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第5回　診療報酬〈点数編〉

護職員を雇用する必要があります。しかし、2018年度改定で、一般病棟入院基本料等
の評価体系の見直しが行われ、一般病棟入院基本料においてはそのような表記がなく
なりましたが、看護体制を計算する上ではその考え方が残っています。このほか、正看
護師の比率や平均在院日数による要件も設けられており、個々の病院はそれぞれの要
件に応じた入院基本料を算定します。

(2) 入院基本料算定に必要な４つの施設基準
入院基本料や特定入院料を算
定するためには、必ず満たさなけ
ればならない4つの基準（表2-2）
があります。①入院診療計画の策
定、 ②院内感染防止対策の実施、
③医療安全管理体制の整備、④褥
瘡対策の実施――です。
2012年度改定では、これに「栄
養管理体制」が加わりましたが、
常勤の管理栄養士を配置しなくて
はならないという施設基準が、診
療所にとってハードルが高すぎた
ため、診療所の入院基本料につい
ては2014年度改定で削除されま
した。その代わり、診療所の入院
基本料を引き下げ、管理栄養士を
配置した診療所は加算を可能にす
るという方法で整合を取っています。

(3) 医師が少ない場合と定数超過入院による減算
次の基準を満たさない場合、入院基本料が減算されます。

① 医師が少ない場合（標欠病院）
医療法には、医師数などの標準人員が定められています。医療法上の標準人員を
満たしていない病院（標欠病院という）には、その割合に応じて、入院基本料の減額
措置が設けられています。医師または歯科医師数の充足率が標準人員の70％以下
の場合は10％の減額（離島などの病院では2％減額）、50％以下の場合は15％の減
額（同3％減額）となります。

表2-2　入院基本料の必要基準
項　目 基準の概要

入院診療計画

・ 入院後7日以内に医師、看護師などの共同
による入院診療計画を策定し、患者に文書
で説明

・ 計画には病名、症状、治療計画、推定入院
期間、予定される検査・手術などを記載

院内感染防止
対策

・ 関係各部署のスタッフからなる院内感染防
止対策委員会を設置し、定期的に開催

・ 感染情報レポートを週1回程度作成し、 委
員会で活用

・ 各病室に水道、速乾式手洗い液などを設置

医療安全管理
体制

・ 安全管理指針、事故発生時の対応方法など
を文書化

・ 医療事故などの院内報告制度を整備
・ 安全管理のための委員会の開催
・ 安全管理のための職員研修の開催

褥瘡対策
・ 専任医師などから構成される褥瘡対策チー
ムの設置

・ 褥瘡に関する危険因子の評価の実施
栄養管理体制
（病院のみ） ・ 常勤の管理栄養士を1人以上配置

− 72 −

第3回　医療法

表7-4　医療機関が報告する病床の医療機能
医療機能の名称 病床の医療機能の内容

高度急性期機能 ・ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する
機能

急性期機能 ・ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能

・ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
・ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸部骨折などの患者に対し、ADLの向上や
在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテー
ション機能）

慢性期機能
・ 長期の療養が必要な患者を入院させる機能
・ 長期の療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者、難
病患者などを入院させる機能

