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診療報酬改定
は介護報酬改定

に影響をおよぼす
ものと言えます。本特

集では，次期介護報酬改
定およびケアマネジメン
トに影響をおよぼす項目
について解説します。
また，医療と介護の連携
強化について，医療側
（地域連携室）からの声
なども紹介します。

コロナ禍対応が目立つ一方 
地域包括ケアへの対応強化も

　今回の診療報酬改定は，言うまでもなく「新型コロナウイルス
感染症への対応」が大きなテーマの一つです。後で述べる「ICT
活用の推進」も，対面による診療やカンファレンスなどが困難と
なる中での対応策という位置づけがあります。
　一方で，全体を通して見ると，さかのぼること2006年度の診
療報酬・介護報酬のダブル改定あたりから続く「地域包括ケアシ
ステムへの対応」という流れが引き継がれています。この流れが，
いわゆる「地域完結型（１つの病院内で急性期から療養までをす
べて担うのではなく，地域の多機関で機能分担を図ること）」へ
の医療の変革などをうながしてきたのは言うまでもありません。
　そして，この「地域完結型」の中には介護や福祉も含まれると
いう点で，診療報酬改定が介護側の実務にも大きな影響を与える
という流れもつくり出されてきました。このことは，2022年度
の診療報酬改定でも同様です。というより，この流れはさらに強
まったと言えるでしょう。
　国としては，地域包括ケアシステムにかかる当面のゴール地点
を，団塊世代が全員75歳以上を迎える2025年に定めています。
その直前の2024年度には，診療報酬・介護報酬のダブル改定が
行われます。このタイミングで，双方の仕組みの連結を完成させ
るというビジョンがあるのは間違いありません。
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　となれば，2024年度の介護報酬改定は，今
回の診療報酬改定を受けての「介護と医療の連
結の総仕上げ」となる可能性は高くなります。
中でも，介護側から見た「対医療連携の要（か
なめ）」となる居宅介護支援では，現場のケア
マネジャーの実務に再び大きな改革が訪れるこ
とも考えられます。
　これらの点を頭に入れつつ，今回の診療報酬
改定の項目の中から，ケアマネジャーとして特
に注目したい点をまず取り挙げます。

ケアマネジャーの対医療連携 
実務のどこに影響がおよぶか？

　ケアマネジャー実務と医療のかかわりを整理
すると，おおむね次のようになります（図１）。

①ケアプラン作成時における 
医療情報の取得

　ケアプランを作成する際に，主治医から必要
な情報を受け取ったり，要介護認定にかかる主
治医意見書の内容について開示請求を行ったり
します。情報提供を行う主治医については，診
療報酬による診療情報提供料が発生します。

②利用者の平時からの状況にかかる 
対医療連携

　モニタリングなどの際にケアマネジャーが把
握した利用者の状態など（訪問介護事業所から
受け取った口腔や服薬の状況含む）にかかる情
報を，主治医や歯科医師，薬剤師などに提供し
ます。

利用者のケアプラン作成
•主治医から医療情報取得
•サ担会議に主治医出席を要請
（2021年度介護報酬改定でICT開催可能に）

利用者の入院時に，医療機関に必要な情報を提供
「入院時情報連携加算」
•入院から３日以内→区分Ⅰ
•入院から７日以内→区分Ⅱ

利用者の退院時に，医療機関との情報共有
（カンファレンス参加含む）

「退院・退所加算」

平時からのモニタリング情報等を医療職に提供

利用者の通院時に同行して主治医と情報連携を
図った場合の通院時情報連携加算

ケアマネジャー側の実務（対医療連携加算など） 診療報酬側での対応

診療情報提供料１
入院中からの情報連携については
介護支援連携指導料の算定も

入退院支援加算
「退院困難な要因を有している患者の抽出」

•入院から３日以内→区分１
•入院から７日以内→区分２

入院時支援加算
（入院前からのケアマネジャーとの連携可能性も）

退院時共同指導料２

オンラインによる対医療連携が
原則となる時代に！？

今改定で設けられた
「外来在宅共同指導料」

（図２参照）との関連に注意

POINT１

「退院困難な要因」に
ヤングケアラーの存在を追加（図３参照）

POINT２

カンファレンスについて
オンライン開催の要件を緩和（図４参照）

POINT３

ケアマネジャーが提供する
情報にも影響が！？

図１●ケアマネジャー実務と診療報酬との関係（ターミナル期を除く）
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③利用者の通院時における対医療連携

