)地域密着型特定施設
(5)特別養護老人ホーム

在宅緩和ケア等の促進について

患者が安心して在宅療養を行えるよう、在宅における緩和ケア等の促進を図る。

【在宅療養指導管理料】

現在、在宅療養指導管理料については、同一の患者に対して、複数の医療機関が

同一の在宅療養指導管理料を算定することは出来ないが、悪性腫蕩患者について

は、在宅医療を担う医療機関の医師と、緩和ケア病棟等の専門の医師とが連携して、

同一日に診療を行った場合に限り、両者の算定を可能とする。

[算定要件]

緩和ケア病棟等に所属する緩和ケアに関する研修を受けた医師が、在宅医療を提供する
医療機関の医師と連携して、同一日に同一患者を診療した場合。

【がん専門訪問看護の評価】

鎮痛療法文は化学療法を行っている入院中以外の緩和ケアニーズを持つ悪性腫霧

の患者について、医療機関等の専門性の高い看護師と訪問看護ステーションの

看護師が同一日に訪問することについて評価を行う。

(新)訪問看護療養費がん専門訪問看護料 O円

(新)在宅患者訪問看護・指導料がん専門訪問看護料 O点

[算定要件]
5年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患者への緩和ケア等に係る6月以上の
適切な研修を修了した者であること。
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【在宅末期医療総合診療料の名称変更及び引上げ】

機能を強化した在支診・在支病の評価と併せて、在宅末期医療総合診療料の引き

上げを行うとともに、名称の変更を行う。

【在宅末期医療総合診療料】

在支診・在支病

1処方せんを交付する場合

1.495点
2処方せんを交付しない場合

1，685点

【小児在宅医療の充実について】

E翠霊童
【在宅がん医療総合診療料】

・機能を強化した在支診・在支病
[病床を有する場合]

1処方せんを交付する場合

0点(新)

2処方せんを交付しない場合
0点(新)

[病床を有しない場合]
1処方せんを交付する場合

0点(新)

2処方せんを交付しない場合

0点(新)

-在支診・在支病
1処方せんを交付する場合

1.495点
2処方せんを交付しない場合

1，685点

(1 )在宅医療と入院医療の連携が重要であることから、在宅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を小児入院医療管理料算定病床でも
算定可能とする。

(2)小児在宅医療をより一層充実させる観点から、在宅患者訪問診療料の乳幼児
加算・幼児加算を引き上げる。

【在宅患者訪問診療料乳幼児加算・幼児加算】 200点

【在宅患者訪問診療料乳幼児加算・幼児加算】 O点(改)

9 

10 



【在宅療養指導管理料の見直し】

(1 )在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料の対象疾患に先天性水癌型魚鱗癖様

紅皮症を加えるとともに評価を引き上げる。

【在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料】 500点

[対象者]表皮水癌症

【在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料】 O点(改)
[対象者]表皮水癌症、水癌型先天性魚鱗癖様紅皮症

(2)在宅で療養中の小児患者について、経管栄養法に関する指導管理を行うことを

評価するとともに、注入ポンプ加算及び経管栄養法用栄養管セット加算の算定

対象を見直す。

(新)在宅小児経管栄養法指導管理料 O点

[算定要件]

在宅で療養中の小児患者であって、特に経管栄養が必要な患者に対して必要な指導・管理を
行った場合に算定する。

E-
【注入ポンプ加算] 1，250点
[算定要件]
在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法を行っている患者文は在宅で鎮痛痛療法、

化学療法を行っている末期の悪性腫嬉の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に
算定する。

【在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算】 2，000点
[算定要件]
在宅成分栄養経管栄養法を行っている患者に対して栄養管セットを使用した場合に算定する。

【注入ポンプ加算】 1，250点
[算定要件]
在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法を行っている患者
文は在宅で鎮痛痛療法、化学療法を行っている末期の悪性腫虜の患者に対して、注入ポン
プを使用した場合に算定する。

【在宅経管栄養法用栄養管セット加算] 2，000点
[算定要件]
在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経管栄養法を行っている患者に対して栄養管セット
を使用した場合に算定する。
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看取りに至るまでの医療の充実について

在宅医療の推進に伴い、在宅等における看取りを含めたターミナルケアを充実させる

ため、ターミナルケアに係る評価の見直しを行う。

在宅ターミナルケア加算については、ターミナルケアのプロセスと看取りl二分けた
評価体系に見直し、機能を強化した在支診・在支病と併せて評価を行う。

[算定要件]
【在支診・在支病】

①在支診・在支病

②在支診・在支病以外

10，000点
2，000点

死亡目前14日以内lこ2回以上の往診又は訪問診療を実施し、かつ、死亡前24時間以内に往診又は訪問診療を
行い当該患者を看取った場合(往診又は訪問診療を行った後、 24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)

