
 
 

2021 年 9 月 2 日 
 
日本病院会 会員病院 各位 

 
 

一般社団法人 日本病院会 
 

令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査 

（令和３年度調査）について（改めてのご協力のお願い） 
 

平素より当会諸事業にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
標記調査につきましては、令和 3 年 8 月 10 日付で調査の対象となった各会員病院の

皆様にご協力のお願いをいたしましたが、今般、厚生労働省から委託を受け調査を実施

する PwC コンサルティング合同会社より、下記内容のハガキにより改めてのご協力依

頼が未回答の調査対象医療機関宛に送付されております。ハガキを受け取られた各会員

病院の皆様におかれましては、ご多用の折、大変恐縮でございますが、本調査の趣旨を

ご理解の上、ご協力賜りますよう、何卒お願い申し上げます。 
 

記 
 

令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和３年度調査） 

 

「○○○○○○○○○○○○○○○○○○調査」 

調査へのご協力のお願い 
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、先般お願いを申し上げました標記の調査につきまして、ご協力をいた

だき、誠にありがとうございます。 

本調査の結果は、中央社会保険医療協議会における診療報酬改定の結果検証に係る議論のための大変重要な資料となります。 

つきましては、重ねてのお願いとなりますが、現時点でお手元に調査票をお持ちの場合には、調査票へのご回答およびご投函頂きたく

お願い申し上げます。すべての回答が困難な場合は、可能な範囲だけでもご回答いただけますと幸甚に存じます。なお、回答期限を 令

和３年９月１７日（金）に延長しております。また、回答期限を過ぎる場合でも回答を受け付けておりますので、調査にご協力いた

だける場合には、ぜひご回答いただけますと幸甚です。 

 

なお、本状と行き違いでご返送を頂いた場合には、何卒ご容赦下さいますようお願い申し上げます。ご協力頂きましたことに心より御

礼申し上げます。 

ご多用の折、また、新型コロナウイルス感染症への対応にご尽力されている中で、ご負担をおかけいたしますことに、大変恐縮してお

ります。何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。                       

敬具 

 

【連絡先】 

「診療報酬改定結果検証に係る特別調査」事務局 
  〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-2-1 Otemachi One タワー 

  PwC コンサルティング合同会社 

  E-mail ：【調査へのお問合せ先】jp_cons_kensho2021_01@pwc.com 

    【電子調査票の送付先】jp_cons_kensho2021@pwc.com（受信専用） 

電子調査票の入手元 ：https://www.kensho2021.jp 

※患者票では電子調査票を掲載していますが、電子メールでの提出は受け付けていません。 

※電話は混み合う場合もございますので、E-mail でご連絡いただけますと幸いです。 

E-mail でご回答を差し上げるか、折り返し、弊社担当者からお電話をさせていただきます。 

TEL：0120-947-259（受付時間 10：00～17：00、土日・祝日除く） 

 

以上 



 
 

 
 

令和 3年 8月 10 日 

 
 
日本病院会 会員病院 各位 
 
 

一般社団法人 日本病院会 
 
 

令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査 

（令和３年度調査）について（ご協力のお願い） 
 
 

平素より当会諸事業にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今般、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会（以下、中医協）に

おける診療報酬改定結果検証部会のもと、令和２年度の診療報酬改定による影響等を

検証するために、特別調査が実施されることになりました。 

本調査の結果は、中医協における診療報酬改定の結果検証に係る議論のための大変

重要な資料となります。 

なお、本調査業務は、厚生労働省より委託した業者により、調査対象施設に対して、

後日、調査票が送付されることを申し添えます。 

調査の対象となった各会員の皆様におかれましては、ご多用の折、大変恐縮でござ

いますが、本調査の趣旨をご理解の上、ご協力賜りますよう、何卒お願い申し上げま

す。 

 

 

別添 令和２年度に実施する令和３年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査 

の概要 

 



 

 

令和２年度に実施する令和３年度診療報酬改定 

の結果検証に係る特別調査の概要 
 

１．件名 

 令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和３年度調査） 

 

２．調査目的 

 中央社会保険医療協議会における診療報酬改定結果検証部会のもと、令和２年度の診

療報酬改定による影響等を検証するために特別調査を実施し、診療報酬改定の結果検証

のための資料を得ることを目的とする。 

 

