
 

 

かかりつけ医療機関の「量的充⾜から質的充⾜へのパラダイム・シフト」 
〜2020 年診療報酬改定での⼩規模医療機関へのメッセージ 

医療ジャーナリスト︓冨井 淑夫 

受診動向の変化に対応し「かかりつけ医」機能をブラッシュアップ 
2020 年診療報酬改定の外来を中心とする小規模診療所等に係る改正内容全体を俯瞰

すると、どちらかと言うと“目玉”に乏しい「無風」の改定であったと総括される。し

かし、個別項目を精緻に検証すると、一見、“小ぶり”に見える改正ポイントであって

も、その一つひとつに、厚生労働省が 2025 年を目標年次とする地域包括ケア・システ

ムの実現と“あるべき”医療提供体制の実現に向けて、こめられたメッセージが“見え

隠れ”しているようにも感じる。 

出典︓厚⽣労働省_令和２年度診療報酬改定説明資料等について「令和２年度診療報酬改定の概要（外来医療・かかりつけ機能）」をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html 



 

視点を病院に向けると、国は「大病院の外来は紹介患者を中心とし、一般的な外来受

診は“かかりつけ医に相談する”」ことを基本とする外来受診システムの構築を目指し、

診療報酬政策に限定することなく、「患者に適切な受診行動を促す」施策を多面的に展

開してきた。例えば政府は現在「200 床以上の一般病床を有する地域医療支援病院等」

に対する選定療養費（5,000 円以上）を、2021 年までに「7,000 円以上」に引き上げる

ことを検討している。「かかりつけ医」機能を目指す診療所や「200 床未満」中小病院

は、今後、患者の受診動向が変化するのを踏まえて、「かかりつけ医」機能をブラッシ

ュ・アップし、自院の医療機能を積極的に情報発信して、地域で存在感を発揮していく

ことが重要になる。 

国もそうした取り組みを実践し、「行動する」かかりつけ医療機関等に対して診療報

酬で手厚く評価する時代を迎えているが、まず 2020 年診療報酬改定で実施された「か

かりつけ医」に係る改正ポイントを改めて振り返ってみよう。同改定から既に 1 年近く

が経過しているが、現場では新型コロナ対応に忙殺され、同改定への対応に遅れを生じ

ている医療施設が多いと思われるからだ。 

「かかりつけ医」の広報・情報提供機能が問われる「機能強化加算」⾒直し 

出典︓厚⽣労働省_令和２年度診療報酬改定説明資料等について「令和２年度診療報酬改定の概要（外来医療・かかりつけ機能）」をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html 

前回の 2018 年改定では、診療所や「200 床未満」中小病院等に対し「かかりつけ医」

機能を普及・促進させることを目指した新機軸が多数、導入された。例えば、「地域包

括診療料・地域包括診療加算」は各々二区分となり、上位ランクの１には「外来から在

宅移行した患者数」に「実績」要件の導入や、「かかりつけ医が専門医療機関等に患者



 

を紹介する初診機能を評価した」機能強化加算の新設等が、それに当る。2020 年改定

では「かかりつけ医機能」推進に端緒を開いた「地域包括診療料」は点数・施設基準共

に現状維持。ただ、「地域包括診療加算」（以下、同加算に略）については、一部、見直

しを実施。同加算には現行 9 種類の施設基準が設定され、全てを満たす必要がある。 

出典︓厚⽣労働省_中央社会保険医療協議会 総会（第 440 回）「外
来医療（その３）について」をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_0005
6.html  

出典︓厚⽣労働省_令和２年度診療報酬改定説明資料等について「令和２年
度診療報酬改定の概要（外来医療・かかりつけ機能）」をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000019
6352_00001.html  

