
16医療機関調査 中間結果まとめ（具体事例） 

 
【調査目的】 

 

全国的な傾向も同様であるが、大阪市においても平成21年度決算で生活保護費総額2,714億

円のうち医療扶助が1,240億円と5割近くを占めている状況にある。 

 

生活保護における医療扶助について、頻回受診や過剰診療、不必要な検査が行われているの

ではないかと、市民からより一層厳しい視線が向けられていることから、医療扶助の適正実施

に向けて、制度の趣旨の徹底、及び医療扶助に関する取扱等の実態把握を行う。 

 

１．調査内容の検討   

診療報酬支払基金から提供されたデータを基に、ケースワーカーや医師会、歯科医師会、

薬剤師会等の関係者から意見を聴取し、優先順位や重点項目の課題整理を行う。 

日常のケースワークやレセプト点検業務で疑義が生じた頻回受診、過剰診療など不適切な

医療機関の実態、及び貧困ビジネスとの関連が深いアパートへ関わっている医療機関、介護

事業者の実態や状況について、患者である被保護者からヒアリングを行い、診療などの医療

の実態について重点的に調査を行う。 

 

２．訪問診療の実態把握 

このような状況の中、医療機関が高齢者専用賃貸住宅等に居住する被保護者へ頻繁に訪問

診療を行っていることが判明したので、適正化を図るため、レセプト（診療報酬明細書）で

の確認を行い、その必要性や頻度について重点的に調査を実施した。 

 

【社会的背景】 

・ 近年、高齢化社会の進展に加え、核家族化やライフスタイルの多様化など、医療を取り巻

く環境の大きな変化に対応するため、平成12年4月には、介護保険制度の導入や、診療

報酬の一般病棟に3ヶ月を超えて入院する患者に対する診療報酬の包括点数化や療養病床

の出来高算定の廃止などの改正が行われた。 

・ 診療報酬改定により、長期入院の診療報酬が大きく引き下げられた結果、「社会的入院」

を含めた長期入院は、医療機関の経営面から難しい状況となり、長期入院患者の在宅への

移行支援策が進められてきた。 

・ また、特別養護老人ホームなどの施設への入所が難しい中、身寄りや住居のない医療や介

護を必要とする患者は、民間の高齢者専用賃貸住宅等へ入居し、地域の診療所が、通院困

難なこれらの患者に対し訪問診療を行っているのが現状である。 

 

【調査状況（平成22年12月10日現在）】 

◎ヒアリング実施医療機関 16医療機関 

◎レセプト点検枚数 約1,500枚（平成22年2月～4月分の３ヶ月分を対象） 

◎ヒアリング被保護者数 127人 

訪問施設数 21施設（高齢者専用賃貸住宅、グループホーム、アパート等） 

 

 

 医科入院 医科入院外 歯科 

医療費（億円） 653億円 346億円 60億円 

レセプト件数（件） 145,750件 1,692,864件 243,803件 

1件あたり医療費 448,198円/件 20,459円/件 24,432円/件 



  
 

【具体事例】 

 

・ 訪問診療の回数や治療方法などの決定は医師の裁量に委ねられている部分が多く、また過

剰診療に関する国等の明確な基準がないため、ただちに不適正な診療が行われていると判

断することは困難であったが、次のような事例が見受けられた。 

  ＊事例については、被保護者及び医療機関が特定されないように一部修正をしています。 

 

事例1 訪問診療の必要性に疑問が生じた事例 

 

 被保護者のヒアリング内容 

・法的な位置づけのない民間の高齢者専用賃貸住宅（以下「本件施設」という。）に入居し

ている被保護者について調査したところ、被保護者の多くは、高齢で、認知症を発症して

いたり、寝たきりの状態にあったりと医療や介護を必要とする状態であった。 

・また、被保護者には家族など医療や介護について相談する相手がおらず、被保護者自身も

医療機関等を選択する意思が希薄であることから、被保護者のほとんどは、本件施設と提

携している医療機関や介護事業者からサービス提供を受けていた。 

・サービスを提供している介護事業者としては、曜日や時間帯によって対応するヘルパーが

替わる中で、入居者の病状の急変に対応するために、被保護者ごとに別々の主治医に診療

を依頼するのではなく、特別養護老人ホームやグループホームなどが一般に行っている方

法と同様に、特定の提携医療機関や提携薬局に依頼しているという実態であった。 

・被保護者も現状の医療提供に不満を感じることはなく、むしろ薬を減らすことや訪問回数

を減らすことなど、治療内容を変更することに抵抗がある人もいた。 

 

