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１．平成 28 年度診療報酬改定の概要
(１) 財政健全化に向けた取組と平成 28 年度予算の編成
平成 28 年度予算は、
「経済財政運営と改革の基本方針 2015（骨太の方針 2015）
」
（平成 27
年 6 月 30 日閣議決定）で示された「経済・財政再生計画」の初年度の予算となります。
「骨
太の方針 2015」では、社会保障関係費の伸びを平成 28 年度からの 3 年間で 1.5 兆円程度に
抑える目安が示されています。
厚生労働省は平成 27 年 9 月 21 日に平成 28 年度予算の概算要求（健康・医療分野）にお
いて、高齢化等に伴う増加額として 6,700 億円を試算しました。一方、財務省は平成 28 年
度の社会保障関係費の伸びについて、財政制度等審議会（平成 27 年 11 月 24 日）で改革工
程表の策定や診療報酬改定・薬価改定等を通じて、
「経済・財政再生計画」の初年度にふさ
わしいものとなるよう、確実に高齢化による増加分の範囲内（5,000 億円弱）にしていくこ
とが必要であることを示しました。
平成 27 年 12 月 21 日に麻生財務大臣と塩崎厚生労働大臣による折衝が、持続可能な社会
保障制度を構築する観点から行われました。その結果、平成 28 年度の社会保障関係費の伸
びは、平成 28 年度診療報酬改定、
「経済・財政再生計画」の「改革工程表」に沿った社会
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の着実な実行、協会けんぽの超過準備金分の国庫補助特例減額等の効果を総合的に勘案し、
平成 27 年度比 4,412 億円増とすることが合意され、
平成 28 年度予算の政府案を 12 月 24 日
に閣議決定しました。
(２)平成 28 年度診療報酬改定の改定率

1．診療報酬本体の改定率 ＋０．４９ ％ ： 国費４９８億円
各科改定率

医科 ＋０．５６ ％
歯科 ＋０．６１ ％
調剤 ＋０．１７ ％

「医科：歯科：調剤」 ＝ 「 １ ： １．１ ： ０．３ 」

２．薬価等の改定率 ▲ １．３３％ ： 国費 ▲１,３６２億円
（１）薬価の改定率
（２）材料価格の改定率

▲ １．２２％
▲ ０．１１％

： 国費 ▲１,２４７億円
： 国費 ▲ １１５億円

３．診療報酬・薬価等に関する制度改革事項（外枠での削減） ： 国費▲６０９億円
（１）医薬品価格の適正化

： 国費 ▲５０２億円

●市場拡大再算定 （通常分）
：
●市場拡大再算定 （ 特 例 ） ≪ 対象：年間販売額が極めて大きい医薬品≫ ：
●新規収載の後発医薬品価格引下げ
：
●長期収載品特例的引下げ置き換え率見直し