そのうち 8 番目の基準は三択要件であり、その一つに「時間外対応加算１又は２の届

出を行っていること」が入っていたが、2020 年改定で「時間外対応加算 1，2 又は３の

届出を行っている」場合でも算定可能になった。下位ランクの「時間外対応加算３」で

も認める要件緩和は、単純に同加算の算定をし易くしたのがその理由だ。 

2018 年 7 月時点で「地域包括診療料」を届出する医療機関は 264 施設（病院 46・診

療所 218）、診療所だけが算定可能な「地域包括診療加算」は 5,524 施設。これら 2 つ

の診療報酬が創設されて今年で 7 年目を迎えたが、厚生労働省が期待した程には、増え

ていない。また、2020 年改定における「機能強化加算」（初診時初日 80 点、以下同強

化加算に略）の要件見直しは、正に「かかりつけ医」の適切な情報公開と広報活動を促

すもの。現行は、地域における包括的な診療を担う医療機関、要するに「かかりつけ医

機能を掲示していること」だけが求められたが、改定後は「取り組みを行っていること」

と、より進化した広報の実践活動が要求される。「地域におけるかかりつけ医機能」と

して「新たに院内に掲示する事項」として追加されたのは、①必要に応じて専門医、専

門医療機関に紹介すること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できること。「院内に掲示する事項と同様の内容について、患者に

提供する」こととしては、①当該掲示内容を書面にしたものを、患者が持ち帰れる形で、

医療機関内の見え易いところに置いておくこと②当該掲示内容について、患者の求めが

あった場合には、当該掲示内容を書面にしたものを交付すること――である。点数は現

状維持の一方、小規模診療所にとって煩雑な業務が若干、増えることにはなる。 

同強化加算算定が可能なのは、「地域包括診療料・同診療加算」、「小児かかりつけ診

療料」、「在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料（各々在医総管・施医総

管に略）」を算定、及び「在宅療養支援診療所・同支援病院」（在支診・在支病に略）を

届出する医療機関で、国は現状、当該医療機関を「かかりつけ医療機関」の仮免許資格



 

取得者と捉えているようだ。2019 年の中医協における議論の内容から、同強化加算の

要件に「在宅医療の提供実績」が入ると予想する向きもあったが、2020 年改定では見

送られた。 

「かかりつけ医」と専⾨・産婦⼈科系医療機関との連携を評価、 
⼩児への連携⽀援も強化の流れ 

病院視点で見ると「200 床未満」病院しか認められない「在支病」届出医療機関は、

今後の改定でも「かかりつけ医」機能に係る各種加算が新設された場合、算定の恩恵を

受けるメリットがありそうだ。その考えに基づき「紹介元の専門医療機関等が当該かか

りつけ医機能を持つ医療機関等へ情報提供を行った場合に評価される診療報酬」として

新設されたのが「診療情報提供料Ⅲ」（150 点）。 

 

出典︓厚⽣労働省_令和２年度診療報酬改定説明資料等について「令和２年度診療報酬改定の概要（外来医療・かかりつけ機能）」をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html 

