
在宅医療に関する北信越ブロック共同調査 2020 

2021年 1月 20日作成 

 北信越ブロック５県の保険医協会・医会では、在宅医療点数に関する会員アンケートを実施した。以

下、集計結果を掲載する。 

◇アンケート実施期間 2020年 10月～2021年 1 月 

◇回答数 242件（新潟 106、富山 49、石川 52、福井 11、長野 24の各県合計） 

 

１ 複数医療機関の訪問診療（在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の２） 

(1) 自院で訪問診療している患者について他医療機関へ訪問診療の依頼をしたことがあるか、または依頼

を受けたことがあるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) (1)で「ある」と回答した場合、①月２回以上の訪問診療や、②６カ月を超えた訪問診療の必要な

患者がいたか。 

 

 

 

 

 

 

 

具体例 

①月２回以上の訪問診療 

・皮膚疾患の頻回の処置のため（４件）（褥瘡処置のため、頻回の往診を要したため（外科）／皮膚科

で頻回の処置を要した（内科）／皮膚疾患の方で効果判定や生検に基づく治療のため（内科）／皮

膚の処置や疼痛処置など（内科）） 

・神経難病患者の処方変更と評価調査で月 1回では足りず（内科） 

・感染症や緑内障が落ち着いていないため（眼科） 

・尿路カテーテルトラブルがよく起こるため管理が必要（泌尿器科） 

・状態不安定（内科） 

・病状の変動が大きくて、治療の変更の可能性がある（内科） 

②６カ月を超える訪問診療 

・慢性疾患全てで、１人の医師で診療は無理と思う（内科） 

ある, 

30, 

12.4% 

ない, 

202, 

83.5% 

無回答, 

10, 

4.1% 

いた, 

9, 

30.0% 
いない, 

21, 

70.0% 

月２回以上の訪問診療 
いた, 

6, 

20.0% いない, 

24, 

80.0% 

6カ月を超えた訪問診療 



・脳梗塞で寝たきりのため（内科） 

・レビー小体病で進行性である（神経内科） 

・緑内障やドライアイ、睫毛乱生など慢性疾患があったため（眼科） 

・在宅での胃瘻交換のため、半年に１回の訪問が必要（内科） 

・カテーテル（尿路）の管理が必要（泌尿器科） 

 

 

２ ２つ以上の在宅療養指導管理 

(1) 自院で２つ以上の在宅療養指導管理を行っている患者の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜具体例＞ 

 自己注射＋ 

持続陽圧 

自己注射＋ 

在宅酸素 

自己注射＋

自己導尿 

自己注射＋

寝た処置 

在宅酸素＋ 

人工呼吸 

在宅酸素＋ 

中心静脈 

3つ以上の

管理※1 
その他※2 

合計 21 5 2 2 5 5 3 8 

※１ ３つ以上の管理 

自己注射＋在宅酸素＋持続陽圧、在宅酸素＋自己導尿＋寝た処置、自己注射＋在宅酸素＋中心静脈栄養 

※２ その他（いずれも回答数は１件） 

在医総管+（持続陽圧、在宅酸素、人工呼吸、気管切開、悪性腫瘍、他） 

半固形栄養＋気管切開、中心静脈栄養＋悪性腫瘍、中心静脈栄養＋気管切開、在宅酸素＋α 

自己注射＋中心静脈栄養、自己導尿＋持続陽圧、在宅酸素＋持続陽圧 

 

 

