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平成 31年度在宅医療・介護に係る分析支援データ（概要） 

 

令和 7（2025）年に向け、在宅医療の需要は、「高齢化の進展」や「地域医療構想による病床の機能分

化・連携」に伴い、大きく増加することが見込まれており、第７次医療計画・第７期介護保険事業（支援）計

画では、増大する需要に対応する在宅医療・介護サービスを確保するため、都道府県と市町村が連携・

協議し、両計画に段階的な目標・サービス見込み量を設定することとしている。 

介護施設・在宅医療等の追加的需要の受け皿となるサービスの検討に資することを目的に、国保デー

タベース（KDB）システムデータを用いて以下のデータを集計した。 

 

Ⅰ 可視化ツール用ＫＤＢデータ 

都道府県が地域の在宅医療の提供体制の状況を適切に把握するとともに、医療計画に基づく施策の

進捗把握を簡便に行えるよう、介護に関する情報を含め、二次医療圏単位及び市町村単位で、都道府

県の地域の医療提供体制の把握に資する在宅医療・介護に関するデータ 

 

１ 集計概要 

（１）市町村（保険者）別集計 

①－１ 訪問診療及び往診の患者数等 

①－２ 在宅医療関係の患者数等 

② 医学総合管理料（居住形態・重症度）を算定されている要介護度別の患者数等 

③ 医学総合管理料（居住形態・重症度）を算定されている年齢階層別の患者数等 

（２）医療機関別集計  

④ 医療機関毎の在宅医療関係の患者数等 

（３）市町村（保険者）別 × 医療機関別集計 

⑤ 在宅医療を受ける患者と在宅医療を提供する医療機関の関係 

 

２ 集計内容 

（１）市町村（保険者）別集計 

①－１ 訪問診療及び往診の患者数等 

集計表 ファイル単位 都道府県単位 

縦軸 保険者番号×訪問診療区分（訪問診療計（同一建物以外・同一建

物）、往診） 

横軸 診療年度（H24～H30） 

出力値 ・1 ヶ月当り患者数（月平均） 

・1 ヶ月当りレセプト件数（月平均） 

・算定回数（月平均） 

明細表 ファイル単位 都道府県単位 

シート単位 訪問診療計、訪問診療（同一建物以外）、訪問診療（同一建物）、合

計（4シート） 

縦軸 保険者番号×年齢階層（5歳刻み） 

横軸 診療年月（H24.4～H31.3） 
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出力値 ・患者数 

・レセプト件数 

・算定回数 

①－２ 在宅医療関係の患者数等 

集計表 ファイル単位 都道府県単位 

シート単位 診療年度単位（H24～H30） 

縦軸 在宅医療関係の診療行為、介護サービス種類 

横軸 保険者番号 

出力値 ・1 ヶ月当り患者数（月平均） 

・1 ヶ月当りレセプト件数（月平均） 

・1 ヶ月当り算定回数（月平均） 

・1 ヶ月当り医療機関数（月平均） 

明細表 なし  

 

② 医学総合管理料（居住形態・重症度）を算定されている要介護度別の患者数等 

集計表 ファイル単位 都道府県単位 

シート単位 診療年度（サービス提供年度）単位（H24～H30） 

縦軸 保険者番号×居住形態（在宅時・施設入居時等）×重症度（重症・

その他・計） 

横軸 要介護度 

出力値 ・1 ヶ月当り患者数（月平均） 

・1 ヶ月当りレセプト件数（月平均） 

・1 ヶ月当り算定回数（月平均） 

明細表 ファイル単位 都道府県単位 

縦軸 診療年度×保険者番号×要介護度（未認定・要支援１～２・要介護１

～５）×居住形態（在宅時・施設入居時）×重症度（重症・その他） 

横軸 ・患者数（年度累計・月平均） 

・レセプト件数（年度累計・月平均） 

・算定回数（年度累計・月平均） 

出力値 ・患者数（年度累計・月平均） 

・レセプト件数（年度累計・月平均） 

・算定回数（年度累計・月平均） 

 