（２）大型門前薬局等の評価の適正化
（３）経腸栄養用製品の給付の適正化
（４）湿布薬１処方当たりの枚数制限
歯科材料の適正化

：
：
：
：

国費▲２００億円
国費▲２８２億円
国費▲ ９億円

： 国費▲ １１億円

国費
国費
国費
国費

▲ ３８億円
▲ ４２億円
▲ ２５億円
▲ ２億円

４．その他
（１）協会けんぽの国庫補助特例減額
（２）国保組合への国庫補助見直し

： 国費 ▲２０５億円
： 国費 ▲ ２１億円

出典：「大臣折衝事項」（平成27年12月21日厚生労働省）を基に作成

平成 28 年度の改定率は、本体部分が＋0.49％(国費 約 498 億円)の引上げ、薬価等（薬
価及び材料価格）が▲1.33％（国費 約 1,362 億円）の引下げとなりました。厚生労働省が
公表した文書には明記されていませんが、本体と薬価等を合わせた全体での改定率は▲
0.84％となり、8 年ぶりのマイナス改定となっています。
ただし、今回の改定率には薬価改定の通常ルートである市場拡大再算定に係る▲0.19％
（国費 200 億円）の引下げが含まれていないため、前回までの診療報酬改定時に公表して
いた通常のネット改定率では▲1.03％に該当します。また、今回は改定率の「外枠」で、
市場拡大再算定以外でも「診療報酬・薬価等に関する制度改革事項」として 引下げが行わ
れており、これらを全て含めた改定率は実質▲1.46％程度となります。
なお、
「診療報酬・薬価等に関する制度改革事項」については、①医薬品価格の適正化（▲
502 億円）
、②大型門前薬局等の評価の適正化（▲38 億円）
、③経腸栄養用製品に係る給付
適正化（▲42 億円）
、④その他、湿布薬の１処方当たりの枚数制限等（▲27 億円）が改定
率の外枠で行われています。
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２．平成 28 年度診療報酬改定の基本方針
(１)基本方針の概要
厚生労働省は、平成 27 年 12 月 7 日に社会保障審議会医療保険部会及び社会保障審議会
医療部会で取りまとめられた「平成 28 年度診療報酬改定の基本方針」を公表しました。
「平成 28 年度診療報酬改定の基本方針」は、3 つの柱（1．改定にあたっての基本認識、
2．改定の基本的視点と具体的方向性、3．将来を見据えた課題）で構成されています。
(２) 改定にあたっての基本認識
超高齢社会における医療政策の基本方向としては、いわゆる「団塊の世代」が全て 75 歳
以上となる平成 37 年（2025 年）に向けて、制度の持続可能性を確保しつつ、国民皆保険を
堅持しながら、国民一人一人が安全・安心で、質が高く効率的な医療を受けられるように
することが重要となります。
そのために、
「医療介護総合確保推進法」等の下で進められている医療機能の分化・強化、
連携や医療・介護の一体的な基盤整備、平成 30 年度（2018 年度）に予定されている診療報
酬と介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定等を見据えて、中長期の政策の流れの
一環としての位置づけを踏まえた改定が行われます。特に、地域包括ケアシステムや効果
的・効率的で質の高い医療提供体制の整備には、質の高い人材を継続的に確保していくこ
とが不可欠であり、医療従事者の確保・定着に向けて、地域医療介護総合確保基金による
対応との役割分担を踏まえつつ、医療従事者の負担軽減等について診療報酬上の措置を検
討していくことが必要となります。
また、医療政策においても、経済・財政との調和を図っていくことが重要であり、
「経済
財政運営と改革の基本方針 2015」や「日本再興戦略 2015」等も踏まえつつ、無駄の排除や
医療資源の効率的な配分、医療分野におけるイノベーションの評価等を通じた経済成長へ
の貢献にも留意することが必要となります。
(３) 改定の基本的視点と具体的方向性
１）4 つの視点
「病床の機能分化・連携」や「かかりつけ医機能」等の充実を図りつつ、
「イノベーショ
ン」、「アウトカム」等を重視し、地域で暮らす国民を中心とした、質が高く効率的な医療
を実現していくことになります。
「改定の基本的視点と具体的方向性」の 4 つの視点は、1）地域包括ケアシステムの推進
と医療機能の分化・強化、連携に関する視点（重点課題：医療機能に応じた入院医療の評
価、地域包括ケアシステム推進のための取組の強化等）、2）患者にとって安心・安全で納
得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する視点（かかりつけ医・かかりつけ薬局
等の評価等）
、3）重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点（
「認知症施策推進総
合戦略」を踏まえた認知症患者への適切な医療の評価、地域移行・地域生活支援の充実を
含めた質の高い精神医療の評価等）、4）効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高め
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る視点（後発医薬品の使用促進、残薬や重複投薬、不適切な多剤投薬・長期投薬を減らす
ための取組など医薬品の適正使用の推進、患者本位の医薬分業を実現するための調剤報酬
の見直し等）となっています。

「病床の機能分化・連携」や「かかりつけ医機能」等の充実を図りつつ、「イノベーション」、
「アウトカム」等を重視 ⇒ 地域で暮らす国民を中心とした、質が高く効率的な医療を実現
基本的視点

具体的方向性

１

地域包括ケアシステムの推進と医療
機能の分化・強化、連携に関する視点
【重点課題】

●医療機能に応じた入院医療の評価
●チーム医療の推進、勤務環境の改善、業務効率化の取組等を通じた医療従事者の負担
軽減・人材確保
●地域包括ケアシステム推進のための取組の強化
●質の高い在宅医療・訪問看護の確保
●医療保険制度改革法も踏まえた外来医療の機能分化

２

患者にとって安心・安全で納得できる
効果的・効率的で質が高い医療を実
現する視点

●かかりつけ医の評価、かかりつけ歯科医の評価、かかりつけ薬剤師・薬局の評価
●情報通信技術（ICT）を活用した医療連携や医療に関するデータの収集・利活用の推進
●質の高いリハビリテーションの評価等、患者の早期の機能回復の推進

重点的な対応が求められる医療分野
を充実する視点

●緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価
●「認知症施策推進総合戦略」を踏まえた認知症患者への適切な医療の評価
● 地域移行・地域生活支援の充実を含めた質の高い精神医療の評価
● 難病法の施行を踏まえた難病患者への適切な医療の評価
● 小児医療、周産期医療の充実、高齢者の増加を踏まえた救急医療の充実
●口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進
●かかりつけ薬剤師・薬局による薬学管理や在宅医療等への貢献度による評価・適正化
● 医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーションや医療技術の適切な評価 等

効率化・適正化を通じて制度の持続可
能性を高める視点

●後発医薬品の使用促進・価格適正化、長期収載品の評価の仕組みの検討
●退院支援等の取組による在宅復帰の推進
●残薬や重複投薬、不適切な多剤投薬・長期投薬を減らすための取組など医薬品の適正
使用の推進
●患者本位の医薬分業を実現するための調剤報酬の見直し
●重症化予防の取組の推進
●医薬品、医療機器、検査等の適正な評価