図7-4　病床機能ごとの病床数

（病院、診療所）

高度急性期 169,399 13.5% 170,254 13.6% 163,521 13.1% 159,660 12.8% 164,526 13.5%

596,423 47.7% 584,416 46.8% 583,010 46.7% 568,733 45.7% 555,432 45.6%

130,217 10.4% 139,062 11.1% 152,264 12.2% 170,960 13.7% 192,382 15.8%

354,802 28.4% 354,359 28.4% 349,745 28.0% 346,458 27.8% 305,602 25.1%

1,250,841 1,248,091 1,248,540 1,245,811 1,217,942

急性期

回復期

慢性期

合計

（参考）2015年
（※確定値）

（参考）2016年
（※確定値）

（参考）2017年
（※確定値）

2018年
（※速報値）

2025年見込
（※2018年度報告速報値）

1,250,841

2025年見込2018年2017年2016年2015年

1,217,9421,245,8111,248,5401,248,091

354,802354,802 354,359354,359 349,745349,745 346,458346,458 305,602305,602

130,217130,217 139,062139,062 152,264152,264 170,960170,960 192,382192,382

596,423596,423 584,416584,416 583,010583,010 568,733568,733 555,432555,432

164,526164,526159,660159,660163,521163,521170,254170,254169,399169,399

合計

高度急性期
急性期
回復期
慢性期

※ 2025年見込に関しては2018年データ。報告医療機関は毎年異なっており、2015年から2017年について単純に
比較はできないため参考としている。

出典：「2018年度病床機能報告」医政局地域医療計画課調べ（2019年5月時点・精査中）

まず、報告のあった病院・診療所における2018年7月1日の時点での全病床（124
万5,811床）を機能別で見ると、急性期が45.7％（前年同期比1ポイント減）と最も多
く、以下、慢性期が27.8％（同0.2ポイント減）、回復期が13.7％（同1.5ポイント増）、
高度急性期が12.8％（同0.3ポイント減）となっています。制度が始まった2015年
以降の傾向として、急性期と慢性期が減り、回復期が増えているという傾向を示して
います。
また、2025年7月1日において予定する病床数を機能別に見ると、急性期が45.6％、
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第1回　厚生行政の動向

図3-2　データヘルス改革の8つのサービスとその先の未来

2020年度の提供を目指してきた８つのサービス 2021年度以降に目指す未来

がんゲノム
がんゲノム医療提供体制の整備と、パネル検査に基
づく適切な治療等の提供やがんゲノム情報の集約

ゲノム医療・AI活用の推進
■ 全ゲノム情報等を活用したがんや難病の原
因究明、新たな診断・治療法等の開発、個人
に最適化された患者本位の医療の提供

■ AIを用いた保健医療サービスの高度化・現
場の負担軽減

医療・介護現場の情報利活用の推進
■ 医療・介護現場において、患者等の過去の医
療等情報を適切に確認

■ より質の高いサービス提供が可能に

データベースの効果的な利活用の推進
■ 保健医療に関するビッグデータの利活用
■ 民間企業・研究者による研究の活性化、患者
の状態に応じた治療の提供等、幅広い主体が
メリットを享受

自身のデータを日常生活改善等につなげる
PHRの推進
■ 国民が健康・医療等情報をスマホ等で閲覧
■ 自らの健康管理や予防等に容易に役立てる
ことが可能に

AI
重点６領域を中心としたAI開発基盤の整備と、AIの社
会実装に向けた取り組み

乳幼児期・学童期の健康情報
乳幼児健診等の電子化情報の市町村間引き継ぎと
マイナポータルによる本人への提供

保健医療記録共有
全国的な保健医療記録共有サービスの運用により、
複数の医療機関等の間で患者情報等を共有

救急時医療情報共有
医療的ケア児等の救急時の医療情報共有により、搬
送先医療機関で適切な医療が受けられる体制の整備

データヘルス分析
NDB、介護DB等の連結解析と幅広い主体による公
益目的での分析

科学的介護データ提供
科学的に効果が裏付けられた介護を実現するため、
分析に必要なデータを収集するデータベースの構築

PHR・健康スコアリング
自社の従業員等の健康状態や医療費等が「見える
化」され、企業・保険者の予防・健康作りに活用

※ データヘルス改革の基盤となる被保険者番号の個人単位
化や、オンライン資格確認システムの導入についても、これ
までの工程表に則って着実に進める。

※ 審査支払機関改革については、「支払基金業務効率化・高
度化計画工程表」等に則って着実に進める。

●2020年度までに、データヘルス改革の基盤を構築した上で、８つのサービス提供を目指している。
●その先、2021年度以降に目指すべき未来に向けて、取り組みを進める。