(2)  ２つ以上の在宅療養指導管理を行っている場合、在宅療養指導管理料は１つのみの算定となるル 

ールについてどう思うか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる, 

56, 

23.1% 
いない, 

178, 

73.6% 

無回答, 

8, 3.3% 

不合理, 

86, 

35.5% 

妥当, 

12, 

5.0% 

どちら

とも言

えない, 

80, 

33.1% 

無回答, 

64, 

26.4% 

不合理, 

34, 

60.7% 

妥当, 3, 

5.4% 

どちらと

も言えな

い, 16, 

28.6% 

無回答, 

3, 5.4% 

自院で２つ以上の在宅療養指導管理を行っ
ている患者が「いる」と回答した医療機関 

全体 



理由 

不

合

理 

（在宅療養指導管理料に材料費が含まれており、持ち出しとなる）13 件 

・持ち出し材料（注射用水など）が多く請求されたりすることが多いので、管理をしていても材

料がいっぱい出るのは採算が合わないと思う。 

・在医総管+在宅人工呼吸管理+在宅酸素+在宅気管切開など、医療処置が多いのに、高い点数（在

医総管+在宅人工呼吸管理）しかとれないと持ち出しあり。 

・材料を提供しなければならない時、一つの管理料で二つ以上該当となる材料を渡す日は、コス

ト面で厳しいため 

・必要物品代が管理料に含まれるため、複数の管理料が算定できなければ個人医療機関では診療

が困難となる。 

・医院の持ち出しになる。 

・薬剤・材料を算定できないため持ち出しとなる。 

・足が出るとまではいかないものの、物品の使用によっては利益が減るのでは（イコール治療に

影響が及ぶことも） 

・材料費等のまるめ指導の場合、逆ザヤになる可能性あり 

・医療材料も指導料に含まれており算定できないため 

・そもそも加算だけでは物品類の費用はまかなえない。管理料が２つ以上の管理が必要なのにも

関わらず、加算のみの算定だと医は仁術だという精神論の押しつけにもなりうる。 

・CPAP導入の方は治療器加算、材料加算が医療機関には残らないため 

・物品や機器レンタル料が発生するから 

・全く異なることなのに１つにまとめるのはおかしい。それぞれについて材料費、機器レンタル

費などがかかり患者によっては足が出る 

（異なる指導管理を行っているため）32件 

・在宅酸素療法とインスリン注射を行っている場合、両者の手間がかかるので各々算定できるよ

うにしてほしい。 

・管理の内容が違うので算定できるとよい。 

・労力が 2倍かかるので 

・管理を行っているのに一つしか取れないというのは点数的に不合理と思います。 

・それだけ手間もかかるのだから、管理料は二つ以上とれるようにすべきです 

・どちらもかなり時間をかけて診療を行っている。診察時、印刷物を毎回渡し、説明をしている。

スタッフの手間も大きい。 

・行った指導に対応した算定が合理的。減額はあっても妥当。 

・指導内容が異なる場合は、それぞれ指導管理を算定すべきと思います。 

・全く異なる疾患に対しての在宅指導の場合は、全く違う指導をするので、大変不合理と思いま

す。 

・それぞれの管理で異なるので複数の管理料が発生するのはあたりまえ。 

・それぞれ別の指導、管理を行っているのに片方しか評価してもらえないため 

・実際指導しているのに一つしか取れないのはおかしい 

・２つ以上行っているのに、１つしか算定できない理由は？どちらも必要として、適切な管理を

しているはずです。 

・別物だから 



・時間がとられるから 

・それぞれ療養管理しているため 

・必要な管理については請求できるのが本来と思う。 

・それぞれの患家が独立した個別の管理を要するという単純な理屈による。 

・そもそも別の状態（病態）に対する点数であるから 

・指導しているのに指導料が算定できないのは理不尽 

・2種類の管理はそれぞれ全く別のものであり、管理の負担は 2倍 

・それぞれの在宅療養指導管理をしているのに請求は 1つのみは不合理 

・両疾患ともに状況を把握し、それぞれについて説明しているから 

・指導管理を行っても 1つのみの算定には納得がいきません 

・それぞれ管理、指導を行っており、時間もかかる 

・異なる管理をしているので管理料も複数算定すべきと思います 

・全く別の疾患であることも多く、１つのみの算定の定義が不明 

・２つやっているから 

・それぞれ異なる医師が治療を行ったのに一方しか算定できないので 

・異なる指導をしているのに１つしか算定できない為 

・現状に即していない 

・別々の指導管理を行っていれば重複して算定していいと思う。 

（その他） 

・中心静脈と麻薬の持続皮下などポンプを２台使用する場合にポンプ加算は２倍とれない 

・一般処置料が在医総管に含まれており、2つ以上重なると持ち出しが増える 

妥

当 

・在宅酸素療法の場合、在医総管に加えて酸素関連の点数が算定できるので問題ない 

・現状でいいと思う 

ど

ち

ら

と

も

言

え

な

い 

・1つしか認められないのは不公平と思うが、（片方がサービスみたいなので）あまり医療費が上が

るのもよいとは言えないので、せめて減算とかで認めてほしい。 

・材料費分が算定できるので逆ざやにはならないが、できれば２つ算定できてもよいのではないか 

・行っている診療行為に対して、各々で算定したいところではありますが、在宅関連の個々の点数

が高いことを考えると窓口での患者負担がこれ以上高額になるのは診療自体に影響が出ると考え

ます。公費の整備が優先であると考えます。 

・２つ算定すると医療費が高くなり、患者負担も増えると考える 

・やはり旗振り役は一つの方がよいのでは？よって自院だけの場合は全てを管理しているという意

識の下でやっていくべきでは。 

・算定をしていないのでわからない（４件） 

 

 

３ 在宅自己注射指導管理料の導入初期加算 

 2020年度改定により、注射薬変更時に導入初期加算を 

算定できなくなった患者がいたか。 

 

 

いた, 

10, 

4.1% 

いない, 

224, 

92.6% 

無回答, 

8, 3.3% 



製剤の変更事例や変更理由 

・ランタス→ランタス XR、ランタス XR→トレシーバ 

・ランタス（1回/日）→ライゾデグ混合注（2回/日） 

・多数あり  ・血糖コントロール不良 

 

 

４ 在宅自己注射指導管理料の導入前の２回の指導要件 

 著しい高血糖など、 初診時から自己注射を開始すべき状態の患者がいるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初診から自己注射を開始すべき事例 