　2021年度の介護報酬改定で，利用者の通院
時にケアマネジャーが同席し，主治医との情報
連携を図った場合の評価が誕生しました（通院
時情報連携加算）。

④利用者の入院時における対医療連携

　利用者が入院した際，医療機関側に必要な情
報提供を行った場合に入院時情報連携加算が算
定できます。提供時期は利用者の入院から３日
以内，７日以内と２区分評価となっています
が，これは診療報酬側の入退院支援加算におけ
る「退院困難な要因を有する患者の早期抽出」
の日数と連動しています。

⑤利用者の退院時における対医療連携

　利用者が退院する際に，医療機関側の職員と
面談を行った上で必要な情報を入手し，在宅で
のサービス調整を行った場合に，居宅介護支援
事業所側に退院・退所加算が発生します。一方，
医療機関側には，やはり診療報酬上の診療情報
提供料，さらにはケアマネジャーなどとの連携
にかかる介護支援等連携指導料が発生します。
　なお，医療機関が主催するカンファレンス（診
療報酬の退院時共同指導料２・注３の要件とな
るもの）にケアマネジャーが参加した場合，退
院・退所加算の高い区分が適用されます。

⑥終末期の利用者に対する 
ケアマネジメント

　2021年度の介護報酬改定では，退院直後に
利用者が死亡し，在宅でのサービス利用実績が
ない場合でも，一定条件（モニタリング等の必
要なケアマネジメント業務の実施など）を満た
せば居宅介護支援費の算定が可能になりました。
　また，末期がんによるターミナル期のケアマ

ネジメントに対し，主治医との情報連携等を行
うことなどを要件として，居宅介護支援側にター
ミナルケアマネジメント加算が算定されます。

外来診療→訪問診療の 
流れに際しての外来在宅共同指導

　利用者の状態によっては，外来診療→訪問診
療という流れが生じることもあります。その場
合，今回の診療報酬改定が影響する部分はどこ
でしょうか。
　ここで注目したいのが，外来在宅共同指導料
です（図２）。これは，継続して４回以上外来
を受診している患者が在宅医療（訪問診療）に
移行する際，外来と在宅のそれぞれを担う医師
が連携して共同指導や情報共有などを行った場
合に算定されます。在宅側の区分が１，外来側
が区分２となります。
　現時点では，この両医療機関の連携へのケア
マネジャーのかかわりは想定されていません。
ただし，先述の②や③の状況で，外来の医師な
どから「訪問診療への移行」の報告がケアマネ
ジャーにもたらされることが想定されます。
　そうなると，その後の対医療連携の相手や，
訪問診療が入ることによるケアプランの一部見
直し（少なくとも第３表）が必要になることも
あるでしょう。となれば，医師同士の共同指導
の時点でケアマネジャーがかかわることが必要
になってくることも考えなければなりません。
　もっと言えば，2024年度の介護報酬改定で，
居宅介護支援側にも「共同指導への参加」にか
かる何らかのインセンティブが発生する可能性
もあります。退院・退所加算において共同指導
（カンファレンス）への参加が明記されているわ
けですから，「利用者のフェーズ（段階）変化」
における介護側の実務対応に一貫性を求めるの
であれば，論点となってしかるべきだからです。
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　とりあえず，過去に利用者が「外来診療→訪
問診療」などに移行したケースを振り返り，そこ
で対医療連携に関してどのような実務が発生し
ていたかを再確認しておく必要がありそうです。