① ゲノム医療・AI活用の推進
全ゲノム情報などを活用したがんや難病の原因究明、新たな診断・治療法の開発

などによって、個人に最適化された患者本位の医療を提供します。また、AI（人工知
能）を用いた保健医療サービスの高度化、現場の負担を軽減します。全ゲノム情報な
どに関する取り組みは政府レベルで進んでいて、2019年12月20日、「全ゲノム解
析等実行計画（第1版）」が策定されました。AIに関しては、厚生労働省の「保健医療
分野AI開発加速コンソーシアム」が検討を続けていますが、まずAIを開発する段階
でのロードブロック（障壁）解消に力を入れています。
② 自身のデータを日常生活改善等につなげるPHRの推進
PHR（パーソナル・ヘルス・レコード）として、国民が健康・医療等情報をスマー

トフォン（スマホ）などで閲覧し、自らの健康管理や予防等に容易に役立てることが

医療行政・医療機関の変化を基本的な内容から確実に習得できる通信教育講座です。
簡潔にまとめたテキスト（6冊・標準で6か月受講）によって、わかりやすく解説しています。
2020－2021年度版は、より効果的に知識を習得できるようにモデルチェンジしました！

一般病棟入院基本料の再編など、歴史的と言っても過言ではない大幅改定となった2018年度診療報酬改定と比べて小幅改定にとどまった
と言われている2020年度診療報酬改定ですが、医療従事者の働き方改革に本腰を入れる姿勢を明確に示すなど、社会情勢の変化に迅速に
対応した内容となりました。
また、いわゆる団塊の世代のすべてが 75 歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」や、65歳以上の高齢者人口が最大となる一方で現役世
代が急減する「2040年問題」など、今後の課題に備えるための布石も打たれています。介護報酬については今回、改定がありませんで
したが、2021年度介護報酬改定に向けて進む議論やデータについて、2020年7月1日時点の最新情報を盛り込みました。

予備知識を持たない方でも、第1回から読み進めることによって、日本の医療行政の成り立ちから変化、将来の課題まで、正しい知識を身
につけることができます。すでに知識を持っている方は、知っている内容の再確認など、どのレベルの方でも、ご自分のペースで学ぶこ
とのできる通信教育講座の決定版です。医療制度への理解度を深めてみてはいかがでしょうか。

「ピアカレッジ」とは

IQVIAソリューションズ ジャパン株式会社

テキスト最新版

医療制度教材の超ロングセラー
医療従事者の働き方改革やデータヘルス改革など最新トレンドまで網羅

通信教育講座「ピアカレッジ」　医療関連制度マスターコース【2020－2021年度版】

1  ベテラン執筆陣が医療制度のＡtoＺを分かりやすく解説
2  1ページ目を開いた初級者が最終ページを閉じると上級者に
3  2020年7月までの医療制度にまつわるトピックスをフルカバー
4  過去・現在・未来と時系列に解説してあるので前後がつかみやすい
5  図表など最新データを盛り込んでいるのでデータブックとして利
　用可能
6  答案は専属スタッフが丁寧に採点して受講者に返却
7  修了者にはもれなく修了証を発行（成績優秀者は優秀賞を授与）
　修了期限あり