対象患者は「①当該かかりつけ医機能を有する医療機関等からの紹介患者、②産科・

産婦人科から紹介された妊婦（患者）、③別の医療機関からかかりつけ医機能を有する

医療機関に紹介された患者――へ継続的な診療を行う際に、紹介元の医療機関からの求

めに応じて情報提供した」場合に算定可能。前出・機能強化加算の要件となる診療報酬

を算定する医療機関が対象だが「在医総管及び施医総管届出医療機関」は、「在支診・

在支病の届出」が必要になる。①③は「患者一人につき 3 か月に 1 回限り」算定可能だ。

但し、初診や予約患者は対象外とされる。②の産科・婦人科から紹介された妊婦につい

ては、当該「毎月 1 回」算定が可能になる。何れも要件として、「連携先医療機関の求

めに応じて、患者の同意を得て診療状況を示す文書を提供する」ことが必要だ。この他、

施設基準として「当該医療機関の敷地内で喫煙の禁止されている」ことや、②について

は「妊婦に対する診療の行える十分な経験を有する常勤の医師配置」が条件。同提供料

Ⅲは分かり易く言うと、「かかりつけ医療機関、または産科・産婦人科と専門医療機関

との連携」を促す新機軸であり、専門医療機関等は「かかりつけ医療機関からの紹介を

受ける」ことの経営的メリットが得られる誘導策だ。 

前出・かかりつけ機能を有する医療機関の一つとして認知された「小児かかりつけ診

療料」は報酬点数は“据え置き”だが、継続的な診療を、より一層、推進する観点から、

算定対象となる患者を「3 歳未満から 6 歳未満に拡大」し、「院内処方を行わない場合

の取り扱いを一部、見直し」した。 



 

出典︓厚⽣労働省_令和２年度診療報酬改定説明資料等について「令和２年度診療報酬改定の概要（外来医療・かかりつけ機能）」をもとに作成 
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後者については「常態として院外処方を交付する医療機関で、患者の病状または病態

が安定していること等のために、同一月内において投薬を行わなかった」ケースで、「初

診時 748 点・再診時 556 点」を算定出来る要件を見直した。 

当該医療機関で院内処方を行わない場合は、「処方せんを交付する場合、初診時 631

点・再診時 438 点を算定する」となった。該当する医療機関には厳しい改正ポイントに

なる。加え、現行の「診療情報提供料（Ⅰ）」において「医療的ケア児の主治医と当該

児童が通学する学校の校医等が連携し、当該児童が安心・安全な学校生活を送れる」よ

うに「主治医が必要な診療情報を提供した場合」の評価も新設。少子化時代を迎え社会

政策的な視点から、小児へのかかりつけ医や主治医による支援の強化が目立つ。 

さて、国は「かかりつけ」機能に関し、これまで診療報酬等の経済誘導で普及への道

筋を作ってきたが、今後の制度改正では量的整備よりも寧ろ「質」重視の仕組みづくり

に、軸足を移していくのではないかと推察される。 

 

 

 

 

 

 



 

有床診⼀般⼊院への⾼評価・⽬指すは専⾨医療提供モデルの普及・推進 

 
出典︓厚⽣労働省_令和２年度診療報酬改定説明資料等について「令和２

年度診療報酬改定の概要（⼊院医療）」をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00001
96352_00001.html 

 

出典︓厚⽣労働省_中央社会保険医療協議会 総会（第 418 回）総―１をもと
に作成 
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00032.html 

診療所に係る現行の報酬点数は現状維持が多くを占めた一方で、有床診療所に係る報

酬点数が重点評価されたのは注目される。「有床診療所入院基本料」に加算される「有

床診療所一般病床初期加算」は、転院または入院した日から起算した算定上限日数を「7

日→14 日」と 2 倍に。当該点数も「100 点から 150 点」と 1.5 倍にアップ。この他、現

行の「医師配置加算 1・2」も各々、1 日当たり「同加算１・88 点→120 点」「同加算２・

60 点→90 点」と引き上げられた。 

この他、有床診療所の看護配置に係る加算点数も「看護配置加算 1・2」、「夜間看護

配置加算 1・2」、「看護補助配置加算 1・2」と軒並み引き上げとなった。 

 
出典︓厚⽣労働省_中央社会保険医療協議会 総会（第 371 回）「⼊院医療（その６）について」をもとに作成 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000184407.html 
これら、有床診療所（以下、有床診に略）に対する高評価について、某医療経営学の

研究者は筆者の取材に応えて、次のように総括する。 

『国は病院・病床数を削減したいことから、小規模病院の有床診へのダウンサイジン

グを促したいのが一点。もう一つは、全国各地で地域包括ケア・システムへの民間病院

等の参加が、現状では思った程に進まないことから、同省は有床診を地域包括ケア・シ

ステムへ積極的に関与させたいとの思いがある。 



 