入退院支援での収集情報に 
ヤングケアラーが加わった

　次に注目したいのが，診療報酬側の入退院支
援加算にかかる見直しです（図３）。先述した
ように，入退院支援加算では，「退院困難な要
因を有している患者の抽出」を「３日以内（区
分１）あるいは７日以内（区分２）」に行うこ
とが要件となっています。
　今回の診療報酬改定では，この「退院困難な
要因」に，ヤングケアラーに関する課題が加わ
りました。具体的には，「家族に対する介助や
看護を日常的に行っている児童等（当事者がヤ
ングケアラー）」であること。もう１つは，「児
童等の家族から，介助や介護等を日常的に受け
ている（ヤングケアラーが介護者である）」こ
と。ケアマネジャーとして押さえておきたいの
は，後者ということになります。

　ちなみにヤングケアラーとは，本来大人が担
うと想定されている家事や家族の世話（介護な
ど）を，日常的に行っている子どものことです。
昨今，大きな社会的課題として認知され，厚生
労働省と文部科学省の共同によるプロジェクト
チームや，全国規模の実態調査などが進んでい
ます。
　もともと「退院困難な要因」の中には，「家
族，同居者からの虐待を受けている（その恐れ
がある）こと」や「生活困窮者であること」な
ど，いわゆる世帯内におけるソーシャルワーク
的な課題が含まれています。今回のヤングケア
ラーについても，こうした課題の一つと位置づ
けられます。
　そして，医療機関側が実態を把握する上で
は，当然ながらケアマネジャーから伝えられる
情報がカギとなります。ケアマネジャーとして
は，これまでも入院時情報連携加算の算定に際
し，「利用者の家族状況」などの情報提供の中
で「ヤングケアラーの存在」を明記してきた
ケースもあると思われます。ただし，「医療機
関側に提供すべき情報」か否かという点で，ケ
アマネジャー側の意識づけには差があったかも

外来診療を継続して
４回以上受診している利用者

2024年度の介護報酬改定で
新たな情報連携加算も！？ 

一定以上の算定が地域包括ケア病棟入院料の算定要件にも

訪問診療医は利用者宅を訪問して
外来医はICTの活用でもOK

ケア
マネジメント

外来医療機関

訪問診療医（在宅医）

担当ケアマネジャー

本人の同意を得て，両医師が共同で
療養上必要な説明・指導を行う

継続的な外来通院が難しくなってくる 外来在宅共同
指導料Ⅱを算定

外来在宅共同
指導料Ⅰを算定

外来・在宅間の協働による療養上指導などがケアプランにも
影響を与える可能性を考えれば新たな「共同指導」への参画
も必要になる

図２●2022年度診療報酬改定「外来在宅共同指導料」について
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しれません。
　これからは，それが「退院困難な要因」とい
う制度上の位置づけがなされました。医療機関
側から確実に求められる情報になったことを意
識すべきでしょう。その上で考えておきたいの
は，2024年度のダブル改定において，入院時
だけでなくさまざまな対医療連携に際して「共
有すべき情報」として位置づけられる可能性が
あることです。
　今からケアマネジメントに際し，「ヤングケ
アラーの存在」に気づいた場合の対処フロー
（どんな機関に，どのような情報を，どのよう
に提供するかなど）のあり方を検討することが
求められます。

対医療連携でのICT活用 
診療側での緩和がさらに

　次に重視したいのは，対医療連携全般を通じ
た課題となる「ICT活用」の推進です（図４）。
　医療機関内では，先述した入退院支援にかか
るものをはじめ，さまざまな多職種カンファレ
ンス（介護など院外の職種も含む）が行われて
います。こうしたカンファレンスについて，「対
面」で行うという原則が外され，「リアルタイ
ムでのビデオ通話」で実施しても「差し支えな
い」とされました。
　また，入退院支援加算１では，一定以上（今
回の改定で20から25に増加）の医療機関や介

【今回の診療報酬改定】ここに，以下をプラス
●家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること
（当事者がヤングケアラー）
●児童等の家族から，介助や介護等を日常的に受けていること
（介護者がヤングケアラー）