「ピアカレッジ」の特徴

Copyright  © 2020 IQVIA. All rights reserved.
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1. テキスト送付方法と受講手順：お申し込み受け付け後、テキストとテスト問題一式をお送りいたします。
解答用紙は、返信用封筒にて弊社通信教育係までお送り下さい。届き次第採点し、解答を添えて返送い
たします。
2. 修了証および優秀賞の発行：テキスト送付後、9カ月以内（標準受講期間6カ月＋猶予期間3カ月＝計9
カ月）に修了された方に修了証を発行いたします。また、各回 90点以上の優秀受講者には優秀賞を授与
いたします。団体にてお申し込みの場合、成績一覧の作成も可能です。
3. 受講料：1名につき 30,000円（消費税別）　※テキスト、解答用紙、返信料等、受講にかかる諸費用込み。
団体でお届け先が一カ所のお申し込みの場合は、受講料の割引をいたします。別途ご相談ください。
4. 開講時期：2020年8月から　ご希望の開始月からいつでも可能です。
5. 受講対象：MR、MSの方をはじめ、教育、研修、学術、渉外、マーケティング、流通、営業企画、
経営企画、営業所課長の方など、幅広くご受講いただけます。
6. お申し込み方法：お申込みには、取引条項への同意が必要となります。
弊社Webサイトの場合：お申し込みフォームに必要事項をご入力の上、お申し込みください。
E-mailの場合：貴社名、ご住所、電話番号、ご受講される方のお名前、所属部署、お役職、ご連絡
担当者名などをお書き添えの上、ub-edu-jp@iqvia.com までお送りください。弊社の取引条項（https://
www.utobrain.co.jp/tandcs-j.shtml）をご一読いただき、お申込みをいただきますようお願い申し上げます。
お申込みをいただきました場合、本取引条項に同意いただいたものとみなします。
※ご受講期間中の途中解約は承っておりません。
※受講者数が多い場合は別途一覧をお送りください。

7. お問い合せ先
IQVIAソリューションズ ジャパン株式会社　ユート・ブレーン事業部　通信教育担当
〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18　京急第1ビル
E-mail：ub-edu-jp@iqvia.com 
※おそれいりますが、お問い合わせはメールにてお願いいたします。
※弊社からのサービスのご提供は、ご請求先が法人のお客様のみとさせていただいております。個人の
お客様からのお申し込みは承っておりません。

実施要領テーマと内容

第1回　厚生行政の動向
医療をめぐる現状と課題／医療制度改革の軌跡／2025年のあるべ
き医療の姿／薬価制度改革の軌跡／厚生労働省の施策と組織
第2回　医療保険制度
医療保険制度の仕組み／保険給付と一部負担／高額療養費制度／
保険外併用療養費制度／後期高齢者（長寿）医療制度／医療費適
正化と特定健診制度／医療保険制度の沿革
第3回　医療法
医療法／医療法改正／総則／医療に関する選択の支援等／医療の
安全の確保／病院・診療所／医療提供体制の確保／医療法人制度
第4回　診療報酬制度（基礎編）
診療報酬制度の概要／診療報酬の仕組み／点数表などの概要／診
療報酬改定／外来点数の仕組み／入院点数の仕組み／調剤報酬の
仕組み／保険診療の留意点
第5回　診療報酬制度（点数編）
初診料・再診料／入院基本料／入院基本料等加算／特定入院料／
医学管理等／在宅医療／検査・画像診断／投薬・注射／リハビリ
テーション／精神科専門療法･処置･手術等／ DPC制度（診断群分
類別包括評価）／調剤報酬　※含む2020年度改定のポイント
第6回　介護保険制度
制度の狙いと特徴／制度の改正と概況／制度の概要／介護報酬の
概要／医療機関などが行うサービス／介護保険と医療保険の区分
け／介護施設・事業所の機能／主治医意見書／医師・薬剤師の役
割／介護保険と医療機関の経営

※変更される場合もあります。予めご了承ください。

医療関連制度マスターコース　 【2020－2021年度版】　申込書

受講者（テキスト送付先）

取引条項をご一読いただきチェックボックスに✓をご記入ください。

※ メールアドレスにつきましては、会社でご使用のものをお持ちでしたら、そちらをご記入いただきますようお願いいたします。 
※ ご提供いただいた情報は、弊社及びグループ会社の新製品／サービス／キャンペーン／イベントの企画・ご案内に利用させて頂くことがございます。
ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

E-MAIL：ub-edu-jp@iqvia.com

貴社・貴院名

ご住所

ふりがな

お名前

メールアドレス

〒

月から年受講開始月

部署名

右記webサイト上に掲載された取引条項に同意しました。　　https://www.utobrain.co.jp/tandcs-j.shtml

電話番号

ご住所

ふりがな

お名前

メールアドレス

〒

部署名

電話番号

連絡先・担当者（請求書送付先）　※受講者と同一の場合省略可
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