 医療機関のヒアリング内容 

・本件施設に居住する被保護者（1施設あたり１０人から３０人程度）ほぼ全員に対して、

医療機関が訪問による診療を毎週1回から2回行っていた。 

・医療機関としては、患者の痛みなどの訴えなどや症状に応じて治療を行っているとのこと

である。 

・訪問診療の診療報酬としては１回2,000円で月4回分の診療料8,000円及び２４時間体制

で訪問して管理を行う在宅時医学総合管理料42,000円の計50,000円（薬剤料は含まず）

を最低でも算定していたレセプトが多数見受けられた。 

・平成22年４月の診療報酬の改定により、「同一建物に訪問する場合」の訪問診療報酬が 

１回 8,300円（一軒家の単価）から 2,000円（施設の単価）に引き下げられたことにより、

本来ならば頻繁に訪問診療しなければならない患者について、コスト面で採算が合わない

ことから、訪問回数を減らさざるを得ないとの意見もあった。 

 

 考 察 

・訪問回数は病状によって異なるが、慢性の疾患に対する投薬治療ならば、大きな変化があ

るとは考えにくく、また緊急時に直ぐに対応できる２４時間体制ならば、急変すれば連絡

があるため、なおさら毎週訪問は必要ないのではとする医師の意見もあった。 

・直接的な比較はできないが、仮に家族などの援助を得て通院にて診療を受ける場合と比較

すると、本件施設に居住する被保護者については、４.５倍程度の医療費が算定されており、

介護保険も加えると５.０倍程度が算定されていた。 

・これは、社会保険診療報酬支払基金の審査も通過しており、厚生労働省告示の基準に沿っ

た請求範囲内であるに相違はない。 

・上記のことから、各区のケースワーカーが訪問の必要性や回数等について過剰診療ではな

いかと思っていても、明確な基準がない中、不適正と断定することができない。 

 



  
 

 

例1）糖尿病にて月4回診療、院外処方2回の場合での比較（3割負担） 

＜通 院 の場合＞ 

再診料等        1,210円×4回＝ 4,840円 

特定疾患療養管理料Ⅰ  2,250円×2回＝ 4,500円 

処方箋料等         860円×2回＝ 1,720円 

  総          額                   11,060円・・・① 

 

     参  考 自己負担（３割）    3,320円（薬剤料・検査料等は含まず） 

 

   ＜訪問診療の場合＞ 

訪問診療料２      2,000円×4回＝  8,000円 

在宅時医学総合管理料１-ｲ(処方箋料含む)42,000円 

  総           額                  50,000円・・・② 

 

     参  考 自己負担（３割）  15,000円（薬剤料・検査料等は含まず） 

 

①と②を比較すると 

本事例では、通院にて診療を受ける場合に比べ4.5倍程度の医療費を算定 

 

さらに訪問診療時に、介護保険制度の居宅療養管理指導料Ⅱを算定すると 

居宅療養管理指導   2,900円×2回＝   5,800円・・・③ 

 

参  考 自己負担（１割）     580円 

 

①と（②＋③）を比較すると 

介護保険も含めると本事例では、通院にて診療を受ける場合に比べ5.0倍程度を算定 

 

 

事例２ 訪問診療の回数について疑問が生じた事例 

 

被保護者のヒアリング内容 

・急性期を過ぎ医療機関から退院する被保護者には、病状が安定している患者もいるが、全

員ではないが、末期癌などで治療の施しようがなく退院する重症の患者もいる。 

 

 医療機関のヒアリング内容 

・上記のような重症な患者も受け入れている本件施設に居住する被保護者に対し、訪問診療

を行っている医療機関は、被保護者一人につき、平均すると平成 22年 2月は 12回、平成

22年3月は14回、平成22年4月分は13回の訪問診療を行っていた。 

・また、本件医療機関は、レセプト1件あたり、平成22年2月及び平成22年3月は20万円

以上請求し、診療報酬の改定があった平成 22年 4月以降も平均 10万円以上の請求を行っ

ていた。 

・最も多いケースでは厚生労働省が定める訪問回数の上限である週 3回の訪問を行い、1ヶ

月に12回以上の訪問診療を行っていたケースもあり、血液検査なども一か月に1回程度の

頻度で検査を行っていた。 

 

