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｢審査支払制度等の見直しに関する要望｣を厚生労働省に提出

平成２４年度全国基金副審査委員長会議(歯科)を開催
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鯵在宅医療へのﾊﾟﾗﾀﾞｲﾑｼﾌﾄに対応するために

社会保険診療報酬支払基金
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医薬品の効能効果を,電子カルテ゜オンライン請求に使われる広
医薬品の効能効果を,電子カルテ･オンライン請求に使われる広
範芯標準傷病名に完全対応１１レセプト点検に卿須の1冊Ⅱ
範芯標準傷病名に完全対応１１レセプト点検に卿須の1冊1１
|最新刊’２０１２年１０月現在の最新の｢添付文書｣｢薬価墓準｣に準拠1１
艤緬、２０１２年１０月現在の最新の｢添付文書｣｢薬価墓準｣に準拠1１
(2012年12月刊予定）
迫Cl密１２月flr迩目jｊ

Ⅵ「

Ｂ画｢て瓜I』_■凸互ﾖﾕﾏ'』伊rF-ﾃⅡⅡ△■＆｣⑪

●、

騨雷

薬剤｡傷病名
別■、
醜■日片再了＆句年Ｓｏｎ■６月

⑬齢

2013

2013早見表
早見表

ﾛ

｡

Ｂ

－戸～■ロゴ‐
■■

■H⑭：

一コマk傘.、，M、－－
－－

“ＢＰＢｐＪｗ

医薬品 に適応する標準傷病名・全一覧
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回制作：ＪＡＰＩＣ(財団法人
■制作：ＪＡＰＩＣ(1M団法人

☆'１W報illi別ごとにフルカラーで分類している☆２０１２年１０月現
☆Iii$報illi別ごとにフルカラーで分類している☆２０１２年１０月現

,日本医蕊怖報センター】
ため，知りたい情報が一目でわかります！在の薬価も収載
ため，知Iﾉたい情報が一目でわかります！在の薬価も収戦,日本医繁怖報センター）
ｌ薦霞・発行：医学通信社
■編集・発行：医学通信社
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■フルカラー
■フルカラー
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■3,400円(税込3570円》
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名I．１１Z子カルテ・オンライン
名｣．勉子カルテ・オンライン
諦求で使われる「標illi嫡名」
講求で使われる「標illi嫡名」
1ｹ：薬,}|,添ｲﾘ文１１|:の「効能効果」
1ｹ：薬,}|,添ｲﾘ文１１|:の「効能効Ⅱ↓」
－その三者三様の名称ボー致
－その三者三様の名称ハー致
が保険,Mi求|:の1,ラブル(行雄
が,保険,iI1i求|:の1,ラブル(盃雄
減点・返灰，Ｉ)ＰＣコーディング
減点・返)た,Ｉ)１，Ｃコーディング
ミス）を柵いています。そのミ
スマッチを本１１１:が解決します！
スマッチを本,11:が解決します1１
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☆医薬,h１，の「効能効果」をオンラ
☆医樂,h１，の「効能効果」をオンラ
イン請求で便川する膨大な「標
ｉＩｉｿIij:iﾉi」に鬼令対応!！そのjlii
ｉｌｌｉｿlij:iﾉi」に定金対応!！その適
繩
応の笈111ﾂﾞ|;を，（ﾕﾉ完全適応する
応の妥当Iﾂﾞ|;を，①定金適応する
１対
応
疾患〔。〕，②妥当性の問い疾
患〔○〕．③判断を要する疾悠
患〔○〕．，判断を要する疾忠
〔△〕－の３１Wi)Wにランク付け。
☆〔△〕－の３１Wi)wにランク付け。
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認一等にフルiiW11できます!！
認一等にフル1Wi川できます!！

【ご注文方法 】（Z） 1.1Ｐ・ハガ キ・ＦＡＸ・趣;儒搾でご 覇101-0051束京都千代田区神田神保町２６十歩ピル
画帳 込111紙ln1』 ↑で沓１３をお送I)します
(料金後払い)。③または７１$店にてご注文｢ﾏさい。
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社会保険診療報酬支払基金