患者の状況から判断して
「準じるもの」も含まれる

対象患者が有する「退院困難な要因」

入院にかかる状況

退院後を見すえた状況

生活や家族の状況

•がん，認知症，誤嚥性肺炎等の急性期呼吸器感染症
•緊急入院　　•入退院を繰り返している

•要介護状態の疑いがあるが要介護認定が未申請
•入院前からADLが低下し，退院後の生活様式の再編が必要
•排泄に介助を要する　　•退院後に医療処置が必要

•家族や同居者から虐待を受けている・その疑いがある
•同居の有無にかかわらず，必要な養育・介護を十分に提供できる状況にない
•生活困窮者であること

【入院時情報連携加算様式における関連事項】
※ヤングケアラーに関する情報提供に関連するのは…
●家族構成，および主介護者（年齢含む），キーパーソン
●家族の介護力，およびその特記事項（注意すべき点）　など

当然ながら，ケアマネジャーからの提供情報がカギとなる

対処経過についても医療機関へ
情報提供

●利用者宅において「ヤングケアラー」の存在を察知した場合
❶事業所への報告義務にかかるルールを策定
❷通報するべき機関について整理（行政，包括のほか，児童相談所など）
❸ヤングケアラーの保護等に際しての要介護者へのサービス調整をマニュアル化
例）短期入所施設の確保や養護老人ホーム等との連携など

日常のケアマネジメントにおける「ヤングケアラー」への対処

2024年度改定で，こうした対処が義務化される可能性も…

図３●2022年度診療報酬改定「入退院支援加算」の対象患者の拡大
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護サービス事業所等と，普段から転院・退院体
制についての協議を行うことが要件となってい
ます。これについても，先の「リアルタイムで
のビデオ通話」で行うことが認められました。
　さらに，院内カンファレンスだけでなく，在
宅で行われる在宅患者緊急時等カンファレンス
（介護報酬側で対応するのは，緊急時等居宅カン
ファレンス）についても，「リアルタイムでの
ビデオ通話」による実施要件が緩和されました。
　具体的には，これまでカンファレンス参加者
のうち「２名以上」は患者宅に赴くなどの要件
が設けられていました。これが，患者宅に赴く
のは「１名だけ」でOK（あとのメンバーにつ
いてはICTの活用が可能）とされています。
　ケアマネジャー側にしてみれば，対医療連携
においてはオンラインによる面談が「普通に実
施される」という環境に置かれたことになりま

す。こうしたICT活用については，現状では
ZoomやSkypeが一般的と思われますが，利用
者情報の漏洩などセキュリティ上の課題を考慮
した上で，連携機関と通信環境などについての
調整を行っていくことが必要になるかもしれま
せん。
　もう１つの課題は，ケアマネジャーがオンラ
インによる面談に慣れていないことにより，対
医療機関などとの必要な情報のやり取りにかか
る質が低下する懸念です。主催する医療機関側
の中には，情報提供の間はほかの参加者に
ミュート（消音）操作を求めるといったルール
を定めるといったケースも見られます（質問は
後でまとめてとなる）。
　そうなると，つい確認事項が抜け落ちてしま
うといったことも生じかねません。ケアマネ
ジャーとしては，事業所内での普段の実務（利

退院時共同指導料２の注３および
介護支援等連携指導料にかかるカンファレンス

入退院支援加算にかかる定期的な面会

【改定前】原則対面で実施
必要な場合にビデオ動画開催可能

↓
【改定後】ビデオ動画による開催でも差し支えない

【改定後】参加者のうち１者が在宅に赴けば，それ以
外の参加者はビデオ動画での参加が可能

たとえば，ケアマネジャーの外出先からでも対応できるwi-fiやタブ
レットが装備されているか

厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取
扱いのためのガイダンス」の遵守など

普段からケアマネジャー間でオンライン会議などを行い，情報取得
に漏れがないよう訓練しておく

【改定前】特定の医療機関連携については３回中１
回でビデオ動画での面会可能（それ以外
は，３回すべてビデオ動画で面会ができる）

↓
【改定後】ビデオ動画による開催でも差し支えない

ケアマネジャーとの連携機会が生じるケース

在宅患者緊急時等カンファレンスなど

Ⅰ．事業所のオンライン
環境の整備

Ⅱ．個人情報保護や
セキュリティ強化

Ⅲ．オンラインによる
情報収集の習熟

居宅介護支援事業者として，今から対処したいこと

退院・退所加算にかかるもの

ケアマネジャーの参加も

居宅介護支援事業所も連携対象に含まれる

図４●2022年度診療報酬改定　医療機関におけるICT活用の推進
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用者宅と事業所をつなぐなど）を通じて，オン
ラインコミュニケーションを習熟しておくこと
も必要です。