 

 



  
 

 考 察 

・入居している被保護者のほぼ全員に対して、ほぼ２日に１回（概ね週3回）訪問診療を行

っている状況があった。 

・これは、末期の悪性腫瘍や難病などの特定の疾患患者を除く訪問診療請求の基準内の回数

であり、過剰診療の可能性について疑義が生じても、明確な基準がない中、不適正と断定

することができない。 

・１軒家を戸別に訪問して診療することに比べ、高齢者専用賃貸住宅等の施設への訪問診療

は、多数の患者を同じ機会に診療することができるため、多回数の訪問が依然として続い

ているが、訪問診療回数についての基準内であるか否かだけでは、訪問診療の必要性につ

いての判断をすることは困難である。 

 

＜訪問診療の場合＞ 

訪問診療料２     2,000円×13回＝ 26,000円 

在宅時医学総合管理料(処方箋料含む)    42,000円 

重症者加算                10,000円 

訪問看護指示料             3,000円 

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料   45,000円 

心電図・血液検査等           5,820円 

  総           額                 131,820円 

 

     参  考 自己負担（３割）  39,550円（薬剤料は含まず） 
 
 
事例３ 治療内容の必要性について疑問が生じた事例 

 

被保護者のヒアリング内容 

・本件医療機関は、発作性呼吸不全に罹患し、胸痛、呼吸困難等の症状があった被保護者に

対し、在宅酸素装置を設置していた。しかし、調査時においては、この被保護者の症状は

落ち着いており、在宅酸素装置を全く使用しておらず、被保護者は、就労に向けて毎週 1

回はハローワークにも行っていた。このことは本件医療機関の主治医にも伝えていた。 

 

医療機関のヒアリング内容 

・発作性呼吸不全により、突発的な呼吸困難に陥るため、在宅酸素装置を設置している。   

＊ヒアリング実施後、医療機関から被保護者へ確認が行われ、約10日後に在宅酸素装置は

回収されていた。 
 

考 察 

・在宅酸素装置は毎月 65,000円の費用が必要であり、健康保険等加入者の場合３割の自己負

担として毎月 19,500円の負担があるため、使用しない場合速やかに返却を行うのが通常で

あると思われるが、被保護者の場合は自己負担がないため数ヶ月もそのまま放置されてい

たのではないかと思われる。 

 

 例）慢性気管支炎、発作性呼吸困難で月４回通院で院外処方２回の通院の場合 

再診料等       1,210円×4回＝ 4,840円 

在宅酸素療法指導管理料等       65,000円 

処方箋料等        860円×2回＝ 1,720円 

  総          額                  71,560円 
 

     参  考 自己負担（３割）  21,470円 



  
 

 

事例４ 在宅時医学総合管理料について疑問が生じた事例 

 

厚生労働省の通知（平 22保医発 0305-1）では、個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画

を作成し、その内容を患者、家族及びその看護にあたっている者等に対して説明し、在宅療

養計画及び説明の要点等を診療録に記載することとされている。 

また、診療報酬点数表では、地方厚生局長に届け出た保険医療機関の保険医が、上記の条

件を満たす患者に対して、在宅療養計画に基づき月 2回以上継続して訪問診療（往診含む）

を行った場合に在宅時医学総合管理料（月1回）が算定できるとされている。 

 

被保護者のヒアリング内容 

・毎週１～２回の訪問の曜日は決まっているが、個人ごとに在宅療養計画等の説明はされて

いない。 

 

医療機関のヒアリング内容 

・今回の調査において、在宅時医学総合管理料を算定していた医療機関で、「在宅療養計

画」を確認したが、「在宅療養計画書」を作成している医療機関や、訪問の日時等を診療

録に記載している医療機関など様々であった。 

 