③ 医学総合管理料（居住形態・重症度）を算定されている年齢階層別の患者数等 

集計表 ファイル単位 都道府県単位 

シート単位 診療年度単位（H24～H30） 

縦軸 保険者番号×居住形態（在宅時・施設入居時）×重症度（重症・その

他・計） 

横軸 年齢階層（0～39歳、40～64歳、65～74歳、75～84歳、85歳～、合
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計） 

出力値 ・1 ヶ月当り患者数（月平均） 

・1 ヶ月当りレセプト件数（月平均） 

・1 ヶ月当り算定回数（月平均） 

明細表 ファイル単位 都道府県単位 

シート単位 居住形態×重症度の 4 シート（在医総：重症、在医総：その他、施医

総：重症、施医総：その他） 

縦軸 診療年度（H24～H30）×保険者番号 

横軸 年齢階層（0～4歳、5歳～9歳、・・・、95～99歳、100歳～）、年度累

計、月平均 

出力値 ・患者数 

・レセプト件数 

・算定回数 

 

（２）医療機関別集計 

④ 医療機関毎の在宅医療関係の患者数等 

集計表 ファイル単位 都道府県単位 

シート単位 診療年度単位（H24～H30） 

縦軸 医療機関（コード、名称、所在地（市町村（国保保険者）番号・市町村

名称））） 

横軸 在宅患者訪問診療料と在宅がん医療総合診療料の合計、在宅患者

訪問診療料（合計・同一建物居住者以外・同一建物居住者）、在宅

がん医療総合診療料、往診、在宅時医学総合管理料（合計・重症・

重症以外月２回以上・重症以外月１回・その他（H28 年度改定以

前））、施設入居時等医学総合管理料（合計・重症・重症以外月２回

以上・重症以外月１回・その他（H28 年度改定以前）、看取り（看取り

加算・死亡診断加算・在宅ターミナルケア加算）、指導管理料（在宅

酸素療法・在宅中心静脈栄養法・在宅自己導尿・在宅人工呼吸・在

宅気管切開患者） 

出力値 ・1 ヶ月当り患者数（月平均） 

・1 ヶ月当りレセプト件数（月平均） 

・1 ヶ月当り算定回数（月平均） 

明細表 ファイル単位 都道府県単位 

シート単位 ・在宅患者訪問診療料 

・在宅がん医療総合診療料 

・往診 

・在宅時医学総合管理料 

・施設入居時等医学総合管理料 

・看取り 
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・指導管理料 

縦軸 医療機関（コード、名称、所在地（市町村（国保保険者）番号・市町村

名称）） 

横軸 診療年月（H24.4～H31.3） 

出力値 ・患者数 

・レセプト件数 

・算定回数 

 

（３）市町村（保険者）別 × 医療機関別集計 

⑤ 在宅医療を受ける患者と在宅医療を提供する医療機関の関係 

集計表 ファイル単位 都道府県単位 

シート単位 診療年度単位（H24～H30） 

縦軸 保険者所在地（二次医療圏、保険者番号（国保）、保険者名称）  

※国保と後期を合算 

横軸 居住形態（同一建物以外、同一建物、合計）×医療機関所在地（二

次医療圏、市町村） 

出力値 1 ヶ月当り患者数（月平均）・1 ヶ月当りレセプト件数（月平均）・1 ヶ月

当り算定回数（月平均） 

明細表 ファイル単位 都道府県単位 

シート単位 診療年度単位（H24～H30） 

縦軸 診療年月（H24.4～H31.3）×医療機関（コード、名称、所在地）×居

住形態（合計、同一建物以外、同一建物） 

横軸 保険者所在地（二次医療圏、市町村） ※国保と後期を合算 

出力値 患者数・レセプト件数・算定回数 

 