基本理念

在宅医療への
パラダイムシフトに対応するために

私たちの使命

私たちは、Ｍ比の皆繊に１，i畑
される11j〔''１】磯1Nとして、診療

座長:川渕孝一宅=

報酬の「適正な瀞森」と「迅

東京医科歯１１夫索引学院辰歯学総首研究科医療紐育学分野教擴

太田秀樹先王

述な支払」を皿じ、隆|民の｛;ザ

一般社団妄人王国存弔捕蓑＝援勵掠所運絡会事務圃侵

様にとって大切な医療保険制

おや熊城北〃''二勺院長

度を父えます。

大澤光司氏
一般社団)云人王国薬剤師･在宅瘡撒支援迩絡会会長
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平成２４年度全国其令副審査委員長会議(歯科)を開催
1２

｜
月刊基金
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｢ペンリレー医療顧問となって」

月号
MonIlllyKlKlN鱒53巻鞆１２号

支払基金福岡支部医瞭願問(Ii1il4担当）松浦辰彦

December,２０１２

1膳

懸医療機関別診療状況調の概況

平成23年度(平成23年４月～平成24年３月)診療分
1４

医学のはなし (知っておき定い病気の且 知識41）
大腸がん－大腸がんを早く見つけるための基蝿知誠一

昭和大学内科字義座消化器内籾部門客員教授吉Ⅱ|望海

1８

平成２４年秋の叙勲･褒章に輝かれた方々

今月の表紙

平成２４年度
社会保険診療報酬支払基金関係功績者厚生労働大臣表彰

月刊基金1２

支部紹介(山形支部）
岳

２２

医療保険等の動き･マンスリーﾉート
おたずねに答えてQ&A

1ヵ，３１匹刺ＵＴ③函2-1.民O5aVIOIP1繩卸上、９

ﾏﾊﾟl/1ＷゼロmT5ｮ百済EnIV“｣61Ⅱ邑刊ｎ

ｏ､…ローロUね
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表紙イラスト関上絵突
雁や白聞などの大形の鳥は、Ｖ率型

請求誤りの多い事Ｆ１から

２４
２６
２７

す．最先鐺を葹益脚はリーダーでは
なく、笂流を起こす先兵ときどき砿
ﾉﾉの脚と奨代しまり．

PIO

医療費の動向

一診撫報酬等硴定状況一２８

２０１２ニュースフラッシュ

地方自治体が実施する
医療費助成事業の
審査支払事務を受託
インフォメーション

の緬隙飛行をし農十翼の斜めf１２万

'二で艶lAill】さの虹iiILに罐I】、砿扇の
,#;は省エネ堆行をしてい湯のだ樹超

ミーノ

lＥ

広告は有1脚にて拙illしています。広告掲載のお申込み方法は

支払基金ホームヘージ(http://www・sskorjp/)でご案内しています
トソブベージ＞広樋脇・ハンフレ，I､＞石料広告募柴

３０

３２
３２

芸

科VqlUW噸b醜0dA311AdNWNuFWmUUHKW

竜ラ

在宅医1療へ

するために露

シフトに

￣－

PＰ安

厚生労働省は、今年４月の診療報酬改定で、

’