３．調査の概要 

（１）かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査（その２） 

①調査の概要 

令和２年度診療報酬改定において、かかりつけ医機能をより一層推進する観点から、

地域包括診療加算、地域包括診療料等の要件の見直しや診療情報提供料（Ⅲ）の新設等

が行われた。さらに、外来における効果的・効率的な医学管理や、医薬品の適正使用を

推進する観点から、ニコチン依存症管理料の算定要件等の見直し、生活習慣病管理料の

療養計画の様式等の見直し等が行われるとともに、医療におけるICTの利活用を推進す

る観点から、オンライン診療料の算定要件等の見直し等が行われた。本調査では、改定

に係る影響や関連した取組の実施状況等について調査・検証を行うことを目的とする。 

 

②調査対象及び調査客体 

【施設調査】 

 オンライン診療料

届出施設 

オンライン診療料 

未届出施設 

①機能強化加算届出施設 700施設 700施設

 （うち）地域包括診療料届出施設 26施設 11施設

（うち）地域包括診療加算届出施設 242施設 275施設

（うち）在宅療養支援病院 54施設 64施設

（うち）在宅療養支援診療所 367施設 344施設

（うち）ニコチン依存症管理料届出施設 11施設 6施設

②機能強化加算未届出施設 700施設 700施設

合計 2,800施設 

 

 



 

 

【患者調査】 

 オンライン診療料

届出施設 

オンライン診療料 

未届出施設 

かかりつけ医機能

に関する意識調査 

1施設につき8名 

①機能強化加

算届出施設 

250施設 450施設

②機能強化加

算未届出施設

250施設 450施設

オンライン診療に

関する意識調査 

1施設につき6名※ 

①機能強化加

算届出施設 

450施設 250施設

②機能強化加

算未届出施設

450施設 250施設

※オンライン診療を行っている患者、電話診療を行っている患者、いずれも行っていない患者 各 2 名 

 

③スケジュール 

８月１０日以降順次 調査票発送 

 

（２）精神医療等の実施状況調査（その２） 

①調査の概要 

令和２年度診療報酬改定において、地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高

い精神医療を評価する観点から、退院時共同指導に係る評価の新設、多職種による

相談支援・指導に対する評価の新設、精神科在宅患者支援管理料に係る要件の見直

し等が行われた。また、外来患者に対する精神医療については、多職種による相談

支援・指導について評価の新設等が行われた。本調査では、改定に係る影響や、関

連した取組の実施状況等について調査・検証を行うことを目的とする。 

②調査対象及び調査客体 

【病院調査】 

・精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料

の届出病院約 500施設（悉皆） 

【診療所調査】 

・精神科退院時共同指導料、精神科在宅患者支援管理料、療養生活環境整備指導

加算、精神科デイ・ケア等（※）の届出診療所のうち、無作為抽出した診療所 500

施設 

※精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア 

 

【患者調査】 

  上記診療所において、精神科退院時共同指導料の算定患者 2名、精神科デイ・

ケア等の算定患者 2名、精神科訪問看護・指導料の算定患者 2名 

上記合計 3,000 人 



 

 

③スケジュール 

８月１０日以降順次 調査票発送 

 

（３）医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況

調査（その２） 

①調査の概要 

令和２年度診療報酬改定において、地域医療の確保を図る観点から早急に対応が

必要な救急医療体制等の評価や、医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善

する取組の評価等を行った。また、情報通信機器を用いたカンファレンス等の実施

がさらに進むよう、要件の見直し等を行った。本調査では、医療機関における勤務

環境改善の取組状況等について調査・検証を行うことを目的とする。 

②調査対象及び調査客体 

【施設調査】 

・地域医療体制確保加算を届出している病院 500件、地域医療体制確保加算の届

出病院以外で医師事務作業補助体制加算を届出している病院 500 件、地域医療

体制確保加算、医師事務作業補助体制加算のいずれも届出していない病院 500

件 合計 1,500 施設 

【医師調査】 

・施設調査の調査対象病院に１年以上勤務する常勤医師を対象とし、１施設につ

き４名の医師（診療科：外科、内科、その他診療科から１名以上ずつ） 

【看護師長調査】 

・施設調査の調査対象病院の病棟の中から選定した病棟に１年以上勤務する看護

師長を対象とし、１施設につき５名の看護師長（病棟：一般病棟２名、療養病

棟１名、精神病棟１名、特定入院料１名） 

【薬剤部責任者調査】 

・施設調査の調査対象病院の薬剤部責任者１名 

③スケジュール 

８月１０日以降順次 調査票発送 

 