考 察 

・「在宅療養計画」については、診療報酬点数表に「計画の説明・要点を診療録に記載」と

書かれているのみであり、具体的な様式設定がなく、診療録へ要点を記載する基準なども

なく、その作成方法について医師の裁量に委ねられているのが現状である。 

・このため、診療録への記載方法が医療機関ごとに異なり、「在宅療養計画」を定めずに訪

問診療しているとの疑義があっても、在宅時医学総合管理料の算定の適否を判断できない。 

・また、被保護者に対し書面を用いて説明する医療機関が少なく、十分な計画説明がなされ

ていないのではないかとの疑義があった。 

 

 

事例５ 歯科訪問診療の必要性について疑問が生じた事例 

 

被保護者のヒアリング内容 

・ある法的位置づけのない施設が、本件歯科医院と提携し、入居している被保護者に対し、

歯科訪問診療を受けさせていた。 

・被保護者も現状の医療提供に不満を感じることはなく、むしろ訪問してくれることを歓迎

していた。 

・歯科訪問診療の算定は 20分以上の治療が必要であるが、被保護者の認識では訪問時間は 5

分から10分程度の短時間との意見がほとんどであった。 

 

医療機関のヒアリング内容 

・本件歯科医院は、歯肉炎・歯周炎や義歯不適合等で毎月、歯科訪問診療を行い、訪問診療

料として 2,000円を４回、歯周疾患管理料 1,100円、介護保険での居宅療養管理指導

22,000円と最低でも月に一人当たり40,000円を超える請求を行っていた。 

・訪問時間については、普通に治療を行なうと 20分以上かかっているが、各部屋を順次移動

しながら何度も出入りして治療しているため、患者には短時間との認識となっているかも

しれないとのことであった。 

・レセプトを確認したところ、著しく歯科診療が困難な障害者（開口保持ができない状態、

治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態等）に、開口・体位・姿勢の保持を



  
 

行うために他の歯科衛生士などが参画した場合に算定する障害者加算（１回1,750円、及

び処置料等の単価が１．５倍となる加算）を多数の被保護者に算定している医療機関があ

ったが、医療機関によると本件施設には歯科医師と歯科衛生士で訪問しているとのことで

あった。 

 

考 察 

・医科についての事例１と同様に、直接的な比較はできないが、要介護認定がなく、家族な

どの援助を得て歯科医院に通院できる場合と比較すると 6.6倍程度の医療費が算定されて

いた。さらに、要介護認定があり、介護保険の請求も加えると 11.7倍程度が算定されてい

た。 

・障害者加算の対象としているとの確認を行ったケースにおいては、問題は見受けられなか

ったが、引き続き、対象とされている被保護者の身体状況等、障害者加算の対象要件の確

認が必要である。 

 

例）介護保険での要介護認定がなく、歯周疾患にて月 4回診療の場合、歯科疾患管理料を

算定で比較（3割負担） 

＜通 院の場合＞ 

再診料          420円×4回＝ 1,680円 

歯科疾患管理料            1,100円 

歯科衛生実施指導料１           800円 

総           額                  3,580円・・・Ⅰ 

 

     参  考 自己負担（３割）   1,070円（処置料等は含まず） 

 

    ＜歯科訪問診療の場合＞ 

歯科訪問診療料２   3,800円×4回＝ 15,200円 

在宅患者等急性歯科疾患対応加算 

               900円×4回＝  3,600円 

歯科疾患管理料              1,100円 

訪問歯科衛生指導料（複雑なもの）   3,600円 

総           額                 23,500円・・・Ⅱ 

 

     参  考 自己負担（３割）  7,050円（処置料等は含まず） 

 

ⅠとⅡを比較すると 

本事例では、通院にて診療を受ける場合に比べ6.6倍程度の医療費を算定 

 

さらに要介護認定のある方の場合、訪問歯科衛生指導料は算定できないが、介護保険制

度の居宅療養管理指導料（歯科）を算定すると  

居宅療養管理指導(歯科) 

医師が行うもの(Ⅰ)  5,000円×2回＝  10,000円 

衛生士が行うもの(Ⅱ) 3,000円×4回＝  12,000円 

総           額                 22,000円・・・Ⅲ 

 

     参  考 自己負担（１割）   2,200円 

 

Ⅰと（Ⅱ－3,600円＋Ⅲ）を比較すると 

介護保険も含めると本事例では、通院にて診療を受ける場合に比べ11.7倍程度を算定 