［出席者］

2025年の医療モデルへの第一歩として在宅

座長:川iXll学一Ｍ：

医療や地域医療への取組みに加算を設け大き

東京医科凹科大学大学院医箇学総合研究科医禰経済学分野敗授

く舵をきっていま式今回の座談会では、在

人川秀ｌｉＭｌｔ'1：

－段社団法人全国在宅療養支扱醗僚所迩絡会耶務局艮

宅医療に毎日実際に取組んでいる医師と薬剤

おや畿城北クリニソク鴎長

師、そして医療経済学の専門家に、その課題

大淵光ｉｉｊ氏

一紋社団法人全､凝剤師･在宅猟聾支製迦納会会長

等を話し合っていただきました。

線式会社メディカルグリーン代塑取締役

ＩＭｌｐ川渕紫一光'1．

／~、

１９８３年一鵬大学商学部卒難

座長坤本Ｈは、お典まりいただきまして、賜りがとう

1987年シカゴ大学経営大学院修士蝉狸（ＭＢＡ取得）修了
1989年厚生省国立医療・病薦管理研究所医療暹涜研究認勤務
１９９５年同研究所主任研究員就任

1998年Ｒ木IMtIL大半職(学部紐営肌発単科執授肱任
2000年ｊＩｌ願医科凹科火難大学院般授就偶覗在に至る

Ｉ'Ｍ他人Ⅲ秀樹先'１２
１９７９年

日本大学医学部卒撚

1985年

自治腫科大学大学院修了（鯉学１９士）
El治医科大学町任膿師自治医科大学墓形外科医局長を軽て

１９８９年
１９９２年
１９９４年

おや嶺城北クリニック開業
医猿法人アスムス（旧喜望会）理事長就任

2009年

一A941厨法人全国在宅療養支鰻鹸槙所迦総会事蕊局憂就任

1Ｍｈ人ｉ１ｉＭ〉上IIIL（

ｋ

年年年年年年館

３６４９０
８８００１

泊同旧知印加刷

ございます。私は、東京医科歯科大学大学院で医療経

済学を救えております川渕と申します。きょうは、Ⅲ

域連携や圧宅医療での課題などを、皆さまと共に話し

ます。

合っていきたいと思います．どうぞよろしくお願いし

◆自己紹介を兼ねて在宅医療との関わり

座長叩ではまず自己絲介な兼ねて、在宅辰雄との関わ

りについてお．人ずつお船しいただけますか？

太田叩現代、化宅療鍵支援診療所４か所、訪問青纏ス

の理事長をしております隆師の太出と申します。よろ

テーシｊン、老人保他施設聯を迎潤している医療法人

私は加年前、１９９２年から血宅医療に〃を入れ

しくお願いします。

／~、

、

』ご

東京璽科大学葵学部藁学科卒講

駕山堂熨局勤砺

大沢剛剤霞周nMH
Ilt式会社メディカルグリーン代表取締役就任
日木葵科大学非常勤露師

一鉄社団法人煽木県襄煎節会副会長就倭
一触社団法人全回蕊剤踊･在宅療養支掴111$i会会長就任
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てまいりました。－９９２年というと医療の陽が、病

院や施設から地域に移った、ある意味で一征宅医療の

便明けと荷ってもいい年ですけれども、その時期に

訓Ⅲ看護転離柵にしてグループ・プラクティスで劃時

間３６５口腹肴さんを支えるというスタイルで始め

ました。

それは図らずも２００６年に制陛化された圧毛療

縦迂援診療所としての機能を、そのまま１９９２年

当時からもっていたということです。現在も午前中は

外来、午後から往診というスタイルでやっております。

大潔汕薬剤師の入澤といいます。どうぞよろしくお願

いいたします側

仏の方はいまから凪年はど前、１９９９年ですが
介縦保険が胎まる直前で、栃木市で薬局をやっており
まして、現価は典岡巾と宇部桝巾にも薬局をもってい

伽宅医療に関わったきっかけは、当時栃木巾の市径

ます。

ンと偶然市役所内で会いまして大灘さんのところは

所で介謹保険担当の耶倣をしていた知り合いの行政マ

恐廿さんの家まで蕊を持っていって難の説明をするこ

とができますか？」と開かれたのです。私も帆よれる

(二．
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座 談鐵Ｊ在宅医療へのﾊﾟﾗﾀﾞｲﾑｼﾌﾄに対応するために