【在支診・在支病以外】
在宅で死亡した患者(往診文は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)に対して

死亡日前14日以内!こ2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合

[算定要件]

①機能を強化した在支診・在支病
<病床を有する場合> ターミナルケア加算 O点(新)/看取り加算 O点(新)

<病床を有しない場合>ターミナルケア加算 O点(新)/ 看取り加算 O点(新)

②在支診・在支病 ターミナルケア加算 O点(新)/ 看取り加算 O点(新)

③在支診・在支病以外 ターミナルケア加算 O点(新)/ 看取り加算 O点(新)

【在支診・在支病(機能強化型を含む)】

・ターミナルケア加算(死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上往診または訪問診療を実施した場合)
・看取り加算(事前に患者の家族等に対して充分な説明等を行い、患家で看取りを行った場合)

【在支診・在支病以外】

・ターミナルケア加算(死亡日及び死亡目前14日以内|こ2回以上往診または訪問診療を実施した場合) 113 
・看取り加算(事前に患者の家族等に対して充分な説明等を行い、患家で看取りを行った場合)

外来リハピ、リテーションの評価

外来でのリハピ、リテーションにおいて、現在は毎回医師の診察が必要となっているが、状態が安定
している場合等、医学的に毎回医師の診察を必要としない患者が含まれているため、リハビリテー
ションスタッフが毎回十分な観察を行い、直ちに医師の診察が可能な体制をとりつつ、カンファレン
ス等でリハビリテーションの効果や進捗状況を確認している場合に限り、医師の包括的な指示の下

にリハビリテーションを提供できるよう、評価体系を見直す。

1週間lこ2回以上文は1週間に1回以上のリハビリテーションを実施しているが、必ずしも毎回医師
の診察を必要としない患者について、リハビリテーションの包括的な指示に対する評価を新設する。

(新)外来リハビリテーション診療料1 0点(7日につき)
(新)外来リハビリテーション診療料2 0点(14日につき)

[算定要件]
【外来リハビリテーション診療料1】
① リハビリテーシヨン実施計画において、1週間に2日以上疾患別リハビリテーションを実施することとしている

外来の患者に対し、包括的にリハビリテーションの指示が行われた場合に算定する。

② 算定日から7日聞は医師による診察を行わない日であってもリハビリテーションを実施してよい。
③ 算定日から7日聞はリハビリテーシヨンを実施した日について初・再診料、外来診療料を算定しない。

【外来リJ、ビリテーション診療料2】
① リハビリテーシヨン実施計画において、2週間に2日以上疾患別リハビリテーシヨンを実施することとしている

外来の患者に対し、包括的にリハビリテーションの指示が行われた場合に算定する。

②算定日から14日間は医師による診察を行わない場合であってもリハビリテーションを実施してよい。

③ 算定日から14日間はリハピ、リテーシヨンを実施した日について初・再診料、外来診療料を算定しない。

[施設基準]
① 毎回の1)ハビリテーションにあたり、リハビリテーションスタッフが十分な観察を行い、必要時に医師の診察が

可能な体制をとっていること。

② 毎回のリハビリテーション後にカンファレンス等で医師がリハビリテーションの効果や進捗状況を I 14 
確認していること。

¥ 



診療所の機能に着目した評価(有床診療所)

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.有床診療所における緩和ケアの推進

有床診療所において質の高い緩和ケア医療が提供された場合の評価を新設する。

(新)有床診療所緩和ケア診療加算 O点(1日につき)

[算定要件]
有床診療所に入院する悪性腫鷹文は後天性免疫不全症候群の患者のうち、嬉痛、倦怠感、

呼吸困難等の身体的症状文は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者

[施設基準]
①夜間に看護職員を1名以よ配置していること。

②身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師、緩和ケアの経験を有する常勤看護師
(医師もしくは看護師の一方は緩和ケアに関する研修修了者)が配置されていること。

2 有床診療所におけるターミナルケアの推進

有床診療所における看取りを含めたターミナルケアを充実させるため、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ターミナルケアを実施した

場合の評価を新設する。

(新)看取り加算

[算定要件]

在宅療養支援診療所の場合 O点

その他の場合 O点

当該保険医療機関に入院している患者を、入院の日から30日以内に看取った場合

[施設基準]
夜間に看護職員を1名以上配置していること。

3.有床診療所の入院基本料の評価は、一般病床、療養病床で区別されているが、

両方の病床を有する診療所については、双方の要件を満たしている場合に限り、

患者像に応じた相互算定を可能とする。

4.介護療養病床入院患者が急性増悪した際に、医療保険を算定できる病床は

2室8床に限られているが、より柔軟な運用を可能とするため、全介護療養病床

について算定可能とする。
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医療機器の価格等に基づく検査及び処置の適正化