（著しい高血糖） 

・高血糖症状が強い（入院すると失職する・夜勤できない）。HbA1c14~16%台。尿アセトン体（４+）

で体調不良。インスリン依存状態が疑われる 

・高血糖（500mg/dl 以上）で尿ケトン陽性の方が紹介されることもあります 

・高血糖、尿ケトン体陽性など必要と考えられるとき 

・検(健)診による病気の発見、体調不良による病気の発見 

・HbA1c14％、随時血糖値 400台など。糖尿病専門医なので稀ならず受診されます 

・HbA1c8～9%の人 

・著しい高血糖  ・高血糖ですぐに導入したい人はいます  ・高血糖  ・重症者 

・著しい高血糖、ケトーシス、1型糖尿病と判断される場合など 

・健診で DMを指摘されていたが医療機関に受診せず、自覚症状が出てから急に受診。／他医療機関

に受診していたが、治療継続できず悪化。自覚症状が出現、慌てて受診 

・HbA1c12％台、BS300mg/dl～400mg/dl の人が、自覚症状なく検診で指摘されて来院する。２～３

か月に１人位の割合で最近増えている 

・初診時、食後血糖 500以上。尿中ケトン体要請。HbA1c12%以上の患者は年に２～３名いる。その

日、生食+インスリンで治療後、インスリン自己注を開始する 

・HbA1c が 2ケタ以上 

・空腹時血糖 350mg/dl を超える高血糖がある 

・HbA1c10％以上、糖尿病性ケトーシス状態、臓器障害や合併症の進行あり 

・認知症による受診拒否状態であったため糖尿病管理が行われておらず、当院初回介入時の採血にて

著しい高血糖を認めた 

・自己注射を導入していない別医からの紹介。初診時採血で HbA1c 高値であり、訪問診療で２回指導

しばし

ばある, 

10, 

4.1% 
稀にあ

る, 42, 

17.4% 

ほとん

どない, 

177, 

73.1% 

無回答, 

13, 

5.4% 



を実施する時間的余裕がない 

・著しい高血糖、入院を拒否 

・他医から紹介され HbA1c の値が 10．0%以上や血糖値が 300 ㎎/㎗以上などで高血糖により導入を

すぐにしたほうが良い状態の方々が月に 2～3名はいらっしゃると思われます。入院を仕事や家庭の

事情で拒む方が大勢いらっしゃるので、その日から導入が望ましいです 

・高カロリー輸液や胃瘻をしている人の初診時に高血糖だと分かった場合 

・空腹時血糖 500mg/dl 以上の高血糖で脱水なくケトン体（－） 

・HbA1c が 10を超え、血糖が 500以上、脱水症状など 

・①尿ケトン陽性、BS400～500以上。②インスリン治療の中断。③入院できない 

・他院にて治療していた後の高血糖有しての初診など 

・HbA1c＞10以上。全員入院にしています 

・コントロール不能（BS400ｍｍ）の患者がいたが初回に取れない為ためらい、状態が悪くなった 

・著しい高血糖で内服薬での血糖降下を十分に期待ができない場合 

（治療中断） 

・抗 GAO抗体陽性の患者。DM治療を中断していて超高血糖で初診 

・経口血糖降下剤特に SU 剤を含む内服を６か月間自己中断して来院し、HｂA１c14％、尿中ケトン

体（+）のような場合。しかたないので、補液に速効型インスリンを点内注して、血糖値を下げて、

翌日からインスリン自己注射をさせるようにしている。とても困っています。現場を知らない医師が

考えた悪法と思います 

・他院からドロップアウトされ HbA1c12%台等で受診された方 

・しばらくの間、診療を中断している 

（その他） 

・病院・専門医へ紹介する（６件） 

 

 

５ インスリン非投与患者の血糖自己測定 

 服薬のみの患者に対し、血糖自己測定に基づく指導が必要な事例があるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体例 