とできますよ」としか．言えない牝描なので｜ちょう

て知り合ったのが太田先生でした。
■■‐ＬＬ

卯年間やってこら

たか。太旧先生は

ういうご側係でし

座長”お二人はそ

ど良かったｃいい先惟を今腿納介するからと十向われ

１＄

』｜｜

一元

れて、実感として
はいかがですか？
太田血私たりがい
ままでやってきた

した。まず行政とうまくやるために、それぞれの基礎

めた凹時からですが、医療と禰祉の連柵延と思っていま

やはり行政と灰師〈雪と仲良くやっていくためには、始

した

科大学に長く勤務した関係で、最初は小山市で蛸めま

す。躍礎自治体にそれぞれ診療所があります。Ⅲ治医

太田“栃木県小山市と茨城鼎結城巾、栃木県栃木巾で

座長叩そうですか。どちらでⅢ業されているのですか？

世の感、これが実感です。

今年印年目ですけれども、思い返しますと本当に隔

も仰せつかっております。

いう気持ちがあります。そこで日木巾の住宅療磯支援
診療所通つなぐ連絡会を作りましてその僻務局長など

その辺はやはり服しくほえていかなければいけないと

医療だと思われたりとさまざまな偏見がありまして、

わったと思います。虎毛灰療というと、最近は往診
だけやられる化生がいたり、また、行取る医療が庄宅

ことは加年問蛮わらないのですが、枇の巾が大きく凌

苅々カセ■でご勺で

東京の世□件でも迩営しているのですが、このクリ

自治体馳位に診探所があった方がいいと考えました。

皿ではないと思っています。それは外来の延長にある

太田函はい。実感として在宅医療は、蝋に病院の受け

すが、大川先生はどのように考えていますか？

療とはどのようなものか、定縫というと堅川しいので

座長》お話を進める前に、現場の方々が考える住宅灰

◆現場が考える在宅医療とは何か

せつかっております

して現花その会ができまして、図らずも初代会長を仰

られないかと考えていました。このような思惑が．致

かったのですね。一方、既にやっていたという方々も、
本当にこのやり〃でいいのか、蝋務の質がさらに上げ

いままでは、やりたいけれど具体的に方法が判ｎな

らいはこれからやってみようという人たちです。

くらいは脱に住宅唾やっている人たちで、州０半分く

初めて陀宅に収組む梁剤師の災まりができまして、
現在、８００名近くの薬剤師が入っています。半分

支援連絡会という架まりを立ち上げました．

いて、一昨年、一般社川法人で全図難剤師・伍宅州避

いものですから、全凶の薬剤師も試行鑑訳してやって

現住でも薬剤師の中では、やっている人の方が少な

その後も続けております：

かったとⅢいます仏も見よう見まねで始めまして、

時は、化宅医療を受けるところも市内ではほとんどな

ん変わってきて水凹に鮒いているという状況です皿刈

大澤ｍ大川先生も言われましたが、時代の万がどんど

でしたか？

座長“なるほど。入潔さんがⅢＭされたころはいかが

したいと思って．ハイリット的に作りました。

ニックはどちらかというと地域ネットワーク型で腕隠

足一ノ

という考え方です。いつも外来に来る患脅さんが、火

なくなったらどうするかということですね。

いつも来る思荷さんが来なくなって、往診になるわ
けですね。いつも来る患召さんが年をとって、往診に
なるわけですよ。いつも来る患侍さんにがんが兇つ
かって、治旅してがんが治らないから在宅ホスピスヶ