出典︓厚⽣労働省_平成 30 年度診療報酬改定説明会(平成 30 年 3 ⽉ 5 ⽇開催)資料等について「平成 30 年度診療報酬改定の概要医科
Ⅰ」をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html 

介護保険とのＷ改定となった 2018 年改定では、“介護連携加算”新設や、“在宅復帰

機能強化加算”の重点評価等、“介護との連携”や在宅支援の推進等にインセンティブ

を与えた。これらは、有床診・地域包括ケアモデル（医療・介護併用モデル）普及に向

けての“一里塚”と言えるが、今改定における有床診・一般病床に係る重点評価は、国

が目指すもう一つの専門医療提供モデルの普及・推進を目指したものと推察される。専

門医療提供モデルについて国は、耳鼻科や眼科等を想定しているようだが、当該診療科

に留まらず、救急医療等を担う小規模一般病院が病床を削減し、救急専門に特化した有

床診に転換する際等の類型として捉えているのではないか。』 

医療⾏政のあり⽅に⼀⽯を投じた「妊婦加算」凍結問題 
国が進めるバイオ後続品を含む「後発医薬品の使用促進」の観点から、2012 年に導

入され「一般的名称を記載する処方せんを交付した場合に、処方箋料に交付 1 回につき

加算」される「一般名処方加算」は現行１（全品目を一般名処方・6 点）と２（1 品目

以上を一般名処方・4 点）の 2 段階の設定。今改定では１・（7 点）２・（5 点）と各々

僅か 1 点のみのアップ。「後発医薬品使用体制加算」は４段階から３段階に再編され、

同加算 1～3 まで後発品使用割合は「各 85％・80％・70％以上」と変更なく、各々2 点

ずつ（各 47 点・42 点・37 点）のアップとなった。同割合「60％以上 70％未満」の同

加算４は廃止。予定される 2022 年改定では、70％以上の同加算３の廃止、及び同加算

１の同割合「90％以上」への引き上げが現実味を帯びる。 

年々、一般名で処方された医薬品のうち後発品の占める割合は増加傾向で推移し、
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2018 年度は 80％に達していた。「先発医薬品または後発医薬品」の銘柄で処方され、か

つ「変更不可」となっている医薬品の割合も平成 30 年度は全体の約 7％と前年調査（約

9％）よりも改善されていることから、診療報酬における「後発医薬品」使用促進への

流れは、今後も当分、継続されそうだ。 

「一般名処方加算」の報酬点数は高くないものの開業医の先生方には、処方せんを発

行する際に、ご留意頂きたい報酬項目と考える。 

それでは最後に、2018 年の前回改定で妊婦や胎児に配慮した外来受診を促すべく期

待をこめて創設されたものの凍結に追いこまれた「妊婦加算」が、2020 年改定で正式

に廃止されたことを付け加えておく。 

同加算は「妊婦が怪我や病気で産婦人科以外の外来を受診した」場合、「初診料や再

診料に加算」されるものだったが、コンタクトレンズの処方等、妊婦と直接、関係ない

ケースも加算され、妊婦の窓口負担が増えたことから国民・世論から批判が殺到し、厚

生労働省は 2019 年 1 月に制度を凍結していた。 

医療政策を専門とする某大学教授は、筆者も編集に関与する専門誌で『正規の手続き

を踏むことなしに突然“凍結”という諮問が行われたことは随分、乱暴な話であり、「政

治的な介入」と言われても仕方がないだろう。（中略）今回の「妊婦加算」の取り扱い

は、今後の政策決定プロセスに大きな禍根を残す問題であったように思われる』と正論

を述べている。そもそも、中医協で立場の異なる委員が議論を尽くした上で決定した診

療報酬政策が、政権の恣意的な判断により簡単に覆ってしまうのであれば、中医協の存

在意義そのものが問われることになる。「妊婦加算」凍結問題は、結果として医療行政

のあり方に、一石を投じる結果にもなったと言えそうだ。 