（血糖値が不安定な患者） 

・糖尿病の前段階の方や食後高血糖の方には自己測定が望ましい 

・シフト勤務、夜勤など食事のリズムが変わる時。シックデイ、低血糖か否かの根拠 

・勤務が３交代制で、血糖変動が激しい 

・食事が不規則になりがちな患者（例 タクシードライバー、コンビニ店主） 

・血糖値の変化が激しい場合 

ある, 

61, 

25.2% 
ない, 

172, 

71.1% 

無回答, 

9, 3.7% 



・血糖不安定（２件） 

・低血糖発作を疑わせる症状、HｂA１c のわりに来院時血糖値が高い or 低い人 

・低血糖が心配される場合 

・しばしば低血糖を起こす患者 

・受診時の血糖は高くないが、HｂA１c が高値 

・空腹時血糖 350mg/dl 以上の高血糖や低血糖を繰り返す 

・反応性低血糖 

・経口剤で血糖コントロールが非常にばらつく患者 

・BS の変動が激しい方、高血糖状態の方 

・著しい高血糖、BS300mg/dl 以上（食後） 

（患者の指導に有用） 

・血糖値が不安定な場合、自己の血糖を自覚させることで治療に役立つ場合など 

・コントロールが悪い事を気付いてもらうため 

・指導にも関わらず検査データ（HbA1c）が改善しない場合 

・自身で血糖を測り毎日状態を自覚してもらうため、可能な限り自己血糖を測ってもらっている 

・空腹時や間食後、食後血糖の上昇を認識させるため 

・食事のカロリー過多を知るため。 

・栄養管理、食事管理が能力的にできないと、CGMのように食べた量を振り返りやすいツールを利用

して改善が見込めると思う 

・HｂA１c が 10.4％が続いている患者さんが、夕方に低血糖様症状が出現するといって、甘い「あめ」

をよくなめると訴えた時、当院の SMBC の機器を貸し出して、チップは自己で購入してもらって、

血糖値を確認させる 

・自己管理が必要な人（苦手な人）に血糖管理はより必要と思われる 

・自己食事管理で血糖スパイクを抑えられる可能性のある比較的理解力のある方 

（インスリンを中止した患者） 

・インスリン離脱直後 

・インスリン製剤を中止し内服薬に切り替えるとき 

・インスリン自己注射を中止し内服薬に変更した症例 

・インスリン療法から離脱できた人、高齢で自己管理できない人 

・状態安定に伴いインスリンを終了することがあるが、しばらくはモニタリングとして BS 測定の実施

が望ましいと感じている 

（インスリン導入が困難な患者） 

・認知症などで連日のインスリン自己注射は不可能だが血糖コントロールが必要なため、内服管理の

上、週 1～2回家族による血糖測定を行っている 

・注射は拒否しても、HbA1c10%以上の人はいます 

・自己注の指導が難しく導入できないが HbA1c が高いため SU剤など多剤併用して管理が必要な方 

・インスリン治療が高額なため、患者希望で内服薬でコントロール 

・やむを得ず内服のみで管理せざるを得ない症例 

・本来インスリン注射必要だが自己注射できず経口剤使用の患者 

・注射導入の必要のあるコントロール不良の人が血糖測定を希望する（内服のみ継続していて） 