生体検査や処置の一部の点数は、使用する機器の価格や検査に要する時間に比べ
て高い評価となっているとの指摘がある。これらを踏まえ、使用する機器の価格や検

査に要する時間等のデータに基づき、適正化を行う。

【量的視野検査(片側)】
2静的量的視野検査 300点

【調節検査】 74点

【角膜形状解析検査】 110点

【他覚的聴力検査文は行動観察による
聴力検査】
1鼓膜音響インピーダンス検査 300点
2チンパノメトリー 350点

【皮膚科光線療法(1日につき)】
3中波紫外線療法(308ナノメートル以上

313ナノメートル以下に限定したもの)
350点

【量的視野検査(片側)】
2静的量的視野検査 O点(改)

【調節検査】 O点(改)

【角膜形状解析検査】 O点(改)

【他覚的聴力検査文は行動観察による
聴力検査】
1鼓膜音響インピーダンス検査 O点(改)

2チンパノメトリー O点(改)

【皮膚科光線療法(1日につき)】
3中波紫外線療法(308ナノメートル以上

313ナノメートル以下に限定したもの)
0点(改)

コンビュータ断層撮影料の見直し

CT撮影及びMRI撮影について、新たな機器の開発や新たな撮影法の登場などの技
術の進歩が著しい状況にあり、診断や治療の質の向上に資するイノベーションを適切
に評価する観点から画像撮影の評価体系を見直す。

64列以上のマルチスライス型CT及び3テスラ以上のMRIによる撮影に対する評価を
新設する。

【コンビューター断層撮影】
1 CT撮影

イ 16列以上のマルチスライス型の
機器による場合 900点

口 2列以上16列未満のマルチスラ
イス型の機器による場合 820点

ハイ、ロ以外の場合 600点

【コンビュータ一断層撮影】
1 CT撮影

イ 64夢IJ以上のマルチスライス型の
機器による場合 O点(新)

ロ 16列以上64列未満のマルチスラ
イス型の機器による場合 O点(改)

ハ 4列以よ16列未満のマルチ
スライス型の機器による場合 O点(改)

ニイ、口、ハ以外の場合 O点(改)

[施設基準]
イについては、画像診断管理加算2が算定
できる施設に限る。専従の診療放射線技師が
1名以上。
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【磁気共鳴コンビューター断層撮影

(MRI撮影)】
1 1.5テスラ以上の機器による場合

1，330点
2 1以外の場合 1，000点

[参考]

画像診断管理加算2の施設基準

①放射線科を標携している病院であること。

【磁気共鳴コンビューター断層撮影
(MRI撮影)】
1 3テスラ以上の機器による場合

0点(改)

2 1.5テスラ以上の機器による場合

0点(改)

3 1，2以外の場合 O点(改)

[施設基準]

1については、画像診断管理加算2が算定できる

施設に限る。専従の診療放射線技師が1名以上。

②画像診断を専ら担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。

③当該保険医療機関において実施されるすべての核医学診断、 CT撮影及びMRI撮影について、

②に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に

報告されていること。

④画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

処方せん様式の変更

現行の処方せん様式では、「後発医薬品への変
更がすべて不可の場合の署名J欄があり、処方
医の署名により処方薬すべてについて変更不可
となる形式となっているが、個々の医薬品につい
て変更の可否を明示する様式に変更する。

車更干可
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まとめ

地域医療貢献加算 I 現在30%算定。多く算定されている地域では、救急搬送の
件数が減少していると高評価。

の見直し 時間外対応加算。対応レベルごとに評価。

在宅医療の推進 h+在支診、在支病の機能分科と連携等による機能強化を強める。

特定施設における訪問診療料の見直し。

在宅療養支援診療所における看取りの強化。

ト訪問リハでは診療義務がないため、外来リハでも患者の
外来リJ、ビリ 状態が安定している場合、毎回の診療義務を除外し、

包括点数を新設

生体検査や処置の一部は、使用する機器の価格や検査に

検査・処置
ト要する時間に比べ高い評価となっている。これらを踏まえ、

使用する機器の価格や検査に要する時間等のデータに
基づき、適正化を行う。

医療機器のイノベーションが著しい。そこで、 64列以上の
CT.MRI ト→マルチスラ伺CT及び3テスラ以上の聞による撮影に

対する評価を新設する。

ト現在22%→目標30%
後発医薬品の推進 処方せん様式の見直し(全て不可から1品ずつ不可の記載へ) 21 
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