（４）かかりつけ歯科医機能の評価や歯科疾患管理料の評価の見直しの影響及び歯科疾患

の継続的管理等の実施状況調査 

①調査の概要 

    令和２年度診療報酬改定において、歯科医療機関における院内感染防止対策を推進

する観点から、歯科初診料及び歯科再診料の引き上げを行うとともに、院内感染防止

対策に関する施設基準についての見直しを行った。 

また、歯科疾患の重症化予防に関する継続的な管理を推進するため、歯科疾患管理



 

 

料の初診の属する月及び長期管理時の評価の見直しを行うとともに、歯周病安定期治

療の対象となっていない歯周病を有する患者に対する評価を新設した。 

これらの見直しを踏まえ、歯科疾患の継続的管理の状況やかかりつけ歯科医機能等

を検証するため調査を行う。 

②調査対象及び調査客体 

【施設調査】 

 ①かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 2,000 施設 

 ②かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所以外の歯科診療所 1,000 施設 

 上記合計 3,000 施設  

【患者調査】 

上記①の受診患者で歯科疾患管理料を算定した患者２名 

上記②の受診患者で歯科疾患管理料を算定した患者２名 

③スケジュール 

８月１０日以降順次 調査票発送 

 

（５）かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査 

①調査の概要 

    令和２年度調剤報酬改定において、薬剤師のかかりつけ機能の推進のため、重複投

薬解消の取組の評価、地域支援体制加算の要件の見直し、同一薬局の利用推進のため

の評価の見直し等を行った。また、対物業務から対人業務への構造的な転換を促進す

るため、薬局が医療機関と連携して行う調剤後のフォローアップの評価や調剤料及び

効率的な経営を行う薬局の調剤基本料の適正化等を行った。そのほか、薬機法改正に

より実施可能となったオンライン服薬指導の評価の新設等を行った。 

これらを踏まえ、改定に係る影響やかかりつけ薬剤師・薬局の取組状況等について

調査を行う。 

②調査対象及び調査客体 

【保険薬局調査】 

・地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局 1,000施設 

・地域支援体制加算の届出を行っていない保険薬局 1,000施設 

【診療所調査】 

・地域包括診療料の届出施設（悉皆） 

・地域包括診療加算の届出施設の中から無作為抽出した診療所 

・小児かかりつけ診療料の届出施設の中から無作為抽出した診療所 

上記合計 1,000施設 

【病院調査】 

 ・特定機能病院（悉皆） 

    ・地域包括診療料の届出施設（悉皆） 



 

 

・上記を除く病院の中から無作為抽出した施設 

上記合計 1,000施設 

【患者調査】 

・保険薬局調査の対象施設に調査期間中に来局した患者2 名 

（かかりつけ薬剤師指導料に同意している患者1 名＋かかりつけ薬剤師指導料に 

同意していない患者1名） 

 ③スケジュール 

８月１０日以降順次 調査票発送 

 

（６）後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査 

①調査の概要 

令和２年度診療報酬改定で実施された後発医薬品の使用促進策により、保険薬局

における一般名処方の記載された処方箋の受付状況、後発医薬品の調剤状況や備蓄

状況、保険医療機関における一般名処方の実施状況、後発医薬品の使用状況や医師

の処方などがどのように変化したかを調査するとともに、医師、薬剤師及び患者の

後発医薬品に対する意識について調査を行う。 

②調査対象及び調査客体 

【保険薬局調査】 

・全国の保険薬局のうち、無作為抽出した 1,500 施設 

【診療所調査】 

・保険医療機関のうち、無作為抽出した診療所 1,500 施設 

【病院調査】 

・保険医療機関のうち、無作為抽出した病院 1,000 施設 

【医師調査】 

・病院調査の対象施設で外来診療を担当する医師のうち、1 施設につき診療科の

異なる医師２名 

【患者調査】 

・保険薬局調査の対象施設に調査日に来局した患者のうち、１施設につき２名 

・直近 3 か月間で保険薬局に処方箋を持って来局した患者のうち、無作為抽出し

た 1,000 名 

③スケジュール 

８月１０日以降順次 調査票発送 

 

４．調査委託業者 

PwCコンサルティング合同会社 
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