（その他） 



・経口血糖降下剤にて治療中であり、他疾患にてステロイド相当量開始予定の場合 

・難治性喘息あり時にステロイド点滴、内服など追加となる例など 

・多剤併用の方など 

・SU剤など服用期間の長い患者に対して必要と思っている 

・ダンピング症候群を有した患者 

・認知症の患者や摂取量が不安定な担癌患者等 

・教育入院後の病診連携で経口剤で自己測定している人 

・SMBG が必要と考えるケース等  ・患者の希望（３件）  ・総合病院からの紹介 

 

 

６ 介護老人保健施設での高額薬剤 

 高額な薬剤費のため施設入所が困難になっている事例があるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体例 

◆サムスカ（７件） 

・入所をどうしても希望され、内服薬中止の了承を得ました（サムスカ錠 7.5ｍｇ）。心不全で亡くな

りました。 

◆抗パーキンソン薬（５件） 

・抗パーキンソン病薬剤関係（抗パ剤は特に薬剤数が多くなっていく傾向にあります） 

・カバサール、ニュープロ  ・ノウリアスト、トレリーフ  ・コムタン 

◆抗凝固薬（４件） 

◆骨粗鬆症（４件） 

・テリボン（テリパラチド）  ・プラリア  ・フォルテオ 

◆アリセプト（３件） 

・アリセプトなどの認知症治療薬は高額のため、入所時に中止させられた例を散見する。 

・以前アリセプトのジェネリックがない時期にアリセプト服用患者が入所を断られたことがある。こ

れは撤廃すべきである。 

◆インスリン（２件） 

◆抗リウマチ剤（２件） 

・アクテムラなど 

◆悪性腫瘍（２件） 

・前立腺癌の注射 

◆ダルベポエチン（１件） 

・糖尿病性腎症による腎性貧血（Cr1.9mg/dL、Hgb3.3g/dＬ）に対して、ダルベポエチン 30ｍｇを２

ある, 

33, 

13.6% 

ない, 

187, 

77.3% 

無回答, 

22, 

9.1% 



週に１回ⅳ開始していたら、施設の方で、その注射を打っている人はダメと言われてしまった。 

◆エリキュース（１件）  ◆イクセロンパッチ（１件）  ◆リバスタッチパッチ（１件） 

◆認知症薬（１件）  ◆肝硬変（アミノレバン）（１件）  ◆ミオコールスプレー（１件） 

◆メマリー（１件）  ◆血友病製剤（１件）  ◆緑内障（キサラタン、ルミガン等）（１件） 

◆SGLT２阻害薬（１件）  ◆高リン血症治療剤（１件）  ◆ビタミンＤ（１件） 

（その他意見） 

・高価な薬は中止するとの通告がある。 

・受け入れがあっても減薬されてしまうことも多い 

・費用ではないが、自己注射困難 

・多数あり（今具体的には思い出せません） 

・薬の種類が多い時にはなるべく減らすようにしている。そもそも入所するから減らすわけではないが 

・入所に際して 90日分ほしいと言われる。入所中の薬剤を処方してもらうために、一旦退所をするよう

に言われる。 

・何剤か併用し結果薬剤費が高い（高血圧、高脂血症、糖尿病、逆流性食道炎など）ため、施設が投薬

を切ってしまった例あり。 

 