 

Ⅱ 按分用データ用ＫＤＢデータ 

令和 2（2020）年度の第７次医療計画の中間見直し及び第８期介護保険事業（支援）計画の策定に向

けて、地域医療構想に伴う在宅医療等で受ける新たなサービス量の按分に際し、各都道府県の療養病

床に入院している医療区分１の患者の 70 ％及び療養病床入院受療率の地域間格差の改善に伴い在

宅医療及び介護サービスが受け皿になった者の割合等について把握するためのデータ 

 

１ 集計概要 

在宅医療の患者に係る移行状況 

 

２ 集計内容 

ファイル単位 都道府県単位 

シート単位 以下の組合せで 36シート作成 

① ５病床区分（一般病棟、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、療養
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病棟、（再掲）療養病棟（医療区分１）） 

× １分類（市町村別） 

× ３退院後月数（3 ヵ月、6 ヶ月、12 ヶ月）（※１） 

× ２項目（人数、日数・回数） 

※「（再掲）療養病棟（医療区分１）」は療養病棟（医療区分１）シートのみ出力（※２） 

② １病床区分（老人保健施設） 

 × １分類（市町村別） 

 × ３退院後月数（3 ヵ月、6 ヶ月、12 ヶ月）（※１） 

 × ２項目（人数、日数・回数） 

縦軸 合計、年齢階層（65歳未満・65歳以上（5歳刻み））・要介護度（要支援 1～要介護 5、

介護認定無） 

※年齢は退院月時点とする。 

横軸 退院後患者数合計（母数）、施設・居宅・居住サービス（内訳として個別サービス）、在

宅医療（内訳として訪問診療,往診）、通院（施設系・居宅系・居住系介護サービス、在

宅医療あり、通院のみ）、入院、 算定なし、死亡 

出力値 患者数実人数および日数・回数（退院後所定月数経過後の 1 ヶ月間を対象に集計） 

集計対象者 市町村国保（国保組合除く）又は後期高齢者の被保険者のうち、入院後退院して所

定の月数が経過している人（途中で資格喪失・引越・制度異動等された人は除く。但

し”死亡者（被保険者マスタの異動事由より判定）”は含む。） 

 

 

 

 

 

介護被保険者（＝全人口）

介護認定者

（受給者台帳登録者）

国保又は後期被保険者

退院後、所定月数経過者

集計対象者
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（※１）退院後月数や人数集計対象月の判定方法

2019年度 2020年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

この期間（診療年月ﾍﾞｰｽ）に退院
※退院月：入院レセ（複数レセがあった場合は一番新しいレセ）が途切れた月の前月

所定月数（例：6ヶ月）が経過

所定月数（例：6ヶ月）が経過

所定月数（例：6ヶ月）が経過

集計対象月

（診療年月・ｻｰﾋﾞｽ

提供年月）

退院月の翌月から所定月数を起算

（日単位で判別できないため）

（※２）療養病棟（医療区分１）について

在宅医療を受ける患者と介護施設を利用する患者との比率を出力。

・在宅医療を基準として、介護施設の患者の比率を算出

・在宅医療：訪問診療または往診（介護施設サービスがある患者は除く）

・介護施設：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の合計

療養病床（医療区分1）退院から3・6・12ヶ月後に、介護施設サービスのみ利用している者と同一月に介護サービス利用と在宅医療受療がある者は②にカウントし、

在宅医療のみ受けている者を①にカウント。

例）

①療養病床（医療区分1）退院から6ヶ月後に在宅医療を受けている者（同月に介護施設サービス利用がある者は除く）の数

　→10名

②療養病床（医療区分1）退院から6ヶ月後に介護施設サービス（特養、老健、療養型、医療院）を利用している者（同月に在宅医療を受けている者を含む）の数

　→　20名

③上記例の場合、在宅医療：介護施設＝1：2でExcelに集計