利用者の退院に際して 
栄養管理情報の拡充も！？

　もう１つ，ケアマネジャーとして頭に入れて
おきたいのが，薬剤師や管理栄養士などとの情
報連携もさらに強化されるという点です。
　たとえば，利用者が入院して手術を受けると
します。今回の診療報酬改定では，その際の周
術期における薬剤師による薬学的管理や管理栄
養士による栄養管理にかかる評価が誕生しまし
た（周術期薬学管理加算と周術期栄養管理実施
加算）。
　また，栄養管理に関しては，特定機能病院へ
の入院患者に対する栄養管理を評価する加算も
設けられています（入院栄養管理体制加算）。
こちらは，入院初日および退院時に算定されま
すが，退院時については「退院後の栄養食事管
理」にかかる指導を行い，「入院中の栄養管理」
に関する情報を他機関に提供することが求めら
れます。

　つまり，手術時の薬剤管理や栄養管理はどの
ような状況だったのか，入院中の栄養管理や退
院後の栄養指導のポイントは何か──こうした
密度の高い情報が，利用者の退院時にケアマネ
ジャーへと伝えられるようになる点に注意が必
要です。
　ちなみに介護保険では，2021年度の介護報
酬改定でさまざまなサービスにおいて管理栄養
士の関与を強化した仕組みや加算がいくつもで
きました。ケアマネジャーとの関連で言えば，
通所系サービスで管理栄養士の配置（外部連携
可）を要件とした栄養アセスメント加算が設け
られています。
　この流れは，2024年度の改定でさらに進む
ことが想定されます。昨今，厚生労働省が「高
齢者の栄養管理」に力点を置く動きが強まって
おり，管理栄養士の関与はともかく，ケアマネ
ジメントにおいても「栄養改善」を強化するた
めの基準改定などが行われることも考えられま
す。こうした点を見すえた時，医療機関との連
携に際しても，今から「利用者の栄養状態」に
かかる共有情報に関して，ケアマネジメント上
でどのように活かしていくのかを検討しておく
必要があるでしょう。

紹介状なしでの大病院などへの 
受診にかかる定額負担見直し

　2022年度の診療報酬改定では，新型コロナ
ウイルス感染症への対応強化などにより，本体
の改定率は＋0.43％となりました（うち，医
科は＋0.26％，歯科は＋0.29％）。この引き上
げ分は，当然ながら患者の窓口負担の引き上げ

にもつながります。
　ただし，患者側の負担増はそれだけではあり
ません。患者側の受診動向によって，さらなる
負担増につながるのが，「紹介状なしで大病院
等を受診する場合の定額負担」についての見直
しです。施行は，2022年10月からとなってい
ます。
　ご存じのとおり，この仕組みは2016年度の

2022年度診療報酬改定で医療費負担など
利用者への影響で考慮したいこと

8 達人ケアマネ  vol.16  no.4



診療報酬改定から実施されています。初診・再
診ともに「（診療所等からの）紹介状なしでの
受診」に対して，「緊急その他やむを得ない事
情（除外要件と言います）」がある場合を除き，
医療機関が患者から一定額を徴収するというも
のです。
　この徴収については，受診先が特定機能病院
や一般病床200床以上の地域医療支援病院の場
合は，医療機関の責務（必ず徴収しなければな
らない）となっています。一方，一般病床200
床以上のその他の病院についても，「選定療養
費」として特別の料金を徴収することができま
す（任意）。
　なお，徴収責務について「定額」としていま
すが，実際は国が定めているのは「最低額」で
す。つまり，対象医療機関によっては，最低額
以上の負担を求めるケースもあるわけです。こ
の点は，後で重要になるので留意してください。
　なぜ，こうした仕組みが誕生したかといえ
ば，高度急性期を中心に医療が高度化する中，
主に急性期を担う特定機能病院などにおいて，
「自病院だけで軽症患者などを幅広く担うこと」
が難しくなってきたからです。
　こうした状況に，国は地域における医療の機
能分化を図ろうとしており，その一環として
「軽症者などはまず身近な診療所などを受診し
てもらう」→「大病院などでの受診が必要な場
合は，そこから紹介状を発行してもらう」とい
う流れへと誘導する仕組みを設けました。それ
が，先の「定額負担」というわけです。
　今回の改定は，上記の誘導策をさらに推進す
ることが目的の一つです。では，具体的に何が
変わったのでしょうか。ケアマネジャーとして
も，担当する利用者から「変更点」の説明を求
められる可能性があります。施行はまだ先です
が，今からポイントを押さえておきましょう。