３

４

社会保障審議会医療保険部会・医療部会（平成27年12月7日）を基に作成

２）
「認知症施策推進総合戦略」を踏まえた認知症患者への適切な医療の評価
平成28年度診療報酬改定

「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」を踏まえた認知症患者への適切な医療

出典：厚生労働省「平成28年度診療報酬改定説明会」資料（平成2８年３月４日）
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平成 28 年度改定では、認知症患者に対する主治医機能の評価（認知症地域包括診療料、
認知症地域包括診療加算）が新設されました。
また、新たに設置された診療所型認知症疾患医療センターに対する評価（認知症専門診
断管理料１ 診療所型）が新設されています。
さらに、身体疾患を有する認知症患者の適切な受け入れについて、1．認知症ケアチーム
等による病棟における対応力とケアの質向上の評価（認知症ケア加算）の新設、2．重症度、
医療・看護必要度での認知症・せん妄症状の評価の新設、3．身体合併症を有する精神疾患
患者の受入れ体制の確保の評価（総合入院体制加算の要件強化、
「総合病院」精神病棟の医
師配置の充実等）が行われました。
３) 地域移行・地域生活支援の充実を含めた質の高い精神医療の評価
平成28年度診療報酬改定

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価

出典：厚生労働省「平成28年度診療報酬改定説明会」資料（平成2８年３月４日）

精神科病院における長期入院患者の地域移行については、地域移行を重点的に進める精
神病棟の評価として「地域移行機能強化病棟入院料」が新設され、地域移行に関する評価
（精神科地域移行実施加算）が引上げられています。
地域生活支援については、自宅等で暮らす重症精神疾患患者への集中的な支援を推進す
るため、
「精神科重症患者早期集中支援管理料」の対象患者の要件や施設基準上の医師や看
護師の 24 時間対応の要件が緩和されました。また、より自立した生活への移行を促す精神
科デイ・ケア等を提供するため、長期にわたる頻回の精神科デイ・ケア等の適正化が行わ
れました。
専門的な精神科医療の充実としては、1）専門的な児童・思春期精神科外来医療の評価（児
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童思春期精神科専門管理加算）の新設、2）薬物依存症に対する集団療法（依存症集団療法）
の新設、3）医師に負担を軽減する観点から、医師及び看護師による認知療法・認知行動療
法の実施の評価、4）向精神薬の適切な処方を促すため、多剤・大量処方が行われている患
者に対する診療報酬上の評価の見直し、が行われています。
身体合併症を有する精神疾患患者等への医療としては、精神病棟での重篤な急性疾患等
に対応するため、精神科救急・合併症入院料及び精神科身体合併症管理加算の対象疾患に、
特に重篤な急性疾患等が追加されました。
また、平成 28 年度改定では、総合的な機能を有する病院が精神疾患患者を受入れた場合
について、多くの評価（1．いわゆる「総合病院」精神病棟の手厚い医師配置の評価（精神
科急性期医師配置加算）の新設、2．精神科リエゾンチーム加算の評価の充実と施設基準の
見直し、3．精神症状を伴う救急搬送患者の受入れ及び精神科医の診断治療の評価（精神疾
患診療体制加算）の新設、4．自殺企図者に対する継続的な指導の評価（救急患者精神科継
続支援料）の新設、5．総合入院体制加算における精神疾患患者の受入要件の強化）が行わ
れています。
(４) 将来を見据えた課題
地域医療構想を踏まえた第 7 次医療計画が開始される平成 30 年度に向け、実情に応じ
て必要な医療機能が地域全体としてバランスよく提供されるよう、診療報酬と地域医療介
護総合確保基金の役割を踏まえながら、診療報酬での対応を検討していくことが必要とな
ります。
患者にとって安心・納得できる医療を提供していくためは、受けた医療や診療報酬制度
を分かりやすくしていくための取り組みを継続し、国民全体の医療制度に対する理解を促
していくことが求められており、普及啓発等、国民に対する丁寧な説明が必要となります。
また、国民が主体的にサービスを選択し、活動することが可能となるような環境整備を
進めるため、予防・健康づくり、セルフケア・セルフメディケーションの推進、保険外併
用療養の活用等についても、広く議論が求められています。
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２．厚生労働省「平成 28 年度予算概算要求について」（平成 27 年 9 月 11 日）
３．厚生労働省「大臣折衝事項」
（平成 27 年 12 月 21 日）
４．社会保障審議会医療保険部会・社会保障審議会医療部会（平成 27 年 12 月 7 日）
５．中央社会保険医療協議会総会資料-１（平成 28 年 2 月 10 日）
６．厚生労働省「平成 28 年度診療報酬改定説明会」資料（平成 28 年 3 月 4 日）
以上

作成・問い合わせ先：吉富薬品株式会社

提供：田辺三菱製薬株式会社
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