 

７ 改善の要望・意見 

＜同一建物居住者・単一建物診療患者の点数が低すぎる＞ 

・有料老人ホーム等から数名往診依頼があり行う場合、２人目以降は往診料でなく初診料又は再診料を

算定というのは、患者に不公平が生じるし、往診料を算定する患者をいつも悩むのでこの制度を見直

すべきである。 

・訪問診療も、各部屋をまわり大変な割には同一建物だと点数が低く、改善してほしい。問２に関して

は、普段訪問診療を行っているＤｒが診断のつかないより専門的な知識が必要なための依頼にもかか

わらず月１回の算定というのは不公平だと思う。 

・人数による施設在総管算定の不合理。往診二人目の算定不可について今後算定可能になるか？ 

・サ高住等の同一建物内での多人数診療時の点数の矛盾を改善していただきたい。ポリファーマシーを

制限する点数等を設置していただきたい 

・同一建物の点数を上げてほしい、２人同時の場合の点数が低すぎる 

・同一建物、単一建物等の管理している患者数で点数が変わることは全て不合理と考える 

・同一施設内の訪問診療料のカットが大きすぎる 

＜材料料・薬剤料が持ち出しとなる＞ 

・CSⅡのレンタル料が、モデルチェンジするたびに高額になり、間歇注入シリンジポンプ加算では赤字

になることがある。備品（チューブなど）も高額で、開業医が CSⅡの患者を何人も引き受けることが

できません。 

・ＰＣＡポンプ（ＣＡＤＤポンプ）のカセット代、輸液セット代、同一建物居住者の訪問診療料の引き

上げ 

・高カロリー輸液と麻薬の PCA ポンプ、もしくは経腸栄養ポンプと高カロリー輸液の併用時など、ポン

プ加算が２つとれないため、全てクリニックの持ち出しとなっている。PCA ポンプの CADD Legacy

のカセット代（1個 3000～4000円）が１ヶ月に１万円以上発生するが算定できない。 

・在宅でマルメになっているため麻薬処方をためらうことがある 



・グルテストセンサーが高額で逆ザヤになっています 

・医療材料（保険算定できるもの）はまるめで算定できないのは何とかしてほしいです。 

＜在宅医療の評価が低い＞ 

・在宅医療は時間を多くとられるので、今の診療報酬では採算が取れない。診療報酬の点数を上げない

と、在宅医療をやめてしまう医療機関が増え、在宅医療を受けることができない患者が増えるだろう。 

・医療行為を在宅や施設にシフトするのであれば、それなりの補償が必要になると思います。立て前だ

けでは、在宅医療は不十分と考えます。また在宅での点滴治療は高額になり、利用者負担が多くなり

困っています。 

・在医総管と処置料の分離。重度褥瘡、難治性潰瘍、人工膀胱、人工肛門、ＩＶＨ、栄養管理等は毎月

必要になる場合もあり。滅菌等必要物品が多数必要 

・訪問診療も往診も増えてきました。しかし、在宅医療をする医療機関は増えてくれません。在宅医療

は、1診療あたりの所要時間が長いので、時間あたりの保険診療収入が少なく、非効率です。非効率で

は医療機関の新規参入は望めないで、私の希望は在宅医療の保険点数を 1.5倍くらいにすることと制度

をなるべく単純にすることです。 

・併設介護施設の点数について、重症の患者や看取り数をもう少し考慮した点数にしてほしい。重症の

ため併設介護施設に入居しているので 

＜制度が複雑＞ 

・難解すぎる。専業~半専業でやらないととてもペイしない。現実には、医師会や保険医会に入会してい

ない全国チェーンがかなりの件数の訪問診療をしていると思われる。実態を知るには、リサーチの方

法を検討すべきか。 

・複雑怪奇 

・介護負担を強いられている家族への手当てが必要と思う。訪問診療月１，２回で指導料が異なるのも

おかしい、統一すべき、指導に変わりはない。 

・在宅医療点数請求が複雑でわかりにくい。在宅医療点数が手厚く、明快になることを希望してます 