初診で最低でも2,000円増 
それ以上の負担増の可能性も

　見直しのポイントは大きく分けて３つありま
す（図５）。第１に「定額負担の金額が引き上
げられること」。第２に「定額負担を求める患
者についての保険給付（診療報酬）が控除され
ること」。第３に「定額負担の責務の対象とな
る医療機関の範囲が，医療法の改正に伴って広
がること」。第４に「除外要件の一部が見直さ
れること」です。
　まずは，「定額負担（先に述べたとおり，徴
収責務の最低金額）の引き上げ」ですが，今回
の診療報酬改定では次のようになりました。
【初診の場合】
●医科　改定前5,000円→改定後7,000円
●歯科　改定前3,000円→改定後5,000円
【再診の場合】
●医科　改定前2,500円→改定後3,000円
●歯科　改定前1,500円→改定後1,900円
　初診の場合で，医科・歯科ともに2,000円の
引き上げとなります。患者側としては，決して
少ない負担ではないでしょう。注意したいの
は，先に述べたように，これはあくまで「最低
金額」だという点です。そして，第２の見直し
が絡むことで，さらに引き上げ額が増える可能
性があります。
　その第２の見直しとなる「保険給付の控除」
ですが，こちらは次のようになります。
【初診の場合】
●医科　200点　　●歯科　200点
【再診の場合】
●医科　50点　　●歯科　40点
　初診の場合，少なくとも生じるのが200点程
度なので，それに合わせたことになります。つ
まり，医療機関側としては初診料分がまるまる
控除されるわけで，定額負担をさらに引き上げ

9達人ケアマネ  vol.16  no.4



るというインセンティブが働くことになります。
　ちなみに，診療報酬を審議する中央社会保険
医療協議会（中医協）で提示されたデータによ
れば，今回の診療報酬改定前の徴収額が6,000
円未満であった医療機関は95％以上にのぼり
ます。今回の控除の仕組みにより，最低額より
もかなり高い金額の徴収が進むことが考えられ
るわけで，これにより「紹介状なしでの受診」
を抑制する狙いがあるわけです。

定額負担の除外要件も 
厳格化が図られている

　この負担増に加え，第３の見直しでは「定額負
担の対象病院の範囲」が広がりました。それが，
2021年の医療法改正によって定められた「紹介

受診重点医療機関」です。別称は「医療資源を重
点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療
機関」となっています。この医療機関のうち，
一般病床200床以上が新たに対象となります。
　具体的にどのような医療機関かというと，が
ん患者に対する手術前後の外来や，外来による
がん治療等（化学療法や放射線治療など）を手
がけているというイメージです。いずれも，医
療資源を重点的に活用したり，高度な医療機
器・設備を必要とするもので，地域においては
難易度の高い治療を基幹的に担う医療機関とい
う位置づけです。
　200床以上の医療機関のうち，現行で対象と
なっている特定機能病院や地域医療支援病院
は，「その他の病院」とほぼ同数です。今回の
見直しによって，この「その他の病院」に定額

【現行】
●特定機能病院（※１）
●一般病床200床以上の地域医療支援病院（※２）

【改定後の追加】
医療法改正で定められた紹介受診重点医療
機関のうち一般病床200床以上

【初診】●医科・歯科　ともに200点　　【再診】●医科　50点　●歯科　40点

実際の負担額はさらに引き上げも

【仕組みの概要】（2016年度より）
診療所等による紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した場合
受診先の医療機関は，患者から「定額徴収」を行うことを責務に