アということになります。ですから仇宅医旅は、病院
医澱の先にあるのではなく、外来の先にあるという誇

え〃が必喪だと思いますわ。

座長“病院はたくさんあるけれども、代診をしてもら

えるところは少ないですよね。

太田》だから病院の先に仏宅医療があると思うと、そ

ことが大切です

ういう話になるのですね。かかりつけ雁それぞれが、
在宅医療をどのように考えて医療を進めるのかという

座長孵圧宅灰旅をすると、外米患将さんは減りますか？

太田妙仮に錐を－か月Ⅲ分処方すると外来憩粁激はそ

れまでの２週間処方と比鮫して平分になりますれど最
近のⅢ炎データ（「かかりつけ仮と陀宅臓旅の推進」
東京入学高齢社会総合研究機構辻数授編）超見ます

と、外来感門さんの平均来院激は灯人とのことです．

また、将来これが調人まで減少するだろうと縦走して
いますこれは外来鋼人で、七満していくにはどうし

たらいいだろうかと対策通考えねばなりません。開業
医は今後、外来患者が噸える可能性がうすいと思いま
す。

座長ｍそうなると、自ずと在宅医嫌にならざるを得な

いということですね。

太田釦そうです社会の必然、時代の典繍とＨうぺ髪

かもしれません。
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座長：」

ｴーゾ

大澤ぷ難局でも、外来の延長ですから難局に来られな

い患者さんにはこちらから行くというのが、もう淵た
り前だと思います。

◆在宅医療の採算性はどうか

鱗;iiilii鰯

欄灘騨

座長叩太田先生はどういう締総で開難されたのです

う１１「しとをそ科太

〆~、

埴腫臓は口然な発想です。

しかも住宅医療は内科でも外科でもないのです。も
し学問として成立するなら「管皿医療龍かな。マネ

ジメントの航域が非粥に大きいです。実際、現場では
斤趣師がほとんどの腹旅行為をやりますから、医荷に

アージのようなことをやっていたわけですが、以圧は、

医薬分業が進み医師からの処方せんが来て、それ通調
剤するという、受け身の体質になってしまったのですね。
さらにその流れに乗っていけば採算が合ってしまう

ので、「何も在宅仮療までやらなくてもいいのでは」

座長邪太田先化がおっしゃったように１９９２年は

という経営者も残念ながらいますね。

◆薬剤師は何故参入できなかったのか

は適切な判断と指示と貞任がゆだねられます。

座長弛大潔さん、薬剤師が在宅医療になかなか関わら

伍宅腿療を節３の睡疲としました。つまり入院、外来
に加えて花宅陵療の必震性を厚労省が言い川して、そ
の後いろいろと加節がついたと思うんですが、漿川の

なかった原瓜は何でしょうか？

万はいつごろから在宅に点数がついたのですか？

大澤恥ほとんど同じころからだと思います。途中から

大澤“社会のニーズもなかったというか．顕在化して

いなかったということでしょうねそれは薬剤師が行

は介樅保険が入って、剛力が使えるようになりました。

ね。住宅阪療になかなか桀局がのってこないというの

かる貸用はいまや６兆円を超えたといわれています

大澤“・つばそうかもしれません。私児ですが、睡漿

じて雌近繁航していますけれどねｃ（笑）ただ、当時

いわば絶滅厄棋極ですよ。政府の保組政唯でかろう

なたはこれを飲めばいいよとかあなたはひどいか

に行っていろいろなⅢ談をしたものです。薬剤師は「あ

来であれば凸の漿川は、市民が少し只合が想いと雛川

しました。洲喚と供給の耐からいろいろと調べました

座長恥私も艮野県でピンピンコロリの研究」に参川

ています。

それは文化でした。病院で死ぬことが門たり前だ」
という文化を変えないと在宅得取りはできません。
凪近は老人ホームでも蛾期までお桃話しますという
ところがあるわけですから、私は口宅に限らず、膳心
地のいいところで看取られるというのが．番だと考え

あとは家族がお世話をしたわけです。

太田皿そもそも看取りは医療行為ではないかもしれま
せん。元々は家族の手の中にあったのです・だから
１９７０年代の小説を縦めば、年滞りが宗で死ぬの
は当たり耐で、医者が来て「ご臨終です」と言ったら、

座長恥次のテーマに移りたいと思いますが、圧筵医郷
と春取りについて太田先鞭、いかがですか？

◆在宅医療と看取りについて

かないということもあると思います。未だに採算がと
れないところも多いですよ。鴬勝の対価として考えて、

いいですね。加算というありがたい評仙をいただいて

窓ｕ業務と比鮫してみると窓Ⅱの方がもちろん効率は

こ儲かるのに当時刻時Ⅲ３６５口というのはなかな
か珍しかったのでは？

ども、勤務ばと同じくらいの収入があればいいという

分業は早く進み過ぎたと思います薬剤師の数と、Ⅸ

から言えば、儲からないものはやらないですよね。

いわゆる巷の附堆区のⅢかな生活をいざざなければ、

くらいの気持ちをもっていれば、何とかやれたですね。

から任宅をやっていた人たちは、恢臓の本質的な部分

ら医者に灯った方がいいよ」というように、そこでトリ

/~、

で、｜病気を治寸だけが腿療じゃない」と考えると圧

特に抵抗はなかったし、とても面、かつたです

薬分業のスピードが合わなかったということです。
いま薬川は、粗性的に人手不足になっていますロ本

太田牢当時は珍しかったですね。儲かりはしないけれ

は、やはりペイしないからでしょうか？経済合剛性

座長沖なるほどでも普通に開業していれば、そこそ

座長“Ｒ水の医樂分蕊が進み、病医院が川した薬にか

るところがあって「動けない人のところに灰旅があっ

て、ちょっと感じ

よ者てな蝋のの田

いるとは思いますが、充分な評Ⅲかと言われれば、剛

一一

は充分ではないと衝いたいです。

か？

売宇

秀樹
太田

てもいいよな」と思ったのが征宅医療との出会いです。

ﾛ

高齢侭からではないのです
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