・もっとシンプルにすべき。相談窓口を医師会等が設けるべき（県や市単位でなくてもよい）。施設に入

所している場合の取扱いが複雑すぎる（誰もわからない） 

＜医療系サービスは医療保険で＞ 

・訪問看護の医療対象の拡大を希望します。介護保険では単位の都合で困難なケースも多く、せめて特

別指示書で切れ目なく医療の訪問看護が介入できるよう制度の改善を望みます（14日間×2回＝28日、

１カ月中に数日空白期間が生じる） 

・往診を中心に対応している者からすれば在宅の介護など別枠体制でなく、全て外来高齢者保険（医療）

に統一すべき。 

＜その他＞ 

・老健入所の際に３カ月分の処方を求められることがよくあります。老健側の事情はわかりますが、逆

に医療機関側のレセプトが心配です。不条理を感じます 

・施設への訪問看護の回数制限の廃止（導尿が必要な人への十分な提供ができない） 

・小規模多機能居宅介護で通所の日は訪問診療、往診できないルールに困っています。 

・ショートステイへの継続的な訪問診療の依頼が多くあり、往診しか行けない旨を話すが、他の Dｒは

来てくれると理解してもらえない。 



・個人宅の在宅医療、2人とも在宅医療が必要でも 2人目は再診料＋αになってしまいます。2人とも訪

問診療料として算定できない点に疑問 

・膀胱留置バルーンカテーテルについての処置の点数化 

・在宅患者では医師、訪問看護師、訪問介護との連携が必要なため、連絡帳や電話での対応が多々あり

ます。これに対する点数の設定はできないでしょうか。 

・医療系のサービス（訪問診療、訪問リハビリ、訪問看護）が同一日になると利用料金が高い方のみと

れるが、必要なサービスとして介入しているのでとれるようになればよいと思う。 

・インスリン導入時の導入初期加算は５８０点は高額すぎてとりにくい。むしろもっと安く、例えば３

００点くらいにしてもらった方が３回きちんと算定できると考えます。 

・昔往診していた患者さんのほとんどは訪問看護に変わっています。終末期の方を訪問することが多い

のですが、夜間休日も拘束されるため、２４時間体制の在医総を勧めますが、値段が高く、断られる

ことが多くあります。何かあれば訪問看護に連絡し、訪看から連絡を受け、死亡診断に伺います。拘

束がない分、楽をしています。コロナで遠出もしていないので困ったことはありません。コロナがお

さまり遠出するようになったら強く勧めます。 

・在宅医療患者が少ないので、今のところ問題になる事案が発生していないのが現状です 

・特にございません。（高齢医ですので） 

 

 

８ 回答医療機関の診療形態、届出状況等 

 医療機関の類型 
医師の平均年齢 

病院 無床診 有床診 無回答 

合計 16（6.6%） 215（88.8%） 9（3.7%） 2（0.8%） 60.5 

 

 診療科 

内
科 

外
科 

整
形
外
科 

精
神
科 

脳
神
経
外
科 

皮
膚
科 

泌
尿
器
科 

耳
鼻
咽
喉
科 

小
児
科 

眼
科 

消
化
器
内
科 

循
環
器
内
科 

胃
腸
科 

胃
腸
内
科 

心
臓
血
管
外
科 

そ
の
他 

無
回
答 

合計 163 17 14 5 4 5 5 2 3 3 2 3 4 2 2 6 2 

その他…糖尿病内科１、神経内科１、呼吸器科１、婦人科 2、産婦人科１ 

 

 支援診・支援病届出 在医総管届出 

単独型 連携型 上記以外 届出なし 無回答 あり なし 無回答 

合計 
31 

(12.8%) 

36 

(14.9%) 

21 

(8.7%) 

146 

(60.3%) 

8 

(3.3%) 

113 

(46.7%) 

123 

(50.8%) 

6 

(2.5%) 

 

 