（「救急患者である」場合などの除外要件あり）

【改定前】●医科　5,000円　　●歯科　3,000円 【改定後】●医科　7,000円　　●歯科　5,000円

見直し❶　定額負担（最低金額）の引き上げ
（以下，初診の場合の例）

見直し❷　保険給付からの控除（新設）

見直し❸　定額負担の対象医療機関の拡大

2022年度の診療報酬改定による見直し（除外要件の見直しは除く）
※施行は2022年10月より

2,000円UP

※１…高度先端医療に対応する病院として厚生労働大臣の承認を受けたもの
※２…かかりつけ医等への支援など地域医療を支える機能を有した病院として，都道府県知事の承認

を受けたもの

図５●「紹介状なしで大病院などを受診した場合の定額負担」についての見直し
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負担のエリアが相当数食い込むことが考えられま
す（なお，公立病院にかかる条例整備を考慮して，
新たに「紹介受診重点医療機関」となってから
６カ月間は，定額徴収の義務は猶予されます）。
　さらに，もう１つの見直し点である「除外要
件」もチェックしておきましょう。そもそも
「除外要件」には，ⓐ定額負担を「徴収しては
ならない」ケースと，ⓑ「徴収しなくてもよい」
ケースがあります。ⓐは「救急患者」や「無料
低額診療の対象患者」などが，ⓑは「自施設の
他の診療科を受診している患者」などがそれぞ
れ該当します。
　今回見直しの対象となったのは，ⓑです。た
とえば初診の場合，「自施設の他の診療科を受
診している患者」について「院内紹介を受ける」
ことが明記されました。また，ⓑでは，「その
他，その医療機関が直接受診する必要性を認め
た患者」という項目があります。ややあいまい
な定義ですが，この部分についても「急を要し
ない時間外の受診」など，患者都合による受診
は認められないことを明確にするといった見直
しも行われています。
　いずれにしても，ⓑの除外要件ついての厳格
化が図られたわけで，定額徴収の範囲を広げる
という方向性が反映されていると言えます。

利用者への説明・サポートについて 
配慮したい点は？

　この見直しが施行されるのは，先に述べたよ
うに2022年10月です。注意したいのは，この
タイミングに合わせて昨年の改正健康保険法の
一部が施行されることです。具体的には，後期
高齢者のうち一定以上の所得がある人の窓口負
担が１割から２割へと引き上げられます。
　つまり，介護保険の利用者も多い後期高齢者
にとっては，場合によって「ダブルの負担増」

となる可能性があるわけです。もちろん，「か
かりつけ医から紹介状をきちんととって受診す
れば問題ない」と思われるかもしれません。し
かし，さまざまな状況により，今回の負担増の
影響を受けるケースがあることも想定しておく
べきでしょう。
　たとえば，健康へのさまざまな不安が募りが
ちな利用者の中には，「今受診している病院が
信頼できるのか」という心理も生じやすくなり
ます。その場合，知人からの口コミなどに影響
されて，いきなり「定額負担」が求められる大
病院に赴くなどの受診行動が生じる可能性もあ
ります。
　ただし，情報提供だけでは解決できない問題
もあります。先のような健康不安からの「主治
医不信」のような状況（もちろん，意思疎通の
不足からの誤解も考えられる）が生じるとなれ
ば，対医療連携の一端を担う立場から，利用者
と主治医との間の意思疎通の橋渡しをどのよう
に図っていくかという点も，大きな課題となる
でしょう。
　また，厚生労働省に寄せられたパブリックコ
メントの中には，「開業医が少ないへき地等の
中核病院も対象となるため，受診抑制につなが
り重症化を招く」という懸念も上がっていま
す。そうした地域の実情も考慮した上で，地域
の多様な職能団体間（行政も含む）のネット
ワークを強化し，利用者が大病院等受診のため
の紹介状を取りやすいような環境を整える必要
もあります。
　いずれにしても，利用者への事前の情報提供
を通じ，「本人・家族の受診動向にどのような
影響を与えるか」について，今からリサーチを
進めていくことが求められます。
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